○日時

１２月２日

○場所

阿蘇体育館（内牧）

○内容

展示部門では、園児が描いた人権絵画や児

童・生徒が考えた
人権標語などを多

■波野高原新そばまつり
＆ 高原野菜収穫祭

8:30〜

昨年の様子

数展示します。
ステージ部門で
は、徳島県人権啓
発青少年連絡協議
会事務局の大湾昇
氏による記念講演を予定しています。
また、人権擁護委員による特設人権相談所を開設
します。
○問い合わせ先

人権啓発課

☎２２−３２０６

平成23年度阿蘇市公民館事業

■簡単しめ縄・ミニ門松づくり
手づくりのしめ縄・ミニ門松で
新しい年を迎えよう！
自分だけのしめ縄とミニ門松
を作って、家族みんなで新しい
年を迎えましょう。作り方も簡
単！やさしい指導者と一緒に楽
しく作りましょう！
○日時
１２月３日
9:30〜12:00
○会場
阿蘇公民館（内牧）大会議室
※阿蘇体育館となり
○対象
小学生と保護者等同伴
○定員
15組（定員になり次第締め切ります。）
○費用
1組300円（材料費）
○申込み 教育委員会に直接お電話ください。
○締切
１１月２２日 まで
○その他 ・会場までは、各自でお越しください。
・服装は汚れても構わない格好でお願い
します。
○申し込み・問い合わせ先
教育委員会 ☎２２−３２２９

■ＡＳＯ出会い応援団事業
婚活パーティー
素敵な出会いを見つけませんか？
熊本県内の独身者を対象に出会いの場を提供する
婚活パーティーを開催します。
○日時 １１月２６日
集合18:00 開始18:30
○会場 サンクラウン大阿蘇
○参加費 男性４，０００円 女性３，０００円
（鍋パーティー・飲み放題）
○募集定員 男女各２０名（合計４０名）
○応募資格 熊本県内在住で独身者の方
○申込方法 下記までお電話下さい。
○申し込み・問い合わせ先
阿蘇市社会福祉協議会地域福祉班 ☎３２−１１２７

平成２３年度熊本県男女共同参画実践支援事業【特定分野】委託事業

男女共同参画講演会

開催のお知らせ

阿蘇市地域婦人会では、今年度「男女共通のテーマで共に学び理解を深め、進めよう 男女共同
参画によるまちづくり」をテーマに、年3回の講座を開催します。
最終回の今回は講師に福岡県男女共同参画センターあすばる前館長の中島玲子氏を講師に迎え、
「老若男女を問わず進める男女共同参画」と題した講演をしていただきます。
講演会は、どなたでも参加できますので、阿蘇市の皆様の多数のご参加をお待ちしています。

開催日時 11月18日
午前１０時〜正午
開催場所 農村環境改善センター（内牧）
お問い合わせ 阿蘇市地域婦人会 会長神保

☎２２−０６５３

講師の中島玲子氏
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月〜 月の催しもの

新そばの季節です！波野高原
で収穫された新そばを堪能しま
せんか？今年も豊作で、風味
豊かな新そばが収穫できまし
た。新そばを豊富に使った各メ
ニューが１品１００円で味わえ
ます。是非お越し下さい。
○日時 １１月１３日
11:00〜 ※雨天決行
○場所 道の駅波野「神楽苑」イベントデッキ
○催し物 ・神楽特別公演（横堀岩戸神楽保存会）
・阿蘇ゆるっと博宣伝課長 進藤久明ライブ
・新そば料理の販売(数に限りがあります。)
・そばの早食い競争
・そば手打ちの実演
・波野高原野菜の販売
※各メニュー １００円
※入場料は無料となっておりますが、そば料理をお
買い求めの際は食券が必要となりますので、当日
受付でお買い求めください。
○主 催 阿蘇波野高原そばの里づくり推進協議会
○問い合わせ先
道の駅波野「神楽苑」 ☎２４−２３３１
農政課 ☎２２−３２７４

