
■ 抽選および受講手続きについて
○　応募者が定員を超えた場合は、申込締切日の翌日以降に抽選を行います。

○　「当選」された方は、返信はがき又はメールでお知らせする期限までに、教材費等をご持参の上、センター窓口で受講手続きをしてください。

すべての講座に事前の受講手続きが必要です。なお、手続きは代理の方でも結構ですが、受講できるのは当選者ご本人に限ります。

　※　辞退される場合は、お早めに当センターまでご連絡ください。

○　「補欠」の方には、当選者が辞退された場合に順次電話にて連絡をします。

○　定員に満たなかった講座は、申込締切日以降、センター窓口で先着順に受付を行います。電話にて仮予約も可能です。

■ お知らせ・お願い
○　受講にあたって手話通訳、資料の音声訳・点訳をご希望の方は、講座開講日の２週間前までに当センターまでご相談ください。

○　駐車場は有料 (１回 300円、30分以内無料）です。駐車台数に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

○　お申込後は、原則として講座の申込契約を解除できません。（受講料はお返しできません）

○　都合により、講座の内容、講師等が変更になる場合があります。

○　傷害保険等の設定はしておりません。必要な方は各自でご加入ください。受講中に負傷された場合は応急で処置をしますが、その他の責

任は負いません。

○　現地学習の交通費は、自己負担になります。

平成30年度 名古屋市天白生涯学習センター

主催講座のご案内

■ 受講資格
名古屋市内にお住まいか、お勤め、ご通学の方で、各講座ごとに定める対象者。

「一般」とは、15歳以上（中学生を除く）の方です。

■ 申込方法 ｢往復はがき｣・｢センター窓口｣・｢インターネット｣ による申込です。

申込方法と受講手続きについて

《往復はがきによる申込方法》 

○　はがき 1 通につき 1講座ずつお申込みください。

○　１講座につき、一人１通のみ有効とします。

記入例

　《インターネットでの申込方法》

○　下記ＵＲＬまたは、名古屋市のホームページから電子申請

サービスにアクセスして、申し込んでください。

　（電子申請をする場合、必須項目等に注意してください。）

　電子申請サービスURL　QRコード

【パソコン】https://www.e-shinsei.city.nagoya.jp/
【携帯電話】https://www.e-shinsei.city.nagoya.jp/m/

