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平成25年度  第8回「未来につなぐ心の糧」作品募集

小さくとも　心が癒され　元気・勇気をもらい　明日の希望につながった
「小さくとも　忘れ得ぬ　あの日・あの時・あの出来事」

第８回　サブテーマ　 一般の部・子どもの部　「勇気」

★作品の規定
・作　文＝A4の作文用紙で題名及び本文で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。
・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）・住所・氏名・年齢（中学生以下は学校名、学年）」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）
・受賞作品の著作権は北方町に帰属します。（受賞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返信用封筒と切手を同封して下さい。
　　また、着払いを希望される方は、着払用紙に必要事項を記入して返信用封筒と共に同封して下さい。
　　返却希望作品が受賞した場合は、返却封筒及び切手を受賞者案内に同封して返却します。
　　作文は返却できませんので写しをとってからご提出願います。）

★募集期間
　平成 25 年 10 月 18 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。

★部門及び応募資格
・応募資格　　制限なし
・種別・部門　作文、アートの作品の種別を設ける。
　　　　　　　各種別にそれぞれ子どもの部（中学生以下）、 一般の部を設ける。

★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 作文・アート各１点以内、優秀賞 作文・アート各２点程度、入選各数点、町民特別賞を受賞作

品とする。
★表　彰　

第８回心の糧発表会［平成26年１月19日（日）］にて表彰する。
受賞者には，平成25年12月初旬に通知する。
受賞者には賞状及び副賞を贈呈する。

◆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/

★応募作品の内容　
○サブテーマにもとづいた「作文」・「アート」
・あの日・あの時、元気・勇気・希望をもらったこと
・あの日・あの時、心洗われ・癒されたこと
・あの日・あの時、生きがいを見つけたり人生の節目になったりしたこと　など

子どもの部（中学生以下） 一般の部（高校生以上）
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名以内
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 　 　 選 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　若干名



【第一部】
　ピアノコンチェルト
　ハイドン作曲ピアノ協奏曲第11⒒番
　D-dur Hob.XVⅢ
　ソリスト：武藤　美幸
　指揮者：宗川諭理夫
　管弦楽：愛知室内オーケストラ

【第ニ部】
　ベートーベン：交響曲第九番
 　　　　　　　「合唱付」から第四楽章
　独　唱：田中文子（ソプラノ）
　　　　　所　裕美（メゾソプラノ）
        　    中島　久（バリトン）
　　　　　市川太一（テノール）
　指揮者：宗川諭理夫
　合　唱：北方第九合唱団
　管弦楽：愛知室内オーケストラ

※プログラムの内容は都合により変更することがあります。
●問い合わせ　生涯学習センター　☎320ー2200
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第５回　北方第九コンサート

きたがた寄席

日　時　平成25年７月28日(日)
開　場   14：30　　開　演　15：00
会　場　生涯学習センター　きらりホール

　去年米寿を迎えられますます元気な三笑亭笑三師匠。岐阜県出身の柳家右
太楼さん、泉水亭錦魚さんも加わって、色物から落語まで寄席の人気者がそ
のまま北方町へやってきます！！
　今回も笑三師匠を司会に落語家さんによる『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。

ベートーヴェン交響曲　第九『歓喜の歌』コンサート
◆指揮者　宗川　諭理夫
◆管弦楽　愛知室内オーケストラ
◆指導者　田中　文子
◆ピアノ　青木　園子

　楽しみながら練習し、どこでも歌える第九を北方でも公演し続けたいと願っています。

日　時　平成25年７月21日（日）
開　演 　14：00（開場13：00）
会　場　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
● 前売り券 ●
　５月18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22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ー2200

三笑亭　笑三

柳家　右太楼

泉水亭　錦魚
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　誰もが一度はやってみたいと思うマジック（手品)。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
　　　　　（5/11、5/25、6/8、6/22、7/13、7/27、8/10、9/7）
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・30m 定規・ペン・ノートなど
受 講 料：1,000 円　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 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 7 回）13:30 ～ 15:30
　　　　　（5/11、5/25、6/8、6/22、7/27、8/10、9/14）
場　　所：生涯学習センター　会議室 A
受 講 料：1,000 円　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

