
（図書館・郷土館）67-7500

 9 /19（土） 14：00〜 「チップとデール」
10/17（土） 14：00〜 「ダンボ」
11/21（土） 14：00〜

「日本昔ばなし 町のねずみと田舎のねずみ 他」

ミ ニ 展 示
9/26（土）〜10/29（木）　「愛の絵手紙展」

日　　時　11/15（日） 14：30〜16：00
対　　象　中学生以上（定員16名）
参 加 料　500円（材料費）
申込方法　10/1（木）より受付
　　　　　電話または直接申込み

My手帳カバーを作ろう！

キッズ・シアター（映画会）

中 児 童 館 伏見児童館（伏見にこにこ館内）
中　児　童　館　67-0400
伏見児童館　67-3625

申  要申込み
参  要参加費
小  町内小学生対象

	 9月5日（土）	チャレンジチャレンジ	 　	　	小

	 9月12日（土）	敬老の日プレゼント作り	 申 	参 	小

	 9月26日（土）	ガラス絵かき&壁面かざり	 　	　	　
	 10月3日（土）	おもしろ運動会	 　	　	小

	 10月10日（土）	ドッジボール大会	 　	　	小

	 	（場所：白山グラウンド）
	 10月17日（土）	ハロウィングッズ作り	 申 	参 	小

	 11月7日（土）	おもちゃ作り	 申 	　	小

	 11月28日（土）	クリスマスかざり作り	 申 	参 	小

	 9月12日（土）	避難訓練	
  敬老の日プレゼント作り 申 	　	小

	 9月26日（土）	作って遊ぼう	 　	　		　小

	 10月10日（土）	カンタンおやつ作り	 申 	参 	小

	 10月17日（土）	ハロウィン飾り作り	 申 	参 	小

	 10月24日（土）	石ころアート	 　	　	　　
	 10月31日（土）	折り紙工作 申 	　	小

	 11月14日（土）	カンタンおやつ作り	 申 	参 	小

	 11月28日（土）	クリスマス飾り	 申 	参 	小

秋のイベント

中山道みたけ館には毎週たくさんの新刊が入ります。
その中から「家族」をテーマにした本を紹介します♪
保育園・幼稚園向け 小学校低学年向け

小学校中学年向け
小学校高学年・中学生向け

「よるのかえりみち」
お母さんに抱っこされ
て 家 に 帰 る う さ ぎ の
子。家に着いて、さっ
き見た人達のことを思
い出し…。よるを思い
思いに過ごす人々にお
やすみなさいの絵本。

「おばあちゃんが
おばあちゃんになった日」
赤ちゃんが生まれたあこちゃ
んのお母さんのお助けマンに
おばあちゃんがやってきまし
た！あこちゃんは、おばあち
ゃんがいつからおばあちゃん
になったのか気になって…。

「仮面の街」
魔女グラバの家で暮らす孤
児のロウニー少年は、ある
日芝居を上演するゴブリン
の一座に出会う。ゴブリン
たちのところで耳にしたの
は、行方不明になっている
兄ロウワンの噂だった。

「おーばあちゃんは
 きらきら」
チィちゃんは、おーばあ
ちゃんのお話をきくの
が大好き。だって、おー
ばあちゃんのお話は、
どれもふしぎで、何だ
かきらきらしている気
がするんです。

みやこし あきこ・作
偕成社

長野 ヒデ子・作
童心社

ウィリアム アレグザンダー・作
斎藤 倫子・訳
東京創元社

たかどの ほうこ・作
こみね ゆら・絵

福音館書店

あ い あ い の 紹 介 乳 幼 児 学 級 の 紹 介

あいあい担当
高屋知恵先生より

乳幼児学級担当
梅田時枝先生より

「あいあい」は、リトミックや救急演習、ぽっぽかん
や園の見学、共に悩みや喜びを共感しあう子育てサ
ロンなど仲間つくりと学びの場です。お母さんに笑
顔が増えることを願って、皆さんのご入級をお待ち
しています。

「乳幼児学級に入って友達がふえてよかったです」と
学級生さんが話してくれます。役員さんを中心に、
自分たちの学びたいことを企画し、皆で協力しなが
ら、親子で楽しく活動しています。
子育ての楽しさ、仲間の素晴らしさをぜひ一緒に感
じてみませんか！

