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インフォメーションインフォメーション

新型コロナウイルス感染拡大防止により、広報かいた11月号
掲載イベントなどが中止となる場合がありま
す。最新の情報は海田町ホームページを確認し
てください。また、各イベント・講座に参加する
場合、マスクを着用してください。

ももたろうくんのおはなし会
月日 11月13日（土） 11月27日（土）

図書館

絵本の読み聞かせ
テーマ「シアター」

絵本の読み聞かせ
テーマ「動物」

場所
時間
費用
対象

内容

11時から
無料（自由参加）
幼児～低学年

赤ちゃんのためのおはなし会　ももちゃんくらぶ
月日 11月5日（金）11月19日（金）12月3日（金）

図書館

絵本の読み聞かせ
手あそびなど

場所
時間
費用
対象

内容

10時30分から
無料（自由参加）
0～3歳児

図書館からのお知らせイベント

～おはなしボランティアを募集～

　11月の読書のテーマは「伝記・実話」です。
　今月は偉人・歴史・実際にあった話などの本を展示してい
ます。
●休館日　11月の休館日は次のとおりです。
毎週月曜日（祝日などの場合翌日)
11月30日（火）（図書整理日）

　 町立図書館
☎823ｰ3215　FAX.824ｰ3315
問

●日時　①11月20日（土）　②11月27日（土）
　　　　いずれも13時30分～15時30分
●場所　町立図書館　2階学習情報室
●講師　角田 寛子さん　（えほんくらぶ ぐりとぐら代表）
●対象　おはなし会に関心のある人、おはなし会を行って
いる人
●定員　20人 （先着順）
●申し込み 11月4日（木）9時30分から電話または窓口へ

　学校訪問おはなし会などで読み聞かせをするボランティ
アを募集しています。希望する人は町立図書館で登録し
てください。登録済みの人は再登録の必要はありませ
ん。

おはなしボランティア養成講座イベント

　 町立図書館
☎823-3215　FAX.824-3315
問

　東京子ども図書館で研修を受けた講師による、おはなし
会での絵本の選び方や読み方など読み聞かせの基礎から
じっくり学べる２回コースです。

チャ
レンジカード

対象

広報かいた2021.11.1

第５２回海田町
織田幹雄記念マラソン大会イベント

●日時 １２月１２日（日）
●場所　瀬野川河川敷特設コース
●種目　小学１～３年生の部（１ｋｍ）、小学４～６年生の部（2
ｋｍ）、中学男子３ｋｍの部、中学女子３ｋｍの部、高校生男
子３ｋｍの部、高校生女子3ｋｍの部、一般男子３ｋｍの部、
一般女子2ｋｍの部
　※参加者の少ない種目は中止する場合があります。
●申し込み　１１月１９日（金）までに海田町文化スポーツ協
会（織田幹雄スクエア内）へ
●参加費　１人 ３００円（当日受け付け）

　 海田町文化スポーツ協会
☎５１６-５５２５
問

世代間交流事業クリスマスから
お正月まで楽しめるオリジナルスワッグ作りイベント

　 福祉センター
☎８２3-7500　FAX.823-1411
問

オーナメントやアートフラワーなどは皆さんに
選んでいただき、オリジナルのスワッグを制作します。
●日時　１１月２３日（火・祝） 10時～12時
●場所 福祉センター ２階　講座室２
●対象 町内在住の小学生または６０歳以上の人
●定員　8人（先着順）
●講師　かとう花店　加藤 正裕さん
●参加費　１,０００円
●申し込み　１１月１日（月）～１１月１５日（月）（土・日曜日、祝
日を除く）参加費を添えて、福祉センターへ

海田町文化祭兼海田公民館まつりイベント

　 海田町文化スポーツ協会 ☎516-5525
　 織田幹雄スクエア ☎822-7373　FAX.824-1125
問

　今年度はコロナ禍での開催のため、講座会員・団体会員の「発
表の場」として、作品展示やステージ発表を行います。
　バザーはありません。
　新型コロナウイルス感染拡大防止対策に協力してください。
●日時　11月20日（土）前日祭 13時～21時
　　　　11月21日（日）当日祭 9時～17時

