
4 10 北 区⓲

※申込が当日のものは、すべて窓口にて先着順　※すべて災害補償制度あり　※受講する際はマスクをご持参ください。

各問合先にご確認ください。

※一般は15歳以上（中学生除く）　※☆印の申込は、市電子申請サービス・往復はがきにて（８面参照）。各催しの必要事項は

性別と年齢。〒462－0021成願寺１－６－12　北スポーツセンターまで。はがき１枚につき１人（１組）のみ有効。定員を超えた場合は抽選。

教室名 日程 時間 対象 定員 料金 申込
かんたんエアロ＆トレーニング

10／17、
11／７（月）

午後２：10～３：10

中学生
以上

各回20人 各回400円 当日午後１：50～

からだスッキリ！骨盤調整ヨガ 午後３：20～４：20 各回25人 各回400円 当日午後３：00～

ZUMBA 午後６：00～７：00 各回30人 各回400円 当日午後５：40～

美ボディレッスン 午後７：20～８：20 各回30人 各回400円 当日午後７：00～

パーソナルトレーニング 11／７・14・21
（月）

午後４：30～５：30 各回１人
もしくは
２人１組

各回１人
6,500円
２人なら
11,000円

受講日の
２週間前まで
に窓口にて

午後５：30～６：30

午後７：50～８：50

ポールde体幹トレーニング４

11／７～12／12
（指定月曜日）

午後１：00～２：00 20人 2,500円
（全５回）

10／11（火）～
窓口にて先着順

基礎からのポールウォーキング４ 午後２：10～３：10 20人 2,500円
（全５回）

華麗に！加齢に元気アップ４ 午後４：40～５：40
中学生
以上
（女性）

20人 2,500円
（全５回）

からだメンテナンス４ 午後６：40～７：40

中学生
以上

20人 2,500円
（全５回）

姿勢改善ポールウォーク４ 午後７：50～８：50 20人 2,500円
（全５回）

ゼロスタートランニング３ 11／21～３／６
（指定月曜日） 午後５：50～６：50 20人 4,500円

（全９回）

やさしい！ズンバゴールド 10／11・18・25、
11／１・８（火） 午前９：20～10：20 各回30人 各回300円 当日午前９：05～

ボディーケア・ピラティス 10／13・20・27、
11／10（木）

午前10：45～11：45 各回28人 各回300円 当日午前10：30～

姿勢改善エクササイズ 午前９：20～10：20 各回30人 各回300円 当日午前９：05～

　申込が必要なものは、申込開始日の午前10：00～
先着順（電話の場合は午前10：30～）。

◆移動児童館「あおぞら広場」※雨天中止
日程　①10／12（水）in大杉公園
　　　②10／19（水）in大我麻公園
　　　③11／２（水）in柳原公園
　　　④11／９（水）in上飯田南公園
時間　各日午前10：00～11：30
対象　乳幼児とその保護者
◆移動児童館in六郷学区
日時　10／13（木）午前10：00～11：30（午前10：00～受付）
場所　六郷コミュニティセンター
対象　未就園児とその保護者
◆わんだふるぱーく（当日先着順）
日時　10／21（金）午前10：00～11：30
対象　未就園児とその保護者　16組
◆ひよっこたいそう（当日先着順）
日時　10／29（土）午前10：30～11：30
対象　歩行可能な10カ月児～１歳児とその保護者　16組
持物　動きやすい服装、飲み物、タオル、親子
　　　ともに上靴（ない場合は裸足）
◆ぱぱままたいむ「バランスボール」
日時　11／５（土）午前10：30～11：30
対象　首のすわった０歳児とその保護者　７組
　　　（ご夫婦で参加もできます）
申込　10／21（金）～
◆伝説の秘宝をつかみとれ（ゲーム）
日時　10／22（土）午後３：00～４：30
対象　小学生～18歳未満児　16人
◆さくらんぼ広場（わらべうたを通したふれあい遊び）
日時　11／10・24（木）午前10：00～11：00
対象　０歳児～未就園児とその保護者　各回12組
申込　10／22（土）～
◆おやこdeヨガ
日時　11／11・25（金）午前10：00～11：30
対象　首のすわった未就園児とその保護者　各回12組
申込　10／23（日）～
◆子育て支援るーむ
日時　�10／18・25、11／８（火）午前10：00～11：30
対象　未就園児とその保護者
◆子ども将棋教室
日時　�11／12・26（土）午後１：00～２：00
対象　小学生以上　各回10人　※家族の付添不可
申込　10／28（金）～
◆なかよし広場「手作りおもちゃ」
日時　11／17（木）午前10：00～11：30
対象　０歳児とその保護者　16組
申込　11／２（水）～
◆子育て学びの講座③「アンガーマネジメント」
日時　11／25（金）午後１：30～３：00
対象　子育て支援にかかわる方　15人
申込　11／４（金）～
◆ナイト児童館
日時　10／14・21・28、11／４（金）午後５：00～８：00
　　　※中学生は午後７：00まで
対象　中学生～高校生相当

