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3月号から応募してくれたハガキを各公民館に展示していきます。
詳しくは5月号でお知らせします。どんどん応募してね。

★詳細については直接
　お問合せください。
★みたけ町子どもセンター

は、イベントにおける事
故等の責任は負いません
ので、ご了承ください。

今年度は「ふるさとみたけ」をテーマにお届け
してきました。地域の皆さん、学校の先生方、

役場関係の皆さんには大変お世話になりました。
来年度もよろしくお願いします。

編集後記

申  要申込み　 参  要参加費　 小  町内小学生対象

中　児　童　館　67-0400
伏見児童館　67-3625

中 児 童 館

伏見児童館（伏見にこにこ館内）

13：30〜

	 3月7日（土）	ガラス絵かき&壁面かざり&避難訓練	 小 		
	 14日（土）	春のお楽しみ会	 申 	参 	小
	4月25日（土）	プラ板キーホルダー作り&避難訓練	申 	参 	小

	 3月7日（土）	避難訓練&春のお楽しみ会
  （参加者のみの開館10：30〜15：30）	申 	参 	小
	4月25日（土）	避難訓練&作ってあそぼう（13：20〜）	 		小

3月21日（土）	「ぴったんこ!!ねこざかな7」
4月18日（土）	「おしりたんてい2 ププッ ふめつのせっとうだん」

キッズシアター（子ども向け映画会）
14：00〜　1階研修室にて

時　間  13：00〜（予定）
場　所  中山道みたけ館（駐車場）
問合せ  中山道みたけ館　☎67-7500
主　催  御嵩町薬師祭礼保存会

みたけの

ひなまつり

お 知 ら せ

蝿
はえ

追
お

いの持っている
しきみの枝でたたかれると、

厄除けになると言われています。

春春春の
イベント情報

楽しくてワクワク☆ドキドキする
イベントがいっぱい！

（主催：中公民館　　共催：みたけスポーツ・文化倶楽部）

ふれ愛中公民館祭

2/15（土）〜4/5（日）
平　日  10：00〜18：00
土日祝    9：00〜17：00

中山道みたけ館
竹屋資料館
おひなさま展

中山道みたけ館
67-7500

問合せ

2/15（土）〜3/15（日）

御嶽宿・伏見宿の
ひなまつり

期間中、さまざまなひな飾りを
展示します。イベントも開催。
詳しくはチラシをご覧ください。

ひなまつり実行委員会事務局
まちづくり課　67-2111

問合せ

第10回

　　  わくわくたいむスペシャル

時　間  14：00 〜 15：00
場　所  1 階　おはなしのへや
対　象  どなたでも

無料

3/8（日）

4 26
（日）
/

福よせ雛
2/15（土）〜4/5（日）

家庭で飾られなくなったお
雛様たちが、みんなに笑顔と
福を呼ぶ「福よせ雛」となっ
て、大活躍！たくさんのお雛
様が御嵩にやって来てみん
なと同じように、楽しくいき
いきと生活を送っています。
みんな見にきてね。★詳しくはチラシをご覧ください。

御嵩町福よせ雛実行委員会
090-1758-2533（井口）

問合せ

中山道みたけ館
竹屋資料館
伏見宿一本松公園　他に展示

公民館竣工 40周年を記念して
地域の皆さんと作り上げた
「ビッグアート」の披露

54/
日 薬師まつり

日にち  3月8日（日）
時 間  9：30〜15：00
内 容

◦作品展示や演芸会などの
　活動発表
◦子ども広場や模擬店などの
　お楽しみコーナー

　　　 中公民館
　　　 ☎ 67-4841

必見
10m

▲色紙片を貼りつけている様子

4ヶ月かけて

32万枚の色紙片を

貼りつけました!

大作をぜひ
見に来てね

会　場
問合せ

●①イラストだけ ②ぬりえだけ ③イラストとぬりえ
　応募はどれでも出すことができます。
●ぽけっとボックスに入れる時は切手はいりません。
●3月9日（月）までに各学校・児童館・B&G海洋センター
　のぽけっとボックスに入れるか郵送してね。

