名古屋市教育スポーツ協会（NESPA）主催事業

自主学習グループによる開設講座（体験教室）のご案内

以下の講座は、北生涯学習センターで活動する自主学習グループが、日頃の学習成果を一般のみなさんに還元するために
開講する講座です。電話、または窓口でお申込みください。なお、定員のある講座は先着順です。

表紙の「講座の申込み方法」を参考に、往復はがきまたはインターネットでお申込みください。

北生涯学習センターでは、約100の自主学習グループが定期的に活動しています。会員を募集しているグループも多くありま
すので、これから学習を始めてみたいと思われる方は、北生涯学習センターまでお気軽にお問い合わせください。

月曜日
夜間（18：30～20：15）

水曜日
午前（11：00～12：00）

木曜日
午後（14：00～16：00）

うたえばいつも青春ハーモニー

ゆらスポ健康教室

美しい浴衣着付け

主催グループ

名古屋北部合唱団

ゆらスポ健康教室

着物を楽しむ会

一 口 案 内

北部合唱団は、歌うことは健康の源、
和気あいあいで楽しく歌うことをモットー
にしています。みんなが集まれば元気が
出ます。みんなで歌えば力が出ます。う
たえばいつも青春。かけがえのない人生
を一緒に歌いましょう。

講

座

名

対 象・定 員
費

用

開催日・内容

会

場

一般・20人

1,800円
５／10
５／17
５／31
６／ ７
６／14

各回

さあ楽しくうたいましょう
みんなで心を合わせてハーモニー
うたごえ喫茶を体験しましょう
うたう楽しさをいっぱいに
うたのまとめをしましょう

５／12
６／２
７／７
８／４
９／８

ゆらすぽ体操と姿勢矯正
ゆらすぽ体操と腰痛予防
ゆらすぽ体操と膝痛予防
ゆらすぽ体操と肩こり予防
ゆらすぽ体操と転倒予防

第６集会室

第４集会室

申込み締切日

５月25日

５月28日

曜
日
講座時間帯

火曜日
夜間（18：30～20：00）

金曜日
夜間（19：10～20：30）

講

座

名 ビートルズを英語らしく歌おう♪

主催グループ

一 口 案 内

対 象・定 員
費

場

社交ダンス初心者講習会
「ワルツを踊ろう」
社交ダンスサークル てんとうむし

ビートルズの歌を英語らしく歌ってみ
プロの先生を講師にお迎えして開催し
ませんか？英語ができなくても大丈夫。 ます。難しく考えず、お気軽にお越しくだ
リスニングのコツや歌詞の意味がわかる さい。
と楽しく歌える！大きな声で歌ってみん
持ち物：ダンスシューズまたは革靴
なで元気になりましょう♪

一般・10人

一般・12人

2,000円

3,000円

６／１ 発音練習、リスニングクイズ、
みんなで歌おう。
６／15 発音練習、リスニングクイズ、
みんなで歌おう。

６／４ ワルツ
６／11 ワルツ
６／18 ワルツ
６／25 ワルツ
※内容は受講者に合わせて進めてい
きます

第３集会室

第４集会室

用

開催日・内容

会

ビートルズを英語らしく歌おう

eねっとなごや 検索
「親 学」「な ご や 学」「現 代 的 課 題」の
講座をインターネットで「いつでも」
「どこでも」受講することができます。

Webナビなごや

一般・７人

700円

検索

各回

師】北落語会

好屋麦酒

【対象・定員】どなたでも

1,000円

５／27 基本の浴衣着付け
６／10 より美しい浴衣着付け
６／24 帯結びいろいろ
※浴衣レンタル致します（各回500円）

第１集会室

生涯学習相談
生涯学習アドバイザーがボラ
ンティアグループの紹介や学び
の情報提供をします。
日

時
４月～11月の不定期
月の初めに当センターまで
お問い合わせください。
会 場
北生涯学習センター
１階玄関ホール
費 用
無料
（どなたでもご相談できます）

