
天白生涯学習センターへのご案内

テンパク・テニュア講座
親子で遊ぼうわらべうた（４月～ 9 月）

・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

・鶴舞線「植田」下車南へ1300ｍ
・鶴舞線「原」下車南西へ1300ｍ

★日時：４月15日（月）…申込：４月　３日（水）
　　　　５月20日（月）…申込：５月　７日（火）
　　　　６月10日（月）…申込：６月　４日（火）
　　　　７月   8 日（月）…申込：６月25日（火）
   　　　９月   9 日（月）…申込：８月28日（水）
　※　１部：10:00～ 10:45／２部：11:00～ 11:45

★会場： 和室
★対象・定員： １部…０歳児とその保護者・10組

２部…１歳児とその保護者・12組　

【対象・定員】どなたでも・80人
★日時：５月18日（土）13：30～ 15：30
★会場：１階　ロビー
★演奏： Ｎｅｗ Ｌｉｆｅ
★日時：６月８日（土）14：00～ 16：00
★会場：１階　ロビー
★演奏：CAVAN　CLUB
※事前申込不要です。
※当日の開始30分前に開場（先着順）

9：00より
電話にて
先着順

　　<天白スポーツセンター連携事業＞
はじめてのノルディック
ウォーキング講座

　　<天白スポーツセンター連携事業＞
疲れない体づくり！
基本体力ＵＰ講座

　　<子育て応援事業＞
産後の骨盤調整
ヨガ講座（託児付）※２歳以上
日にち：4/18（木）・25（木）・
　　　　5/9（木）・16（木）（全4回）
時　間：10:00～ 11:30
対　象：2歳以上の未就
　　　　学児を持つ保護者
定　員：15人
料　金：2,000円
会　場：第1・2和室
託　児：300円（別途）

簡単な体力測定と
高精度体成分分析の測定会
日にち：9/7( 土）
時　間：10:00～ 12:00
対　象：一般　
定　員：30人
料　金：無料
　　　　高精度体成分分析は
　　　　200円（希望者）
会　場：1階　ロビー

　　＜テンパク・テニュア連携＞
親子 deプログラミング
体験講座
日にち：8/25（日）
時　間：13:30～ 15:30
対　象：小学生とその保護者
定　員：10組
　　　　（親1人子ども1人）　　　
料　金：各500円
会　場：第3集会室

　　＜テンパク・テニュア連携＞
50代から始める
山歩き講座
日にち：9/8（日）
時　間：10:00～ 11:30
対　象：50代以上の方
定　員：30人　
料　金：500円
会　場：天白公園

★①、③
締切　4月15日（月）　必着
★②
締切　4月23日（火）　必着
★④～⑦
締切　6月18日（火）　必着

〒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

＜開館時間＞9：00～ 21：00　※日曜・祝日は17：00まで
＜休館日＞第２火曜日・第４月曜日・年末年始
＜指定管理者＞愛知スイミング・大成共同事業体

【市バス】

名古屋市天白生涯学習センター

【地下鉄】

無料 無料ロビーコンサート

生涯学習相談

天白癒しサロン

   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。

　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。

※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。

◎初めてのパソコン体験（定員８人・４回連続・受講料1,２00円　教材費500円）
　※パソコンの基本的な使い方・ローマ字入力できる方、申込：4月17日（水）９：00から電話にて先着順
　　5月11日・18日・25日・6月1日  （すべて土曜日・10：00～ 12：00）
◎ワードの応用（定員８人・４回連続・受講料1,２00円　教材費500円）
　※パソコンの基本的な使い方・ローマ字入力できる方、申込：5月15日（水）９：00から電話にて先着順
　　6月8日・15日・22日・29日（すべて土曜日・１0：00～ 12：00）
◎エクセル入門（定員８人・４回連続・受講料1,２00円　教材費500円）
　※エクセルの基本的な使い方・ローマ字入力できる方、申込：6月19日（水）９：00から電話にて先着順　　
　　7月6日・13日・20日・27日（すべて土曜日・１0：00～ 12：00）
◎エクセル初級（定員８人・４回連続・受講料1,２00円　教材費500円）
　※パソコンの基本的な使い方・ローマ字入力できる方、申込：8月14日（水）９：00から電話にて先着順　
　　8月31日・9月7日・14日・21日（すべて土曜日・１0：00～ 12：00）