 《当センター窓口での申込方法》

○　「返信用のはがき」をご持参ください。センター窓口にて所

定の申込用紙に必要事項をご記入いただきます。

○　はがきは、申込結果をお知らせするためのものです。官製

はがき等で結構ですが、１講座につき１枚、返信先の郵便番

号、住所、宛名を記入してご持参ください。

天白区マスコット
キャラクター

かぼっち

※「友遊セミナー」に申し込まれる方で託児をご希望の方は、⑥に「託児希望」
と明記の上、お子さんの氏名（フリガナ）と生年月日を記入してください。

※市外にお住まいの方は、勤務先または通学先の住所地の区名を⑥に記入して
ください。

※消せるボールペンでの記入はご遠慮ください。

■ 申込締切日 往復はがき・センター窓口・インターネット　いずれも

①９/26（水）必着 ② 12/ ５（水）必着

後期

62 62

曜日 時間帯 講　　座　　名 対　象 実施期間 締切日

月 午前
（第１回は午後）

「自分流！」情報化社会の歩き方
～偏見や差別のない社会をめざして～

一般 10/15～12/17

①
9/26
（水）

水 午前 〈女性セミナー〉 天白女性教室 もっと素敵に、私らしく輝く 女性 11/７～12/19

金 午前 医食同源～健康生活は食事から～ 一般 10/26～11/30

土
（第２回は日）

午前 〈なごや学マイスター講座〉
荒池緑地の自然を守ろう！
～ふるさと体験を通して～

一般
（受講後、マイスター
として活動したい方）

10/13～12/22

火 午前
世界遺産・無形文化遺産から学ぶ
～聞いて、体験して、考えよう～

一般
平成31年

１/22～２/19
②
12/5
（水）

水 午前 〈親学関連講座〉
友遊セミナー【託児付】
～思春期の子どもとのかかわり方のコツ～

中学生以下の
子をもつ親

平成31年

１/23～２/27

木 午前 〈なごや学〉
名古屋市電・地下鉄物語
～鉄道の広がりとまちの変遷～

一般
平成31年

１/17～２/７

開 催 講 座 一 覧



【市バス】・八事⑪系統：妙見町－平針住宅
・幹新瑞①系統：新瑞橋－平針住宅
  →「溝口」下車南へ 200ｍ  
・原駅バスターミナルより発車する市バスすべて

に乗車可→「原中学校西」下車西へ 600ｍ
・天白巡回バス：地下鉄植田駅発着
  →「天白公園」下車すぐ

【地下鉄】・鶴舞線「植田」下車南へ 1300ｍ
・鶴舞線「原」下車南西へ 1300ｍ

名古屋市天白生涯学習センター
指定管理者：愛知スイミング・大成共同事業体

〒468-0027
名古屋市天白区天白町大字島田字黒石 4050 番地
     TEL(052)802-1161 ／ FAX(052)802-1162
 〈休館日〉第２火曜日・第４月曜日・年末年始

天白生涯学習センターへのご案内

このパンフレットは、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。

　９月29日（土）・30日（日）10:00～16:00　※29日（土）９:45～「開会式」

　　•詳しくは、センターまつりのチラシをご覧ください。

　　•当日は、駐車場が使用できません。公共交通機関でお越しください。

出かけよう ! ふれあい楽し センターまつり

第37回　天白生涯学習センターまつり

当センターで活動しているグループ発表、

作品展示、コンサート、模擬店、体験コー

ナーなど、楽しい催しがいっぱい‼ぜひ

ご参加ください‼

親子で遊ぼうわらべうた（10～３月分）

★日時：10月18日（木）…申込：10月10日（水）

11月12日（月）…申込：11月５日（月）

12月10日（月）…申込：12月３日（月）

31年 １月21日（月）…申込：31年１月11日（金）

２月18日（月）…申込：　　 ２月８日（金）

３月11日（月）…申込：　　 ３月４日（月）

　※ １部：10:00～10:45／２部：11:00～11:45

★会場： 天白生涯学習センター　和室

★対象・定員：１部…０歳児とその親・10組

　　　　　　　２部…１歳児とその親・12組

ロビーコンサート

★日時：11月３日（土）13:30～15:30

★会場：天白生涯学習センター　ロビー（１Ｆ）

★対象・定員：どなたでも・80人 

★演奏：New Life

★事前申込不要

※当日の開始30分前に開場し、

　先着順に受け付けます。

９：00～
電話にて
先着順

天白テニュア講座 無料 天白お楽しみサロン 無料

〈〈親学関連講座　幼児教育講演会〉〉

一人ひとりが　みんなたいせつ　～子どもの心に　気づいていますか？～

日　時：平成 30 年 10 月 3 日（水）午前 10:20 ～ 12:00（午前 10:00 開場予定）
講　師：児童文学作家　くすのきしげのり
『おこだでませんように』『ええところ』などの作者である、児童文学作家の

くすのきしげのりさんが、大きな画面で作品を紹介しながら、幼児期からの子

どもへの親の関わり方についてお話しします。

子どもの言葉に耳を傾け、様子を見守り、気もちを理解していくことの大切

さに気付き、親として成長する楽しさを学んでみませんか？どなたでも無料で

参加できます。

小さなお子様を連れての受講も可能ですが、保護者向けのお話であることを

ご了承ください。

事前申込不要で、定員は当日先着 400名です。

会場は中区役所ホール（中区栄四丁目 1 番 8 号 地下鉄栄駅 12 番出口より

東へ 1 分）となります。

♪
♫



講座名 楽しい歌仲間たち 美しい着付と日常マナー 点訳ボランティア ゴスペルを楽しもう 楽しい初歩の中国語

一口

案内

　プロのピアニストの伴奏の
もと、シャンソン歌手が進行
と指導をつとめます。歌謡曲・
フォークソング・世界の名曲・
歌を毎 10 曲ほど歌います。

　一人で着物を着てみませ
んか？日常マナーも楽しく
学べます。身近な人にも着
せてあげましょう。

　点訳ボランティアを始め
てみませんか？パソコンを
使って点訳します。パソコ
ンの基本動作が出来れば、
どなたでも出来ます！

　クリスマスソングを中心
に親しみやすい曲を歌いま
す。

　日常のあいさつ、旅行や
買い物のとき会話などやさ
しい内容です。

曜日·時間 金曜日（14:00 ～ 16:00）火曜日（10:00 ～ 12:00）金曜日（10:00 ～ 12:00）土曜日（14:15 ～ 16:15）火曜日（13:30 ～ 15:30）

