
イベント情報、仲間募集、フリーメッセージなど､無料で掲載いたします！
こちらから⇒http://hokkorito.j imdo.com/歩好里人に掲載する/みんなの掲示板-無料掲載【みんなの掲示板】

家族で!

参加無料

　　in  ハロウィン

【謎解き宝探しラリー】

謎の組織 MCM からの指令

４コマまんが『源さん』
by みや  きよし

秋は
宝探し!

2016

autumn

みのかもに眠るお宝を探せ！！
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トレジャーハンター諸君To

時間：9:00～ 12:00  場所：中之島公園
問合：happynetみのかも
　　　minokamo.mamanet@yahoo.co.jp

毎月第１日曜日
GREEN MARKET

11月6日には、SWEETS WALK2016も開催！
詳細はハピネットみのかものブログ、ｆｅｃｅ
ｂｏｏｋページをご覧ください
マルシェ出店希望者も随時募集！

入場無料

時間：10～14時 ※ワークショップは12時まで。
場所：農家レストランまんま（白川町黒川柿反上 北黒川公民館）
料金：こんにゃく作り500円（一家族）、
　　　ランチ大人2,000円 ,中学生1,000円 ,小学生500円
問合：tel 090-8865-6049（古田 義巳）
FBページ：“農家レストランまんま”で検索

こんにゃく作りワークショップ
～ランチ、お土産付き～

皆で楽しく作って、美味しいお料理を食べて、お
みやげ貰って、一日楽しみませんか？先着 30 名
まで受付。1人でも安心してご参加ください。

10/13●木11/17●木12/18●日
「山の上トレザイール」

～地方創生マルシェ～
時間：10:00～ 14:00
場所：山の上交流センター
　　　美濃加茂市山之上町3457-1
問合：チームトレザ（伊佐治）
　　　080-1606-3399（15時まで）
毎月開催の美濃加茂市内の人気フリマ　ハン
ドメイド、food、リラクゼーション、ワーク
ショップ盛りだくさんで開催しています。午後
からは、読み聞かせの時間もありますので、
お楽しみに！
  

入場無料

10/29●土10/30●日11/23
中山道ぎふ17宿歩き旅 2016
愛犬と一緒に太田宿散策　
愛犬と歩く古い町並み「中山道太田宿」

第1回 第2回 第3回

時間：10:30～13:00
場所：太田宿中山道会館 美濃加茂市太田本町3-3-31
参加費：3,000円（お弁当付）定員10名
　　　　（最小催行 3人より
問合：愛犬の命を守るフェス実行委員会　田原
　　  090-2613－1212（田原）
        minokamo@love11fes.jp
中山道三大難所のひとつと言われた「太田の渡
し」の雄大な木曽川の流れを眺めながら歩く
お散歩会を楽しんだ後は、古い町並みが残る
中山道太田宿で愛犬を傍らにお弁当を食べま
しょう。あなたの愛犬とともに秋の中山道を満
喫できるプランです。

10/23●日11/27●日
朝市楽座
時間：朝9時～12時
場所：佐久田神社 境内（白川町黒川中切305）
問合：NPOむらざと
～田舎と都会の架け橋～☆
ＮＰＯむらざとhttp://murazato.com
 

入場無料

11/6●日
美濃白川ふるさと祭り

入場無料

日時：第四日曜の朝９～12時雨天決行
　　　年内は10/23(日 )、11/27(日 )
場所：佐久田神社 （白川町黒川中切305）
          県道７０号線
　　　白川福岡線バイパス沿い
問合：NPOむらざと tel 090-8865-6049（古田）

むらざと朝市楽座

～田舎と都会の架け橋～
地元黒川の新鮮有機野菜、手作り品、リサイク
ル品、マクロビランチ、紙芝居、その他イベント
色々。年内最終の11/27（日）は餅まきがありま
す！ぜひ一度遊びにいらしてください。　　　
　　

日時：9時～　
場所：白川町町民会館付近
問合：白川町商工会青年部　
         tel 0574-72-1205
プラズマカーレース、ボルダリング体験、人力車
体験コーナー、豪華景品があたる
ジャンボ抽選会など楽しいイベント盛りだくさん！
ステージでは、佐見歌舞伎やチアダンス。ゲ
スト・レイザーラモン RG、プロレスラー大谷
晋二郎。
みなさまお誘いあわせのうえ是非遊びにきてく
ださい！
前日 11/5( 土 ) には、16 時から「夜音祭」
もありますよ～