あいモン Twitter
ツイッター

フォローお願いします。

教育委員会生涯学習課から
のお知らせやおすすめ情報な
どを、あい・あい・あいさつ
活動のマスコット「あいモン」
が元気なあいさつとともに
ツイートします。

生涯学習センター・イーブルなごやの講
座・事業、空室、ボランティア、グループ、
会場等の情報を調べることができます。
あいモン

申込み締切日

【参加料】無料
【申込み方法】事前申込み不要・当日時間内自由参加

木彫りに挑戦

<名城公園フラワープラザ共催>

春のお花でアレンジメント

ゆらすぽとは名古屋発信の、カラダを
ご自分で浴衣を着てみませんか？美し
ゆらすことで、疲れた体の緊張を取り除 く着るコツをお伝えいたします。
くことができる、セルフケアの方法です。
いままでにない、セルフケアの方法を楽
しく学び、ココロもカラダもしなやかで
健康になりましょう。

一般・10人

時】５月６日（木） 14：00～16：00

【講

色とりどりの花が咲く春がやってきます。切り花を使って、フラワー
アレンジメントを作ってみましょう。その日から楽しめるアレンジメ
ントでお部屋を華やかに飾りましょう。
【日 時】５月25日（火） 13：30～15：30
【講 師】名城公園フラワープラザ所長 有馬孝一
【会 場】名城公園フラワープラザ 北区名城１丁目２-25
【対象・定員】一般・20人
【参加料】 2,000円（材料費含む）
【持ち物】汚れても良い服装（またはエプロン）、筆記用具
花切り用ハサミ（あれば）、持ち帰り用袋（大きめ）
【締 切】５月12日（水）必着

バラのポット飾りづくりに挑戦してみませんか？ 図案の写し、彫
り方、仕上げを全3回で行います。初心者の方でも丁寧に指導いたしま
すのでお気軽にご参加下さい。
【日 時】５月26日、６月９日・23日
（水） 13：30～15：30
【講 師】胡桃の会
【対象・定員】一般・15人
【参加料】3,000円
（材料費含む）
【持ち物】汚れても良い服装（またはエプロン）、
筆記用具、彫刻刀（あれば）
【締 切】５月12日（水）必着

みんなでマジシャン！こどもマジック講座

オンラインでビデオ通話をしてみよう！
はじめてのZOOM体験

曜日 時間帯

講

座

名

火

〈なごや学〉
午後 名古屋が生んだ薬学・本草学の偉人
～伊藤圭介の功績をたどって～

木

夜間

【愛知学院大学連携講座】
地域活動の現在性

金

午前

【託児付】〈親学関連講座〉
児童期の子どもを支えるワンポイント
～子どもとの生活、レベルアップ～

申込み締切日

６月24日（木）必着

マジックの不思議な世界にふれてみませんか？マジックショーのあ
とに、はじめてでも簡単にできるマジックを学んで、みんなを驚かせちゃ
いましょう。
【日 時】８月23日（月） 13：30～15：30
【講 師】北マジックサークル
【対象・定員】小学生と保護者同伴 10組 【参加料】１組 500円
【持ち物】筆記用具、ハンカチ（タオル地以外のもの）
【締 切】８月11日（水）必着

自宅にいながら家族や友達と顔を見ながら通話できるオンラインビ
デオ通話。『ZOOM』というアプリを使って体験してみましょう。基本
的な操作から知っておくと便利な機能までご紹介いたします。
【日 時】６月17日（木） 10：00～11：30
【講 師】ソフトバンク株式会社 スマホアドバイザー
【対象・定員】一般・15人 【参加料】500円 【持ち物】筆記用具
【締 切】６月３日（木）必着

火

午前 「世間」のイメージと人権問題

木

午前

スマートフォン体験講座

親子でプログラミング体験

金

午前

Stay Home の今だからこそスマホをもっと活用してみませんか？家族や
友人との交流、趣味や運動、情報収集など具体的な例とともに学びましょう。
【日 時】７月７日（木） 10：00～11：30
【講 師】ソフトバンク株式会社
スマホアドバイザー
【対象・定員】一般・20人
【参加料】500円
【持ち物】筆記用具
【締 切】６月17日（木）必着

必修化の授業となったプログラミング。 実際はどんな事をやっているのか、
iPad（貸出機）を使って体験してみませんか？親子で遊びながら学んでみま
しょう。（低学年の方は平仮名と簡単な漢字が読めれば参加可能です）

