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ボランティア講座
北方町防災講習会 消防署探検にでかけよう！夏

●紙ふうせんふれあいコンサート
TSUKEMEN LIVE 2013 のご案内 ................... P1
●文化祭のご案内 ...................................................... P2
●ボランティア講座のご報告 .................................. P3
●リフレッシュ講座・ボランティア講座のご案内..... P4

●ぴよぴよ よちよち教室のお知らせ
チャレンジ卓球教室のご案内 .............................. P5
●後期 公民館教室のご案内..................................... P6
●後期 町民自主講座のお知らせ......................... P7-8
●親子ふれあい教室のご案内 ............................ P9-10

手づくり
木のおもちゃ！

防護服を試着 !!
にあうかな？ ふるさと自然発見工房

木工教室

電気と科学の教室

モーターでまわる
メリーゴーランドをつくったよ！
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●日 時：10月19日（土）
開演 午後6時30分
（開場 午後6時）

●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2000円（当日2500円）
立ち席1500円（当日2000円）

※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。

前売り券好評発売中!!

●ゲスト：北方小学校6年生
（合唱で共演します）

●日 時：11月30日(土)
開演 午後4時
（開場 午後3時30分）

●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2000円（当日2500円）
中学生以下1000円（当日1500円）

前売り券を生涯学習センターにて販売中
10月2日（水）より電話受付予定
※小学生以下は保護者同伴で入場してくだ
さい。
※指定席完売の場合は当日券を販売いたし
ません。

●販売・問い合わせ：生涯学習センター☎320-2200

紙ふうせんふれあいコンサート

きらりスタッフ企画
TSUKEMEN LIVE 2013
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主催 北方町教育委員会・北方町文化協会

平成25年度
北方町文化祭
テーマ：「楽しむ力」
●11月2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3日（日）
展示の部 9:00～16:00
芸能の部 10:00～16:00

●会 場：生涯学習センター 学習棟・きらりホール 町立図書館歴史資料展示室

北方町ハートフルライブ倶楽部
ボランティア団体活動紹介

“音楽などを身近に、気軽に！更には手軽
に楽しめる”を目的に平成12年8月に発足し、
この9月をもって一般ライブは14年間の幕を
閉じます。
私たちのクラブの特徴は自主的運営で、そ
の都度、企画に始まり、交渉・予算・宣伝な
どと計画していきます。そして緊張が続く中、
本番！コンサート終了後は「近くで、安くて
良い音楽が聴けて良かった」という言葉を多
く頂き、ほっとすると同時に嬉しく、当初の
目的は果たしたかな！と自負しています。
なお、同じ目的のこどもらいぶは町の助成
を受け、無料にて今後も継続していきます。
大人の方に十分に楽しんでいただける企画
もあります。どうぞお越し下さい。
また、活動に参加していただけるスタッフ
も募集中です！お待ちしています。

こども寄席 お囃子のワークショップ

アンデスのフォルクローレ
（おとな向けライブ）

和太鼓のワークショップ
和太鼓の演奏をしましょう!!
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講座３回目になる今年は「歌絵本コース」と「お話絵本
コース」にわかれて、オリジナルの絵本をつくりました。
『どんな物語にしよう』、『どんな終わり方をしようかな』
など参加した子どもたちはお話を考えて書き込み、素敵
なイラストを添えました。製本作業はお父さん、お母さ
んの出番！親子で協力してオリジナルの絵本を作成する
ことができました。

8/3（土） 親子で手づくり絵本にチャレンジ！

親子でペットボトルロケットの作製に挑戦しました。
ペットボトルを切って組み立てる作業にみなさん悪戦苦
闘！親子で協力して完成させました。青空の下、自分で
作製したペットボトルロケットをドキドキしながら発射
台に設置し、参加者全員で秒読みの後、発射！駐車場の
端から端まで打ち上がったペットボトルロケットにみな
さん大興奮。とても賑やかな講座となりました。

8/4（日） 親子でチャレンジ！水ロケットを打ち上げよう!

