
4 10 東 区⓲

 

※各施設の住所は、⓱面を参照してください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、記載している講座などが中止または内容変更となる場合があります。詳細は施設へご確認ください。

●建中寺公園（公園内南東）（無料）
日時 10／26（水）午後３：00～４：00

●徳川園（北門大型バス駐車場）（無料）
日時 10／26（水）午後１：45～２：45

●もの忘れ相談医の専門相談（無料）
日時 10／12（水）午前10：00～11：30
対象 認知症についてお困りの方やご家族
定員 ３組程度　申込 10／11（火）までに電話で

●認知症家族サロン（無料）
日時 10／12（水）
　　 午後１：30～３：30
対象 認知症の方を介護する
　　 ご家族など
定員 15人程度　
申込 10／11（火）までに電話で

●公開講座（無料）

①音読「声に出して読みたい
　日本語」を使って　（全４回）
日時 １／13・20・27、２／３（金）
　　 午前10：00～11：30
定員 15人　料金 2，300円
②食生活を変えればカラダが
　元気になる　　　（全３回）
日時 １／30、２／６・13（月）
　　 午前10：00～11：30
定員 20人　料金 1，500円
③漢字の成り立ちを学ぶ
　～白川文字学への招待～ 

（全５回）　
日時 ２／８・15・22、３／１・８（水）
　　 午前10：00～11：30
定員 20人　料金 2，800円
④お花にまつわるエトセトラ

（全４回）　
日時 ２／17・24、３／３・10（金）
　　 午前10：00～正午
定員 10人　料金 3，800円

締切 ①～④11／７（月） ⑤10／11（火） ⑥10／18（火） ⑦10／25（火）必着

●市民企画運営講座
　「なごやか市民教室」

（15歳以上対象※中学生を除く）

誤った情報からの偏見や差別
～インターネット上で起こる　 
人権問題を正しく知る～
日時 10／11（火）午前10：00～正午

定員 30人（当日先着）
（午前９：00から整理券を配布しま
 す。整理券のない方は入場できま
 せん。整理券には、氏名・連絡先を
 記入し提出していただきます。）

●自主事業講座

⑤親子ふれあい体操教室　 （全３回）

日時 11／３（木・祝）・13（日）・23（水・祝）
ⓐ幼児クラス　　 午前９：00～10：00
ⓑ小学生クラス１ 午前10：00～11：00
Ⓒ小学生クラス２ 午前11：00～正午
対象 ⓐ５歳以上の未就学児とその保護者
　　 ⓑⒸ小学生とその保護者
定員 ⓐⓑⒸ各10組20人　料金 １組1，500円

⑥メタバース（超空間）教室 運用テクニック

日時 11／13（日）午後２：00～４：00
対象 メタバース体験コース受講済の方
　　 ※未体験の方はご相談ください。
定員 10人　料金 4，000円

⑦木の実を使ってクリスマスリースを作ろう

日時 11／30（水）午前10：00～正午
対象 一般　定員 20人　
料金 3，200円（材料費含む）

①～⑦の申込 本紙❽面を参照し、「講座名」「郵便番号・住所・電話番
 号」「氏名・ふりがな・年齢」を記入のうえ、電子申請または往復はがきで。

【①～④の宛先・問合先】… 「なごやか市民教室」事務局（〒460－0015中区
大井町７－25 イーブルなごや内☎321－1579）

【⑤～⑦の宛先・問合先】… 東生涯学習センター（〒461－0004東区葵　　 
一丁目３－21☎932－4881）

●おもちゃ病院とんかち…10／16（日）

※詳しくはお問い合わせください。
●パソコン相談…10／26、11／２（水）

●生涯学習まつり2022について…10／15（土）・16（日）に開催を予定し
ておりますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止させていた
だく場合もあります。詳しくは当センターへお問い合わせください。

●おはなし会（無料）
日時 10／15、11／５（土）
　　 午後２：30～３：00
対象 幼児、小学生　
定員 各15人（当日先着。
　　 付き添い含む）

●赤ちゃんからの
　　　おはなし会（無料）
日時 10／13（木）・28（金）、11／10（木）
　　 午前11：00～11：30
対象 乳幼児とその保護者
定員 各７組（当日先着）
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●英語のおはなし会（無料）
日時 10／20（木） 午前11：00～11：30
対象 未就園児とその保護者　
定員 ７組（先着順）
申込 10／19（水）午前10：30から電話で

☆
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加
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●なごやっ子読書月間記念
　おはなし会と絵本カバーで
　バッグづくり（無料）
日時 10／22（土） 午後２：00～３：00
対象 幼児、小学生
定員 15人（先着順。付き添い含む）
申込 当日午前10：30から電話で

●ワンコイン名画鑑賞会
　ひがシネマvol.９
　「我等の生涯の最良の年」
日時 10／21（金）
①午前10：30～
②午後２：00～
③午後６：30～
料金 500円

（障害者手帳などをお持ちの方は450円）
※時間指定・全自由席

●中瀬雄登 全部三重の写真展
日時 10／４（火）～16（日）
　　 午前10：00～午後７：00
　　 ※10／11休館、
　　 日曜日は午後５：00まで
料金 入場無料

☆東文化小劇場の催し☆東文化小劇場の催し
☆市民ギャラリー矢田の催し☆市民ギャラリー矢田の催し

●若手作家刺激プログラム
　motion#６美術展
日時 10／26（水）～30（日）
　　 午前10：00～午後７：00
　　 ※日曜日は午後５：00まで
場所 第２～７展示室
料金 入場無料 

