
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）

67-7500
（図書館・郷土館）

3/19（土） 14：00〜 「ガリバー旅行記」
4/16（土） 14：00〜 「にほんのむかしばなし
　　　　　　　　　　 いなばのしろうさぎ　ほか」

ミーモくん館長誕生

ミーモくんバッジ　プレゼント

キッズ・シアター（映画会）

楽しくてワクワクするイベントがいっぱい
です。楽しくてワクワクするイベントがいっぱい
です。

楽しくてワクワクするイベントがいっぱい
です。

情報
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
でご了承ください。

 3月 5 日（土） みんなであそぼう

 3月12日（土） 写真立て作り 申      　

 3月26日（土） 春のお楽しみ会（10：30～） 申  参  小

 4月16日（土） みんなであそぼう

 3月 5 日（土） ガラス絵かき＆壁面かざり作り 　 　 小

 3月12日（土） みんなであそぼう　  　 小

 3月19日（土） 春のお楽しみ会 申  参  小

 4月16日（土） みんなであそぼう
 4月23日（土） プラバンキーホルダー作り 申  参  小

 4月30日（土） おやつ作り 申  参  小
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可児郡御嵩町御嵩1239−1御嵩町役場内

みたけ町子どもセンター 行

郵送するときは、

52円分の切手を

はってね。

住　所

〒　　　−

御嵩町
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氏　名
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年齢　　才
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の でで ん し ゃ

名鉄広見線を守ろう会
の人たちと行く

施設内にはスケートリンクや
ゴーカート場などがあるよ♪

と　き

ばしょ
行き先

問合せ

3月27日（日）

対　象 だれでも  小学生以下保護者同伴

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。

ＡＭ8時集合  8：23発

御嵩駅集合「イオンモール常滑へ行こう会」

 大人3,100円　小人1,550円
（1DAYフリーきっぷ代）

13：30～ 13：30～

みたけ町子どもセンター

〒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.gifu.jp
http://www.town.mitake.gifu.jp/kodomo/top.HTM

平成28年3月1日
編集・発行／
みたけ町子どもセンター

第68号

3/5(土)・6(日)に、ミーモくんが館長に
就任します！！
わくわくタイムのお手伝いをしたり、カウンター
で本の貸出・返却をしたりするよ♪
★ミーモくんからちょっとしたプレゼントもあります。

「伊勢型紙でしおりを作ろう」
【日時】 3/13(日)　13：00〜15：00
【会場】 1階エントランスホール
【対象】 小学生以上（低学年は保護者同伴）  ※参加無料

「バルーンアートを作ろう」
【日時】 3/21(月・振)　13：30〜15：00
【会場】 1階エントランスホール
【対象】 どなたでも　先着100名　※参加無料

「人形劇を楽しもう」
【日時】 3/27(日)　14：00〜15：00
【会場】 1階研修室　　【対象】 先着40名　※参加無料
　　　　人形劇サークルふくべっこ
　　　　｢ジャックと豆の木｣「まんまるパン」　　　　

【日時】 3/5(土)・6(日)　9：00～　※なくなり次第終了

クイズ正解者（利用カードをお持ちのお子様限定1人1回）、
当日本を借りられた方、貼る桜カードを『読書の木』に提
出してくれた方にプレゼントします。
★クイズ用紙は当日配布。
★『みんなに読んでほしい本』を書くための桜カードは、

カウンターで配布しています。

図 書 館 講 座

中山道みたけ館20周年記念イベント

出 演

内 容

中公民館 ～ふれ愛フェスティバル～
(中公民館祭、みたけスポーツ・文化倶楽部発表会)

◦日時　3月6日（日）　9：00～15：00
◦会場　中公民館　全館
◦内容　作品展示・演芸会・子ども広場・模擬店など
主催：中公民館　共催：（一社）みたけスポーツ・文化倶楽部