講座名

一口案内

実施日

プログラム

申込方法

複音ハーモニカ入門～基礎から学ぼう～

火曜（10：00～ 12：00）
一般・10人

2,500円（全5回）
天白ハーモニカファミリー千鳥

第3集会室 

曜日・時間
対象・定員
費用

主催グループ
会場

5/7（火）12:00～ 13:30集合

簡単で気軽に始められ楽しめる楽器ハー
モニカを初歩（持ち方など）から学べ、
やさしい曲が吹けるようになります。

①5/21　②6/4　③6/18　④7/2
⑤7/16
①ハーモニカの説明
　ドレミファを吹いてみよう。
②中音部の練習
　「キラキラ星」など
③低音部の練習
　「里の秋」など
④高音部の練習
　「おぼろ月夜」など
⑤おさらい

元気になる♪歌声広場☆

火曜日（10:00～ 11:30）
一般・10人
1,000円

元気になる♪歌声広場☆
第2集会室

往復はがき　5/10（金）必着

元気になる呼吸法、楽しく声がでるようにな
る発声や脳を活性化させる脳トレなどを取り
入れ、童謡・唱歌・世界の名曲などを歌います。

①5/21　②6/4　③6/18

①元気になる呼吸法、楽しい発表練習っ
　て何？
②懐かしい童謡・唱歌を歌おう！
③「あの素晴らしい愛をもう一度」
　「浜辺の歌」・「夢の世界を」

簡単な二部合唱で唄おう。

詩吟初心者講座

水曜日（10:00～ 12:０0）
一般・5人
２,000円
清友吟詩会
第３集会室

往復はがき　４／26（金）必着

お腹を使って大きな声でうたえるように
練習します。ストレス解消・健康に良い
です！

※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
要領ですので中面右側を
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。①5/8　②5/15　③5/22　④5/29

①漢詩の基本を学ぼう
　・読み方、韻のふみ方など
　・複式呼吸による発生練習
②練習「富士山」
③練習「弘道館にて梅花を賞す」
④おさらい

講座名

一口案内

実施日

プログラム

申込方法

スクラッチでプログラミングを楽しもう

水曜日　（13:30～ 15:30）
一般・6人
1,500円

おとなのScratch Dojo
第３集会室

曜日・時間
対象・定員
費用

主催グループ
会場

現在、子供のプログラミングが一部の人
に楽しまれている。この楽しさを大人の
人にも伝えたい。

①6/12　②6/19　③6/26

①スクラッチの導入
　人物等の基本的な動かし方
②ゲーム作りを楽しむ
　シューティング・ゲームを作る
③お孫さんと楽しむ
　足し算ゲームを作る

楽しく歌う会

水・木曜日（14:00～ 16:00）
一般・10人
1,700円

年金者楽しく歌う会
視聴覚室

往復はがき　5/16（木）　必着

プロの先生がピアノに合せて、唱歌・童謡・
世界の歌・ポピュラーソングを指導します。
気持ちを込めて大きな声で歌いましょう。

①6/5　②6/20　③7/3　④7/18

①体をほぐして発声練習
　大きな声で元気よく歌う
②作者の気持ちになって歌う
③ピアノ伴奏で歌う
④仲間と交流してお友達となろう
⑤入会して続ければ一層楽しい行事が
　あります。

楽しい混声コーラス

金曜日（18:45～ 20:45）
一般・8人
300円

混声合唱団アダージョ
第１集会室

発声の基本を学びながら混声合唱の深く幅広いハー
モニーを体験しませんか！世界、日本の名曲で練習
しながら4部合唱の輪に入り楽しみましょう。

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。

「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。

①6/21　②6/28　③7/5

①発声の基本を学び、練習曲に取組む。
②発声を大切に練習曲をパート別に正
　確な音程、リズムとりを行う。
③表現方法、気持ちを込めて。
　パートを聴きあい。4部合唱の素晴
　らしさを感じあう。

往復はがき　6/5（水）　必着 6/２１（金）18：30集合　第1集会室

1 2 3
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4

日にち：4/19（金）・5/17（金）・
　　　　6/14（金）・9/20（金）（各1回）
時　間：10:00～ 11:30
対　象：一般
定　員：各15人
料　金：各1,000円
　　　　（ポール代含む）
会　場：第1集会室（座学）　
　　　　天白公園（実技）　

親子 de
サマーキャンドル
日にち：7/27（土）
時　間：14:00～ 16:00
対　象：2歳～小学生まで
　　　　（親1人子ども1人）
定　員：12組
料　金：1,500円
　　　　（材料費含む）
会　場：第３集会室