　御嵩町では、0歳から15歳まで繋がる家庭教育学級を開設しています。教育委員会が乳幼児から中学生までの子どもを持つ保護者の方を対
象に、子育ての学習と仲間づくりを目的として設置しているものです。家庭教育学級の中で乳幼児期に属するのが、『あいあい』と『乳幼児学級』
です。『あいあい』は、0歳児とその保護者を対象とし、『乳幼児学級』は、1歳から3歳児とその保護者を対象に、町内の施設見学や遠足・クリ
スマス会などの活動をし、親子で楽しく遊んで学ぶ仲間づくりの場となっています。

対　　象   町内在住の0歳〜3歳児の保護者
活動内容   遠足・家庭教育学級・クリスマス会など
活動場所   上之郷・御嵩・中・伏見  各学級地区内公民館ほか
申し込み   生涯学習課、各地区公民館、ぽっぽかん、中・伏見児童館
問 合 せ   御嵩町役場  生涯学習課  ☎67-2111（内線2267）
e-mai l   乳幼児学級：katei@town.mitake.lg.jp

 　　　　　あいあい：aiai@town.mitake.lg.jp

乳幼児期家庭教育学級の申し込みは随時受付しています

楽しくてワクワクするイベントがいっぱいです。

の
参加・申し込みをされる場合は
必ず各自でプログラムの詳細について確認しましょう。
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、ご了承下さい。

乳幼児学級のみなさんにお知らせ
11月7日（土）に家庭学級があります。
御嵩駅から明智駅までの区間を電車に乗り、それ
ぞれの駅周辺でウォークラリーを楽しむ内容と
なっています。ぜひ参加して下さいね♪

（詳細については、後日乳幼児
学級より連絡があります。）

御嵩町 乳幼児期家庭教育学級

みんなで
御嵩の秋を
見つけに

行こうよ♪

材　料 作り方
◦バター	• • • • • • • • •40g
◦砂糖 	• • • • • • • • • • • •12g
◦小麦粉	• • • • • • • • •60g
◦粉チーズ	• • • • • •16g

①ボウルにバターを入れてねり、
砂糖を加えてよく混ぜる。

②①にふるった小麦粉と粉チーズ
を加えて混ぜる。

③丸く形を作り、160℃のオーブ
ンで15分くらい焼く。

チーズサブレ
保健センター
ちびっこ
料理教室

さくさくで
　 おいしいよ★

（4人分）

の でで ん し ゃ

秋の行楽地へは
電車でGO!!

