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「夢のある明るい学校づくり」
～関市学校教育夢プラン～

　子どもたちは誰でも無限の可能性と夢をもっており、その可能性を引き出し、夢を一緒に育
てていくことは学校教育の大切な役割です。
　関市の各小中学校と教育委員会では、「夢のある明るい学校」を合言葉に、「次世代リー
ダーの育成」、「人権教育・安全教育の推進」、「ふるさと教育の充実」、「確かな学力の定
着」、「個に応じた教育の推進」、「教職員の専門性向上」の6本の柱からなる、「関市学校
教育夢プラン」を展開しています。
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科学的好奇心を発揮！１

アメリカでの経験は大きな糧に

優勝チーム「紅のリトマス紙」（小金田中３年）

準優勝チーム「チームKARA」（下有知中３年）

（服部空さん、八木菜月さん、田原晃成君）

（山田圭吾君、野口洋斗君、長谷川翔平君）

　将来の科学者や技術者の育成、「ものづくりのまち関市」
の伝統を引き継ぐ人材の育成を図ろうと、理科・数学の課題
に挑戦し、その発想力を競います。
　第１回目となる今回、23組69人が、お互い知恵を出し合
い、記述問題と工作に取り組みました。

初開催！
～中学生理科数学コンテスト（８月５日）～

広報せき 2014.10.1

照会先 学校教育課　☎23-7719

数学や理科の得意な仲間同士、声をかけあって
出ました。学校では習わないような問題が出題さ
れ、新鮮な感じがしました。特に工作課題は、3人
で一緒に考えながら作っていくことが、本当に楽し
かったです。将来は科学研究に携わることができ
たらいいですね。

理科と数学が好きなクラス仲間でエントリーしま
した。計算して理論的に答えを導けるから数学は
おもしろいですし、理科の実験も好きです。
やはり、将来は理系に進みたいです。自分の好きな
研究や仕事ができればうれしいです。



「夢のある明るい学校づくり」
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アメリカでの経験は大きな糧に2

横地　康成君

（上之保中３年）

　豊かな国際感覚と広い視野を併せもち、将来リーダーとしてさまざまな分野で活躍できる人材
を育成するために、中学生をアメリカ合衆国（ワシントンDC、ニューヨーク市）へ派遣します。

食事や建物、学校生
活など、いろんな面で
文化の違いを感じま
した。研修では「自分
から～ 伝える・つな
げる」をテーマに取り
組みました。これから
も、自分から発信して
いくことを大切にして
いきたいです。

いちばん印象に残っ
たのはアメリカ人のフ
レンドリーな態度で
す。将来は教師を目指
しています。英語も含
めて国際的なコミュ
ニケーション能力を
ぜひ身につけたいで
す。

朝田裕菜さん（洞戸中）　 飯野有沙さん（桜ヶ丘中）

河合啓太君（富野中）　　野口洋斗君（小金田中）

藤村雛さん（緑ヶ丘中）　 古田真菜さん（下有知中）

松田莉奈さん（緑ヶ丘中） 横地康成君（上之保中）

☆平成26年度派遣メンバー

第２回
～中学生海外研修（８月２０日～２９日）～

アレキサンドリア市庁舎前（ホームステイ先）

ロングフェローミドルスクール

ワシントンDC市庁舎訪問

広報せき 2014.10.1

飯野　有沙さん

（桜ヶ丘中３年）



学校教育夢プラン
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～ファミリー読書発表会（８月２７日）～

3

　学校や家庭での読書活動を推進している「読書
のまち関市」において、実際に各家庭での取り組
みを紹介する場が、「ファミリー読書発表会」で
す。この試みは「関市まちづくり市民会議」からの
政策提案「親子読書コンクール」をもとに企画さ
れました。