空高く
打ち上がり
ました。

本講座では実際に東日本大震災被災地で
活動された隊員の方よりお話を伺わせてい
ただき、日頃の防災について改めて考える
よい機会になりました。搬送法や止血法な
ど緊急時に身近な道具を使ってできること
を実践を交えながら分かりやすく教えてい
ただきました。

8/11（日） 自衛隊員に学ぶ 災害への備え・応急処置をマスターしよう!

タオルやシャツを
使った止血法を
学びました。

消防自動車はすべてオーダーメイドっ
て知っていましたか？普段見ることので
きない消防自動車や救急車を間近で見学
させていただき、消防自動車・救急車の
仕組みや消防隊員のみなさんの仕事につ
いて親子で一緒に学びました。また防火
服の試着や放水、はしご車の乗車など、
貴重な体験をさせていただきました。

いろいろな物が
積んであります！！

かんせーい！

8/18（日） 防災講習会 消防署探検にでかけよう！夏 →秋にも開催決定！P4でチェック！
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リフレッシュ講座

●対 象 町内在住・在勤・在学者
（小学４年生以下は保護者同伴）

●日 時 12月1日(日) 13:30～15:00
●定 員 15名
●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 阿部未悠さん、大野那奈さん

●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
を持ち帰るため）
●受 付 11月16日(土)

9:00～
生涯学習センター
窓口でのみ

今年は手づくりのクリスマスリースを飾りませんか？世界に一つだけの
リースにぜひ挑戦してください！

ボランティア講座
火災や救急、そして自然災害が起きた時にかけつけてくれる

消防車や救急車。私たちの命を守るためにどんな働きをしてい
るのか知っていますか？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一緒にのぞいてみよう！
●日 時 平成25年 11月17日（日） 10:00～11:30
●会 場 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）
●対 象 町内在勤・在住の年少～小学２年生（保護者同伴）
●定 員 親子15組
●参加費 無料
●受 付 10月26日（土）9:00～生涯学習センター窓口でのみ

防災講習会 消防署探検にでかけよう！秋

声に出してリフレッシュ！

秋
はしご車にも
乗れるかも?!

●お問い合わせ 生涯学習センター ☎320-2200

岐阜農林高校ときらりのコラボレーション企画 手づくりクリスマスリースを飾ろう！

●対 象 町内在住・在勤・在学者
(小学生は保護者同伴)

●日 時 12月15日(日) 13:30～15:30
●定 員 30名
●場 所 生涯学習センター 多目的スペース
●参加費 無料

●講 師 フリーアナウンサー
(元 岐阜放送アナウンサー)

河村 たか子さん
●持ち物 お茶かお水
●受 付 11月16日(土) 9:00～

生涯学習センター窓口でのみ

大きな声を出したり、感情を込めて言葉を発したりするのは良い気分転換にもなりストレス解消に
もなります。正しい発声方法を身につけ、相手に気持ちが伝わる話し方を一緒に勉強しませんか？

●月 日 10月27日（日）※小雨決行
●目的地 揖斐川町 貝月山（標高1234.3m）

※ふれあいの森 直登ルート
●行 程 9時 役場前駐車場出発 15時解散

※道路状況や天候により前後します
●持ち物 動きやすい服装、靴、帽子、登山用杖、
軍手、防寒具、雨具、弁当、飲み物、行動食（飴
など）、タオル、ゴミ袋、着替えなど
●参加費 500円

●参加条件 町内在住・在勤の小学生以上で健康・
健脚な方 ※小学生は保護者同伴

★心臓疾患の他、運動により体調が悪くなるお
それのある方は、念のためご遠慮ください。

●定 員 20名
●受 付 10月12日（土）10時～

生涯学習センター窓口でのみ
（先着順・代理申込は1名まで可・電話申込はで
きません）

秋の貝月山登山



5

ぴよぴよ・よちよち教室のお知らせぴよぴよ・よちよち教室のお知らせ
後期

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。託児がありママ達だけで参加できる講座もあります。この機会にどうぞご参加ください。
登録希望の方は生涯学習センターで随時受付中です。

ぴよぴよ教室
対象：平成24年4月2日～平成25年4月1日

生まれのお子様とママ（町内在住・在勤）
時間：10:00～11:30
会場：生涯学習センター

後期活動予定
●10月24日(木)
「おやこふれあいビクス」
●11月19日(火)
「読みきかせ教室」
●12月17日(火)
「食品の安全について学ぶ講座」(託児つき)
●1月22日(水)
「ママのヨガ教室」(託児つき)
●2月21日(金)
「音とリズムで遊ぼう♪」