土・日

新しい生活様式を楽しむための活用術

iPadを使って学んでみよう！

【日 時】７月17日（土）午前の部 10：00～11：30 午後の部 13：00～14：30
【講 師】ソフトバンク株式会社 スマホアドバイザー
【対象・定員】小学生と保護者 各回13組 ※保護者１人につき子ども一人
【参加料】750円
【持ち物】筆記用具
【締 切】７月３日（土）必着 ※午前の部・午後の部のいずれかを必ず明記して下さい

【北区役所共催】北区ボッチャ体験会

【西区公害対策室共催】

目前に控えたパラリンピックの種目である「ボッチャ」を実際に体験してみ
ましょう。
【日 時】７月31日（土） 10：00～12：00
【講 師】障害者スポーツセンター職員
【対象・定員】区内在住の方（小学生以下の方の参加は保護者同伴）30人
※グループの申込み不可
【参加料】無料
【持ち物】運動ができる服装、タオル、飲み物
【申込み方法】
「北区ボッチャ体験会 参加希望」と記入し、参加者及び保護者氏名
（ふりがな）
、住所、電話番号・年齢を明記の上、下記申込み先へ郵送・
FAX・電子メールにて（電話不可）
【申込み先】北区役所地域力推進室 生涯学習担当あて
〒462-8511
（住所不要） TEL：052-917-6439 FAX：914-5752
Eメール：a9176437@kita.city.nagoya.lg.jp
【締 切】６月25日（水）必着

街路樹などの剪定された木の枝がおもちゃに大変身！親子で環境に
ついて考えながらおもちゃをつくってみましょう。
【日 時】8月12日（木） 10：00～11：00
【講 師】もくもく楽舎たけちゃん工房 高橋武男
【対象・定員】小学1年生～6年生とその保護者 先着26人
※市内在住・在勤・在学の方
【参加料】無料
【持ち物】筆記用具
【申込み方法】
「親子エコ工作教室」と記入し、申込者全員の氏名、住所、電話番号を明
記の上、下記申込み先へ電話・FAX・はがきにて
【申込み先】西区公害対策室 あて
〒451-8508 西区花の木2丁目18-1 TEL：523-4613 FAX：523-4634
【募集開始】7月15日（木） 9：00～

Let'sボッチャ

親子エコ工作教室

～みんなでボッチャを体験しよう～

ネ ス パ

デ ー

夏休み NESPA Day 事業

ＮＥＳＰＡ Ｄａｙ（自主開館日）のお知らせ

あなたも 私も 健康チェック！！
スポーツ体験を通して汗を流しましょう

名古屋市より指定管理者として、北生涯学習センターの施設
の運営・管理を（公財）名古屋市教育スポーツ協会が行ってお
ります。名古屋市教育スポーツ協会は、市民の皆様に一層の学
習機会を提供するため、下記の通り自主開館を予定しております。
また、北・千種・中・昭和・瑞穂・西の６つの生涯学習センター
では、ネスパデーの部屋利用が、体育室と2,５倍利用を除いて１
区分1,000円でご利用いただけるようになりました。使いやすく
なったネスパデーをどうぞご利用ください。

〈青少年交流プラザ・北スポーツセンター・黒川トレーニングセンター共催事業〉

コロナ禍の中、運動不足になっていませんか？
ご自身の体力チェックをして頂きながら、カローリングやゲー
ムを通して疲れた体をリフレッシュしませんか？
ユースクエアのキッチンカーも参加します
【日時】７月26日（月）10：00～15：00 【対象】どなたでも
【会場】第４・第５・第６集会室
【申込み方法】事前申込み不要・当日時間内自由参加

ネスパ

デー

【開館日】７月～11月の第４月曜日【開館時間】午前９時～午後５時

午前

◆申込み方法

４月22日（木）必着

〈なごや環境大学共育講座〉
それはごみ？それとも資源？
～リサイクルの歴史と現状から学ぼう～
消費者トラブル解消法と生活設計
～安心・安定した生活のために～
【北区社会福祉協議会共催】
災害が起きた後・・・自分のために備えましょう！
～きた災害ボランティアの取り組みから学ぶ～