安田さん親子（下白金）

（詩菜さん、朝陽君、ゆかさん）

加藤さん親子（上之保）

（亜侑さん、千尋さん）

発表会で、同じ取り組みをしている方々と知り
合えてよかったです。
家では、「読む人、感想を述べる人、内容を振
り返る人」という役割分担して同じ本を読む、
「リテラチャーサークル」という方法を実践し
ています。子どもたちも、より集中して読んでく
れますよ。

家では、気楽に読書をするように心がけていま
す。読みたい時に読みたい場所で読む。そうす
ることで、日常生活に溶け込んだ読書習慣が
でき、祖母から孫まで、家族いっしょの時間が
増えました。
読書を通した交流の場がもっと増えるといいで
すね。

①平田久美子さん（田原小）

「読字困難がある子どもとの読書

　～読み聞かせを通して読書力を育てる～」

　読字障がいの子の文字の「見え方」の特性を

理解する。読み手も楽しんで読み聞かせを。

～５組の皆さんから
　　こんな発表がありました～

「読書のまち」の原点は家庭

③安田ゆかさん、朝陽君（金竜小）、詩菜さん（小金田中）

「わが家の親子読書

　～読書会コーディネータ養成講習を生かして～」

　家族で役割分担（段落屋、質問屋、思い出し屋）する

読書方法で、本をより深く読み、楽しむ。

④加藤千尋さん、亜侑さん（上之保小）

「家族読書は、家族とのふれあい・絆をはぐくむ時間」

　読書によって家族が集い共に過ごす時間が増えた。

⑤勝川美由紀教諭（瀬尻小）

「瀬尻小学校の図書館教育

　～平成24・25年度の実践をふまえて～」

　全校一斉朝読書、国語の授業での並行読書の取り組

み。読み聞かせシアター、ブックトークの開催。

②平田智恵子さん、帆乃香さん（下有知小）

「親子で食育～調べ学習で図書館活用～」

　学校図書館の食育コーナーで本選び。親子

でレシピ本を読んで、楽しく調理。実践したこ

とはプリントまとめ。

初開催！

広報せき 2014.10.1



「夢のある明るい学校づくり」
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　将来の関市を担う子どもたちに、
各種の研修を通して、志をもって行
動する意欲を高め、リーダーとして
の資質の向上を図ります。

★「関市版寺子屋事業」「小学校鵜飼観覧」「古式日本刀鍛錬見学」「せき百景子ども俳句百選」など
　　・・・自分が住むまち関市への愛着と誇りを育てます。
★「学力向上作戦」「中学生英語スピーチコンテスト」など
　　・・・将来にわたって基礎学力となる小中学生の学力向上を目指します。
★「わかあゆ講師の配置」「特別支援教育アシスタント・心の相談員の配置」「教育相談の実施」など
　　・・・子どもたちの学校生活をサポートします。
★「いじめゼロ～マイサポーター制度」「児童生徒健全育成手帳の作成」「心肺蘇生法研修の実施」など
　　・・・人権教育・安全教育の充実を図ります。
★「トワイライトカレッジアクティブセミナー」、「指導力アップ特別研修」など
　　・・・学校の先生の資質向上を図ります。

『夢のある明るい学校』を目指し、子どもたちの将来のために・・・
　学校教育夢プランで全力サポートします！！

「夢プラン」にはこの他にも・・・

生徒会の役員をしていることもあり、この研修会に
は関心がありました。グループワークの班長でした
が、周りのサポートもあり、恵まれました。
片桐先生（中部学院大短期大学部学長）の「絶望が
あっても、リーダーは夢や希望をもって」という話が、
とても印象に残りました。

３日間、充実した内容であっという間でした。グルー
プは他の学校の子ばかりでしたが、発表会に向けて
団結し、だんだん仲間意識が生まれた気がします。
研修会を受けてみて、リーダーは周りのメンバーに
気配りができ、その上で導いていけるような決断力
が必要だと思いました。

