
各イベントについての詳細は、
開催者へ直接お問い合わせくださいみのかも近郊イベント情報　

親子で !

参加
無料

in 八百津 !!

【謎解き宝探しラリー】

トレジャーハンタースタッフの見た
不思議な夢とは・・・　
トレジャーハンタースタッフの見た
不思議な夢とは・・・　

４コマまんが『源さん』
by みや  きよし

夏休みに

2015
Summer

時間：19:50～ 20:20
場所：日本昭和村 スワンボート池周辺
問合：日本昭和村　0574-23-0066

昭和村花火大会7/18●土

時間：19:30～ 19:55
場所：坂祝小学校南側の木曽川河川敷
問合：坂祝町商工会　0574-26-7667　

さかほぎ祭り2015 爆裂大花火7/25●土

時間：19:20～ 20:00（祭りは22:00まで）
場所：木曽川緑地ライン公園
問合：おん祭美濃加茂実行委員会　0574-25-2111　

おん祭MINOKAMO2015 夏の陣8/1●土

時間：納涼広場：17:30～  花火大会：19:40～
場所：八百津町役場前特設会場  木曽川河畔（八百津橋付近）
問合：八百津町商工会内　0574－43－0266

蘇水峡川まつり 納涼広場・花火大会8/2●日

時間：20:30～ 21:00( 祭りは17:00～）
場所：クオーレふれあいの里
問合：(株 )美濃白川クオーレの里　0574-72-2462　

清流白川夏まつり8/8●土

時間：19:45～ 20:30
場所：川辺町庁舎前駐車場及び飛騨川
問合：川辺町商工会　0574-53-2327　

第36回川辺おどり・花火大会8/8●土

時間：16:00～ 22:00
場所：東白川村神土　中川原水辺公園
問合：東白川村商工会　0574-78-2275　

東白川村夏まつり8/14●金

時間：20:00～ 21:00
場所：日七宗町体育館・七宗町民運動場
問合：七宗町商工会　0574-48-2080　

いこ舞ひちそう夏まつり・花火大会8/22●土

時間：17:00～ 22:00
場所：富加駅前広場
問合：富加町商工会　0574-54-3900

とみか・駅前夏まつり8/29●土

「イベント情報掲載ご希望の方は、メールにてご連絡ください。hokkorito.event@gmail.com」＊ ＊

人道の丘にちりばめられた謎を解き明かせ!!

「夢からの招待状」
まさ夢なのか？はたまた、ただの夢なのか？
人道の丘の「ひだまりkitchen Sora-mame（そらまめ）」へ行って
１つ目の謎をゲットしよう！人道の丘に隠された８つの謎を解いて年
老いた妖精の正体を明かし、 「人道の丘の秘宝」を手に入れよう！
●日時：平成２７年7月18日（土）～平成２７年8月31日（月）
●スタート：9時～15時まで（ゴール17時まで）
●場所：人道の丘　●参加費：無料
●スタート：ひだまりkitchen　Sora-mame（そらまめ）
　　　　　（八百津町八百津1088-2）

トレジャーハンタースタッフの見た

「・・・　～い　」　「・・・・・」
「・・・・・・お～い・・・・・」
「・・・お～い　おい　おぬし じゃ ! おぬし！」
「わしは人道の丘に棲む年老いた妖精じゃ！守り
神みたいなものかのぉ～　わしはこの丘に訪れる
子供たちの笑顔が大好きで、いつも見守っとるん
じゃ♪

今宵、丘のあちこちに８つの謎を仕掛けた！
すべての謎を解き明かし、わしの正体を見つけ

た者には「人道の丘の秘宝」を授けるぞ、
１つ目の謎は「そらまめ（Sora-mame）」
にあり！
それでは、人道の丘で待ってるぞい～～～～～っ」

ある夜の奇妙な夢の話・・・
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Sora-mame
（そらまめ）

スタート地点

※水曜日を除く

花火•お祭り その他イベント

時間：12:00～会食（受付11:30～）
　　　（対談 12:40～ 13:30）
場所：木の国七宗コミュニティーセンター
講師： 長尾 明子氏（minokamo）
料金：一律 2,500円
問合せ申し込み：0574-48-1114
　　　　　　　　（七宗町教育委員会）

ミノカモレストラン in 七宗
（2015七宗ふるさと資源発見講座）

7/19●日

『minokamo』名義で活動する料理家 長尾明子氏に
よる、七宗で生産できる食材を用いたお料理のご提供。 
また、地元ジビエ肉の料理提案をしていただき試食品
としてお出しいたします。

時間：10:00～ 15:00
場所：そばの里深萱ふーど
問合：そばの里深萱ふーど　0574-23-0291

ミツバチたちのソバの花畑
コンサート＆マルシェ

9/21●月

女性デュオはちみつによるコンサートの他、オカリナ演奏
会、チャリティーそば会、雑貨販売など、ファミリーで楽
しめるマルシェです。

時間：16:00～ 19:30
場所：木曾川緑地ライン公園
問合：六調会

千の灯篭流し8/15●土

灯籠作り教室、竹細工を使った流しそうめん、竹キャン
ドル教室などのワークショップもあります！

時間：19:00～
場所：人道の丘公園シンボルモニュメント
（雨天は八百津町ファミリーセンター大ホール）
チケット：500円
問合：八百津町役場教育課生涯学習係
　　　0574－43－0390
夜空にまたたく星空の下、かがり火の炎に照らされなが
ら奏でる哀愁の調べ・・・激しく、時に消え入るような撥（ば
ち）さばき・・・まるで宇宙を感じるかのような幻想的
な演奏会となっています。