と　き

ばしょ
行き先

問合せ

9月20日（日）

対　象 だれでも　小学生以下保護者同伴
大人3,300円（名鉄百貨店グルメステーションきっぷ代）

御嵩駅集合
名鉄百貨店 グルメきっぷで名古屋へ行こう

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下さい。

AM8：00集合
AM8：23発

講　座　名 期　日 時　間 場　所 対　象 参加料 申込方法 連絡先 備　　　考

森の音づくり講座 ①9/5（土）	
②9/6（日） 10:30〜11:30 みのかも文化の森	

（美濃加茂市） 年少〜中学生 無料 材料がなくなり	
次第終了

みのかも文化の森	
0574-28-1110

森の材料を使って、音の出るおも
ちゃを作ります。

チャレンジワークショップ 
「消臭ビーズアラカルト」

9/5（土）〜
11/3（火・祝）

①10:00〜11:00	
②11:15〜12:15	
③13:30〜14:30	
④14:45〜15:45

サイエンス
ワールド	
（瑞浪市）

小学生以上	
各12名	

小学生は保護者同伴
300円 当日会場にて

申込み

サイエンス
ワールド	

0572-66-1151

消臭ビーズを使った科学マジックや蓄
電池の実験、さらには水族館オブジェ
の制作を通して、消臭ビーズに潜んで
いる科学を解き明かしてみよう。

けんぱく教室 
「クリスタルのひみつ

―水晶ジオード割り体験―」
9/12（土） 13:30〜14:30 岐阜県博物館	

（関市）

30名	
小学3年生以下は
保護者同伴

500円	
要入館料 要予約 岐阜県博物館	

0575-28-3111

本物の水晶の標本を見て学び、石
の中に水晶が入ったジオード割り
を体験する講座

世界のBBQフェス！ 9/12（土）〜	
11/29（日）

野外民族博物館	
リトルワールド	
（犬山市）

だれでも
要入館料	
飲食費
別途必要

不要
野外民族博物館	
リトルワールド	
0568-62-5611

肉や魚介類をはじめ、焼きスイーツ
と呼ばれるものまで、世界のBBQ
（バーベキュー）料理16品が大集合

第39回東白川村郷土歌舞伎公演 9/13（日） 12:00〜 東白川村神土	
はなのき会館 だれでも 無料 不要 東白川村教育委員会	

0574-78-3111
小学生から大人までの村民の名優たち
による熱演に、つい心を奪われます。

陶芸 
「手びねりまたはろくろ」 9/13（日） 13:00〜	

16:00
みのかも文化の森	
（美濃加茂市） 20名 1,000円 当日12:30〜

受付
みのかも文化の森	
0574-28-1110

手びねりの技法またはろくろで簡単な器
を作ります。持ち物（エプロン・タオル）	
作品は後日お渡しします。

けんぱく教室 
「石を割って化石を見つけよう」 9/21（月・祝） 13:30〜15:30 岐阜県博物館	

（関市）

30名	
小学生以下は
保護者同伴

材料費100円	
要入館料 要予約 岐阜県博物館	

0575-28-3111

ハンマータガネを使って、県内産
地で得られた岩石資料から化石を
取り出す講座です。

市民天体観望会 
「月を見よう」 9/26（土） 19:00〜20:30

関市	
まなびセンター	
（関市）

100名
中学生以下
無料	

一般300円

開始30分前	
受付

関市	
まなびセンター	
0575-23-7760

観望会は天候により中止すること
もあります。

プラネタリウム 
「金星はどんな星」

9/26（土）	
9/27（日）

①10:00〜	
②11:10〜	
③13:30〜	
④15:00〜

関市	
まなびセンター	
（関市）

100名
中学生以下
無料	

一般300円

開始15分前	
受付

関市	
まなびセンター	
0575-23-7760

10時の回のみ団体予約受付
（20名以上50名以下）

マスつかみサービスDAY 9/27（日） 10:00〜16:00
美濃白川	

クオーレの里	
（白川町）

だれでも 300円	
要入場料など 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！つかんだ
分だけ、1匹あたり100円でお会
計のお得なイベントです。

