
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

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 ６

受講者
募集

名古屋市健康福祉局

なごや
健康カレッジ

令和３年度

健康づくりの講座がいっぱい！

お問い合わせ

なごや健康カレッジとは
　

　名古屋市と多くの大学が連携して実施する健康づくりの講座です。
健康づくりは「継続」がかぎ。楽しみながら、心も体も健康に暮らす
コツを学びましょう。

　気になる講座がございましたら、お気軽にお申し込みください。

新型コロナウイルスによる感染防止のために（お願い）

○感染予防のための注意事項をお守りくださるようお願いします。

・ マスクの着用（持参）（運動中は相談の上、外していただく
ことも可能）

・ 咳エチケットへの配慮
・ 手洗い・手指消毒の徹底
・ 可能な限り人と人との距離の確保
・ 大声での会話の自粛
・ 参加前・後における三密の生ずる交流等の自粛

○講座へのご参加にあたっては、講座当日及び過去14日以内に、次
の事項に当てはまらないことをご確認ください。

① 平熱を超える発熱がある
② せき、のどの痛みなどの症状がある
③ だるさ、息苦しさがある
④ 嗅覚（におい）や味覚の異常がある
⑤ 体が重く感じる、疲れやすい
⑥ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がある
⑦ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる人がある
⑧ 過去14日以内に日本に入国・帰国された方との濃厚接触が
ある（あるいはご自身が帰国）

○なお、感染症の流行状況等によっては、講座の開催を中止させてい
ただくこともございます。申し訳ありませんが、ご了承ください。

https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/8-4-9-3-0-0-0-0-0-0.html



講座（名古屋市民講座）の申し込みについて
講 座 名 自宅でできる

健康増進プログラム 健康學ノススメ2021 呼吸と姿勢を見直し
ポジティブになろう

軽運動でこころもからだも
リフレッシュ！

健康寿命延伸に向けた
心身の健康づくり

からだを動かす習慣をつけよう
（骨々・毎日健康運動）

講 座 概 要

自宅で運動プログラムを約2.5 ヶ
月行い、運動プログラムの前後に、
日常生活機能、身体組成（体脂肪、
筋肉量など）及びスタミナを調べ、
健康増進の意識を高める講座

健康や介護予防について学ぶとと
もに、各種の運動（筋トレ、ウォー
キング、ストレッチングなど）を
実際に体験する、学生参加型の講
座

新型コロナの影響で、家にこもり
座りがちになった結果、猫背にな
り呼吸が浅くなった身体を見つめ
直し、それとともにポジティブな
思考法について学ぶ講座

加齢とともに低下する傾向にある
体力を維持するには意識的にアッ
プさせようと思うことも効果的な
ため、ウォーキング、ストレッチ
など手軽にできる運動や、ボール
などを利用した運動により、無理
なく体力を維持できるコツを学ぶ
講座

