
                                            

 

                                       

たるいチャレンジクラブＬet’s 事務局発行 

TEL:FAX 0584-22-0139 

E-mail: taruiletskh@ogaki-tv.ne.jp 

                            ２０１１年９月発行           http://www.lets-tarui.com/   

◎会員特典の追加！！ 

・賛助団体の「ドラッグストアーイシイ」

にて、会員証提示で会計より５％引き 

（一部除外品あり・その他クーポンとの 

併用不可）になります♪ 

    

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 ◎後期教室申し込み受付開始！ 

  ・9月１０日（土）AM 9：30～ スタート 

  ※平成２３年度後期プログラムは「９月号広報たるい」 

   と一緒に配布済み。町外の方には郵送いたしました。  

                  ◎第 2回 Let’s ウォーキングイベント開催します！ 

                   ・9 月 23日（金・祝）9:00 受付 9:30～12:00 

                   ・朝倉運動公園 つどいの広場 集合 

      ・参加費：200円  ・対象者：どなたでも  

                   ・申し込み：参加費を添えて事務局まで。 

（TEL・FAX・メールの方は、参加費は当日徴収します！） 

 

   ◎貯筋運動ステーションに参加しましょう！ 

  ～立つ・座る・歩くための筋力・体力を貯める貯筋運動～ 

 ・9月 30日～12月 16日【全12回】 毎週金曜 10:00～12:00 

（9／30、12／6は 9:00～12:00 ※体力測定があります） 

   ・会 場：垂井町文化会館または朝倉体育館 

   ・参加費：全12回 3,000 円  ※事前申し込み必要  

・対象者：原則60歳以上   ・申し込み：参加費を添えて事務局まで。  

            

    ◎ふれあい垂井ピア（11 月 5日～6日）に参加します！ 

            ・11月 5日（土）「Let’sミナモキャラバン隊」がオープニングをかざります！  

             続いて行われるダンスステージには、「教室」「サークル」が出演予定です。 

みなさまぜひ見にいらして下さい！ 

・11月６日（日）「キンボール体験コーナー」を朝倉体育館にて開催します！ 

             直径 122ｃｍの巨大なボールを飛ばし、キャッチする軽スポーツ競技です！ 

 みなさまぜひご参加ください！ ※キンはキネスシス（運動感性）の略語。 



                                              

平成 23年 7月17日～8月26日開催    

                暑さに負けず、みんな夏休みの思い出をたくさんつくりました！ 

                この他にも「造形教室」「親子パン教室」などがありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自然体験・川で遊ぼう！」 

「ポーセリン絵付け教室」 

「親子料理教室」 

「セントレア滑走路見学ツアー 

＆ 川越電力館テラ４６見学」

「親子バウンドテニス教室」 

「鍾乳洞探索と 

食品サンプル作り体験」

「ミナモ＆マルモダンス」 

「こども運動あそび教室」 

集合写真の欲しい

方は事務局まで 

２Ｌ\150 



～子どもゆめ基金助成金交付事業～ 

 

   平成２３年７月３０日（土）開催 

                                    垂井町文化会館にて 

   

 

 

 

 

 

  

             「化学マジックショー」                  「15のブース」 

 NPO 法人ものづくり塾エジソンの会の方々の指導のもと「Let’s サイエンスフェスティバル２０１１」を開催。参

加者も 200 名を越え、「化学マジックショー」では目の前で起きる化学の不思議を体験。15 のブースでは、中・高

校生、教員のボランティアスタッフに作り方を教えてもらい、完成した作品で遊ぶ姿も見られ、ものづくりの楽しさ

を体感しました。 

 

 

 平成２３年８月１８日（木）～１９日（金） 

揖斐川町藤橋・生命と水と森の学習館にて開催 

 

 

 

 

 

 

      「テント設営」           「川遊び」          「野外炊飯」  

 

 

 

 

 

 

      「すいか割り」          「クラフト」        「オリエンテーリング」 

 

