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総合体育館
サブアリーナ

総合福祉会館
（３  階）

交流プラザ
（屋  外）

学習情報館
（３  階）

学習情報館
（２  階）

学習情報館
（１  階）

多目的ホール
会場

日時
オープニング
　セレモニー

10:30～
11月

26日穣 13:00-15:00
体験コーナー

展示・体験
コーナー

バザー
展示・体験コーナー

ステージ発表
11:00～
15:30 パソコン体験特設ステージ

13:00-15:00
体験コーナー

展示・体験
コーナー

バザー・
特設ステージ

展示・体験コーナー
ステージ発表

  9:30～
15:00

11月

27日擾 パソコン体験特設ステージ

  照会先  生生涯学習涯学習課課 緯緯２２３３――７７７７７７７７

20120111第19回ＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＳＥＫＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩいいきいきフェスきいきフェスタタ
きてみて体きて みて 体験験ししてみませんかてみませんか！！

交流プラザ（屋外）学習情報館1階

 屋外ステージ 

　◆◆2727日日

11:00～ ドキドキ☆初めてのダンスレッス11:00～　ドキドキ☆初めてのダンスレッスンン

【DanceClimax  【Dance Climax】】

13:00～ ブラジルダンス「クァドリーリャ13:00～　ブラジルダンス「クァドリーリャ」」

【関市国際交流協会ブラジルダンスチーム  【関市国際交流協会ブラジルダンスチーム】】

 バザー・展示・体験 

　◆◆26日・2726日・27日日

五目ごはんなどの販五目ごはんなどの販売売

【災害ボランティア関  【災害ボランティア関】】

おいしいうどんとコーヒーをどうおいしいうどんとコーヒーをどうぞぞ

【関ボランティア連絡会  【関ボランティア連絡会】】

　◆◆2626日日

美濃ゆずを使ったゆずパウンドケー美濃ゆずを使ったゆずパウンドケーキキ

【関有知高等学校生活福祉科  【関有知高等学校生活福祉科】】

　◆◆2727日日

皆で作った作業製皆で作った作業製品品　皆の思いが詰まってい皆の思いが詰まっているる

【【社会福祉法社会福祉法人人　岐阜県福祉事業岐阜県福祉事業団団　岐阜県立ひまわりの丘岐阜県立ひまわりの丘】】

沖縄の揚げ菓子サーターアンダーギ沖縄の揚げ菓子サーターアンダーギーー

【関地区更生保護女性会  【関地区更生保護女性会】】

焼きそば、手作り品、不用品バザ焼きそば、手作り品、不用品バザーー

【工房ぱおぱお  【工房ぱおぱお】】

元気な笑元気な笑顔顔　腹一杯のだん腹一杯のだんごご　会話がはずむ会話がはずむ

【こぼの会  【こぼの会】】

不用品バザ不用品バザーー　高齢者（自立）の方の作品展高齢者（自立）の方の作品展示示

【関あいの会・せき藍の会  【関あいの会・せき藍の会】】

 ステージ発表 
　◆◆2626日日

12:00～ 楽しくいきいきフラダンス12:00～　楽しくいきいきフラダンス！！

【メレモ  【メレモエエ　関関　西部】西部】

13:00～ 大正琴の演13:00～　大正琴の演奏奏

【琴伝流大正  【琴伝流大正琴琴　関孫六会】関孫六会】

　◆◆2727日日

10:00～ スーパーキッズ参上！ダンスをみにきてね10:00～　スーパーキッズ参上！ダンスをみにきてね！！

【DanceClimax  【Dance Climax】】

11:00～ カラダとココロをつなぐダンスパフォーマン11:00～　カラダとココロをつなぐダンスパフォーマンスス

【KidsSquare  【Kids Square】】

11:30～ レッツ・エンジョイ・フラ11:30～　レッツ・エンジョイ・フラ！！

【OLIALOHAAINA  【OLI ALOHA AINA】】

12:15～ 楽しくいきいきフラダンス12:15～　楽しくいきいきフラダンス！！

【メレモ  【メレモエエ　関関　東部】東部】

13:00～ 楽しいフラでハワイの風をお届けします13:00～　楽しいフラでハワイの風をお届けします！！

【ハーラ  【ハーラウウ　フラフラ　オオ　アロヒラニ】アロヒラニ】

13:45～ ウクレレで明るく楽しく日本をもりあげよ13:45～　ウクレレで明るく楽しく日本をもりあげようう

