
講座・事業のご案内
名古屋市天白生涯学習センター
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4/22
（木）

〈親学関連講座〉瞳きらきら～1歳児の親子でふれあいタイム♪～

もしも心の声がきこえたなら…～誰もが暮らしやすい世の中にむけて～

ふれあいピンポン～一緒に卓球を楽しもう！～

【名城大学共催】親子で楽しい数理科学教室  

すぐできる！はじめての☆ピラティス☆～健康づくりから始める生涯学習～【託児付】

〈なごや学〉【天白区役所共催】でらうま！なごや産の野菜～天白区の野菜を中心に～

安心・安全なシニアのくらし～あなたに迫る危険を未然に防ぐ～

多様な性のあり方
～発しづらい「心の声」～

一般社団法人ELLYマネージャー
佐野　滉亮
10:00 ～ 12:00

豪雨の頻発、大型化する台風など、昨今取り沙汰されている
異常気象。気候変動の歴史を振り返り、その異常性を把握す
ることで、環境問題について考えるきっかけにしてみませんか。

<なごや環境大学共育講座>

気候変動の歴史をさぐる

令和3年度

前期
天白区マスコット

時間

名古屋工業大学大学院　工学研究科
　　准教授　 庄　建治朗

講師

10:00 ～ 11:30時間

6/24
（木）

受講にあたっては、感染症対策としてマスクの着用、検温、手洗いを行ってください。発熱のある方、体調不良の方は受講できませんのでご了承ください。

9 11（土）

『もしも心の声がきこえたなら…
～誰もが暮らしやすい世の中にむ
けて～』の第１回目を公開します。

わたしたちのヒストリー
～在日コリアン女性としての思い～

アジア・太平洋人権情報センター
上席研究員　朴　君愛
10:00 ～ 12:00

講師

時間

6 23（水）

『もしも心の声がきこえたなら…
～誰もが暮らしやすい世の中にむ
けて～』の第３回目を公開します。

安心・安全なくらしのために
～地域の絆づくりの大切さ～

愛知県立大学　教育福祉学部
准教授　松宮　朝
10:00 ～ 12:00

講師

時間

7 30（金）

『安心・安全なシニアのくらし～
あなたに迫る危険を未然に防ぐ～』
の第 1回を公開します。

なごや産の野菜の
魅力に迫る！

8 26（木） 9 11（土）
野菜ソムリエ上級プロ
高木　幹夫
10:00 ～ 12:00

講師

時間

『〈なごや学〉【天白区役所共催】でらうま！なご
や産の野菜～天白区の野菜を中心に～』の第 1
回を公開します。

公開講座
★入場無料★

【会場】第１集会室　【対象】どなたでも　【定員】40人（先着順）　◎講座開始の30分前に開場します。

新型コロナウイルス感染症対策として、公開講座の定員を減らして開催します。
公開講座は、当日講座開始１時間前（９時）から先着順で整理券を配布します。整理券をお持ちでない方は入
場できませんのでご了承ください。感染症対策として、整理券には氏名・連絡先を記入し提出していただきます。

6 9（水）

講師

手話通訳付き 手話通訳付き



天白生涯学習センターへのご案内

・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

〒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】
≪交通アクセス≫

名古屋市天白生涯学習センター

【地下鉄】

2021　愛知スイミング・大成共同事業体

自主事 業のご案内
＜申込方法＞
◎往復はがき・窓口・インターネットでお申し込みください。詳しくは、
　「申込方法と受講手続きについて」をご覧ください。
◎定員に満たない場合は先着順で窓口・電話にて受付します。

～妊娠から出産そして育児で疲労した心と体を緩める～

日　時：7/14（水）13:30～ 14:30
対　象：一般
定　員：10人
講　師：公益社団法人　日本アロマ環境協会　
　　　　近藤　晃己
参加費：1,800円（材料費込）
申込締切：6月23日（水）必着

アロマオイルを普段の生活に取り入れてみませんか。
（スプレー作りにはアルコールを使用します）

虫を寄せにくくするスプレー作り
～アロマにふれよう～

初めてドローンを操縦する方対象です。ぜひこの機会に様々
なところで今後活用が期待されるドローンの操縦体験をして
みませんか。
航空機構造組立会社系列から直接指導を受けられます。

