


きたがた寄席

川畠成道ヴァイオリン・リサイタル
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　幼少期に負った視覚障害を乗り越え、今や日本を代表す
るヴァイオリニストとして注目されている 川畠成道さん
とピアノの素敵なリサイタルです。
●日　時：11 月 18 日（日）
　　　　　開演 14:00 ＜開場：13:30 ＞
●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 2,000 円（当日券 2,500 円）

※未就学児の入場はご遠慮いただきます。
※前売り券完売の場合は当日券を販売いたしません。

●前売り券販売：9 月 15 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中

9 月 19 日（水）午前 9 時より電話販売中

●問い合わせ　生涯学習センター　☎ 320-2200

　今年で５回目の「きたがた寄席」、新宿末広亭の芸人さんから、
地元岐阜県出身の落語家さんまで寄席の人気者が大集合です。
　今回は、笑三師匠を司会に落語家さん 5 人による『大喜利』で「き
たがた寄席」を締めくくります。ご期待ください。
●日 時：10 月 21 日（日） 
　　　　　　開演 14:00 ＜開場：13:30 ＞
●出   　演：落語：泉水亭　錦魚
　　　　　　落語：柳家　右太楼 
　　　　　　漫談：ぴろき
　　　　　　落語：春風亭　愛橋
　　　　　　　仲入り
                  

落語：瀧川　鯉橋
落語：柳亭　芝楽
漫才：Ｗモアモア
落語：三笑亭　笑三
大喜利：謎かけ合戦（全員出演）

※出演予定者は都合により変更になる場合があります。
●入 場 券：全席指定　指定席　2,000 円　　立ち席　1,500 円
　　　　　　※当日券はそれぞれ 500 円増し
●販 　 売：8 月 18 日（土）午前 9 時より北方町生涯学習センターにて販売中
●電話販売：8 月 22 日（水）午前 9 時より販売
　　　　　　※指定席、立ち席とも完売の場合は当日券を販売いたしません。

プログラム
・ヴィターリ：シャコンヌ 
・クライスラー：愛の喜び 
・グノー：アヴェ・マリア 
・ワックスマン：カルメン幻想曲 
　ほか 
　＊曲目は変更になる場合があります。

三笑亭　笑三

柳家　右太楼

泉水亭　錦魚

川畠　成道



　

　　

ボランティア報告
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学校支援ボランティア
将棋の対戦相手をしてもらえる

ボランティアさんを募集しています。
●内容　北方南小学校　将棋クラブ

活動時間中（15：05 ～ 15：50）
に児童と対戦をしてもらいたいと
考えています。

●日程　将棋クラブ活動日
平成 24 年 10 月 24 日（水）
平成 25 年   1 月 30 日（水）

　　　　その他将棋クラブ活動日
学校行事の都合で変更させていただく場合
があります。

きらりスタッフ通信

詳しくは、ボランティアコーディネー
ターにご連絡ください。
生涯学習センター　☎ 320-2200

　きらりスタッフ企画「青島広志のおもしろクラ
シックコンサート」はいかがでしたか？私たち
の企画としては、初の完売御礼！！来年も皆さん
に喜んでいただけるように、
スタッフ一同で企画会議の
真っ最中です。どうぞご期
待ください。

　さて、今回のきらりスタッフ一言メッセージは…
＜きらりスタッフ代表　大野　孝＞
　生涯学習センターがオープンして７年。きらり
ホールで開催される主催事業において、私たち「き
らりスタッフ」も楽しみながら、受付係やお車の
誘導、場内のご案内をしてきました。
　お客様の安全を第一に考え、きらりホールでの
時間を気持ちよく過ごしていただけるよう精一杯
頑張っております。

★きらりスタッフへのご入会を
   心よりお待ちしております★

●問い合わせ　生涯学習センター　☎ 320-2200

マジックショーボランティア
　生涯学習セン
ター主催の ｢マ
ジック教室｣ の
発表会を老人福
祉センター・円
苑 で 行 い ま し
た。マジックが
披露されるたびに会場全体から笑いがこぼれ
る楽しい会になりました。

読み聞かせボランティア
　ままプラザ
ほっと主催の

「絵本の読み
聞かせ会」に
４名のボラン
ティアさんが
ご協力くださ
いました。
　ビックブックなど普段見ることのない絵本
に子どもたちは興味津々という様子で話に聞
き入っていました。また、歌やエプロンシア
ターが披露されると会場は一気に賑やかな雰
囲気に！親子で楽しめる会となりました。