よちよち教室
対象：平成23年4月2日～平成24年4月1日

生まれのお子様とママ（町内在住・在勤）
時間：10:00～11:30
会場：生涯学習センターほか

後期活動予定
●10月25日(金)
「読みきかせ教室」
●11月27日(水)
「ママのヨガ教室」(託児つき)
●12月17日(火)
「食品の安全について学ぶ講座」(託児つき)
●1月30日(木)
「おやこでお絵かき」
●3月13日(木) 会場：総合体育館
「わくわく体操教室入門！」

総合型地域スポーツクラブ設立準備事業 後期スポーツ教室

チャレンジ卓球教室
●日 時 10月22日・29日

11月12日・19日・26日
12月3日・10日・17日 計8回
火曜日 午後7時30分～9時

●場 所 北方町総合体育館
●対象者 小学生以上の町内在住・在勤者
●受講料 全8回1,000円

（初回時にご持参ください）
●持ち物 タオル、運動のできる服装、飲み物

（ラケットとボールは貸出有り）

●定 員 20名（定員になり次第受付終了）
●申込受付
総合体育館窓口・電話にて
●問い合わせ
総合体育館 ☎323-3500

初めての方でも気軽に楽しめるスポーツです。ぜひ、ご参加ください。

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10日前までに事前申し込みが必要です。（託児料：1名につき500円）
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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
10月12日(土)9:00～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
へご提出ください。

マジック教室
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？
誰でも参加できる教室です。お気軽にご参加ください。

●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
（11/9、12/7、12/21、1/11、
1/25、2/1、2/22、3/8）

●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 先生

パステルアート教室
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)13:30～15:30
（11/23、12/21、1/11、1/25、2/1、2/22、3/8、3/22)
●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

ペーパークイリング教室
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。小さく可愛い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：水曜日(全6回)10:00～12:00
(11/6、11/20、12/18、1/22、2/19、3/19)
●場 所：生涯学習センター 会議室B
●受講料：1,000円(6回分)

●材料費：1,800円(1回300円×6回)
●合 計：2,800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

グラスアート教室
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？子どもから大人まで楽しめます！
●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
●開催日時：土曜日(全6回)10:00～11:30
(11/16、12/14、1/18、2/15、3/1、3/15)
●場 所：生涯学習センター 会議室A
●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

●受講料：1,000円(6回分)
●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
ほ

賀
が

和
ま さ こ

祜 先生

後期 公民館教室のご案内
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Ⅱ 形になるものを作る講座
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

いけ花
～季節の花を

楽しみませんか！～

11/17・12/22・1/26
2/9・3/16

創作室
10:00～12:00

小学生から
大人まで
20名まで 季節の花を楽しみながら生けます。

持ち物：花ハサミ
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

陶芸
～自作の器を

作ってみませんか～

1/18 作器
2/22 色付け

創作室
13:00～15:00

小学3年生以上
(親子可)10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）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円陶芸クラブ 全２回講座（土曜日）

12

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～

11/16・12/21・1/18
2/15・3/15

創作室
10:30～12:00

小学生から大人まで
10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。
持ち物：はさみ、ごみ袋、新聞紙３枚、
ステーキナイフ（カッターナイフ）

300円×5回＋花代500円×5回＝4，000円
花器300円(ない方のみ)羽田 みゆき 全５回講座（土曜日）

13

ハンドメイド講座
～親子で素敵な雑貨や
小物を作ってみませんか～

11/21・12/19・1/16
2/6・2/20・3/20

和室
10:30～12:00

親子
10組まで

カフェや雑貨屋さんにあるような可愛い
インテリアグッズをお家にあるリボンや
ボタンを使って作ってみませんか？親子
で並べたり、ペタペタ貼ったり…世界で
一つのオリジナルの作品ができあがり！
持ち物：はさみ、のり、ボンド、レジャーシート