対象·定員 一般・８人 一般・15 人 一般・６人 一般・10 人 一般・10 人

費用 2,000 円 3,000 円 2,000 円 1,000 円 500 円

主催グループ 歌仲間 美しい着付と日常マナー 点訳ボランティア アンツ 天白ゴスペル ニイハオグループ

会場 視聴覚室 第 1 和室 第３集会室 視聴覚室 第２・３集会室

実施日
①10／12 ②10／19
③11／９ ④11／23

①10／16 ②10／30
③11／６ ④11／20
⑤12／４

①10／26 ②11／２
③11／９ ④11／16
⑤11／30

①11／３ ②11／1７
③12／８ ④12／22

①11／６ ②11／20
③11／27 ④12／４
⑤12／18

プログラム

•元気になる呼吸法・楽しい
発声ウォ－ミングアップ

•ピアノ伴奏のもと歌集など
の曲を歌おう。

•歌にまつわるエピソードを
まじえ歌の意味や楽しさ
を知る。

•講師による独唱やピアニス
トの演奏を楽しむ。

※全４回の内容

①着物の着方・
　下着などの取り扱い方、日

常マナー
②着物の着方・
　日常マナー名古屋帯の結

び方
③・④・⑤着物の着方・
日常マナー
名古屋帯と二重太鼓

①基本的な仮名遣い
　数字・アルファベット
②基本的な分かち書き
　その１　目立語と付属語
③その２　複合語・固有名詞
　記号類の使い方
④本文の書き方・見出しの

書き方
⑤パソコンを使っての簡単な

点訳

＜練習曲＞
•oh Happy Day
　オーハッピーデー
•white christmas
　ホワイト　クリスマス
•santa claus is comin' to  town
　サンタが街にやって来る 

　他

①中国語とは
　普通語と簡体字、読み方

の違い
②自己紹介
　簡単な会話やあいさつ
③旅行・買物で使う会話
④簡単な文法について
⑤今後の進め方

申込方法 往復はがき10／８（月）必着 往復はがき９／30（日）必着 往復はがき10／４（木）必着 往復はがき10／12（金）必着 往復はがき９／30（日）必着

　日頃、当センターを中心に活動するグループが企画した自主開設講座です｡ グループの会員の皆さんと一緒に楽しく学んでみ
ませんか。グループの会員になって活動を続けることもできます。

　天白ＩＴサポート会員が「文字入力はできるけれどうまく編集できない方」や「表計算してみたい方」のために４回連続のパソ
コン体験の講座を行っています。また、ワードやエクセルの基礎的な内容について、無料パソコン相談室も開いています。お気軽
にお申込ください。

◎初めてのパソコン体験（定員８人・４回連続・参加費用 500円）
　※パソコンの基本的な使い方
　　10 月３日・10 日・17 日・24 日  （すべて水曜日・10 時～ 12 時）
　　※申込９月 19日（水）９時から電話にて先着順

◎ワードの応用（定員８人・４回連続・参加費用 500円）
　※ワードの基本的な使い方・ローマ字入力できる方
　　11 月 10 日・17 日・24 日・12 月１日（すべて土曜日・10 時～ 12 時）
　　※申込 10月 17日（水）９時から電話にて先着順
　　２月 27 日・３月６日・13 日・24 日（すべて水曜日・10 時～ 12 時）
　　※申込１月 16日（水）９時から電話にて先着順　

◎エクセル入門（定員８人・４回連続・参加費用 500円）
　※エクセルの基本的な使い方
　　12 月５日・12 日・19 日・26 日（すべて水曜日・10 時～ 12 時）
　　※申込 11月 14日（水）９時から電話にて先着順　

