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第７回 「未来につなぐ心の糧」作品募集

テーマ　一般の部「希望」・子どもの部「きぼう」

小さくとも　心が癒され　元気・勇気をもらい　　　　　
　　　　　　　　　　明日の希望　生きがいにつながった

「小さくとも　忘れ得ぬ　あの日・あの時・あの出来事」

◆応募作品の具体的な内容◆
テーマに沿ったくらしの中の出来事を作品「作文」または「アート」にまとめてください。
◉作　文＝ A4 の作文用紙で題名および本文で 800 字以内（ワープロ原稿、点字による応募も可）
◉アート＝ A4 の絵画・写真または絵手紙の形式（画面の中にメッセージを入れるのも可）

●表現方法は自由です。ただしデータのみによる応募は不可。アート作品応募者は、作品に込めた想
いを 100 字以内で別紙にまとめていただけると幸いです。ただし、これは審査の対象とはしません。

●作品は未発表のものに限ります。応募点数に制限はありません。
●応募票として別紙に「題（テーマ）・郵便番号・住所・氏名・年齢（中学生以下は学校名、学年）・連絡先・

職業・この応募を何で知りましたか」を記入し添付してください。
●文章の「、」「。」「　」は１字として数えます。（難読漢字にはふりがなをつけてください）
●応募作品の著作権は北方町に帰属します。（入選した写真のフィルム・データ共）
●原則作品は返却いたしません。
（ただし、選外となったアート作品の返却を希望される場合は送料着払いとなります。
 なお、作文については返却できませんので、ご提出の前に写しをとってから提出願います。）

◆応募期間◆
　平成 24 年 10 月 19 日（金）まで（当日消印有効）
◆応募方法◆

・事務局まで送付するかまたは、直接ご持参ください。
・ただし、作品の送料につきましては、応募者でご負担をお願いします。

◆審　査◆
　・審査委員による審査の上，優秀作品を選定する。
　　＜子どもの部（中学生以下）＞と＜一般の部＞の２部を設ける。
　・心の糧大賞 2点 、優秀賞 作文・アート各２点程度、入選・町民特別賞各数点を、入賞作品とする。
◆表　彰◆　
　・第７回心の糧発表会【平成 25 年１月 20 日（日）実施】にて表彰する。
　・入賞者には，平成 24 年 12 月初旬に通知する。
　・入賞者には賞状及び副賞を贈呈する。

　　　　　　　　＜子どもの部（中学生以下）＞	 	 　　　　＜一般の部＞
大　　　賞　　賞状、図書カード２万円分　各種別１名  賞状、賞金30万円　各種別１名
優　秀　賞　　賞状、図書カード１万円分　各種別２名程度 賞状、賞金５万円　 各種別２名程度
入　　　賞　　賞状、図書カード２千円分　各種別数名  賞状、賞金１万円 　各種別数名
町民特別賞       賞状、賞金５千円　 各種別数名

※みなさんぜひご応募ください。

◆作品の送り先・問い合わせ先◆
　「未来につなぐ心の糧」作品公募事業実行委員会事務局
　　〒 501-0431　岐阜県本巣郡北方町北方 1857　北方町生涯学習センター内
　　☎（０５８）３２０－２２００　FAX（０５８）３２３－７７１１　
　　e-mail：kate@town.kitagata.gifu.jp　　URL：http://www.town.kitagata.gifu.jp/kate/
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日　時　平成24年８月26（日）　　開　場　13：30
開　演 　14：00
会　場　生涯学習センター　きらりホール
入場券　全席指定　一　　　般　2,000円（当日2,500円）
　　　　　　　　　中学生以下　1,000円（当日1,500円）
            　　　　　立 ち 席 1,000円（当日1,500円）
　　　　　　　　　※小学生以下の方は保護者同伴でお願いします。
　作曲家・ピアニスト・指揮者として活躍している青島広志氏、日本テ
レビ「世界一受けたい授業」、テレビ朝日「題名のない音楽会」などに
出演してお馴染みです。
　今回は、テノール歌手の小野勉さんとおはなしを交えて楽しく、分か
りやすくクラシックの世界を紹介します。
● 前売り券販売 ●
　６月23日（土）午前９時より前売り券を生涯学習センターにて販売
　６月27日（水）より電話受付予定
　※立ち席は一般、中学生以下とも同料金です。
　※指定席、立ち席券とも完売の場合は当日券を販売いたしません。