問合 チケットの取り扱いは、
劇場窓口☎719－0430
または、
右の二次元コードより　

●一回参加型スポーツ教室

レッスン 日　程 時　間 料金（1回）

エアロビクス
Ⅰ 10／12・19・26、11／２・９（水）午後７：00～８：00 330円

Ⅱ 10／13・20・27、11／10（木） 午前９：30～10：30 330円

水中エアロ 10／12・19・26、11／２・９（水）午前11：00～正午 620円
ヨ　ガ ※ 10／12・19・26、11／２・９（水）午後８：10～９：00 330円

ソフトエアロ ※ 10／13・20・27、11／10（木） 午前10：45～11：45 330円

対象 中学生以上　定員 各30人
申込 当日開始30分前から先着順

※１講座につき１人１通のみ有効。申込多数の場合は抽選

 

●オープン講座（無料）

①笑いヨガ 10／21（金）午後１：00～２：00

②膝痛・腰痛体操 10／25（火）午後２：00～３：00
③写経を体験してみましょう 10／29（土）午後２：00～３：00

④健康講話「丈夫な骨で元気な老後を！」11／４（金）午後１：00～２：00

定員 各30人（先着順）　
申込 ①10／７（金）～ ②10／11（火）～
　　 ③10／15（土）～ ④10／21（金）～
　　 午前９：00から直接窓口へ
　　 （午前10：00から電話も可）

●60代からの福祉会館講座「60代の年金セミナー～後悔しないた  
　めに、年金をもらう前に知っておきたいこと」（全２回・無料）
日時 10／15・29（土）　午前10：00～11：00
対象 市内在住の60歳以上の方で、２回とも参加できる方　定員 20人（先着順）
申込 10／１（土）午前９：00から直接窓口へ（午前10：00から電話も可）

●初めてのスマホ教室（全６回・無料）
日程 令和５年１月～３月の第２・４月曜日　午後１：00～２：10
対象  市内在住の60歳以上の方で、今年度の当館スマホ教室を受講して

いない方　定員 15人
申込 10／11（火）～31（月）に直接、当館窓口へ。申込多数の場合は抽選。

●●自由参加自由参加（（申込不要）申込不要）

①～⑤の申込①～⑤の申込 ①10／13（木） ①10／13（木）
②10／15（土）　③10／16（日）　②10／15（土）　③10／16（日）　
④10／20（木）　⑤10／26（水）　　④10／20（木）　⑤10／26（水）　　
午前10：00から直接、児童館へ午前10：00から直接、児童館へ
（午前10：30から電話も可）（午前10：30から電話も可）

※詳しくはお問い合わせください。

おもちゃ病院とんかち（修理代
は無料、部品代は自己負担）
12／４（日）午前10：00～午後３：00
申込 11／１（火）から受付開始（事
前申込必要。詳しくは児童館へ）

土曜おはなし会（無料）
10／22（土）午前10：30～11：00
対象 乳幼児（保護者同伴）～小
学２年生　定員 当日先着10組
ももちゃんひろば（無料）
10／25、11／８（火）
午前10：00～正午、午後１：00～４：00
対象 乳幼児とその保護者
定員 各時間帯10組程度
おしゃべりべびも（無料）
11／１（火）午前10：00～11：00
※遊びながら保育士とお話できます。
対象 未就園児とその保護者、
　　 妊婦さんとその家族

①ぴょんぴょんクラブ（無料）
10／20（木）午前10：30～11：30
対象 歩ける乳幼児とその保護者
定員 10組（先着順）
②児童館交流卓球大会予選（無料）
10／22（土）午後２：00～４：00
対象 小学生　定員 10人（先着順）
③ハロウィンイベント（無料）
10／23（日）午後２：00～３：30
対象 小学生　定員 10人（先着順）
④ベビーマッサージ＆ヨガ（無料）
10／27（木）ⓐ午前10：00～10：45
　 　　　ⓑ午前11：00～11：45
対象 首のすわった０歳児とその保
護者　定員 ⓐⓑ各10組（先着順）
⑤たのしいリトミック（無料）
11／２（水）ⓐ午前10：00～10：45
　　 　　ⓑ午前11：00～11：45
対象 首がすわっている～歩き出
す前の乳幼児とその保護者　
定員 ⓐⓑ各10組（先着順）

●●申込参加申込参加

●●申込参加申込参加

●令和４年度福祉のつどい講演会
　「単なる長寿」から「健康寿命」へ、
　そして「活動寿命」へ（無料）
日時 11／16（水） 午後１：30～３：30
会場 愛知大学車道キャンパス
講師 若宮正子さん
　　 （デジタルクリエーター）
定員 170人（先着順）　
申込 10／11（火）から右の
　　 二次元コードより

●思いやりサポーター
　ひがし養成講座（無料）
日程 11月中旬～12月中旬
対象 区内在住・在勤・在学の方
定員 各10～15人程度
申込 11／７（月）までに電話または
　　 右上の二次元コードより
　　 ※申込多数の場合は抽選

©中央共同募金会

●赤い羽根共同募金は
　12／31（土）まで
　皆さまのあたたかい
ご協力をお願いします。

※ヨガは午後７：00から、ソフトエアロは午前９：00から整理券配付