8 月 2 日 ( 木 )・25 日 ( 土 )

8 月 22 日 ( 水 )

※その他時間帯等については、ご相談させてください。

ご出演いただいた
青島広志さん、
小野勉さんと
一緒に…
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受講料：500 円（後期５回分）人数に制限はありません。
託児つき講座は事前申し込みが必要です。（子ども１名につき 500 円必要です）

ぴよぴよ教室 よちよち教室

＜後期活動予定＞
●10月23日(火)
「おやこで一緒にふれあいビクス」

●11月20日(火)
「おやこで絵本を楽しむ教室」

●12月14日(金)
「食品添加物について学ぶ教室」(託児つき)

●１月25日(金)　
「親子で音楽会を楽しむ教室」

●３月８日(金)　
「ママがキレイになる教室」(託児つき)

　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、ぴよぴよ・よちよち教室
を開催しています。小さい子どもがいるとなかなか足を運べないママ達だけの講座も託児つきで
開催しています。この機会にどうぞご参加ください。入会希望の登録は生涯学習センターで随時
受付中です。

後期
ぴよぴよ・よちよち教室受講生募集！

（対象：今年度 1歳になるお子さんとお母さん）
時間：10：00～ 11：30　会場：生涯学習センター

（対象：今年度 2歳になるお子さんとお母さん）
時間：10：00～11：30　会場：生涯学習センター他

【昨年度の読み聞かせ教室より】【昨年度のおやこ料理教室より】

＜後期活動予定＞
●10月26日(金)
「絵本の世界に親しむ教室」

●11月30日(金)
「子どもとの向き合い方を学ぶ教室」(託児つき)

●12月14日(金)
「食品添加物について学ぶ講座」(託児つき)

●１月18日(金) 　会場：保健センター
「親子でつくる美味しい食事」

●３月７日(木)　 会場：総合体育館
「わくわく教室入門！」

＜楽しい教室のようすだよ！＞

あ
そ
び
に
来
て
ネ
!!
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リフレッシュ講座・ボランティア講座報告

ボランティア講座

7/29（日）親子で挑戦！
　世界に一冊しかない
　　　　絵本をつくろう

　講座２回目になる今年は「どんぐりころころ」の3番と4番
を作詞する歌絵本づくりに挑戦しました。参加した子どもた
ちは考えた歌詞に合わせて楽しく絵を描くことができました。
　また、製本、表紙のフィルムを貼る作業が少し難しかったで
すが、親子で協力して世界に一冊しかない絵本を作成するこ
とができました。

リフレッシュ講座・ボランティア講座共同企画

　本講座ではアロマテラピーの基本的な知識を身につけ
るため、いくつかの植物の香りを実際に試しながら、そ
れぞれの香りの効能
を学びました。ま
た、ボディミストを
作成することで気軽
に日常生活に香りを
取り入れ、役立てる
方法も学びました。

ボランティア講座

8/19（日）防災講習会　消防署探検にでかけよう！・夏

8/5（日）夏の癒やしをおすそわけ！
アロマテラピーとボディミストの実践講座

　講座当日は天候にも恵ま
れ、消防自動車やはしご車に
乗せていただくことができま
した。また、普段見ることの
できない司令室や仮眠室など
消防署内を見学させていただ
き、消防士さんがどんなお仕
事をしているのか親子で学ぶ
ことができました。

オリジナルボディミストの作成に挑戦！

冬休みにも
　開講決定！ →P5で！

どんな絵本にしようかな？

できました！
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夜叉ヶ池登山
　テニスラケットを小さくした専用のラケットと
ビニール製の大きなボールを使い、バドミントン
コートでゲームを行います。
　小さなお子様から、年配の方まで幅広い年齢層
で楽しめるニュースポーツです。