問い合わせ　生涯学習センター　☎３２０－２２００

アコースティックナイト IN 北方

青島広志のおもしろクラシックコンサート
きらりスタッフ企画

予定演奏曲目
　なごり雪
　22才の別れ
　木綿のハンカチーフ
　学生街の喫茶店

ほか

C Gakken

日　時　平成24年７月21(土)　　開　場   18：00
開　演　18：30
会　場　生涯学習センター　きらりホール
入場券　全席指定　指定席　4,000円（当日4,500円）　　　　　　　　
立ち席　3,000円（当日3,500円）
　　　　※未就学児の入場はご遠慮いただきます。
なごみ～ず（伊勢正三さん、元ガロの大野真澄さん、そして
太田裕美さん）の３人がなつかしのヒットソングを歌います。
あなたも一緒に素敵な夜を過ごしませんか！
企画制作　ハル･プロジェクト／MSエンタテインメント･プランニング
● 前売り券販売 ●
　５月19日（土）午前９時より前売り券を生涯学習センターにて販売
　５月23日（水）より電話受付予定
　※指定席完売の場合は当日券を販売いたしません。
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春 の 教 室 の ご 案 内

　誰もが一度はやってみたいと思うマジッ
ク（手品）あなたも家族や友達をアッと驚
かせてみませんか？

●対 象：町内在住・在勤の高校生以上の方
●定 員：20 名
●開催日時：土曜日（全８回）9：30 ～ 11：30

（5/12、5/26、6/9、6/23、
7/7、7/28、8/11、 8/25）

●場 　 所：生涯学習センター 会議室Ａ　
●持 ち 物：はさみ・スティックのり・ボンド・

30㎝定規ペン・ノート　など
●受 講 料：1，000 円（8 回分）
●材 料 費：3，000 円
●合　　計：4，000 円〔初回に用意してください〕
●講 師：合歓の会
　　　　　　（マジック）リーダー 市橋　勇一氏

マジック教室
　誰でも参加できる教室です！お気軽にご参加くださ
い。趣味を増やしませんか？

　パステルという優しい色の画材を削って、
指先に付けて描きます。
　誰にでも簡単に表現ができ、どんな作品
ができるのか、わくわくしながら楽しく描
きませんか。
　お子様（親子）の参加もお待ちしています。

●対 象：町内在住・在勤の高校生以上の方
                  中学生以下は親子での参加可
●定 員：8 名
●開催日時：土曜日（全８回）13：30 ～ 15：00

（5/12、5/19、6/2、6/16、
6/30、7/7、8/4、8/11）

●場 　 所：生涯学習センター 会議室Ａ　　
●受 講 料：１，000 円（8 回分）
●材 料 費：500 円
●合　   計：1，500 円〔初回に用意してください〕
●講 師：カラーセラピスト　森　せつこ先生

　受講料は小学生のお子様と親子で参加の場合は親子
一組で 1,000 円、中学生のお子様と親子で参加の場
合は親子一組で 2,000 円となります。

　『天然素材造花』S
サ ノ

ANOE という東南アジ
アの水辺に生える植物の他、木の実やドライ・
ソーラーフラワーなどを使用して洋風・和風・
アジアン風アレンジを楽しみませんか？

●対 象：町内在住・在勤の高校生以上の方
●定 員：８名
●開催日時：木曜日（全 6 回）13：00 ～ 14：30

（5/10、5/24、6/14、7/12、
7/26、8/30）

●場 所：生涯学習センター 創作室　　　
●持 ち 物：ハサミ・ペンチ・作品を入れる袋
●受 講 料：１，000 円（6 回分）　
●材 料 費：6，000 円（6 回分）
●合　　計：7，000 円〔初回に用意してください〕
●講 師：サノフラワー認定講師　伊藤　由里先生