ドローン操縦体験 現地体験

託児付

～専用の会場でドローンを操縦します～

日　時：8/28（土）①午前の部 10:00～ 12:00
　　　　　　　　　 ②午後の部 14:00～ 16:00
　　　　※①②共に申し込みした場合、参加はどちらか1回になります。
対　象：小学4年生以上（小学生は保護者の付き添い必要）
定　員：①②各10人
講　師：株式会社エアロテック
参加費：３,000円
会　場：熱田区神宮４－９－21
申込締切：７月３日（土）必着

自分で車の点検をして、より安全な車
の運転を目指しましょう！座学と実車
で点検方法を学びます。

マイカーセルフ点検
～車の点検方法を学びましょう～

日　時：7/2（金）10:00～ 11:00
対　象：車の免許をお持ちの方
定　員：10人
講　師：一般社団法人  日本自動車連盟（JAF）
参加費：無料
申込締切：6月7日（月）必着

抱っこで反りがちな骨盤周りの
筋肉を整えて腰痛の予防をする
など、育児中に起こりがちな体
の不調を整えていきます。

日　時：5/14、21、6/11、18
　　　  （全て金曜日）
　　　  10:00～ 11:00
対　象：育児中の母
　　　   （託児は1歳から未就園児まで）
定　員：10人（託児は８人まで）
講　師：鎌田まりこ
参加費：2,000円（託児別途300円）
申込締切：4月27日（火）必着

お子様から大人まで、幅広い年齢層の
方にご参加いただけます！テレビで見
ている漫才を実際に体験してみてお笑
いの楽しさをより一層発見してみよう。
今後のコミュニケーションに一歩進ん
だ会話のコツをつかめるかも？！
日　時：9/12（日）
　　　  13:30～ 16:30
対　象：小学3年生以上
定　員：30人（最小催行人数あり）
協力企業：よしもとエリアアクション　東海支社
参加費：2,500円
申込締切：8月11日（水）必着

漫才教室
～コンビ結成からネタ作り、ネタの発表まで～

開催時間：10:00～ 11:30 対象：一般
定　員：各回10人 講師：日本折紙学会会員　竹内ケイ
参加費：各回800円

指先を使って楽しむ折り紙は、脳トレに良いと言われています。
楽しく作品を作りながら、脳と気持ちを元気にしましょう！

折り紙教室
～楽しい折り紙の世界へようこそ～

日　時： ①7/  8（木）13:30～ 15:30
　　　　　Tシャツに絞りで模様をつけます。
　　　　②7/15（木）13:30～ 15:30
　　　　　模様をつけたTシャツをリメイクします。
対　象：一般（ご自分で手縫いができる方）
定　員：10人
講　師：①株式会社熊谷　②天白生涯学習センター職員
参加費：2,600円（材料費込※Tシャツ持込希望の方割引あり）
持ち物：②裁縫セット　　　申込締切：6月17日（木）必着

有松・鳴海絞り体験
～有松・鳴海絞りで自分だけの模様をつけて

　　　　　オリジナルのＴシャツを作ろう（全2回）～

ママのための骨盤調整ヨガ（全4回）

① 5/4（火）  コアラ・箱 ４/20（火）
② 6/1（火） さるぼぼ・手裏剣 ５/10（月）
③ 8/3（火） ロケット・ドングリ ７/12（月）
④ 9/7（火） ジャックオーランタン ８/16（月）

