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「アロマの香
りで風邪予防

！

 ～バスボムづ
くりと

　　ハンドマ
ッサージの実

践講座～」

KCL 子ども会派遣

家族でお互いに
アロマオイルでマッサージ♪
　　　　　　　心もポカポカ

ジャンケン列車で
　   みんな仲良し！

ボランティア講座
バルーンアート教室

アンパンマン完成～



　今年のきたがた寄席は上方のお笑いをお届けします。
　上方の桂一門・笑福亭一門からの落語に漫才を２席、
そして最後は今年も大喜利で締めくくります。
　お笑いの本場、上方寄席をぜひお楽しみください。

と　　き ７月27日（日） 

開　　演 14:00（開場  13:30）
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 ５月24日（土）午前９時より北方町生涯学習センターにて販売

電話販売 ５月28日（水）午前９時より販売予定
※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。

　『音楽の絵本』はクラシック音楽における絵本のよう
な役割ができれば…と考えられ、そして誕生しました。
指揮者のオカピをはじめ、演奏するのは全て希少動物
という金管5重奏「ズーラシアンブラス」。そしてバイ
オリンとピアノの「弦（つる）うさぎ」。
　本格的なクラシックから、映画音楽に童謡まで、動
物たちが奏でる多彩な音楽の世界をお楽しみ下さい。
　子供達だけではなくお父さんお母さんも一緒に夢の
世界へ誘います。

「音楽の絵本」
親子のためのクラシックコンサート

と　　き 9月21日（日） 開　　演 14:00（開場  13:30）

入 場 券 全席指定　指定席2,000円（当日2,500円）　中学生以下1,000円（当日1,500円）

会 　 場 生涯学習センターきらりホール

前売り券 7月12日（土）午前９時より生涯学習センターにて販売予定
7月16日（水）より電話受付予定
※小学生以下は保護者同伴でお願いします。
※指定席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

きたがた寄席第９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　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」

テーマ 一般の部・子どもの部「チャレンジ」

●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）
※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、これは審査の対象にはなりません。

●表現方法は自由ですが、データのみによる応募は不可とします。
●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「①題（テーマ）、 ②氏名、 ③郵便番号、 ④住所、 ⑤連絡先、 ⑥学年・年齢（応募時）、
⑦職業（中学生以下は学校名）、⑧この作品募集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）。
●入賞作品の著作権は北方町に帰属します（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、選外となった応募作品のうち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ください。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ください。なお作文について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。

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「作文」または「アート」にまとめてください。

応募期間 平成26年10月19日（日）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。

作品の送り先・問い合わせ
「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番地　北方町生涯学習センター内
　　　　　　　☎ 320－2200　FAX 323－7711　e-mail：kate@town.kitagata.gifu.jp
　　　　　　　URL：http://www.town.kitagata.gifu.jp/kate/

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部を設けます。
●心の糧大賞…作文・アート各１点以内、優秀賞各２点程度、入選各数点、町民特別賞を入賞作品とする。

表　　彰 ●第９回心の糧発表会【平成27年１月18日（日）】にて表彰します。
●受賞者には、平成26年12月初旬に通知します。
●受賞者には、賞状及び副賞を贈呈します。

子どもの部（中学生以下）
賞状、図書カード２万円分 各種別１名以内
賞状、図書カード１万円分 各種別２名程度
賞状、図書カード２千円分 各種別数名

賞状、賞金30万円　各種別１名以内
賞状、賞金５万円　各種別２名程度
賞状、賞金１万円　各種別数名
賞状、賞金５千円　各種別数名

大　　　賞
優　秀　賞
入　　　選
町民特別賞

一般の部（高校生以上）
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子どもたちは、楽しく学んでいます！

北方西小学校

かよこおばさんに
　「円鏡寺や夕べが池」と「席田用水」の伝説
を話していただきました。地域の方ならではの
話に、子どもたちも興味津々で、すっかり聴き
いっていました。

柿部会会長さんに
　選果場の説明をしていただきました。
　柿づくりは，収穫の秋だけでなく、1 年間か
けておいしい実を育ててみえるのだということ
も分かりました。