天然素材フラワー教室

パステルアート教室

マジック教室・パステルアート教室・天然素材フラワー教室の申し込み方法

4 月 14 日（土）から　先着順で受け付け、定員になり次第締め切ります。
折り込みの各教室専用の申込用紙または、生涯学習センター窓口備え付けの申込用紙に

必要事項をご記入のうえ、生涯学習センター窓口へお申し込みください。

　初心者の方でも簡単に出来るアレンジです。
一緒に楽しい時をすごしませんか。
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☆日　時：4月29日（日）　10：00～ 12：00
☆会　場：生涯学習センター　創作室
☆講　師：市原　信治　先生　　　　　　　　
☆材料費：１人につき500円（当日集めます）
☆対　象：町内在住の小学生　※先着30名

�

日　時　
水曜日（全 8 回）19：30 ～ 21：00
5/23・5/30・6/6・6/13・6/20・6/27・
7/4・7/11
場　所　
生涯学習センター 2 階
多目的スペース
参加料　
1，000 円（全 8 回・初回時に徴収）

参加資格
町内在住、在勤の方
定　員
30 名（定員になり次第受付終了）
申し込み・問い合わせ
総合体育館   
☎３２３－３５００　      
　（電話での申し込みも可）

 　視覚障がい者について学ぼう！
　日頃、どんな生活をしているか…
　子どもから大人まで、幅広い年齢層の方にアイマス
ク等を使って目の不自由な体験をしてみましょう。

日　時　5月26日（土）13：30～15：00　　　　 会　場 　生涯学習センター 多目的スペース  2階
講　師　ひまわりの会　　　 募集対象 　一般　　 定　員　30名程度　　　　　　　　　　　
申込受付 　4月17日（火）9：00～　
●折り込みの専用申込用紙に必要事項をご記入のうえ生涯学習センター窓口へお申し込みください。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
〈電話での申し込みも可〉

ボランティア講座①

視覚障がい者について知る講座

ぎふ清流国体でデモスポ行事「武術太極拳」が北方町で開催されます。
これを記念して、健康の維持、増進のために健康太極拳教室を開催します。

この機会にぜひご参加ください。

「武術太極拳」開催記念教室

健康太極拳教室

ぎふ清流国体デモスポ行事前期成人スポーツ教室

申し込み方法　 4月14日（土）９：00から　生涯学習センター窓口のみ
お問い合わせ　 生涯学習センター　☎３２０－２２００

飾り木工「木のこいのぼり」
木を使って、小さくてカワイイこいのぼりを作ろう！

ふるさと自然発見工房 きらりから
楽しい教室のご案内

ア
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　９年目を迎える「町民自主講座」は、従来の行政が行う講座と違い、「教えたい講座、学びたい講座」を
自主的に開講してもらい講師と受講生が一緒に作り上げていく講座です。今回も物づくりや運動系とバラエ
ティにとんだ 18 講座を開講します。どの講座も初心者対象の親しみやすい入門講座となっています。
　続けて活動したい方には、クラブ・サークルをつくることもできますし、日頃の成果を披露する町文化祭
への参加も大歓迎です。みんなで新しい趣味にトライしてみよう！

　　学び楽しみ、音色で癒される講座Ⅰ
No.

講　座　名
日　に　ち

会場・時間 対象・定員
内　　容

講座開設者・講師 受講料 300 円＋材料費等

1

地唄三味線と箏
こ と

～日本古来の楽器を自分の手でひいてみませんか～
5/8・6/12

7/10・8/7・9/11

和室　三味線 14:00～14:45
　　　　箏　 14:45～15:30
年齢・男女問わず 10 名まで

楽譜の読み方を学び、弾き方を覚え
ながら「さくら」「数え唄」「荒城の月」
等楽しくみなさんと一緒に三味線や
音色を味わってみませんか。
持ち物は筆記用具のみです。高井　秀子 全５回講座（火曜日） 300 円× 5 回＋糸代 1,500 円　