※窓口、往復はがき、インター
ネットにて申し込み

※申込方法は、主催講座と同じ
要領ですので中面右側をご覧
ください。

＜申込方法について＞

   （上記申込の翌日以降、当センター窓口でも受け付けます。）

◎パソコン相談室（定員４人・１０時～１２時・１人３０分程度 無料 ）
　5月11日（土）  6 月 8日（土）  7 月 6日（土）  9 月 7日（土）　  
　　※いずれも当日天白生涯学習センター受付へ（先着順又は抽選）
　　※定員を超えた場合、参加できない場合もあります。　※電話予約不可

★実施日：4月～11月の月1回程度、不定期。
　　　　　月の初めにセンターまでお問合せ下さい。
★会場：1階　ロビー
どなたでもご相談できます。

生涯学習アドバイザーがボランティア
グループの紹介や学びの情報提供をします。

日にち：5/15（水）・7/17（水）・
　　　　9/4（水）（全３回）
時　間：10:00～ 11:30
対　象：一般
定　員：20人
料　金：1,500円
会　場：第１集会室

講座・事業のご案内講座・事業のご案内
名古屋市天白生涯学習センター

かぼっち

天白区マスコット
キャラクター

月

火

水

土

土

土

木

曜日 時間帯 対　象 締切日実施期間講　　座　　名

午前

午前

午前

午前

午前

午後

午前

一般・20人

一般・30人

一般・24人

一般・20人

１歳児とその保護者
・40組

5/20～ 8/19

5/21～ 7/2

5/22～ 6/26

５/18～７/20

5/25～ 7/6

6/15～ 6/29

7/18～９/５

4/23
（火）

小学生～一般・30人
（障がい者とその家族

の優先枠あり）

小学3年～
中学生とその保護者

・20組

【天白区役所共催】   

< 親学関連講座>   

＜なごや学＞

【名城大学共催】親子で楽しい数理科学教室

学んで、育てて、味わって ! 天白の「農」を楽しむ

瞳きらきら～１歳児の親子でハッピースマイル！～

   

公 開 講 座 ★入場無料★
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。皆様のご来館お待ちしております。

5 25（土）

5 20（月） 5 22（水）

天白の多様な自然を守りたい
～生物多様性の危機～

セイロン瓜の魅力を広めたい！
～国際理解プロジェクトを通して～

★時間： 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：名城大学　人間学部　教授
　　　　　　　　　　　谷口　義則
※「＜なごや学＞【天白区役所地域力推進室 / 天白・もり
のフォーラム連携】学び、子どもたちに伝えたい！天
白の自然の魅力」第１回を公開します。

※【天白区役所共催】「学んで、育てて、
味わって ! 天白の「農」を楽しむ」
の第１回を公開します。

難病と生きる 
～内部障害者の夢と願い～ 

★時間： 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：オカリナ奏者
　　　　さくらい　りょうこ

※「心に寄り添うことがスタートライ
ン～当事者の思いや願いから考える
人権問題～」の第１回を公開します。

29（水）

「分かり合う」ってどんなこと？
～聴覚障がい者の思いや願い～

★時間： 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：映画監督
　　　　今村　彩子

※「心に寄り添うことがスタートライ
ン～当事者の思いや願いから考える
人権問題～」の第２回を公開します。

7 （土） <なごや環境大学共育講座>
進む地球温暖化、未来を守る選択

★時間： 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：環境カウンセラー    岡本　明子

9

2019　愛知スイミング・大成共同事業体

自主事業のご案内

）
）

ア

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自主学習グループ開設講座のご案内

検索e ネットなごや

検索Webナビなごや

2019年度

前期
天白区マスコット

心に寄り添うことがスタートライン～当事者の思いや願いから考える人権問題～

ふれあいピンポン ～一緒に卓球を楽しもう！～

やさしい手話講座

【天白区役所地域力推進室 /天白・もりのフォーラム連携】
学び、子どもたちに伝えたい！天白の自然の魅力

近年の記録的な猛暑や豪雨は、地球温暖化の影響とい
われています。安心して生活のできる環境について、
「自分たちでできること」を考えてみましょう。

5

★時間： 10:00 ～ 12:00
★会場：天白区役所　会議室
★対象：どなたでも　　　
★定員：5０人（先着順）
★講師：名城大学 外国語学部 教授
　　　　　　アーナンダ・クマーラ
東海学園大学 健康栄養学部　管理栄養学科
　　　　　　　 准教授　粂　晃智