の でで ん し ゃ

日本遺産の町「有松」の古い町並みと
「福よせ雛」を見に行きませんか？
同時に有松天満社の春祭も開催。

と　き

ばしょ
行き先

問合せ

3月15日（日）AM8：00集合　AM8：23発

対　象 誰でも　小学生以下保護者同伴
交通費　片道　大人1,240円　小人620円

★4/19は「岐阜ドラマ館」を予定しています。

御嵩駅集合
「福よせ雛」有松さんぽ道へ行こう会

参加料

名鉄広見線を守ろう会　090-3152-1351（伊藤）
持ち物等、詳細については電話にてご確認ください。

みたけ町子どもセンター

令和2年2月25日
編集・発行/
みたけ町子どもセンター

第88号

〒505-0192　可児郡御嵩町御嵩1239-1　御嵩町役場内
事務局/御嵩町教育センター　4（0574）67-2111　6（0574）67-1902

E-mail　kodomo@town.mitake.lg.jp
御嵩町ＨＰ＞子育て・教育＞みたけ町子どもセンター

オリジナル
缶バッチ作り

時　間  10：00〜
場　所  中公民館
参加費  無料

（材料がなくなり次第終了）

（図書館・郷土館）
67-7500

「ふれ愛フェスティバル」にて

1 大型絵本の読み聞かせ
2 紙コップでこいのぼりづくり

先着50名

講座名 期日 時間 場所 対象 参加料 申込方法 連絡先 備考

上之郷公民館　開放 3/26・27・31・
4/1・2・3・7 9：00〜16：30 上之郷公民館

（御嵩町） 小学生以上 無料 利用時申し込み 上之郷公民館
0574-67-0017

職員の指示に従って頂くようお願いし
ます。

あゆみ館まつり 4/29（水・祝） 10：00〜14：00
あゆみ館

0574-68-0611
（御嵩町）

誰でも 無料 不要 あゆみ館
0574-68-0611

各種イベント・バザー・ステージ
（駐車場に制限あり）

アーラ.紙芝居一座presents
紙芝居フェスティバル 3/1（日）

①10：30〜②11：15〜
③13：30〜④14：15〜

⑤15：00〜

ala
演劇練習室
（可児市）

0才から入場可
未就学児〜

小学校低学年向け

無料
（全席自由）

各回先着70名
（定員になり次第
締め切り）

可児市文化創造
センター	ala
0574-60-3311

一座オリジナルの紙芝居7作品を
一挙に上演!
※上演作品は各回異なります。

ひなまつりお楽しみマジックショー 3/1（日） ①11：00〜11：50
②14：00〜14：50

ぎふ清流里山公園
（美濃加茂市） 誰でも 無料 当日受付にて

ぎふ清流里山公園
（美濃加茂市）
0574-23-0066

マジックをみながらひな祭りの雰囲
気を楽しみましょう。マジックのレ
クチャーもあります。

キーホルダー作り 3/1（日）〜
4/19（日） 11：00〜14：00 こもれびの里

（東白川村） 誰でも 500円 電話にて申込み こもれびの里
0574-78-3222

自然の木に、好みの絵柄を油性のペ
ンで描いてニスを塗って仕上げます。

わくわく体験 3/8（日） 13：00〜15：00 岐阜県博物館
（関市） 誰でも 入館料及び

材料費 事前申込不要 岐阜県博物館
0575-28-3111

「化石レプリカ」「組ひもストラップ」など
好きなメニューを選んでできる工作体験

フリークライミング 3/7（土）・8（日）・21（土）
4/4（土）・18（土）

10：00〜12：00
13：00〜15：00 三の倉市民の里

地球村
（多治見市）

誰でも 無料 事前申込不要
三の倉市民の里
地球村

0572-24-3212

安全確保のため、ロープをつけて高さ5m
の壁に挑戦しよう。（運動のできる服装で）

サタデースターナイト
①3/28②4/4・25
各土曜日

※雨天・曇天中止

①19：00〜20：30
②19：30〜21：00

口径15㎝の屈折望遠鏡で天体を見
てみよう。

世界の肉と花 3/7（土）〜
7/5（日） 9：30〜17：00

野外民族博物館
リトルワールド
（犬山市）

誰でも 要入館料 不要
野外民族博物館
リトルワールド
0568-62-5611

世界の花に関する祭りをモチーフにした花
のフォトスポットに加え、1店舗で2種類以
上の肉料理が楽しめるグルメイベントです。

プラネタリウム投影
「金星はどんな星」

3/14（土）
①10：00〜②11：10〜
③13：30〜④15：00〜

⑤18：30〜
関市まなびセンター
コスモホール
（関市）

誰でも
各回定員100名

中学生以下無料
大人300円

当日会場にて
（開始後の入場は
できません）

関市
まなびセンター
0575-23-7760

定員になり次第受付終了
投影時間約40分
※3/15（日）の②③は星空コンサート

3/15（日） ①10：00〜②13：30〜
③15：00〜

音楽家の集いスペシャル
おやこでうたうコンサート 3/14（土） ①11：00〜

②14：00〜

ala
美術ロフト
（可児市）

0才から入場可
全席自由800円
中学生以下500円
（3才未満入場無料）

公演当日まで発売中
・インフォメーション・電話、
アーラ	ＨＰから予約

可児市文化創造センター
インフォメーション
0574-60-3050
（9：00〜19：00）

0才からご鑑賞いただける子ども向
けクラシックコンサート。楽器を間
近に鑑賞体験!