＝ 3,000 円

２

着物の着付け
～貴方も和服仲間と集いませんか !? ～

5/11・6/1・6/15
6/29・7/13・7/27

和室
13:30 ～ 15:30

一般（女性のみ）
15 名まで

初心者の方でも楽しんでマスターし
て頂ける様に丁寧にご指導致します。
持ち物：着物 ･ 長襦袢・肌着・腰紐
５本・前板・タオル３枚・足袋・帯・
帯揚げ・帯締め・襟芯・糸針露木　千恵子 全６回講座（金曜日） 300 円× 6 回＝ 1,800 円

３

やさしい茶の湯入門
～美味しいお菓子とお茶を楽しみませんか？～

5/12・6/9・6/30
7/14・8/25・9/29

和室
10:00 ～ 12:00

一般（親子可）
10 名まで

美味しいお菓子とお茶を頂きながら
お茶席での作法を学びます。

西　良江 全６回講座（土曜日） 300 円× 6 回＋お茶・お菓子代
300 円× 6 回＝ 3,600 円

４

初めての楽しい詩吟教室
～大きな声を出して、健康を維持しましょう !! ～

6/16・6/23・6/30
7/7・7/14・7/28

会議室 B
13:30 ～ 15:30

年齢・男女問わず
15 名まで 楽しく詩吟の初歩から始めます。

古今名吟集から名詩を練習します。
（事に感ず・九月十日・川中島・江南
の春・北方町讃歌など）林　幸雄 全６回講座（土曜日） 300 円× 6 回＝ 1,800 円

※テキスト代は無料

５

暦の活用方法
～相生と日・方位の吉凶を学びましょう～

5/12・5/19・5/26
6/2・6/9

会議室 B
13:30 ～ 15:00

年齢・男女問わず
15 名まで 九星気学、厄年と天中殺、干支と納

音、九星方位、陰陽五行等を活用し
て生涯現役で生きましょう！吉安　紫峰 全５回講座（土曜日） 300 円× 5 回＝ 1,500 円

※テキスト代は無料

６

パソコン入門「はじめての Word」
～Windows７で楽しいパソコン～

6/26・7/3・7/10
7/18・7/31・8/7

会議室 A
13:30 ～ 16:00 

パソコンに興味があり、簡
単な文字入力ができる方

20 名まで
Word の基本操作（Word の概要、
起動方法、画面の構成、コマンドの
操作方法）を学びます。Word を使
っていろいろな文章の作成、地図や
写真入りのチラシ、案内状を作りを
します。パソコンクラブ 全６回講座（火曜日）

7/18（水曜日）
300 円× 6 回＋テキスト代等 600 円

＝ 2,400 円
※ご自身のノート PC 持参可

７

家庭教育講座
～楽しい子育てみつけませんか？～

5/10・6/14・7/12
8/9・9/13

和室
10:00 ～ 12:00

一般 20 名まで
（子ども入室可）

毎月テーマに沿って子どもに学ぶ
家 庭 教 育 を皆 さ ん と 共 に 学 び 楽
しい子育ての方法を学びませんか 
小さなお子様も一緒に来て下さい。
託児いたします。森川　かつえ 全５回講座（木曜日） 300 円× 5 回＝ 1,500 円

※テキスト代は無料

８

万遊会（大人のお楽しみ会）
～本当の意味での人生は 40 才からとも申します～

5/16・6/6・6/27
7/4・9/5・9/26

多目的スペース
13:00 ～ 15:00

40才以上の方々
20 名まで

時にはお食事をしたり、時にはダン
スをしたり歌ったり（替え歌も）、パ
ズルをしたりと、おひとりでご参加の
方でも皆さんとともに和気藹々とし
たなごみの雰囲気を味わって頂ける
大人のお楽しみ会です。

杉　美亜 全６回講座（水曜日） 300 円× 6 回 + テキスト・お茶・
お菓子代 1,200 円＝ 3,000 円

９

Let's enjoy 英会話
～英語でおしゃべりを楽しみましよう ! ～

5/11・5/25・6/8
6/22・7/6・7/20

会議室 B
10:00 ～ 11:00

一般
10 名まで

学生時代、英語が好きだったけど英
会話を楽しむ機会なく過ぎた。ある
いは話するまでに上達せず残念な思
いをしている。さあ、一緒にゆっくり
英会話を楽しみましょう。溝口　時子 全６回講座（金曜日） 300 円× 6 回＝ 1,800 円