〈往復はがきによる申込み〉
返信（表面）

63
返信

郵 便 番 号

往信（裏面）

・希望講座名
・ふりがな
・氏名
・住所
・連絡先
(電話番号等)
・下記※をご覧ください。

往信（表面）

63

4 6 2 0841

往信

16

返信（裏面）

※何も書かないで
ください

曜
日
講座時間帯

【日

北区黒川本通
２丁目 番地の３

５月20日

名古屋市
北生涯学習センター

４月30日

あなたの住所

４月30日

伝統的な古典芸能である落語の世界にふれてみませんか？落語は、
好屋麦酒さんによる「親子酒」他、２題を予定しております。邦楽
デュオ「かぐや」による和太鼓と津軽三味線の演奏もお楽しみください。

あなたの氏名

申込み締切日

子どもの健やかな成長をねがうこどもの日。親子でロールケーキを
つくりませんか。ケーキの表面をフルーツで飾り付けてこいのぼりの
形に仕上げていきます。
【日 時】５月４日（火）午前の部 10：00～12：00 午後の部 13：30～15：30
【講 師】北生涯学習センター職員
【対象・定員】小学校３年生以上のお子さんと保護者 各回８組
【参加料】1,350円
（材料費含む）
【持ち物】エプロン、三角巾、マスク、ハンドタオル２枚、
食器ふきタオル２枚、筆記用具
【締 切】４月20日（火）必着
※午前の部・午後の部いずれかを必ず明記して下さい

前期講座のご案内

和太鼓・津軽三味線と落語

こどもの日のロールケーキ

自主学習グループについて

北生涯学習センター

令和３年度

○上記の内容をご記入の上、北生涯学習センターへ郵送してください。
申込み締切日必着です。
※【託児付】〈親学関連講座〉児童期の子どもを支えるワンポイン
ト～子どもとの生活、レベルアップ～にご応募される方で、託児
をご希望の方は、お子さんの氏名、ふりがな、性別、生年月日も
ご記入ください。
※親子で参加する事業にご応募される方は、お子さんの氏名、ふり
がな、性別、学年もご記入ください。いずれも親１人・子ども１
人での申込みとなります。
※小中学生が対象の事業にご応募される方は、
学年もご記入ください。
※名古屋市外にお住まいの方は、勤務先・通学先の所在地の区名を
ご記入ください。

〈電子申請サービスによる申込み〉
名古屋市電子申請サービス

検 索

※電子申請サービスホームページをご覧ください。
（パソコン）https://www.e-shinsei.city.nagoya.jp/
（携帯電話）https://www.e-shinsei.city.nagoya.jp/m/

ご注意いただきたいこと

○定員に満たない講座は、締切日以降も先着順に追加受付します。電話
○新型コロナウイルス感染症対策として、講座・事業の定員を減らして開
でお問い合わせください。
催します。
○「当選」された方は、返信はがきまたは電子メールに記載された期日までに、
○受講にあたっては、感染症対策としてマスクの着用、検温、手洗いを行っ
北生涯学習センターで受講手続きをしてください。受講できるのは当選
てください。発熱のある方、体調不良の方は受講できませんのでご了承
者ご本人に限ります。また、介助者を除き受講者以外の方の同伴はでき
ください。
ません。
○応募は、１講座につき１人１通（はがきか電子申請サービスのいずれか） ○辞退される場合は、必ず北生涯学習センターまでご連絡ください。
限り有効とします。
○傷害保険等は設定しておりません。必要な方は各自でご加入ください。
○受講資格…市内在住、在勤、在学の方で講座ごとに定める対象者。対 ○受講の手続き後は、原則として受講料・教材費等についてお返しするこ
象の「一般」とは、15歳以上（中学生を除く）の方です。
とができません。
○応募者が定員を超えた場合は、申込み締切日の翌日以降に抽選を行いま ○手話通訳、要約筆記、ヒアリングループなどによる学習サポートを必要と
す。結果については返信用はがきまたは電子メールでお知らせします。
される方は、講座・事業実施日の２週間前までにご相談ください。

名古屋市北生涯学習センター

北生涯学習センターのご案内

指定管理者：
（公財）名古屋市教育スポーツ協会（NESPA）
〒462-0841 名古屋市北区黒川本通２丁目16番地の３
ＴＥＬ（052）９８１－３６３６ ＦＡＸ（052）９８１－３５９０
開館時間…午前９時～午後９時
（日曜日・祝日・自主開館日は午後５時まで）
休 館 日…第２火曜日・第４月曜日
ただし、７月～11月の第４月曜日は自主開館
年末年始（12月29日～１月３日）
◎交通機関