マス釣りはじまりますイベント 3/20（金・祝）
〜22日（日） 9：00〜16：00

美濃白川
クオーレの里
アクアパルコ
（白川町）

誰でも
1人1,000円
別途入場料
など

不要
美濃白川

クオーレの里
0574-72-2462

キャンプ場の人気企画!2020年シー
ズン開始のお得なイベントです。

花やリボンでアレンジ
「BOXミラーづくり」 3/21（土） 13：30〜15：00 こども陶器博物館

（多治見市） 誰でも15名
1,000円

（中学生以上
別途入館料要）

受付中
電話・メール・HPイベント
予約フォームより受付

こども陶器博物館
0572-27-8038

木の実やお花（生花）、リボンで飾りつけ
て、かわいいBOX型のミラーをつくりま
す。持ち物：はさみ、グルーガン（あれば）

春の無料感謝DAY
〜2日間入園料無料〜

4/11（土）
12（日） 10：00〜16：00 花フェスタ記念公園

（可児市） 誰でも 無料 不要 花フェスタ記念公園
0574-63-7373

うまいもの広場やクラフトマーケットな
どイベント盛りだくさん♪

アートな1日講座
版画でブックカバー 4/12（日） 13：00〜16：00 みのかも文化の森

工芸室（美濃加茂市） 20名 500円 当日12：30〜
受付

みのかも文化の森
0574-28-1110 文庫本のカバーを作ります。

百年公園で春を見つけよう 4/18（土） 10：00〜12：00 岐阜県百年公園
（関市）

誰でも（定員20名
小学生以下は保護者同伴） 無料 HP・電話にて

※定員になり次第締切・先着順
岐阜県博物館
0575-28-3111

学芸員と一緒に百年公園の里山を歩
き春の植物を観察します。
※山歩きのできる服装で。

公開講座
「ロボット体験講座」

4/18（土）
19（日）

①10：00〜②11：15〜
③13：30〜④14：45〜

サイエンスワールド
（瑞浪市）

4才以上
各回12名（小学生以下は

保護者同伴）
無料

3/21（土）
9：00より電話にて

先着順（定員になり次第締切）

サイエンスワールド
0572-66-1151

キミの命令でロボットが動く!ロボットプ
ログラミングの基礎体験講座です。

リサイクル自転車無料抽選会

4/11（土）〜
5/10（日）
※毎週火曜日
及び祝日は休館
★4/29は臨時開館

9：30〜16：00

ささゆり
クリーンパーク
エコサイクル
プラザ3階
（可児市）

来館者
（当選した自転車を
持って帰ることが
できる方限定）
抽選台数　12台

無料

受付にて応募用紙を配布
必要事項を明記して抽選箱へ
抽選日：5/11（月）
10：00から

当選連絡は電話にて

ささゆり
クリーンパーク
0574-65-4111

※詳しくは可茂衛生施設利用組合
　ホームページをご覧ください。

ごみと遊ぼう
①リサイクルとんぼ玉付き万華鏡

②引きコマ③ヨーヨー
・廃材などを利用してつくります!

4/29（水・祝）
9：00〜15：00
（最終受付
14：30）

①わくわく体験館
②③エコサイクルプラザ
（可児市　ささゆり
クリーンパーク内）

①②③ともに3才以上
先着各150名

（小学3年生以下は
保護者同伴）

無料 当日会場にて

①わくわく体験館
0574-65-1515
②③ささゆりクリーンパーク
0574-65-4111

ワクワク公園スプリングフェスタ 4/29（水・祝） 10：00〜15：00

美濃白川
クオーレの里

さかなワクワク公園エリア
（白川町）

誰でも 無料
（一部有料） 不要

美濃白川
クオーレの里
0574-72-2462

楽しいコーナー盛りだくさん!お得
にBBQも楽しめます。

自然探検発見わくわくクラブ①〜④

①5/24（日）
②6/21（日）
③12/13（日）
④2021/3/14（日）

①③④
10：00〜15：00

②
18：00〜20：00

美濃加茂市内各所

10名程度追加募集
（年長以上誰でも。
年長から小学4年生
以下は親子で参加）

各100円
（材料費は
別途）

3/10（火）〜
4/12（日）までに、
ご来館・メール・
はがきにて

みのかも文化の森
0574-28-1110

自然を楽しむ会です。一括申込・親
子でご参加ください。