第5回のみ土

6/18
（火）



◆運動のできる服装、室内シューズは
各自でご用意ください。
◆この講座は、サウンドテーブルテニ
スではありません。

初めての人を対象にした、手話の初心者向け講
座です。「聞こえないこと」とはどのようなこ
となのかを考えながら、みんなで手話の基本を
学びましょう。手話であいさつや簡単な会話が
できるようになることをめざします。

6/15（土）名城大学天白キャンパス
　　（天白区塩釜口1丁目501番地）
地下鉄 鶴舞線　「塩釜口」駅下車、
1番出口徒歩8分

6/29（土）名城大学八事キャンパス
　　（天白区八事山150番）
地下鉄 鶴舞線・名城線 「八事」駅下車、
6番出口徒歩6分

＜注意事項＞
　大学には駐車場はありませんので、
必ず公共交通機関をご利用下さい。

＜会場＞

5
22

難病と生きる
～内部障害者の夢と願い～

オカリナ奏者 
さくらい　りょうこ

5
29

6
5

いつまでも、私らしくありたい！
～支援者との対談で聴く、
　　認知症当事者の思いや願い～

おれんじドアも～やっこなごや　代表
 山田　真由美

名古屋認知症相談支援センター
鬼頭　史樹

６
12

思いや願いに
　　　寄り添うことの大切さ
～同和問題（部落差別）の
　　　　　　歴史を通して～
愛知人権ファンクション委員会　委員長

 水谷　瀧男

19
６

ありのままに話せる世の中に！
　～同和問題（部落差別）の
　　　　　　現状から考える～

愛知人権ファンクション委員会　委員長
 水谷　瀧男

心に寄り添うことが
　　　　　　スタートライン

名古屋市教育委員会
人権教育室　主査

＜親学関連講座＞

火曜日
10:00～ 11:30・11:00～ 12:30

1歳児と保護者・40組
（1歳児は5/21現在、満1歳以上2歳未満）

1,800円
100円

第1集会室（全回）
和室（第2～6回）

第1集会室（全回）
天白区役所会議室（第1～５回）

料理室（第6回）

第1回は10:00～ 11:30 
第 2回～6回は、お子さんの月齢順
でABの2グループに分かれます。 

申込締切：4月23日（火）＜必着＞

瞳きらきら
～1歳児の親子でハッピースマイル ! ～

【天白区役所共催】

月曜日・5回のみ土曜日
10：00～ 12：00

一般・20人
 
1,200円
600円

学んで、育てて、味わって !
天白の「農」を楽しむ

【Aグループ】
・10:00～ 10:45 まで第 1集会室で講師
による講座

・11:00～ 11:30 まで和室で天白子ネッ
トによる受講者同士の交流や情報交換会
の時間

【Bグループ】
・11:00～ 11:45 まで第 1集会室で講師
による講座

・12:00～ 12:30 まで和室で天白子ネッ
トによる受講者同士の交流や情報交換の
時間

5
21

はじめまして　よろしくね！
天白子ネット
吉岡　美夏

5
28

親子で遊ぼう　わらべうた
日本コダーイ協会会員
高島　留美子

6
4

親子で楽しむ
　　　手作りおもちゃ

遊戯研究家・保育士
水野　明世

６
18

親子でわくわく　絵本の世界　
遊戯研究家・保育士
水野　明世

25
６ 親子で元気に　リズム遊び

遊戯研究家・保育士
水野　明世

7
2

これからも　みんな　ともだち
遊戯研究家・保育士
水野　明世

5
20
セイロン瓜の魅力を広めたい！
～国際理解プロジェクトを通して～

【公開講座】【現地学習】 【公開講座】

「分かり合う」ってどんなこと？
～聴覚障がい者の思いや願い～

映画監督  今村　彩子

【公開講座】【現地学習】10:00～ 11:30

【現地学習】

【現地学習】

【現地学習】14:00～ 15:30

【調理実習】

名城大学　外国語学部　教授　アーナンダ・クマーラ
東海学園大学 健康栄養学部　管理栄養学科　准教授　粂　晃智

6
10
目指せ！１メートルの巨大瓜
～大きく長く育てるコツ～

JA天白信用　前組合長  村瀬　修一

7
8

天白特産野菜の地産地消
～素晴らしき地元野菜の魅力～

フードコーディネーター　野菜ソムリエ上級プロ
高木　幹夫

7
29

緑のカーテンの環境効果
～夏を涼しく、
　　　エコに過ごすヒント～

環境局低炭素都市推進課　職員

17
8 「農」を楽しむ暮らしのススメ
～これからの野菜作りに向けて～

JA天白信用　前組合長  村瀬　修一

8
19

もっと食べたい、
楽しみたい！セイロン瓜
～おいしさ満点！
　　　健康ヘルシーカレー～

