
〈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

市 言民 板伝
このコーナーには、市民
団体などの催し・講座・
募集を掲載しています。

＊とき／ 7月26日～10月11日の
火曜日 ＜全 8 回＞ 午後 6 時～
7時

＊ところ／ソフトピアジャパン
センタービル10階会議室 1
＊内容／韓国語の文字の読み書
き、基礎会話を学ぶ
＊定員／12人（先着順）
＊受講料／5,000円（別途テキス

韓国語入門講座

クリスタルボウルと癒しの時間

＊対象／18歳以上の人
＊とき／ 8月11日（木・祝）　①
午後 2時～ 3時　②午後 4時
30分～ 5時30分　
③午後 7時～ 8時
＊ところ／中川地区
センターホール
＊内容／クリスタルボウルとピ
アノの音色に癒されるリラッ
クスヨガと瞑想
＊持ち物／ヨガマット、飲み物
＊定員／各10人（先着順）
＊参加料／各1,000円
＊申込／ 7月15日から、Eメー
ルでＲUSCKO STUDIOSの
ラスコきこさん（e－mail：
ruscko_studios＠yahoo.
co.jp、☎070－1639－6644）へ

＊とき／ 9月18日（日）　午後 1
時30分～ 3時
＊ところ／ソフトピアジャパン
センタービル 1 階セミナー
ホール
＊内容／サン＝サーンス作曲
「動物の謝肉祭」をモチーフ
にしたピアノ＆絵本コンサー
トとリトミック
＊定員／親子50組（先着順・市
内在住の人を優先）
＊参加料／ 1 組500円　※人数
を追加する場合は、1人あた
り大人500円、子ども300円増額

親子で楽しむ音楽絵本「動物の謝肉祭」ミュージックday

「おおがき国際音楽マスタークラス」聴講者募集

＊とき／【器楽部門（ピアノ）】
8 月24日（水）　午後 4時～ 8
時45分　【声楽部門】 8 月26
日（金）　午後 3時～ 7時45分
（各部門 5 レッ
スン）
＊内容／世界的に
活躍する音楽家が、演奏家を
目指す若者にオンラインで指

導する様子を聴講する
＊定員／50枠（先着順）
＊聴講料／個人聴講＝ 2 ,000
円、団体聴講（学校に限る）
＝10,000円　※いずれも 2日
間通し。 1日のみ、 1レッス
ンのみの聴講でも同額
＊申込／ 7月20日から、国際音
楽交流会Musica Con Tutti
の日下部さん（☎090－1470
－8843）へ

＊とき／ 8月11日（木・祝）　午
後 1時30分～ 3時30分

大垣夢ある女性の会 公開講座

＊ところ／スイトピ
アセンター男女共
同参画活動室
＊内容／ＮＰＯ法人
参画プラネット代
表理事の渋谷典子さんと、女
性差別撤廃条約実現アクショ
ン東海共同代表の藤井しのぶ
さんを講師に迎え、「女性差別
撤廃条約からSDGsへ！」と
題した講座
＊申込／大垣夢ある女性の会

の高屋さん（☎090－7691－
0314）へ

遊びの達人と遊ぼう！

＊とき／ 7月22日・29日、 8月
26日　いずれも金曜日の午前
10時～午後 3時
＊ところ／西公園

＊対象／小学生とその保護者
＊とき／ 8月25日（木）　午後 1
時～ 3時
＊ところ／牧田支所1階大会議室
＊内容／中部電力㈱の講師による

親子でソーラーカーを作ろう

＊申込／ 7月15日から、music
Ａの安藤さん（☎76－3343）へ
※同団体事務局ＡＡ（ダブル
エー）ＨＰから申込可

　世界で一流の音楽を楽しむ会
は、ルドヴィート・カンタのコ
ンサートに子どもたちを招待し
ます。
＊対象／高校生以下の人　※小
学生以下は保護者同伴
＊とき／ 8月 6日（土）　午後 2
時～（開場：午後 1時30分）

