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みたけ町子どもセンター

古紙配合率100％再生紙を使用

7月10日（金）までに各学校・児童館のぽけっとボックスに入れるか郵送してね。
（ぽけっとボックスに入れる時は切手はいりません）

クイズのこたえ

65号はどうだったかな？ イラスト・おたよりまっています。

★みんなの町「みたけ」のすきなところを教えてね!!

ミーモくんのマイバッグに
○をつけてね!!

前回のクイズの答えです

多数の正解者の中から
抽選の結果
鷲見 唯心さん（御嵩）を
はじめ10名の方に
プレゼントを贈りました。

　今年8月には御嵩町（組合）立中学校の代表6名が北海道の下川町
へ環境都市交流体験プロジェクトに参加するよ。間伐体験をした
り，炭焼き体験をしたりしながら，森林資源を生かした森と人と
の共生を学びます。

ぼくの名前は「ミーモくん」
「御嵩町の森」で生まれた

森の妖精だよ！

みんな知ってる? 御嵩町は
環境モデル都市なんだ！

エコ講座夏休み
楽しい

御嵩町役場
環境モデル
都市推進室
☎67-2111

みたけで
学ぼう!!
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申込み期限
7/24(金)

申込み期限
7/17(金)

第2回 夏休みエコ講座
「可児川の水とふれあおう!!」
（カワゲラウォッチングと水質調査）

第1回 夏休みエコ講座
「電車に乗ってモンキーセンターへ行こう！」

第3回 夏休みエコ講座
「LED行灯を作ろう！」

9：00〜14：00

8時59分（御嵩駅発）〜12時00分（昼に現地解散）

15時00分〜（なくなり次第終了）

時 間

時 間

時 間

中公民館A3研修室

日本モンキーセンター

御嶽宿さんさん広場（予定）

集合場所

場 所

場 所

小中学生40名程度（小学校低学年は保護者同伴） 無料

町内在住の小中学生（小学生は保護者同伴）

【交通費（往復）】 中学生以上1,340円、小学生680円
【入場料】 高校生以上600円、小中学生400円

町内在住の小中学生20名程度
無料

無料

対 象 参加料

対 象

参加料

対 象
参加費

参加費

88 土
申込み期限
7/31(金)

第4回 夏休みエコ講座
「ソーラー飛行機を作ろう!!」

10：00〜12：00時 間 御嶽宿わいわい館場 所

町内在住の小中学生 20名程度対 象

　御嵩町はたくさんの山に囲まれています。
　森林にはいろいろな役目があります。例えば、背の高い木々は台風や砂ぼこり
をやわらげます。根は、たっぷりと雨水を吸い上げます。森林は土砂崩れや洪水
を防ぎ、貯えた水をゆっくりと川に流してくれます。
　また木の葉はCO2を吸い、空気をきれいにする役目もあります。薪を貴重な燃
料として使っていた時代もありました。しかし、多くの里山の中には、草や木が
乱雑にしげり、森には光が入らなくなっているところもあります。すると、山は
ますます荒れて、森林の役目を果たせなくなってしまうのです。
　環境モデル都市に選ばれた御嵩町は、さまざまなチャレンジをしてCO2の削減
を目指しています。森林の再生もその取り組みの一つです。

　町の山の管理を森林組合に託したり、ボランティアさん協力のもと、苗木の育
成や森の整備をしたりしています。また、ボランティア活動で「森づくり」をする
企業を応援するなど、様々な方法で御嵩町は森林の再生をすすめています。

いつもごはんをつくってくれてありがとう。　　（竹本有輝さん）
いつも家族のためにはたらいてくれてありがとう。（渡辺莉理香さん）
お母さんいつもおいしいごはんを作ってくれてありがとう。（藤田葉名さん）
いつも大変なのに家事や仕事をがんばってくれてありがとう。

　　　　　　　　　　　　　　		（内藤野々香さん）
いつもありがとう。これからもなかいいかぞく
でいようね。	 （古山琴葉さん）
ぱぱとまま、だいじにそだててくれてありが
とう。	 （鷲見羽胡さん）
お父さん、お母さん、いつもありがとう!!

福永　優星さん（伏見）

山田　将吾さん（上之郷）

谷口　七砂さん（御嵩）

三鬼　愛香さん（御嵩）

猿渡　ゆはさん（御嵩）

小栗　陽和さん（伏見）

村瀬　朱胡さん（上之郷）

西村　柚香さん（上之郷）

御嵩町シンボルキャラクター
ミーモくん

マイバッグを
使うことは
環境にやさしい
ことなんだよ!!

ミーモくんのマイバッグはどこ? クイズ

eco♥

ミーモくんのバッグ

ミーモくんのバッグ

ぼくは
みたけの森が

だいすき!!

