
千　種　区　版

ちくちく手づくりの会
日時　３／16（木）午前９：45～11：45
対象・定員　一般10人
�※�託児はありませんが、小さいお子さんと一
緒に参加していただけます。

内容　�小さいお子さんのための手づくりおも
ちゃ「春がきたよ、あおむしくん」

費用　500円程度（実費）
持物　鉛筆、はさみ、針、もめん糸（白・黒）
申込　３／２（木）午前９：30から電話にて（先着順）

※耐震改修工事中につき、下記行事はいずれも
千種スポーツセンター第１会議室で行います。
おはなし会

●絵本とおはなしをきく会（幼児・小学生向け）
日時　２／25（土）午前11：00～11：45
対象・定員　４歳～小学生10組（当日先着順）
※小学生未満のお子さんは保護者同伴

▶１人８冊まで借りられます。
　午前10：00～11：00、午後２：00～３：30

初心者向けパソコン相談室（１人30分）
日時　２／13（月）午後１：30～３：30
定員　一般12人
申込　当日午後２：45までに窓口で（先着順）
　　　※パソコンの初期設定はできません。

対象　いずれも中学生以上
持物　�①～③室内シューズ
　　　④⑤ヨガマット（お持ちの方）
費用　①～⑤ともに330円
申込　①～⑤ともに開始30分前から先着順

教室名 日程 定員

①ソフトエアロビクス ２／13・20、３／６の月曜日
①午前９：30～10：30
②午前10：45～11：45

各
40人②エアロビクス

③仕事帰りにエアロⅢ ２／14・21、３／７の火曜日
午後７：30～８：30 40人

④創美ヨガⅢＡ ２／15・22、３／８の水曜日
④午後６：45～７：45
　⑤午後８：00～９：00

各
30人⑤創美ヨガⅢＢ

認知症の人を介護する家族支援事業
事業名
／会場

東部いきいき
支援センター

西部いきいき
支援センター

家族教室
２／16（木）
午後１：30
　～３：30

２／21（火）
午後１：30
　～３：30

※�MOBILITY　GATE
吹上（千種３－5－７）

で開催

家族サロン
　２／15（水）
午後１：30
　～３：30

２／13（月）
午後１：30
　～３：30

医師による
個別専門
相談

　２／21（火）
午後２：00
　～３：30

２／24（金）
午後２：00
　～３：30

定員３人 定員３人
認知症
サポーター
養成講座

２／１（水）
午後２：00
　～３：30

※申し込みはご都合のよいセンターへ

参加者募集！
　ゴスペルコンサートとワークショップ
日時　【練習】
　　　①２／14（火）午後７：30～９：00
　　　②２／21（火）午後７：30～９：00
　　　③２／25（土）午後２：00～３：00頃
　　　【コンサート】　
　　　２／26（日）午前11：30頃集合予定
　　※練習を２回以上出席した方のみ参加可
内容　�３日間の練習ののち、コンサートの
　　　舞台に参加することができます。
　　　※詳細は右記ウェブサイトを
　　　　ご確認ください。
費用　�4,000円
ゴスペルコンサート「PRAISE ！」

日時　２／26（日）午後２：30～
費用　�一般1,500／中学生以下1,000円
　　　全席自由席、未就学児のひざ上観賞無料

②えいごであそぼう
日時　２／28（火）午前10：30～11：15
対象　１歳半～３歳児と保護者
定員　16組
内容　うたあそび、絵本の読み聞かせなど
申込　２／14（火）午前10：30から先着順（電話可）

①バレンタイン企画　スイーツマグネット
日時　２／12（日）午前10：00～11：45
対象　４歳以上の幼児と保護者・小学生
定員　24人（８人ずつ入場）
申込　当日午前９：15より先着順

④移動児童館　バイオリンコンサート
日時　３／15（水）午前10：30～11：15
会場　千種文化小劇場ホール
対象　乳幼児と保護者
定員　50組
申込　３／１（水）午前10：00から先着順（電話可）

日時 場所

２月

15 水 午後 覚王山日泰寺

16 木 午前 名古屋商業高校（グラウンド南西角）

21 火 午後 仲田公園

28 火 午前 千種小学校（東通用門）

３月

１ 水 午前 千代田橋小学校（西通用門）

３ 金 午前 春岡二丁目（天理教名京大教会内）

７ 火 午後 茶屋ケ坂公園（公園北東角）

マンツーマンレッスン
日時　①２／14（火）午後６：00～８：00
　　　②２／18（土）午後３：00～5：00
　　　※１レッスン30分
費用　2,200円

③じどうかんまつり
日時　３／5（日）①午前10：00～11：30
　　　　　　　　②午後１：00～２：30
対象　乳幼児と保護者・小中高生
　　　（ゲームは４歳以上向き）
定員　各回35人
内容　くじ引き、ゲーム、簡単な工作など
費用　�駄菓子やくじ引きコーナーなどはチ