300円×6回＋材料費・手作りお菓子代
500円×6回＝4,800円矢田 英恵 全６回講座(木曜日）

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

14

ミュージカル「ピーター
パン」を踊ってみよう！
～ ｢I'm Flying」をダンス!!～

11/12・11/19
12/3・12/10

多目的スペース
16:15～17:00

小学生
20名まで リズム・ステップを楽しみながら、

ピーターパン「I'm Flying」をオリ
ジナルの振付で１曲踊れるように
進めます。300円×4回＝1,200円

※動きやすい服装で 室内シューズ持参大野 薫 全4回講座（火曜日）

15

カーヴィダンス
～ウエスト・おなか・
二の腕を引き締める～

12/4・12/11・12/18
1/8・1/15・1/22

多目的スペース
20:10～21:00

年齢・男女問わず
20名まで 有酸素運動で代謝を高め、おなか・

ウエストを効率よくシェイプしま
す。気持ちよく身体を引き伸ばし、
姿勢を整えます。300円×6回＝1,800円

※動きやすい服装で 室内シューズ持参大野 薫 全６回講座（水曜日）

16

空手エクササイズⅠ
～空手の入門（幼児）

クラスです～

11/30・12/14
1/25・2/22・3/29

勤労青少年ホーム体育館
9:30～10:20

年少～年長まで
10名まで

子どもに「体を動かすことは楽しい！」と思って
もらえる講座を目指します。エクササイズや伝
統空手の基礎練習を通じ、体力の向上を図ると
ともに、挨拶・返事・聞く姿勢など生活の基礎（礼
儀）も勉強します。保護者同伴でお願いします。佐々木 雄平 全5回講座（土曜日） 300円×5回＝1,500円 ※運動できる服装で

17

空手エクササイズⅡ
～空手の入門（小学生）

クラスです～

11/30・12/14
1/25・2/22・3/29

勤労青少年ホーム体育館
10:30～11:45

小学生
10名まで

楽しい講座を目指しますが、年齢に合
わせ、一歩踏み込んだ空手の練習をし
ます。また、「礼儀」の大切さについても
指導します。お子様と一緒に、お母さん・
お父さんの参加もお待ちしています。佐々木 雄平 全5回講座（土曜日） 300円×5回＝1,500円 ※運動できる服装で

18

親子でプチエアロ＆
ママシェイプ☆

～親子でスキンシップ♪
ママもリフレッシュ！～

11/13・12/11・1/15
2/12・2/26・3/12

和室
10:30～12:00

親子
10組まで

家事や育児で忙しいママさんのリフ
レッシュタイム！産後の体のケアや心
身のリフレッシュ＆リセットにも♪お
子さんとのスキンシップを通じて体を
動かす楽しさを体感しましょう♪
持ち物：お水かお茶、タオル、レジャーシート

300円×6回＋手作りお菓子代 200円
×6回＝3,000円※動きやすい服装で矢田 英恵 全6回講座（水曜日）

19

BCB運動
～腰痛・肩こりなど楽しく
緩和予防運動しませんか～

11/15・11/29・
12/13

1/10・1/24

多目的スペース
13:30～14:30

一般
10名まで

解消講座。
腰痛、肩こりをBCB（ゴム）を使っ
たりして楽しく運動して予防緩和
してみませんか？肩甲骨・骨盤体操
など。
持ち物：上靴、お水かお茶、タオル

300円×5回＋BCB（ゴム）リース代
200円＝1,700円 ※運動できる服装で西口 慶子 全５回講座（金曜日）

Ⅲ 体をつかっての講座

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
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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

1

箏
こと

～やさしい音のする
お箏で「さくら」等、
かなでてみませんか～

11/12・12/10・1/21
2/18・3/11

和室
13:00～14:00

年齢・
男女問わず
５名まで

楽譜の読み方の学習や、お箏のひ
き方を練習して「さくら」「荒城の月」
等、演奏できるようになります。み
なさんと合奏しお箏のやさしい音
色を楽しみ味わってみませんか。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

地唄三味線
～三味線をかかえ

音を出すのは
心がうきうきしますよ～

11/12・12/10・1/21
2/18・3/11

和室
14:00～15:00

年齢・
男女問わず
10名まで

楽器の各部の名称を知ってもらい、
楽譜の読み方を学習し、「さくら」
「荒城の月」等を三味線で弾きます。
弾けるととても楽しいものです。高井 秀子 全５回講座（火曜日） 300円×5回＋糸代1，500円＝3，000円

