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日　時

電話番号問い合わせ先

対　象
略
記
号
の
説
明

日

問合

場所（記載のないものは各公所）場

定　員席 料金（記載のないものは無料）￥

申し込み先申込申し込み方法受内　容

ファクス番号FAX
●公共交通機関の利用にご協力ください。 ●ここに掲載のないイベントを実施している施設もあります。詳しくはウェブサイトやチラシなどをご覧いただくか、施設にお問い合わせください。●公共交通機関の利用にご協力ください。 ●ここに掲載のないイベントを実施している施設もあります。詳しくはウェブサイトやチラシなどをご覧いただくか、施設にお問い合わせください。

連
　絡
　先

瑞穂環境事業所 ☎882-5300
☎831-6161
☎852-0119

瑞穂土木事務所
瑞 穂 消 防 署

上下水道局瑞穂営業所
瑞穂区社会福祉協議会
瑞　穂　警　察　署

☎841-7146
☎841-4063
☎842-0110

上 下 水 道 局「お客さま受付センター名水ダイヤル」 ☎884-5959

▼瑞穂文化小劇場共催事業｢親子で
　作ろう！段ボールカホンワーク
　ショップ｣
日３／18（土）14：00～15：30

小学１～３年生と保護者
席10組（先着順）
▶作った楽器を使ってみ
　んなで音楽を楽しもう。
●講師／ＰＵＥＮＴＥさん
受３／4（土）10：00～窓口、10：30～
　☎で申し込み。

▼みずほじどうかんまつり
日２／19（日）９：30～15：30

乳幼児と保護者、小学生～高校生
▶ゲームコーナーなどのお楽しみ
　や、世界的マジシャン中村龍平
　さんによるスペ
　シャルマジック
　ショーの開催｡
　※一部有料コー
　　ナーあり。　 　

▼名古屋女子大学共催事業
　｢うごくおもちゃづくり｣
日３／５（日）13：30～15：00

年少児（保護者同伴）～小学生
席10組（先着順）
▶ゴムの動力でユニークな動きを
　するおもちゃを作ってみよう。
受２／12（日）10：00～窓口、10：30～
　☎で申し込み。

▼名古屋市児童館交流ボッチャ大
　会出場者募集
日２／26（日）13：30～15：45ごろ
場中スポーツセンター
　（中区栄１－30－10）

小学生～高校生（幼児親子も可）
席４人（先着順）
▶ボッチャを楽しもう。
受２／12（日）14：00～窓口、14：30～
　☎で申し込み。

▼クラブ員募集（令和５年４月～令和６年３月開催）
ク  ラ  ブ  名 曜  日 時  間 対  象 定 員 費  用
ぞうさん
（親子クラブ）

第２
火曜 10：30～

12：00

Ｒ２.４.２～Ｒ３.９.30生まれの
幼児（１歳半～２歳児）と保護者 各

15組

各
1,500

円バンビ
（親子クラブ）

第４
木曜

Ｒ３.４.２～Ｒ４.４.１生まれの
幼児（１歳児）と保護者

ママと
いっしょ※

第１・
３金曜

10：00～
11：30

Ｈ31.４.２～Ｒ３.４.１生まれの
幼児（２・３歳児）と保護者 15組 300円

造形クラブ
A※ 第１・

３土曜

10：00～
12：00

令和５年度年長児クラス該当の
幼児・小学１年生 12人 各

3,000
円造形クラブ

B※
14：00～
16：00 令和５年度小学２・３年生 16人

将棋クラブ 第２・
４土曜

10：00～
12：00 令和５年度小学生～高校生 25人 300円

子ども卓球
クラブ※

第２・
４土曜

14：00～
16：00 令和５年度小学３～６年生 12人 無料

母親卓球
クラブ

第２・
３木曜

10：00～
12：00

他の卓球クラブに所属せず、児童
館の行事にボランティアとして参

加できる母親
30人 無料

●実施曜日は、都合により変更する場合があります。
※ママといっしょ、造形AB、子ども卓球は令和５年９月までの実施です｡
●当選者は３／３（金）～３／10（金）９：00～16：45の間に窓口で入会手続きと
　入会費の支払いをしてください。費用無料のクラブも入会手続きは必要
　です。期限内に連絡・支払いがない場合は当選無効となります。
●辞退される場合は早めにご連絡ください。
受 往復はがき（往信裏面に希望クラブ名、〒住所、お子さまの氏名（ふ

りがな）、電話番号、性別、４月からの新学年、生年月日、返信表
面に〒住所、氏名を記載）にて２／12（日）～２／18（土）必着で申し込
み。定員を超えた場合は抽選。１人１クラブ、１人１通（多胎児は
きょうだいで１通）のみ申し込み可。結果は申込者全員に３／１（水）
ごろに発送。