井口　大輝君（緑ヶ丘中２年）

石垣　和加菜さん（富野中２年）

未来のリーダーは君だ！！

　生徒たちは講演を聞いたり、企業
経営者の方々と交流することで刺
激を受けました。また、まちづくりを
テーマとした発表会では、中学生ら
しいユニークな提案がありました。
　今回、姉妹都市の富山県氷見市
や交流のある宮城県東松島市から
の生徒も参加し、県を超えて交流を
深めました。

～２１世紀中学生リーダー養成研修会（８月２０日～２２日）～
第２回

広報せき 2014.10.1
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　１０月１１日（土）、１２日（日）に刃物のまち関市の一大イベ

ント「第47回刃物まつり」が盛大に開催されます。

　今年は合併10周年を記念して金曜日の夜に「刃物まつり前夜祭」

を開催します。関市役所前の広場にて「音と映像と食」を存分にお

楽しみください。

　刃物まつり当日は、本町通りを中心にイベントが多く開催されま

す。皆さま多数ご来場いただくとともに、おもてなしの心で市外か

らのお客さんにも関市の素晴らしさをＰＲしてください。

※イベントおよびショーの内容は変更になる場合があります。

関市内の飲食店による

「関のお弁当」を販売。

ご飯はJAめぐみの提供の地元米。

10:00~17:00

◆照会先　関市刃物まつり実行委員会　☎22-3131（代表） 刃物まつり　関市 検 索



路線 休止バス停 路線 休止バス停
岐阜関線 本町5丁目〜平賀町 買い物循環線 安桜山公園前〜平賀町
高速名古屋線 安桜山公園前、吉田町、仲町 関上之保線 西木戸〜平賀町
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11日・12日の両日、本町通りを運行する路線バスは本郷通りへ、終日迂回運転となりますのでご注意ください。