●日 　 時　10 月 23 日・30 日
11 月６日・13 日・20 日・27 日
12 月４日・11 日　計 8 回
火曜日　19：30 ～ 21：00

●場 　 所　北方西小学校体育館
●受 講 料　1,000 円（8 回分）

※初回にご持参ください。
●講 　 師　ぎふ清流国体デモスポ行事

「ミニテニス」大会役員
日本ミニテニス協会公認指導員　
河野　靖夫 氏

●参加資格　町内在住・在勤者
●定 　 員　25 名（定員になり次第受付終了）
●持 ち 物　タオル、運動のできる服装

（ラケットとボールは貸出）
●申し込み受付　総合体育館窓口または電話にて受付
●問い合わせ　総合体育館　☎ 323-3500

ミニテニス教室
ぎふ清流国体応援事業　後期成人スポーツ教室 

ッ
シ

レフリ ュ
講
座

●月　日　１０月２８日（日）＊雨天中止

●目的地　夜叉ヶ池（揖斐川町）　標高 1,100 ｍ
　　　　　＊岩登りを含む片道 1.5 ～ 2 時間の登山道
●対　象　小学４年生以上の町内在住・在勤の方
　　　　　＊健康・健脚の方、小学生は保護者同伴
●定　員　先着 20 名
●参加費　500 円　＊当日集金します
●持ち物　登山できる服装・靴、登山用つえ、

軍手、帽子、防寒具、雨具、弁当、飲み物、
タオル、行動食（飴など）、着替えなど

●行　程　 7：30　役場前駐車場集合・出発
10：00　登山口到着・準備・入山
12：00　夜叉ヶ池到着・昼食
12：30　下山開始
14：30　登山口到着・点呼・出発
17：00　役場前駐車場到着・解散
※天候その他により、変更になる場合があります。

●申し込み　10 月 14 日 ( 日 ) 9：00 ～　
　　　　　　生涯学習センター窓口のみ

　紅葉映える夜叉姫伝説
　の森を目指します

　今年は手作りのクリスマスリースを飾りません
か？親子で一緒にぜひ挑戦してください！

●対 象：町内在住・在勤の親子
●日 時：12 月 9 日 ( 日 ) 14：00 ～ 15：30
●定 員：親子 12 組
●場 所：生涯学習センター１階 創作室
●材料費：800 円 ( 当日集めます )
●講 師：岐阜農林高校　園芸科学科

バラ専攻　2 年
郷　　佑菜　さん
太田　量子　さん

●持ち物：ハンガーワイヤー、ニッパー、はさみ、
レジャーシート、新聞紙、紙袋（作品
を持ちかえるため）

申し込み受付：11月 11日 ( 日 )　9:00 ～
生涯学習センター窓口のみ　

 ●問い合わせ　☎ 320-2200

岐阜農林高校ときらりのコラボレーション企画

親子でクリスマスリースづくり 防災講習会

消防署探検にでかけよう！・冬

　間近では見ることのでき
ない様々な仕組みをもった
消防車や救急車の中をのぞ
いてみませんか？

●対　象：町内在住の年少～小学 2 年生
　　　　　( 保護者同伴で参加 )
●日　時：12 月 22 日 ( 土 )　10:00 ～ 11:30
●定　員：親子 15 組
●場　所：本巣消防事務組合　中消防署

（本巣消防に直接集合してください )
●参加費：無料

夏休みに参加され
た親子はご参加い
ただけません。

ア
イ

テ
ンラボ

講
座
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　笑顔であなたと私、コミュニケーションをはかりませんか？
　それはマジック ( 手品 ) です。
　あなたの趣味の一つに加えてみませんか？
●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

（11/10、12/8、12/15、1/12、1/19、2/16、2/23、3/9）
●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・30cm 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 ( 初回にご用意ください )
●講 師：合歓の会 ( マジック ) リーダー　市橋　勇一先生

マジック教室

　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ワクワクし
ながら楽しく描きませんか？
　親子で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 )13:00 ～ 15:00

(11/10、12/8、12/15、1/12、
1/19、2/16、2/23、3/9)

●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 ( 初回にご用意ください )
●講 師：カラーセラピスト　森　せつこ先生

パステルアート教室
受講料は小学生のお子様と親
子で参加の場合は親子１組で
1,000 円。
中学生のお子様と親子での場
合は親子１組で 2,000 円とな
ります。

後期　教室のご案内

　10 月 13 日 ( 土 ) から先着順で受付、定員になり次第締め切ります。
　町内施設または、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。

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込方法

　「天然素材造花」SANOE( サノ ) 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た、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
　　　　　   (11/8、11/22、12/13、1/24、2/14、3/14)
●場 所：生涯学習センター　創作室
●受 講 料：1,000 円 (6 回分 )　材料費：6,000 円　
●合 計：7,000 円 ( 初回にご持参ください )
●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

マジック教室
発表会の様子
はＰ 2 で！！

誰
で
も
参
加
で
き
る
教
室
で
す
。

お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
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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