かけっこ教室イベント

　 織田幹雄スクエア
☎822-7373　FAX.824-1125
問

早く走るにはコツがあります。走り方の基礎を楽しく学びま
す。実技を行いますので動きやすい服装で参加してください。
●日時　１2月5日（日） １０時～１２時３０分
●場所　織田幹雄スクエア ホール
●対象　町内在住・在学の小学生
●定員　低学年（1～3年生）20人
　　　　高学年（4～6年生）20人
●講師 海田町文化スポーツ協会　織田幹雄陸上部会員の皆さん
●持ち物　上履き・タオル・飲み物・マスク
●参加費　無料
●申し込み １１月４日（木）から電話または窓口へ（先着順）
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絵手紙展（冬編）イベント

畝自治会絵手紙同好会の皆さんが10年間で交換した絵
手紙を展示します。テーマは「ヘタでいい、ヘタがいい。10
年間の宝物」です。
　また、メンバーの長谷 明子さんと佐々木 正子さんが令
和元年から2年間にわたり毎日交換した絵手紙を&古民家
で展示します。
　菊花も観賞できます。
●日時 11月23日（火・祝）～12月2日（木） 9時～16時
　　　　（11月29日（月）は休館日）
●場所 ふるさと館、&古民家（畝1-16-5）

　 ふるさと館
☎823-8396　FAX.823-8467
問

ウォーキング講座「いつまでも元気で
歩くために」に参加しませんか？イベント

涼しくなり、ウォーキングがしやすい季節になりました。
ウォーキング講座を行います。ウォーキングの姿勢を測れ
る器械も用意しています。
●内容　歩行年齢測定、ウォーキングの効果、効果的な歩き方
●日時 １１月２４日（水） １３時３０分～１５時
●場所 織田幹雄スクエア　大ホール
●参加費　無料
●講師　健康運動指導士　天方 さゆみさん
●持ち物 室内運動靴・タオル・水分補給できるもの・マスク
●定員　５０人
●申し込み　１１月１８日（木）までに電話で保健センターへ

　 保健センター
☎８２３-４４１８　FAX.823-0020
問

健康運動指導士　天方 さゆみさん

陸上 小学生4種/中学生2種
競技大会イベント

　あらゆるスポーツの基礎となる、「走る」「跳ぶ」「投げる」
という動作を点数に換算し、順位を決める競技です。
●日時　11月2１日（日） ８時から受け付け 8時30分開会
●場所　海田小学校グラウンド
●対象　小学校1年生～中学校３年生
●内容
　小学生４種競技　
　　低学年:50ｍ走・走り幅跳び・ソフトボール投げ・400m
走
　　高学年:100m走・走り幅跳び・ジャベリックボール・
800m走
　中学生2種競技：100m走・走り幅跳び
※参加者の人数により、種目を変更する場合があります。
●定員　低学年男女各40人　高学年男女各40人（先着
順）
●申し込み　11月10日（水）までに海田町文化スポーツ協
会（織田幹雄スクエア内）へ
●参加費　1人 300円
（当日受け付けで徴収します）

　 海田町文化スポーツ協会
☎５１６-５５２５
問
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体操教室（跳び箱）イベント

　跳び箱を楽しく跳べるよう先生に基礎から教えてもらい
ましょう。
●日時 １１月１９日（金）１６時～１８時
　　　　①低学年（１～２年生） １６時～１６時５５分
　　　　②高学年（３～６年生） １７時～１８時
●場所　海田東公民館　体育館
●対象 町内在住・在学の小学生
●定員　各１２人(先着順)
●講師 海田町文化スポーツ協会講座「子ども体操教室」講師
●持ち物 上履き・タオル・飲み物・マスク・動きやすい服装
●参加費　無料
●申し込み　１１月５日（金）～１１月１６日（火）までに海田東
公民館の電話または窓口へ（受け付けは、日曜日、祝日を
除く9時～17時）

　 海田東公民館
☎823-2711　FAX.824-2311
問
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