北方中学校 携帯安全教室

柿畑、選果場見学むかしばなし

一歩間違えたら自分
だけでなく、家族も
悲しんだりしてしま
うので気を付けなけ
ればいけないと思い
ました。

携帯電話の書き込み
以外においても、人
の嫌がるようなこと
をしないように心が
けていきたいです。
またルールをしっか
りと守って行動して
いきたいです。

ボランティアに関するお問い合わせは，北方町生涯学習センター  ☎320-2200 までお願いします。
ボランティアコーディネーターが、学校からの「お願い」と地域のみなさんの「サポート」をつなぎます。

町内初の総合型地域クラブ “きらり北方クラブ” が誕生！

会員制
●入 会 金　設立1年間は０円（その他、要年会費・保険料）
●内　　容　スポーツ・文化教室
●期　　間　前期・後期受講可能（要受講料）
設立総会を開催します
●日　　時　4月26日（土）  10:00～11:30
●場　　所　生涯学習センター2階 多目的スペース
●記念講演　「人生をきらりと輝かせる秘訣」
　　　　　　ラブリークイーン㈱　取締役　井上富紀子 氏
※設立総会参加者は、特別先行会員受付を行います。各教室は先着順となります。

ボランティアスタッフ
募集！
　地域の住民一人ひとりの力
によって運営していくクラブ
です。みなさまのご協力をよ
ろしくお願いします。
●申し込み・問い合わせ
　生涯学習センター
　☎320-2200

　「きらり北方クラブ」は、スポーツ・文化を通じて地域の活性化・地域の仲間づくりを目指しています。
　だれでも・いつでも・いつまでも気軽にスポーツや文化を楽しめる環境を整え、あなたのお申込をお待ち
しています！詳しくは、町広報紙 5月号、または、総会以降配布する募集チラシをご覧ください。

｢ジュニアリーダーＫＣＬ｣
ってなあに？

　中学生と高校生で構成するボランティア団
体で、30年以上の歴史があります。
〈主な活動〉
＊毎月１回の定例会と研修の開催
＊単位子ども会派遣、児童館ゲーム指導
＊宿泊研修
＊町子ども会、児童館行事の企画やサポート
＊きたがたふれあいまつり　駄菓子屋出店
＊歩け歩け運動、盆踊り大会他、町行事のサポート

　人前で話す力、リードする力、ボランティア
精神や行動力が培われます。
　お楽しみ会も全力投球！興味がある人は
ぜひお問い合わせください。
○事務局　生涯学習センター　☎320-2200

　災害時にボランティア活動を円滑に進める
ための拠点です。
　支援ニーズの把握・整理やボランティアの
受け入れを行います。

　もしも…の時はみなさんも被災者です。そ
んな余裕はないかもしれません。
　でも、もしもの時に備えて「スムーズにで
きるように」「今できること」の一つとして、
ボランティア受け入れ窓口の体制づくりにみ
なさんご協力ください。

●災害ボランティア募集！
　登録・お問い合わせ先
　　生涯学習センター　☎320-2200

きたがたチャイルドリーダーの頭文字をとって
「ＫＣＬ」

ケーシーエル

子ども会派遣でゲームを指導中

●例えばどんなこと？

全国から受け入れる
ボランティアの受付
•受付カードの記入
•名札の作成など

オリエンテーション
•注意事項の説明

マッチング
•活動先の
　紹介など

活動の報告
•時間や状況
　の確認

資材受け渡し
•資材の受け渡し
•資材の受け取り

メンバー募集中！　＊できる時にできることを楽しんで＊
自主企画イベントの出演者選考、 チラシ・ポスターの立案、 広報、 運営、町主催事業の運営サポート（当
日の受付・場外整理・客席案内など）
月１回の打ち合わせ会議（夜間）の他、イベント開催に合わせて活動します。
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。