◎パソコン相談室（定員４人・10時～ 12時・１人 30分程度）
　　10 月 10 日（水） ※申込： ９／ 19（水） 11 月 17 日（土） ※申込：10／ 17（水）
　　12 月 12 日（水） ※申込：11／ 14（水） ３ 月 ６ 日（水） ※申込： ２／ 13（水）
　　　※いずれも９時から電話にて先着順
　　　　（上記申込の翌日以降より、当センター窓口でも受け付けます。）

パソコン体験＆相談室

自主学習グループ開設講座のご案内

※　往復はがきによる申込方法は、天白生涯学習センターの主催講座と同じ要領ですので表面をご覧ください。定員を超えた場合は、締切日以降
にグループの会員で抽選をして、その後、結果の発送を行います。定員に満たなかった講座は、引き続き窓口にて受付を行うことがありますので、
お問い合わせください。

※パソコン相談室は、パソコンを持ち込ん
でいただける方のみ受け付けます。
その際に万が一パソコンやデータ等に不
具合が生じても一切責任を負えませんの
でご了承ください。

講座名

今から始める
中高年のための

体幹トレーニング

はじめてのノルディック
ウォーキング講座

親子でつくろう！
ジェルキャンドル講座

懐かしソングで
らくらくビクス

日時
10 月５日（金）

10：00 ～ 11：00
11 月９日（金）

10：00 ～ 11：00
12 月１日（土）

14：00 ～ 16：00
12 月 14 日（金）

10：00 ～ 11：00

対象 一般・20 人 一般・15 人 ２歳～小学生まで１名と
その保護者・12 組 一般・20 人

費用 500 円 １,000 円（ポール代含む） 1,500 円（材料費含む） 500 円

講師
㈱愛知スイミング
インストラクター

㈱愛知スイミング
インストラクター

アイ　クリエーション
代表・講師　伊藤 紗代子

㈱愛知スイミング
インストラクター

会場 第１集会室 視聴覚室・天白公園 美術室 第１集会室

申込方法 ９月 26 日（水）〈必着〉までに、窓口、往復はがき、インターネットで申し込み

指定管理者（愛知スイミング・大成共同事業体）主催事業

※　申込方法は、天白
生涯学習センターの
主催講座と同じ要領
ですので表面をご覧
ください。



①
10
／
15

【公開講座】
ネット上の誤った

書き込みには、流されない！
～震災時に拡散するデマと

その心理について考える～

名古屋工業大学 大学院 工学研究科
准教授　田中　優子

②
10
／
29

知っておきたい！
HIV 感染者の思い

～誤った情報が招く偏見や
差別について考える～

人間環境大学 看護学部 大学院 看護学研究科

教授　市川　誠一

③
11
／
5

誤った言い伝えには、
流されない！

～俗信について考える～

東海学園大学　心理学部　心理学科

教授　奥田　達也

④
11
／
19

偏見や差別には、加担しない！
～同和問題の歴史や

背景について考える～

椙山女学園大学　教育学部

非常勤講師　古田　憲彦

⑤
12
／
10

偏見や差別には、加担しない！
～同和問題の現状と

課題について考える～

椙山女学園大学　教育学部

非常勤講師　古田　憲彦

⑥
12
／
17

情報を判断できる「自分」に！
～人権に配慮した

情報化社会の歩き方～

名古屋市教育委員会
人権教育室　主査

①
11
／
7

【公開講座】
臨床心理士として
歌うということ