開催日 予定作品 申込締切（必着）

※①～④のうち参加希望日ごと、お申込み下さい。



　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。

講座名

一口案内

学習
プログラム

申込方法

楽しく運動
ソシアルダンス

金曜日（13：00～ 14：00）

ソシアルダンス

6/18～ 7/16

一般・10人

1,000円

運動しやすい靴又はダンスシューズ

第1集会室

①6/18

②6/25

③7/9

④7/16

ソシアルダンスの足の
運び方の説明

基本ステップの説明
（ゆっくりな動き）

リズミカルな動きの説明
（楽しく動く）

音楽に合わせて楽しく
ステップ

曜日（時間）

主催グループ

期間

対象・定員

費用

持ち物

会場

往復はがき5/28（金）必着

木曜日（10：00～ 12：00）

天白コーラス森

5/13～ 6/24

一般・10人

1,000円 

ハンカチ持参（歌えるマスクを作るため）

視聴覚室（第１・２回目）第１集会室（第３・４回目）

①5/13

②5/27

③6/10

④6/24

明るく伸びやかなヴォカリーズ
（母音唱法）

合唱で一番大切なユニゾン
（斉唱）

合唱の響きの美しさ、
楽しさ、心のふれあい

みんなで歌うって
素晴らしい

往復はがき5/8（土）必着

音楽は心と身体の健康に効果があ
り、歌は有酸素運動と認知予防に有
効です。あなたの明るい笑顔をまっ
ています。

水曜日（13：30～ 15：30）

大人のスクラッチ道場

6/9～ 6/23

一般・10人

2,500円

ノートパソコン、筆記具

第２集会室

①6/９

②6/16

③6/23

「おいかけっこゲーム」を
作ろう

「めいろゲーム」を
作ろう

「はこいれゲーム」を
作ろう

往復はがき6/4（金）必着

プログラミング言語 Scratch の例
題を 3 つ体験します。プログラミ
ングの楽しさを体験しましょう。

土曜日（13：30～ 15：30）

Scratch　Dojo

7/3～ 7/17

小学生・10人

1,000円

ノートパソコン（ネット接続できるもの）、筆記具

第２集会室

①7/3

②7/10

③7/17

ビスケット・プログラム
[シューティング・ゲーム ]

スクラッチ・プログラム
[ 迷路ゲーム ]

マイクロビット・
プログラム
[無線通信を楽しもう］

往復はがき6/25（金）必着

デジタル化の現在、一歩先にプログ
ラミングを体験しよう！

音楽を聞きながら楽しく運動をしま
す。

エンジョイコーラス
（混声）大人も楽しむScratch プログラミング体験会

※「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。

※「はじめての☆ピラティス☆」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。

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。教材費をご持参の上、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。

■ 受講資格

■ 抽選および受講手続きについて

■ 申込締切日

○受講できるのは当選者ご本人に限ります。また、介助者を除き受講者以外の方の同伴はできません。
○受講にあたって手話通訳、資料の音声訳・点訳、ヒアリングループなどをご希望の方は、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。（一度納められた受講料・教材費等は、原則払い戻しできません）
○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

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22日（木）　必着 6月24日（木）　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。）

○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
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返信

返信（表面） 往信（裏面）

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

○「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。

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、下記をご覧ください。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。　

自主学習グループ開設講座のご案内



◆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。

【公開講座】

【公開講座】

はじめまして！
仲良く卓球を楽しみましょう多様な性のあり方 

～発しづらい「心の声」～

ＨＩＶ／ＡＩＤＳのリアリティ
～イメージを解きほぐしたい～

わたしたちのヒストリー
～在日コリアン女性としての思い～

天白卓球クラブ
難波　昇

天白卓球クラブ
難波　昇

天白卓球クラブ
難波　昇

天白卓球クラブ
難波　昇

天白卓球クラブ
難波　昇

一般社団法人 ELLYマネージャー
佐野　滉亮

アジア・太平洋人権情報センター上席研究員
朴　君愛

同和問題（部落差別）の
　　　　　　　　歴史から
～不合理な差別の成り立ち～

元愛知県人権教育研究会　会長
橋本　雅弘

同和問題（部落差別）の
　　　　　　　　現状から
～今なお続く偏見や差別～

元愛知県人権教育研究会　会長
橋本　雅弘

「心の声」をきく  
～一人ひとりの思いを
　　大切にするということ～

名古屋市教育委員会
人権教育室　主査

日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス
代表理事　高久　陽介

楽しく学ぶ卓球の基本①
～できるかな？ラリー～

楽しく学ぶ卓球の基本②
～ラリーを続けてみましょう～

ミニゲームで楽しく交流

これからも
一緒に卓球を楽しみましょう

22
5
①

29
5
②

5
6
③

12
6
④

19
6
⑤

水曜日
10:00～ 12:00

一般・30人

無料
ー

体育室（全回）第1集会室（全回）
第1集会室（全回）

視聴覚室（第2～6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22日（木）＜必着＞

❷もしも心の声がきこえたなら…
～誰もが暮らしやすい世の中にむけて～

＜親学関連講座＞

火曜日
10:00～ 11:30・11:00～ 12:30
1歳児とその保護者・20組

（1歳児は、5/18現在満1歳以上2歳未満）

1,800円
100円 

❶瞳きらきら
～1歳児の親子でふれあいタイム♪～

【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 まで視聴覚室で天白子
ネットによる受講者同士の交流や情報交
換の時間

【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 まで視聴覚室で天白子
ネットによる受講者同士の交流や情報交
換の時間

