
乳幼児合同学級  家族学級
日　時	 11月4日（土）　9：20～12：00
場　所	 御嵩駅および明智駅周辺
内　容	 御嵩駅から明智駅まで名鉄電車に乗り、
	 明智駅周辺でウォークラリーを楽しみます。
対　象	 乳幼児学級生親子とその家族
参加費	 1人300円程度
★詳しくは、各乳幼児学級より連絡があります。
問合せ	 御嵩町役場		生涯学習課		渡部　☎67-2111

戦国武者行列  若獅子蘭丸2017
日　時	 10月15日（日）　正午出陣
場　所	 可児市兼山本通り
内　容	 美濃金山城下町を森蘭丸一族が武者行列します。
問合せ	 兼山公民館内「戦国武者行列」係　☎59-2116

田んぼの学校
★稲刈り
日　時	 10月15日（日）　9：00～12：00
内　容	 稲刈り体験（手刈り、コンバイン乗車）
★収穫祭・修了式
日　時	 11月4日(土)　9：00～12：00
内　容	 収穫祭、もちつき大会、修了証書授与
問合せ	 御嵩公民館　☎67-0507

上之郷公民館まつり
日　時	 11月26日（日）　10：00～15：00
内　容	 作品発表・作品展示・お楽しみ抽選会など
問合せ	 上之郷公民館　☎67-0017

あゆみ館　園芸まつり
日　時	 11月11日(土)　9：30～12：00
内　容	 パンジーとビオラの花苗販売・喫茶
問合せ	 あゆみ館　☎68-0611

鬼岩  岩穴くぐり
日　時	 10月28日（土）・29日（日）　9：30～15：00
場　所	 鬼岩公園
内　容	 鬼岩公園内で、岩穴くぐりが2日間限定で開催されます。
対　象	 小学1年生以上(小学3年生以下は保護者の同伴が必要)
★スニーカー･長袖など、安全な服装でご参加ください。
問合せ	 主催		鬼岩観光協会
	 問合せ先		和味の宿		いわみ亭　☎67-3101

御嵩公民館  文化祭・秋祭り
日　時	 11月4日(土)・5日(日)　10：00～15：00
内　容	 4日　展示のみ・5日　各種イベント
問合せ	 御嵩公民館　☎67-0507

御嵩あかでんランド
日　時	 9月24日(日)　10：00～16：00
内　容	 乗って、撮って、歩いて楽しむ。
	 一日限りの特別な遊園地♥
★詳しくはhttp://akadenland.jp/をご覧ください。
問合せ	 御嵩あかでんランド実行委員会
	 ☎67-2111

中山道往来～なかせんどううぉーく～
日　時	 11月4日（土）　8：30～15：00（8：30～10：00受付）
場　所	 御嵩駅前さんさん広場～細久手公民館
内　容	 江戸時代の面影が残る、中山道御嶽宿（御嵩町）～
	 細久手宿（瑞浪市）間をウォーキングするイベントです。
	 （11.8㎞、約3時間）
★当日は宿場間及び、瑞浪市役所～JR瑞浪駅～細久手公民館
　へのシャトルバスを無料で運行します。
問合せ	 御嵩町役場		まちづくり課　☎67-2111

中地区スポーツ大会
日　時	 10月22日(日)　9：00～12：00
場　所	 御嵩小学校　校庭と体育館
内　容	 幼児競走、障害物競走、50ｍ走リレー等
★詳細は中公民館だよりにてお知らせします。
問合せ	 中公民館　☎67-4841

伏見公民館文化祭
日　時	 11月11日(土)		10：00～20：00
	 　　		12日(日)　	9：00～14：00
内　容	 作品展・小学生による合唱・
	 共和中音楽部演奏・東実吹奏楽・遊粋・
	 11月11日（土）19：00		梅田智也の灯ピアノコンサート
問合せ	 伏見公民館　☎67-0502

小中美術展
日　時	 10月28日(土)・29日(日)　10：00～15：30
場　所	 中公民館
内　容	 御嵩町内の小中学生が、図工や美術の授業の中で
	 制作した代表作品を展示します。
問合せ	 可児郡小中学校教育研究会

御嵩町音楽祭
日　時	 11月18日(土)　10：00～15：00
場　所	 中公民館　３階大ホール
内　容	 町内の小中学校・高等学校の日頃の活動発表、
	 町内、外で活動されている団体の発表
問合せ	 御嵩町役場		生涯学習課　☎67-2111

可児農業祭
日　時	 11月19日(日)　8：00～14：00
場　所	 可茂公設地方卸売市場
内　容	 農産物等販売・地元農産物の販売展示・催し物など
問合せ	 可児農業祭実行委員会
	 （JAめぐみの・可児市・御嵩町　☎67-2111）
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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