「あしながチケット」希望者募集

水球体験教室

＊対象／小学 3年生～中学生で
25ｍ以上泳げる人
＊とき／ 7月31日（日）　午前 9
時～11時
＊ところ／大垣東高校プール
＊参加料／500円（保険料込）
＊申込／大垣水球クラブの細野
さん（☎090－2181－1310）へ

＊とき／ 7月29日（金）　午後 5
時30分～ 8時30分
＊ところ／青年の家
＊内容／夏の盆踊り大会に役立
つ踊り（郡上踊りなど）を楽
しく覚える

盆踊り講習会

＊問合せ／大垣市民踊協会の奥
田さん（☎090－4117－3685）
へ

　大垣市青年のつどい協議会が
開催する「第38回水門川万灯流
し」で流す、万灯制作無料キッ
トを配布します。
＊とき／ 7月24日（日）　①午前
10時～正午　②午後2時～4時
＊ところ／①アクアウォーク大
垣（林町）　②イオンモール
大垣（外野）
＊配布数／各250基（先着順）　
※各家庭 3基まで
＊問合せ／第38回水門川万灯流
し実行委員会の田中さん（☎
090－5110－6696）へ

オリジナル万灯を作って水門川へ流そう！

親子で楽しむ理科実験工作教室

＊対象／保育園児～小学生　※
小学 2年生以下は保護者同伴
＊とき／ 7月31日（日）　午後 2
時～ 4時
＊ところ／スイトピアセンター
創作実習室 2
＊内容／食塩や洗濯糊、ホウ砂
を使って、スーパーボールや
スライムを作る

おがっきぃのマーブルクレヨンづくり

＊とき／① 7月30日（土）　② 8
月11日（木・祝）　いずれも午
前10時～午後 4時
＊ところ／①イオンタウン大垣
（三塚町）　②イオンモール大
垣（外野）
＊定員／100人（先着順・当日受付）

＊参加料／100円
＊問合せ／マーブルクレヨン事務
局の渋谷さん（☎84－2325）へ

ママカレcafe

＊対象／母親（親子での参加可）
＊とき／① 7月25日　② 8月29
日　③ 9月26日　いずれも月
曜日の午前10時～正午
＊ところ／川並地区センター
＊内容／ママのためのお話し会
＊定員／各 5人（先着順）
＊参加料／各500円（会員無料）
＊申込／ぎふママカレッジＨＰ
（https://gifumamacollege.
jimdofree.com/）から申込
＊問合せ／ぎふママカレッジ西

濃支部の大西さん（☎050－
5437－8234）へ

＊ところ／スイトピアセンター
文化ホール
＊申込／ 7月20日までに、参加
を希望する方の氏名・学年・
住所・電話番号を同会事務
局（ ℻87－1138、e－mail：
infoconcert＠kiitosgarden.
com）へ
＊問合せ／同会の田中さん（☎
090－8953－3875）へ

ト代2,200円が必要）
＊申込／国際文化交流協会の前
田さん（☎090－6489－2803、
午前11時～午後 4時）へ

＊内容／プレーリーダーとさま
ざまな外遊びをする　※公園
内の集会所で自由に過ごせる
「夏休みの居場所」を同時開設
＊持ち物／飲み物、着替え
＊問合せ／和っとひろば＠西地
区の松村さん（☎090－1471
－8601）へ

＊定員／20人（先着順）
＊参加料／100円
＊申込／ 7月15日から、大垣理
科ラボ・サークルの安福さん
（☎080－2613－0874）へ

タネから学ぶマジック教室

＊とき／ 7月28日～ 8月28日　
毎週木・日曜日 ＜全10回＞ 午
後 1時30分～ 3時30分
＊ところ／総合福祉会館
＊定員／30人（先着順）
＊参加料／200円（資料代）
＊申込／大垣市まち
づくり市民活動支
援センター（☎75
－0394）へ

電気のお話と、ソーラーカー作り
＊定員／20組（抽選）
＊参加料／1,000円
＊申込／7月31日までに、平井
発電所100周年記念事業実行
委員会（牧田支所内、☎47－
2521）へ