９

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～

11/8・11/22・12/13
1/10・2/14・3/14

会議室 B
9:30 ～ 15:00

一般
８名まで

楽しくお話をしながら干支・果物・
野菜のかごもりなどの小物作りを一
緒に楽しみましょう。

（持ち物）ボンド、はさみ、薄地用のぬ
い針、小マチ針、絹糸（白・赤・黒など）戸部　正子 全６回講座

（木曜日）
300 円× 6回＝ 1,800 円

１作品、1,500 円～ 3,000 円程度

10

いけ花
～くらしの中にお花を！～

11/11・12/23・1/27
2/10・3/10

創作室
10:00 ～ 11:30

一般（親子可）
10 名まで

季節の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 500円× 5回＝ 4,000 円

11

楽しく陶芸
～自作の器（やきもの）を作ってみませんか～

1/19 作器
2/16 色付け

創作室
13:00 ～ 15:00

小学３年生以上
（親子可）
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。
（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

12

初めての絵本づくり（平日）
～手づくり絵本を孫やわが子に贈っては～

11/30・12/4・12/7
12/11・12/18・12/21

会議室Ａ
10:00 ～ 12:00

一般（親子可）
15 名まで ハードカバー本を 1冊制作します。

描画のほかに、はり絵や写真も可。
また、詩集や句集なども可。

（持ち物）ノートと筆記用具安藤　邦緒 全６回講座
（火・金曜日）

300 円× 6回＋
カバーフィルム代200円＝ 2,000円

13

初めての絵本づくり（休日）
～手づくり絵本を孫やわが子に贈っては～

11/25・12/2・12/9
12/16・12/23・1/6

会議室Ａ
15:00 ～ 17:00

一般（親子可）
15 名まで ハードカバー本を 1冊制作します。

描画のほかに、はり絵や写真も可。
また、詩集や句集なども可。

（持ち物）ノートと筆記用具安藤　邦緒 全６回講座
（日曜日）

300 円× 6回＋
カバーフィルム代200円＝ 2,000円

14

フラワーアレンジメント
～季節のお花ではなあそびしませんか～

11/17・12/15・1/19
2/16・3/16

創作室
10:30 ～ 12:00

小学生以上
（親子可）
６名まで クリスマスやお正月など季節のフラ

ワーアレンジメントを楽しみましょう。
羽田　みゆき 全５回講座

（土曜日）
300 円× 5回＋

花代 500円× 5回＝ 4,000 円
花器 300円（ない方のみ）

　　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

15

ベビーマッサージ
～ママと赤ちゃんの絆を深めましょう～

11/9・11/16・12/7
12/14・12/21

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）赤ちゃんが水分補給でき
るもの・バスタオル柴山　由貴子 全５回講座

（金曜日）
300円×5回＋材料代2,000円

＝3,500円

16

有酸素運動＆トレーニング
～生活習慣病の予防に！～

12/5・12/12・12/19
1/9・1/16・1/23

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
繰り返し行い、運動不足の解消、体
脂肪を燃焼させメタボリックの予防
改善に！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

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

17

カーヴィダンス（部分痩せ）
～お腹・ウエスト・二の腕の引き締め～

12/7・12/14・12/21
1/11・1/18・1/25

多目的スペース
20:10 ～ 21:00

年齢・男女問わず
20 名まで

ゆっくりテンポの音楽にのり体を動か
します。
シンプルな動きで誰でも体づくりがで
き、正確に行うことで効率よく身体に
働きシェイプします。姿勢を整え、体
の不調も改善します。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

18

初めてのフラダンス（親子クラス）
～親子で楽しく Let's HULA♪～

11/23・12/8
1/19・2/2

多目的スペース
9:30 ～ 10:20

５才～小学生までの
お子さんと保護者

20 名まで
初心者の方対象！ハワイの音楽に合
わせて楽しく体を動かします。講座
期間内で 1 曲踊れるようになりま
す。海江田　麻紗子 全４回講座（土曜日）

11/23（金曜日）
300 円× 4回＝ 1,200 円
※動きやすい服装で
※保護者の方は無料

1９

初めてのフラダンス（一般クラス）
～美容と健康に優れたハワイの踊り～

11/23・12/8
1/19・2/2

多目的スペース
10:30 ～ 11:30

一般
20 名まで 初心者の方対象！ハワイの音楽に合

わせて楽しく体を動かします。講座
期間内で 1 曲踊れるようになりま
す。海江田　麻紗子 全４回講座（土曜日）

11/23（金曜日）
300 円× 4回＝ 1,200 円
※動きやすい服装で

　　体をつかっての講座Ⅲ
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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
19 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！