臨床心理士　ソプラノ歌手   
アンジェライト代表　小石　亜希子

②
11
／
14

私らしく輝く未来
～男女共同参画社会の実現に向けて～

愛知淑徳大学
名誉教授　石田　好江

③
11
／
21

私を素敵に
「カラープロデュース」
～色を通した自分さがし～

株式会社　彩花　代表取締役
パーソナルカラリスト　稲垣　有美子

④
11
／
28

私らしい素敵な「歩き方」
～より魅力ある自分を目指して～

ミューズウォーキングアカデミー

坂口　みゆき

⑤
12
／
5

私らしい素敵な「食空間づくり」
～食卓がキラリと輝く

コミュニケーション～

食空間コーディネート協会

山崎　初美

⑥
12
／
12

【調理実習】
私らしい素敵な「スイーツづくり」
～天白に伝わる
八事五寸ニンジンを使って～ 

野菜ソムリエプロ

保田　まり子

⑦
12
／
19

素敵に輝く私
～これからの私にできること～

天白区地域女性団体連絡協議会
会長　河合　襠子

14：00 ～ 16：00

①
10
／
26

【調理実習】

病気になりにくい体に
～免疫力向上料理～

管理栄養士　中医薬膳師

吉村　貞子

②
11
／
2

【調理実習】

体質の改善に
～貧血・整腸に効果のある料理～

管理栄養士　中医薬膳師

吉村　貞子

③
11
／
16

【調理実習】

生活習慣病予防に
～血液サラサラ料理～

管理栄養士　中医薬膳師

吉村　貞子

④
11
／
30

【調理実習】

若々しい体に
～アンチエイジング料理～

管理栄養士　中医薬膳師

吉村　貞子

申込締切 ９月２６日（水）〈必着〉までに、
窓口、往復はがき、インターネットで申し込み

講 座 名「自分流！」情報化社会の歩き方
～偏見や差別のない社会をめざして～

〈女性セミナー〉天白女性教室

もっと素敵に、私らしく輝く
医食同源

～健康生活は食事から～

曜　 日 月　曜　日 水　曜　日 金　曜　日
時 間 帯 10:00～12:00（第１回は14:00～16:00） 10:00 ～ 12:00 10:00 ～ 12:00

対　 象
定　 員

一般・30 人 女性・30 人 一般・24 人

受 講 料 無料 無料 1,200 円
教 材 費 － 500 円 2,000 円

一 

口 

案 

内

「震災後に外国人の犯罪が横行している」「ト
ンネル工事に女性は入れない」こんな情報を
ネット上で見たり、人から聞いたりした時、あ
なたはどう受け止めますか。この講座では、社
会にあふれる情報にまつわる人権問題について
考えます。さあ、あなたも誤った情報に基づく
偏見や差別をなくし、情報を主体的に判断でき
る「自分」の生き方をめざしましょう！

女性を取り巻く環境は大きく変化
し、様々なかたちで活躍をして、輝く
女性が増えてきています。この講座で、
自分らしさを発見したり、自分の魅力
を高めたりして、今よりもっと素敵な
私になって、社会参画への１歩を踏み
出しましょう。

生涯にわたって健康で生き生きとし
た生活を送るために欠かせない「食」。
本講座では、医食同源の考えに基づい
た健康料理について、調理実習を通し
て学びます。日常の食事に生かして、
健康的な生活をめざしましょう。

学
　
習
　
プ
　
ロ
　
グ
　
ラ
　
ム
　
等
（
敬
称
略
）

　

会　場 第一集会室（全６回）
① ･ ②・③ ･ ④・⑤ ･ ⑦回　第１集会室

料理室（全４回）
⑥回　料理室

 