 「テント設営」から「川遊び」「火起こし体験」 

「野外炊飯」「スイカ割り」「テント泊」「クラフト」 

「オリエンテーション」と盛りだくさんの野外活動 

を、小学1年～6年までの60名が、ボランティア 

の大学生スタッフとともに、元気に楽しく過ごしま 

した。みんなたくましくなったよ（*^_^*）♪ 

 

子どもたちの活動の様子を一気に詰めたデータ

CD（約 600枚収容）を販売します！！ 

1 枚 \１０００ 

※申し込みは事務局まで 

※締切：9月 1２日（月） 



 

                           お申し込み・問い合わせはLet’s 事務局まで！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

◎「ドラッグストアーイシイ」が、Ｌｅｔ’s 会員証提示で会計より５％引き（一部除外品あり・他クーポンとの併用不可）
となります！ 

㈱旭クリエイト 

TEL 23-3211 

石釜ﾋﾟｯﾂｧのサイプレス 

TEL 23-4280 

㈲いずみ総合保険 

TEL 22-6601 

ｲﾀﾘｱ料理ﾘｽﾄﾗﾝﾃあさくら

TEL 23-1897 

碓井やきそば店 

TEL 22-0323 

㈱大垣ケーブルテレビ 

TEL 82-1200 

㈲太田商店 

TEL 22-0147 

小野工業所㈱ 

TEL 22-5680 

㈱カジケイ鉄工 

TEL 32-4690 

北河鉄工 

TEL 22-2496 

京料理 貴船 

TEL 22-2505 

錦声堂 

TEL 22-0231 

串八 

TEL 23-1818 

学習塾 グローバル 

TEL 24-0766 

NPO 法人ごうどスポーツクラブ

TEL 27-1171 

サークル K 垂井東店 

TEL 22-6322 

シャロン 

TEL 23-3040 

㈱松栄工務店 

TEL 22-4236 

しらゆり花店 

TEL 23-2259 

㈱西濃調理 八千久別館

TEL 22-1452 

㈲太陽金属工業所 

TEL 22-0138 

垂井町商工会 

TEL 22-0390 

（資）垂井日之出印刷所

TEL 22-2140 

お千代保稲荷 表参道 ちくりん

TEL 090-3835-0219 

ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱｰイシイ 

TEL 22-0114 

にしわき歯科 

TEL 22-6464 

ナブテスコ㈱岐阜工場 

TEL 22-3121 

ナブテスコ㈱垂井工場 

TEL 22-2111 

肉の丸幸 

TEL 22-4688 

㈲ﾆｭｰ不破ﾓｰﾀｰｽ 

TEL 22-0432 

㈲ノア・ビジネスサポート

TEL 24-1215 

㈱服部運動用品店 

TEL 89-3383 

古井医院 

TEL 22-0031 

㈲松井商店 

TEL 22-0141 

マックスバリュ垂井店 

TEL 23-5155 

マルエス硝子店 

TEL 22-0304 

㈲みどりや 

TEL 22-0210 

安田金属工業㈱ 

TEL 22-3164 

安田歯科医院 

TEL 23-2105 

㈱ヤナギ園芸 

TEL 22-4500 

山田ふとん店 

TEL 22-0533 

横山塗装 

TEL 22-3776 

たるいチャレンジクラブＬet’s は 
賛助会員の協力で運営しています。 

安曇野ウォーキング 

■日 時 11月１９日（土）7:30～18:30

■参加費 会 員：5,500円 

     非会員：7,000円 

        （バス代・昼食・保険込）

■定 員 ４０名（先着順） 

※詳細は参加者に追って連絡いたします。 

■日 時 平成 24年 1月 28日（土） 

７:00～1９:00 

■場 所 奥美濃ひるがの高原スキー場 

■対象者 小学生以上 

■参加費 会 員：9,000円／1人 

     非会員：12,000円／1人 

  （バス代・ﾚﾝﾀﾙｽｷｰ・ﾘﾌﾄ代・昼食・保険込）

■定 員 ４０名（先着順） 

連続 TV 小説

「おひさま」の舞

台に行こう!!

賛助団体募集中！ 


