
 

 午後 5時18分26秒

ホーム   •  フォーラム   •  観光情報   •  サイト内検索  

 ログインログインログインログイン

ユーザ名:  

 

パスワード:  

 

ログイン  

パスワード紛失   

 
新規登録  

 

 ほらどほらどほらどほらど広広広広報誌報誌報誌報誌

  
最新号は'10 ４月号です。  
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 最新最新最新最新ニュースニュースニュースニュース

• ひなまつり at 洞戸生涯

学習センター (2010-03-05 

14:29:34)

• 関市市民活動センターが

できました。 (2010-01-21 

17:32:34)

• 雪害（椎茸ハウスが・・）

(2010-01-21 16:39:13)

• 薬草、薬膳の講演会・・野

崎友雅氏 (2009-11-08 

19:32:26)

• ２００９ 洞戸夏まつり

(2009-08-16 07:33:36)

 

 洞洞洞洞戸関戸関戸関戸関連連連連のつぶやきのつぶやきのつぶやきのつぶやき

 2010年度事業年度事業年度事業年度事業のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

 

   本講演会は、洞戸を拠点に様々な活動を展開する者の視点から、郷土を見つめ未来に向けた展望を語っ

ていただく、ほらどまちづくり委員会が開催する学習事業です。 

大盛況だった昨年の講演会を受け、今年は毎月開講の予定です。 参加費無料。 奮ってご参加ください。

 
   見見見見つめようつめようつめようつめよう洞洞洞洞戸戸戸戸 創造創造創造創造しようしようしようしよう未未未未来来来来       

講演会は、地域を担う熱い思いを醸成する場とします。 

講演者は、夢を語るスキルを磨き郷土への想いを新たにし

ます。 

聴講者は、郷土の未来に共感し、その実現に向けての共

同を探ります。 

聴講者(ゲスト)が次に講演者(ホスト)にもなる協同型の講

演会です。

 

 岐阜県博物館が展開する”学習プログラ

ム”の一つ「 郷・豊夢！プロジェクト（Go 

home project） 」 のモデル事業 

豊かで誇りある郷土を再認識し、自ら学び

自ら発信する大人と子どもを育む地域を目

指します。

 今年度 洞戸村ふるさと塾が展開するプロ

グラム の一つ 

本プロジェクトでは、郷土を支え復興させ

る"夢"と"人材"の発掘、結集を図ります。 

 

 ---    2010年年年年ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    --- 

  開 催 日  講 師 名  内 容  

  4月24日（土）  朝田康裕  グァテマラ紀行  

  5月15日（土）  野村真富   洞戸の石造仏  

  6月    

  7月24日（土）  船戸忠幸  洞戸支配の変遷（近世中心）  

  8月21日（土）    

  8月22日（日）   郷・豊夢！PJ 関連の交流会（情報交換等）  

  9月    

  10月    

  11月13日（土）  中島 昌   

  12月    

  1月    

  2月    

  3月    

 

 2009 年に実施した ３名による講演会
 

  

Masatoyo 
Tada

contents  

2009.10.3 

  

Tatuya 
Goto

contens  

2009.10.31

  

Tomonori 
Nozaki

contents  

2009.11.7

 

 新新新新着着着着情報情報情報情報

 蓮華峯寺の枝垂れ桜  (2010/4/11 9:48:46) 

 紅梅  (2010/3/15 23:13:20) 

 ひなまつり at 洞戸生涯学習センター  (2010/3/5 14:29:34) 

 土雛  (2010/2/28 16:15:41) 

 サイトデザインサイトデザインサイトデザインサイトデザイン変変変変更更更更

blue_lagoon

cube_default

 

(2 テーマ) 

 

 洞洞洞洞戸戸戸戸カレンダーカレンダーカレンダーカレンダー

2010年年年年 4月月月月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

＜詳細表示＞

 

 ほらどまちづくりほらどまちづくりほらどまちづくりほらどまちづくり委員委員委員委員会会会会

  
委員会のご紹介

 

 ようこそようこそようこそようこそ！！！！

  
ふるさと塾ご紹介

 

 関関関関連連連連サイトサイトサイトサイト

 

 

 

 塾塾塾塾テーマソングテーマソングテーマソングテーマソング

旧旧旧旧洞洞洞洞戸戸戸戸小小小小学学学学校校歌校校歌校校歌校校歌 ♪ 

洞洞洞洞戸戸戸戸北小北小北小北小学学学学校校歌校校歌校校歌校校歌 ♪ 

上記クリックで再生します。 

（mp3未対応PCは不可） 

詳細は下記でご覧ください。 

** 旧小学校の名校歌 **

 