健康寿命を延ばすために、運動と
食事、こころの面からアプローチ
を行い、健康寿命延伸に向けた心
身の健康づくりについて考える講
座

日々の健康維持に関わる講義をは
じめ、家庭でできる運動の実践や、
学生との軽運動や歩行運動、これ
からの健康増進に関する運動習慣
を身に付ける講座

連 携 大 学 名古屋大学 東海学園大学 名城大学 名古屋学院大学 愛知学院大学 大同大学

期間・回数 ９/10～ 12/24
（全７回）

９/30～ 12/16
（全12回）

10/ ５～ 11/16
（全７回）

10/ ６～ 11/17
（全７回）

10/23 ～ 12/11
（全６回） 11/12 ～ 12/17（全６回）

対象者・定員 65歳以上（下記参照）
20名

65歳以上（下記参照）
30名

40歳以上
30名

40歳以上
30名

40歳以上
45名

65歳以上
30名

教材費等実費 無料 3,000円（12回分） 800円（７回分（保険料として）） 1,000円（７回分） ※別途保険料必要 600円（６回分）

会 場
〈千種区〉

名古屋大学総合保健
体育科学センター

〈天白区〉
東海学園大学

（名古屋キャンパス）

〈東区〉
名城大学

ナゴヤドーム前キャンパス

〈熱田区〉
名古屋学院大学

（名古屋キャンパスしろとり）

〈北区〉
愛知学院大学

名城公園キャンパス
〈南区〉
大同大学

プ

ロ

グ

ラ

ム

〈講座時間〉
10:00～12:00
ただし、②⑥は９:00～10:30
または10:30～12:00

①９ /10（金）
健康に関する講義

②９ /24（金）
体力測定

③10/15（金）
栄養と運動に関する講義と栄
養調査

④10/29（金）
ウォーキング１
（名古屋大学構内のウォーキ
ング）

⑤11/19（金）
ウォーキング２
（名古屋大学構内のウォーキ
ング）

⑥12/ ３（金）
体力測定

⑦12/24（金）
運動プログラムの結果報告

●対象者
65歳以上で脳・心臓疾患の既
往がなく、少し息の上がる運動
を問題なく行うことができ、腰
に不安のない方

〈講座時間〉
９:45～11:15

①９/30 （木）、 ②10/７ （木）
③10/14 （木）、 ④10/21 （木）
⑤10/28 （木）、 ⑥11/４ （木）
⑦11/11 （木）、 ⑧11/18 （木）
⑨11/25 （木）、 ⑩12/２ （木）
⑪12/９ （木）、 ⑫12/16 （木）

■内容
①開講式、ガイダンス、レクリ
エーション、ストレッチング
②⑪スロー筋トレでコロナ太
り、コロナフレイルを予防し
よう！
③栄養講話、歩行エクササイズ
④⑨ヨガの準備を始めましょう、
筋力トレーニング
⑤顔面・口腔体操で認知症予防、
筋力トレーニング・ストレッ
チ
⑥ポールウォーキング
⑦健康講話、バランス運動
⑧栄養講話、筋力トレーニング
⑩レクリエーション、歩行エク
ササイズ
⑫筋力トレーニング、閉講式