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

謎解きフィールドゲーム 
「冬の皇女の秘石を探せ」

〜3/20
（日・祝） 10:00〜14:00

三の倉市民の里 
地球村 

（多治見市）
小学生以上 500円 当日会場にて

三の倉市民の里
地球村 

0572-24-3212

謎の秘石を探す旅に出発だ！
＊持ち物：防寒具、知力、気力、体力、
　想像力、ひらめき

ひなかざり 〜4/3（日） 9:00〜17:00
みのかも文化の森

生活体験館 
（美濃加茂市）

誰でも 無料 不要 みのかも文化の森 
0574-28-1110

土びなをかざり、野山の花をそえます。
自由閲覧

おひな様展 〜3/24（木） 10:00〜16:30 竹屋資料館 誰でも 無料 不要 竹屋資料館 
0574-67-5704

御嶽宿、伏見宿の雛祭りに合わせて、
七段の雛飾りや郷土で親しまれた土雛
などを多数展示します。

のりづきとしお展 〜3/21
（月・振） 9:00〜17:00 みのかも文化の森 

（美濃加茂市） 誰でも 無料 不要 みのかも文化の森 
0574-28-1110

愛知と岐阜を中心として作品の制作と
発表を続ける、のりづきとしおの水彩
画の数々を展示します。

おひな様展 〜3/31（木） 10:00〜17:00
中山道みたけ館 

１階エントランス 
２階郷土館ロビー

誰でも 無料 不要
中山道みたけ館

郷土館 
0574-67-7500

大正時代の雛飾りや昭和の豪華な御殿
飾りなど、年代物の雛飾りを多数展示
します。

チャレンジワークショップ 
「かがく実験『金・銀・銅』」

〜4/7（木）までの
土・日・祝および

春休み期間中
①10:00〜 ②11:15〜 
③13:00〜 ④14:45〜

サイエンス
ワールド 

（瑞浪市）

大人を含む
最大4名までのグループ 

各回10グループ
200円

当日会場にて 
先着順

定員になり次第締切

サイエンス
ワールド 

0572-66-1151

金属に色を付ける手法「メッキ」に挑戦！
銅版にメッキを施して、金や銀の色を着
ける実験を体験してみよう。

フリークライミング体験
3/5（土）6（日）
19（土）4/2（土）
3（日）16（土）

10:00〜12:00、
13:00〜15:00 

随時参加可

三の倉市民の里 
地球村ピロティ 
（多治見市）

誰でも 無料 当日会場にて
三の倉市民の里

地球村 
0572-24-3212

東京オリンピックの新種目候補に決定
したスポーツクライミング！
活動協力・指導：峰遊会

サタデースターナイト 3・4月 
毎週土曜日 19:00〜20:30

三の倉市民の里 
地球村天文台 
（多治見市）

誰で も 無料 当日会場にて
三の倉市民の里

地球村 
0572-24-3212

地球村天文台で星の世界を楽しみませんか？
宇宙体験シミュレタースペースシャトルも稼働中！
4/23（土）はプラネタリウム体験もできます！

オーケストラで踊ろう！『運命』 ①3/5（土） 
②3/6（日）

①18:30〜 
②14:00〜

可児市文化
創造センター主劇場 

（可児市）
4歳から 1,000円 要チケット購入

可児市文化創造センター 
チケットインフォメーション 

0574-60-3050
ここでしか観られないパワフルで
ユニークなステージ

ていねいな暮らし講座 
春を染める 3/12（土） 9:30〜12:00 みのかも文化の森 

（美濃加茂市） 20名 1,000円 
（材料費含む）

当日9:00〜 
受付

みのかも文化の森 
0574-28-1110

春の草木で絹布を染めます。親子歓迎
＊持ち物：エプロン

ぞくぞく来日。 
「世界のサンドウィッチフェア」

3/12（土）〜 
7/3（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 

飲食費別途 当日会場にて
野外民族博物館 
リトルワールド 
0568-62-5611

イタリアの「パニーノ」や、ワニの舌をのせ
た「ワニタンサンド」、特大サンドの「ギャツ
ビー」など、世界のサンドウィッチが大集合！

中山道みたけ館  20周年記念イベント 
まゆクラフト 3/12（土） 13:30〜16:00 中山道みたけ館 

２階ロビー
誰でも 

（未就学児は保護者同伴） 無料 当日会場にて 中山道みたけ館  郷土館 
0574-67-7500 まゆ玉で、動物のゆび人形をつくります。