主
催
イ
ベ
ン
ト

後
援
イ
ベ
ン
ト

イベント名 会　　場 11日　時間 12日　時間
1 刃物大廉売市（４５店舗） 本町通り（約１ｋｍ） 10:00～17:00 10:00～17:00

2 関アウトドアズナイフショー アピセ関 10:00～17:00 9:00～16:00

3 古式日本刀鍛錬　実演 関鍛冶伝承館

※入館・観覧料は無料です

10:30～、13:30～、15:00～ 10:30～、13:30～、15:00～

4 刀剣研磨外装技術　実演 11:00～、14:00～、15:30～ 11:00～、14:00～、15:30～

5 現代新作刀剣展 9:00～16:00 9:00～16:00

6 関伝日本刀鍛錬技術保存会 刀匠部会作品展 本町通り（店舗：山麓） 10:00～17:00 10:00～17:00

7 包丁研ぎコーナー（受付時間）
刃物会館

9:00～15:00 9:00～15:00

8 リンゴの皮むき大会（各日限定100個） 12:00～15:00 12:00～15:00

9 市民ふれあいブース 本町通り（本町1丁目）、千年町通り 10:00～17:00 10:00～17:00

10 ステージイベント ステージ（本町2丁目交差点） 10:00～16:00 10:00～16:00

11 刃物まつり奉告祭 春日神社 9:00～9:30

12 じゃんけん大会 ステージ（本町2丁目交差点） 各日数回（1回15分） 各日数回（1回15分）

13 お楽しみ抽選会 本町通り（本町2丁目交差点） 10:00～17:00 10:00～17:00

イベント名 会　　場 11日　時間 12日　時間
1 国指定重要文化財 能面・能装束一般公開 春日神社社務所 10:00～15:00

2 県指定重要文化財「浦嶋山車」一般公開 千年町1丁目 10:30～14:30

3 はもけん（刃物検定） 本町通り 10:00～17:00 10:00～17:00

4 “刃物を正しく使おう運動”鉛筆削り体験 本町通り 10:00～17:00 10:00～17:00

5 昔の遊びで遊ぼまぇ 本町通り 10:00～17:00 10:00～17:00

6 ふれあい献血（献血推進キャンペーン） 本町通り 10:00～16:00

7 献血推進活動 本町通り 10:00～16:00

8 武道演武祭（戸山流居合道美濃羽会） フェザー駐車場（南側） 11:00～15:00

9 戸山流居合道（戸山流孫六剣友会） フェザー駐車場（南側） 12:00～16:00

10 わくわくミュージアム広場 フェザー安全剃刀㈱日ノ出工場 9:30～16:00 9:30～16:00

11 食べ物横丁 フェザー駐車場（北側） 10:30～16:00 10:30～16:00

12 盆栽銘品展 関市文化会館１Ｆホワイエ 10:00～17:00 10:00～16:00

13 謡曲大会 関市文化会館大ホール 10:00～16:00

14 剣道大会 関市総合体育館 9:30～17:00

15 近県弓道大会 関市弓道場 9:00～17:00

16 ご当地＆関うまいもの祭 関市役所市民広場・芝生広場 10:00～17:00 10:00～17:00

17 なんでも市 関商工会議所「本町ひろば」 10:00～17:00 10:00～17:00

18 ハモミリヲ・メタルアートコンテスト 関商工会議所 大会議室 10:00～16:00 10:00～16:00

19 関市ラグビーフェスティバル グリーンフィールド 9:00～15:00 9:00～15:00

　当日は、次のとおり車両通行止めになります。
日時　10月11日(土 )午前8時～12日(日 )
午後10時
区間　▷本町通り(本町1丁目交差点～本町
8丁目交差点 )　▷山ノ手通り(わかくさトンネ
ル～安桜山トンネル )　▷わかくさトンネル南
進 ( 片側通行止 )　※詳しくは、左記の会場案
内図をご覧ください。
臨時駐車場をご利用ください
　刃物まつりの期間中は、次の臨時駐車場
をご利用ください。
▷市役所、中濃公設地方卸売市場、テクノ
ハイランドグラウンド、片倉グラウンド(晴
天時のみ )など　※本町通り付近は、駐車
場待ちや路上駐車の車両が多く、交通渋滞
の原因となっています。自動車の方は、臨時
駐車場をご利用ください。
無料シャトルバスが便利です
　市役所・中濃公設地方卸売市場・テクノ
ハイランドグラウンドと、本町通りの大廉
売市会場を結ぶ無料シャトルバスを運行しま
す。ご利用ください。