マジック教室・パステルアート教室・ペーパークイリング教室・グラスアート教室の申込方法

前期　教室のご案内

　４月 14日（日）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。

パステルアート教室

　中世ヨーロッパで生まれたペーパークラフトです。細長いリボン状
の紙をくるくると巻いてパーツをつくります。小さく可愛らしいパーツ
は様々な組み合わせが楽しめ、アイデア次第で作品の幅が広がります。
対　　象：町内在住・在勤の方　　定　　員：10 名
開催日時：木曜日（全 6 回）10:00 ～ 12:00
　　　　　（5/16、5/30、6/20、7/18、8/15、9/19）
場　　所：生涯学習センター　会議室 B
受 講 料：1,000 円
材 料 費：1,800 円（1回 300 円×6 回）初回のみフォトフレーム代 105 円
合　　計：2,905 円（初回に用意してください）
講　　師：ペーパークイリング　ブルーローズ代表　大澤 久美子 先生

ペーパークイリング教室

　鉛線とカラーフィルムを使って、簡単にステンドグラス風の素敵
な作品をつくります。色鮮やかな作品をつくって自宅をカラフルに
変身させませんか？
対　　象：町内在住・在勤の方 小学５年生未満は保護者同伴　定　　員：20 名
持 ち 物：古新聞、はさみ、ゴミ袋、キッチンペーパー、カッター、

マスキングテープ、油性ペン
開催日時：土曜日（全６回）10:00 ～ 11:30
　　　　　（5/18、6/15、7/6、7/20、8/31、9/21）
場　　所：生涯学習センター　会議室Ａ
受 講 料：1,000 円　材 料 費：3,500 円
合　　計：4,500 円（初回に用意してください）
講　　師：日本グラスアート協会認定講師　芳
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グラスアート教室

マジック教室

パステルアート教室

ペーパークイリング教室

グラスアート教室
新教室

新教室
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受講日時 　すべて木曜日　　10：00 ～ 11：30
　　　　　 ５/16、５/30、６/ ６、６/20、７/ ４、７/18、８/ １、８/22、９/ ５、９/19（全 10 回）
場 所 　総合体育館　２階　柔剣道場（最終回のみ生涯学習センター）
対　 象 　平成 22 年４月２日～平成 23 年４月１日生まれのお子さんとお母さん
定 員 　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 13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上、前期分の受講料（500
円）をお支払い下さい。

○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23日(木)「はじめまして、こんにちは」
　※ママのみ参加（託児有）
○６月18日(火)「ベビーマッサージ」
　※親子一緒に参加
○７月12日(金)「乳幼児の救急法」
　※ママのみ参加（託児有）

●会場：全て生涯学習センター　●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：H24年４月２日～Ｈ25年４月１日生まれのお子さんとお母さん 対象：H23年４月２日～Ｈ24年４月１日生まれのお子さんとお母さん

●前期活動予定
○５月24日(金)「おやこふれあいビクス」
　※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25日(金)「ママの手づくりパン教室」
　・会場：保健センター　調理室
　・時間：9：20～11：30
　・材料費：500円　・託児有1名500円
○７月12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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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

11

小物の手作り
～古代布を使って物作りを楽しんでみませんか～

5/9・5/23・6/13
7/11・8/8・9/12

会議室 B
9:30 ～ 12:00

一般
８名まで

傘飾り、四季の花袋（椿・梅・桜・桔梗・
水仙・紫陽花など）をつくります。
持ち物：はさみ、ぬい針短針 13 号、
小マチ針、ボンド、ピンセット、目
うち、絹糸（白・赤・黒）戸部　正子 全６回（木曜日） 300 円× 6 回＝ 1,800 円