パンづくり講座 3/13（日） 10:00〜11:00 こもれびの里パン工房 
（東白川村） 20名 1,100円 電話にて申込 こもれびの里 

0574-78-3222 ＊持ち物：エプロン、三角巾

プラネタリウム投影 
「宇宙から地球を見る」

3/19（土） 
3/20（日・祝）

①10:00〜 ②11:10〜 
③13:30〜 ④15:00〜

関市まなびセンター 
（関市）

誰でも 
各回定員100名

中学生以下無料 
一般300円 当日会場にて 関市まなびセンター 

0575-23-7760
投影時間約40分
＊開始後の入場はできません。

ウメ・サクラまつり 3/19（土）〜 
4/3（日） 9:00〜17:00 花フェスタ記念公園 

（可児市） 誰でも 入園料のみ 不要 花フェスタ記念公園 
0574-63-7373

アマちゃんの科学手品 3/19（土） 
3/28（月） 13:00〜15:00 三の倉市民の里  地球村 

（多治見市）
小学生　各日12名 

保護者同伴可
300円 

（お土産付）
電話にて申込 

3/5（土）9:00〜
三の倉市民の里  地球村 

0572-24-3212
さまざまな科学を使った手品を体験し
てみよう！

マス釣りサービスDAY 3/19（土）〜 
3/21（月・振） 10:00〜17:00

美濃白川 
クオーレの里 
（白川町）

誰でも
1,000円 

（別途入場料・
駐車料金要）

当日会場にて
美濃白川 

クオーレの里 
0574-72-2462

3/19よりシーズンの営業を記念して、
初日3日間はお得にマス釣りを楽しめます。
釣り竿レンタル（300円）、エサ（200円〜）

春らんまん♪ 
お花や虫のゆらりんモビールを

つくろう
3/20（日・祝） 10:00〜 こども陶器博物館

（多治見市） 30名
500円 

（中学生以上は
別途入館料要）

2ヶ月前から 
電話・メール・

HP受付
こども陶器博物館
0572-27-8038

画用紙でお花や虫たちを作って、自然の葉っぱや小枝
もあしらい、春を感じるゆらりんモビールを作ります。 
＊持ち物：はさみ

テニスデー 3/20（日・祝） 9:00〜17:00
三の倉市民の里 

地球村テニスコート 
（多治見市）

誰でも 不要
三の倉市民の里

地球村 
0572-24-3212

1グループにつき1面1時間無料

音楽家の集い　スペシャル 
おやこでうたうコンサート 3/21（月・振） ①11:00〜 

②14:00〜
可児市文化創造センター 

演劇ロフト 
（可児市）

0歳から
全席自由1,000円 

（18歳以下500円） 
0〜3歳は無料

要チケット購入
可児市文化創造センター 

チケットインフォメーション 
0574-60-3050 

http://www.kpac.or.jp

0歳から鑑賞できる、子ども向けクラ
シックコンサート。
楽器を間近に見て聴いて、親子で一緒
に楽しく歌いましょう。

けんぱく教室 
「隕石ハンティングに挑戦！」 3/21（月・振） 13:30〜15:30 岐阜県博物館 

（関市） 30名 材料費500円 
要入館料 要予約 岐阜県博物館 

0575-28-3111
本物の隕石を砂の中からさがす体験など
を通して、地球の歴史について学びます。
見つけた隕石はお持ち帰りできます。

春休み！体験！ 
キレイなとんぼ玉作り

3/25（金）26（土） 
4/1（金）2（土）

①10:00〜11:30 
②13:30〜14:30

三の倉市民の里 地球村 
（多治見市）

小学3年生以上 
定員各回5名 500円 電話にて申込 

3/5（土）9:00〜
三の倉市民の里 地球村 
0572-24-3212 汚れてもよい服装

いとうひろし展　おはなし会 3/26（土） 
4/24（日） 各日 14:00 こども陶器博物館

（多治見市） 誰でも
無料 

（中学生以上は別
途観覧料500円）

当日会場にて こども陶器博物館
0572-27-8038

開催中の「いとうひろし展」に関連して、
絵本の読み聞かせと作品解説を行います。
展示：3/19（土）〜5/15（日）　春休み,GWは無休

チャレンジワークショップ 
「自分で作る紙ねんど」

4/9（土）〜 
7/3（日） 

土・日・祝のみ
①10:00〜  ②11:15〜 
③13:00〜  ④14:45〜

サイエンス
ワールド 

（瑞浪市）

誰でも 
小学生以下は保護者同伴 

＊大人1人につきこども2名まで
300円

当日会場にて 