※テキスト代は無料

前期 町民自主講座のお知らせ平成24年度
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No.
講　座　名

日　に　ち
会場・時間 対象・定員

内　　容
講座開設者・講師 受講料 300 円＋材料費等

1０

小物の手作り
～古布を使って小物作りを楽しんでみませんか～

5/10・6/14・6/28
7/12・8/9・9/13

会議室 B
9:30 ～ 15:00

一般
７名まで お重の箱にかわいいお菓子を古布で

作って詰めてみませんか。
持ち物：ハサミ、薄地用の縫い針、 
小マチ針、絹糸白赤黒・ボンド戸部　正子 全６回講座（木曜日） 300 円× 6 回＝ 1,800 円

１作品  2,000 円～ 3,000 円程度

11

いけ花
～お花を楽しみませんか～

5/27・6/17
7/8・8/5・9/9

創作室
10:00 ～ 12:00

小学生以上
（親子可）
10 名まで

季節のお花を楽しみながら生けます。

西　良江 全５回講座（日曜日） 300 円× 5 回 +
花代 300 円× 5 回＝ 3,000 円

12

楽しく陶芸
～自作の器（やきもの）を作ってみませんか～

7/28 作器
8/11 色付け

創作室
13:00 ～ 15:00

小学 3 年生以上
15 名まで うつわ、花入れ、置き物などオリジ

ナル作品を作りましょう。夏休みに
親子で楽しく陶芸をしてみませんか。
( 小１・２年生は親子なら可）陶芸クラブ 全２回講座（土曜日）

大　人：300 円×2 回＋材料費 500 円＝1,100 円

子ども：300 円×2 回＋材料費 300 円＝  900 円

13

飛び出すカード作り入門（平日）
～あなただけのオリジナルカードを～

5/15・5/17・5/22
5/24・5/29・5/31

会議室 B
10:30 ～ 12:00

一般 15 名まで
（子ども入室可）

いくつかの基本パターンを覚えてか
ら、それらを使って作品作りをします。
初回の持ち物：カッターナイフ・カッ
ターマット・白画用紙３枚・スティッ
ク糊・色鉛筆・はさみ安藤　邦緒 全６回講座

（火・木曜日） 300 円× 6 回＝ 1,800 円

14

飛び出すカード作り入門（休日）
～あなただけのオリジナルカードを～

6/3・6/10・6/17
6/24・7/8・7/15

会議室Ａ
15:30 ～ 17:00

15 名まで
小学生は

保護者同伴
いくつかの基本パターンを覚えてか
ら、それらを使って作品作りをします。
初回の持ち物：カッターナイフ・カッ
ターマット・白画用紙３枚・スティッ
ク糊・色鉛筆・はさみ安藤　邦緒 全６回講座

（日曜日） 300 円× 6 回＝ 1,800 円

15

フラワーアレンジメント
～生花とプリザーブドフラワーではなあそび～

5/19・6/16・7/22
8/18・9/15

創作室
10:30 ～ 12:00

小学生以上
（親子可）
６名まで

春は可愛いフラワーアレンジメント
夏はプリザーブドフラワーで楽しみ
ましょう。
持ち物：ハサミ・ステーキナイフ（カッ
ターナイフ可）新聞紙２～３枚・ゴミ袋羽田　みゆき 全５回講座（土曜日）

7/22（日曜日）
300 円× 5 回＋

花代 500 円× 5 回＝ 4,000 円

　　形になるものを作る講座Ⅱ

No.
講　座　名

日　に　ち
会場・時間 対象・定員

内　　容
講座開設者・講師 受講料 300 円＋材料費等

16

ベビーマッサージ
～ママと赤ちゃんの絆を深めましょう～

5/16・5/30
6/6・6/20・7/4

和室
10:30 ～ 11:30

２ヵ月～ハイハイ前
の赤ちゃんとママ

６組まで
心身の発達に良いベビーマッサージ
で、赤ちゃんとたっぷり触れ合ってい
ただきます。
持ち物：赤ちゃんの水分補給できるもの（母
乳可）・バスタオル・お気に入りのおもちゃ等柴山　由貴子 全５回講座（水曜日） 300 円× 5 回＋材料代 2,000 円