1 作品 1,500 円～ 3,000 円程度

12

いけ花
～季節の花を楽しみませんか！～

5/12・6/23・7/14
8/11・9/1・9/29

創作室
10:00 ～ 12:00

一般（親子可）
10 名まで 季節の花を生け、生活に潤いを！心に

ゆとりを持ちましょう！
西　良江 全６回（日曜日） 300 円× 6 回 +

花代 500 円× 6 回＝ 4,800 円

13

楽しく陶芸
～自作の器（やきもの）を作ってみませんか～

7/27 作器
8/10 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（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

14

ハードカバーの絵本づくりにチャレンジ！
～世界に１冊だけのあなたの本を～

5/10・5/14・5/17
5/24・5/28・5/31

会議室Ａ
10:00 ～ 12:00

一般（親子可）
15 名まで

合紙製本の絵本を１冊制作します。
画材は色鉛筆や絵の具、はり絵など
自由です。エッセイ集、写真集、句
集などもできます。安藤　邦緒 全６回

（火・金曜日） 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楽しみます～

5/18・6/15・7/20
8/17・9/21

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：はさみ、ステーキナイフ（カ
ッターナイフ）、新聞紙、ゴミ袋羽田　みゆき 全５回（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

16

ゆるカーヴィーダンス
～ほぐして、伸ばして、引き締める～

8/2・8/16・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

ストレッチを効かせたゆったりとし
た動きで、固まった身体をほぐし、
気持ちよく引き伸ばしていきます。
代謝がよくなり、かたこりなどの体
の不調も緩和されます。大野　薫 全５回（金曜日）

300 円× 5 回＝ 1,500 円 
※動きやすい服装で 
　室内シューズ持参

17

メラメラカーヴィーダンス
～ウエスト・おなか・二の腕に効く～

7/10・7/17・7/24
8/7・8/14・8/21

多目的スペース
20:10 ～ 21:00

年齢・男女問わず
20 名まで 体全体を動かし，有酸素運動で脂肪

を燃焼させながらウエスト・おなか・
二の腕などのパーツに働く動きで効
率よくシェイプします。大野　薫 全６回（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

18

シェイプヨガ
～体を快く動かしてリフレッシュ！！～

5/18・6/22・7/13
8/17・9/14

多目的スペース
13:30 ～ 14:30

年齢・男女問わず
20 名まで

前半は立ちポーズ中心で体を引き締めて、
リフレッシュさせていきます。後半はリラク
ゼーションのポーズを中心に、体と心をリ
ラックスさせていきます。体を引き締めた
いけれど、体力に自信がないという方、ぜ
ひご参加ください。
持ち物：ヨガマット（バスタオル）、水分補給出来る物

森　美和子 全５回（土曜日） 300 円× 5 回＝ 1,500 円 
※動きやすい服装で

19

空手エクササイズ
～空手の入門クラスです～

5/25・6/29・7/27
8/31・9/28

勤労青少年ホーム
体育館

10:00 ～ 11:30

年中から小学校
低学年まで
10 名まで

伝統空手の基礎を通じ、体を動かす
楽しさを学びませんか？あいさつ、
返事、聞く姿勢など生活の基礎（礼
儀）も勉強します。お子様と一緒に
お父さん、お母さんの参加もお持ち
しております。佐々木　雄平 全５回（土曜日） 300 円× 5 回＝ 1,500 円 

※運動できる服装で

　　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。
＊お支払い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 13 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）



�

　10 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。

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
～日本古来の楽器を自分の手でひいてみませんか～

5/14・6/11・7/9
8/6・9/10

和室
14:00 ～ 14:30

年齢・男女問わず
５名まで

楽譜の読み方を学習し、弾き方を覚
えながら「さくら」「荒城の月」「黒髪」
等、お箏の音色を楽しみ味わってみ
ませんか。高井　秀子 全５回（火曜日） 300 円× 5 回＋糸代 1,500 円　