先着順

定員になり次第締切

サイエンス
ワールド 

0572-66-1151

紙ねんどの制作に挑戦！実際に自分で
作った紙ねんどで、ねんど遊びをして
みよう。

けんぱく教室 
「学芸員と学ぶ百年公園のチョウ」 4/9（土） 10:00〜12:00 岐阜県百年公園 

（関市） 30名 無料 要予約 岐阜県博物館 
0575-28-3111

学芸員と百年公園を散策し、公園で生息する
チョウを観察する講座です。（雨天中止）

けんぱく教室 
「アンモナイトを調べよう」

4/29
（金・祝） 13:30〜15:30 岐阜県博物館 

（関市）
30名

（小学生は保護者同伴）
材料費500円 

要入館料 要予約 岐阜県博物館 
0575-28-3111

アンモナイトの殻を削りながら殻のつく
りを調べたり、オウムガイの殻と比較し
て生態を探ったりします。

WAVE in たじみ2016 
①いとうひろし先生とお皿に絵を描こう！ 
②スペシャル対談（出演:いとうひろし、穂積保） 
③絵本作家 : 斎藤槙さんとスタンプで
　ハンカチを作ろう！

4/16（土）
①10:00〜 
②13:00〜 
③14:30〜

こども陶器博物館
（多治見市）

①30名 
②80名 
③30名

無料 
要観覧料

電話・FAX 
メールにて

こども陶器博物館
TEL:0572-27-8038　 
FAX:0572-27-8039 
mail:kidsland@
kanesho.co.jp

各回終了後にそれぞれの先生の
サイン会があります。
＊当日ショップにて関連書籍をお買い

上げの方対象

花フェスタ春の無料感謝DAY 4/16（土） 
17（日） 9:00〜17:00 花フェスタ記念公園 

（可児市） 誰でも 無料 当日会場にて 花フェスタ記念公園 
0574-63-7373

旨いものや体験、ステージイベントなど
開催。2日間入園無料。

ネモフィラ・ハンカチノキまつり 4/16（土）〜 
5/8（日） 9:00〜17:00 花フェスタ記念公園 

（可児市） 誰でも 入園料のみ 不要 花フェスタ記念公園 
0574-63-7373 見ごろをむかえた春の植物を満喫。

公開講座 
「ロボット体験講座」

4/16（土） 
17（日）

①10:00〜　②11:15〜 
③13:00〜　④14:45〜 

各1時間程度

サイエンス
ワールド 

（瑞浪市）

4歳以上　各回１0名 
（小学6年生以下は

保護者同伴）
無料

3/19（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

あなたの命令通りにロボットが動く！
プログラミング体験講座
思い通りに自律型ロボットを動かしてみよう。

リサイクル自転車無料抽選会 4/16（土）〜
5/12（木） 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）
誰でも 無料

（抽選台数10台）
受付にて

抽選券を配布
ささゆり

クリーンパーク
65-4111

4/19（火）、26（火）、5/3（火・祝）〜5（木・祝）、
10（火）は休館日です。
抽選日：5/13（金）10：00〜

ごみと遊ぼう 
①廃びんで作る箸置き 
　・ガラスびんを溶かして箸置きを作る 
②牛乳パックで作るパタパタ鳥 
　・廃材などを使っておもちゃを作る

4/29
（金・祝）

9:00〜15:00 
（最終受付14:00）

①わくわく体験館 
②ささゆりクリーンパーク

　（可児市）

①小学生以上先着100名 
②３歳以上先着100名 
（幼児は保護者同伴）

無料 当日会場にて
①わくわく体験館 
　65-1515 
②ささゆりクリーンパーク 
　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下さい。
http://www.kamoeisei.jp/

マス釣りサービスイベント 4/23（土）〜 
5/5（木・祝） 10:00〜17:00 美濃白川  クオーレの里 

（白川町） 誰でも 1,000円（別途入場
料・駐車料金要） 当日会場にて 美濃白川  クオーレの里 

0574-72-2462
釣り竿レンタル（300円）、
エサ（200円〜）

ワクワク公園スプリングフェスタ 4/29
（金・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 当日会場にて

美濃白川 
クオーレの里 

0574-72-2462
春の恒例イベント


