
アタラシイモノ  アタラシイコトアタラシイ自分に出会えるマルシェ

Caminho Special企画
親子でアイシングクッキー講座

講師  玉野 美結

クリスマスコンサート
サックス  松岡 千華 キーボード  佐伯 彩
フルート  今井 美香・藤田 歩

パーカッション  竹内 葉子 イタリアンオペラ  里見 真美子
ピアノ  沖本 まり子 ライブ  大海 有輝 

カプラで遊ぼう！
大人も子どももみんな夢中☆

魅力いっぱいの木製ブロックカプラ！！
どんな積み方ができるかな？
中部学院大学短期大学部幼児教育学科の学生さんと楽
しくカプラで遊んでみよう！

みんなで変身！サンタクロースになろう
わくわく！！新聞紙があっという間に
サンタクロース帽子に。

オリジナル
サンタクロース帽子をつくろう

マルシェ&ワークショップ
交流センターの中でやさしい日差しにつつまれて、 おいし
いもの、 かわいいもの、 楽しい体験に出会える、 あった
かマルシェ＆ワークショップ。

あまちの森文庫 de クリスマス
クリスマスブック集めました！読みたい一冊にきっと出会え
る！クリスマスの世界に浸ろう。
当日、 あまちの森文庫による読み聞かせも開催！

おでかけはバスで行こう！
あまちの森まであい愛バスで来てね☆
当日はあい愛バスの展示も行います。
ぜひ乗ってみてね！

平成30年

12月16日（日）
10:30〜15

:00

あまちの森（加茂野交流センター）

Caminho Special コラボ
◆Minokamo Family Project
◆Caminho Study Room
◆きらきらかもジョProject
◆Chance For Children

Caminh
o mitukeru marche

すてきな

音楽の

おくりもの

クリスマスが

待ち遠しい！



Minokamo Family Project
手形足型アートでつくる
クリスマスオーナメント  参加無料

［1部］11:40〜13:20、［2部］14:10〜15:00
お子さんの成長記録として残すメモリアルグッズとして
大人気！手形足型でかわいいクリスマスオーナメントを
つくります。

対 象  どなたでも　 定 員  なし　 会 場  体育室

講座・ワークショップ・イベント一覧

Produced by   カミーノ推進ワークショップ（女性活躍推進市民会議）
Supported by   あまちの森×企画課・みのかも女性活躍支援センター

問合せ   美濃加茂市役所  企画課　TEL:0574-25-2111（内線:247）

フードショップ
 オリオンベーカリー
 ベーカリーぱしおん
 だんごろうず
 tunagu cafe
 CAFE & PIZZA  DELTA

チャレンジショップ（ハンドメイド雑貨やリメイク品の販売等）

 赤ちゃんのよだれかけ
 ami-umi
 fifi
 Decorluce
 3shimai

 mop mop
 Ashley'sHouse
 キュートハンズ
 toi et moi
 紡ist.

マ ル シ ェ 出 店 者

12月10日（月）から受付開始。 直接

または電話、 メールで市役所企画

課へ。 カミーノホームページからも

お申し込みできます。

市役所企画課  TEL:0574-25-2111（内線:247）

MAIL  caminho@city.minokamo.lg.jp

カミーノ・ホームページ  http://caminho-minokamo.com

予約方法はコチラ

クリスマスコンサート  参加無料
10:30〜15:00
すてきな音楽のおくりものを楽しみましょう！

大海 有輝
輝ける
女性の未来
〜Drawing〜

サックス：松岡 千華
キーボード：佐伯 彩
フルート：今井 美香・藤田 歩
パーカッション：竹内 葉子
イタリアンオペラ： 里見 真美子
ピアノ：沖本 まり子
ライブ：大海 有輝

対 象  どなたでも　 定 員  なし　 会 場  集会室

Caminho Special企画
親子でアイシングクッキー講座   予約制

［1部］13:00〜14:00、［2部］14:00〜15:00
クリスマスプレゼントにピッタリ！クリスマスに贈って、
もらって嬉しいアイシングクッキーを作ります。

対 象  年少以上の親子 定 員  各回親子で15名
会 場  調理室 持ち物  なし

参加料  1人につき500円 講 師  玉野 美結

Minokamo Family Project
みんな大好きリトミック！  参加無料  予約制

［1部］11:00〜11:30、［2部］13:30〜14:00
音とリズムでたのしく遊ぼう！

対 象  ［1部］1〜3歳の親子 ［2部］2〜4歳のお子さんと
ご家族（おじいちゃん、 おばあちゃんもご一緒に）

定 員  各回15組　 会 場  体育室　 講 師  朝倉 由加

Caminho Study Room
食卓に彩りを…
親子でクリスマスディナーをつくろう

11:00〜12:20  予約制
がんばらなくてもできる…かんたん！かわいい！おいしい！
クリスマスディナーを親子で一緒につくります。

対 象  3歳以上の親子　 定 員  5組　 会 場  調理室
持ち物  エプロン・三角布・マスク・お手拭タオル・のみもの
参加料  親子二人で1000円（お子さん一人追加につき300円）
講 師  小栗 愛子

※メイン料理は1家族で1つの作成です。

きらきらかもジョProject
女性のワークライフスペースVol.2  参加無料  

子育て、 仕事、 キャリアアップ…気になる情報集めま
した！みんなでつくるアンケートツリーにも参加しよう！
みのかも女性活躍支援センターRe:Ola（リオラ）大特集！！

対 象  どなたでも　　 会 場  集会室

Chance For Children
手話でポジティブコミュニケーション
〜うたってみようあたらしいコトバ〜

10:45〜11:45  参加無料  予約制
手話を使ってコトバを超えたコミュニケーションを
体験してみよう！

対 象  年少から小学生までの親子
定 員  20名　 会 場  学習室　 講 師  山田 香代子

※予約で定員に達しない場合当日受付を行います。

［カミーノ］

Caminho［カミーノ］とは
美濃加茂市まち・ひと・しごと創生総合戦略
Caminho（カミーノ）とはポルトガル語で「道」を
意味しています。 女性が歩む人生（道）・ライフ
ステージに合わせて女性が笑顔で輝ける、 女性
の夢が叶えられる、 女性がほっとできる…そん
な美濃加茂市になりたいという想いがこめられ
ています。


