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古紙配合率100％再生紙を使用

☆イラストを描くときは色を塗ったりペンで描いたりしてね。
7月14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）
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ぽけっと川柳
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  お父さん、お母さん、
いつもありがとう！！

だいすきななぞなぞ
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夏休みの自由研究はこれで決まり！！ 夏休み
もうひとつの勉強部屋みーつけた！！

第75号

対　象 町内小学生親子
（高学年は子どものみの参加でもよい）

参加方法 ❶❷❸から1日、❹❺から１日選択

参加費 １人につき１回300円

申込み 7/10㈪〜7/14㈮　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・
❹❺は１人お米半合

おやつについて
❶7/27㈭ 伏見公民館
❷8/ 2 ㈬ 中公民館
❸8/ 3 ㈭ 上之郷公民館

【時間】 13：30〜15：30

食事について
❹8/15㈫ 中公民館
❺8/23㈬ 中公民館

【時間】 9：30〜12：30

15：30〜21：00

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♪～

なつやすみイベント
みんなで楽しく学ぼうよ！！

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

キャンプの夜
よる

はワクワク、ドキドキ。
ここでもいろんななぞなぞが、まちうけているよ。

自由研究におすすめの本を中山道みたけ館で聞いたよ。

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、
生駒 保羽さん、
菊池 陽太さん
をはじめ10名の方に
プレゼントを贈りました。

♥おかあさん、おいしいみそしるありがとう。
	 	 （伊藤　叶翔さん）

♥毎日やさしくしてくれてありがとう。
　これからもよろしくね。	 （中島　綺花さん）

♥お母さんへ	いつもおいしいごはんをつくってくれてありがとう。
　お父さんへ	いつも仕事を夜までやってくれてありがとう。
	 	 （平井　咲花さん）

♥母さんごはんを作ってくれてありがとう。
　父さんあそんでくれてありがとう。	 	（園田　そう太ろうさん）

♥お母さん、お父さんいつも本当にありがとう。わたしももっと
　手伝えるように頑張るね！大好き。	 （尾関　侑奈さん）

♥いつも習い事のおくり・むかえありがとう。
　これからもよろしく。	 （鷲見　彩羽さん）

クイズ

第22回
時 間

8 5土
〜 夢いろ街道宿場まつり 〜

●中山道みたけ館（1階研修室） 〜研修室開放

●上之郷公民館（和室及び視聴覚図書館） 〜公民館開放村瀬　朱胡さん

加知　れいなさん

小松　武龍さん

P.N  ダクネス＆itoさん

渡辺　莉々さん

武原　羽美さん

スタート

ゴール

夏休みエコ講座

す
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かめさん

テーマは夏

75号はどうだったかな？ イラスト・おたよりまってます。
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小学生向け 小学生向け

小学生向け 中学生向け

『お父さんが教える
自由研究の書きかた』

自由国民社

『おまかせ自由研究&
調べ学習』

朝日学生新聞社

『自由研究  小学生』
学研教育出版

『中学生
理科の自由研究
eco実験室』
成美堂出版

時　間 平日 10：00～18：00　土・日・祝 9：00～17：00
7月20日㈭〜8月27日㈰　火曜日から日曜日

※会議などで使用できない日もありますので、事前にお問合わせください。

●伏見公民館

時　間 10：00～16：00
毎週火曜日

時　間 9：00～16：30
7月20日㈭〜8月29日㈫  火曜日から金曜日（祝日をのぞく）

利用時に窓口にて申込み

申込み期限
7/14(金)

「太陽光で走るソーラーカーを作ろう」
時　間 10：00〜12：00
場　所 御嵩町役場北庁舎３階　大会議室

対　象 町内在住の小中学生20名程度（小学校低学年は保護者同伴）
参加費 無料

7 30 日第４回 申込み期限
7/18(火)

名鉄広見線を守ろう会
と共催です。

「しずくちゃんとさぐる森と水のふしぎ」
（親と子の水源林教室）

時　間 13：30〜16：00
場　所 御嵩町役場北庁舎３階　大会議室

対　象 町内在住の小中学生（小学校低学年は保護者同伴）
参加費 無料

7 22 土第1回

★主催 NPO法人e-plus生涯学習研究所

「可児川の水とふれあおう」
（カワゲラウォッチングと水質検査）

時　間 9：00〜14：00
場　所 中公民館Ａ１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

7 26 水第３回 申込み期限
7/18(火)