＝ 3,000 円

2

地唄三味線
～日本古来の楽器を自分の手でひいてみませんか～

5/14・6/11・7/9
8/6・9/10

和室
14:30 ～ 15:30

年齢・男女問わず
５名まで

楽譜の読み方を学習し、弾き方を覚
えながら「さくら」「荒城の月」「黒
髪」「民謡」等を楽しく練習します。 
持ち物：てぬぐい高井　秀子 全５回（火曜日） 300 円× 5 回＋糸代 1,500 円　

＝ 3,000 円

3

着物の着付け
～貴方もＫＩＭＯＮＯデビューしませんか？～

5/10・5/24・6/7
6/28・7/12・7/26

和室
13:30 ～ 15:30

一般女性
15 名まで

着物のたたみ方や長襦袢のたたみ方、
季節の目的に合わせた着物選び等を
学びます。
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、
帯枕、伊達締め、衿芯、裁縫道具露木　千惠子 全６回（金曜日） 300 円× 6 回＝ 1,800 円

4

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！～

5/11・6/8・6/29
7/13・8/3・9/14

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、お点前を学びます。 
持ち物：扇子、懐紙入、懐紙、菓子切西　良江 全６回（土曜日） 300 円×６回＋お茶・お菓子代

300 円×６回＝ 3,600 円

5

パソコン入門
～はじめての Word 2010 ～

6/4・6/11・6/18
6/25・7/2・7/9

会議室 A
13:30 ～ 16:00

簡単な文字入力 
ができる方
15 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、いろいろな文章の作成や地図・
写真入りのチラシ、案内状を作ります。 
※ご自身のノート PC 持参可パソコンクラブ 全６回（火曜日） 300 円×６回＋テキストコピー代 700 円

＝ 2,500 円

6

家庭教育講座
～楽しい子育てみつけませんか ? ～

5/9・6/13・7/11
8/8・9/12

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」をみなさんと共に学び楽
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ください。 
持ち物：筆記用具森川　かつえ 全５回（木曜日） 300 円× 5 回＝ 1,500 円

※テキスト代は無料

7

パズルでダッシュ！みんなでゴー！
～「パダミゴ」の醍醐味を是非、ご一緒に！！～

5/19・6/2・6/16
9/8・9/29

多目的スペース
10:30 ～ 11:45

小学生から大人の方
20 名まで

パズルを楽しんで頂くのに大人も子
どももありません。パズルを解く楽
しみを味わい自ら自分自身への目的
意識を高め、簡単パズルからいかが
ですか？参加者全員にカード、賞状
あり。杉　美亜 全 5 回（日曜日） 300 円× 5 回＝ 1,500 円

8

中学数学に再挑戦！
～一緒に脳を活性化しませんか～

6/5・6/6・6/7
6/11・6/12・6/13

会議室 A
10:00 ～ 11:30

一般
15 名まで

中学時代、数学が苦手だった、学び直し
たいというシニアの方に中学数学のポイ
ントを分数や小数の計算ができなくても
学べるよう、やさしくゆっくり進めます。
持ち物：ノート、筆記用具、のり、は
さみ、コンパス、電卓安藤　邦緒 全６回 300 円× 6 回＝ 1,800 円

9

Let's enjoy 英会話
～一緒にゆっくり英会話しましょ !! ～

5/10・5/24・6/7
6/21・7/5・7/19

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
につぶされた、または会話ができるま
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（金曜日） 300 円× 6 回＝ 1,800 円

10

初めての楽しい詩吟体験
～大きな声を出して健康を維持しましょう！～

6/8・6/15・6/22
7/6・7/13・7/20

会議室 B
9:30 ～ 11:30

一般
15 名まで

楽しく詩吟の初歩（発声練習）から
始めます。中国・日本の漢詩（名詩）
を練習します。
持ち物：筆記用具、メモ用紙、お茶林　幸雄 全６回（土曜日） 300 円× 6 回＝ 1,800 円

　　学び楽しみ、音色で癒される講座Ⅰ

前期 町民自主講座のお知らせ平成25年度



　

