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第18回
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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）

生涯学習の拠点施設「わかくさ・プラザ」を活用し、学　生涯学習の拠点施設「わかくさ・プラザ」を活用し、学習習

団体が主体的に運営する団体が主体的に運営する「「第18回第18回SEKIいきいきフェスSEKIいきいきフェスタタ

22010」を開催します010」を開催します。。

「きて、みて、体験してみませんか！」を合言葉に　「きて、みて、体験してみませんか！」を合言葉に、、約65の約65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用団体が子どもから高齢者までの学びのきっかけの場を用意意

し、皆さんをお待ちしていますし、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以内で材料代が必要なコーナーー

もありますもあります。。

1122月月44日日穣穣
 

1122月月55日日擾擾 

わかくさ・プラわかくさ・プラザザ

と　き

ところ

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3030分分
～～午午後後33時時学習情報館1階

1階
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 屋外ステージ 
　◆◆55日日

11:15～ 年中～中１の超カッチョイイダンス11:15～　年中～中１の超カッチョイイダンスだだよ！よ！

【DanceClimax  【Dance Climax】】

 バザー・展示・体験 
　◆◆44日日・・55日日

だんごを食べて皆スマイルだんごを食べて皆スマイル 【【こぼの会】こぼの会】

作業製品の即売。真心を込めて作りまし作業製品の即売。真心を込めて作りましたた

【岐阜県立ひまわりの丘 【岐阜県立ひまわりの丘】】

円空汁300食・アルファ米の無料配円空汁300食・アルファ米の無料配布布

 【【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】】

　◆◆55日日

広げよう、献血の輪！広げよう、献血の輪！ 【【関市献血推進協議会】関市献血推進協議会】

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・不用品バザー焼きそば、手作り品・不用品バザー 【【工房ぱおぱお】工房ぱおぱお】

不用品バザー、高齢者の作品展不用品バザー、高齢者の作品展示示

 【【関あいの会・せき藍の会関あいの会・せき藍の会】】

障がいの重い人も、いきいき夢を持ち明るく障がいの重い人も、いきいき夢を持ち明るく！！

【あしたのいえ親の会 【あしたのいえ親の会】】

パウンドケーキの販売【関有知高等学校パウンドケーキの販売 【関有知高等学校】】

 会場案内 
いきいきフェスタ会場案　 　いきいきフェスタ会場案内内

【SEKIいきいきフェスタ2010実行委員会　【SEKIいきいきフェスタ2010実行委員会】】

 ステージ発表 
　◆◆44日日

12:00～ いつも笑顔で、優雅で楽しいフラダン12:00～　いつも笑顔で、優雅で楽しいフラダンスス

【メ  【メレレ　モエモエ　フラフラ　関西部】関西部】

13:00～ 男女共同参画【男女共同参画サポーター13:00～　男女共同参画 【男女共同参画サポーター】】

13:30～ 若さを保13:30～　若さを保つつ秘訣 秘  訣 は何といってもダンスがは何といってもダンスが一一番！番！ 
ひ けつ

【ダンスサークルコスモス  【ダンスサークルコスモス】】

　◆◆55日日

10:00～ 年中～10:00～　年中～中中11の超カッチョイイダンスの超カッチョイイダンスだだよ！よ！

  【【DanceClimaxDance Climax】】

10:30～ ALOHAの心を大切に笑顔で踊りま10:30～　ALOHAの心を大切に笑顔で踊りますす！！

  【【オリ アロハ アーイナオリ  アロハ  アーイナ】】

11:00～ スコットランドのダンスを踊りま11:00～　スコットランドのダンスを踊りますす

【関スコティッシュカントリーダンスクラブ  【関スコティッシュカントリーダンスクラブ】】

11:30～ ハワイアン フラステー11:30～　ハワイアン  フラステージジ

  【【ハーラウ ナーレイ アロハフラハーラウ  ナーレイ  アロハフラ】】

12:00～ いつも笑顔で、優雅で楽しいフラダン12:00～　いつも笑顔で、優雅で楽しいフラダンスス

  【【メレ モエ フラ 関東部メレ  モエ  フラ  関東部】】

12:30～12:30～　今今年1年年1年を楽しく踊る♪♪【キッズスクエアを楽しく踊る♪♪ 【キッズスクエア】】

13:00～ 大正琴13:00～　大正琴演演奏奏 【【琴伝流大正琴 関孫六会琴伝流大正琴  関孫六会】】

13:30～ 楽しいフラでハワイを感じていただきま13:30～　楽しいフラでハワイを感じていただきますす

  【【ハーラウ フラ オ アロヒラニハーラウ  フラ  オ  アロヒラニ】】

14:00～14:00～　出出演4回演4回目！パワーアップしまし目！パワーアップしましたた

  【【たのしいウクレレたのしいウクレレ】】

 　◆◆44日日

11:00～11:00～　結結成9年成9年、少人数でもパワーと楽しさが自、少人数でもパワーと楽しさが自慢慢

【夢姫太鼓  【夢姫太鼓】】

12:00～ みんなで楽しむ琴の音色！12:00～　みんなで楽しむ琴の音色！！！ 【【箏曲 長沼会】箏曲  長沼会】

　◆◆55日日

10:00～ ヘルマンハープ10:00～　ヘルマンハープのの癒 癒 しの音色を体験しの音色を体験
いや

  【【風歌（ヘルマンハープ）風歌（ヘルマンハープ）】】

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……

  【【まちかど工房 三味線教室まちかど工房  三味線教室】】

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】
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総合福祉会館3階

