
〈9〉＜申込の記載のないものは、申込不要です＞ 大垣市役所 ☎81－4111
新型コロナウイルスの感染が拡大した場合、本紙に掲載のイベントなどが中止や変更となることがありますのでご了承ください

なごみ庵 お話しサロン
「乳がんの日」
＊��対象／がん患者やその家族
（女性限定。他の病院に通院
している人も可）　

＊��とき／ 7月25日（月）　午後 3
時～ 4時

＊�ところ／大垣市民病院 3病棟
10階がんサロン「なごみ庵」

＊��内容／同じ病気の仲間やその
家族が悩みや体験などを話し
ながら、交流を図る

＊��申込／同病院がん相談支援
センター（よろず相談・地域

文化フェスティバル
西美濃日本舞踊の集い
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♥�対象／水都大垣を愛する30～40歳の独身男女で、マス
ク着用など、感染症予防対策にご協力いただける人
♥�とき／ 8月20日（土）　午後 4時～ 7時30分
♥�ところ／クインテッサホテル大垣（宮町）
♥�定員／男女各18人（抽選）　※市内在住・在勤などで
初参加者および 1年以上参加していない人を優先
♥参加料／男性4，000円　女性 3,000円
♥�申込／ 7月 1日の午前 9時～ 8月 1日の午後 5時に、

＊�対象／市内在住の就職希望の
55歳以上の人
＊�とき／ 7月22日（金）　午後 1
時30分～ 3時30分
＊�ところ／情報工房 5階スイン
クホール
＊�内容／10社程度の企業を集め
た会社説明会
＊�定員／200人（先着順）
＊�申込／ 7月15日までに、生涯
現役事務所（マントゥマンア
ニモ㈱内、☎058
－215－5511）へ
※右のＱＲコー

申込ページドから申込可

セカンドキャリア
合同会社説明会

里親個別相談会

　県では、親の病気などによっ
て家庭で暮らせなくなった子ど
もを養育する里親を募ってお
り、次のとおり里親についての
個別相談会を開催します。
＊�とき／① 7月27日、8月24日、
9月28日　いずれも水曜日の
午後 1時～ 4時　②10月15日
（土）　午前10時～午後 4時
＊�ところ／西濃子ども相談セン
ター（禾森町）
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▪�日程など／下表のとおり
▪�定員／各回10組（ 1組 4人ま
で。⑤のみ20人）　※先着順
▪�参加料／ 1 回 1 組1,500円
日程　※各回90分程度 主な体験内容 生産者（所在地）
① 8 ／ 2（火） 10：00～ 鮎の餌やり、掴み取り 鮎料理専門店 十六兆

（十六町）

② 9 ／10（土） 10：00～ ブロッコリーの定植 ㈱西濃パイロット
（中曽根町）12月上旬 ブロッコリーの収穫

③ 9 ／17（土） 10：00～ 菌床しいたけ見学・収穫 三和きのこ（上石津町上）

④ 9 ／17（土） 13：30～ パンジーなどの種の手蒔き 本田元治（静里町）10月中旬 発芽したパンジーなどの定植
⑤ 10／15（土） 10：00～ 蜂の巣見学、はちみつ採取 種田養蜂場㈱（東前）
⑥ 10／22（土） 10：00～ ハウスの見学、苗の定植 ㈱苺一笑（北方町）

⑦ 令和 5 年
1 ／14（土） 10：00～

ユリ球根の定植、ハウスの
見学、ユリ収穫 大角忠彦（浅草）

※②・④は、両日出席できる人のみ参加可、④・⑤は、小学生以上の人を対象

＊�とき／ 7月17日（日）～ 8月28
日（日）　午前 9時～午後 5時
※毎週火曜日、 7月20日、 8
月12日は休館
＊�ところ／郷土館 2階画廊
＊�内容／大垣近郊の歴史や文化
を拓本で紹介
＊�入館料／200円（18歳未満は無料）
＊�問合せ／同館（☎75－1231）へ