インフ ォ メ ー シ ョ ン

■阿蘇市人権フェスティバル

11
12

日

曜日

内容

5日

土 図書館まつり(農村環境改善センター)

6日

日 中江岩戸神楽定期公演(中江神楽殿)

〃

〃 狂犬病予防注射

12日 土 阿蘇市子ども芸術祭(阿蘇体育館)
月

インフ ォ メ ー シ ョ ン

月

11

13日 日
〃

月〜 月の催しもの

11

〃

12

阿蘇波野高原新そばまつり
(道の駅波野「神楽苑」)

〃 狂犬病予防注射

20日 日

月

12

■第110回阿蘇市をさるこう！

■行事・イベント

第35回阿蘇郡市町村対抗駅伝大会
(阿蘇市役所スタート)

〃 狂犬病予防注射

2日

金 阿蘇市人権フェスティバル(阿蘇体育館)

3日

土

4日

日 第７回阿蘇市民地域対抗駅伝大会

簡単しめ縄・ミニ門松づくり
(阿蘇公民館)

「中通古墳群と小嵐山の謎をさるく！」
地域案内人と一緒に紅葉を鑑賞しながら中通古墳
群や地域の自然・歴史について学びませんか？
○日時 １１月２６日
9：40〜１４：30
○集合 ＡＳＯ田園空間博物館総合案内所
９：40（出発 9：50）
○場所 阿蘇市中通地区
○案内人 甲斐一龍氏、井手主計氏、甲斐俊夫氏
宮本利邦氏(阿蘇市教育委員会)
○参加費 １，５００円（保険、資料、昼食代込）
○定員 ３０名（定員になり次第締切ります。）
※少雨催行。大雨の場合は一部内容を変更して開
催、もしくは翌日に延期します。
○申し込み・問い合わせ先
ＡＳＯ田園空間博物館総合案内所 ☎３５−５０７７

■第23回田空さるた塾
「阿蘇を食べよう！〜キッチン火山学〜」

■スポーツ施設スケジュール
※内容は10月17日現在の情報です

○阿蘇体育館
月

日

☎３２−４０００

曜日

内容

5日

土 第12回阿蘇やまびこふれあいフェスタ

6日

日 阿蘇市バトミントン秋季大会

7日

月 阿蘇市複合健診

月

12日 土 阿蘇市こども芸術祭

11 13日 日 カルデラリーグ大会（ソフトバレー）
19日 土 ＪＡ阿蘇総合展示会
20日 日

〃

26日 土 阿蘇郡市中学生学年別卓球大会
27日 日 熊本県バスケットボールリーグ
月

12 11日 日 火の山旗空手道選手権大会

○農村公園あぴか
月

日

曜日

☎３２−５０８１
内容

16日 水 阿蘇郡市グランドゴルフ大会（雨天時22日）
月

11 19日 土 熊本県下市役所職員親善ソフトボール大会
20日 日
〃

阿蘇のカルデラってどうやってできたの？火山
の仕組みってどうなってるの？など阿蘇の火山の秘
密をチョコレートなど食べられる材料を使って実験
します。皆さん、おいしく学びませんか？
○日時 １２月２日
19：00〜21：00
（開場：18：30〜）
○場所 ASO田園空間博物館総合案内所 研修室
○講師 池辺伸一郎氏(阿蘇火山博物館館長)
○参加費 ５００円（資料、菓子代込）
○定員 ３０名（定員になり次第締切ります。）
○申し込み・問い合わせ先
ＡＳＯ田園空間博物館総合案内所 ☎３５−５０７７

■2011乙姫ペンション村
イルミネーションと「光の巨大迷路」
電飾数３万個、総延長約１ｋｍのチューブライト
で創られた巨大な光の迷路とオブジェのほか、それ
ぞれのペンションが趣向を凝らした個性的なイルミ
ネーションで飾ります。
○開催期間 １２月１日 〜１２月２５日 まで
18:00〜21:00
○問い合わせ先
乙姫ペンション村運営協議会
☎３２−４５００

26日 土 キッズサッカー8人制大会
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