 サイトサイトサイトサイト内検内検内検内検索索索索

 

検索  

検索オプション

 

 サイトサイトサイトサイト外外外外検検検検索索索索

montas

horado_fj

蓮華峯寺の枝垂れ桜: 蓮華峯
寺の枝垂れ桜です。ソメイヨシノ
とちょっと違って、花は小ぶりで
色合いもやや薄ピンクと、控え
めな感じです。洞中の堤防、市
場の事務所前、栗原の堤防、保
福寺、光勝寺、大野の板取川沿
い、運動公園等々洞戸地区の
桜... http://bit.ly/dspUxr  
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 成人式 in 洞戸  (2010/1/23 14:15:21) 

 
もっと読む...

 

 洞洞洞洞戸戸戸戸のののの風景風景風景風景

蓮華峯寺の枝垂れ桜  (2010-4-11) 

 

紅梅  (2010-3-15) 

 

土雛  (2010-2-28) 

 

 

 movie紹介紹介紹介紹介

 大般若経会(興徳寺)  

 

 高賀神社 秋の大祭  

 

 祝新学期  

 

 

 新新新新着着着着RSS

• 春の野草  (2010-4-18) 

• 寺尾ケ原の千本桜  (2010-4-10) 

• 緋寒桜(ヒカンサクラ)が咲き始めました。 (2010-4-3) 

• カタクリの花  (2010-3-20) 

• 弘誓寺の観音様  (2010-3-17) 

もっと読む...

 

 フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムでのでのでのでの最近最近最近最近のののの投稿投稿投稿投稿

フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム トピックトピックトピックトピック
返返返返

信信信信

閲閲閲閲

覧覧覧覧
最終投稿最終投稿最終投稿最終投稿

洞戸の風景
Com

Re: 土雛 2 336 non 2010-3-6 1:05

洞戸の風景
Com

Re: 成人式 in 洞戸 0 140 mms-t 2010-1-11 9:43

洞戸の風景
Com

Re: 新年 明けまして おめでとうございま
す。

0 140 montas 2010-1-2 10:49

洞戸の風景
Com

Re: ミネハハ水の歌コンサート 0 170 montas 2009-9-30 7:49

動画紹介Com Re: 大般若経会(興徳寺) 0 208 mms-t 2009-1-2 17:54
子供の学習 Ｈｏｒａｄｏ祭 ＆ Horado祭 in ユキヒロライ

ブ
2 3496 omuto 2008-11-2 21:24

子供の学習 ５年生社会科の教科書にある枕崎漁港 2 5148 fukao 2008-6-27 21:21
洞戸の風景
Com

Re: 織部庵の草刈 0 148 montas 2008-5-5 8:38

洞戸の風景
Com

Re: 黄金の村ほらど 0 147 mms-t 2008-4-5 19:14

ＮＰＯ情報交換 関市の公共交通を考えるスレ 9 9800 mms-t 2008-2-29 18:47

フォーラム内検索へ    トピック一覧へ    カテゴリー一覧へ  

 

 もっともっともっともっと洞洞洞洞戸戸戸戸をををを楽楽楽楽しむためにしむためにしむためにしむために

 本サイトは誰でも自由に閲覧し洞戸の今を知る事が出来ます。また、本サイトに参加して洞戸を発信し、ご一

緒に洞戸創りを楽しむにはユーザー登録が必要です。左の「新規登録」から、是非、登録をお願いします。 

ユーザー登録については FAQ に詳細がありますのでそちらをご参照ください。

 

 検索  

 

  

 

 

 

 アクセスカウンタアクセスカウンタアクセスカウンタアクセスカウンタ

080917

 

昨日: 0035 

今日: 0016

[キリ番]
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Join the conversation

13 days ago   

祝！ 第一回日本全国ありえな
い珍料理大賞に「岐阜県キウイ
すき焼き」が選ばれました。（新
助ホンネの殿堂にて）  岐阜
県の「ほらど」ですから、そこの
とこよろしく。 #horado  
35 days ago   

テレビに地元の古田さんが出て
る 都築さんも 近所の三郎さ
んがしゃべってるし。  で、キ
ウイすき焼きとして認定  し、
しかも三郎さんスタジオ登場。。  
でもこれって洞戸のキウイフル
ーツでなくてもいいとちゃうかぁ   
#horado  
35 days ago   
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