【たのしいウクレレの会  【たのしいウクレレの会】】

　◆◆2626日日

11:30～ みんなで楽しむ琴の音色！11:30～　みんなで楽しむ琴の音色！！！

【箏  【箏曲曲　長沼会】長沼会】

12:30～ 日本の伝統文化の三味線で楽しい人生を・・12:30～　日本の伝統文化の三味線で楽しい人生を・・・・

【まちかど工  【まちかど工房房　三味線教室】三味線教室】

　◆◆2727日日

13:00～ 心に残る、懐かしい歌を合唱しま13:00～　心に残る、懐かしい歌を合唱しますす

【スウィートエコーせき  【スウィートエコーせき】】

13:30～ 楽しい大正琴の演奏と体13:30～　楽しい大正琴の演奏と体験験

【琴修会  【琴修会】】

生涯学習の拠点施設「わかくさ・プラザ」を活用し、学習団体が主体的に運営する　生涯学習の拠点施設「わかくさ・プラザ」を活用し、学習団体が主体的に運営する「「第19回第19回SEKIいきいきフェスSEKIいきいきフェス
タタ22011」を開催します011」を開催します。。
「きて、みて、体験してみませんか」を合言葉に、約60の団体が子どもから高齢者までの学びのきっかけの場　「きて、みて、体験してみませんか」を合言葉に、約60の団体が子どもから高齢者までの学びのきっかけの場をを
用意し、皆さんをお待ちしています用意し、皆さんをお待ちしています。。
 

※行事内容、時間などが一部変更になる場合があります※行事内容、時間などが一部変更になる場合があります。。

体験コーナーでは、5　体験コーナーでは、5000円0円以内で材料代が必要なコーナーもあります以内で材料代が必要なコーナーもあります。。
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1111月月2266日日穣穣
 

1111月月2277日日擾擾
と　き

午午前前10時3010時30分分
～～午午後後33時時3030分分

午午前前 99時時30分30分　
       ～～午午後後3時3時

わかくさ・プラわかくさ・プラザザところ



3 広報せき  2011.11.15

　　　　　　　　展示・体験コーナー 　　　　◆26日（土）・27日（日）

総合体育館1階

　◆◆26日・2726日・27日日

 サブアリーナ 

子ども航空教子ども航空教室室

【中日本航空専門学校  【中日本航空専門学校】】

学習情報館3階

　◆◆26日・2726日・27日日

 パソコン研修室 

かんたんパソコン!かんたんパソコン!!!　で年賀状・名前シーで年賀状・名前シールル

【いきいきパソコン同好会  【いきいきパソコン同好会】】

かんたんパソコン!かんたんパソコン!!!　で年賀状・名前シーで年賀状・名前シールル

【PCフレンドリー  【PCフレンドリー】】

かんたんパソコン!かんたんパソコン!!!　で年賀状・名前シーで年賀状・名前シールル

【岐阜国際マイコンクラブ  【岐阜国際マイコンクラブ】】

総合福祉会館3階

　◆◆26日・2726日・27日日

 3－1・2会議室 

エコに挑戦老人パワエコに挑戦老人パワーー

【関市老人クラブ連合会  【関市老人クラブ連合会】】

 3－3会議室 

消しゴムで楽しくスタンプを作りましょう消しゴムで楽しくスタンプを作りましょう！！

【消しゴムスタンプの会  【消しゴムスタンプの会】】

来年のエト「辰」の壁掛づく来年のエト「辰」の壁掛づくりり

【みやび  【みやび】】

糸を組み合せストラップを作ろ糸を組み合せストラップを作ろうう

【山の工  【山の工房房　無】無】

 3－1・2和室 

小学生によるお茶会です小学生によるお茶会です（（※26日のみ※26日のみ））

【茶道こども教室（なつめ会）  【茶道こども教室（なつめ会）】】

お抹茶体験・呈茶もありますお抹茶体験・呈茶もあります（（※27日のみ※27日のみ））

【なつめ会  【なつめ会】】

 創作活動室 

苔玉をつくりましょう（お皿あげます苔玉をつくりましょう（お皿あげます））

【手づくり陶芸の会  【手づくり陶芸の会】】

学習情報館1階

◆◆26日・2726日・27日日

関の四関の四季季

【安桜ふれあいセンター  【安桜ふれあいセンター】】

旭ヶ丘地区の皆様の作品を展旭ヶ丘地区の皆様の作品を展示示

【旭ヶ丘ふれあいセンター  【旭ヶ丘ふれあいセンター】】

3年目の遊油3年目の遊油会会

【遊油会  【遊油会】】

一緒に活動しません一緒に活動しませんかか　入会大歓迎!!入会大歓迎!!

