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◎AED（自動体外式除細動器）講習会を行います！ 

  ・9 月３０日（木）9:30～10:３0 

  ・勤労青少年ホーム 軽体育室にて 

  ・定員 25 名 ※事前申込必要!!  

◎Let’s ミナモキャラバン隊結成!! 
  2012 年ぎふ清流国体のミナモ体操・ミナモダンスの普及の 

  ため、「Let’s ミナモキャラバン隊」が結成されました！  

各イベントに参加し、ミナモ体操・ミナモダンスをみなさんと 

一緒に踊りましょう！ 

【窓口：Let’s 事務局○T２２－０１３９です。お待ちしています！】 

 

後期より始まる新講座のご案内です。詳しくは後期プログラムを 

ご覧ください！ 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

    NEW ◎フラダンス教室  木曜日 13:00～14:30   

     NEW ◎韓国家庭料理教室 金曜日 10:00～12:30 

    NEW ◎ハーブ教室 月曜日 10:00～12:00  

残暑厳しき折、みなさまいかがお過ごしですか。体調管理に十分留意して、芸術・スポーツの秋を

お迎えください！ 

 今回は夏休み元気塾の様子や、後期からはじまる新講座の案内などをさせていただきます。 

Let’s 後期プログラムを「9月号広
報たるい」と一緒に全戸に配布さ

せていただきます。町外の方には

郵送させていただきます。後期プ

ログラムをお楽しみに！ 

後期教室申込み 

9 月 11 日(土)13:00～ 

秋の京都・大原ウォーキング 

■日 時 11 月 20 日（土）8:30～18:30 

■参加費 会 員：5,500 円 

     非会員：7,000 円 

 （バス代・昼食・三千院拝観料・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 H 23 年 1 月 29 日（土） 

8:00～17:00 

■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 7,000 円／1人 

    （バス代・ﾚﾝﾀﾙｽｷｰ・ﾘﾌﾄ代・食事込）

■定 員 ４０名（先着順） 

※詳細は参加者に追って連絡いたします。 



この夏に開催されました、クラブ交流会「郡上踊りに行こう」や、「サイエンス 

フェスティバル」に始まった「夏休み元気塾」の様子を報告させていただきます。 

暑さに負けずみなさん元気にいろいろなことに挑戦してくれました！ 

 

 

 ＝クラブバックアップ助成事業＝ 

 

 

～科学の不思議を体験しよう！！～ 

    平成２２年７月１７日（土） 垂井町文化会館にて開催 

     今年で３回目を迎える「Let’s サイエンスフェスティバル」。今年も講師に「NPO 法人サイエ 
ンスものづくり塾エジソンの会」の方々を講師に招き、町内小・中学校、不破高等学校の先生や 

生徒の方、宮代小 PTA の方、Let’s 各サークルのみなさんには、ボランティアスタッフとして 
お手伝いをいただきました。 

今回は会員の皆さんが活動している様子を写真展示したり、ダンスサークルのダンス披露を行 

    うなど、盛りだくさん！おかげ様で予想を上回る参加者（約３００人）があり、大変盛り上がり 

    ました。またこの様子は、中日・岐阜各新聞、大垣ケーブルテレビにて紹介されました。 

 

 

 

 

 

 

       オープニング♪      「サイエンスショー」    生け花サークルによる展示 

 

 

 

 

 

 

            「ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙで空気砲」     活動の様子の写真展示 

 

 

 

 

 

 

     「らせんの不思議ﾄﾛﾌﾙｯｸｽ」  「べっこう飴を作ろう」    「人工イクラを作ろう」 

 

 

他にもいろんな

ブースがありま

したよ！みんな

楽しかったね！ 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯ

ﾌのみなさん、

ありがとうご

ざいました！ 



 

 

 

開催期間 Ｈ2２年 7月１７日～8月２７日 

 

 

 

 

      

   

 

 

 子供のための運動能力アップ教室     夏休み造形教室      ナイトいきものウォッチング 

体をいっぱい使って体力アップ！  ポスター・絵画を仕上げました！  ササビとアオバズクに会えました！ 

運動会が楽しみだね！       学校の課題もばっちりです！   ムササビの「う○ち」探しも楽しかった！  

  

 

 

 

 

 

 

                               

 水泳教室         パソコン＆クラフト教室        親子パン教室 

プール大好き♪見て見て！     パソコンで描いた自分の絵が    クリームパンにピザ＆デザート♪ 

こんなに泳げるようになったよ！  T シャツに！しかも暗闇で光るよ☆    また一緒に作ろうね！  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪体験ツアー「たこ焼き作りとﾁｷﾝﾗｰﾒﾝ作り」  

     大阪城ではたこ焼きを焼いて食べました！ 

ｲﾝｽﾀﾝﾄﾗｰﾒﾝ発明記念館では、粉から自分で 

ﾁｷﾝﾗｰﾒﾝを作り、ｵﾘｼﾞﾅﾙﾊﾟｯｹｰｼﾞで「My ﾁｷﾝ 

ﾗｰﾒﾝ」を持ち帰りました。 

 

        

他にも「陶芸教室」・「親子料理教

室」・「食品サンプル作り体験＆鍾

乳洞探索」などが開催されまし

た！ 

みんな暑さに負けず 

がんばっていましたよ(^^) 



 

   郡上八幡スポーツクラブとの交流会 

 

 

     郡上八幡スポーツクラブの方に、本場郡上踊りを教えていただいた後に 

    食事をしながら交流を深めました。この模様は 8月 4日岐阜新聞に掲載さ 

    れました。                              Ｈ２２年８月１日（日）開催 

 

   

 

 

 

 

 

  「安養寺」でのクラブ交流会 

    食事会や花火も素敵でしたが 

やっぱり踊りでが一番ですね！       

（20 時～22 時半） 

         

 

 

㈱旭クリエイト 

TEL 23-3211 

AGC ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ・ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 

TEL 22-5517 

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 

㈱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 

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 

（資）垂井日之出印刷所 

TEL 22-2140 

ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱｰイシイ 

TEL 22-0114 

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 

にしわき歯科 

TEL 22-6464 

㈲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 

古井医院 

TEL 22-0031 

㈲松井商店 

TEL 22-0141 

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。 
賛助団体募集中！

賛助団体

行ってきました（*^_^*）

集合写真がほしい

方は事務局まで！

（2L ｻｲｽﾞ 1 枚 160 円）

みなさんの浴衣姿、

粋でステキでした☆


