
歩好里人イベント情報が『みんなの掲示板』にリニューアル！イベント情報だけでなく、募集情報、メッセージなども掲載していきます。
情報掲載ご希望の方はこちらからお送りください。  http://hokkorito.j imdo.com【みんなの掲示板】

親子で !

参加
無料

in 文化の森

【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!

2015
Autumn

みのかもに眠るお宝を探せ！！

文化の森の秘宝「記憶の宝珠」を探せ!!
ある日、トレジャーハンターのオフィスに一通の指令（しれ
い）（ミッション）が送られてきた。ハンターにとっては、いつ
も難しいものばかりでうんざりなのだが、今回は・・・？

●日時：平成２７年１０月３日（土）～１０月１８日（日）
　　　  9:00～17:00（受付16:00まで）※10/5（月）、10/13（火）はのぞく
●場所：みのかも文化の森　　●参加費：無料
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時間：9:00～ 17:00（受付は16:00まで）
場所：みのかも文化の森
　　　美濃加茂市蜂屋町上蜂屋3299-1 
料金：入場無料
問合：みのかも文化の森　0574-28-1110
毎回人気の歩好里人トレジャーハンター。
秋は『みのかも文化の森』を舞台に、謎解きが繰り広
げられます。謎の組織 MCM からの指令を、ミッショ
ンクリアなるか！？

時間：10:00～ 16:00
場所：日本昭和村駐車場
　　　美濃加茂市山之上町2292-2
問合：（一社）美濃加茂青年会議所 
　　　0574-26-1996

～食の陣２０１５～ｉｎ日本昭和村
ちいき絆ねっと10/4●日

麺好きな方必見！地域で活躍する元気な飲食店が今年
は「麺料理」で勝負！！是非日本昭和村へ！
ダンスパフォーマンスや軽トラ市、フィナーレには餅投
げも！！当日は日本昭和村入園が半額となります。

トレジャーハンターの諸君（しょくん）
今回のミッションは、みのかも文化の森の 秘宝 「記憶の宝珠」　を探し出しても
らいたい。そのためには、いろいろな場所に行って「謎(なぞ)」を解くことになるだろう。　
冒険(ぼうけん)には1人でも、メンバーを集めてもらってもかまわないが、危険(きけん)もあ
るかもしれない。しかし “MCM”は一切関知(いっさいかんち)しないので、気をつけて任務
(にんむ)にあたってほしい。

まずは、文化の森の  “総合案内”（そうごうあんない）で情報(じょうほう)を入手
(にゅうしゅ)できる。　文化の森スタッフやまわりの人々が、ハンターを助けてくれ
るかもしれないので交渉(こうしょう)してくれ。例によって、クリアできれば報酬
(ほうしゅう)を用意している。　なお秘密(ひみつ)を守るために、この指令(しれい)
を人に見られないようにしてくれ。ミッションの成功を祈っている。    Minokamo　City　Museum

MISSION zero

MISSION FOR MCMIN BUNKANOMORI

10/3●～10/18●
※10/5（月）、10/13（火）はのぞく

日土

謎解き宝探しイベント　
トレジャーハンター

入場無料

時間：10:00～ 14:00
場所：新和建設 恵木の杜　
　　　可児市下恵土2993-1 
問合：新和建設 恵木の杜　080-3025-1459

手しごと雑貨マルシェ vol.3
10/14●水

子育てママによるハンドメイド雑貨のマルシェ。
キッズスペースもあります。

時間：10:00～ 12:00
場所：日本昭和村入り口集合
　　　美濃加茂市山之上町2292-2
問合：歩好里人写真部（木澤）090-3256-4093

11/7●土

歩好里人のカメラマン木澤氏による歩好里人写真部で撮
影会を開催！ご希望の方には、歩好里人写真部常設ギャ
ラリー（ゆめの蔵）での展示もできますよ。

参加無料

プロカメラマン指導付！
歩好里人撮影会

時間：10:00～ 13:00
場所：山之上小学校体育館駐車場 
　　　美濃加茂市山之上町３４９５
問合：山之上連絡所 　0574-25-2739

11/15●日

町民の手づくりのお祭り。バザーや舞台発表など子ども
からお年寄りまで楽しめます。町民以外の方も、是非お
越しください。

入場無料

山之上町民
ふるさとまつりバザー

練習場所：古井小学校体育館
部費：1500円 /月  
練習日：木・土・日曜日
お問合せ担当：吉岡090-8542-2367
（平日は19時以降にお願いします。）

時間：14:00開演 (13:30開場 ) 
場所：タウンホールとみか　大ホール 
　　　加茂郡富加町滝田1555
問合：富加町教育委員会  0574-54-2177

11/28●土

けろちゃんとぽんちゃんが遊びにきてくれる！たのしい
唄と踊りで体が自然と動いちゃう！
入場無料！整理券は10/20（火）より、タウンホールとみ
か・富加町子育て支援センター、　富加町児童センター、
とみか保育園で配布を行います。"

