
全国大会出場

11月22日～23日、福井県で開催された「第１５回全国ブ
ロック選抜U－１２体操競技選手権大会」に出場しました。

丸山　迦温（田）
10月28日～31日、東京都で開催された「第９６回日本
選手権水泳競技大会」に出場しました。

安田　康太郎（西座倉）、水野　元貴（川西）

体操競技 水球競技

【敬称略】

神戸ソフトボール
教室開催のお知らせ

第４４回 新春ジョギング・
マラソン大会 中止のお知らせ

主　催　町ソフトボール協会、
　　　　岐阜協立大学女子ソフトボール部
開催日　１２月１２日（土）※雨天延期の場合１３日（日）
場　所　ごうど中央スポーツ公園多目的グラウンド
　　　　※13日（日）雨天の場合、岐阜協立大学第2体育館
時　間　小学生及び中学生　
　　　　9：00～15：00（参加時間は自由）
参加無料！ 初心者・未経験者でもOK!詳細やご不明
な点があれば、下記までお問い合わせください。
岐阜協立大学女子ソフトボール部（代表 葛島）

　090-9220-4485

生涯学習課　　27-0182

今月の家庭の日は

家族みんなで、1年を振り返りましょう。

12月20日（日）

期　日　令和３年１月２４日（日）
ご理解いただきますようよろしくお願いします。

2020.12 162020.1217

町立図書館　　27-9866

おはなし会・絵本を楽しむ会
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止します。

年末年始感謝週間のお知らせ

展示室のご案内
「北小学校作品展」　
～12月24日（木）

郷土資料　
「ほとけはほどけ もう迷わない“あるがまま”の生き方」
竹中 悟／著　幻冬舎　Ｌ188タ

「自分で作るねこの家具とイン
テリア」
成美堂出版編集部／編　592ジ
　ソファ、囲いつきベッド、爪とぎ
台、ダンボールドーム、リボンのね
こじゃらしなど。シンプルテイスト
のインテリアにもばっちりなじむ､
洗練されたねこの家具をDIYする
方法を紹介します。

◯貸出冊数アップ
　（１人１５冊まで）
　12月15日（火）～
◯本の福袋（25セット・先着順）
　12月19日（土）～
　ほか来館プレゼントもあります。
　ぜひ来てください。

昨年展示作品▶

◆「かんがるー広場」のご案内
　未就園児の遊び場提供、保護者間の仲間づくりや情報交換、保育士等
による育児相談などを行っています。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、体調の悪い方は、参加をお控えください。
日　時　12月18日（金）
　　　　９：３０～１１：００

場　所　神戸幼児園
対　象　幼児園に入る前のお子さまと家族の方

【コロナウイルス感染症対策のため、当面の間変更を致します】
開 館 時 間　  9：30～11：30、13：00～15：00
休   館   日　  日曜日、月曜日、祝日（月曜日にあたる時は、その翌日）、年末年始
利用対象者　  神戸町在住の未就学児とその保護者（祖父母可）
場　　　所  　神戸町子育て支援センター「おひさま」（ふれあいセンター2階）
　 　 27-8866 （ふれあいセンター共通）

「子育て巡回相談」
10:30～11:30
（バスタオル持参）

「子育て巡回相談」
10:30～11:30
（バスタオル持参）

ちっちゃいものクラブ
10:00～11:30
ポストカード作り
「リンゴケーキ」

「子育て巡回相談」
10:30～11:30
（バスタオル持参）

「子育て巡回相談」
10:30～11:30
（バスタオル持参）

「葉っぱおばさん」
10:30～11:30

◎「わくわく広場」
10:00～11:00
【クリスマスツリーを作ろう】

●★「おやこひろばリトルスター」
10:00～11:30  
【クリスマスコンサート】
参加費100円 定員10組 

「おたんじょう会」
10:00～11:00
ふれあいタイム
バースデーカード作りなど

「にこにこ広場」
10:00～11:30
(親子あそびなど)
季節のカード作り
(クリスマス)

（休館日）（休館日）

●子育て支援「ほっと」
10:00～11:30　
【育てにくい子には
ワケがある】
講師:西鶴園弥生先生
※個別相談 定員:3組
　

●子育て支援「ほっと」
10:00～11:30　
「お正月飾りを作ってみよう」
 (わくわくセミナー)
    参加費:無料
　定員:10組
　
●子育て支援「ほっと」
【お楽しみ会】
10:00～11:30
参加費:無料
定員:10組

子育て支援「ほっと」
10:00～11:30
木のおもちゃなど

（休館日）（休館日）

（休館日）（休館日）

（休館日）（休館日） （休館日） （休館日）
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※●印がある行事は、参加人数に限りがありますので、事前に申し込みが必要です。
※★印がある行事は、参加費が必要です。 育児相談は随時行っています。

お気軽にご相談ください。

12月の

納税と公共料金の納付は、
便利で安心できる口座振替
での納付をお勧めします。

12月25日（金）

12月

今月の振替日

27‐7774

開館時間：9：00～21：00
（入浴 11：00～21：00）

1日、8日、15日、２2日、２9日、31日
12月の休館日

「介護相談窓口」のご案内

「ローズカフェ」（認知症カフェ）

※ローズカフェのお問い合わせは地域包括

　 支援センター（27-1158）まで

【11ch】

◆髙野さんとマンゴーの日々　  1日（火）15：00 他

◆大垣ケーブルテレビ杯 U12・U11 サッカー大会 決勝戦

　 19日（土）15：00 他

◆水の都おおがき 水嶺湖音楽祭2020

　 ・室内楽 5日（土）18：00　・合唱 12日（土）18：00　・ジャズ 19日（土）18：00 他

◆岐阜県高校演劇 西濃地区秋季合同公演　 3日（木）18：00 他

【12ch】

◆記憶に残る、ありがとう〜大垣市立東中学校吹奏楽部〜

　 14日（月）～18日（金）18：30 他

◆デイリーUP特別番組　playback2020 お仕事の流儀　 28日（月）8：00 他

●地域情報 デイリーUP

　 月～金 18：00 毎日更新（1時間おきに再放送）

　 土・日 18：00 他（5日分まとめて再放送）

●園児が主役 げんきはなまる

　 月～金 18：15 土・日 19：00 他　 ・21日（月）～　南平野幼児園 もみじ組

●がんばる子どもたちを応援 いくぜ！スポ少

　 池田町ソフトテニス少年団が登場。　 7日（月）～11日（金）18：30 他

●笑いあり感動あり 里見まさとのご町内探訪　 21日（月）～25日（金）18：30 他

※12/28～1/3は特別編成期間です。特別番組・レギュラー番組の総集編を放送します。

※番組は予告なく変更・休止になる場合があります。

固定資産税（3期）
国民健康保険税（7期）
後期高齢者医療保険料（6期）
水道料金（隔月）
下水道使用料（隔月）
町営住宅使用料
保育料
給食費負担金
放課後児童クラブ

日　時：毎週木曜日（祝日は除く）

　　　 　 13：30～16：00

0120-301-248

日　 時：１2月２4日(木)　

　　　　　　13：30～15：00

場　 所：介護予防施設「ばらの里」創作室

参加費：100円（別途「ばらの里」入館料　

　　　　　　　　　　  が必要です。）

12月の休館日　7日（月）、14日（月）、21日（月）、25日（金）〈年末年始12/28～1/4〉

※9日〜14日は工事のため浴室のみ休館

となります。この期間の開館時間は9：

00〜17：00となります。