北生涯学習センター

市バス・地下鉄「黒川」下車（４番出口）
黒川交差点北約50ｍ（東側）

※駐車台数に限りがありますので、ご来館の際はできるだけ公共交通機関をご利用ください。

三階橋

申 込 み
締 切 日
曜日・時間

４月22日（木）
【託児付】〈親学関連講座〉

【愛知学院大学連携講座】

名古屋が生んだ
薬学・本草学の偉人

講 座 名

名古屋が生んだ、日本初の理学博士・伊藤
圭介。植物学者として、
「おしべ」
「めしべ」
「花
粉」という言葉を考え出したことでも有名です。
この講座は、伊藤圭介の功績を通して、尾張
藩の本草学と名古屋の薬学の歴史について学
びます。

児童期の子どもを支える
ワンポイント

地域活動の現在性

～伊藤圭介の功績をたどって～

～子どもとの生活、レベルアップ～

人生100年時代を迎え、地域に対してどのよう
にかかわっていくのかが重要視されつつあります。
この講座では、地域活動の現状や今後の展望に
ついて、仏教、SDGs、地域産業、スポーツ、そし
て大学といったさまざまな視点から学びます。そ
れぞれの専門分野の学びを基に地域やそのかか
わり方について今一度、考える機会としませんか。

「どんな食べ物が体にいいの？」「おこづか
いのルールはどう決めるの？」など、子ども
に関する悩みは尽きません。この講座では食
事や姿勢、おこづかいなど、子どもの成長を
支えるワンポイントについて学びます。学ん
だことを我が子の生活に生かし、レベルアッ
プしていきませんか。

一般・20人

一般・40人

小学生の子をもつ保護者・
子育てに関心のある人・20人
（うち託児枠は４人）

受講料

1,500円

1,500円

1,200円

教材費

現地学習にかかる交通費等は自己負担

（全回分）
費 用

対象・定員

一信

～江戸の商家にみるそのヒント～

愛知学院大学経営学部教授

平賀

正剛

グ

25
千里

青山

健太

利明

視聴覚室（第３・４・５回は現地学習）

―

―

現地学習にかかる交通費等は自己負担

24

愛知学院大学経済学部准教授

岡谷

愛知学院大学

良二

あなたは認知症について、
どのようなイメージを
もっていますか？
傾聴ボランティア「とよあけ」代表

小菅もと子

子どもの眠り

～眠りが変わると心身も変わる～
上級睡眠健康指導士／プラス・シコウ代表

三輪田

理恵

31

ついて、どのようなイメージ
をもっていますか？
名古屋市発達障害者支援センター
りんくす名古屋

HIV 感染症と聞いて、
あなたが思い浮かべることは？
金城学院大学消費生活科学研究所教授

市川

１

１

【公開講座】

19

地球上にあふれる
プラゴミとリサイクル

～世界の先進的取り組みと
日本の取り組み～

27

竹谷

裕之

２

日本人はもともとリサイクル人！

～子どもの話に耳を傾けて～

愛知いのちの電話協会

～歴史について正しく知る～

元愛知教育大学教職大学院特任教授

山内

雅夫

５ あなたは同和問題（部落差別）
子どものおこづかい
～親子で話し合おう！～

キッズ・マネー・ステーション認定講師

小澤

智恵

 児を希望される方へ
託
〇託児の対象となるのは、講座初日（６月11日）現
在、満２歳以上の未就学児です。
〇受講が決定された方は、６月４日（金）午前10時
から第１集会室で申込み手続きと託児説明会を
行います。