〈お申し込み・お問い合わせ〉北方町生涯学習センター　☎058-320-2200

私たちが選ぶから…きらりスタッフ企画はバラエティ豊か！
Ｈ23　劇団トマト座ミュージカル
　　　　オズの魔法使い　～虹のかなたへ～
Ｈ24　青島広志のおもしろクラシックコンサート
Ｈ25　ＴＳＵＫＥＭＥＮ　ＬＩＶＥ2013
☆今秋開催　きらり避難訓練コンサートにも全面協力☆

H27. 3.1（日）
東儀秀樹 トーク＆ラ

イブ
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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

11
いけ花

季節の花を楽しみませんか！
5/18・6/22・7/13
8/10・9/7・9/28

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。

西　良江 全６回講座（日曜日） 300円×6回＋花代500円×6回＝4,800円

12

楽しく陶芸
自作の器（やきもの）を

作ってみませんか

7/26 作器
8/9 色付け

創作室
13:00～16:00

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）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）

13

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

5/17・6/21・7/19
8/16・9/27

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：新聞紙、ゴミ袋、はさみ、
　　　　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）

14

親子でハンドメイド講座☆
親子で素敵な雑貨や小物を

作ってみませんか

5/8・5/22・6/5
6/19・7/10・9/18

和室
10:00～11:30

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･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

15
カーヴィーダンス
背中・おなか・

ウエストをシェイプ！

7/2・7/9・7/16
8/6・8/20

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、おなかやウ
エストに効く動きや背中を意識して体
を伸ばすことで姿勢を整え、シェイプ
アップしやすい体にしていきます。300円×5回＝1,500円

※動きやすい服装で 室内シューズ持参大野　薫 全 5 回講座（水曜日）

16
ピーターパンを踊ろう
ミュージカルダンスに

チャレンジ！
8/5・8/7

多目的スペース
15:10～16:30

小・中学生
20名まで

ピーターパンのナンバーから「ネヴァー
ランド」をオリジナルの振り付けでリズ
ムに合わせ、楽しくステップを踏みな
がら踊れるように練習します。300円×2回＝600円

※動きやすい服装で 室内シューズ持参大野　薫 全 2 回講座

17
BCB運動（初級）

肩こり・腰痛を
運動で緩和しませんか？

5/2・5/9・6/13
7/18・8/8・9/12

多目的スペース
19:00～20:30

年齢・男女問わず
10名まで

BCB（ボディーコントロールバンド）な
どを使い体を動かす運動です。
持ち物：タオル、飲み物、上靴、メジャー

300円×6回＋BCBゴムリース代200円＝2,000円
※動きやすい服装で西口　慶子 全 6 回講座（金曜日）

18
BCB運動（上級）

運動を継続して
腰痛・肩こりを緩和！

5/9・5/23・6/13
7/18・8/8・9/12

多目的スペース
13:30～15:00

年齢・男女問わず
10名まで

300円×6回＋BCBゴムリース代200円＝2,000円
※動きやすい服装で西口　慶子 全 6 回講座（金曜日）

19

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！

5/21・6/4・6/18
7/2・7/16・9/10

和室
10:00～11:30

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：飲み物、タオル、レジャーシート矢田　英恵 全 6 回講座（水曜日） 300円×6回＋お菓子代 200円×6回＝3,000円

20
空手エクササイズⅠ
空手の入門（幼児）クラスです

5/17・6/21・7/19
8/16・9/20

広域働く婦人の家体育館
13:00～13:50

園児（年少～年長）
10名まで

空手の基礎やエクササイズを通して心
と体を刺激し、子ども達の元気スイッ
チを押します。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。
持ち物：飲み物、タオル

300円×5回＝1,500円
※運動できる服装で佐々木　雄平 全５回講座（土曜日）

21
空手エクササイズⅡ
空手の入門（小学生）クラスです

5/17・6/21・7/19
8/16・9/20

広域働く婦人の家体育館
14:00～15:00

小学生（1年～6年）
10名まで

幼児クラス同様、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、年齢に合わせ、一歩踏み込
んだ空手の練習を行います。また、「礼
儀」の大切さについても指導します。
持ち物：飲み物、タオル