筑前琵琶演奏会9/5●土

時間：10:00～
場所：八百津町・潮南マレットゴルフ場（駐車場あり）
問合：潮南マレットゴルフクラブ0574（42）1030

マレットゴルフ・
初心者講習会

9/27●日

年齢問わず楽しめるマレットゴルフ。初心者のための講習
会を開催します！

時間：10:00～ 15:00
場所：大仙寺（八百津町八百津4345-1）
問合：月曜マルシェ　090-2778-0140（柴山）

禅寺マルシェ
in 大仙寺

7/20●月

心のこもった美味しいモノと手づくりのモノ、素敵なお店
があなたをお待ちしております。

時間：18:00～
場所：人道の丘公園交流広場　野外ステージ
（雨天は八百津町ファミリーセンター大ホール）
問合：八百津町役場産業課　0574－43－2111

星空コンサート8/1●土

満天の星空と緑の芝生、夜風と共に歌声が響く、素敵な
コンサートを満喫してください。平成 27 年度の出演アー
ティストは、「夏川りみ」さんの予定です。
　混雑しますので自家用車でのご来場はご遠慮ください。
　会場へは無料シャトルバスをご利用ください（コーポ
やおつ前⇔会場 午後５時～終了まで随時）。

時間：13:00～
場所：八百津町B&G海洋センター艇庫　周辺
問合：八百津町役場教育課スポーツ振興係
　　　0574－43－0390

蘇水サマーフェスタ8/2●日

八百津町 B&G 海洋センター主催のマリンスポーツのお
祭り。　カッターボート・ドラゴンカヌーレースの他、誰
でも無料で、カヌー・ヨット・バナナボート等の試乗会
に参加できます（種目によっては年齢・身長制限あり）。
　※レースへの参加は、八百津町在住・在勤者に限ります。

時間：午前10:00～（オープン：9:00）　
場所：蘇水公園（八百津町）、日本昭和村（美濃加茂市）
チケット：前売：2，800円　当日：3，500円　
　　　　※八百津町民は蘇水公園会場入場無料
問合：RAINBOW CHILD 2020 実行委員会
　　　052-934-1999

「RAINBOW CHILD
 2020」野外フェスティバル
8/8●土

八百津町の蘇水公園と、美濃加茂市の日本昭和村の 2 会
場にて、おとなもこどもも命踊らせる音楽祭「RAINBOW 
CHILD 2020」を開催。
　蘇水公園会場には、３箇所の LIVE ステージを設置、 各
種テントやブースではご家族で参加・楽しめるワークショッ
プ、飲食・雑貨などさまざまな出店もあります。
木曽川では、マリンスポーツ無料体験や、フライボード・マ
リンジェットフリースタイルのショーを楽しむことができます

入場無料

無料

無料

無料

場所：中山道会館  問合：歩好里人写真部

歩好里人写真部個展8/ ～11●火
歩好里人のカメラマンによる個展です。カメラ好きの方、
お気軽にご参加ください。

無料

時間：10:00～ 14:30
場所：美濃加茂市山之上交流センタ一
問合："mison de colline 080-1606-3399
　　　 isj2014@docomo.ne.jp"

colline marche
フリーマーケット

8/23●日

毎月楽しみにしているリピーターがたくさんいるマルシェ
です。クオリティーの高いハンドメイド雑貨や、スイーツ、
パン屋さんなどお子様と一緒に楽しめます。
出店募集中！(出店料￥1000)

入場無料

コリーヌ　マルシェ

「歩」「好」「里」「人」…
四つの文字から、あなたは何を思い浮かべますか？
みのかもに住んでいる、働いている、関わっているなど
この地域に根ざして暮らしている人々のことを
私たちは「歩好里人（ほっこりと）」と名付けました。
編集室のスタッフ全員、みのかもに縁あって来た女性たち。
この地で出会い、つながり、誕生したフリーペーパーです。
里を歩き、そこに暮らすヒト、受け継がれてきたコト、
生み出されるモノをより深く知り、多くの人へ発信したい。
すでにある点と点をつないで、新たな何かが生まれる
きっかけのひとつになりたい。
そんな願いを込めて、紙面づくりに取り組んでいます。

歩好里人は、H25、H26、H27年度みのかも定住自立圏つながる事業の
補助金を受けて活動しています。自立に向けて、更なる活動をつなげます！

歩好里人、
ほっこりと
活動中。

ながる事業継続中！

人気のトレジャーハンター第4弾！みのかもの街中に
謎が隠されてる！謎を解いて、お宝ゲットなるか！？

つ

好里人応援団・協賛会員募集中歩

解き宝探し！トレジャーハンター実施中

歩好里人を直接ご自宅、事業所にお届けします！その他、各種特典をご用意！

謎

facebookページで最新情報をチェック！ ▶▶▶ https://www.facebook.com/hokkorito いいね！詳しくはホームページで h t t p : / / h o k k o r i t o . j i mdo . c om /

一般社団法人  日本少子化対策ネットワーク内
歩好里人 （ほっこりと） 編集室

〒505-0006　岐阜県美濃加茂市蜂屋町伊瀬伏木751-2　
TEL & FAX：0574-50-2256
URL：http://hokkorito.jimdo.com/　
E-mail：hokkorito.minokamo@gmail.com
スタッフ／安藤摩里、棚橋祐喜子、春田文子、薫田幸子
撮 　影／木澤良司（木沢写真事務所）、植村由美子