天白四季の会  佐藤　君子

講座名

締切日

曜　日
時間帯
対象
定員
受講料
教材費

一口案内

会場

学　

習　

プ　

ロ　

グ　

ラ　

ム　

等
（
敬
称
略
）

土曜日
10：00～ 12：00
小学生～一般・30人

 障がい者とその家族（優先枠20人）
無料
200円

体育室（全回）
第１回　第1集会室・第５回　美術室

第２・３・４回　現地学習
名城大学天白キャンパス（第１・2回）
名城大学八事キャンパス（第3・4回）

申込締切：4月23日（火）＜必着＞ 申込締切：6月18日（火）＜必着＞

ふれあいピンポン
～一緒に卓球を楽しもう！～

【名城大学共催】＜なごや学＞

　土曜日
13:30～ 15:00・15:15～ 16:45
小学3年～中学生とその保護者20組
（親1人に子ども2人まで）

 無料 
400円（親1人子ども１人）/600円（親1人子ども2人）

親子で楽しい数理科学教室

18
5
はじめまして！
仲良く卓球を楽しみましょう

天白卓球クラブ
難波　昇

1
6
楽しく学ぶ卓球の基本①
～できるかな？ラリー～

天白卓球クラブ
難波　昇

15
6
楽しく学ぶ卓球の基本②
～ラリーを続けてみましょう～

天白卓球クラブ
難波　昇

13
7
ミニゲームで楽しく交流

天白卓球クラブ
難波　昇

20
7
これからも
一緒に卓球を楽しみましょう

天白卓球クラブ
難波　昇

25
5 天白の多様な自然を守りたい
～生物多様性の危機～

【公開講座】

【現地学習】13：30～ 15：30

【現地学習】

【現地学習】

名城大学　人間学部　教授
谷口　義則

1
6
天白の植物たち
～自然観察から伝えたいこと～

相生山緑地自然観察会
近藤　記巳子

22
6
天白公園の樹木たち
～身近な公園散歩から
　　　　　　　伝えたいこと～

天白公園整備クラブ
横井　進

29
6
川辺の生き物たち
～天白川の調査から
　　　　　　　伝えたいこと～

天白川辺の楽校

天白の竹を利用して
～子どもたちに伝えたい
　　　　　　　　　　竹工作～

天白公園整備クラブ
川島　寛文

15
6

①
LEDを触って、光らせてみよう

【現地学習】13:30～ 15:00

【現地学習】15:15～ 16:45

【現地学習】13:30～ 15:00

【現地学習】15:15～ 16:45

名城大学　理工学部　材料機能工学科　教授
竹内　哲也

②
分光器を作ろう

名城大学　教職センター　准教授
谷口　正明

29
6

③
知っておこう　体のしくみ

名城大学　薬学部　准教授
間宮　隆吉

④
見てみよう　薬のはたらき

名城大学　薬学部　教授
黒野　俊介

障がいのある方もない方も、一緒に卓球を始め
てみませんか。初心者向けで、ラケットの持ち
方から覚えます。みんなでラリーやミニゲーム
をすることを通して、障がい者のスポーツ活動
への参加と、卓球の楽しさを味わうことをめざ
します。

土曜日
10：00～ 12：00

一般・24人

1,200円
－

【天白区役所地域力推進室 /天白・もりのフォーラム連携】

学び、子どもたちに伝えたい！天白の自然の魅力

天白区には、河川や緑地などの貴重な自然が残っ
ており、多くの動物や植物も生息しています。
天白の自然の魅力にふれ、動植物の生態や、自
然を保全するための専門的な知識など、次世代
の子どもたちに伝えていきたいことを学んでみ
ませんか。

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。

○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、すべての講座に事前の受講手続きが必要
です。受講料等をご持参の上、センター窓口で受講手続きをしてください。

　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。

※「瞳きらきら」に申し込まれる方は、⑥にお子
さんの氏名（フリガナ）と生年月日を 記入
してください。

※「ふれあいピンポン」に申し込まれる方は、
障がい者の方か、健常者の方か、また、障が
い者の家族の方かを   ⑥に記入してくださ
い。

※「親子で楽しい数理科学教室」に申し込まれ
る方は③に親子の両方の氏名（フリガナ）を、
⑤に親の方の年代とお子さんの学年をお書き
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。