ケット制
申込　２／18（土）午前10：30から先着順（電話可）
※通常のおもちゃなどの貸し出しはできません
※入れ替わりにご協力ください
※予備日は３／12（日）の同時刻です

※事前に申し込みが必要なものは１人１人分ま
　たは１組分のみ申込可（きょうだい分は可能）

「インテリアフラワー・ハーバリウム作り」
日時　３／26（日）午後１：30～３：30
場所　聴松閣多目的室　定員　10人
費用　500円（別途入館料が必要）
講師　ディマンシュ・ハーバリウム認定講師
　　　堀田佳子さん
申込　３／15（水）までに、はがきにて（抽選）
　　　〒464－0057　法王町２－5－17

展示会 期間

洋ラン展 ２／14（火）～19（日）

時間 午前９：00～午後４：45
（最終日は午後４：00）※休園日は除く

場所 植物園植物会館展示室

講習会
季節の花（生花）
いっぱいのフラワー
アレンジメント

きれいにつくる
山野草

日時 ３／12（日）
午後１：30～３：30

３／19（日）
午前10：00～正午

定員 30人

講師 エレガントブーケ
萩原喜代子さん

名古屋山草倶楽部
　松見勝弥さん

費用 2,500円 無料

申込
本紙７面を参照し、電子申請サービ
スまたは往復はがきで当園へ。
（〒464－0804　東山元町３－70）
２／20（月）消印有効

※展示会講習会ともに別途入園料が必要　

千種文化小劇場
ウェブサイト▶

�「高齢者はつらつ長寿推進事業」参加者募集
　週１回、手工芸やレクリエーションなどを
通して健康維持や仲間づくりを行うことを目
的とした介護予防の事業です。お友達やご夫
婦と一緒の参加、お試し体験など大歓迎です。
期間・場所　４～９月
曜日 時間帯 会場

火
午前 千種区在宅サービスセンター（西崎町２－４－１）

午後 楠荘集会所（自由ヶ丘２－12）

水
午前 星ヶ丘コミュニティセンター（星ヶ丘１－３）

午後 内山コミュニティセンター（内山一丁目４－15）

木
午前 清明山住宅集会所（清明山一丁目６）

午後 乗西寺（仲田二丁目６－13）

金
午前 サンクレア池下集会室（覚王山通８－70－１）

午後 春岡コミュニティセンター（春岡二丁目5－44）

対象　�市内在住で65歳以上の方
定員　各会場20人程度（定員超過の場合は抽選）
内容　手工芸、レクリエーションなど
費用　無料（材料費など必要な場合あり）
申込　�２／28（火）までに電話にて
※�新型コロナ感染予防のため、人数や時間を
変更して実施する場合があります。

　（午前９：45～11：45　午後１：30～３：30）

クラブ名 日程 年間予定回数 対象 定員 年間費用

リトミック
第２・４金曜日
Ⓐ午前10：00～10：45
Ⓑ午前10：50～11：35
時間帯は選べません

16回 １歳半以上の幼児と
保護者 各12組 無料

親子体操
第２・４水曜日
Ⓐ午前10：15～11：00
Ⓑ午前11：05～11：50
時間帯は選べません

16回 ２歳以上の幼児と
保護者 各15組 無料

造形クラブ 毎週木曜日
午後２：30～４：30 34回

午後４：00までに
来館できる

5歳児～小学生
40人 材料費

14,000円

卓球クラブ 第１・３土曜日
午前10：00～正午 16回 小学３～６年生 20人 無料

おてつだいクラブ 行事開催日など 15回程度 小学３年生～高校生 20人 無料

令和５年度児童館クラブ員募集　　　　　　　　（※対象年齢は令和5年４月１日現在）

申込　�本紙７面を参照し、往復はがきにクラブ名・住所・お子さんと保護者の氏名（ふりが
な）・生年月日・年齢・電話番号、小学生は学校名・新学年を記入（返信用表面には郵
便番号・住所・お子さんの氏名を記入）して当館へ。（〒464－0072　振甫町３－34）

　　　※１人１クラブのみ申込可。おてつだいクラブのみ重複可、窓口または電話申込可。
　　　※造形クラブは令和４年度の参加者以外を優先します。
募集期間　２／10（金）～28（火）必着　　
公開抽選　３／８（水）午後２：30から遊戯室にて。当落の結果は、返信はがきで通知します。
入会手続　３／19（日）に説明会を実施。開始時間は当選はがきでお知らせします。
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