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

箏
こ と

と三味線
～日本の楽器 箏や三味線を弾いて音を楽しんでみませんか～

11/13・12/11・1/8
2/5・3/12

和室
　箏　 14:00～14:45
三味線 14:45～15:30

年齢・男女問わず
10 名まで

楽器の名称を覚え、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」等練習し、
みなさんと一緒に楽しんでみましょ
う。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
～きものデビューしませんか !? ～

11/9・11/30・12/21
1/18・2/8・2/22

和室
13:30 ～ 15:30

一般（女性のみ）
20 名まで

「初めてで何もわかりません…｣ という
方にも6回目には必ずご理解いただき、
楽しさを感じていただけると思います。

（持ち物）着物･長襦袢・肌着・腰紐・
前板・タオル３枚・足袋・帯・帯揚げ・
帯締め・衿芯・裁縫道具

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！～

11/10・12/8・1/26
2/23・3/9・3/30

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

高島本暦の見方
～誕生日から日々の吉凶を知る～

11/9・11/16・11/21
11/23・12/7・12/14

会議室 B
10:00 ～ 11:30

年齢・男女問わず
10 名まで 各人の九星・干支・二十八宿および

方位等から日々の運勢を知り、無事
故で幸せに生きましょう。吉安　楓城 全６回講座（金曜日）

11/21（水曜日）
300 円× 6回＝ 1,800 円
※テキスト代は無料

5

パソコン入門「はじめての Excel」
～ Windows7 で楽しいパソコン～

2/5・2/13・2/19
2/26・3/5・3/12

会議室 A
13:30 ～ 16:00 

簡単な文字入力ができる方
15 名まで

新しくなったパソコンExcel2010で
自作の家計簿をつくろう！仲間のサ
ポーターが応援します。Excel の基
本操作、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。パソコンクラブ 全６回講座（火曜日）

2/13（水曜日）
300 円× 6回＋
テキストコピー代700円＝ 2,500 円
※ご自身のノートPC持参可

6

家庭教育講座
～楽しい子育てみつけませんか？～

11/8・12/13・1/10
2/14・3/14

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？
小さなお子様もご一緒に来て下さい。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

7

万遊会「金
こ ん
こ

碧
ぺ き

・花
は な

雅
みやび

」
～和気藹々と万遊びで絆を深め青春謳歌！～

11/7・11/28・12/5
12/19・1/9・1/23

多目的スペース
10:00 ～ 12:00

一般
20 名まで

ダンスや歌、パズルやじゃんけん遊
び、俳句作りや色鉛筆画等、万（よ
ろづ）遊びをしながら和気藹々と一
緒に憩いのひとときを！クリスマス
会もあります。ぜひ、ご参加ください。杉　美亜 全６回講座

（水曜日） 300 円× 6回＝ 1,800 円

8

Let's enjoy 英会話
～英語で楽しくおしゃべりを～

11/30・12/21・1/25
2/8・2/22・3/8

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文
法につぶされて楽しめなかった。また、
会話できるまでには上達せず残念な
思いをした方。さぁ！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

　　学び楽しみ、音色で癒される講座Ⅰ

申込方法

費　　用

申込受付開始 10 月６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）

各講座１回につき 300 円　その他実費は受講生が負担、 講座の初回に講師へ直接お
支払いください。   
＊一度、お支払いただいた受講料は講座を途中でやめられてもお返しできません。

町内施設または、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。

後期 町民自主講座のお知らせ平成24年度
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◦10月16日（火）　のりものにのってゴー
◦11月15日（木）　おいもパーティー
◦12月13日（木）　もうすぐクリスマス

なかよし広場 10：00 ～ 11：00

児童館 ☎３２３-０２５４ 町立幼稚園 ☎３２４-５７２１

対象：乳幼児と保護者
広い遊戯室フロア―に乳幼児のおもちゃをいっぱい出
して遊んだり、手遊び・紙芝居をして楽しみましょう。

ちびっこルーム 毎週水曜日
10：00 ～ 11：30

ままプラザほっと ☎ ３２３-２６７５

◆ 毎月おはなし会を２回行っています　ぜひ参加してください

◆ モバイルサイト「ポケきた」で検索・予約ができます
 北方町携帯電話HP「ポケきた」 http://www.town.kitagata.gifu.jp/m/
 北方町HP  http://www.town.kitagata.gifu.jp/