　　ソフトエアロビ教室
健康の維持、増進を目的とした、初心者のための優しい動きのソフトなエアロビクス教室を

開催します。日頃のストレスを解消し、美ボディを目指してみませんか？

ヘルスアップネット促進事業

きらりスタッフ通信

�

きらりスタッフ福田さんから　ひとことメッセージ

　いろいろな催し物が開催されるので、関心のなかった分野についても見ることができ、新
たな分野に興味を持つきっかけになります。
　そして、新しい発見をするには体験することが必要です。ホールボランティアに参加する
ことで、いろいろな体験ができますので、ぜひきらりスタッフに参加してみてはいかがでしょ
うか。

きらりスタッフ企画　
         今回は若手イケメンユニットに注目

　ヴァイオリン２人とピアノ１人による
『TSUKEMEN』( ツケメン )。音楽大学出
身の確かな技術と幅広いレパートリー、エ
ネルギッシュな演奏スタイルで人気急上昇
中の３人組です。公演日程等は、裏表紙の
年間スケジュールをご覧ください。

きらりスタッフの仲間を募集しています

　私たちと一緒に、きらりホールの企画や
運営をサポートしてくださるボランティア
を募集しています。おもに、月１回の打ち
合わせ会議（夜間）と主催イベント開催日
に活動しています。参加できる時だけでも
構いません。
　お気軽にお問い合わせください。
○問い合わせ　生涯学習センター　   
   ☎ 058-320-2200

３・11 避難訓練コンサート in サラマンカ

　きらりスタッフも研修として参加しまし
た。県警音楽隊演奏のさなか、14 時 46
分大地震発生（訓練）。いざという時、私
たちが落ち着いて的確かつ迅速な対応をす
ることで、お客様に安心して避難していた
だけるよう、スタッフと職員が一丸となっ
て対応策や訓練に取り組んでいきたいと思
います。

●日　時
5 月 24日・５月 31 日
6 月  ７日・６月 14 日
6 月 21 日・６月 28 日
7 月  ５日・７月 12 日の計８回

（曜日はすべて金曜日）
午後 7 時 00 分～午後８時 30 分

●場　所
　北方町公民館２階大ホール
●参加資格
　町内在住 ･ 在勤の方（小学生以上）

●受講料
　全 8 回 1,000 円（初回に徴収）
●持ち物
　運動靴、運動の出来る服装、飲み物
   （水分補給）
●定　員
　25 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
　                 （電話での申込可）

きらりスタッフとは…
　生涯学習センターきらり主催のホールイベントで、お車の誘導や受付、会場内のご案内をす
る住民ボランティアです。また、自主企画のイベントも行っています。

★★
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★学校支援活動報告

学校支援ボランティア活動の実際 学校支援ボランティア活動で，

子どもたちの学びが高まっていきます！

「まなびすとの広場」で 学校支援ボランティア実現 その②
　「まなびすとの広場」vol．54で「将棋の対戦相手」と「お琴の演奏」のボランティ活動を紹介しました。
今回は前回に引き続き，「尺八の演奏」のボランティア活動を紹介します。

尺八の演奏の様子 　楽器の仕組みや音の出し方など、
みんなで一緒に学習しました。

学校支援ボランティア

ボランティアに興味がある・やってもいいという方は、
北方町生涯学習センター ( ☎ 320 － 2200) の
ボランティアコーディネーターにお問い合わせください。

柿選果場見学

  柿選果場の方にとてもわかりやすく説明
していただきました。機械で柿を選別して
いるところにびっくりしました。

フラワーアレンジメントクラブ

　クリスマスリースやバレンタインの花な
どイベントに合わせて作り方を教えていた
だけるので、とても楽しいです。かわいら
しく作れるのでとても魅力的です。

生き方講演会

　「夢に向かって」というテーマで講演を
していただきました。夢を叶えるために「あ
いさつ・掃除・時間」の３つを大切にする
ことを教えていただきました。また、社員
の方からは、美しいあいさつの仕方を学び
ました。

