
 

   模擬店・バザー 

 １０月２８日（土） 
喫 茶（コーヒー・紅茶＆ケーキ） [遊の会] 

１０：１５～１６：００   ３００円        美術室  

ケーキ [遊の会] 

１０：００～１６：００   ５５０円        ロビー 

手作り菓子 [ひよこの会] 

１０：００～１２：００   １００～２００円    ロビー 

YYP特製カレー [青少年交流プラザキッチンカー] 

１０：００～１５：００    ２００円・５０食   駐車場 

授産所製品 [うえの授産所・サポートセンターbeing若水] 

１０：１５～１７：００  １００～２,０００円   体育室 

プラ板アクセサリー販売  [ひまわりネットワーク名古屋] 

１０：００～１７：００   ２００円～５００円  体育室 
 

１０月２９日（日） 

喫 茶（コーヒー・紅茶＆ケーキ） [遊の会] 

１０：００～１４：３０   ３００円        美術室  

ケーキ [遊の会] 

１０：００～１４：１５   ５５０円        ロビー 

重ねかつ弁当 ［就労センター J‐Work］ 
１１：３０～        ６００円        ロビー 

やきそば と お茶  [千種区女性レクバレー連絡協議会] 

１０：３０～１４：００ やきそば３５０円 お茶１００円 駐車場 

YYP特製カレー [青少年交流プラザキッチンカー] 

１０：００～１５：００   ２００円・５０食    駐車場 

根菜野菜のスープときのこのせごはん [ちくさご当地グルメの会] 

１１：３０～（売り切れ次第終了） ３５０円     料理室 

授産所製品 [うえの授産所・サポートセンターbeing若水] 
１０：００～１５：００  １００～２,０００円   体育室 

プラ板アクセサリー販売 [障がい者就労継続支援 A型事業所] 

１０：００～１５：００   ２００～５００円   体育室 

 

 

 

 

 

第４２回  

ちくさ生涯学習まつり  

 

 

 

 
 
 

□と き 平成２９年 

     １０ 月 ２８ 日(土) 午前１０時～午後５時 
      ［開会式 午前10時～］ 

        ２９ 日(日) 午前１０時～午後３時 

□ところ 千種生涯学習センター 

□主 催 ちくさ生涯学習まつり実行委員会 

     千種生涯学習センター 

 

 

 

 

 

 

千種生涯学習センター案内図 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

★車イスの方もご利用いただけます。 
★来館は公共交通機関をご利用ください。              

★休館日は毎月第２水曜日・第４月曜日と年末年始（１２月２９日 

～１月３日）です。ただし、７月～１１月の第４月曜日は自主開館。 

★開館時間は午前９時～午後９時（ただし、日曜、祝日、自主開 

館日は午前９時～午後５時）です。 

〒464-0072 名古屋市千種区振甫町３丁目 34番地 
TEL(052)722-9666 / FAX(052)722-9696 

      この紙は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。 

販売数に限りがありますので 
お早めにご利用ください。 

バッテリーカー ＆ 
スーパーボールすくい屋さん  

（ バッテリーカー：無料 / スーパーボールすくい：1０円 ） 

10/29（日）１０：００～１２：００ （雨天時：バッテリーカーは中止） 

場所：千種児童館駐車場 

こあらっちも行くよ。 

先着50名には、素敵な 

記念品もあるよ！ 
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ターミナル
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至栄・今池
至東山

姫ヶ池通1

覚王山

■市バス 幹砂田１号 [振甫町経由]

(地下鉄池下4番のりば⇔大森車庫）

「振甫町」下車すぐ東

幹砂田１号 [清明山経由]

(地下鉄池下3番のりば⇔大森車庫）

「若水三丁目」下車 東へ約300ｍ

末 盛

若水三

■地下鉄 東山線 「池下」下車、1番出口を出て北へ約1.2ｋｍ（約14分）

東山線 「覚王山」下車、１番出口を出て北西に約1.2ｋｍ（約15分〉

(覚王山駅からの徒歩ルートを記載しておりますが、池下駅からのルートを推奨します。）

東山給水塔

高見小学校北

Ｘ

交番

池下からの徒歩ルート

覚王山からの徒歩ルート

池下からのバス、車ルート



 