●対象者
65歳以上の方で、ある程度の
運動（筋力トレーニングやウォー
キング）が可能な方
ただし、医師から運動を禁じら
れている方を除く

〈講座時間〉
10:30～12:00

①10/５（火）
呼吸の仕組みと姿勢について
の講話とストレッチングなど
の実践

②10/12（火）
「ポジティブシンキング」に
関する講話

③10/19（火）
呼吸困難感に関する講話と呼
吸筋ストレッチ体操の実践

④10/26（火）
体幹のリアラインメント・コ
アコンディショニングに関す
る運動指導

⑤11/２（火）
呼吸と発声に関する講話と呼
吸筋ストレッチ・声づくりト
レーニングの実践

⑥11/９（火）
しなやかな背中づくりのため
の運動指導

⑦11/16（火）
日本人の日常所作の特徴に関
する講話とウォーキング動作
の確認、まとめ。

〈講座時間〉
15:00～16:30

①10/６（水）
自分の体力を知ることから始
めましょう

②10/13（水）
適切な歩き方を知ろう

③10/20（水）
ボールを使って楽しく体力づ
くり

④10/27（水）
がんばらないストレッチ

⑤11/３（水）
ノルディックウォーキングを
経験しよう

⑥11/10（水）
リズムに乗ってエクササイズ

⑦11/17（水）
　50日間の成果はいかに？

〈講座時間〉
10:30～12:00

①10/23（土）
そっと肘でつつくナッジと食
行動

②10/30（土）
健康維持に必要な食事のミニ
知識

③11/６（土）
自体重を活用した筋トレやリ
ズム運動

④11/27（土）
人生を豊かにするために
～中高年の発達課題やメンタ
ルヘルスについて～

⑤12/４（土）
こころとからだを整える呼吸
法リラクセーション

⑥12/11（土）
人生の最後は何が食べたいで
すか？（いつまでも食べられ
るために）

〈講座時間〉
９:30～11:30

①11/12（金）
運動が身体に与える効果につ
いての講話、学生との軽運動
と身体能力測定

②11/19（金）
家庭にあるものを利用した下
半身の軽運動、学生との軽運
動

③11/26（金）
家庭にあるものを利用した上
半身の軽運動、学生との軽運
動

④12/３（金）
ストレッチ運動についての講
話、学生との軽運動

⑤12/10（金）
家庭にあるものを用いたバラ
ンス運動、学生との軽運動

⑥12/17（金）
「どこまで変わった自分のか
らだ」についての講話、学生
との軽運動と体力測定

申 込 期 間 ７/23～８/20必着 ８/１～８/31必着 ８/17～９/14必着 ８/16～９/13必着 ８/27～９/24必着 ９/24～10/22必着

❖名古屋市民講座

２

◆受講資格◆
名古屋市在住の方で、各講座ごとに定める対象者（原則、毎回参加が可能な方）

◆申し込み方法◆
はがき、またはインターネットによりお申し込みください。
・複数の講座にお申し込みいただけますが、１講座につき１人１回のみ有効です。
①はがきによる申し込み
　必要事項（下記参照）をご記入の上お申し込みください。（1通につき 1講座）

②インターネットによる申し込み
　下記URL より名古屋市の電子申請サービスにアクセスしてください。（「名古屋市
電子申請」で検索してください。）

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

★申込期間は、各講座により異なりますので、ご注意ください。
★申し込みが定員を超えた場合は、抽選を行います。（初めての方優先）
申し込みの結果は、郵便またはメールにて申し込み締め切り日から１週間程度でお知らせ
します。
定員に達しない講座については、申し込み締め切り日の翌日以降、先着順で受け付けます。
空き状況を健康増進課（TEL 052－972－3078）までお問い合わせください。

★教材費等実費は、講座初回時にお支払いください。
★教材費等実費をお支払い後は、講座を欠席された場合でもお返しできません。
★申し込みのためにお知らせいただいた個人情報は、名古屋市が行う健康づくり講座のご案
内等に使用することがあります。

エンジョイ ヘルシーライフ
～シニア時代を賢く楽しく～

日々の生活（栄養・運動・こころ
など）を見つめ直すとともに、多
方面の見聞を広め、シニア時代を
賢く楽しく生活する方法を考える
講座

名古屋文理大学短期大学部
10/ ６～ 12/22
（全６回）

名古屋市西区在住の
65歳以上

（下記参照）30名

180円（６回分）

〈西区〉
名古屋文理大学短期大学部

〈講座時間〉
10:00～12:00

①10/６（水）
日常における運動・栄養の重
要性
～コロナフレイルにならない
ために～

②10/20（水）
災害への備えを考えよう
～避難所のこと、食事のこと、
トイレのこと～

③11/10（水）
スマホで社会とのつながりを
広げよう

④11/24（水）
脳の可塑性
～老化に負けない脳の作り方～

⑤12/８（水）
これからのマネー計画
～シニア世代のリスクマネジ
メント～

⑥12/22（水）
こころを元気に健康に
～シニア時代のストレスマネ
ジメント～

●対象者
65歳以上で運動に支障のない方

８/18～９/15必着

❖区民講座（西区民限定）

4 6 0 8 5 0 8 ⑴ 講座名
⑵ 氏名（ふりがな）
⑶ 生年月日
⑷ 〒　住所
⑸ 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(2)～(5)
までご記入ください。

