
ココロのぽけっとに いっぱいの　　　　　　　　　　をつめこもう!
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古紙配合率100％再生紙を使用

7月8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

70号はどうだったかな？ イラスト・おたよりまってます。

みんなのすきな本とその理由を教えてね！！
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みたけ町子どもセンター
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第70号

15：30〜21：00

時　間

名鉄御嵩駅周辺
場　所

御嵩町宿場町活性化
イベント実行委員会

（御嵩町商工会）67-1181

問合せ

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。

～親子で楽しくクッキング♪～

なつやすみ
みんなで楽しく学ぼうよ！！ どのイベントも

おもしろそうニャ

夏休みエコ講座 御嵩町役場 ☎67-2111
環境モデル都市推進室

みたけで
学ぼう!!

ちびっこ料理教室

佐藤　璃香さん（伏見）

青木　莉子さん（古屋敷）

吉野　翠さん（謡坂）

佐藤　遥馬さん（小原）永井　美帆さん（美佐野）

Ｐ.Ｎ.黒猫さん（美佐野）

日比野　颯太さん（上恵土）

永瀬　桜月さん（中）

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
尾関 幸弥さん（御嵩）
野中 咲季さん（顔戸）
をはじめ10名の方に
プレゼントを贈りました。
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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

参加費 １人につき１回300円

申込み 7/4（月）〜7/8（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（子どものみ）・参加費
④⑤は１人お米半合

だいすきなお父さん、お母さん、
いつもありがとう! !

ママのごはんはおいしいよ！	 （髙橋　寛生さん）

おとうさん	おかあさん	いつもありがとう。
	 	 （山口　かほさん）

毎日、家族のために働いてくれてありがとう。
	 	 （加藤　紗那さん）

いつもおいしいごはんをつくってくれてありがとう。
	 	 （生駒　陽由さん）

お父さんいつも仕事をがんばってくれてありがとう。
	 お母さん家事を毎日休まずしてくれてありがとう。
	 	 （大山　海人さん）

今まで私を育ててくれてありがとう。
	 これからもよろしくね。	 （山本　彩華さん）

クイズ

① ② ③

⑥⑤④

第21回

8 6土
〜 夢いろ街道宿場まつり 〜

8 6 土

時　間 15：00〜（なくなり次第終了） 場　所 御嶽宿さんさん広場
対　象 町内在住の小中学生40名程度 参加費 無料

「ステンドうちわを作ろう!」
第4回 夏休みエコ講座

おやつについて
❶7/21（木） 上之郷公民館
❷7/25（月） 保健センター
❸7/26（火） 伏見公民館

【時間】 13：30〜15：30

食事について
❹8/16（火）
❺8/19（金）

【会場】 保健センター
【時間】 9：30〜12：30

730 土

時　間 10：00〜12：00 場　所 中公民館A3研修室
対　象 町内在住の小中学生20名程度
参加費 無料

「太陽光で光る
 ペットボトルエコライトを作ろう!」

第3回 夏休みエコ講座

申込み期限
7/19(火)

727 水

時　間 9：00〜14：00 集合場所 中公民館A3研修室
対　象 町内在住の小中学生40名程度（小学校低学年は保護者同伴）
参加費 無料 持ち物 お茶・帽子・タオル・着替え・サンダル

持ち物 空きペットボトル・飾り付けに使いたいもの

持ち物 飾り付けに使いたいもの

「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2回 夏休みエコ講座

申込み期限
7/19(火)

「電車に乗って
 でんきの科学館へ行こう！」

時　間 8：23（御嵩駅発）〜12：00（昼に現地解散）
場　所 でんきの科学館
対　象 町内在住の小中学生（小学生は保護者同伴）
参加費 【交通費（往復）】中学生以上2,360円、小学生1,180円