300円×5回＝1,500円
※運動できる服装で佐々木　雄平 全５回講座（土曜日）

22
親子で楽しくフラダンス

笑顔輝くママに
5/1・5/8・5/22

5/29・6/5
多目的スペース
10:30～11:30

親子（大人だけでも可）
15組（名）まで お母さんもお子さんも一緒にハワイア

ンミュージックでリラックスしません
か。自分らしく笑顔輝く女性に！300円×5回＝1,500円

※動きやすい服装で井上　友子 全５回講座（木曜日）

23
フットセラピーとフラダンス
フラで美しい姿勢に！
－５歳の自分発見！

5/16・5/30・6/6
6/20・7/4・7/11

多目的スペース
18:30～20:00

一般女性
10名まで

フラの基本ステップを学び、楽しく
「パーリーシェル」を踊りましょう。
※パウスカートは人数分ご用意します）
持ち物：タオル、飲み物300円×6回＝1,800円

※動きやすい服装で野村　洋子 全 6 回講座（金曜日）

Ⅲ　体をつかっての講座

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
箏曲

心やすらぐ音色で音楽を
楽しんでみませんか？

5/13・6/10・7/8
8/19・9/9

和室
13:30～14:00

年齢・男女問わず
５名まで

楽譜の読み方を学習し、お箏のひき方の
基本を覚え「さくら」「荒城の月」等を弾い
て楽しいひと時をご一緒しませんか。
持ち物：筆記用具高井　秀子 全５回講座（火曜日） 300円×5回＋糸代1，500円＝3，000円

2
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

5/13・6/10・7/8
8/19・9/9

和室
14:00～15:30

年齢・男女問わず
10名まで

楽譜の読み方を覚え、三味線のかかえ
方、弾き方の基本を学習し、「さくら」

「荒城の月」等、楽しく練習をしていき
たいと思っています。
持ち物：筆記用具高井　秀子 全５回講座（火曜日） 300円×5回＋糸代1，500円＝3，000円

3
きもの着付け

気軽にきもので
オシャレしてみませんか

5/9・5/23・6/13
6/27・7/11・7/25

和室
13:30～15:30

一般女性
15名まで

肌着−長襦袢−着物…とわかりやすく
ゆっくりと進めていきます。継続受講
の方はさらにそれ以上に…。
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、衿芯、裁縫道具露木　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！

5/31・6/28・7/12
8/2・8/30・9/13

和室
10:00～12:00

一般（親子可）
10名まで 美味しいお茶とお菓子を頂きながらお

茶席での作法、お点前を学びます。
持ち物：扇子、懐紙入れ、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
パソコン入門

はじめてのＷｏｒｄ2010
6/24・7/1・7/9
7/16・7/29・8/6

会議室A
13:30～16:00 

簡単な文字入力ができる方
20名まで

Wordの基本操作を学び、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
※10名以上の申し込みがない場合は開講しません

300円×6回
＋テキスト代等700円＝2,500円パソコンクラブ 全６回講座（火・水曜日）

6
Let’s enjoy 英会話
英語でおしゃべりを

楽しみましょう！

5/2・5/16・6/6
6/20・7/4・7/18

会議室B
初回・最終日のみ多目的スペース

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と残念に
思っている皆さん！一緒にゆったり英
会話をEnjoyしましょう！溝口　時子 全６回講座（金曜日） 300円×6回＝1,800円