★共催 御嵩町生活学校

「電車に乗って
 トヨタ産業技術記念館へ行こう」

時　間 8：23（御嵩駅発）〜12：00（現地解散）
場　所 トヨタ産業技術記念館

対　象 どなたでも（小学生は保護者同伴）
参加費 交通費（片道：大人980円、小学生490円）

入場料（大人500円、中高生300円、小学生以下無料）

7 23 日第２回

★特典あり

イ ベ ン ト

午後の部 14：00～15：00 「怪談 参 学校怪談」
午前の部 10：00～12：15 「君に届け」

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！！

●御嵩駅南駐車場特設ステージにて
●16：00～20：15
★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。

ヤングシアター

場　　所 中山道みたけ館 １階研修室

清掃ボランティア募集
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

問　合　せ 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

場所・問合せ
名鉄御嵩駅周辺
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

場　所

問合せ

上之郷公民館  ☎ 67-0017

◦時　間 9：00〜12：00
◦対　象 小学生以上
 （幼児も可　保護者同伴で）
◦参加費 1人100円
◦申込み （開催日の１週間前までに
   御嵩公民館へ）

中公民館  ☎ 67-4841

7/23日 手話体験
7/27木 木ボックリ
8/ 9 水 親子クッキング
8/19土 折り紙・クラフト
8/27日 光るどろだんご

7/26水 森のつみき広場（木育）
8/20日 たんぼの学校（草取り）

御嵩公民館  ☎ 67-0507

B＆G海洋センター  ☎67-5196

伏見公民館  ☎ 67-0502

◦時　間 9：00〜11：30
◦内　容 玉入れ、宝さがし、水鉄砲、着衣泳、抽選会など
◦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
◦参加費 100円
◦申込み 7/9（日）までに直接または電話にて

7/16日 水上レクリエーション祭

◦時　間 13：30〜16：00 ◦参加費 1人100円
◦対　象 小学生20名 ◦申込み 7/20（木）まで
◦持ち物 エプロン・三角巾・手ふきタオル・飲み物

7/28金 エコクッキング

◦時　間 13：00〜15：00 ◦参加費 1人100円
◦対　象 小中学生20名 ◦申込み 7/27（木）まで

8/10木 第1回 茶道  9/30、10/28、11/18の4回シリーズ

◦時　間 18：30〜21：30
◦内　容 和太鼓の演奏・屋台の出店・お楽しみ抽選会など

7/22土 盆踊りの夕べ　予備日：7/23日

◦時　間 17：30〜21：00
◦内　容 盆おどり・ダンス広場・模擬店など

7/22土 夏まつりの夕べ　予備日：7/23日 ◦時　間 9：00〜11：30 ◦持ち物 水筒・タオル・下じき・定規
◦対　象 小学生30名 ◦申込み 7/11（火）までに伏見公民館へ

7/22土 紙飛行機を飛ばそう

◦時　間 8：20〜14：00 ◦持ち物 水筒・タオル・ノート・筆記用具
◦対　象 小学生30名 ◦申込み 7/11（火）までに伏見公民館へ

7/30日 電車に乗ろう！※8：20までに御嵩駅集合

◦時　間 9：00〜12：00 ◦持ち物 エプロン・水筒・タオル・三角巾 
◦対　象 小学生30名 ◦申込み 8/10（木）までに伏見公民館へ

8/20日 サイエンス～料理

◦時　間 9：00〜16：00 ◦持ち物 弁当・水筒・タオル
◦対　象 小学生 ◦申込み 8/10（木）までに伏見公民館へ

8/26土 名古屋市科学館 ～プラネタリウム～

★参加費は無料

◦時　間 10：00〜11：30
◦場　所 ホール

7/29土 伏見地区夏まつり ◦時　間 17：00〜21：00

◦時　間 9：00〜12：00
◦場　所 学習田にて


