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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23節 ９月3日（土）
19：00 Y.S.C.C.横浜

岐阜メモリアル 
センター 

長良川競技場

第24節 ９月10日（土）
19：00

AC長野
パルセイロ

岐阜メモリアル 
センター 

長良川競技場

第25節 ９月17日（土）
19：00

ヴァンラーレ
八戸

プライフーズ
スタジアム

第26節 ９月25日（日）
13：00 いわきFC Jヴィレッジ

スタジアム

第27節 10月2日（日）
14：00

福島
ユナイテッド

FC

岐阜メモリアル 
センター 

長良川競技場

　山県市ナビは、山県市からのお
知らせやイベント情報、各種マップ
など多数の機能で情報をお届けし
ます。

●「消防感謝祭」
　第71回岐阜県消防操法大会
●ふるさと栗まつり2022をPR
令和4年度から広報番組がリニューアル！
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。

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

4日（日）第12回全国ママさんバレーボール
冬季大会岐阜県予選会

11日（日）岐阜県ママさんバレーボール
秋季大会県予選会兼岐阜地区秋季大会

14日（水）第36回県レディースバドミントン
秋季大会

19日（祝）レクリエーションフェスティバル2022
ミニテニス交流祭

23日（祝）岐阜県ママさんバレーボール秋季大会

24日（土）
25日（日）

第15回2022岐阜ヤングクラブ
バレーボール男女選手権大会

総合体育館
9月スポーツイベント

問総合体育館　℡22-6622

夜間休館日　9月18日（日）

App Storeで
ダウンロード

Google Playで
ダウンロード
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子育てイベント情報Events for children 9月
高富児童館 休館日 4日、11日、18日、19日、23日、25日

HP 高富児童館問い合わせ ℡22－4750

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。

■学童行事（市内小学生対象）　
日　時 行　事　名 定　員 持ち物など

17日（土）
10時30分～11時30分

ねんどで作る
おべんとう

要申し込み
6人

お茶、ハンカチ
作品を持ち帰る袋

■学びの空間 はぐはぐ【hughug】
日　時 16日（金）10時～11時50分
テーマ 豊かな心、思いやりの心を育てるには
講　師 岐阜家庭教育研究所職員

■Happy�Happy�Birthday
内　容 ～9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

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

10日（土）
13時30分～14時30分 ゲームをしながら防災を学ぼう 防災クイズなどをしながら身近な防災を

知ろう！ 15人

お茶、ハンカチ、マスク
毎週木曜日 

16時～16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
毎月開催

月間チャンピオン
～9月は片足とびに挑戦～
※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。

■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

2日（金）、16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

伊自良コミュニティセンター
6日（火）、16日（金）　9時～14時 西武芸公民館

■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
1日（木）

高富児童館

おしゃべり会 着替え、お茶など

15日（木） 手形足形アート 汚れてもよい服装、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31日生まれ

6日（火） 救命救急講習

着替え、お茶など20日（火） リズムあそび
令和3年11月1日～

令和4年4月1日生まれ
13日（火） 絵本のお話
27日（火） リズムあそび

すくすく 令和2年度生まれ（高富地域） 30日（金） 西武芸公民館 防災クッキング＆
栄養士さんの話

着替え、お茶、エプロン、三角巾、
布巾、材料費など 　※要予約

のびっこ 令和元年度生まれ（高富地域） 2日（金） 高富児童館
リズムあそび 着替え、お茶など小鳩会 1～3歳児と保護者（伊自良地域）

9日（金）
伊自良コミュニティ

センター

つくしんぼ 1～3歳児と保護者（美山地域） 西武芸公民館 防災クッキング＆
栄養士さんの話

着替え、お茶、エプロン、三角巾、
布巾、材料費など 　※要予約

※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。

■おもちゃ病院
日　時 内　容

12日（月） 10時～正午 壊れたおもちゃを修理します。

■遊びのひろば（乳幼児対象）
日　時 行　事　名

毎週月・水曜日
10時30分～

にじっこタイム　～親子あそび～
※申し込み不要

10日（土）　10時～ 2022年6月生まれさん集まれ～
※市内乳幼児と保護者対象、要申し込み

14日（水）　10時～ ぽっぽ※発達のゆっくりな子・保護者、申し込み不要
17日（土）　10時30分～ パパと遊ぼう　※申し込み不要

■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
1日（木）、14日（水）、15日（木）

10時30分～11時 わくわくタイム おじいちゃん、おばあ
ちゃんにプレゼント 各4組

■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(水)、8日（木）10時30分～11時30分 みんなでよーいどん！ 各10組 お茶、その他必要なものマミーサークル（2歳児親子） 21日(水)、22日（木）10時30分～11時30分

子ど も げ ん き は う す 休館日 4日、5日、12日、18日、19日、20日、23日、26日
問い合わせ ℡23-2323※休館日は変更する場合があります。
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