★認知症予防教室
日４～９月の火・水・木いずれか
　週１回10：00～12：00

市内在住の65歳以上　席各12人
▶健康体操やレクリエーションな
　どさまざまなプログラムで認知
　症を予防しましょう。

▼講座・教室
★認知症予防リーダー養成講座
日４～５月の原則金曜日開催
　（全９回）13：30～15：30

市内在住の60歳以上　席５人
▶認知症予防のための知識や技術
　を地域に広めるリーダーの養成
　講座。

共通事項
受２／13（月）～２／28（火）に窓口または☎で本人が直接申し込み。
※定員を超えた場合は抽選。抽選日は３／10（金）。結果は全員に通知｡

☎841‒3113 FAX841‒1348 住所:萩山町 1‒22

瑞穂福祉会館瑞穂福祉会館

▼趣味講座受講者募集（令和５年４月～令和６年３月開催）

市内在住の60歳以上
受２／18（土）までに福祉会館利用証を持参し、本人が直接申し込み。
　定員を超えた場合は抽選。現在受講中の方も申し込みが必要。１人
　２講座まで申し込み可。３／６（月）抽選結果発表。

講座名 曜日 時間 回数 定員

健康体操１☆ 第１金曜
13：00～14：00

12

45人
健康体操２☆ 第４月曜

機能訓練☆ 第２木曜 10：00～11：00 30人

リズム体操☆ 第３木曜 ９：30～10：30 45人

陶芸１★ 第１・３月曜 A９：30～11：30
B12：30～14：30 15 A９人

B９人陶芸２★ 第２・４月曜

囲碁 第１火曜 13：30～15：30

12

24人

民踊 第１水曜 10：00～12：00 40人

将棋 第２月曜
13：00～15：00

24人

詩吟 第２火曜

40人
民謡 第２水曜 12：40～14：40

華道 第２木曜 13：00～14：00

着付け 第３木曜 13：00～15：00

健康マージャン 第４月曜 ９：30～11：30 16人

コーラス 第４月曜 10：00～11：30 40人

書道 第４金曜 ９：30～11：30 45人

●開催曜日・時間は、都合により変更する場合があります。
●講座により教材費、教本代などが別途必要です。
☆健康体操１・２、リズム体操、機能訓練は重複申し込みできません。
★陶芸１・２は重複申し込みできません。

▼認知症予防事業お試し体験会
日２／20（月）10：00～12：00　

市内在住の60歳以上　席30人
▶体操、脳トレなど。
受２／13（月）９：00～窓口または☎で本人が直接申し込み。

▼みずほ標語コンテスト　作品募集中
市内在住の60歳以上

▶瑞穂福祉会館の標語を募集します。川柳、俳句、短歌、キャッチコ
　ピーなんでもＯＫです。参加者全員にお楽しみプレゼントがあります｡
受３／13（月）までに窓口の応募ポストまたは郵送へ標語、〒住所、氏
　名（ふりがな）、年齢、電話番号を記載のうえ申し込み。

▼瑞穂文化小劇場共催まちなかアーティスト｢バルーンアートであそぼう☆｣
日２／25（土）13：15～14：15、14：45～15：45

小学生（親子で参加可）　席各25人（先着順）
●講師／バルーンパフォーマーＨＩＲＯさん
受２／11（祝・土）10：00～☎で申し込み。

▼ちいさいひとむけおはなし会
日３／９（木）11：00～11：20

乳幼児
席６組（先着順）
受当日10：00～☎で申し込み。

▼ちくちく手づくりの会
日３／10（金）
　10：00～12：00
席12人（当日先着順）
￥500円程度
●持ち物／もめん糸、
　　　　 針、はさみ

▼英語でおはなし会
日２／15（水）11：00～11：30

乳幼児～　席６組（先着順）
受当日10：00～☎で申し込み。

▼ストーリーテリングおはなし会
日２／18（土）11：00～11：30

５歳以上　席６組（当日先着順）

▼みんなのおはなし会
日２／25（土）11：00～11：30

幼児・小学生
席６組（当日先着順）

☎871‒2255 FAX871‒2256 住所:惣作町 2‒27‒3

瑞穂生涯学習センター瑞穂生涯学習センター

▼パソコン初心者教室
日２／22、３／８（各水）10：00～12：00　
席12人（当日先着順）
▶①初心者体験コース（２時間／３回で終了）。②相談コース（自由時間）｡

▼巡回日程
日３／10（金）10：00～11：00
場総合リハビリテーションセンター
　福祉スポーツセンター玄関前（弥富町字密柑山１－２）