図書館蔵書コーナーをご覧ください

図書館 ☎３２３-３１５５

おはなしポケット
第３土曜日

主に園児や児童のみなさん

おやこおはなしポケット
第４木曜日

主に乳児や園児のみなさん

月
10

月
11

月
12

 ぷちブランチ会  

◦10月22日（月）　第4月曜日
◦11月26日（月）　第4月曜日
◦12月17日（月）　第3月曜日

時　間：11：00～13：00　場　所：ほっと
参加費：￥300　軽食・飲み物付き（サンドウィッチorおにぎり）
ブランチしながらおしゃべりしませんか？
毎回定員８組　要予約　お弁当の持ち込みもOKです。

 
10月、11月、12月　毎月１回

Happy Mama Time  

完全託児、ママが主役のイベントです。
詳しくは公共機関の置きチラシまたはブログを見てね。

毎月21日
円鏡寺の門前市で綿菓子屋を開催します。
北方町「まちづくり活動助成」を受けていますので
あいことば
3 3 3 3 3

を言ってください。
綿菓子（白）を1個進呈いたします。
今回のあいことばは「こぐま」
子どもでなくてもOK！
■ 10 月 21 日（日）の門前市には
　『おもちゃ病院ぎふ』旧「こぐま」が来ます！
　壊れてしまったけど大事なおもちゃ。
　修理して大切に使おう！
　受　付：10：00 ～ 13：00

◦その場で治せないおもちゃは入院になります。
◦修理は実費がかかる事もあります。
　例：（ネジの取り換え￥120）
◦残念だけど治せない物もあります。（ゲームボーイ等）

■ 10 月 27 日（土）　円鏡寺公園にて
　北方福祉フェスティバル（ふれあい広場）
　子ども用品の衣服・おもちゃの
　　　　リサイクルバザー出店します。

検索ままプラザほっと

■利用時間
　月・水・金曜　10：00～15：00　(飲食可)
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メルヘン 10：00 ～ 11：30

対象：乳幼児と保護者
場所：北保育園内

◦10月16日（火）　秋のおでかけ
◦10月30日（火）　みんないっしょに
　　　　　　　　　　　　公園であそぼう
◦11月13日（火）  （2・3歳児）リズムあそび
◦11月27日（火）  （0・1歳児）リズムあそび
◦12月18日（火）　楽しいクリスマス
＊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。

■利用時間　
　９：30～15：30（土曜日は11：30まで）

◆移動センター 10：00～11：30
◦10月24日（水）　勤労青少年ホーム
◦11月22日（木）　働く婦人の家
◦12月12日（水）　勤労青少年ホーム

◆パパとあそぼう 10：00～11：00
  （要申し込み）
◦10月20日（土）　
◦11月24日（土）
◦12月22日（土）

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。

◆ 10月26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

◆ 11月30日（金）　19：00～20：30
　【内　容】 パパの妊婦体験、沐浴体験
　【持ち物】 ズボン着用、エプロン、
 母子健康手帳

◆ 12月25日（火）　10：00～12：00
　【内　容】 栄養のお話、茶話会
　【持ち物】 筆記用具、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。

子育て支援センター ☎３２４-０２５４

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。

◦10月13日（土）　運動会 
　　　　　　　　　　「かけっこ」に参加してね。
◦11月15日（木）　秋の自然物あそび
◦12月20日（木）　クリスマス会

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。

南保育園 ☎３２４-０６１１
中保育園 ☎３２４-８３１３

東保育園 ☎３２３-０５７７
北保育園 ☎３２４-０２５４
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北方町文化祭北方町文化祭
テーマ「明日へ輝く」

　
11月３日（土）  開場テープカット      9：45 ～
                             展示の部  10：00～ 17：00
　　　　　　             芸能の部  13：00～ 16：00

11 月４日（日）第2日　
                              展示の部    9：00 ～ 16：00
　　　　　　            芸能の部  10：00～ 16：00

北方町生涯学習センター　学習棟・きらりホール

主　催　　北方町教育委員会・北方町文化協会

力作ぞろいの“展示の部”
バラエティーに富んだ“芸能の部”

どちらも見逃せない　
北方町文化祭にぜひお越しください。

ホール前にはバザーも出店します。
お楽しみに・・・

みたらし団子、うどん、わたがしなど

参加者一同　みなさんのご来場を
心よりお待ちしております

平成24年度