寄せ植え作り

　ボランティア委員会が「寄せ植え作り」
を教えていただきました。完成した寄せ植
えはお世話になった町内の施設や地域の方
にプレゼントしました。
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ままプラザほっと ☎☎ ３２３-２６７５３２３-２６７５

◆ 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 ☎☎３２３-３１５５３２３-３１５５

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

検索ままプラザほっと

月
４

月
５

月
６

4月から第3水曜日に
「ままプラザほっと」では
新企画 ○○ママの日○○ママの日を開催します。
同じ悩み、趣味を持つママ集まれ～♪

～今後の予定～～今後の予定～
詳しくは毎月の広報をご覧ください。

4/17   （水）  同居している（予定も可）ママ

5/15    （水）  引っ越してきて

	 	 　　　北方町をよく知らないママ

6/19    （水）  来春から幼・保育園の

	 	 　　　　　子どもを持つママ

7/17    （水）  双子・三つ子のママ

8/21    （水）  料理大好きママ

9/18 　（水）  妊娠中のママ

10/16（水）  第一子を子育て中のママ

11/20（水）  韓流大好きママ

1/15    （水）  実家が遠いママ

2/19    （水）来春から一年生の子どもを持つママ

3/19   （水）  ハンドメイド大好きママ

門 前 市門 前 市
毎月21日に円鏡寺の門前市で「綿菓子屋」
を出店しています。「あいことば」を言う
と綿菓子（白1個）を無料で貰えます。「あ
いことば」は毎月変わります。詳しくは
広報をご覧ください。

おもちゃ病院おもちゃ病院
4/21（日）・7/21（日）・9/21（日）

門前市に「おもちゃ病院」がやってきます。
物を大切にする気持ちを子どもに伝えま
しょう。

好評の好評の
「ぷちブランチ」「ぷちブランチ」
「Happy Mama Time」も「Happy Mama Time」も
継続して催します。継続して催します。
ママ友探しに、グループで、ママ友探しに、グループで、
通りがかりにもOK（笑）通りがかりにもOK（笑）
どうぞお立ち寄りください。どうぞお立ち寄りください。
HP、ブログもあります。HP、ブログもあります。

「ままプラザほっと」で検索可「ままプラザほっと」で検索可
ままプラザほっと

イメキャラ
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メルヘン 10：00 ～ 11：30

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）

◦４月23日（火）	いっしょにあそぼうね
◦５月14日（火）	春のおでかけ
◦５月28日（火）	春のおでかけ
◦６月11日（火）	親子ふれあいあそび
	 （２・３歳のおともだち）
◦６月25日（火）	親子ふれあいあそび
	 （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17日（水）	 勤労青少年ホーム
◦５月23日（木）	 働く婦人の家
◦６月19日（水）	 勤労青少年ホーム

■利用時間　９：30～15：30（土曜日は11：30まで）

保健センター ��☎☎３２３-７６００３２３-７６００

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９日（火）　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27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28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。

◦５月23日（木）
　ようこそ　ようちえんへ
◦６月21日（金）
　たのしい水あそび　

なかよし広場 10：00 ～ 11：00

児童館 ☎☎３２３-０２５４３２３-０２５４ 町立幼稚園 ☎☎３２４-５７２１３２４-５７２１

（但し学校休業中はお休み）
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

子育て支援センター ☎☎３２４-０２５４３２４-０２５４

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。

◦５月16日（木）　なかよし会
◦６月20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。(５月～３月まで)

南保育園 南保育園 ☎☎３２４-０６１１３２４-０６１１
中保育園 中保育園 ☎☎３２４-８３１３３２４-８３１３

東保育園 東保育園 ☎☎３２３-０５７７３２３-０５７７
北保育園 北保育園 ☎☎３２４-０２５４３２４-０２５４
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〒501-0431　岐阜県本巣郡北方町北方1857