里山講座 
「栗きんとん作り」 9/27（日）

①10:30〜
11:30	

②13:00〜
14:00

こもれびの里	
（東白川村）

小学2年生以上1人で参加可。	
小さいお子さんは親子同伴で。	

各50名

1人	
1,100円

電話にて	
9/18（金）締切

こもれびの里	
0574-78-3222

秋の味覚・栗を使って栗きんとん
をお1人5個作っていただきます。
栗は100%東白川産。
（持ち物：エプロン・三角巾）

けんぱく教室 
「しょくぶつたんけんたい」 10/3（土） 13:30〜15:00

岐阜県博物館	
百年公園	
（関市）

30名	
小学生以下	
保護者同伴

要入館料 要予約 岐阜県博物館	
0575-28-3111

岐阜県博物館の展示室や百年公園
に自生する植物を観察します。

けんぱく教室 
「山県市ふるさと栗まつり2015

けんぱくワークショップ」
10/4（日） 10:00〜16:00

山県市四国山
香りの森公園	

（山県市大桑726-1）
200名 材料費200円 当日受付 岐阜県博物館	

0575-28-3111

「ふるさと栗まつり2015」におい
て、本物の化石を掘り出すクリー
ニング体験を行います。

秋の無料感謝DAY 10/3（土）	
10/4（日）

10:00〜	
16:00

花フェスタ
記念公園
（可児市）

だれでも 2日間	
入園無料 当日会場へ

花フェスタ
記念公園	

0574-63-7373

地元の旨いものや寄せ植え体験な
どイベントいっぱい。

けんぱく教室 
「鉱物ハンティングに挑戦！」 10/10（土） 13:30〜15:30 岐阜県博物館	

（関市）

30名	
小学生以下	
保護者同伴

材料費300円	
要入館料 要予約 岐阜県博物館	

0575-28-3111
パンニング皿を使って、砂や泥の中
から鉱物を取り出す体験をします。

秋のバラまつり 10/10（土）〜	
11/8（日） 9:00〜17:00

花フェスタ
記念公園
（可児市）

だれでも 要入園料 不要
花フェスタ
記念公園	

0574-63-7373

色と香りが豊かな秋バラを楽しも
う！

講座 
「関ヶ原合戦の地を歩く」 10/11（日） 9:00〜12:00

関ヶ原町歴史
民俗資料館	

（関ヶ原町関ヶ原894-28）

30名	
小学生高学年以上・
小学生は保護者同伴

資料館入館料
250円 要予約 岐阜県博物館	

0575-28-3111
関ヶ原合戦の地を実際に歩きなが
ら、学芸員が解説します。

年に一度の陶器の祭典！ 
たじみ茶碗まつり

10/11（日）
12（月・祝） 終日 美濃焼卸（おろし）

センターエリア一帯 だれでも 不要 不要 こども陶器博物館
0572-27-8038

当日2日間は博物館入館料
大人300円が無料

うずうず
ダンス　ワークショップ

10/12
（月・祝）

小学生
11:00〜12:30	
中学生以上
15:00〜16:30

可児市文化創造
センター
（可児市）

小学4年生〜6年生
30名	

中学生以上	30名	
各先着順

無料

9/28（月）締切	
申込書を郵送・
FAX・直接持参・

メール

可児市文化
創造センター	
担当　経田	

0574-60-3311

動きやすい服装で
ご参加ください。

軽スポーツDAY 10/12
（月・祝） 8:30〜17:00

美濃白川	
クオーレの里	
（白川町）

だれでも
無料

（別途入場料
など）

不要
美濃白川	
クオーレの里	
0574-72-2462

パターゴルフ、バドミントンなど
の軽スポーツレンタル品を無料で
サービス。

けんぱく教室 
「オータムフェスティバル 
けんぱくワークショップ」

10/17（土）	
10/18（日） 10:00〜15:00 百年公園	

（関市） 各日100名 材料費
200円 当日受付 岐阜県博物館	

0575-28-3111

木の実を使ったおもちゃ遊びや本
物の化石を掘り出す化石クリーニ
ング体験を行います。

ワクワク公園オータムフェスタ 10/18（日） 10:00〜15:00
美濃白川	

クオーレの里	
（白川町）

だれでも 入場は無料 不要
美濃白川	
クオーレの里	
0574-72-2462

お得なバーベキューや錦鯉の競り
市などお楽しみ盛りだくさんのイ
ベントです。

平成27年度後期公開講座 
「風に向かって走れ！ウインドカー」 10/18（日） 13:30〜	

15:30

サイエンス
ワールド	
（瑞浪市）

小学生以上	24名	
（3年生以下は
保護者ペア）

無料
9/19（土）	

9:00より電話にて	
定員になり次第しめきり

サイエンス
ワールド	

0572-66-1151

ウインドカーつくりに挑戦して、
自動車技術の基礎を体験してみよ
う。

プラネタリウム 
「アンドロメダ銀河の話」

10/24（土）	
10/25（日）

①10:00〜	
②11:10〜	
③13:30〜	
④15:00〜

関市	
まなびセンター	
（関市）

100名
中学生以下
無料	

一般300円

開始15分前	
受付

関市	
まなびセンター	
0575-23-7760

10時の回のみ団体予約受付
（20名以上50名以下）

市民天体観望会 
「月・天王星・秋の天体を見よう」 10/24（土） 19:00〜20:30

関市	
まなびセンター	
（関市）

100名
中学生以下
無料	

一般300円

開始30分前	
受付

関市	
まなびセンター	
0575-23-7760

観望会は天候により中止すること
もあります。

マスつかみサービスDAY 10/25（日） 10:00〜16:00
美濃白川	

クオーレの里	
（白川町）

だれでも 300円	
要入場料など 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！

