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山 県 市 広 報 番 組

掲載したスケジュールは予告なく変更される場合があります。

地上デジタル放送12chチャンネルCCN

リポーターの
荒川真依です。

今月の放送内容

山県市は 
FC岐阜 を応援します！

2022Jリーグ Division3

詳しくは、FC岐阜オフィシャルサイトで確認
してください。

FC岐阜 検 索

節 日　程 対戦相手 競技場

第15節 7月3日（日）
19：00 FC今治

岐阜メモリアル
センター

長良川競技場

第16節 7月10日（日）
19：00 いわきFC

岐阜メモリアル
センター

長良川競技場

第17節 7月17日（日）
18：00

ギラヴァンツ
北九州

ミクニ
ワールドスタジアム

北九州

第18節 7月23日（土）
19：00

カマタマーレ
讃岐

岐阜メモリアル
センター

長良川競技場

第19節 7月30日（土）
18：30 ガイナーレ鳥取 Axis

バードスタジアム

●高齢者サービスの紹介
●移住定住アドバイザーの紹介
令和4年度から広報番組がリニューアル!
　7・9・12・2・3月に山県市の魅力を
発信します。※放送月は変更になる場合
があります。

CCN今月のオススメ番組！

₁回15分間放送

火曜　20:15〜20:30
木曜　20:15〜20:30
土曜　20:15〜20:30

【チャンネル】11ch

3日（日）　 第42回全日本バレーボール小学生大会
岐阜県大会

6日（水）　 第39回県レディースバドミントン大会
（団体戦）

9日（土）　
10日（日）　 岐阜地区中学校総合体育大会（柔道競技）

16日（土）〜
18日（祝）　

令和4年度中部日本6人制バレーボール
総合男女選手権大会

21日（木）　
22日（金）　
24日（日）　

岐阜地区中学校総合体育大会
（バレーボール競技）

29日（金）　
30日（土）　

岐阜県中学校総合体育大会
（バレーボール競技）

31日（日）　 社会人東ブロック大会男女予選会

総合体育館
7月スポーツイベント

問総合体育館　℡22-6622

夜間休館日　7月17日（日）

第104回全国高校野球選
手権岐阜大会

CCNでは全試合放送!
第104回全国高校野球選手権 岐阜
大会は、7月9日に開幕します。
県内の全7球場で熱戦を繰り広げる
高校球児を応援しましょう!

試合日程の変更などにより、放送日
時やチャンネルが予告なく変更する
場合があります。
詳しくは、特設サイトへアクセスして
ください。

特設サイトはこちら
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子育てイベント情報Events for children 7月

高富児童館 休館日
HP 高富児童館問い合わせ ℡22－4750

3日、10日、17日、18日、24日、31日

※4日午前は行事参加者のみ利用できます。

子どもげんきはうす 休館日 4日、11日、17日、18日、19日、24日、31日
問い合わせ ℡23-2323※休館日は変更する場合があります。

新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、事業などを中止する場合があります。

■幼児サークル（年間登録制） 親子が一緒になって、創作活動や集団遊びを一年通じて楽しく行います。
教　室　名 日　時 内　容 定　員 持ち物など

マミーサークル（1歳児親子） 7日（木）（水曜日・木曜日クラス合同）10時30分〜11時30分 オリジナル
Tシャツ作り 各20組 白色または淡い色のシャツ、

お茶、その他必要なものマミーサークル（2歳児親子） 14日（木）（水曜日・木曜日クラス合同）10時30分〜11時30分

■乳幼児教室（市内乳幼児と保護者対象、教室時間 10時30分〜11時30分、※随時受付中）
教室名 対　象 開催日 場　所 内　容 持ち物など

ベビママ 令和4年度生まれ 7日（木）

高富児童館

親子遊び 動きやすい服装、着替え、お茶など
21日（木） おもちゃ作り 着替え、お茶など

ミルキー 令和3年4月2日〜令和3年10月30日生まれ 5日（火） リラックスヨガ 動きやすい服装、着替え、お茶など
令和3年11月1日〜令和4年4月1日生まれ 12日（火） ボールエクササイズ＆産後のお話 抱っこひも、動きやすい服装、着替え、お茶など

