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講座（名古屋市民講座）の申し込みについて

２

◆受講資格◆

名�����の方で、���ご�に�����者（��、����が��な方）

◆申し込み方法◆

はがき、または���ー���に��お申し込みください。

���の��にお申し込みいただけますが、１��につき１人１�のみ��です。

①はがきによる申し込み

　����（�記��）をご記入の�お申し込みください。（�通につき ���）

②インターネットによる申し込み

　�記��� ��名���の��申��ー�スに���スしてください。（「名���

��申�」で��してください。）

（パソコン） https://www.e-shinsei.city.nagoya.jp/

（携帯電話） https://www.e-shinsei.city.nagoya.jp/m/

�申込��は、���に���な�ますので、ご��ください。

�申し込みが��を��た場合は、��を�います。（��ての方��）

申し込みの��は、郵便または�ー�にて申し込み�������１����でお��せ

します。

��に�しない��については、申し込み�����の����、���で�け�けます。

�き��を�����（TEL 052－972－3078）までお�い合�せください。

�教��等��は、�����にお��いください。

�教��等��をお��い�は、��を��された場合で�お�しできません。

�申し込みのた�にお��せいただいた�人��は、名���が�����く���のご�

�等に��す���が��ます。

区民限定講座（６ページ）の申し込み方法は、各講座の問合先に

お電話ください。

4 6 0 8 5 0 8 ⑴ 講座名

⑵ 希望コース *

⑶ 氏名（ふりがな）

⑷ 生年月日

⑸ 〒　住所

⑹ 電話番号

名古屋市
中区三の丸三丁目１－１

名古屋市健康福祉局

健康増進課

なごや健康カレッジ担当　行

郵便はがき ※１通につき２名までお申し込みいただけま

す。その場合は、代表者の方及び２名の

方のご関係（夫婦、友人等）をご記入く

ださい。

　また、２名の方それぞれについて(3)～(6)

までご記入ください。

＊(2)希望コースは「転ばん大幸（大きな幸

せ）教室」にお申し込みいただく場合の

みご記入ください。

（裏）（表）



講 座 名
転ばん大幸

（大きな幸せ）教室
健康學ノススメ

2018
自宅でできる健康
増進プログラム

暮らしを楽しんで
健康に 健康を科学する

健康へのいざない
運動、栄養、心理面
からのアプローチ

軽運動でこころも
からだもリフレッシュ！

姿勢を見直す
健やかに活きる

こころとからだを整える
科学的アプローチ

からだを動かす
習慣をつけよう

講座概要

��者の転�は、大き
な�����、そして�
たき�につなが�た�、
��コース�に��に
合�た転ばない���
く�について����

�������について��
���に、��の��（���、
��ー���、���ス��きを
�くす�コー���ー����
�、��ース�ー�な�）を��
に��す�、�����の��

��で�������を
2�����い、������
�の��に、������、
����（����、���
な�）及びス���を��、
����の��を�����

��、����、��、
�、��な�、��
の��しを通して、
��になれ���を
�����

����、����、
����の����、
����の��な�、
����を���に�
�し、�れ��の��
��に��て���

��の�大��で��
��、��、����
������の��を
��し、幸せ�の��
�な���、����
の���い�な���

��ー���、ス���
�な���にでき��
��、�ー�、��ーな
�を��した��に�
�、��なく��を��
でき�コ�を����

��の�����を
��し、���に��
でき���「ス���
��ー��」な�を��
て��の��を���
��スす���

��の��は「��な��」
�「���い��」�「�
�な���」の������
��な����スに��き、
������だの��に関
す����を�����

��ででき���、��
�の���、������、
���を��した��の�
��の��を�い、�れ�
�の����のた�の�
���を�に�け���

連携大学 ��大� ����大� 名��大� ����大� �����大� ��み��大� 名����大� 名�大� ����大� 大�大�

期間・回数
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教材費等実費 ������（���） 3�����（�3��） ������（���） ������（���） �� ������（���） ��2���（���） ��2���（����） ������（���） 6���（���）
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�����大�

（�が�����ス）
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〈講座時間〉
①⑦13:30 ～ 15:30
④⑥13:30 ～ 15:00
②③⑤10:00 ～ 11:30

（チャキチャキコース）、
13:30 ～ 15:00

（こつこつコース）
���2�（�）�����
��、コース�け

���3�（�）����
��、����

���2�（�）����
������（�）����
������（�）����
�����（�）����
����2�（�）����
���、��

�������コース　
　（2�名）
�����の��方が
��。��の�����

��つ�つコース
　（��名）
��が��してい�方が�
�。���な��の��

���者
6����の方で�のい
�れ�に��す�方
���１��に転�した
��が��方

��い転���が��方
���の��が��、転
���のた�の��を
�びたい等
ただし、�����、�
����を�けてい�方
����の������
の���な�てい�方を
�く