＝ 3,500 円

17

有酸素運動&トレーニングⅠ
～生活習慣病の予防に～

7/5・7/19・8/9
8/30・9/6・9/20

多目的スペース
20:10 ～ 21:00

年齢・男女問わず
20 名まで

リズムに合わせて様々なステップを
繰り返し行う事で新陳代謝を高め運
動不足の解消、メタボリックの予防 
改善に又、骨を支える筋肉の力をつ
けることで正しい姿勢を保ちます。大野　薫 全６回講座（木曜日）

300 円× 6 回＝ 1,800 円
※動きやすい服装で
　室内シューズ持参

18

有酸素運動&トレーニングⅡ
～年齢を問わず楽しめます～

7/13・7/27・8/3
8/24・9/14・9/28

多目的スペース
20:10 ～ 21:00

年齢・男女問わず
20 名まで

リズムに合わせて様々なステップを
繰り返し行う事で新陳代謝を高め運
動不足の解消、メタボリックの予防 
改善に又、骨を支える筋肉の力をつ
けることで正しい姿勢を保ちます。大野　薫 全６回講座（金曜日）

300 円× 6 回＝ 1,800 円
※動きやすい服装で
　室内シューズ持参

　　体をつかっての講座Ⅲ

申込方法

費　　用

申込受付開始
まなびすとの広場 4 月号の申込用紙または生涯学習センター窓口備え付けの申込用紙に必要事
項をご記入の上、生涯学習センター窓口へお申し込みください。
各講座１回につき 300 円
その他実費を受講生が負担、 講座の初回に講師へ直接お支払いください。
＊一度、支払いただいた受講料は講座の途中でやめられてもお返しできません。

４月 7 日（土）　午前９時から　（先着順で受け付け、定員になり次第締め切ります。）



�

ボランティア報告

　昨年度後半も、地域のみなさんに色々な
支援をしていただきました。ありがとうござ
いました。
　本年度も学校支援にご協力お願いします。

大正琴の演奏体験指導

野菜づくりの先生を招待

育てた大豆でとうふづくり

長生会さんと落ち葉はき

手話で歌おう

学校支援活動報告

活動の種類広がる

ボランティア講座⑤

学校支援ボランティア交流会
◇実施日：２月14日（火）　◇参加者：11名
◇テーマ：ボランティアどうしの輪を広げよう。
　　　　　自分と地域の教育力の向上へとつなげよう。
◇交流内容：テーマに相応しい交流会ができました。

子どもたちにボランティアの芽生えができていくことを願っ
て、ボランティア活動を続けていけたらと感じました。

ボランティア講座⑥

聴く力をアップする
◇実施日：２月26日（日）　◇参加者：12名
◇テーマ：聴くことを理解した上で聴く力を身に付け日常の

会話を通じ、より良い人間関係を築こう。
◇交流内容：桑原秋義講師を招き、人の話を聞くことの難

しさを知り、聞く技術を学び、参加された方々からも貴
重な話しを聞く事ができました。

・落ち葉はき・図書室整備
・学校に作品展示（盆栽）
・合唱集会写真撮影
・卒業式での琴演奏
・部活指導補助
・木工製品の製作
・円鏡寺の説明と見学指導
・円鏡寺の昔話・糸貫川の話
・糸貫川河川敷合同清掃
・大正琴指導・馬頭琴の話
・読み聞かせ・個別支援
・北方の福祉についての話
・西アフリカについての話
・畳屋さんの仕事と工作指導
・農家のくらしについての話
・昔の遊び指導
・ソーラン指導
・とうふづくり指導・手話指導
・リサイクル工作指導
・野菜，花の栽培指導
・音楽指導・スポーツ教室
・租税教室・エコ教室

