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令和3年度第３期定期教室
場

所

日

程

平針南コミュニティセンター 12／１４（火）午後２：00～４：00
三郎廻間第一公園

12／1８（土）午前10：00～10：50

旧平針郵便局跡地

１２／２４（金）午前10：00～11：00

植田焼山公園

申込 往復はがきの往信面に、教室名、郵便番号、住所、氏名
（ふりがな）
、年齢
（学年）
、生年月日、電話番号、
幼児・小学生対象の教室は保護者名を明記、返信面に住所、氏名を記入して郵送
（〒468－0051植田三丁目
1502）
、
または市電子申請サービスで12／15
（水）
まで受付 ※１人１教室につきはがき1枚まで
※１枚のはがきに複数人の申し込み不可 （スポーツセンターは工事中のため、
駐車場の利用不可）
教室名

開催日時

レッツスイム①

２／１４～３／２８
（全６回）午後３：00～３：50

年少児・２０人

レッツスイム②

２／１４～３／２8
（全６回）午後４：00～５：00

年中～年長児・２０人

レッツスイム③

２／１４～３／28
（全６回）午後５：00～６：00

小学生・２０人

ナイトヨガ

２／７～３／２８
（全７回）午後７：45～８：45

一般・３０人

4,200円

大人のフットサル

２／７～３／14
（全６回）午後７：45～８：45

一般・30人

3,480円

キッズ体操①

２／８～３／２２
（全７回）午後３：10～４：00

年少児・30人

キッズ体操②

２／８～３／２２
（全７回）午後４：00～５：00

年中児・30人

キッズ体操③

２／８～３／２２
（全７回）午後５：00～６：00

年長～小学1年生・30人

水中ウォーキング

２／１６～３／３０
（全６回）午後１：00～２：00

一般・30人

レッツスイム④

２／１６～３／３0
（全６回）午後３：00～３：50

年少児・２０人

レッツスイム⑤

２／１６～３／30
（全６回）午後４：00～５：00

年中～年長児 ・２０人

レッツスイム⑥

２／１６～３／30
（全６回）午後５：00～６：00

小学生・２０人

アクアビクス

２／１７～３／31
（全７回）正午～午後１：00

一般・３０人

キッズ体操④

２／１０～３／２４
（全７回）午後３：１0～４：00

年少児・30人

キッズ体操⑤

２／１０～３／２４
（全７回）午後４：00～５：00

年中～年長児・30人

キッズ体操⑥

２／１０～３／２４
（全７回）午後５：00～６：00

小学生・30人

シニア元気体操

２／１２～３／２６
（全７回）午前９：30～10：30

一般・３０人

やさしいヨガ

２／１２～３／２６
（全７回）午前10：45～11：45

一般・３０人

土曜レッツスイム小学生

２／１２～３／２６
（全７回）午前11：00～正午

小学生・２０人

成人水泳

２／１２～３／２６
（全７回）正午～午後１：00

一般・30人

１／８（土）午後２：00～４：00
月

▼①親子栽培体験教室「きのこの話と菌打ち体験」
日時 １／９（日）午後１：30～３：30
定員 １０組
（抽選）※１組４人まで
費用 1,000円
▼②牛さんクイズで牛の１日を知ろう！
日時 1／15（土）午前１０：００～１１：００
対象 小学生と家族
定員 11組
（抽選）※1組４人まで
費用 1組５００円（牛乳小ビン２本のおみやげ付）
▼③家庭菜園教室
「ジャガイモ、ネギ類、春ダイコンの作り方」
日時 １／１５（土）午後１：３０～３：３０
定員 ３０人
（抽選）
費用 ３００円
▼④里山体験教室「果樹の手入れと収穫体験」
日時 １／１６（日）午前１０：００～正午
定員 １０組
（抽選）※１組４人まで
費用 ５００円
▼⑤羊のお話と羊毛マスコットづくり
日時 １／２３（日）午前１０：００～１１：００
対象 小学生と家族
定員 １１組
（抽選）※１組４人まで
費用 1組５００円
▼⑥農業センターにいるのはどんな動物？
日時 １／２９（土）午前１０：００～１１：００
対象 小学生と家族
定員 １１組
（抽選）※1組４人まで
費用 １組５００円（名古屋コーチン卵のおみやげ付）
▼⑦有機農業教室
「苗づくりから始める夏やさいの育て方」
日時 １／３０（日）午後１：30～３：３０
定員 ３０人
（抽選）
費用 ３００円
※②⑤⑥はマスクの着用が難しい未就学児や、
中学生以下のみでの参加不可
①～⑦の申込 往復はがき（〒468－0021天白町大
字平針字黒石2872－3）
、または市電子申請サービ
スで12／20
（月）まで受付。催し名、開催日、住所、氏
名、参加人数、電話番号を明記。
②⑤⑥は全員の氏
名、
子どもの学年も明記。
❼面関連記事あり