刃物まつり期間中は
交通規制にご協力ください

本
部

ス
テ
ー
ジ

関市役所ご当地＆
関うまいもの祭

テクノハイランド
グラウンド

シャトルバス運行路

関市役所・中濃公設地方卸売市場駐車場から大廉売市会場への無料
シャトルバスを運行します。

関シティ
ターミナル



講座
番号 講座名 内容 講師名 定

員
開講
時間 開講日（回数） 開講場所 費用

1 飾り巻き寿司
教室

見て楽しい！食べておいし
い！季節のイベントや動物な
どの飾り巻き寿司を作りま
す。

飾り巻き寿司
ﾏｽﾀｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

苅
かり

谷
や

　里
さと

美
み

20
13：30

〜

15：30

11/28、
12/5・19の
金曜日（3回）

中央公民館 1回あたり
1,000円

2
ベビーマッサージ
※妊婦の方でもＯＫ！
お人形をお貸しします

肌と肌が直接触れ合い、癒
す事で癒される。最高のス
キンシップを体験してみま
せんか？

ＲＴＡ認定講師

小
お

山
やま

　美
み

幸
ゆき 10

10：00

〜

11：00

11/5・19、
12/3・17の
水曜日（4回）

中央公民館 −

3 パステルアート
教室

パステルを削り指で描きま
す。年齢を問わず絵の苦手
な方でも素敵なアートが完
成します。

ﾊﾟｽﾃﾙﾄﾞﾘｰﾐﾝｸﾞｱｰﾄ
協会ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

林
はやし

　夕
ゆう

子
こ

10
14：00

〜

15：30

11/9・16、
12/7・14・21の
日曜日（5回）

中央公民館 1回あたり
500円

4 懐かしの昭和歌
謡を歌おう

昭和が遠くなりつつあります。
若い頃に流行った歌謡曲をみ
んなで楽しく歌いませんか。

ギタリスト
生涯学習ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

中
なか

島
しま

　良
よし

晴
はる

20
13：30

〜

15：00

11/12・26、
12/10・24の
水曜日（4回）

中央公民館 全回数で
200円

5 美文字講座
（ペン習字）

親しい方に自筆の年賀状を
書いてみませんか。楽しく
ゆっくり字を書いてみましょ
う。

大書心会　師範

伊
い

藤
とう

　梅
ばい

香
こう 20

10：00

〜

12：00

10/31、
11/7・14、
12/5・12・19の
金曜日（6回）

中央公民館 −

★中央公民館受付 （わかくさ・プラザ「学習情報館」） ☎23-7776

生涯学習ときめきコース

平成26年度秋から冬の成人学校講座 受 講

受講のご案内

講座案内

生 募 集

■対　　象

■受 講 料

■申込方法

■申 込 先

■締め切り

■抽　　選

■結果通知

■そ の 他

■受講料の納付

■手続きの期間

市内在住または在勤の15歳以上の方で、原則全回数受講できる方

※成人学校は入門講座です。初心者の方を歓迎します。

1科目520円（ただしテキスト・材料費などは各自別途負担）

※申込後の取り消しや長期欠席などによる受講料の返金はできません。

はがきに必要事項（講座番号、講座名、郵便番号、住所、氏名、性別、年齢、電話番号）を記入して郵送する

か、中央公民館備え付けのはがきに記入して応募してください。

1講座につきはがき1枚の応募とします。各会場に直接申込をされる場合は、所定の申込用紙が用意してあり

ますのでご利用ください。電話での応募はできません。

※月曜日（休日を除く）は休館日（中央公民館、武儀生涯学習センター）

講座案内を参照　※講座により申込場所が異なりますので、ご注意ください。

▽中央公民館（わかくさ・プラザ 学習情報館　〒501-3802 関市若草通2-1

▽武儀地域教育事務所　　　　　　　　　  〒501-3511  関市中之保5696-1

▽武儀生涯学習センター　　　　　　　　　〒501-3501 関市富之保2001-1

10月14日(火）必着

応募多数の場合は、抽選を行い受講者を決定します。

応募された講座の抽選結果は、全員の方にはがきでお知らせします。

※当選は本人のみ有効で権利の譲渡はできません。

応募が少数の場合、その講座を中止することがあります。

受講が決定した方は、各応募受付会場にて講座受講料（1講座520円）を納めてください。

その際、講座の計画書、受講上の注意などの書類をお渡しします。

１０月下旬　午前9時～午後5時　※詳しくは受講決定はがきにてお知らせします。

※期間中に手続きをされませんと、受講の決定が取り消されますのでご注意ください。
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講座
番号 講座名 内容 講師名 定