生涯学習センター・イーブルなごやの
講座・事業、空室、ボランティア、グルー
プ、会場等の情報を調べることができ
ます。

Webナビなごや 検索

あいモン



①
10
／
13

【現地学習】
荒池緑地の自然を

守るために
～オリエンテーション～

荒池ふるさとクラブ
事務局長　櫻井　廣二

②
10
／
21
㈰

【現地学習】
緑地整備と

脱穀体験をしてみましょう

荒池ふるさとクラブ
事務局長　櫻井　廣二

③
10
／
27

【現地学習】
さつまいもほりを
してみましょう

荒池ふるさとクラブ
事務局長　櫻井　廣二

④
11
／
10

【現地学習】

竹林整備をしてみましょう

荒池ふるさとクラブ
事務局長　櫻井　廣二

⑤
12
／
8

【現地学習】【調理実習】
餅つきとふるさと料理づくり

を体験してみましょう
～収穫祭に参加して～

荒池ふるさとクラブ
事務局長　櫻井　廣二

⑥
12
／
22

【現地学習】

自然に親しむ生活のススメ
～ミニ門松づくりを通して～

荒池ふるさとクラブ
事務局長　櫻井　廣二

①
1
／
23

【公開講座】
知って納得！思春期の
子どもの心と体の特徴

愛知教育大学
　教授　鈴木　伸子

②
1
／
30

【調理実習】
１日のはじまりはみそ汁から
～時短＆栄養満点の食のコツ～

野菜ソムリエプロ

大橋　千珠

③
2
／
6 

子どもの心に寄り添う
～ SOSを見逃さないコツ～

社会福祉法人 愛知いのちの電話協会

④
2
／
13

家族で見守る
子どものスマホ利用

～我が子の気持ちに寄り添った
使わせ方のコツ～

一般社団法人　情報教育研究所

　　代表理事　永坂　武城

⑤
2
／
27

自己肯定感を育むために
～子どものやる気を育てる

言葉がけのコツ～

日本ハグ協会

　プロジェクトマネージャー　前畑　明子

〈託児を希望される方へ〉
【対　象】開講日（１月 23日）現在で

満 2才以上の未就学児

【費　用】300円（おやつ代）

【説明会】１月 16日（水）

午前　10：00～

【会　場】第３集会室

　「なごや学マイスター制度」は生涯
学習センターで実施する「なごや」
の歴史・文化・自然に関する〈なご
や学マイスター講座〉を受講後に、
その活動に応じて「マイスター」と
して認定していく制度です。

日曜日

10:00 ～ 12:30

①
1
／
22

【公開講座】
世界遺産ってどんなもの？

～理念と自然遺産について
知りましょう～

元　名古屋外国語大学　講師

河野　いわお

②
1
／
29

体験しよう、
中国の無形文化遺産

～篆刻（てんこく）を通して～

寶黎印社　主宰
毎書道展審査会員　林　　寶邨

③
2
／
5 

体感しよう、アルゼンチンの
無形文化遺産

～タンゴを通して～

名古屋アルゼンチンタンゴクラブ代表

カロリーナ・アルベリシ

④
2
／
19

遺産を次世代へ伝えるために
～保護活動の経験から～

元　名古屋外国語大学　講師

河野　いわお

９月２６日（水）〈必着〉までに、
窓口、往復はがき、インターネットで申し込み

１２月５日（水）〈必着〉までに、
窓口、往復はがき、インターネットで申し込み

〈なごや学マイスター講座〉

世界遺産・無形文化遺産から学ぶ
～聞いて、体験して、考えよう～

〈親学関連講座〉

荒池緑地の自然を守ろう！
～ふるさと体験を通して～

友遊セミナー
　～思春期の子どもとの

かかわり方のコツ～　

土　曜　日（第２回は日曜日） 火　曜　日 水　曜　日
10:00～12:00※第5回のみ10:00～12:30 10:00 ～ 12:00 10:00 ～ 12:00

一般・20 人
（受講後、マイスターとして活動したい方）

一般・30 人
中学生以下の子をもつ親・24 人

（うち託児 12 人）
無料 900 円 1,200 円
－ 1,000 円 500 円（託児代別途 300 円）

荒池緑地には、たくさんの樹木や貴重な
生き物が残っています。この緑地で、体験
活動を行い、緑地の魅力を学びます。大人
にとってのなつかしいふるさと、子どもに
とっての新たなふるさとを残す活動に参加
してみませんか。

世界には様々な世界遺産・無形文化遺
産がたくさんあります。遺産は、歴史的
な背景、保護への取り組みなどを通して、
私たちに多くのことを伝えてくれます。
見て聞いて、体験することで、世界遺産・
無形文化遺産の魅力にふれるとともに、
残された問題について考えてみませんか。

思春期、その時期を迎えようとしてい
る子どもの姿を見て、不安やイライラを
感じることはありませんか。子どもとどう
向き合えばいいのか、悩みは尽きません。
思春期とはどういう時期か、子どもたち
の成長過程を知り、親として子どもと上
手にかかわるコツを学んでみませんか。

を

①・③・④・⑥回　農業センター講習室
第一集会室（全４回）

①・③・④・⑤回　第１集会室

②・⑤回　農業センター実習室 ②回　料理室

この講座は、「荒池ふるさとクラブ」と協働
して、企画・運営する講座です。

 