11月～３月の活動

ア
イ

テ
ンラボ

援
支校学
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受講日時 　すべて木曜日　　10：00 ～ 11：30
　　　　　 ５/17、５/31、６/ ７、６/21、７/ ５、７/19、８/ ２、８/23、９/ ６、９/13（全 10 回）
場 所 　総合体育館　2 階　柔剣道場
対　 象 　平成 21 年４月２日～平成 22 年４月１日生まれのお子さんとお母さん
定 員 　親子 30 組
受 講 料 　1,000 円　講師協力費：2,000 円　合計3,000円（教室初回日にご用意下さい）
持 ち 物 　親子とも運動が出来る服装、タオル、飲み物など　体育館シューズは必要ありません

申し込み方法  ４月 14日（土）９：00から生涯学習センター窓口のみで受付。
おり込みのわくわく教室専用申込用紙または生涯学習センターの備え付け申込用紙に必要事項をご記入のうえ、必
ず受講者本人が窓口でお申し込みください。どうしても本人が来館できない場合のみ代理の方がご来館ください。
９：00の時点で定員数を超えていた場合、抽選になります。先着順ではありませんので、９：00までに窓口に
来ていただければ、上記の対象になります。定員数に満たない場合は順次受付し、定員になり次第締め切ります。

○ぴよぴよ・よちよち教室に参加するにはお名前の登
録が必要です。

○申込書に必要事項をご記入のうえ、前期５回分の受
講料（500 円）をお支払いください。

○教室によっては別途材料費がかかります。
○託児が必要な方は託児料（1名500円）がかかります。

ぴよぴよ教室 よちよち教室

○前期活動予定
●５月15日(火)「はじめまして、こんにちは」
　※ママのみ参加（託児有）
●６月19日(火)「ベビーマッサージ」
　※親子一緒に参加
●７月13日(金)「乳幼児の救急法」
　※ママのみ参加（託児有）

○会場：生涯学習センター　○時間：10：00～11：30
○ママのみ参加の教室はお子さんを連れて入る事は出

来ませんので、託児申込が必要です。（１名500円）

　北方町では同年代のお子さんを持つママ友づくりのお手伝いとして乳幼児親子教室を開催して
います。「子育て＝親育て」をモットーにママのための教室になっています。
　ママだけ参加の講座 (　　のマーク ) には託児（有料）の用意もあります。
　申し込みは随時生涯学習センターで受け付けています。

ぴよぴよ・よちよち教室受講生募集！

対象：平成 24年度に満１歳になるお子さんとママ 対象：平成 24年度に満２歳になるお子さんとママ

○前期活動予定
●５月18日(金)「親子ふれあいビクス」
　※親子一緒に参加
　・会場：生涯学習センター
　・時間：10：00～11：30
　・参加費：無料
●６月15日(金)「ママの手づくりパン教室」
　※ママのみ参加（託児有）
　・会場：保健センター　調理室
　・時間：9：20～11：30　・材料費：500円
●７月13日(金)「乳幼児の救急法」
　※ママのみ参加（託児有）
　・会場：生涯学習センター
　・時間：10：00～11：30

○ママのみ参加の教室はお子さんを連れて入る事
は出来ませんので、託児申込が必要です。（１
名500円）

お問い合わせ・登録は
　生涯学習センター　☎３２０－２２００　　E-mail　syogai@town.gifu-kitagata.lg.jp

前期
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◦５月25日（金）　ようこそ　ようちえんへ	

◦６月22日（金）　たのしい水あそび

なかよし広場 10：00～ 11：00

町立幼稚園 ☎３２４-５７２１

ままプラザほっと ☎ ３２３-２６７５

◆北方町携帯電話ホームページ「ポケきた」 ＵＲＬhttp://www.town.kitagata.gifu.jp/ ｍ /
◆北方町ホームページＵＲＬ http://www.town.kitagata.gifu.jp/　図書館蔵書コーナーをご覧ください。

･	町立図書館の蔵書をご家庭や公共施設のパソコンに加え、お持ちの携帯電話から検索
ができます。

・貸出中の資料については調べた画面から直接予約をすることができます。
・資料を予約するときは利用カードの登録番号とパスワードが必要です。
・パスワードは事前に登録が必要となりますので、図書館カウンターの受付にてお申し
込みください。