3
着物の着付け

～着物が着れるチャンス！
今でしょっ!?～

11/15・11/29・
12/20

1/17・2/7・2/28
和室

13:30～15:30
一般女性
15名まで

ご自分で着られるための準備から始めま
す。たたみ方、肌着の付け方など分かり
やすく勉強します。随時目的に合わせた
お着物の着方もさせていただきます。
持ち物：肌着、タオル、腰紐(5本)、前板、着物、
長襦袢、帯、帯紐、帯揚げ、裁縫道具、衿芯露木 千惠子 全６回講座（金曜日） 300円×6回＝1，800円

4
やさしい茶の湯入門
～美味しいお茶と

お菓子をどうぞ！～

11/23・12/14・1/25
2/15・3/1・3/29

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、お点前を学び
ます。
持ち物：扇子、懐紙入、懐紙、菓
子切

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

5
家庭教育講座

～楽しい子育て
みつけませんか?～

11/14・12/12・1/9
2/13・3/13

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
一緒に来て下さい。託児いたします。
持ち物：筆記用具森川 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

6
中学数学に再挑戦！
～学び直したい方、

どうぞ～

11/6・11/7・11/8
11/12・11/13・

11/14
会議室A

10:00～11:30
一般

15名まで

正の数と負の数、文字を使った式、方程式、
関数、作図、円の性質、三平方の定理の
ポイントをやさしくゆっくり講義します。
持ち物：ノート、筆記用具、電卓、
コンパス、分度器、三角定規安藤 邦緒 全６回講座 300円×6回＝1,800円

7

続・中学数学に
再挑戦！

～学び直したい方、どうぞ～

12/4・12/5・12/6
12/10・12/11・

12/12
会議室A

10:00～11:30
一般

15名まで

式の計算、平方根、いろいろな面積と体
積、図形の証明、相似な図形、確率のポ
イントをやさしくゆっくり講義します。
持ち物：ノート、筆記用具、電卓、
コンパス、分度器、三角定規安藤 邦緒 全６回講座 300円×6回＝1,800円

8
Let's enjoy 英会話
～英語でおしゃべり

楽しみましょう！～

11/8・11/15・12/6
1/10・1/24・2/7

会議室B
10:00～11:00

一般
10名まで

英語が好きだったけれど、英会話を楽
しむまでには向上しなかった。残念な
思いを抱いているみなさん！一緒に
ゆったり英会話をEnjoyしましょう！
持ち物：ノート溝口 時子 全６回講座（金曜日) 300円×6回＝1,800円

9
楽しい詩吟入門

～大きな声を出して
ストレスを解消します～

1/15・1/29・2/12
2/26・3/12・3/26

会議室B
9:30～11:30

一般
15名まで

楽しく詩吟の初歩から始めます(発
声練習)。中国・日本の名詩(漢詩)
を練習します。九月十日、川中島、
北方町賛歌、江南の春、事に感ず等。
持ち物：筆記用具、メモ用紙、お茶林 幸雄 全６回講座（水曜日) 300円×6回＝1,800円

Ⅰ 学び楽しみ、音色で癒やされる講座

10月12日（土）午前9：00～ 生涯学習センター窓口にて受け付け開始！（先着順）
●申込方法 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

センター窓口へお持ちください。
●費 用 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、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。 ※２名以上のお申し込みがない場合は開講しません。

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。

平成25年度　後期
町民自主講座のお知らせ
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親子ふれあい教室   の ご 案 内 10・11・12月

ままプラザほっと　☎  323－2675
●「○○ママの日」　
10月16日（水）　第一子を子育て中のママ
11月20日（水）　韓流大好きママ
時　間　10:00～11:45
参加費　200円（飲み物・おやつ付）　要予約
同じ環境や趣味をもつママ同士集まって交流し
ませんか。