員
開講
時間 開講日（回数） 開講場所 費用

10 布で作る
干支飾り

手作りの干支で新年の準備
を。布で作る素敵な飾りで
す。

日
ひ

比
び

野
の

　信
のぶ

子
こ

15
9：30

〜

12：30

10/25、
11/8・15の
土曜日（3回）

武儀
生涯学習
センター

全回数で
1,500円

11 簡単な着付け
新 年を着 物で 迎えません
か？基本を覚えたら後は個
性でアレンジして！

京都近代着装

丹
に

羽
わ

　多
た

記
き

枝
え 10

19：30

〜

20：30

11/11・18
12/2・9・16・23の
火曜日（6回）

武儀
生涯学習
センター

−

講座
番号 講座名 内容 講師名 定

員
開講
時間 開講日（回数） 開講場所 費用

6 パッチワーク
パッチワークのポーチや季
節の飾り物など毎回１品を
作り上げます。

日本手芸普及協会
公認指導員

大
おお

谷
たに

　容
よう

子
こ

20
10：00

〜

12：00

11/12・26、12/10・
24、1/14・28の
水曜日（6回）

中央公民館
１回当たり
300円〜
1,000円

7 木彫りに挑戦！

木の温もりを楽しみながら
彫刻刀で図案を彫ります。ど
なたでも簡単にできる木彫
です。

木彫グループ萌（もえ）
朝日ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ講師

金
かね

城
しろ

　淑
よし

子
こ

20
13：30

〜

15：30

11/6・13・20・27、
12/4・11の
木曜日（6回）

中央公民館
全回数で
2,000〜
2,500円

8 プロに学ぶ
体ほぐし

筋肉に硬い所はリンパや血
液の流れが悪くなって老化
のもと。体ほぐして若返り！

鍼灸、あんまマッ
サージ指圧師

井
い

島
しま

　公
きみ

子
こ

30
19：00

〜

21：00

11/4・11・18・25、
12/2・9・16の
火曜日（7回）

総合福祉
会館 −

9
「平家物語」
伝説を残した

人々

日本を代表する軍記物語。
物語を代表する４人の人達
をわかりやすく紹介します。

中部学院大学講師

三
み

木
き

　秀
ひで

生
お 20

14：00

〜

15：30

11/5・19、
12/3・17の
水曜日（4回）

中央公民館 −

★中央公民館受付 （わかくさ・プラザ「学習情報館」） ☎23-7776

★武儀地域教育事務所受付  ☎49-２１２１

対 象

定 員

場 所

時 間

受 講 料

申込方法

締め切り

申 込 先

●

●

●

●

●

●

●

●

市内在住または在勤の２０歳以上の方で、原則全回受講できる方

１００人

わかくさ・プラザ「学習情報館・多目的ホール」

午後１時３０分～３時３０分

無料

はがきに必要事項（｢成人大学」、郵便番号、住所、氏名、ふりがな、性別、年齢、電話番号）を記入

して郵送するか、中央公民館備え付けのはがきに記入して応募してください。

１０月１９日（日）必着

〒501-3802　関市若草通２丁目１番地　中央公民館

回 期　日 講　座 講　師　※敬称略
1   12月  6日（土） くすりの安全使用教室 丹羽　智子 関薬剤師会会長
2   12月20日（土） 関市の文化財 森島　一貴 関市文化財保護センター職員
3   1月17日（土） 関藩藩主　大嶋雲八を顧みる 後藤　正敏 大嶋一族研究会主宰
4   1月31日（土） やさしい英語のはなし 吉田　康雄 関市教育長
5   2月  7日（土） 森と海は一つ 井上　好郎 NPO法人　自然生活共生会理事長
6   2月28日（土） 古代ミノ国の地方豪族ムゲツ君氏について 長瀬　仁 美濃市文化財保護委員会会長

平成２６年度成人大学（後期）
<生涯学習きらめきコース＞ 
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開催概要

　関市の誇る事業所の高い技術力や高品質な製品を市民の皆さんをは

じめ多くの人々 に直に体感していただき、個性ある経営者や職人と接しな

がら事業所や製品の知識を深める機会として「関の工場参観日」を開催

します。

　会期中、市内参加事業所の工場、ショールームなどを開放し、ものづく

りの現場を見学したり体験したりします。

　多くの皆さんに、ものづくりのまち関市の産業の魅力を体感していただ

きながら、仕事に従事する人たちとの交流をし、今まで知らなかった新し

い工場の姿をお互いに再認識する機会とします。

　参加する事業所の工場の見学やワークショップを中心とした「現場体

験型」のイベントです。詳しい情報は、しおり（後日発行オフィシャルパン

フレット）、市ホームページを参照してください。

　インフォメーション会場では、参加事業所の紹介と商品展示を行い、イ

ベント全体の情報案内を行います。

会　　期：１１月６日（木）〜８日（土）

開催場所：参加事業所の工場・ショールームなど

インフォメーション会場：関市文化会館・市民ロビー

開催時間：参加事業所ごとに設定されますので、詳しくはお問い合わせ

　　　　  ください。

入 場 料：無料。ただし、一部のワークショップには参加費（材料代など)