学習情報館3階

学習情報館1階

　　　　　　　　　展示・体験コーナー 　　◆4日（土）・5日（日）

学習情報館2階

総合体育館1階

 サブアリーナ 

子ども航空教室（13:00～15:00）【中日本航空専門学校】

学習情報館2階

 和室和室 

子ども達によるお茶会です。体験もできます（4日のみ子ども達によるお茶会です。体験もできます（4日のみ））

【茶道こども教室 【茶道こども教室】】

恒例のお抹茶体験・呈茶もあります（5日のみ恒例のお抹茶体験・呈茶もあります（5日のみ））

【なつめ会 【なつめ会】】

 男女共同参画コーナー男女共同参画コーナー 

デコレーション教室【田原ふれあいセンターデコレーション教室【田原ふれあいセンター】】

 3─1研修室 

地域の生涯学習センターからの展示です

 【地域生涯学習センター】

 パソコン研修室 

年賀状や名前シールもパソコンで簡単に作成

 【関いきいきパソコン同好会】

年賀状や名前シールもパソコンで簡単に作成

 【ＰＣフレンドリー】

年賀状や名前シールもパソコンで簡単に作成

 【岐阜国際マイコンクラブ】

はじめることの喜び！続けることの楽しさはじめることの喜び！続けることの楽しさ！！

【倉知ふれあいセンター 【倉知ふれあいセンター】】

花と花と絵絵【【千疋ふれあいセンター千疋ふれあいセンター】】

書道作書道作品品【【書道研究 桂友会書道研究  桂友会】】

広めよう！高めよう！桜ヶ丘の文広めよう！高めよう！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】】

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】】

全員が油絵初心者！1年間の成果をみて全員が油絵初心者！1年間の成果をみてネネ

【油絵｢遊油会｣ 【油絵｢遊油会｣】】

地域の皆様の作品です【旭ヶ丘ふれあいセンター地域の皆様の作品です【旭ヶ丘ふれあいセンター】】

市内の小路を地図に表し展示しま市内の小路を地図に表し展示しますす

（5日12:00　　（5日12:00～～餅花無料配布餅花無料配布）【）【せきガイドグループ】せきガイドグループ】

ぜひいっしょに活動しませんか！【関市女性連絡協議会ぜひいっしょに活動しませんか！【関市女性連絡協議会】】

糸を組み合わせストラップを作ろう【山の工房 無糸を組み合わせストラップを作ろう【山の工房  無】】

エコバックに楽しく絵を描きましょエコバックに楽しく絵を描きましょうう

【トールペイントサークル 【トールペイントサークル】】

切り絵……関切り絵同好切り絵……関切り絵同好会会

来年来年のの干支 干  支 「雪ウサギ」作り（ケース付）【みやび「雪ウサギ」作り（ケース付）【みやび】】
え と

楽しいゲーム「カロム」を体験しよう！（5日のみ楽しいゲーム「カロム」を体験しよう！（5日のみ））

【関市レクレーション協会 【関市レクレーション協会】】

「思い出」づくりのしちょうか「思い出」づくりのしちょうかくく

【関市社会教育視聴覚協議会 【関市社会教育視聴覚協議会】】

 3－1・2会議室 

エコ活動に老人パワー【関市老人クラブ連合会】

 3－3会議室 

ハワイアン小物作り【ナプアエコル】

古典文学に親しみ印を彫ってみませんか

 【篆刻研究  玉成印会】

赤白の餅花で新しいお正月を迎えませんか（5日のみ）

 【真珠の会】

 3－1・2和室 

着物で楽しく友達つくり【よそほいの会】

 創作活動室 

 苔玉 をつくろう！！（5日のみ）【手作り陶芸の会】
こけだま

 料理実習室 

親子で楽しくお菓子作り（5日のみ親子で楽しくお菓子作り（5日のみ））

 【地域女性の会連合会【地域女性の会連合会】】

 創作実習室 

やさしい木の温もりを体験しましょやさしい木の温もりを体験しましょうう

 【木彫グループ 萠【木彫グループ  萠】】

焼きペンで木の板を焦がして楽しい絵を描焼きペンで木の板を焦がして楽しい絵を描くく

 【木工クラフト絵画倶楽部【木工クラフト絵画倶楽部】】

篆刻の実技指導（体験と展示篆刻の実技指導（体験と展示））【【書法研究会 楽社】書法研究会  楽社】

 ギャラリー 

可愛い木目込人形と四季の刺しゅうの展可愛い木目込人形と四季の刺しゅうの展示示

 【関木目込人形と文化刺繍クラブ【関木目込人形と文化刺繍クラブ】】

はがきからの日本画【彩日本画会はがきからの日本画【彩日本画会】】

みんなで楽しくスタンプを作りましょうみんな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】】

クリスマスリース作り【関ハーブ研究会クリスマスリース作り【関ハーブ研究会】】

 2－1研修室 

龍宮城へようこそ【安桜ふれあいセンター龍宮城へようこそ【安桜ふれあいセンター】】

自分の字で手紙を書いてみません自分の字で手紙を書いてみませんかか

【ペン習字教室香芸会 【ペン習字教室香芸会】】

空高く上が空高く上がるる凧 凧 を作ろう【関凧の会を作ろう【関凧の会】】
たこ

オリジナル2011カレンダーを作ろう【生涯学習せきオリジナル2011カレンダーを作ろう【生涯学習せき】】