舞台発表  

１０月２８日（土）                 
体育室 

10:00～10:10 開会式   ［実行委員会･千種生涯学習センター］ 

10:15～10:25 和太鼓      ［講座 ふれあい太鼓教室］ 

13:15～13:55 合唱（ゴスペル）   ［ＴＳ‐Ｊoy］ 

14:25～15:05 詩吟、剣舞、詩舞   ［関西吟詩文化協会鷺伸吟詠会］ 

第１集会室 

11:00～12:00 ハーモニカ演奏   ［千種ハーモニカ愛好会］ 

13:50～14:20 オカリーナ演奏             ［千種オカリーナ］ 

15:00～16:30 小説、エッセー、詩の朗読    ［ちぐさ朗読の会］ 

駐車場（雨天時：体育室） 

10:30～10:55 和太鼓               ［笑っ鼓］［北っ鼓］ 

11:05～11:20 和太鼓                       ［千種太鼓］ 

11:40～12:10 韓国伝統打楽器演奏          ［ノリパン］ 

12:30～13:00 和太鼓                         ［わらびっ鼓］ 

 

１０月２９日（日）                 
体育室  

10:30～11:00 健康体操               ［さわやか体操］ 

11:50～12:45 金管バンド演奏 ［ＨＢＳ (ヒルズキッズ ブラス スターズ)］ 

13:00～13:35 アルゼンチンタンゴ        ［タンゴコラソン］ 

14:15～14:45 バンド演奏        ［名古屋聾学校音楽部］ 

第１集会室 

10:00～11:20 マジック            ［千種マジック愛好会］  

11:45～12:05 大正琴演奏          ［大正琴たちばな会］  

13:00～14:00 うたごえ広場     ［年金者組合千種支部うたごえ同好会］ 

14:30～15:00 合唱                ［合唱団ハモたま］ 

  

 

 
 

 

作品展示  

１０月２８日（土）・２９日（日） 体育室 

絵画［絵画研究会] 

パッチワークキルト［キルトはなみずき］ 

きりえ［グループ･パピエ］ 

美術鑑賞作品［グループ潤(ゆたか)］ 

クレパス絵画［クレパスの会］  

書道［さくら会］ 

絵手紙［さざんかの会] 

はりえと手まり［千種区郷土史跡研究会］ 

聴覚障害者について［手話サークルもみの木（昼の部・夜の部）］ 

水彩画［ちくさ水彩グループ］ 

俳句［ともしび白珠句会］ 

鳥の木彫り［バードカービング］ 

写真［フォト三水会］ 

生け花［フラワーサークルブラウニィ］ 

パネル展示［(公財)名古屋市教育スポーツ協会］ 

パネル展示［名古屋市生活衛生センター］ 

千種区制 80周年記念展示［千種区役所］ 

 

 

 

 
 

 

体験教室  

１０月２８日（土） 
囲碁対局                     [千種囲碁クラブ] 

１０：００～１６：３０  無料        第３・４集会室  

将棋対局                    [千種将棋同好会] 

１０：１５～１６：００  無料            ロビー 

竹パン作り     [おやじのワイワイ料理同好会] (少雨決行) 

１０：００～１４：００ ５０円 (１５０人)       駐車場 

工作教室 [ボーイスカウト名古屋千種地区]  (雨天時ロビー) 

１０：１５～１４：３０  無料 (５０人)       駐車場 

子ども向け工作   [託児グループ クルテク] 

１０：００～１５：３０  

工作（ﾏｸﾞﾈｯﾄキャップ作り，にょろにょろヘビ）各５０円 体育室 
 
１０月２９日（日） 
テーブルマジック講習           [千種マジック愛好会] 

１３：００～１５：００  無料             体育室 

お茶のお点前                        [鈴の会] 

１０：００～１４：３０ ２００円 (８０人)       体育室 

オイルクレパス画体験               [クレパスの会] 

１０：００～１４：００ ２００円 （1０人）   図書コーナー 
 
１０月２８日（土）・２９日（日）両日 
手話教室＆展示  [手話サークルもみの木（昼の部・夜の部）] 

28日10：15～15：00/29日10：00～15：00 無料      体育室 

八事の蝶作り             [千種区郷土史跡研究会] 

28日10：00～17：00/29日10：00～15：00 各３０人 各２００円  体育室 

科学実験                    [サイエンスクラブ] 

28日10：15～16：00/29日10：00～15：00  無料     体育室 

楽健法体験（足圧マッサージ）    [名古屋ヨーガ会楽健法] 

28日10：00～15：00/29日10：00～15：00  300円    体育室 

パソコンで名刺づくり       [千種パソコン支援ボランティア] 

28日10：00～16：00/29日10：00～15：00  無料     体育室 

生涯学習相談          [生涯学習ネットワークなごや] 

28日10：30～15：30/29日10：00～14：30  無料     体育室 
 

スタンプラリー開催！！ 

２８日（土）と２９日（日）の両日 

スタンプを１０個以上集めた先着５０人のお子様 

（中学生以下）に 「こあらっち」 しおりをプレゼントしま

す。 

キッチンカーがやってくる！ 

２８日（土）・２９日（日） 
 

｛青少年交流プラザキッチンカー] 