　　　　  がかかります。

参加企業名

㈱岩田製作所、㈲エドランド工業☆、㈲岡田木工製作所、奥長良川名水

㈱☆、木村メタル産業㈱☆、協同印刷㈱☆、協和コンクリート工業㈱☆、

㈱佐竹産業☆、㈲志津刃物製作所、㈱杉山製作所☆、関牛乳㈱☆、チュウ

ノー食品㈱、㈱ナガセインテグレックス☆、長谷川刃物㈱☆、フェザー安

全剃刀㈱（ミュージアム）☆、福田刃物工業㈱☆、㈱フレックラム、丸章工

業㈱☆、メイラ㈱☆、㈱メニコン☆、㈱ヤクセル☆、義春刃物㈱☆

（五十音順）

☆印　工場見学開催事業所

10広報せき 2014.10.1



月　日 講義内容 時　間 講　師 場　所 テキスト

11月 11日（火） 刃物の歴史

19:00～21:00
▷尾上卓生さん
（岐阜県技術アドバイザー）

関市役所
６階

大会議室

「刃物のおはなし」
１冊1,944円(税込)

会場にて販売

11月 13日（木） 金属素材

11月 18日（火） 金属加工①

11月 20日（木） 金属加工②

11月 25日（火） 包丁の製造工程

11月 27日（木） 刃物の物性の確認方法 13:30～16:30
▷尾上卓生さん
▷岐阜県工業技術研究所職員

岐阜県工業
技術研究所

12月  2日（火） ナイフの製造工程

19:00～21:00 ▷尾上卓生さん
関市役所

６階
大会議室

12月  4日（木） 刃物のメンテナンス

12月  9日（火） 刃物の研ぎ方と使い方

12月 11日（木） 刃物の知識

講義内容 月　日 時　間 講　師 場　所 材 料 費

◇包丁研ぎ
～毎日使う包丁の
　切れ味を鋭くしよう～

11月 15日（土） 10:00～12:00
深川誠さん

春日刃物(資)
代表

わかくさ・プラザ
学習情報館２階

創作実習室

無　料
※包丁持参

◇ナイフ作り
～世界にひとつの
　オリジナルナイフを作ろう～

11月 30日（日） 10:00～17:00
坂井澄雄さん

ガーバーサカイ㈱
代表取締役社長

ナイフ博物館
(平賀町７)

材料費
5,000円

程度

11

平成26年度

刃物セミナー受講生募集
～刃物の歴史や文化を体験してみませんか～

●受講資格　専門コース、実技コース：どなたでも参加可

●定　　員　専門コース：30人程度、実技コース：20人程度

●場　　所　市役所、わかくさ・プラザ、ナイフ博物館、岐阜県工

　　　　　　業技術研究所

●受 講 料　無料（ただし、テキストや材料などの費用は受講者の

　　　　　　負担）

●申込方法　電話または受講申込書に必要事項を記入し商工課へ

　　　　　　(FAX可)

●申込期限　10月24日(金)

●照 会 先　 商工課（TEL23-6752　FAX23-7741）

◆専門コース(刃物について深く学びたい方への講座)※事前申し込みが必要です。

◆実技コース（刃物の使い方を学ぶ体験講座）※事前申し込みが必要です。

※専門コースを７回以上受講された方には、修了証を交付します。日程と内容が変わる場合があります。

※実技コースは、1講座だけでも受講できます。親子で参加もＯＫです。
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