
場所 問合先 開催日 開始時間 講座名 講座内容 対象 参加費 申込開始日

1 今公民館
（姫治地区センター）

62-0104
10月1日 10時～ 今城址めぐり

今城址を整備する会のメンバーによる解説を聞きながら、今城址
を巡り歴史を学びます。参加者には御城印を配布します。（1家族
1枚）

大人から子どもまで（小学生
以下は保護者同伴）

無料 9/1

2
岐阜医療科学大学

（可児キャンパス）
（土田地区センター）

25-2217
10月7日 9時30分～ 岐阜医療科学大学(可児キャンパス)見学会

個人ではなかなか行けない大学見学です。施設見学と健康講話、
学生気分で学食ランチなど盛りだくさん。

成人一般 有料
（ランチ代390円）

9/9

3 川合地区センター 63-4339 10月11日 9時30分～ 組子細工でランチョンマット作り
地域の講師に組子の技法を学び、インテリアにもなるランチョン
マットを作ります。

成人一般
有料

（1,000円）
9/7

4
子育て健康プラザ

mano
（市民支援室）

63-8303
10月15日 10時～ 防災カフェ「花あかり」 災害用伝言ダイアル、災害用伝言版の体験ができます。

大人から子どもまで（小学3年
生以下は保護者同伴）

無料 申込不要

5 平牧地区センター 62-0067 10月15日 13時30分～ 三味線と琴の演奏 三味線と琴の演奏を鑑賞します。三味線の体験もできます。 どなたでも
有料

（200円）
9/5

6 今渡地区センター 25-2602 10月20日 13時～ トールペイント 手作りのインテリアを作成します。 成人一般
有料

（1,500円）
9/1

7 広見地区センター 62-2101 10月21日 10時～ トールペイント
初めての方でも気軽に始めることができます。素敵な作品を作っ
てみませんか？

成人一般 有料 9/5

8 帷子地区センター 65-2007 10月25日 10時～ バルーンアートで楽しいハロウィン バルーンアートで素敵なハロウィンを演出しませんか？ 成人一般
有料

（400円）
9/28

9 久々利地区センター 64-1120 10月25日 13時30分～ 【久々利40th講座】歴史活用講座 地域資源の活用により、久々利の絵馬作りに挑戦します。 成人一般 無料 随時

10
子育て健康プラザ

mano
（市民支援室）

63-8303
11月1日 13時30分～ 「子どものために」は本当に子どものため？

「子どもの声を聴く」とはどういうことか。子どもアドボカシー
と子どもの権利について学びます。

成人一般 無料 10/10

11 今渡地区センター 25-2602 11月4日・18日 10時～ 2本の指で綺麗になれる魔法の講座【整膚】
免疫力を高める整膚(風邪等の予防)、美を手に入れる整膚（小顔、
リフトアップ）について学びます。

成人一般 無料 10/5

12 広見地区センター 62-2101 11月5日 10時～ みかくし山渉猟講座
みかくし山古墳は、多数の鏡及び石製品類が多く出ている古墳で
す。見て聞いて、古墳のなぞ解きをしませんか？

子どもから大人まで（小学3年
生以下は保護者同伴）

無料 10/3

13 姫治地区センター 62-0104 11月8日 19時～ 天文教室「皆既月食の観察」
皆既月食の様子を観察しながら、姫治天文クラブのメンバーによ
る解説を聞き、天文について学びます。

子どもから大人まで（中学生
以下は保護者同伴）

無料 10/1

14 久々利地区センター 64-1120 11月8日 13時30分～ 【久々利40th講座】地域環境講座 地域に合った環境美化の推進を考えます。 成人一般 無料 随時

15 広見東地区センター 62-4063 11月11日 9時～ 伊勢型紙講座 来年の干支のうさぎを伊勢型紙で作成します。 成人一般
有料

（1,000円）
10/7

16 下恵土地区センター 63-4751 11月12日 9時～ 体力測定
体力測定を実施し、自分の体力を知ることができます。これを
きっかけに更なる体力アップをしましょう。

成人一般 無料 10/4

17 ささゆりクリーンパーク
（春里地区センター）

65-2006
11月18日 9時30分～

【大人の社会見学】ささゆりクリーンパーク環境研
修

エコサイクルプラザの見学と廃ガラスを使ったガラス工芸（トン
ボ玉かサンドブラスト）を体験します。

成人一般 無料 10/11

18 久々利地区センター 64-1120 11月22日 9時30分～ 久々利で『くくり花✿』作り
くくり花をアレンジしたお花の飾りを作ります。12月開催予定の
しめ縄リース作りにも使えます。