　町立図書館では、毎月第３土曜日と第４木曜日に絵本のおはなし会「おはなしポケット」
を開催しています。（詳細は「広報きたがた」等でお知らせしています。）ぜひご参加ください。

北方町立図書館の本をモバイルサイト「ポケきた」を利用して検索・予約できます

図書館 ☎３２３-３１５５

	 ママがHappyなら子どももHappy

Happy Mama Time
 

育児で疲れすぎては
子どもにやさしく出来ませんよね。
ママが一息ついて心の余裕をもてば、
明日からの子育てもきっと上手くいく♪

そこで4月から
月に1回ママのリラックスのための講座を

完全託児付で開催します。
(ジェルネイル・ハンドマッサージ・アロマリラックス等)

　詳しい日時は毎月の広報や、図書館、保健セン
ター、支援センター、役場の置きチラシをご覧く
ださい。

	綿菓子屋さんを出店 

毎月21日は
円鏡寺で開催される『門前市』に

「綿菓子屋さん」を出店しています。
　４月21日は「おもちゃ病院こぐま」さんが
来場します。治してもらいたいおもちゃは当日
会場に持ってきてね。おもちゃドクターが実費
で治してくれますよ！
　大事なおもちゃ大切に使ってね♪

■利用時間
　月・水・金曜　10：00～15：00
子育て中の方のために事務所を開放しています。

(飲食可)

たまには
　リラックスしたいなぁ…
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保健センター �☎３２３-７６００

パパママ学級 前日までに、保健センターへ電話でお申し込みください。

◆４月13日(金)　10：00～12：00
　【内　容】	栄養のお話、茶話会
　【持ち物】	母子健康手帳、筆記用具

◆５月28日(月)　13：00～15：30
　【内　容】	歯の健康チェック、マタニティビクス
　【持ち物】	ズボン着用、タオル、上履き用シュー

ズ、お茶、母子健康手帳

◆６月29日(金)　13：30～15：30
　【内　容】	呼吸法の練習、分娩のお話など
　【持ち物】	ズボン着用、母子健康手帳
健康相談
　毎月第４火曜日の13：30～15：30に、発育
測定やお子さんの栄養などについての相談を受け
付けています。育児の心配等どんなことでも、気
軽にご相談ください。

児童館 ☎３２３-０２５４

（但し学校休業日はお休み）
（対象：乳幼児と保護者）

広い遊戯室フロアーで遊びます。

ちびっこルーム 毎週水曜日
10：00～ 11：30

子育て支援センター ☎３２４-０２５４

◆メルヘン	 対象：乳幼児と保護者
	 場所：子育て支援センター
	 	 （北保育園内）
	 時間：10：00～11：30
◦４月24日（火）	いっしょにあそぼうね	 	
◦５月		8日（火）	春のおでかけ
◦５月22日（火）	春のおでかけ
◦６月12日（火）	親子ふれあいあそびⅠ
	 （２・３歳のおともだち）
◦６月26日（火）	親子ふれあいあそびⅠ
	 （０・１歳のおともだち）
＊メルヘンの日以外でも、センターは気軽にご利用
いただけます。

◆移動センター　10：00～11：30
◦４月19日（木）	働く婦人の家
◦５月16日（水）	勤労青少年ホーム
◦６月14日（木）	働く婦人の家

◆パパとあそぼう
　10：00～11：30
◦４月28日（土）
◦５月26日（土）
◦６月23日（土）

■利用時間　
　９：30～15：30（土曜日は11：30まで）

町立保育園

子育て広場 9：30～ 11：30

各保育園を開放して園児と一緒に遊びます。

◦５月17日（木）　歓迎会	
◦６月21日（木）　園内たんけん

上記以外の毎週木曜日の午前中
（9：30～11：30）園庭のみ開放します。

北保育園 ☎３２４-０２５４
東保育園 ☎３２３-０５７７
中保育園 ☎３２４-８３１３
南保育園 ☎３２４-０６１１
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〒501-0431　岐阜県本巣郡北方町北方1857
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