7

算数に再挑戦し
認知症予防

一緒に脳を活性化しませんか

5/21・5/22・5/23
5/27・5/28・5/29

会議室A
10:00～11:30

一般
15名まで

小学校で学ぶ
算数を総復習
します。算数
の計算は認知
症の予防によ
いと言われて
います。ゆっ
くり進めます
ので算数を学
び直したい方
ぜひどうぞ！

内容：小数・分数・か
け算・わり算・概数・
約数と倍数など

持ち物：ノート、筆記
用具、定規、電卓安藤　邦緒 全６回講座 300円×6回＝1,800円

8

続・算数に再挑戦し
認知症予防

一緒に脳を活性化しませんか

6/4・6/5・6/6
6/10・6/11・6/12

会議室A
10:00～11:30

一般
15名まで

内容：いろいろな図形・
垂直と平行・展開図・
角・対象・合同など

持ち物：ノート、筆記
用具、コンパス、三
角定規、電卓安藤　邦緒 全６回講座 300円×6回＝1,800円

9
楽しい詩吟講座体験
大きな声を出して健康維持

6/7・6/21・6/28
7/12・7/19・7/26

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。詩吟
は自分の声（地声）で大声を出すことに
より自然に腹式呼吸を学び、健康維持
に役立ちます。美声は必要ありません。
持ち物：筆記用具、ノート、飲み物林　幸雄 全６回講座（土曜日） 300円×6回＝1,800円

10

声に出して
リフレッシュ

ことばの世界
～声に出して味わう楽しみ～

5/8・5/22・6/12
6/26・7/10

会議室A
13:30～15:30 

一般
30名まで

「50音の歌」「外郎売り」で発声発音や正
しいアクセントなどを学びます。絵本
や詩を声に出して味わいます。
持ち物：筆記用具

河村　たか子 全5回講座（木曜日） 300円×5回＋テキスト代500円＝2,000円

Ⅰ　学び楽しみ、音色で癒やされる講座

●申込受付開始　4月12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
●申 込 方 法　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。
●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。
※受講者がお一人の場合は開講いたしません。各講座初回1週間前になりましたら申し込みを締切ります。

　11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23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26年度　前期  町民自主講座のお知らせ

NEW!

NEW!

NEW!
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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・古文書読解教室の申込方法
　4月12日（土）9:00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ご提出下さい。※申し込み締切は教室初回日の1週間前です。

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

（5/10、5/31、6/14、6/28、7/5、
8/9、9/13、9/27）

●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

前期 教室のご案内

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

（5/21、6/4、6/18、7/16、
8/27、9/17）

●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？
●対　象：町内在住・在勤の方
●定　員：20名
●持ち物：古新聞、カッター、はさみ（先が

丸くない物）、ゴミ袋、キッチンペーパー、
マスキングテープ、0.3～0.5mm油性ペン

●開催日時：土曜日（全６回）10:00～11:30
（5/17、6/7、6/21、7/12、8/9、9/20）

●場　所：生涯学習センター　会議室Ａ
●受講料：1,000円（6回分）
●材料費：3,800円
●合　計：4,800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

祜
こ

 先生

古文書読解教室
　北方町にも文化財として古文書が保存されています。昔の文字を読み解き、岐阜の歴史と文化を学びませんか？
●対　象：町内在住・在勤の方
●定　員：20名
●持ち物：筆記用具、ノート 
●開催日時：火曜日（全５回）14:30～16:00

（5/20、6/17、7/8、7/15、8/5）
●場　所：生涯学習センター　会議室Ａ
●受講料：1,000円（5回分）（初回に用意してください）

●講　師：岐阜女子大学
　　　　　文化創造学部　講師
　　　　　地域文化研究所　辻 公子 先生
※古文書を読むために辞書が必要と

なります。「漢字くずし方辞典」、も
しくは「くずし字用例辞典」児玉幸
多編がありましたらお持ち下さい。

NEW
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リフレッシュ講座 ボランティア講座
家族に、友人にいつも言えない「ありがとう」を伝えよう

リフレッシュ講座　自然観察会

文殊の森探検

　細長いリボン状の紙をくるくると巻いて花のパー
ツをつくります。小さく可愛らしいパーツを組み合
わせて素敵なメッセージカードを作ります。
●日　時　平成26年5月10日（土）  13:30～15:30
●会　場　生涯学習センター　多目的スペース
●対　象　町内在住・在勤・在学者
　　　　　（小学3年生以下は保護者同伴）
●講　師　ペーパークイリング  ブルーローズ代表
　　　　　大澤　久美子さん
●持ち物　はさみ、定規、木工用ボンド、爪楊枝
　　　　　ピンセット（あれば）
●定　員　15名（組）
●材料費　450円