講　座　名 期　日 時　間 場　所 対　象 参加料 申込方法 連絡先 備　　　考

第18回ヘボ（地蜂）の巣コンテスト 10/25（日） 9:00〜12:00
美濃白川	

クオーレの里	
（白川町）

見学はだれでも 見学無料 出品者は要予約
美濃白川

クオーレの里	
0574-72-2462

ヘボ（黒スズメバチ）の巣の大きさ
を競うコンテスト。ヘボの即売会
やグルメバザーもあります。

キュートな模様で自由にデザイン！ 
転写シールでかわいいマイ食器作り 10/25（日） 10:00〜 こども陶器博物館

（多治見市） 30名 500円
2ヵ月前から電話・HP・

メール受付	
定員になり次第しめきり

こども陶器博物館
0572-27-8038

中学生以上の方は別途入館料300円要
＊作品は後日焼成後のお渡し

花火コンサート 11/3（火・祝） 19:00〜20:30 花フェスタ記念公園
（可児市） だれでも 要入園料 不要 花フェスタ記念公園	

0574-63-7373
レーザーと花火が秋の夜空を彩り
ます。

けんぱく教室 
「秋まつり  けんぱくワークショップ」 11/3（火・祝） 10:00〜15:00 岐阜県博物館	

（関市） 100名 材料費
100円〜500円 当日受付 岐阜県博物館	

0575-28-3111
秋の自然の中で、親子で楽しめる
工作教室を開催します。

けんぱく教室 
「古刹・大仙寺で禅にふれる体験講座」 11/7（土） 9:30〜11:30

大仙寺	
（加茂郡八百津町
八百津4345-1）

40名 500円 要予約 岐阜県博物館	
0575-28-3111

宮本武蔵が修行した美濃の名刹・臨
滹山（りんこざん）大仙寺（だいせん
じ）で坐禅を体験する講座です

けんぱく教室 
「家族で秋の里山オリエンテーリング」 11/15（日） 10:00〜15:00 百年公園	

（関市） だれでも 無料 当日受付 岐阜県博物館	
0575-28-3111

地図を片手に家族・学芸員と岐阜県百年
公園を散策し、クイズを楽しみながら色
づく里山の自然を満喫します。

秋フェスタ’15 11/15（日） 9:00〜15:00 東白川村神土	
はなのき会館周辺 だれでも 無料 不要

東白川村役場
産業振興課農務係	
0574-78-3111

農産物品評会、ステージイベント
各種バザー、餅投げ

平成27度後期公開講座 
「ロボカップジュニア」

11/15（日）	
23（月・祝）、29（日）
12/5（土）、6（日）
競技会12/26

全日程	
10:00〜16:00

サイエンス
ワールド	
（瑞浪市）

小学4年生以上〜
中学生	
20名

15,000円	
ロボット・
センサー・
大会参加費

10/17（土）
9:00より電話にて	
定員になり次第
しめきり

サイエンス
ワールド	

0572-66-1151

自分で作ったロボットでサッカー
チャレンジ！ロボットの組み立て
からプログラム作りまで行って、
競技会にも挑戦しよう。

けんぱく教室 
「ぎふサイエンスフェスティバル2015

けんぱくワークショップ」
11/21（土） 10:00〜16:00

岐阜市
文化センター	

（岐阜市金町5-7-2）
200名 無料 当日受付 岐阜県博物館	

0575-28-3111

本物のアンモナイトや三葉虫の化石か
ら型どったシリコン型に石膏を流し込
んで化石レプリカを作る体験をします。

市民天体観望会 
「月と天王星を見よう」 11/21（土） 18:00〜19:30 関市まなびセンター	

（関市） 100名 中学生以下無料	
一般300円

開始30分前	
受付

関市まなびセンター	
0575-23-7760

観望会は天候により中止すること
もあります。

プラネタリウム 
「ふたご座流星群の話」

11/21（土）	
11/22（日）

①10:00〜	②11:10〜	
③13:30〜	④15:00〜

関市まなびセンター	
（関市） 100名 中学生以下無料	

一般300円
開始15分前	
受付

関市まなびセンター	
0575-23-7760

10時の回のみ団体予約受付
（20名以上50名以下）

けんぱく教室 
「sekiいきいきフェスタ

移動博物館とけんぱくワークショップ」
11/22（日） 10:00〜15:00

関市わかくさ
プラザ	

（関市若草通2-1）
100名 200円 当日受付 岐阜県博物館	

0575-28-3111
人文資料の移動博物館と化石ク
リーニング体験をします。

森のくらふとマーケット 11/29（日） 10:00〜15:00
三の倉市民の里	

地球村	
（多治見市）

だれでも
無料	

（体験コーナー
有料あり）

当日会場へ
三の倉市民の里	

地球村	
0572-24-3212

個人やグループの皆さんがデザイン・制作した
クラフト作品を展示・販売します。
子どものものづくり体験コーナーもあります。

クリスマスプレートをつくろう！ 11/23（月・祝）
29（日） 10:00〜 こども陶器博物館

（多治見市）
誰でも	

各日20名ずつ 500円
2ヵ月前から電話・HP・

メール受付	
定員になり次第しめきり

こども陶器博物館
0572-27-8038

中学生以上の方は別途入館料300円要
＊作品は後日焼成後のお渡し

親子でかざろう！クリスマス 
クリスマスリースと折り紙ツリー作り 12/6（日） 10:00〜 こども陶器博物館

（多治見市）
誰でも	
30名 500円

2ヵ月前から電話・HP・
メール受付	

定員になり次第しめきり

こども陶器博物館
0572-27-8038 中学生以上の方は別途入館料300円要
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