すくすく 令和2年度生まれ（高富地域） 15日（金） からだ遊び 動きやすい服装、着替え、お茶など
のびっこ 令和元年度生まれ（高富地域） 1日（金） 七夕飾り作り 着替え、お茶など小鳩会 1〜3歳児と保護者（伊自良地域） 8日（金） 伊自良中央公民館 おもちゃ作り
つくしんぼ 1〜3歳児と保護者（美山地域） 15日（金） 西武芸公民館 コラージュ作り スティックのり、着替え、お茶など
※高富児童館遊戯室と出張ひろばの会場が密になると判断した場合、人数制限を行うことがありますので、ご了承ください。

■出張ひろば（乳幼児と保護者対象、申し込み不要）
日　時 内　容 場　所

1日（金）、15日（金）　9時〜14時 【10時30分から20分程度】　プチにじっこタイム
子育て支援コーディネーターの出張相談あり

伊自良中央公民館　いじらんど
5日（火）、22日（金）    9時〜14時 西武芸公民館

■学童行事（市内小学生対象）
日　時 行　事　名 内　容 定　員 持ち物など

23日（土）　13時30分〜15時 スライムを作ろう
※高富公民館集合・解散

不思議な感触のスライム、身近なもの
で作ることができるよ。 8人 材料費100円、お茶、

ハンカチ、マスク
7日（木）、14日（木）16時〜16時40分
21日（木）、28日（木）11時〜11時40分 将棋クラブ　※登録受付中 初めての子も将棋が好きな子も気軽に

参加してね。
なし お茶、ハンカチ、マ

スク毎月開催
月間チャンピオン
〜目隠しペットボトル回しに挑
戦〜※申し込み不要

月替わりのテーマにチャレンジし、そ
の月のチャンピオンを決定します。誰
でもいつでも気軽に挑戦できます。

■わんぱく広場（1〜3歳児と保護者対象、要予約）
日　時 内　容 持ち物など

12日（火） 10時30分〜11時30分 YAMAGATA ENVOYEZへ行こう！ 汚れてもよい服装（水着）、長袖長ズボン、着替え、タオル、お茶など

■ぎふ木遊館が高富児童館にやってくる（要予約）
日　時 内　容

4日（月） ① 9時〜10時25分
②10時35分〜正午 木遊館がやってくるよ！

■遊びのひろば（乳幼児対象）
日　時 内　容

毎週月・水曜日
10時30分〜
※4日（月）はお休み

にじっこタイム　〜親子あそび〜
※申し込み不要

9日（土） 10時〜 2022年4月生まれさんあつまれ〜
※市内乳幼児と保護者対象、要申し込み

16日（土） 10時30分〜 パパと遊ぼう　※申し込み不要

■おもちゃ病院
日　時 内　容

11日（月） 10時〜正午 壊れたおもちゃを修理します。

■遊びの提供（未就学児対象）　
日　時 行　事　名 内　容 定　員

毎週火曜日 11時〜11時30分 げんきタイム 親子遊び 各10組
20日（水）、21日（木）、27日（水）、28日（木）

10時30分〜11時 わくわくタイム 水あそびの
おもちゃ作り 各4組

※ 涼を求めて（スプリンクラーや噴水ミストで水と遊ぼう）も開催予定です。詳しくは
館内おたよりで確認してください。

■学童行事（市内小学生対象）　
日　時 行　事　名 定　員 持ち物など

23日（土）、30日（土）
10時30分〜11時30分

デザイン
Ｔシャツを作ろう

要申し込み
各6人

Ｔシャツまたはタンクトップ（白色か
淡い色で無地）、お茶、ハンカチ

■Happy Happy Birthday
内　容 〜7月お誕生日のお友達集まれ〜

写真と手形で記念を残しませんか
持ち物 Ｌ版写真1枚、身長･体重が分かるもの

■学びの空間 はぐはぐ【hughug】
日　時 8日（金）10時〜11時50分
テーマ 子どもは、遊びの中で育つ
講　師 岐阜家庭教育研究所職員
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