（裏）（表）



講座（名古屋市民講座）の申し込みについて
講 座 名 自宅でできる

健康増進プログラム 健康學ノススメ2021 呼吸と姿勢を見直し
ポジティブになろう

軽運動でこころもからだも
リフレッシュ！

健康寿命延伸に向けた
心身の健康づくり

からだを動かす習慣をつけよう
（骨々・毎日健康運動）

講 座 概 要

自宅で運動プログラムを約2.5 ヶ
月行い、運動プログラムの前後に、
日常生活機能、身体組成（体脂肪、
筋肉量など）及びスタミナを調べ、
健康増進の意識を高める講座

健康や介護予防について学ぶとと
もに、各種の運動（筋トレ、ウォー
キング、ストレッチングなど）を
実際に体験する、学生参加型の講
座

新型コロナの影響で、家にこもり
座りがちになった結果、猫背にな
り呼吸が浅くなった身体を見つめ
直し、それとともにポジティブな
思考法について学ぶ講座

加齢とともに低下する傾向にある
体力を維持するには意識的にアッ
プさせようと思うことも効果的な
ため、ウォーキング、ストレッチ
など手軽にできる運動や、ボール
などを利用した運動により、無理
なく体力を維持できるコツを学ぶ
講座

健康寿命を延ばすために、運動と
食事、こころの面からアプローチ
を行い、健康寿命延伸に向けた心
身の健康づくりについて考える講
座

日々の健康維持に関わる講義をは
じめ、家庭でできる運動の実践や、
学生との軽運動や歩行運動、これ
からの健康増進に関する運動習慣
を身に付ける講座

連 携 大 学 名古屋大学 東海学園大学 名城大学 名古屋学院大学 愛知学院大学 大同大学

期間・回数 ９/10～ 12/24
（全７回）

９/30～ 12/16
（全12回）

10/ ５～ 11/16
（全７回）

10/ ６～ 11/17
（全７回）

10/23 ～ 12/11
（全６回） 11/12 ～ 12/17（全６回）

対象者・定員 65歳以上（下記参照）
20名

65歳以上（下記参照）
30名

40歳以上
30名

40歳以上
30名

40歳以上
45名

65歳以上
30名

教材費等実費 無料 3,000円（12回分） 800円（７回分（保険料として）） 1,000円（７回分） ※別途保険料必要 600円（６回分）

会 場
〈千種区〉

名古屋大学総合保健
体育科学センター

〈天白区〉
東海学園大学

（名古屋キャンパス）

〈東区〉
名城大学

ナゴヤドーム前キャンパス

〈熱田区〉
名古屋学院大学

（名古屋キャンパスしろとり）

〈北区〉
愛知学院大学

名城公園キャンパス
〈南区〉
大同大学

プ

ロ

グ

ラ

ム

〈講座時間〉
10:00～12:00
ただし、②⑥は９:00～10:30
または10:30～12:00

①９ /10（金）
健康に関する講義

②９ /24（金）
体力測定

③10/15（金）
栄養と運動に関する講義と栄
養調査

④10/29（金）
ウォーキング１
（名古屋大学構内のウォーキ
ング）

⑤11/19（金）
ウォーキング２
（名古屋大学構内のウォーキ
ング）

⑥12/ ３（金）
体力測定

⑦12/24（金）
運動プログラムの結果報告

●対象者
65歳以上で脳・心臓疾患の既
往がなく、少し息の上がる運動
を問題なく行うことができ、腰
に不安のない方

〈講座時間〉
９:45～11:15

①９/30 （木）、 ②10/７ （木）
③10/14 （木）、 ④10/21 （木）
⑤10/28 （木）、 ⑥11/４ （木）
⑦11/11 （木）、 ⑧11/18 （木）
⑨11/25 （木）、 ⑩12/２ （木）
⑪12/９ （木）、 ⑫12/16 （木）

