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同仁会 健康づくり委員会主催

お申し込み／お問い合わせ
健康友の会みみはら 事務局 担当（淡路）
電話 072−244−8061
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開催日程：11月19日
（土）雨天中止
集合場所：午前９時00分
南海高野線
「金剛駅」
解散場所：正午頃
金剛駅周辺
定
員：30人程度
持 ち 物：飲み物、雨具、交通費など
距
離：約10キロ
服
装：動きやすい服装と靴、リュック
参 加 費：無料 ※交通費各自実費
対
象：友の会会員で普段からよく歩いている方
コ ー ス：金剛駅 → 狭山池周辺 → 金剛駅
締
切：先着順
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場：「みみはらホール」
（耳原総合病院 地域交流ゾーン２Ｆ）
〇開始時間：18：00〜
〇問い合せ：広報課（滝沢）
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耳原こども
夏まつり
2013年から、各界さまざまな分野の専門家をお招き
し、講演していただいています。今秋の企画をご案内
します。興味・関心にあわせて、お気軽にご参加くだ
さい。詳細はホームページ（
「みみはら」で検索）を
ごらんください。

■10月20日（木）
『図書館は屋根のついた公園
〜本がひととまちをつなぐ』
講演：岐阜市立中央図書館 館長 吉成 信夫氏
■11月17日（木）
』
『北壁のむこうに見えたものは〜（仮題）
講演：モンベル・グループ創業者
辰野 勇氏（堺市出身）
■12月15日（木）
『世界の笑顔に魅せられて』
講演：フォトグラファー 北川 孝次氏
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