
10熱 田 区 4 ⓳

場所　南郊公園
　　　（西友熱田三番町店
            北公園内）
日時　10/20（木）午後３:00～４:00

なごやっ子読書月間記念おはなし会
（幼児・小学生向き）
幼児・小学生には参加賞プレゼント
日時　10/22（土）午後２:00～２:20
定員　12人、当日先着順

法律相談（予約制）
日時　10/18（火）、11/１（火）
　　　午後１:00～４:00
場所　２階相談室
定員　毎回16人
申込　名古屋おしえてダイヤル
　　　TEL953-7584
※各開催日、1週間前から受け付け
　（年中無休/午前８:00～午後９:00）
　先着順

行政相談（当日受付）
日時　奇数月第３火曜日

（次回11/15（火）午後1:00～３:00）
場所　２階会議室
内職相談（当日受付）
日時　10/11（火）・25（火）、11/８（火）
　　　午前10:00～正午
　　　午後１:00～３:00
場所　３階相談室
※身分証明書をお持ちください。

スポーティブ・ライフ月間イベント　タグ・ラグビー教室

認知症予防に取り組みましょう～脳へ刺激を与えて～

認知症の種類や進行状況、日常生活で簡単にできる運動について学び、
実践することで認知症予防への意識を高めましょう。
　　

令和４年度後期主催講座　

講　座　名  日 　時<回　数>

【名古屋学院大学共催】
スマホ・タブレット、光と影を
知って便利に使いこなそう！

スマートフォン・
タブレットを日
常的に使用して
いる方、14人

 対　象 

11/14～12/12 月曜日
午後４:30～６:00〈４〉

1,200
円

費用 締切日

10/13
（木）

「熱田小唄」など、古い音源の熱田や名古屋の歌を聴いて
みませんか。歌詞を読み解きながら鑑賞します。
日時　11/19 （土）午前10:00～11:00　　定員　10人
申込　11/ ５（土）午前10:00から電話で先着順

日時　11/３（木・祝）午前９:30～正午予定（受付：午前９:00）
場所　パロマ瑞穂ラグビー場（瑞穂区山下通５丁目４）
対象　小中学生と保護者、50組
持物　運動のできる服装、運動靴（スパイク可）、タオル、飲み物
申込　往復はがきに①イベント名②氏名③性別④年齢（学年）⑤〒住所
　　　⑥電話番号⑦保護者氏名（参加の有無）を記入し下記へ郵送、
　　　または市電子申請サービス （❽面参照） で申し込み。10/18（火）
　　　必着。定員超過の場合は抽選

パロマ瑞穂スポーツパーク管理第１係   TEL836-8200　FAX836-8206
（〒467-0062瑞穂区山下通５丁目４）　

日　時 担　当・講　師講 座 名・相 談 定　員

10/19（水）
午後１:30～２:30 ５人 10/12（水）午前９:30

から電話で先着順
医師による
健康相談 熊澤和彦医師

申　込

10/27（木）
午後２:30～４:00 20人 10/21（金）午前９:30

から電話で先着順竹内ケイさん折り紙の時間 

11/７（月）
午前10:15～11:45 30人 11/１（火）午前９:30

から電話で先着順げんき体操 横川珠姫さん

10/31（月）
午後１:30～３:00 20人神谷佳代子さんリズムで元気

大集合♪
10/24（月）午前９:30
から電話で先着順

10/18（火）
午後１:30～３:00 15人 10/11（火）午前９:30

から電話で先着順
あったか倶楽部

（体と頭を活性化）
認知症予防
リーダー

あっちゃんサロン　　　
エリア支援保育園の保育士さんが
来ます。
日時　11/２（水）午前10:30～11:30
対象　乳幼児親子10組、当日先着順

チルドレンタイム　　
日時　すべて午前10:00～11:00
　　　10/12（水）「おもちゃ図書館」
　　　10/19（水）「うたってあそぼう」
　　　10/26（水）「リズムであそぼう」
　　　11/９（水）「おもちゃ図書館」
※おもちゃ図書館は貸し出しのみ
対象　未就園児と保護者
　　　10組、当日先着順

館内卓球大会　
児童館で卓球の腕試しをしよう♪
日時　10/16（日）午後２:00～４:00
対象　小学生、16人
申込　10/９（日）午前10:00から
　　　電話で先着順

おでかけあっちゃんin白鳥公園　　
児童館がおもちゃをもっておでかけ
日時　10/18（火）
　　　午前10:30～11:30
　　　※雨天中止
対象　幼児（保護者同伴）