御嵩町の公民館で行われる「地域子ども教室」は
全て町内の子どもは誰でも参加できます。

御嵩公民館

伏見公民館

B & G

盆踊りの夕べ 18：30〜 予備日：7/26（日）
手話体験
木ぼっくり
親子クッキング
光るどろだんご
折り紙クラフト

子どもサイエンス 9：00〜14：00
★対象：小学生（定員30名）　★参加費：200円
★持ち物：すいとう・タオル
★申し込み：伏見公民館または電話にて

水上レクリエーション祭

おやつ作り
★持ち物：エプロン・三角巾

絵手紙作り
マジック教室
レクリエーション体験

725 土 718 土

723 木

812 水

816 日

819 水

720 月・祝

ペットボトルロケットを作ろう 9：00〜12：00
★対象：小学生（定員20名）　★参加費：無料
★持ち物：はさみ・すいとう・タオル
★申し込み：伏見公民館または電話にて

8 16 日

伏見地区 夏祭り  17：00〜 予備日：7/26（日）725 土

7 19 日

8 4 火

8 5 水

8 6 木

8 7 金

子ども教室

◦上之郷公民館  ☎67-0017
◦御嵩公民館  ☎67-0507
◦中公民館　  ☎67-4841

問合せ

田んぼの学校 草とり 9：00〜10：00

第5回 どろんこ遊び&しゃぼん玉あそび
10：00〜12：00（受付 9：00から）

★対象：幼児〜小学生（幼児・低学年は保護者同伴）
★申し込み：7/22までに御嵩公民館へ　★定員：100名

午前の部  9：00〜11：00
丸太乗り、宝探し、着衣泳、抽選会等
★対象：町内在住の幼児〜小学生で1人でプールに入れるお子さんと保護者（見学も可）
★定員：120名　★参加費：100円

午後の部  13：00〜16：30　プールを使ったカヌー体験
★対象：小学5年生〜中学生　★定員：5名　★参加費：100円
★申込み：午前、午後の部ともに7/1（水）〜7/12（日）までにB&Gまたは電話にて

726 日

全ての講座全ての講座
◦時間
　9：00〜12：00
◦対象　小学生
◦参加費　1人100円
◦申し込み
　開催一週間前までに御嵩公民館

◦時間　13：00〜16：00
◦対象　小学生（先着20名）
◦参加費  無料
◦申し込み
　7/24までに上之郷公民館へ

なつやすみ
　　イベント!!

中公民館

夏まつりの夕べ 16：00〜  予備日：7/19（日）

第2回 やさい塾 10：00〜
さつまいも成長観察、とうもろこし迷路にチャレンジ（予定）
★第2回目からの参加もOK!! 事前に中公民館へ申し込み下さい

サイエンスワールド&化石博物館へGO!!
9：00〜 小学生20名（予定）　★参加費：500円

デルタツイスター作り 13：00〜 親子25組（予定）
★参加費：500円
★申し込み等詳しいことは中公民館だよりにてお知らせします。

718 土
726 日

8 9 日

中山道みたけ館からの紹介夏休みにおすすめの本
保育園・幼稚園

向け
小学校中学年

向け

小学校低学年
向け

小学校高学年・
中学生向け

岡田よしたか／さく
ブロンズ新社

マーガリー・キング・ミッチェル／作
ジェームズ・ランサム／絵

渋谷弘子／訳　汐文社

しまむらゆうこ／文
たるいしまこ／絵

福音館書店
マイヤリーサ・ディークマン／著

古市真由美／訳
汐文社

「うどんのうーやん」

「たいくつなトラ」 「暗やみの中の
 きらめき」
〜点字をつくった
　　 ルイ・ブライユ〜

「ジェドおじさんは
 とこやさん」自分で出前にいかなけ

ればならない、うどん
のうーやん。ナンセン
スユーモア絵本。

おもちゃ屋で、たいくつ
していたぬいぐるみのト
ラのところへ、子猫があ
らわれて、トラになるた
めの修行をはじめます。

世界中の本を、すべて読
みたい。盲目の少年の想
いを外国のレオ少年が伝
えます。

床屋のジェドおじさん
には、いつか必ず自分
の店を持つという夢が
あった。

上之郷公民館

ち び っ こ

おやつについて

食事について

❶7/23（木）上之郷公民館  ❷7/29（水）保健センター
❸7/31（金）伏見公民館

【時間】 13：30〜16：00

❹8/19（水）  ❺8/21（金）
【会場】 保健センター　【時間】9：30〜12：30

★対象：町内小学生親子  各日20人
　　　　（高学年は子どものみの参加でもよい）
★参加方法：①②③から1日、④⑤から1日選択
★参加料：1人につき1回300円
★申込み：7/6（月）〜7/10（金）
　　　　　保健センター ☎67-2111
★持ち物：エプロン・三角巾・ふきん1枚
　　　　　上ぐつ・参加料
　　　　　④⑤は1人お米半合

料 理 教 室

第65号

eco♥

（みたけ発見
ウォーキングにて）

子ども講座

◦伏見公民館 ☎67-0502
◦B&G　　　☎67-5196

ふむふむ

みんなの仲間が除伐や、植樹の体験をしたよ！

夏休みは
楽しいことがいっぱい♪
みんなでいっしょに
楽しく学ぼうよ !!

子ども
科学教室
子ども
科学教室
子ども
科学教室
子ども
科学教室 8月下旬