視聴覚室（第１回は第４・第５集会室）

21

について、今、どのように
考えていますか？
～現状と課題を知る～

元愛知教育大学教職大学院特任教授

山内

雅夫

６ 一人ひとりが尊重される
28

ために、大切にしたいこと

～わたしのイメージを振り返って～

名古屋市教育委員会
人権教育室主査

岩田

ごみ減量ネットワーク 代表

北井

３

弘

10
家電製品の行方を訪ねて

４

～分別することが分岐点～

グリーンサイクル株式会社社員

17

４

敏子

～あなたのお金は狙われている～
愛知県金融広報委員会
金融広報アドバイザー

敏子

クレジットカードの
トラブルと有効な活用とは？
～正しい使い方を知りましょう～

愛知県金融広報委員会
金融広報アドバイザー

内山

龍三

資産運用って何すること？

～メリット・デメリットをつかみましょう～
愛知県金融広報委員会
金融広報アドバイザー

内山

加山興業株式会社 企画部部長

田畠

真一

24

視聴覚室（第１回は第４・第５集会室） 視聴覚室（第１回は第４・第５集会室）

～自分とお金、見つめ直そう～

愛知県金融広報委員会
金融広報アドバイザー

松井

視聴覚室

【公開講座】

21

東海豪雨が伝える教訓とは

～21年を「ひと昔」としないために～
名古屋大学大学院工学研究科教授

戸田

祐嗣

28

３
４

環

～楽しく食べる子どもに～
日

時

講

師

６月11日（金）
10:00～12:00
桜花学園大学保育学部教授
辻岡 和代

地球上にあふれる
プラゴミとリサイクル

～世界の先進的取り組みと日本の取り組み～
日

時

講

師

８月19日（木）
10:00～12:00
名古屋大学名誉教授
竹谷

裕之

定員：45人

あなたは認知症について、
どのようなイメージを
もっていますか？

日

時

講

師

８月17日（火）
10:00～12:00
傾聴ボランティア「とよあけ」代表
小菅もと子

東海豪雨が伝える教訓とは

～21年を「ひと昔」としないために～
日

時

８月21日（土）
10:00～12:00
講 師 名古屋大学大学院工学研究科教授
戸田 祐嗣

※公開講座は、当日、講座開始1時間前から先着順で整理券を配布します。整理券をお持ちでない方
は入場できませんのでご了承ください。感染症対策として、整理券には氏名・連絡先を記入し提出
していただきます。
※開場は、講座開始30分前です。
※定員を超えた際には、入場をお断りする場合があります。
※講座受講者の方も先着順での入場となります。

❖小中学生対象の事業❖
まだ使える食材がスイーツに変身！

～「もったいない」を「おいしいね」にかえて～
防災ワークショップで考える
～自分にできることとは～

名古屋きた災害ボランティアネットワーク

9:00～12:00
【現地学習】

区の総合防災訓練で体験する

～「災害ボランティアセンター」の
役割とは～

名古屋きた災害ボランティアネットワーク

普段の食生活の中で、まだ使えそうなものを捨ててしまうことはありま
せんか？そんな食材と「もったいない！」という気持ちを活用して、スイー
ツづくりにチャレンジしましょう。
日
時 ５月30日（日）10:00～12:00
講
師 アトリエ705 山田菜穂子
会
場 料理室
対象・定員 小中学生とその保護者・６組12人（大人１人、子ども１人）
受 講 料 無料
持 ち 物 エプロン、三角巾、ふきん２枚、手ふきタオル
申込み方法 往復はがき、またはインターネット（申込み方法は表紙面を参照）
。
４月22日（木）必着