11/19●土
同行避難体験フェス
in中山道太田宿

入場無料

日時：10:00 ～ 14:00
場所：太田宿中山道会館 
　　　美濃加茂市太田本町 3-3-31
問合：愛犬の命を守るフェス実行委員会　田原
　　　090-2613－1212（田原）
　　　minokamo@love11fes.jp

愛犬は大切な家族だから少しでも長生きして
ほしい…と誰もが願う事。
健気なこのちいさな命を守るのは飼い主の義
務であり、責任ではないでしょうか？
もしもの時の同行・同伴避難は飼い主さんの
務めです！愛犬とともに同伴避難訓練を体験
してみましょう！
しつけ教室、わんわんマルシェ等、同時開催！！

11/19●土
TERRA SKY 
黒川ウィンター
イルミネーション

テ       ラ             スカイ

入場無料

日時：12/3( 土 ) 点灯式 18時～
　　　1/28（土）消灯式
場所：白川町黒川中之平公民館付近
問合：黒川を照らす会　tel
FBページ：
“黒川ウィンターイルミネーション”で検索

山里にぽっかり浮かび上がる光の島。冬の風
物詩、黒川ウィンターイルミネーション。
サンタのソリに、ワンピースやディズニーキャ
ラなど盛り沢山のモチーフ。1 万灯の光に包
まれる静かな夜…
子どもはモチロン、デートにもおススメです。
毎週末には楽しいイベントもありますよ～

11/20●日
AKIRAライブ&
小形健介
セルフストーリーオペラ
日時：10:00 ～ 14:00
場所：山之上交流センター 
　　　美濃加茂市山之上町 3457-1
料金：3,500円（前売 3,000円）
問合：090-2687-7725( 長尾 )
　　　hime28majokko@gmail.com
　　　minokamo@love11fes.jp
年間 150 本以上のライブをこなし、被災地
や福祉施設などで生きるメッセージを伝えつ
づける『AKIRA』と「13 才の春に末期がん
宣告、手術の後遺症で左半身麻痺、でも人
を笑顔にしたい」という小杉健介による、２
人のがんサバイバーによるライブ

募　集

株式会社三承工業
場　所：美濃加茂市内
問　合：0120-988-696
web：http://yume-house.com
子育て中の空いた時間を利用して、アルバイト
しませんか？1 日２～３時間、週 1 回などでも
OKです！お子様と一緒に働くこともできますよ！

求人

※「日本昭和村入園料
　が別途必要です」

やぁ、トレジャーハンターの諸君！元気にしているかね？
前回の謎解きでは、少し難しすぎるという声が多く聞こえた
が、いかがだったかな？
今回は、特別に謎解きのサービスヒントをプレゼントしよう。
ただし・・・ハロウィンにちなんで、仮装をして参加するのじゃ。
仮装をしている者にのみ、最初の謎のヒントを差し上げよう。
では、みんなの仮装を楽しみにしているぞ！

●日時：平成28年10月30日（日）10時～15時
●スタート：honey babees（美濃加茂市蜂屋町伊瀬７５１－２）
●お問合せ：0574-50-2256

①当日仮装をして、まずはスタート地点に行こう！
②すべての謎を解き明かし、仮装の画像と謎の答
えをメールしよう！
　hokkorito.minokamo@gmail.com
③応募者から抽選でまちあるきのページにある
グルメチケットをプレゼント！

～参加方法～ トレジャーハンター
　　in ハロウィン

10/16●日

時間：10:30 ～ 14:30
場所：2F レセプションホール
        （可児市下恵土 3433-139） 
問合：春色マーケット　090-5879-2986

冬色マーケット

個性豊かなブース揃いのハンドメイドイベント！
キッズスペースやおもちゃのプレゼントも。
一足早く冬色アイテムをゲットしてくださいね。

10/17●月 入場無料

10/23●日11/27●日 入場無料

「山の上トレザイール」

～地方創生マルシェ～
時間：10:00～ 15:00
場所：日本昭和村どんぐり広場
　　　美濃加茂市山之上町2292-1
　　　日本昭和村入場料別途必要です
問合：チームトレザ代表　伊佐治
　　　080-1606-3399（15時まで）
昭和村内で、山の上まちづくり協議会などとの
共同開催イベント　美濃加茂市定住支援協定を
結ぶ市町村の人気クリエーターが集結します！

入場無料10/30●日 日本昭和村入場料
別途必要です

時間：9:00～ 15:00
場所：七宗町体育館周辺 七宗町上麻生 
問合：七宗町役場　企画課 0574-48-2291

お笑い芸人にステージショーや七宗町のゆる
キャラレッキー君とのじゃんけん大会があるよ！
勝ち抜いて景品をゲットしてね！

入場無料10/30●日
おいでよふる里まつり2016

祝水