第１集会室（全回）

木曜日
10：00～ 12：00

一般・20人
 
無料
972円

やさしい手話講座

18
7
聞こえない人と話しましょう

天白聴覚障害者協議会
施設ボランティア「手話」

名前について話してみましょう

天白聴覚障害者協議会
施設ボランティア「手話」

趣味について話してみましょう

天白聴覚障害者協議会
施設ボランティア「手話」

家族のことを話してみましょう

天白聴覚障害者協議会
施設ボランティア「手話」

住所を聞いてみましょう

天白聴覚障害者協議会
施設ボランティア「手話」

聞こえない人と話しましょう

天白聴覚障害者協議会
施設ボランティア「手話」

25
7

8
8

22
8

29
8

5
9

この講座は、天白・もりのフォーラム所属
グループと協働して実施します。

この講座は、施設ボランティア「手話」、天白
聴覚障害者協議会と協働して実施します。

環境デーなごや 2019
相生山緑地の森で

ヒメボタルを観察しよう！

トライアルサマー
夏休み子ども
竹工作教室

日時：５月19日（日）
　　　18:30～ 20:30

■ 受講資格

■ 抽選および受講手続きについて

■ 申込締切日

○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。

■ お知らせ・お願い

■ 申込方法

定員：10組（親１人に子２人まで）

講師：相生山緑地自然観察会
　　　近藤　記巳子
対象：小・中学生とその保護者

【締め切り】４月23日（火）必着
【申込方法】申込方法と受講手続きをご参照ください。
【注意事項】会場に駐車場はございません。
　公共交通機関を必ずご利用ください。

会場：相生コミュニティセンター
　　　相生山緑地オアシスの森

日時：8月24日（土）
　　　13:30～ 15:30

定員：20人

講師：天白公園整備クラブ会員

会場：美術室　（１F）

対象：小学３年～中学生
受講料：150円
教材費：200円

【締め切り】６月１８日（火）必着
【申込方法】申込方法と受講手続きを
　　　　　 ご参照ください。

申込方法と受講手続きについて

｢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。

往復はがき・センター窓口・インターネット
4月23日（火）　必着 6月18日（火）　必着

《インターネットでの申込方法》

《当センター窓口での申込方法》

《往復はがきによる申込方法》

○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。）

○「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。

○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、１人１通のみ有効とします。

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

電子申請サービスＵＲＬ　ＱＲコード

天
白
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
行

何
も
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

天
白
区

天
白
町
大
字
島
田
字
黒
石

四
〇
五
〇
番
地

４６８－００２７

往信

往信（表面） 返信（裏面）

62
あ
な
た
の
氏
名

あ
な
た
の
住
所

返信

返信（表面） 往信（裏面）

62 ①講座名
②〒・住所
③氏名
  （フリガナ）
④電話番号
⑤年代
⑥

記
入
例

天白区の特産野菜であるセイロン瓜を育
て、おいしく味わうことを通して、野菜作
りの知識や技能だけでなく、国際理解や環
境、健康、調理といった分野についても楽
しく学んでみませんか。本講座は、生涯学
習を始めるきっかけとすることを目的とし
た講座です。

１歳児と過ごせる貴重な今の時間をわらべ
うたやおもちゃ作り、絵本、リズム遊びな
どで、親子のふれあいを楽しみながら、子
どもの成長に合わせた関わり方のコツを学
びます。同年齢の子どもをもつ親同士の交
流も楽しみながら、笑顔で幸せいっぱいに
過ごすためのヒントを見つけてみませんか。

水曜日 
10:00～ 12:00

一般・30人
 
無料
ー

心に寄り添うことが
スタートライン

～当事者の思いや願いから考える人権問題～

様々な境遇におかれた当事者の話を、相手
の心に寄り添って、聴いてみませんか。本
講座は、当事者の思いや願いを聴くことを
通して、その背景にある現実について学び
ます。そして、その現実をつくっている社
会や自分との関わりについて考え、一人ひ
とりの人権を尊重した、誰もが暮らしやす
い社会の実現をめざします。

6
26

数理科学分野の実験や工作に、親子で力を合わ
せて挑戦してみませんか。科学や数学の面白さ
や不思議さにふれながら、親子で活動に取り組
むことで、新たな共通の楽しみを見つけられる
かもしれません。

①

②

③

④

⑤

（土）

⑥

①

②

③

④

⑤

⑥

①

②

③

④

⑤

⑥

①

②

③

④

⑤

⑥

①

②

③

④

⑤

①

②

③

④

6
7
⑤