ペーパークイリングの
メッセージカード

●日　時　平成26年6月1日（日）予備日15日
　　　　　9:00～12:15役場前駐車場集合・解散

※6/15雨天時は、生涯学習センター
にて生き物の講座を行います。

●持ち物　補虫網・虫かご・山歩きに適した動き
やすい服装・雨具など

●参加費　1人100円（当日集金）
●対　象　町内在住・在勤の概ね3歳以上
　　　　　（小学生以下は保護者同伴）
●受　付　平成26年5月17日(土)　9:00～

生涯学習センター窓口にて
先着20名まで（代理申し込みは1組まで可）

　講師に岐阜農林高校の生徒のみなさんをお招き
し、学校で栽培した花を使用した母の日のフラワー
アレンジメントを楽しみます。
●日　時　平成26年5月11日（日）  10:00～11:30
●会　場　生涯学習センター　創作室
●対　象　町内在住・在勤・在学者
　　　　　（未就学児は保護者同伴）
●講　師　岐阜農林高校　園芸科学科　生徒のみなさん
●持ち物　新聞紙、はさみ、作品を持ちかえる袋
●定　員　12名（組）
●材料費　500円

岐阜農林高校とコラボ企画
母の日フラワーアレンジメント

●対　象　町内在住の平成23年4月2日～平成24年
4月1日生まれのお子さんとその保護者

●日　時　すべて木曜日　10:00～11:30
5/15・5/29・6/5・6/19・7/3・7/17・
8/7・8/21・9/4・9/18

●場　所　総合体育館　2階　柔剣道場
（9/18のみ生涯学習センター）

●定　員　親子30組
●参加費　3,000円（受講料1,000円＋講師協力費2,000円）

初回時にご用意ください
●持ち物　親子とも運動ができる服装（体育館シュー

ズは必要ありません）タオル、飲み物など

●申込開始日　4月19日(土)　９時～
●申し込み場所　生涯学習センター窓口

折り込みの申込用紙に必要事項を記入のうえ、
生涯学習センターへお申し込みください。代理
のお申し込みも可能です。９時の時点で定員数
を超えていた場合は抽選になります。（９時まで
に窓口に来ていただければ抽選の対象になりま
す。）定員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。

前期わくわく教室のお知らせ
親子体操で運動遊びを楽しもう！

講座・教室のお問い合わせ　生涯学習センター　☎320-2200

受　　付　4月13日(日)  9:00～　生涯学習センター窓口にて先着順で受付開始
申込締切　5月2日(金）まで

手づくりの贈り物で
大切な気持ちを
伝えよう!!
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親 子 ふ れ あ い 教 室   の ご 案 内 4・5・6月

ままプラザほっと
☎  323−2675

●「○○ママの日」　　
4月16日（水）　同居しているママ
5月21日（水）　引っ越してきて北方町をよく知らないママ
6月18日（水）　来春から幼・保育園の子どもを持つママ
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。

●４月３日（木）　
春休み企画!!　「親子でバスボム作り」　
時　間／10:30～12:00
場　所／生涯学習センター
参加費／200円　要予約
ポンッと入れたらシュワシュワ―ッと目でも楽しめます。

●５月26日（月）　デコパージュ体験
時　間／10:30～12:00
参加費／500円　　要予約
好きなペーパーナプキンを選んで石鹸をデコろう♪

●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。

●ベビー＆キッズ子育て用品交換会　＜開催予定＞
自分には不要だけど、捨てたり、リサイクルショッ
プに持ってくには…と考えている方、必要なひと
へ譲りませんか？ままプラザほっとでお手伝いし
ます。詳しくはお問い合わせください。

町立図書館
☎ 323−3155

おすすめ本棚　本選びの参考に
●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。
●子育て応援！

あか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

●ロングセラー絵本の作家を紹介！
　図書館で人気の絵本作家を作品と共に紹介しています
●ビックブック・大型紙芝居
　すごーく大きな絵本です
　おたんじょう会等でご利用いただけます
●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/