教室名 日程 時間 対象 定員 料金 申込

アロマ美人講座⑤ 11／25（金） 午前10：30～11：30 一般 15人 2,000円 ☆11／９（水）
必着

ベビーサイン体験会⑤ 11／11（金） 午前10：30～11：30
６カ月～１歳
６カ月の子と
その保護者

10組 600円 ☆10／26（水）
必着

リラックスヨガ
10／17・24・31、
11／７（月）

午前９：30～10：30 一般 各回20人 各回400円

開始時間の
20分前から
窓口にて
先着順

骨盤エクササイズ 午前10：45～11：45 一般女性 各回20人 各回400円

ヨガ＆フィットネス 午後７：00～８：00 一般 各回40人 各回300円

エアロダンス

10／11・18・25、
11／１・８（火）

午前10：45～11：45 一般 各回50人 各回300円

フラダンス（プルメリア） 午後０：40～１：40 一般女性 各回20人 各回400円

フラダンス（ハイビスカス） 午後１：50～２：50 一般女性 各回20人 各回400円

キッズダンス 午後７：00～８：00 小学生 各回20人 各回400円

ファイティングエクササイズ 10／12・19・26、
11／２・９（水） 午前10：45～11：45 一般 各回20人 各回400円

エアロビクス

10／13・20・27、
11／10（木）

午前10：45～11：45 一般 各回50人 各回300円

ベリーダンス 午後１：30～２：30 一般女性 各回20人 各回400円

ZUMBAⓇ（午後６：30の部） 午後６：30～７：30 一般 各回20人 各回400円

ZUMBAⓇ（午後７：45の部） 午後７：45～８：45 一般 各回20人 各回400円

スポーツパーク
（卓球・バドミントン）

10／12、
11／２・９（水） 午後６：30～８：30

小学生以上
※小学生は
保護者の
同伴が必要

各回50人 各回340円

開始時間の
15分前から
窓口にて
先着順

講座番号 講　座　名 開設期間 曜日・時間 定員 対象 受講料 教材費 締切日

３ ～優しい香りのある暮らし～
アロマセラピー ３／１・８・15（全３回） 水曜日・夜間 16人 一般 1,500円 3,000円

11／７
（月）19 なつかしの歌声喫茶 ３／２・９・23（全３回） 木曜日・午前 48人 一般 1,500円 400円

35 朗読を通した発声・滑舌を
良くし健康になろう ３／１・８・15・22（全４回） 水曜日・午後 15人 一般 2,000円 200円

◆市民企画運営講座「なごやか市民教室」◆

※申込は往復はがき・市電子申請サービスにて（８面参照）下記問合先まで。講座番号・講座名・郵便番号・住所・氏名（ふりが

な）・電話番号・年代を記入。各講座ごとに１人１通のみ有効。一般は15歳以上（中学生除く）。応募者多数の場合は抽選。

【問合】　〒460－0015　中区大井町７－25イーブルなごや内　「なごやか市民教室」事務局（☎321－1579）

◆クリスマスリースを作ろう！
日時　11／22（火）午前10：00～正午
対象　15歳以上（中学生を除く）　40人　
講師　戸田川緑地管理センター　吉田早苗氏
料金　2,000円（教材費1,500円含）
申込　11／６（日）必着。
　　　�往復はがき、市電子申請サービスにて

（８面参照）。講座名・住所・氏名（ふりが
な）・電話番号を明記し、〒462－0841　
黒川本通２－16－３北生涯学習センター
まで。はがき１枚につき１人有効。

　　　応募者多数の場合は抽選。

◆ミュージカル「リメンバー・ユー」出演者募集
日程　�11／19（土）・20（日）
場所　PICO２（山田１－１－43）
対象　男女・年齢問わず　40人
内容　�３月開催のミュージカルの出演者オー

ディションを開催します。
申込　11／15（火）までにFAXまたはメールにて
　　　下記問合先まで
【問合】名古屋市文化振興事業団「なごや芝居の広場」係
　　　（℻249－9392）
　　　いのこ福代
　　　（☎070－5037－0320・ hfukuyo26122@gmail.com）

◆無料健康相談（内科）
日時　10／14（金）午後２：00～３：00　／　定員　４人
申込　10／11（火）～13（木）電話・窓口にて先着順
◆無料健康相談（整形外科）
日時　10／28（金）午後２：00～３：00　／　定員　４人
申込　10／11（火）～27（木）電話・窓口にて先着順
◆すこやか健康講座「フレイル予防」
日時　11／１（火）午後１：00～２：00　／　定員　20人
申込　10／11（火）～31（月）電話・窓口にて先着順
◆無料介護相談
日時　11／１（火）午後２：00～３：00　／　定員　４人
申込　10／11（火）～31（月）電話・窓口にて先着順
◆合同作品展（趣味・教養講座と同好会による作品展示）
日時　10／31（月）午前９：00～午後３：00　／　定員　50人

　記載のないものは市内在住の60歳以上の方が対
象です（会館利用には利用証とマスクが必要）。