■内容
①開講式、ガイダンス、レクリ
エーション、ストレッチング
②⑪スロー筋トレでコロナ太
り、コロナフレイルを予防し
よう！
③栄養講話、歩行エクササイズ
④⑨ヨガの準備を始めましょう、
筋力トレーニング
⑤顔面・口腔体操で認知症予防、
筋力トレーニング・ストレッ
チ
⑥ポールウォーキング
⑦健康講話、バランス運動
⑧栄養講話、筋力トレーニング
⑩レクリエーション、歩行エク
ササイズ
⑫筋力トレーニング、閉講式

●対象者
65歳以上の方で、ある程度の
運動（筋力トレーニングやウォー
キング）が可能な方
ただし、医師から運動を禁じら
れている方を除く

〈講座時間〉
10:30～12:00

①10/５（火）
呼吸の仕組みと姿勢について
の講話とストレッチングなど
の実践

②10/12（火）
「ポジティブシンキング」に
関する講話

③10/19（火）
呼吸困難感に関する講話と呼
吸筋ストレッチ体操の実践

④10/26（火）
体幹のリアラインメント・コ
アコンディショニングに関す
る運動指導

⑤11/２（火）
呼吸と発声に関する講話と呼
吸筋ストレッチ・声づくりト
レーニングの実践

⑥11/９（火）
しなやかな背中づくりのため
の運動指導

⑦11/16（火）
日本人の日常所作の特徴に関
する講話とウォーキング動作
の確認、まとめ。

〈講座時間〉
15:00～16:30

①10/６（水）
自分の体力を知ることから始
めましょう

②10/13（水）
適切な歩き方を知ろう

③10/20（水）
ボールを使って楽しく体力づ
くり

④10/27（水）
がんばらないストレッチ

⑤11/３（水）
ノルディックウォーキングを
経験しよう

⑥11/10（水）
リズムに乗ってエクササイズ

⑦11/17（水）
　50日間の成果はいかに？

〈講座時間〉
10:30～12:00

①10/23（土）
そっと肘でつつくナッジと食
行動

②10/30（土）
健康維持に必要な食事のミニ
知識

③11/６（土）
自体重を活用した筋トレやリ
ズム運動

④11/27（土）
人生を豊かにするために
～中高年の発達課題やメンタ
ルヘルスについて～

⑤12/４（土）
こころとからだを整える呼吸
法リラクセーション

⑥12/11（土）
人生の最後は何が食べたいで
すか？（いつまでも食べられ
るために）

〈講座時間〉
９:30～11:30

①11/12（金）
運動が身体に与える効果につ
いての講話、学生との軽運動
と身体能力測定

②11/19（金）
家庭にあるものを利用した下
半身の軽運動、学生との軽運
動

③11/26（金）
家庭にあるものを利用した上
半身の軽運動、学生との軽運
動

④12/３（金）
ストレッチ運動についての講
話、学生との軽運動

⑤12/10（金）
家庭にあるものを用いたバラ
ンス運動、学生との軽運動

⑥12/17（金）
「どこまで変わった自分のか
らだ」についての講話、学生
との軽運動と体力測定

申 込 期 間 ７/23～８/20必着 ８/１～８/31必着 ８/17～９/14必着 ８/16～９/13必着 ８/27～９/24必着 ９/24～10/22必着

❖名古屋市民講座

２

◆受講資格◆
名古屋市在住の方で、各講座ごとに定める対象者（原則、毎回参加が可能な方）

◆申し込み方法◆
はがき、またはインターネットによりお申し込みください。
・複数の講座にお申し込みいただけますが、１講座につき１人１回のみ有効です。
①はがきによる申し込み
　必要事項（下記参照）をご記入の上お申し込みください。（1通につき 1講座）

②インターネットによる申し込み
　下記URL より名古屋市の電子申請サービスにアクセスしてください。（「名古屋市
電子申請」で検索してください。）

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

★申込期間は、各講座により異なりますので、ご注意ください。
★申し込みが定員を超えた場合は、抽選を行います。（初めての方優先）
申し込みの結果は、郵便またはメールにて申し込み締め切り日から１週間程度でお知らせ
します。
定員に達しない講座については、申し込み締め切り日の翌日以降、先着順で受け付けます。
空き状況を健康増進課（TEL 052－972－3078）までお問い合わせください。