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）

ぴよぴよ・よちよち教室受講生募集！前期

ぴよぴよ教室
H25/4/2～H26/4/1生まれのお子様とママ

（町内在住・在勤）

よちよち教室
H24/4/2～H25/4/1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
（前期活動予定）
◦5月16日(金)
　「はじめましての仲間づくり講座」
　　※ママのみ参加（託児有）
◦6月17日(火)「ベビーマッサージ」
　　※親子一緒に参加

●時間：10:00～11:30　●会場：生涯学習センターほか
（前期活動予定）
◦5月23日(金)「ふれあい親子シェイプ」
　　※親子一緒に参加
◦6月13日(金)「楽しい手づくりパン教室」
　　会場：保健センター ※ママのみ参加（託児有）

★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。　★受講料は半期5回分で500円です。
★教室によっては別途材料費がかかります。　★託児（1名500円）を希望の方は10日前までに事前申し込みが必要です。

　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。
半期で５回の教室を開催しており、託児がありママ達だけで参加できる講座もあります（託児は有料）。
ぜひ、この機会にご参加ください。生涯学習センター窓口にて随時登録受付中です。

ママのみ参加の教室は、お子様と一緒にご参加ができません。託児のご利用をお願いします。

お問合せ：生涯学習センター（☎058-320-2200）

ままプラザほっと
イメキャラ

第３土曜日　10:15～
４月　19日
５月　17日
６月　21日

第４木曜日　10:15～
４月　24日
５月　22日
６月　26日

おはなしポケット
０歳～大人まで楽しめるおはなし会

9



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 前日までに、保健センターへ電話でお申し込みください。（北方町保健センター　323-7600）
●4月11日（金） 時　間：午前10時～12時 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30日（金） 時　間：午後1時～3時30分 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27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
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。

町立幼稚園　☎324−5721
なかよし広場 10:00～11:00
●５月22日(木)　ようこそ　ようちえんへ　●６月18日(水)　たのしい水あそび

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。
●５月15日（木） 歓迎会 （園児と一緒に遊びましょう。プレゼントもありますよ。）
●６月19日（木） 園内たんけん （保育園ってどんなところかな？一緒にたんけんしよう。）
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。

きた子ども館
☎323−0254

みなみ子ども館
☎322−2350

小学生向け
●作ってみよう！

4月20日（日） こいのぼり作り
5月  3日（土） 成長カード作り
5月  4日（日）～ 6日（火）

 母の日プレゼント作り（※要申込み：定員30名）
6月29日（日） 七夕飾り作り

●わくわくサタディ　いろんな遊び、体験がいっぱい！！
4月　子ども館探検・新一年生を迎える会・おりがみチャレンジ
5月　夏野菜の苗うえ・けん玉遊び・親子製作教室・

お茶会・ドミノで遊ぼう
6月　多世代交流の日（体力測定）・絵画を楽しもう・

レッツ★イングリッシュ　他
乳幼児クラブ
●メルヘン（月2回）親子ふれあい遊び　※要登録

対　象：乳幼児とその保護者（または家族）
　　　　0歳児、1歳児、2歳児、3歳の年齢毎
時　間：10:30～11:30

●音楽クラブ（月１回）　毎月４週目の火曜日
対　象：２歳～未就園前まで
定　員：15名　　時　間：10:30～11:30

お誕生日会
●毎月第4日曜日　10:30～11:30

小学生向け
●作ってみよう！

4月13日（日） こいのぼり作り
5月  3日（土） 成長カード作り
5月  4日（日）～6日（火） 母の日プレゼント作り（※要申込み：定員20名）
6月  8日（日） 時計作り
6月29日（日） 七夕飾り作り

●わくわくサタディ　いろんな遊び、体験がいっぱい！！
4月　新一年生を迎える会・プラバンキーホルダー作り・あそびバイキング
5月　ドミノで遊ぼう・けん玉遊び・親子製作教室・お茶会
6月　サロンコンサート・多世代交流の日（体力測