成人一般
有料

（300円）
10/1

19 土田地区センター 25-2217 11月30日 10時～ 年賀状にもバッチリ！新聞ちぎり絵体験
新聞には読む以外の楽しみも！カラー記事や広告の部分を使い
「ちぎり絵」を楽しみ、ほっこりあたたかい年賀状を送ろう！！

成人一般 無料 10/11

20 中恵土地区センター 62-8722 11月30日 10時～ しめ縄作り
地元の方に寄付していただいた藁を使ってのしめ縄作り。
自分で作ったしめ縄で新年を迎えませんか。

成人一般
有料

（1本100円）
11/7

21 今渡地区センター 25-2602 12月2日 13時30分～ しめ縄作り
手作りのお正月飾りを作ります。毎年恒例で、今渡在住の先生に
縄の編み方を教えていただき、しめ縄を完成させます。

成人一般
有料

（100円）
11/1

22 桜ケ丘地区センター 64-0051 12月2日 13時～ トレーニングてんこ盛り講座 with 金子真美先生
軽い運動、百マス計算、脳トレ体操、身体測定など手軽に挑戦で
きる脳トレを地区センターの様々な場所を使って行います。

成人一般 無料 11/8

23 広見地区センター
（市子育て支援課）

62-1111（内
5543）

12月3日 10時～
これからのマネーライフプラン講座（十六銀行開
催）

ライフプランにおける様々なイベントや夢の実現のために資産形
成の必要性や将来に向けて備えることなどを金融の専門家がお話
します。

成人一般 無料
11/1

～11/25

24 中恵土地区センター 62-8722 12月5日 14時～ オカリナ演奏会
中恵土地区センターで活動するサークルさんによる、オカリナと
ハンドベルの演奏でクリスマスソングを楽しみます。

成人一般 無料 11/14

25 久々利地区センター 64-1120 12月6日 10時～ しめ縄リース作り
地元の藁を使い、しめ縄を作ってリースにします。11月開催の
「久々利で『くくり花✿』作り」で作ったお花を付けてもかわい
いです。

成人一般
有料

（200円）
11/1

26 広見東地区センター 62-4063 12月10日 10時～ 松ぼっくりツリー作り講座 松ぼっくりに飾り付けをして、クリスマスツリーを作ります。 子ども（小・中学生） 無料 11/7

27 広見地区センター 62-2101 12月10日 10時～ カラーサンドアート講座～クリスマスver～
色とりどりの砂を重ねて作るサンドアートです。今回のテーマは
「クリスマス」です。

小学生（3年生以下保護者同
伴）

有料
（500円）

11/7

28 兼山地区センター 59-2116 12月11日 14時～
犬山城は美濃金山城の移築！？～金山越の真実を検
証する～

徳川家康の命による森家の転封。これに端を発する「金山越」の
伝承。最新の研究を基にその真実に迫る歴史講座です。

成人一般 無料 10/11

29 姫治地区センター
（市学校教育課）
62-1111（内

2414）
12月17日 13時～ タブレット基礎講座

旭小学校の児童ボランティアが、タブレットの基礎的な使い方な
どをお伝えします。

成人一般 無料 11/15

30 久々利地区センター 64-1120 12月20日 13時30分～ 【久々利40th講座】地域安心講座 いろいろな見守り活動について考えます。 成人一般 無料 随時

31 広見東地区センター 62-4063 12月23日 10時～ ミニ門松作り講座 お正月に玄関に飾れるようなミニ門松を作ります。 成人一般
有料

（1,000円）
11/7

令和４年９月１日　現在

可児市制40周年記念事業

講座に参加し、アンケートにご協力いただけた方の中から

抽選で、素敵な市制40周年記念品をプレゼントします♪

講座は１つから参加できます。

参加したい講座ごとに申し込みをしてください。

講座ごとに申込先・申込開始日が異なりますのでご注意ください。

可児市の新たな楽しさを見つける合言葉は「そうだ ！地区センターへ行こう！」

市内地区センターや子育て健康プラザmanoをもっと身近に感じていただくため、7月～12月の間に40以上の講座を用意しました。

ぜひ、今まで知らなかった市内各地域の魅力を体験してみてください♪

マーノ