★教材費等実費は、講座初回時にお支払いください。
★教材費等実費をお支払い後は、講座を欠席された場合でもお返しできません。
★申し込みのためにお知らせいただいた個人情報は、名古屋市が行う健康づくり講座のご案
内等に使用することがあります。

エンジョイ ヘルシーライフ
～シニア時代を賢く楽しく～

日々の生活（栄養・運動・こころ
など）を見つめ直すとともに、多
方面の見聞を広め、シニア時代を
賢く楽しく生活する方法を考える
講座

名古屋文理大学短期大学部
10/ ６～ 12/22
（全６回）

名古屋市西区在住の
65歳以上

（下記参照）30名

180円（６回分）

〈西区〉
名古屋文理大学短期大学部

〈講座時間〉
10:00～12:00

①10/６（水）
日常における運動・栄養の重
要性
～コロナフレイルにならない
ために～

②10/20（水）
災害への備えを考えよう
～避難所のこと、食事のこと、
トイレのこと～

③11/10（水）
スマホで社会とのつながりを
広げよう

④11/24（水）
脳の可塑性
～老化に負けない脳の作り方～

⑤12/８（水）
これからのマネー計画
～シニア世代のリスクマネジ
メント～

⑥12/22（水）
こころを元気に健康に
～シニア時代のストレスマネ
ジメント～

●対象者
65歳以上で運動に支障のない方

８/18～９/15必着

❖区民講座（西区民限定）

4 6 0 8 5 0 8 ⑴ 講座名
⑵ 氏名（ふりがな）
⑶ 生年月日
⑷ 〒　住所
⑸ 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(2)～(5)
までご記入ください。

（裏）（表）



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

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 ６

受講者
募集

名古屋市健康福祉局

なごや
健康カレッジ

令和３年度

健康づくりの講座がいっぱい！

お問い合わせ

なごや健康カレッジとは
　

　名古屋市と多くの大学が連携して実施する健康づくりの講座です。
健康づくりは「継続」がかぎ。楽しみながら、心も体も健康に暮らす
コツを学びましょう。

　気になる講座がございましたら、お気軽にお申し込みください。

新型コロナウイルスによる感染防止のために（お願い）

○感染予防のための注意事項をお守りくださるようお願いします。

・ マスクの着用（持参）（運動中は相談の上、外していただく
ことも可能）

・ 咳エチケットへの配慮
・ 手洗い・手指消毒の徹底
・ 可能な限り人と人との距離の確保
・ 大声での会話の自粛
・ 参加前・後における三密の生ずる交流等の自粛

○講座へのご参加にあたっては、講座当日及び過去14日以内に、次
の事項に当てはまらないことをご確認ください。

① 平熱を超える発熱がある
② せき、のどの痛みなどの症状がある
③ だるさ、息苦しさがある
④ 嗅覚（におい）や味覚の異常がある
⑤ 体が重く感じる、疲れやすい
⑥ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がある
⑦ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる人がある
⑧ 過去14日以内に日本に入国・帰国された方との濃厚接触が
ある（あるいはご自身が帰国）

○なお、感染症の流行状況等によっては、講座の開催を中止させてい
ただくこともございます。申し訳ありませんが、ご了承ください。

https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/8-4-9-3-0-0-0-0-0-0.html
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　名古屋市と多くの大学が連携して実施する健康づくりの講座です。
健康づくりは「継続」がかぎ。楽しみながら、心も体も健康に暮らす
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・ 参加前・後における三密の生ずる交流等の自粛

○講座へのご参加にあたっては、講座当日及び過去14日以内に、次
の事項に当てはまらないことをご確認ください。

① 平熱を超える発熱がある
② せき、のどの痛みなどの症状がある
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