〈講座時間〉
９:45 ～ 11:15

���2�（�）、���� �（�）
������（�）、������（�）
����2�（�）、���� １（�）
���� �（�）、������（�）
����22（�）、����2�（�）
��2��（�）、��2��3（�）
��2�2�（�）

���
����、����ス、
��及び��
���ース�ー�（�
�ー���）
����しく��な��
�を��す�た�のス
�ー���
���ー���ー���
�����を���
��コー���ー���
��
�「�の��」����
�、��（ス����）
���������を�
����だ�く�
������の���ー
�ー��なたの��ー
�������
���及び������

���者
6����の方で、��
��の��（����ー
������ー���）
が��な方
ただし、������を
���れてい�方を�く

〈講座時間〉
10:00 ～ 12:00

ただし、
②⑥は ９:00 ～ 10:30
または10:30 ～ 12:00

���2�（�）
��に関す���

�����2（�）
����

���� ２（�）
�����に関す��
������

�����6（�）
��ー���１
（名��大���の
��ー���）

��2� �（�）
��ー���２
（名��大���の
��ー���）

��2�2�（�）
����

�１���（�）
�������の��
��

���者
6����で�����
�の��がなく、�し�
の�が���が��なく
��、�に��のない方

〈講座時間〉
①～③11:00 ～ 12:40
④～⑧11:00 ～ 12:30
⑨　　11:00 ～ 12:50

����3�(�)
　�����ー���、
　��の����を���

������(�)
　��しに��おいを�
　～����の�しみ～

������(�)
����のコ�は���に�
　～���つ�つ���
　　���のすす�～

����3�(�)
��の�で��しを�
�に�

������(�）
　おし�れの�つけ方
　～�を�方に～

�����2(�)
���しく�しく�き
合�た�に

������(�)
�た�の�����に
関す���の��

����26(�)
　��しに��つ��の�
　～�方������の�～

��2�3�(�）
「��ス�ス」��の��
�の��に��な大�
な�の�は�、���

〈講座時間〉
10:00 ～ 11:30

ただし、
①は10:00 ～ 12:00
④は ９:30 ～ 11:30
（14:00頃までご予定
ください）

�� �2�（�）
�����ー���

���� �（�）
��者の����
～��������
　����～

����26（�）
�には����つ�て
�しい

���� �（�）
����、その�

������（�）
��は���です��

����22（�）
�����

����2�（�）
���について

��2� �（�）
����しく��て、
�さしく����

��2��3（�）
���ー�を�み込�

���者
�は����を��して
いますので、それ�の��
にご��いただき、��
してご��いただけ�方

〈講座時間〉
10:00 ～ 11:30

���� �（�）
����を�ばすコ�

������（�）
��で転ば�さきの
����
～転�����その１～

������（�）
人�を��す��
～��������、
　�����～

����2�（�）
����
～�きてい���の
　��～

���� １（�）
���くおつき�い
～そのた�に��て
　おきたい��～

���� �（�）
��で転ば�さきの
����
～転�����その２～

〈講座時間〉
14:30 ～ 16:00

���� �（�）
��の��を����
����まし��

������（�）
���ス�の����
�ーを�いた���

������（�）
��な�き方を���

����2�（�）
�ー�を��て�しく
���く�

����3�（�）
がんば�ないス����

���� �（�）
��������ー�
��を��し��

������（�）
���に��て���
���

����2�（�）
����の��はい�
に�

���者
�����の方で�い�
�が��な方

※����のた�、��
��につき１�だけ�
��な����が��
ます

〈講座時間〉
10:50 ～ 12:20

������（�）
����き方について
の�������

������（�）
����に関す���

����2�（�）
�������に関
す����ス����
�ー��を��た��
��

����2�（�）
コ�コ�������
�な�の����

���� �（�）
��の�い方に関す�
������

������（�）
しな��な���く�
のた�の����

����2�（�）
�����を��した
������に���
裏��の��

����2�（�）
����代が��を�
し�た�の���く�

��2� �（�）
�����を��した
�������の��
入�に�����く�

��2��2（�）
����き方の��に
関す��������

〈講座時間〉
10:30 ～ 12:00

����2�（�）
���のスス��
～��者の�い���
　く�～

���� �（�）
ス�ー�の�、��を
��しました、その�
���ー�れく�い�

������（�）
��だの���を��
�����ー���

������（�）
�の��、���の��

����2�（�）
����の関係
～����の����、