入場無料

ケロポンズ親子コンサート

時間：11:00～ 16:00
場所：タウンホールとみか前なかよし広場  富加町滝田1555
問合：小島一彦　090-3154-2489

11/29●日

今まで半布里を見守っていただいた方々に、感謝の意を
表するイベントです。ど祭りのファイナルチーム数チー
ム、近隣のチーム数チームも集まり、迫力ある踊りを踊
ります。少雨決行です。

半布里15周年記念

時間：10:00～ 15:00
場所：中山道会館 中山道界隈
問合：happy net みのかも

12/5●・６●日土

中山道の観光スポットで観光案内やクイズラリー。中山道
会館では、市内企業のＰＲブースもあります。江戸の衣装
を着たり人力車に乗って、記念撮影などいかがですか？

レキ☆タビ～歴史にふれる１日

時間：9:00～ 16:00
場所：八百津町ファミリーセンター周辺 
　　　加茂郡八百津町八百津３８２７-１
問合：八百津町産業文化祭実行委員会 
　　　0574－43－2111（内線2254）

11/7●土・8●日

今年も人気のジャンボせんべいの実演・無料配布を行い
ます。ステージでは、東濃実業高校吹奏楽部・岐阜聖徳
学園高校和太鼓部が公演。よしもと芸人が八百津の産業
祭を盛り上げます。

第36回
八百津町産業文化祭

時間：10:00～ 15:00
場所：中山道太田宿界隈 
　　　美濃加茂市太田本町3-3-35
問合：美濃加茂市女性起業家支援　
　　　姫biz事務局　090-6469-9981

12/5●土・6●日

御代桜酒蔵開放に合わせて、中山道のモニタリングを目
的とした和装イベントを開催。和装で市場調査にご協力
いただける方、両日先着 50 名様には、当日中山道の協
力店舗で使えるお食事券などをプレゼント！
もちろん、中山道会館でもイベントを同時開催！

中山道和装イベント 華宴Ⅱ

時間：午前の部10:00～ 11:00／
　　　午後の部14:00～ 15:00
場所：ひだまりkitchen Sora-mame
　　　加茂郡八百津町八百津1088-2 
問合：ひだまりkitchen Sora-mame
　　　080-1584-3951

10/ ～18●日

ギターで弾き語る癒し空間お届け人「ザ・バンク」によ
る生ライブ。懐かしいフォークソングの名曲を、生演奏で
お届けします。

ギター弾き語りライブ

時間：12:00～ 15:30（受付11:30）
場所：総合福祉会館すこやかタウン美濃加茂
　　　（新池町3-4-1）
チケット：（前売）：大人3000円、
　　　　　中・高・大学生2000円、
　　　　　小学生・障がいをお持ちの勇者さん1000円
　　　　　（当日プラス500円）
主催：異世代交流・記憶のリレー
お問合せ＆お申込み
nikonikomikann@gmail.com（記憶のリレー佐藤）

10/31●土
どこにでもいるフツーの人たちの
スペシャルな物語

AKIRA LIVE　

時間：10:30～ 14:30
場所：可児市文化創造センター ala 2F
　　　レセプションホール
　　　可児市下恵土３４３３-１３９
問合：090-5879-2986

10/ ～19●月

子連れでも楽しめるハンドメイド 1day shop
毎回人気で、たくさんの子育てママさんで賑わってます。
人気のお店は午前中で売り切れちゃうのでお早めに！"

冬色マーケット
入場無料

時間：10:00～ 12:00
場所：坂祝町中央公民館 加茂郡坂祝町黒岩1260番地の1
参加費：200円
問合：富加町役場  総務課　企画グループ
　　　0574-54-2111(内線172)

10/ ～31●土

パステルアートを楽しみませんか？絵が苦手な方、初めて
の方でも素敵なアートに仕上げることができます。
パステルをパウダー状に削って、指やコットンを使って描
きます。小さなお子さまから大人まで楽しんで描くことが
できます。

ありがとう！を伝えよう
「パステルアート講座」

文化の森の秘宝「記憶の宝珠」を探せ!!

美濃加茂ミニバスケットボールクラブ
女子メンバー大募集!

日時：11/1（日）10:00～ 15:00
場所：中ノ島公園
定員：600名
参加費：1500円
主催：happynetみのかも
後援：美濃加茂市、美濃加茂商工会議所
申込み：http://www.city.minokamo.gifu.
　　　　jp/ajisai/sweetswalk/

SWEETS WALK 2015　
参加者募集！

10/9　ましゅくんへ おたんじょうびおめでとう♪
またあそぼうねー！Yuttyより 
11/15　アキラくんへ   祝結婚12周年☆いつも
支えてくれてありがとう!これからも宜しくね!えりこより 

１０月１日から参加申し込みがスタートします。お一人１５００円の参加費です。中山道をスイーツを食べながら歩いてみませんか？　マーケットも同時開催です。マーケットは申し込みなしで、どなたでも参加していただけます。

１０月１日から参加申し込みがスタートします。お一人１５
００円の参加費です。中山道をスイーツを食べながら歩い
てみませんか？　マーケットも同時開催です。マーケット
は申し込みなしで、どなたでも参加していただけます。