第1回 夏休みエコ講座
717 日

★参加者には、交通費片道相当分のクオカードと
　ミーモくんグッズをプレゼントします。

御嵩駅 歴史・豆知識

●御嵩駅南駐車場特設ステージにて
●16：30～20：30（予定）
特設ステージで様々なパフォーマンスを実施します。
★夜店、花火もあります。

清掃ボランティア募集

問 合 せ

募集人数 約20名

対象学年 小学5年生～中学3年生まで

時　　間 16：00～20：00頃まで
場　　所 御嵩駅前 エコステーションテント内

ボランティア
内容 ごみ分別収集

御嵩町宿場町活性化イベント実行
委員会（御嵩町商工会）67-1181

　昭和23年に新広見（新可児）↕御嵩間の路線ができた時は、御嵩
口駅が終点で御嵩駅とよばれていましたが、昭和27年に路線が延
長され今の御嵩駅ができました。

イベント
よってりゃあ、みたけ
ステージイベント開催！！ダンスや演奏で

  盛り上がろう！！

八百津町商工会
0574-43-02668月7日（日） 19：40～20：20八百津町

坂祝町商工会
0574-26-76677月30日（土） 19：30～19：55坂祝町 犬山市観光案内所

0568-61-60008月10日（水） 19：30～犬山市

美濃加茂市産業振興課
0574-25-21118月6日（土） 19：45～20：30美濃加茂市

川辺町商工会
0574-53-23278月13日（土） 19：45～20：30川辺町

御嵩町周辺の花火大会

名鉄広見線を守ろう会
と共催です。

多治見市産業観光課
0572-22-11117月31日（日） 19：30～20：30多治見市

【雨天の場合】8月14日（日）

8月13日（土） 20：16～20：43（予定）可児市
【荒天時は8月14日（日）に順延】

可児商工会議所
0574-61-0011

島根のみーもくんが来るよ！

7 23 土 盆踊りの夕べ 18：30〜21：30 予備日：7/24日

◦時　間  13：00～16：00
◦対　象  町内小学生 20名（父兄等の同伴可）　◦参加費  1人100円
◦持ち物  エプロン・三角巾・手ふきタオル
◦申込み  7/20（水）までに直接または電話にて

手こねパン作り講座7 30 土

◦時　間  9：30～12：00
◦対　象  町内小学生 15名（低学年は保護者同伴）　◦参加費  人100円
◦持ち物  筆記用具
◦申込み  7/29（金）までに直接または電話にて

伊勢型紙体験8 7 日

上之郷公民館    ☎ 67-0017

7 30 土 伏見地区夏祭り 17：00〜21：00

子どもサイエンス7 24 日

◦時　間  9：00～14：30
◦対　象  小学生 30名　　　◦参加費  500円
◦持ち物  水とう・タオル・エプロン （昼食が出ます）
◦申込み  7/1（金）までに直接または電話にて

ペットボトルロケットをとばす＆ちりめんモンスターを楽しもう！

伏見公民館    ☎ 67-0502

7 17 日 水上レクリエーション祭 9：00〜11：30
★内　容　玉入れ・宝さがし・水鉄砲・着衣泳・抽選会など（予定）
★対　象　町内在住の幼児から小学生で１人でプールに入れるお子さんと保護者（見学も可）
★参加費　100円　　★申込み　7/10（日）までに直接または電話にて

B＆G海洋センター    ☎67-5196

田んぼの学校　草とり 9：00〜10：00

7 24 日 第6回どろんこ遊び＆しゃぼん玉遊び 10：00〜12：00
★対　象　幼児・小中学生 100名（幼児・低学年は保護者同伴）
★申込み　7/20（水）までに御嵩公民館へ

御嵩公民館    ☎ 67-0507

◦時　間  9：00～12：00
◦対　象  小中学生
◦参加費  1人100円
◦申込み  各申込み期限までに
　　　　  御嵩公民館へ

手話体験7 23 土 申込み期限7/15(金)

木ボックリ7 27 水 申込み期限7/20(水)

親子クッキング8 10 水 申込み期限8/3(水)

折り紙クラフト8 18 木 申込み期限8/10(水)

光るどろだんご8 21 日 申込み期限8/12(金)

7 23 土 夏まつりの夕べ 17：00〜21：10（予定） 予備日：7/24日
7 31 日 やさい塾 9：00〜12：00ごろ

とうもろこし迷路＆さつまいもの生長観察
★対　象　小学生とその家族　　★参加費　一家族2,000円
★7月からの参加もOK！ 事前に中公民館にお申込みください。

中公民館    ☎ 67-4841

◦時　間  9：30～12：30
◦対　象  小学生とその保護者　　◦参加費  500円

夏休み親子パン教室8 2 火

里山体験8 21 日
◦時　間  9：00～13：00ごろ　　
◦対　象  小学生とその保護者　　◦参加費  300円

滝を見たり、木を切ったり、
バームクーヘンを作ったりします。

★地域子ども教室等詳しいことは中公民館だよりをご覧ください。