＊�対象／市内在住で身体に障が
いを持つ人とその家族

＊�とき／ 7 月12・27日、8 月 2・
17日、9月 6・21日　いずれも
火・水曜日の午後 1時～ 3時

＊ところ／障がい福祉課
＊�内容／身体に障がいを持つ人
の悩みや困りごとについての
ピアカウンセラーによる相談

＊申込／同課（☎47－7298）へ

「ピアカウンセラー」による
身体障がい者相談会郷土館

「郷土の拓本展」

プラネタライブ
♪�対象／小学生以上　
♪�とき／ 9月24日（土）　午後 2時～ 3時（開場：午後 1時30分）
♪�ところ／スイトピアセンターコスモドーム
♪�内容／プラネタリウムの満天の星空などを見ながら、小見山薫
さん＝写真右＝と森江以子さん＝写真左＝によるギ
ターやピアノ、鍵盤ハーモニカの演奏を楽しむ
♪入場料（全自由席）／500円
♪�申込／ 7月 8日から、大垣市文化事業団ＨＰで
申込

�♪問合せ／同事業団（☎84－2000）へ

秋の星空コンサート

市ＨＰで申込。または市民活動推進課で
配布の申込書に必要事項を記入し、同
課（〒503－8601�丸の内 2－29、℻81－
7800）へ
♥�問合せ／同課（☎47－7169）へ

＊�とき／ 7月17日（日）
午後 1時～ 4時
＊�ところ／スイトピア
センター文化ホール

＊�内容／西美濃の日本舞踊諸流
派による舞台公演
＊�備考／要整理券。文化会館 1
階で 1人 1枚まで配布
＊�問合せ／同フェスティバル実
行委員会事務局（文化振興課
内、☎47－8067）へ

＊�問合せ／同センター（☎78－
4838）へ

連携課内、☎81－3341 内線
6174）へ

大垣女子短期大学
▪�とき／7月18日（月・祝）　※
開催時間は大垣女子短期大学
ＨＰを参照

▪��ところ／同短期大学（西之川町）
▪��内容／通常授業の見学
▪��申込／同短期大学ＨＰから申
込

▪��問合せ／同短期大学入試広報
課（☎81－6819）へ

▪�とき／ 8月 6日（土）　①午前
10時～11時30分　②午後 2時
～ 3時30分

▪��ところ／大垣市医師会看護専
門学校（緑園）

▪��内容／学校紹介、個別相談など
▪��持ち物／スリッパ
▪��申込／同校ＨＰから申込
▪��問合せ／同校（☎75－3081）へ

大垣市医師会看護専門学校

大垣市医師会准看護学校
▪�とき／ 8 月 9 日（火）、9 月10
日（土）　午後 2時～ 3時30分

▪��ところ／大垣市医師会准看護
学校（新田町）

▪��内容／学校紹介、個別相談など
▪��持ち物／スリッパ、下足袋
▪��申込／同校ＨＰから申込
▪��問合せ／同校（☎89－5802）へ

ワークショップ美
��対象／小学生以上（小学生は保護者同伴）
��とき／ 8月 7日（日）　午前10時～午後 5時
��ところ／スイトピアセンター創作実習室
��内容／日本画家の長谷川喜久さんらによる、絵の具づくり
から体験する日本画制作で、絵の具
の上から薄い和紙を貼った技法を
使って作品を制作する＝写真＝
�定員／20人（抽選）
��参加料／1,000円

こどものにほんが おとなのにほんが
重ねて表現・和紙と絵具の二重奏！

入試や進路の不安を解消！
オープンキャンパスなど

（保険料・お土産代を含む）
▪�申込／ 7月 1日から、市ＨＰ「電
子申請サービス」から申込
▪�問合せ／農林課（☎47－8624）へ

��申込／ 7月 1～ 7日に、大垣市文化事業団ＨＰで申込
��問合せ／同事業団（☎82－2310）へ
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