���を���す�～

��2� １（�）
たん�く�を��に
��て����

〈講座時間〉
13:00 ～ 15:00

�����6（�）
��が��に����
�について��、��
�の��������
��

����23（�）
��に���のを��
した���の���、
���の���

����3�（�）
��に���のを��
した���の���、
���の���

��2� �（�）
ス������、��
�の���

��2���（�）
��に���のを�い
た���ス��、��
�の���

��2�2�（�）
「��まで���た�
�の��だ」について
の��、���の��
������

申込期間 ７/９～８/14必着 ８/１～８/31必着 ８/１～８/31必着 ８/１～８/31必着 ８/３～８/31必着 ８/３～９/３必着 ８/13～９/19必着 ８/13～９/14必着 ８/17～９/21必着 ９/７～10/５必着

❖名古屋市民講座



名古屋市健康福祉局健康増進課　なごや健康カレッジ担当
〒460-8508　名古屋市中区三の丸三丁目１－１
TEL 052－972－3078　FAX 052－972－4152
mail：shokuiku@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

�������������������������������������������8�4�����0�0�0�0�0�0�����

なごや健康カレッジ

○市公式ウェブサイトでは、講座を実施する大学が作成したパンフレットを掲載

しています。「なごや健康カレッジ」で検索してください。

５

お問い合わせ

なごや健康カレッジとは
　

　名古屋市���の��が��������健康��りの
講座���健康��り�����が������なが��
����健康����コ���������

　��な�講座がご�����������������
����



❖区民限定講座
　区���講座の����������ージの���������なり��の��ご����
���講座��や����������������講座の�����電話�����

区 　 名 西　　　区 中　村　区 名　東　区

講 座 名
エンジョイ　ヘルシーライフ

～シニア時代を賢く楽しく～
レクリエーションで元気に!!

明日につなごう
元気なからだ

講 座 概 要
��の��を�つ��し、���
�代を�く�しく��にす�方�
を�����

������ー���で����
を�い、ス�ー������ー��
�で�しく��を��す��

���い��を��た�に�しく
���を�������ー���
を����

連 携 大 学 名����大���大�� ��大� ����大�

対象者・定員
���の6����の方で
��に��のない方　3�名

���の�����の方　3�名
※なご�������（��大�）

���の方��

���の6����の方　3�名
※なご�������（����大�）

���の方に��

教材費等実費 ������（���） ����（���） ����（���）

会 　 場 名����大���大�� ��大� ����大�（�������ス）

講 座 日 程

全９回（10:00 ～ 12:00）
ただし、⑥は10:30 ～ 13:00

� � �26（�）、������（�）
���� �（�）、����2�（�）
��2��2（�）、��2���（�）
� � ��6（�）、� 2 � 6（�）
� 2 ��3（�）

全８回（９:30 ～ 11:30）

� � �2�（�）、���� �（�）
�����2（�）、������（�）
����26（�）、���� 2（�）
���� �（�）、�����6（�）

全６回（９:00 ～ 11:00）
ただし、②③④は９:00 ～ 10:30

���� �（�）
������（�）
����22（�）
���� �（�）
�����2（�）
������（�）

申 込 期 間 ��１～��3��� ��１～��3��� ��１～�����

問 合 先
������ー

����2��23��6��

�������ー

����2�����22��

名������ー

����2�����3���

区 　 名 昭　和　区 瑞　穂　区

講 座 名 男女不問！健康・美ボディ・
ミニエクササイズ

めざせ、燃えるからだ
メタボリックをやっつけろ

講 座 概 要
�またで��の�にな�����
����入れ、しな��な���
を�に入れ�����を����

「��」「��」「��」を��に、
�����のた�の�����に
ついて����

連 携 大 学 ����大� 名����大�

対象者・定員
���の�����の方

3�名
���の�����の方

��名

教材費等実費 ������（���） ������（���）

会 　 場 ����大�（名������ス） 名����大�

講 座 日 程

全６回（10:30 ～ 12:00）

������（�）
������（�）
���� �（�）
����22（�）
��2� 6（�）
��2��3（�）

全6回（13:00 ～ 15:00）
ただし、⑤は12:00 ～ 14:00

���� �（�）
������（�）
���� �（�）
����22（�）
��2��3（�）
��2�2�（�）

申 込 期 間 ���～����� ���3～������

問 合 先
�������ー

����2��3��3�6�

�������ー

����2��3��326�

６ �の������は�����を�����を��しています。