▼【後期公開講座】知っておきたい、地震が起きる
メカニズム
後期講座「地震発生！その時どうする？」の講座
の第1回目です。
日時 １／２０
（木）
午前１０：００～正午
（９：３０開場）
※当日午前９：００～整理券配布（氏名・連絡先を記入）
定員 当日先着４０人
講師 名古屋大学大学院環境学研究科附属
やま なか よし こ
地震火山研究センター准教授 山中佳子さん
▼<テンパク・ テニュア講座>わらべうた
昔ながらのわらべうたを使った遊びを学びます。
日時 １／１７
（月）
【１部】
午前１０：００～１０：４５
       【２部】
午前１１：００～１１：４５
０歳児と保護者
対象 【1部】
   【2部】
1歳児と保護者
定員 各先着５組
申込 １２／１３
（月）
午前９：００～電話で受付

火

水

木

土

▼オペラ「月の影ー源氏物語ー」
プレ・コンサート
源氏物語を題材としたオペラのプレコンサー
トを上演。源氏の君と多くの女性との間で繰り広
げられる人間模様をお届けします。美しい歌声と
ともにオペラの魅力を堪能してみませんか。
日時 １／２１（金）午後７：０0～（６：３0開場）
定員 246人（未就学児は入場不可）
出演 名 古屋二期会・名古屋オペラ協会・名古屋
演奏家ソサエティーによるメンバー
申込 当館などで整理券配布中

▼絵本であそぼう
絵本や紙芝居、パネルシアターなどを楽しみます。
日時 １２／１４（火）午前１０：３０～１１：００
対象 乳幼児と保護者
定員 当日先着５組
▼たのしいリトミック
リズムあそびや歌あそびなどを楽しみます。
日時 １２／１５（水）、１／１９（水）午前１０：３０～１１：３０
対象 １歳以上の幼児と保護者
定員 当日先着１０組
※ Zoom で同時配信を行います（各先着２組）
申込 １２／１５開催分は１２／２（木）午前１０：００～受付
１／１９開催分は１２／１６（木）午前１０：００～受付
▼親子体育
日時 １２／１７（金）午前１０：３０～１１：３０
対象 ２歳以上の幼児と保護者
定員 当日先着１０組
持物 上 履き（親子とも）、動きやすい服装（子ど
もは大きめの名前入り）
▼クリスマスクラフトをつくろう！
日時 １２／17（金）午後２：30～４：３０
       午後５：３０～６：３０
１２／１８（土）午後２：３０～４：００
対象 幼児と保護者、小学生～高校生
定員 1回６人程度（入替制で１人20分程度）
当日先着順に受付。予定数に達し次第終了
ズ

ー

ム

対象・定員（抽選）

費用
3,480円

※対象の一般は中学生以上

○●○場所の記載のないものは各施設で行い、
費用の記載がないものは無料です。
外出する際はマスクを着用しましょう。○●○

天 白 区

4,060円

3,480円

4,060円

4,550円

▼ピカピカフェアー
児童館の年末大掃除を行います。参加賞あり！
日時 １２／２３（木）午後２：３０～４：００
対象 小学生～高校生
定員 １回６人程度（入替制で1人１５分程度）
▼お正月あそびをしよう！
日時 １／５（水）～９（日）の開館時間中
対象 小学生
定員 １回６人程度（入替制）
内容 お正月にちなんだクラフトづくり
▼第６回あかちゃんタイム
日時 １／１２（水）午前１０：３０～１１：３０
対象 ０歳児と保護者
定員 先着１０組（窓口申込は先着最大５組まで）
内容 食育講座や読み聞かせ、ふれあいあそびなど
申込 １２／２２（水）午前１０：００～電話、窓口で受付
▼ちびっこ体操
親子で音楽に合わせて体を動かしたり、パラバ
ルーンで遊んだりします。
日時 １／２０（木）午前１０：30～１１：３０
対象 ０・１歳児と保護者
定員 先着１０組
申込 １／７（金）午前１０：００～電話、窓口で受付
▼中高生の居場所づくり事業
～中高生のJI・KAN（時間）～
日時 休館日を除く毎週金曜日午後５：００～７：００
対象 中学生～高校生など
持物 生徒手帳または身分証明書

▼医師による健康相談
日時 12／１６（木）、１／６（木）午後１：00～２：00
▼ミニシアター（上映作品はお問い合わせください）
日時 １／２６（水）午後１：００～３：００
定員 先着２０人
申込 １／４（火）～電話、窓口で受付
▼コグニサイズ体験会
運動で体の健康を促すと同時に、脳の活動を活
発にする機会を増やしましょう。
日時 １／２８（金）午後１：00～３：00
定員 先着15人
申込 12／２０（月）～電話、窓口で受付