【関市女性連絡協議会  【関市女性連絡協議会】】

小筆で年賀状や俳句、和歌等を楽しく学小筆で年賀状や俳句、和歌等を楽しく学ぶぶ

【毛筆かな教室  【毛筆かな教室】】

心ゆたかなふれあいのまちづく心ゆたかなふれあいのまちづくりり

【千疋ふれあいセンター  【千疋ふれあいセンター】】

広めよ広めようう　高めよ高めようう　桜ヶ丘の文桜ヶ丘の文化化

【桜ヶ丘ふれあいセンター  【桜ヶ丘ふれあいセンター】】

関市の観光と歴史地図を作関市の観光と歴史地図を作成成

【せきガイドグループ  【せきガイドグループ】】

王様の遊び「カロム」を体験しよう王様の遊び「カロム」を体験しよう！！

【関市レクリエーション協会  【関市レクリエーション協会】】

「2012」のオリジナルカレンダー作り「2012」のオリジナルカレンダー作り！！

【関市ボランティアアドバイザーの会  【関市ボランティアアドバイザーの会】】

身近にあるものでクラフトに挑身近にあるものでクラフトに挑戦戦

【関ハーブ研究会  【関ハーブ研究会】】

お正月の飾りを一緒に作りましょお正月の飾りを一緒に作りましょうう

【トールペイントサークル  【トールペイントサークル】】

海づくりから国体へ（映画上映海づくりから国体へ（映画上映））

【関市社会教育視聴覚協議会  【関市社会教育視聴覚協議会】】

赤白の餅花で新しいお正月を迎えませんか（※27日のみ赤白の餅花で新しいお正月を迎えませんか（※27日のみ））

【真珠の会  【真珠の会】】

学習情報館2階

　◆◆26日・2726日・27日日

 創作実習室 

親子で木彫り、版画で年賀状も作ってみよ親子で木彫り、版画で年賀状も作ってみようう

                   【木彫グループ萠】【木彫グループ萠】

篆刻の実技指導（体験）と展篆刻の実技指導（体験）と展示示

                   【書法研究会楽社】【書法研究会楽社】

自分なりの絵手紙で多くの友達をつくろ自分なりの絵手紙で多くの友達をつくろうう

                  【関絵手紙サークル】【関絵手紙サークル】

 ギャラリー 

手書きの文字の作品から字に親しんでくださ手書きの文字の作品から字に親しんでくださいい

                 【ペン習字教室香芸会】【ペン習字教室香芸会】

はがきからの日本はがきからの日本画画

                     【彩日本画会】【彩日本画会】

田原のそこ力！田原のそこ力！！！

         【田原ふれあいのまちづくり推進委員会【田原ふれあいのまちづくり推進委員会】】

空たかく上げよ空たかく上げようう

                      【関凧の会】【関凧の会】

 2－1研修室 

楽しい世界が広がるサークル活楽しい世界が広がるサークル活動動

                【倉知ふれあいセンター】【倉知ふれあいセンター】

木目込人形と刺しゅうの展示と実演指木目込人形と刺しゅうの展示と実演指導導

          【関木目込人形と文化刺しゅうクラブ【関木目込人形と文化刺しゅうクラブ】】

ハワイアン小物作りハワイアン小物作り（（※26日のみ※26日のみ））

                    【ナプアエコル】【ナプアエコル】

カッター1本で絵を表現してみませんカッター1本で絵を表現してみませんかか

                   【関切り絵同好会】【関切り絵同好会】

 和室 

着物で楽しく友達づく着物で楽しく友達づくりり

                    【よそほひの会】【よそほひの会】

 料理実習室 

※27日の※27日のみみ　親子で楽しいおやつ作り思い出づく親子で楽しいおやつ作り思い出づくりり

               【関市地域女性の会連合会】【関市地域女性の会連合会】