【トライアルサマー】

カードゲームで始めるSDGs
～世界と自分のつながりを感じて～

５

11

子どもの食事

会場：第４・第５集会室

【環境デーなごや2021】

龍三

未来にゴミを残さない！
５
リサイクルへの取り組み！
人生計画につながる、
～知って考えて行動する！
お金の計画
課題を残さない為に！！～

1

２

気を付けよう悪質商法

岩田

４ あなたは同和問題（部落差別） ３
子どものこころ

愛知県金融広報委員会
金融広報アドバイザー

～昔からやっていた、ものの循環～

誠一

について、どのようなことを
知っていますか？

～考えておこう、お金の管理～

名古屋大学名誉教授

２

26

自己責任と言われる
時代だからこそ…

９／ （土）

牧野

―

９／

名古屋市立大学薬学部教授

無料

９／９

～薬用植物園を訪ねて～

大学の活動と地域の関係性

３

９／

６／

７／

現代における本草学

無料

９／

愛知学院大学教養部講師

５

【現地学習】

600円

９／２

17

５

24

９／

本丸御殿マイスターの会

SDGs サッカーで
繋がるまちづくり

尚子

４

７／９

薬種問屋のまちから
医学・薬学のまちへ

６／

【現地学習】

無料

９／５（日）

関

茂利

９／７

愛知学院大学経営学部教授

４

７／６

師（ 敬 称 略 ）

４

10

３

７／２

・ 講

東山植物園職員

一般・24人

９／

６／

ム

６／

ラ

29

地域産業としての日本酒

コドモの姿勢Ⓡ LABO

18
６／

ロ

～顕彰される功績～

一般・20人

８／ （土）

持続可能な企業の経営と会計

～正しい姿勢でやる気もアップ～

近年台風は巨大化し、猛威を振るっています。
台風を含めたさまざまな災害に対して、私た
ちはどのような備えができるのでしょう。また、
実際に起きてしまったらどのような支援が必
要となるのでしょう。災害への備えや被災後
の支援の大切さについて学びませんか。

一般・20人

２ あなたは発達障がいに

８／

プ

伊藤圭介記念室を訪ねて

和代

２ 子どもの姿勢

３
【現地学習】

辻岡

17

悪質商法、カードローンなど、消費者トラ
ブルが問題となっています。この講座では、
トラブルの解消法や生活設計の方法などを学
びます。お金との関わりを見つめ直し、今後
の生活に生かしていきましょう。

９／３

典久

桜花学園大学保育学部教授

～きた災害ボランティアの取り組みから学ぶ～

私たちが環境を守るためにできることは何
でしょうか。この講座ではリサイクルについて、
世界や昔の日本、企業の取り組みから学びます。
そして、自分ができることについて考えてい
きましょう。あなたが手にしているものはご
み？それとも資源？その境目はリサイクルです。

８／

河村

～楽しく食べる子どもに～

～リサイクルの歴史と現状から学ぼう～

一般・20人

【公開講座】

８／

習

元金城学院大学薬学部教授

６／３

学

６／

尾張本草学

３

20

尚敬

２

22

５

石田

11
６／

２

27

愛知学院大学文学部准教授

子どもの食事

それはごみ？
それとも資源？

８／ （土）

山内

～その意義と役割～

【北区社会福祉協議会共催】

消費者トラブル解消法と
災害が起きた後…
生活設計
自分のために備えましょう！
～安心・安定した生活のために～

８／

15

縁日と私たちの暮らし

１

〈なごや環境大学共育講座〉

８／

名古屋大学名誉教授
圭介文書研究会

み な さ ん は「認 知 症」「発 達 障 が い」「HIV
感 染 症」「同 和 問 題（部 落 差 別）」と 聞 い て、
どのようなイメージが思い浮かびますか？こ
の講座では「世間のイメージ」と実態を照ら
し合わせることを通して、人権問題について
考えてみます。一人ひとりが尊重されるために、
何が必要かを考える機会にしてみませんか。

８／

～伊藤圭介の生涯～

１ 【公開講座】

１
５／

６／

名古屋が生んだ
日本初の理学博士

「世間」のイメージと
人権問題

会場までの交通費等は自己負担 託児は別途500円（おやつ代を含む）

６／

１

会場

公開講座のご案内

無 料

⑦土・日・午前
（10：00～12：00） 事前申込み不要 どなたでもどうぞ
①火・午後（13:30～15:30） ②木・夜間（17：30～19：00） ③金・午前（10：00～12：00） ④火・午前（10：00～12：00） ⑤木・午前（10：00～12：00） ⑥金・午前（10：00～11：30）（第３
・４回は９：00～12：00）

〈なごや学〉

一口案内

６月24日(木）

災害食を考える

～万一に対する備えとは～

名古屋きた災害ボランティアネットワーク

第４・第５集会室（第３・４回は現地学習）

あなたの大切なものは、お金？時間？それとも環境？選んだ行動によっ
て、未来が変わることをカードゲームを通して学びます。
日
時 ７月31日（土）10:00～12:00
講
師 愛知学院大学商学部准教授 中野健秀
会
場 視聴覚室
対象・定員 小学校３年生～中学生・15人
受 講 料 150円
申込み方法 往復はがき、またはインターネット（申込み方法は表紙面を参照）
。
６月24日（木）必着

※都合により、日程・講座の講師・内容等が変更される場合があります。