5
18

はじめまして　よろしくね！
天白子ネット
吉岡　美夏

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
15

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

親子でわくわく　絵本の世界　
遊戯研究家・保育士
水野　明世

29
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
6

これからも　みんな　ともだち
遊戯研究家・保育士
水野　明世

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
）

❸ふれあいピンポン
～一緒に卓球を楽しもう！～

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。

この講座では、さまざまな人権問題につい
て知り、考えることを通して、発せられて
いない「心の声」にせまります。たがいの「心
の声」に気付くことで、誰もが暮らしやす
い世の中になるのではないでしょうか。「心
の声」へのアンテナの感度を高める機会に
してみませんか。

土曜日
10:00～ 12:00
小学生～一般・20人

 障がい者とその家族（優先枠15人）
無料
200円

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。

①

②

③

④

⑤

⑥

６
22

5
25

6
9

①

6
23

③

7
7
⑤

7
14

⑥

④
６
30

②
6
16

あいモンTwitter
教育委員会生涯学習課か
らのお知らせやおすすめ
情報などを、あい・あい・
あいさつ活動のマスコッ
ト「あいモン」が元気な
あいさつとともにツイー
トします。

第１回、第３回は手話通訳が付きます



6/12（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4分

6/26（土）名城大学八事キャンパス
　　（天白区八事山150番地）
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＞

〈託児を希望される方へ〉 
【対　象】開講日（8月18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】8月4日（水） 
　　　　10:00～
【会　場】視聴覚室 

26
8
①

4
（土）

9
②

9
9
③

16
9
④

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）

【名城大学共催】

　土曜日
13:30～ 15:00・15:15～ 16:45
小学3年～中学生・10人とその保護者
（保護者1人に子ども2人まで）

無料
子ども1人につき900円

❹親子で楽しい数理科学教室

12
6

①
花粉を観よう

【現地学習】13:30～ 15:00 【公開講座】

【現地学習】

【調理実習】10:00～ 12:30

【調理実習】10:00～ 12:30

【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　教養教育　准教授
齊藤　毅

②
電池を作ろう

名城大学　教職センター　准教授
谷口　正明

26
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

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。

18
8
健康づくりに生かす
☆ピラティス☆

なごや産の野菜の魅力に迫る！

名古屋市農業センター
「dela ふぁーむ」で
栽培されている野菜について
学ぼう

天白区の野菜を味わおう①　
～くりあじかぼちゃや梅を
　　　　　　　使った和食～

天白区の野菜を味わおう②
～おいしいスイーツ～

REBORN代表インストラクター
JUN

野菜ソムリエ上級プロ
高木　幹夫

名古屋市農業センター　職員

天白四季の会
佐藤　君子

天白四季の会
佐藤　君子

REBORN代表インストラクター
JUN

REBORN代表インストラクター
JUN

REBORN代表インストラクター
JUN

REBORN代表インストラクター
JUN

25
8
心と身体をほぐしましょう
～ストレッチ＆やさしい動きで
　　　　　　　心地よさを実感～

8
9

ピラティス効果を実感しましょう
～毎日の実践に使える
　　　　　　　　動きあれこれ～

15
9
日常生活につながる動きの実践
～正しい身体の使い方を
　　　　　　　習得しましょう～

22
9
これからも続けましょう
～健康づくりから始める
　　　　　　　　　　生涯学習～

①

②

③

④

⑤

申込締切：4月22日（木）＜必着＞

第1集会室（全回）
【託児】第３集会室（全回）

第1集会室（第1回）料理室（第３・４回）
現地学習（第２回）

申込締切：6月24日（木）＜必着＞
＜なごや学＞【天白区役所共催】

木曜日・土曜日（第2回のみ）
10:00～ 12:00※第3・4回のみ10:00～ 12:30

一般・12人
 
900円
1,０00円

❻でらうま！なごや産の野菜
～天白区の野菜を中心に～

水曜日
10:00～ 11:30
一般・24人

（うち託児6人）
1,５00円
1,０00円

❺すぐできる！
はじめての☆ピラティス☆
～健康づくりから始める生涯学習～【託児付】

ピラティスは、誰でも気軽に始められるエクサ
サイズです。この講座では、ピラティスを学ぶ
ことを通して、自身の健康について考え、生活
に生かすことができるようにします。仲間とと
もに身体を動かす楽しさを味わいませんか。こ
の講座は生涯学習を始めるきっかけとしていく
ことを目的とした講座です。