第76号

76号はどうだったかな？ イラスト・おたよりまっています。

簑島　花音さん

纐纈　比菜さん

わたなべ　ゆあさん

森　瑠花さん

永井　美帆さん

奥村　萌衣さん

伊藤　颯夏さん

成瀬　さきさん

みんなはどの教科が好きかな？

人
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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
やまぐち　ゆめかさん
藤井　研輔さん
をはじめ10名の方に
プレゼントを贈りました。

★ ★ ★
レベル3 あかパジャマ　あおパジャマ

　　　　　 きパジャマ　ちゃパジャマ

御嵩町
シンボルキャラクター
ミーモくん

ミーモくんが
何人でてくるか
さがしてみよう！

ミーモくん特集！！

☆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。
9月29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

ぽけっとの中にミーモくんは何人いたかな。
すみずみまでよーく見てさがしてみよう！！
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このこなかなかカタカナかけなかった
★ ★ ★ 

レベル１

★ ★ ★ 
レベル2 じょせつしゃ じょせつさぎょうちゅう

早口ことば

　すいすいと いっしょにおよごうね かなみちゃん
	 （佐々木　紫音さん）

　すいかを  いっしょに  かじろうよ
	 （尾関　幸弥さん）

　すいかをね  いたずらしたね  かぶとむし
	 （鈴木　遥斗さん）

　すずしいな  いっしょに海で  かいすいよく
	 （小泉　杏奈さん）

　すずしいよ  いっしょに食べよう  かきごおり
	 （玉野　皐月さん）

　すいかわり  いきおいあまって  かわにおちた
	 （林　　蓮太さん）

　すいすいと  いっしょにおよごう  かあさんと
	 （西村　柚香さん）

　すてきだね  いいゆかただね  かわいいね
	 （山本　彩華さん）

　すずしいな  いぬといっしょに  かわあそび
	 （猿渡　まいさん）

　すずしさもとめ  いっぱいやろうよ  かンビール
	 （御嵩小学校　長谷川教頭先生）

御嵩駅前で、
児童・生徒の登校時には
毎日見守りをしながら、
子どもたちに声をかけて

くださいます。

気持ちのよい
あいさつをしてもらうと、

ぼくは一日を楽しく
過ごせます。

人と仲良くなれる、自分もいい
気分になれるあいさつを

大切にしたいです。

上之郷小学校
生活委員会

先駆け挨拶で
自分から気持ちの良い挨拶

をするよう取り組んでいます。
明るいコミュニケーションの
ために、この活動を続けて

いきたいです。

上之郷中学校
生活委員会

相手に
あいさつをすると

返ってくることが多いので、
とてもうれしいです。
あいさつ活動をすると

気持ちがいいなと思います。

伏見小学校
生活委員会

あいさつ運動を
通してだんだん声が

大きくなって、顔を見て
あいさつしてくれる子が
増えました。これからも
あいさつが全校に広まる

ようにしたいです。

御嵩小学校
スマイル委員会

自分が
あいさつをして、

あいさつが返ってくると
元気がもらえて、今日一日
頑張ろうという気持ちに

なります。

向陽中学校
生徒会執行部

先がけあいさつ
をする人が増えてきまし

たが、もっとたくさんの人
にあいさつをしてもらう

ために、これからも続けて
いきます。

共和中学校
生活委員会

各小中学校から元気な
朝の声をお届けします！！

あいさつを
するって気持ちがいいね。

はずかしいと思っているきみも、
ちょっと顔をあげてあいさつをしてみよう。

きっと笑顔になれるよ。
あいさつは人と人とのつながり。

そんなあいさつが、これからも家庭から、
学校から、地域から、聞こえて

くるといいな。
◦子どもの笑顔が何よりのお礼です。
◦町全体の子どもたちや、学校の雰囲気があい
さつを通して伝わってきます。
◦小・中学校であいさつをしていると、大人に
なった時、自然とあいさつができるようにな
ると思います。

ぼくは算数が
好きだよ！

ミーモくんをさがせ

「こんにちは
   笑顔があふれる御嵩町」
（あいさつ運動子どもの応募作品より）

みんな知ってる

ボランティアさんのこと
あいさつ運動を支えて下さっている

青少年育成町民会議のみなさんからのメッセージ

お友だちの
イラストのミーモくんは

数えないでね。
ぼくのことは

忘れないで数えてね。

毎月第三日曜日は
「家庭の日」
翌日月曜日は

「御嵩町あいさつ運動の日」

上之郷小学校
御嵩小学校

上之郷中学校

向陽中学校

伏見小学校

共和中学校