定）・レッツ★イングリッシュ　他
乳幼児クラブ
●メルヘン（月2回）親子ふれあい遊び

対　象：乳幼児とその保護者（または家族）
時　間：10:30～11:30
4月22日（火） 0・1歳児　  4月24日（木） 2・3歳児

●運動あそび　毎月第３金曜日
　4月18日（金）・5月16日（金）・6月20日（金）

対　象：２歳児～未就園児とその保護者（または家族）
時　間：10:30～11:30

お誕生日会
●毎月第3日曜日　10:30～11:30

◎参加申し込みが必要な行事は、４月３日（木）～４月８日（火）受付します。
【おねがい】行事内容、時間等の変更がある場合もありますので、必ず毎月のおたよりでご確認をお願い致します。
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リフレッシュ
講座

「アロマの香
りで風邪予防

！

 ～バスボムづ
くりと

　　ハンドマ
ッサージの実

践講座～」

KCL 子ども会派遣

家族でお互いに
アロマオイルでマッサージ♪
　　　　　　　心もポカポカ

ジャンケン列車で
　   みんな仲良し！

ボランティア講座
バルーンアート教室

アンパンマン完成～

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

北方町生涯学習センター
きらりホール主催事業information 平成26年4月1日現在

※事業・チケットに関するお問い合せは、生涯学習センター窓口（℡058-320-2200）まで。
※チケット販売は火曜日～日曜日、午前9時～午後5時15分です。
※月曜日は休館日となっております。月曜日が国民の祝日及び休日の場合はその翌日以降の最も早い平日が休館日となります。
※日時・内容等については変更になる恐れがありますので、ご了承ください。

きたがた寄席	 平成26年	7月27日(日)　開場13:30　開演14:00
　今年のきたがた寄席は上方のお笑いをお届けします。
　上方の桂一門・笑福亭一門からの落語に漫才を２席、そして最後は今年も大喜利
で締めくくります。
　お笑いの本場、上方寄席をぜひお楽しみください。
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）
　　　　5月24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28日（水）より電話受付予定
　　　　※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。

粥川なつ紀　デュオライブ	

	 平成26年	8月24日（日）　開場14:00　開演14:30
　岐阜出身アーティストをピックアップしてお届けする自主企画。全国ツアーや海
外ライブ、NHK-FMパーソナリティ(2010～2013)など自己の活動の傍ら、岐阜市
主催「楽市JAZZ楽団」音楽講師を6年努めるなど地元岐阜の音楽発展にも努める粥川
なつ紀。ピアノはリーダーバンド”はぽにやす”で世界7カ国10公演にて好評を博す
中島徹。大人の贅沢なひとときをお楽しみください。
入場券：全席指定　500円（当日700円）
　　　　6月14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予定
　　　　6月18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。　※未就学児の入場はご遠慮ください。

親子のためのクラシックコンサート「音楽の絵本」			
	 平成26年	9月21日(日)　開場13:30　開演14:00

　『音楽の絵本』はクラシック音楽における絵本のような役割ができれば…と考えられ、
そして誕生しました。指揮者のオカピをはじめ、演奏するのは全て希少動物という金
管5重奏「ズーラシアンブラス」。そしてバイオリンとピアノの「弦（つる）うさぎ」。
　本格的なクラシックから、映画音楽に童謡まで、動物たちが奏でる多彩な音楽の世
界をお楽しみ下さい。
　子供達だけではなくお父さんお母さんも一緒に夢の世界へ誘います。
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）
　　　　　7月12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
　　　　　7月16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。

きらりスタッフ企画　東儀秀樹トーク&ライブ
	 平成27年	3月1日(日)　開場13:30　開演14:00
　東儀家は、奈良時代から今日まで1400年間雅楽を世襲してきた楽家です。 日本の
伝統文化である雅楽を、東儀秀樹は現代音楽と融合させ、独自の音楽世界を作り続け
てきました。 
　本人のオリジナル曲に加え、誰もが知っている名曲を、篳篥（ひちりき）、笙（しょう）
といった雅楽器で演奏します。ご期待ください。 
入場券：全席指定　指定席3000円（当日3500円）　立ち席2000円（当日2500円）
　　　　12月13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
　　　　12月17日（水）より電話受付予定
　　　　※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。　※未就学児の入場はご遠慮ください。