●10月26日（土）　円鏡寺公園にて
北方福祉フェスティバル
『おもちゃ病院ぎふ』が来院します！
壊れてしまったけど大事なおもちゃ、治しても
らい大切に使いましょう！
受　付　10:00～14:00
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場合もあります。
DSなど治せない物もあります。

●11月2日（土）・3日（日）
　北方町文化祭
珈琲、綿菓子販売予定

●11月9日（土）・10日（日）
　未来タウン北方ふれあいまつり
珈琲、ねりあめ、千本くじ、ビニール風船など
販売予定

●毎月21日
　円鏡寺の門前市で
　綿菓子・珈琲屋を開催
合言葉で白い綿菓子
１個プレゼント♪
合言葉は毎月変わります。
広報をご覧ください。

ままプラザほっと
イメキャラ

児童館　☎323－0254 町立幼稚園　☎324－5721
ちびっこルーム
対象：乳幼児と保護者
時間：毎週水曜日　10：00～11：30
広い遊戯室フロアーに乳幼児のお
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。

なかよし広場　10：00～11：00
●10月16日(水)　のりものにのってゴー!
●11月13日(水)　おいもパーティー
●12月13日(金)　もうすぐクリスマス

町立保育園 南保育園 ☎324－0611　東保育園 ☎323－0577 中保育園 ☎324－8313　北保育園 ☎324－0254

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12日（土）　運動会 （プログラム未就園児「かけっこ」に参加してね）
●11月21日（木）　秋の自然物あそび （秋の自然物を取り入れたコーナー遊びを楽しみましょう）
●12月19日（木）　クリスマス （園児と一緒にクリスマスを楽しみましょう）

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。
どうぞ気軽に地域の保育園へお出かけください。
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親子ふれあい教室   の ご 案 内
保健センター　☎ 323－7600

パパママ学級
場　所：保健センター　前日までに、保健センターへ電話でお申し込みください。☎323-7600

●10月25日（金） 時　間：午後1時30分～3時30分 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29日（金） 時　間：午後7時～8時30分 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10日（火） 時　間：午前10時～12時 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火曜日の午後1時30分～3時30分に、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
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)
●10月 8 日(火)　秋のおでかけ ●10月22日(火)　みんないっしょに公園であそぼう
●11月12日(火)　(2・3歳児)リズムあそび ●11月26日(火)　（0・1歳児）リズムあそび
●12月10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17日(木)　働く婦人の家 ●11月20日(水)　勤労青少年ホーム

図書館　☎ 323－3155
おはなしポケット
０歳～大人まで楽しめるおはなし会
第３土曜日　第４木曜日　10：15～
10月19日・24日　　11月16日・28日
12月21日・26日
おすすめ本棚　本選びの参考に
●ロングセラー絵本の作家を紹介！
毎月図書館では人気の絵本作家を作品と共に紹介しています
・「ぐりとぐら」 なかがわ りえこ さく　やまわき ゆりこ え
　・「からすのパンやさん」 かこさとし
●子育て応援！
赤ちゃんと一緒に楽しめる絵本の他に、子育て
に役立つあそび、健康、離乳食、ベビーサイン、
ベビーマッサージなどいろいろあります

●ファーストブック
0歳から楽しめる赤ちゃん絵本があります
●外国語を楽しもう！
日本の絵本を外国語に翻訳した作品や外国語の
絵本があります

携帯・パソコンから蔵書検索・予約できます
北方町のHP
　http://www.town.kitagata.gifu.jp/
北方町携帯電話用サイトポケきた
　http://www.town.kitagata.gifu.jp/m/
から図書館の蔵書を簡単に調べることができます
　貸出中の資料は予約することができます（カウ
ンターにてパスワードの登録を受付ています）
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手づくり
木のおもちゃ！

防護服を試着 !!
にあうかな？ ふるさと自然発見工房

木工教室

電気と科学の教室

モーターでまわる
メリーゴーランドをつくったよ！

生涯学習センターへ次の方法でアクセスしてください。(直接来室も大歓迎です！)
〒501-0431　岐阜県本巣郡北方町北方1857　☎320-2200　FAX323-7711
ホームページ　http://www.town.kitagata.gifu.jp/syogai/
E-mail　syogai@town.gifu-kitagata.lg.jp　発行　岐阜県本巣郡北方町教育委員会