①
1
／
17

【公開講座】
公共交通の歴史

～各地の市電、地下鉄から学ぶ～

一般財団法人　地域公共交通総合研究所
研究員　服部　重敬

②
1
／
24

名古屋市電の歴史

NPO 法人　名古屋レール・アーカイブス

　服部　重敬

③
1
／
31

【現地学習】
レトロでんしゃ館・

地下鉄日進工場を見学しよう

名古屋市交通局職員

④
2
／
7

名古屋の市電・地下鉄
～公共交通の魅力～

名古屋市交通局職員

〈現地学習場所〉
３回目：レトロでんしゃ館

集合時間：９：50

地下鉄鶴舞線「赤池」駅下車

（２番出入口）徒歩約７分

住所：日進市浅田町笹原 30　

名古屋市交通局日進工場北側

※駐車場はございません。公共交通機

関をご利用ください

１２月５日（水）〈必着〉までに、
窓口、往復はがき、インターネットで申し込み

〈なごや学〉

名古屋市電・地下鉄物語
～鉄道の広がりとまちの変遷～

木　曜　日
10:00 ～ 12:00

一般・30 人

900 円
―

昭和 49 年の廃止まで、市内の交通を
支えてきた名古屋市電。市電に代わって、
市民の足となっている名古屋市営地下鉄。
名古屋市電と地下鉄について学び、その
変遷を知ることで、名古屋市の魅力を再
発見してみませんか。

①・②・④回　第１集会室

③回　現地学習

　事前申込は必要ありません。当日の開始30分前に開場し、先着順に
受け付けます。定員を超えた場合は入場をお断りすることがあります。
お誘い合わせの上、お早めにお越しください。お待ちしております。

公 開 講 座 　★入場無料★

ネット上の誤った書き込みには、流されない！
～震災時に拡散するデマとその心理について考える～

★時間：午後（14:00 ～ 16:00）
★会場：第１集会室（２Ｆ）
★対象：どなたでも　　　
★定員：80人（先着順）
★講師：名古屋工業大学　大学院　工学研究科

准教授　田中　優子さん

10月
15日
㊊

※『「自分流！」情報化社会の歩き方』第１回を公開します。

　　臨床心理士として歌うということ

★時間：午前（10:00 ～ 12:00）
★会場：第１集会室（２Ｆ）
★対象：どなたでも　　　
★定員：80人（先着順）
★講師：臨床心理士　ソプラノ歌手

アンジェライト代表　小石　亜希子さん

11月
７日
㊌

※『〈女性セミナー〉天白女性教室 もっと素敵に、私らしく輝く』の第１回を公開します。

公共交通の歴史
～各地の市電、地下鉄から学ぶ～

★時間：午前（10:00 ～ 12:00）
★会場：第１集会室（２Ｆ）
★対象：どなたでも　　　
★定員：80人（先着順）
★講師：一般財団法人　地域公共交通総合研究所

研究員　服部　重敬さん

１月
17日
㊍

※『〈なごや学〉名古屋市電・地下鉄物語』の第１回を公開します。

　世界遺産ってどんなもの？
　～理念と自然遺産について知りましょう～

★時間：午前（10:00 ～ 12:00）
★会場：第１集会室（２Ｆ）
★対象：どなたでも　　　
★定員：80人（先着順）

★講師：元　名古屋外国語大学 講師　河野　いわおさん

１月
22日
㊋

※『世界遺産・無形文化遺産から学ぶ～聞いて、体験して、考えよう～』
の第１回を公開します。

【親学関連講座】

知って納得！思春期の子どもの心と体の特徴

★時間：午前（10:00 ～ 12:00）
★会場：第１集会室（２Ｆ）
★対象：どなたでも　　　
★定員：80人（先着順）

★講師：愛知教育大学 教授　鈴木　伸子さん

１月
23日
㊌

※『〈親学関連講座〉友遊セミナー』の第１回を公開します。

「親学」「なごや学」「現代的課題」の講座
をインターネットで「いつでも」「どこでも」
受講することができます。

eねっとなごや 検索