ベビータイム～元気なお口の育て方～　　
歯科衛生士さんによるお話
日時　10/21（金）午前10:30～11:30
対象　乳幼児親子10組、当日先着順

土曜の朝学　あつたを知るミニ講座・うた編「熱田の歌を聴いてみよう」

対象　原則２日間出席できる、講座初日に５カ月～１歳未満の乳児と保護者
申込　10/26（水）午前10:00から電話で先着順

子どもと本の講座「赤ちゃんと楽しもう！～わらべうた・おもちゃ・えほん～」

日　付講　師講 座 名

第１回

第２回

11/９
（水）

A 午前10:00～10:40親子で楽しむ
わらべうた

小さい子の
遊びと絵本

わらべうた研究会 主宰
伊藤ゆかりさん

高蔵保育園エリア支援保
育所主査、図書館司書

時間（A・B同じ内容）　定員

A・Ｂ
各

６組
B 午前11:00～11:40

11/30
（水）

A 午前10:00～10:40
B 午前11:00～11:40

ストーリー・テリングの会
日時　11/５（土）午後２:00～２:30
対象　５歳以上の方、12人
　　　当日先着順
語り手　ストーリー・テリングの会
　　　「まほうのおなべ」会員

時　間
10/20
 （木）

午前10:00
　～10:40

対　象

一般
各18人

申込開始日時
10/13（木）
午前11:00

11/２
 （水）

10/26（水）
午前11:00

11/17
 （木）

11/10（木）
午前11:00

図書館で健康体操！

講師　理学療法士　鳥居亮さん、
　　　佐藤雅紀さん
持物　飲み物
申込　申込開始日時から窓口にて
　　　受け付け、先着順

おはなし会（乳幼児向き）
日時　10/13（木）・27（木）、11/10（木）
　　　①午前10:20～10:35
　　　②午前11:00～11:15
　　　（①②は同じ内容）
定員　①②各12人、開始10分前に
　　　整理券配布。1人１回のみ

申込　市電子申請サービス（❽面参照）、往復はがき（①教室名②〒住所
　　　③氏名（フリガナ）④年齢（学年）⑤性別⑥電話番号を記入）、窓口の
　　　いずれかで申し込み。講座ごとに１人１通のみ有効。
　　　定員超過の場合は抽選　※電話または窓口で受け付け。
休館日　10/17（月）、10/31（月）

15歳以上
（中学生を除く）

ノルディック
ウォーキング
体験会※

10/12（水）・19（水）、
11/２（水）・９（水）
午前10:00～11:15〈４〉

各10人
300円/回

各回
前日まで

教　室　名 対　象 日　時〈回　数〉 申込期間
（必 着）

定 員
費 用

すこやかキッズ
A・Ｂ教室

AB各10人 
6,000円

ピラティス教室 40人 
6,000円

10/29（土）

12/２（金）
〜

テニス教室 45人 
8,000円

１/５(木)～３/16（木）
午前９:45～11:45〈10〉

健康体操教室 40人 
4,000円

ヨガ教室 50人 
6,000円

15歳以上
（中学生を除く）

15歳以上
（中学生を除く）

１/10(火)～３/14（火）
午後０:30～１:30〈10〉

A:年少～年長
B:小学１年
　　　～３年生

１/10(火)～３/14（火）
A:午後３:45～４:45〈10〉
B:午後４:50～５:50〈10〉

15歳以上
（中学生を除く）

１/13(金)～３/17（金）
午後０:30～１:30〈10〉

15歳以上
（中学生を除く）

１/10(火)～３/14（火）
午後１:45～２:45〈10〉

※講座で使用するスマートフォン・タブレットは、受講者自身の物を持参。

講　座　名  日 　時
認知症予防
～簡単な運動で
脳に刺激～

 講　師

11/10
（木）

650円
（教材費

50円込
み）

費　用対象

一般
20人

名古屋学院大学リハビリ
テーション学部教授
加藤文之さん 午前10:00

～正午健康吹き矢
～体にも脳にも
いいんです！～

日本吹き矢連盟名古屋
事務局指導員

11/17
（木）

申込　市電子申請サービス（❽面参照）、往復はがき（①講座名
           ②〒住所③氏名（ふりがな）・年齢④電話番号を記入）、
           窓口（返信用はがき持参）のいずれかで申し込み。講座
           ごとに１人１通のみ有効。定員超過の場合は抽選　　　  

締切日

10/13
（木） 親子トリム＆

エアロ教室
20組

5,000円
未就学児と
保護者

１/13(金)～３/17（金）
午後１:45～２:45〈10〉

秋のスポーツ教室など開催！詳細はお問い合わせください

受講資格　市内在住・在勤・在学の方で、講座
　　　　　ごとに定める対象者。

三