天白区には「くりあじかぼちゃ」をはじめ、「セ
イロン瓜」などの地元独自の野菜があります。
その他にも、天白区では地元の農作物として梅
があります。講座を通して、なごや産の野菜の
魅力について知るとともに、天白区の野菜を
使った料理を作ることで、なごやの魅力を再発
見してみませんか。

☆“生きがい”探し

☆“楽しみ”探し
☆“仲間”探し
☆“資格”探し

☆講座案内

○ボランティアをしたい
○定年後は？
○趣味・レクリエーション
○学習グループの紹介
○介護福祉関連
○パソコン etc
○公共施設・民間各種講座など

　生涯学習に関する知識豊富なアドバイザーがあなたの
「？」をお聴きし、必要なサポートをします。「悩み」や「疑
問」をお気軽にお話し、自分に合った生涯学習をスター
トしてみましょう。
※日程については、センターへお問い合わせください。

生涯学習相談
お役に立ちたい、

あなたのチャレンジに！

無料



本講座では、身の回りに潜む危険から身を守
るために、地域の絆づくり、防犯、消費者ト
ラブル、認知症、ネットトラブルへの備えな
どについて学びます。自分のため、家族のた
めに、安心・安全なくらしを守る方法につい
て一緒に考えてみませんか。

30
7
①

6
8
②

20
8
③

27
8
④

3
9
⑤

【公開講座】

安心・安全なくらしのために
～地域の絆づくりの大切さ～

シニアのための防犯教室
～空き巣・強盗の被害を防ぐ～

悪徳商法の被害にあわないために
～手口を知れば被害は防げる～

あなたの暮らしを見守る仕組み
～認知症・介護の支援～

はじめてのスマートフォン教室
～基本操作から
　　　　安心・安全な使い方～

愛知県立大学　教育福祉学部　准教授
松宮　朝

日本防犯住宅協会
柴山　明輝

愛知県弁護士会　弁護士

天白区西部いきいき支援センター　職員

ＣＢＣラジオパーソナリティ
工作　太朗

申込締切：6月24日（木）＜必着＞

第１集会室（全回）

金曜日
10:00～ 12:00

一般・20人

1,200円
―

❼安心・安全なシニアのくらし
～あなたに迫る危険を未然に防ぐ～

環境デーなごや 2021
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16日（日）
　　　18:30～ 20:30

定員：10組（保護者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　　切】４月22日（木）必着
【申込方法】裏面の「申込方法と受講手続き
　について」をご覧ください。
【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：7月31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：第1集会室　

対象：小学３年～中学生
受講料：150円
教材費：200円

【締　　切】６月24日（木）必着
【申込方法】裏面の「申込方法と受講手続
　きについて」をご覧ください。

パソコン体験

パソコン体験

   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。

①初めてのパソコン体験
　※パソコンの基本的な使い方について学ぶ。初めてパソコンを操作する方が対象。
　　5月8日・15日・22日・29日　申込締切：4月24日（土）必着
②ワードの基本
　※ワードの基本的な使い方について学ぶ。ローマ字入力できる方が対象。
　　6月5日・12日・19日・26日　申込締切：5月15日（土）必着
③初めてのエクセル
　※エクセルの基本的な使い方について学ぶ。ローマ字入力できる方が対象。
　　7月3日・10日・17日・24日   申込締切：6月12日（土）必着
④エクセルの基本
　※エクセルの使い方について学ぶ。ローマ字入力できる方が対象。
　　8月28日・9月4日・11日・18日　申込締切：8月7日（土）必着　

日　時：下記日程の土曜日（各4回）
　　　　10:00～ 12:00
受講料：1,200円
教材費：500円
定　員：各6人
会　場：フクロウの部屋

無料

申　込：「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。
　　　  ※詳しくは、裏面の「申込方法と受講手続きについて」をご確認下さい。

テンパク・テニュア講座無料

★時間：1部・10:00～ 10:45
　　　2部・11:00～ 11:45
★会場： 和室

親子で遊ぼうわらべうた
申込開始日

６月14日（月）
７月12日（月）
９月 13日（月）

開催日
5月17日（月）
６月14日（月）
7月12日（月）

9:00より
電話にて先着順受付

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。

検索Webナビなごや

「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。

検索e ネットなごや

★対象・定員： １部…０歳児とその保護者・5組　　２部…１歳児とその保護者・5組　


