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広告

文化会館主催事業

■スタインウェイひとりじめ～ピアノリサイタル～

　日時＝11/13（日）10:00～12:00

　場所＝市民文化会館　ホール

　内容＝ピアノの名器スタインウェイを使用し、反響

　板を設置した舞台が体験できます。

　定員＝最大20人（先着）※1人30分～120分

　対象＝どなたでも(18歳以下は保護者の同意必須)

　参加費＝1,000円/30分

　申込開始＝10/13（木）9:00～

　申込み・問合せ＝市民文化会館☎ 35-3111

■綾小路きみまろ笑撃ライブ2017！in常滑

　日時＝H29/1/29（日）開場13:00　開演14:00

　場所＝市民文化会館　ホール

　対象＝18歳以上

　出演＝綾
あやのこうじ

小路きみまろ

　料金＝全席指定　S席5,500円、A席5,000円

　チケット発売開始＝10/22（土）10:00～

　問合せ＝市民文化会館☎ 35‐3111

               鵜飼興業㈱☎ 052‐221‐1166

■特撰東西落語名人会「桂文珍・三遊亭円楽二人会」

　日時＝H29/2/12（日）開場13:30　開演14:00

　場所＝市民文化会館　ホール

　出演＝桂
かつらぶんちん

文珍、三
さんゆうていえんらく

遊亭円楽

　料金＝全席指定4,000円

　チケット発売開始＝10/15（土）9:00～

　問合せ＝市民文化会館☎ 35‐3111

               エイフル企画（株）☎ 0120‐241‐052

■とこなめカルチャークラブ

　①落語ワークショップ

　日時＝H29/2/12（日）11:00～12：00

　場所＝市民文化会館　ホール

　内容＝若手落語家によるワークショップを開催し、

　落語の楽しみ方を学びます。

　定員＝200人（先着）

　対象＝小学生以上の人

　講師＝三
さんゆうていらくだい

遊亭楽大

　参加費＝500円（申込時集金）

　②職人に学ぶ初めての和菓子づくり～秋編～

　日時＝11/5（土）13:00～15：00

　場所＝中央公民館　料理室（2階）

　内容＝焼菓子「栗饅頭」と伝統和菓子「上用饅頭」を　

　各３個ずつ作ります。（お持ち帰り用）

　定員＝24人（先着）

　対象＝市内在住または在勤の中学生以上の人

　講師＝鯉
こいえまさひろ

江正広さん（一級和菓子技能士）

　参加費＝1,400円（材料費含む。申込時集金）

　持ち物＝エプロン、三角巾、布巾、手拭タオル

　　　　　　　

 ③おうちでcafe～松屋式ペーパードリップに学ぶ～

　日時＝12/3（土）13:00～15：00

　場所＝中央公民館　料理室（2階）

　内容＝ハンドドリップによる美味しいコーヒーの　

　淹れ方のコツなどを学びます。

　定員＝20人（先着）

　対象＝市内在住または在勤の18歳以上の人

　講師＝自家焙煎コーヒーのお店「ココチヤ」店主

　参加費＝1,200円（材料費含む。申込時集金）

　持ち物＝エプロン、布巾、手拭タオル

  ④はじめよう！和太鼓

　日時＝11/29、12/20、H29/1/17・31、2/14・28、　　

　3/14　19:30～21：00（火曜日全7回）、本番3/19(日)

   場所＝市民文化会館　リハーサル室（1階）

　内容＝H29/3/19（日）開催の文化会館イベントにお　

　ける舞台発表を目標に和太鼓を練習します。

　定員＝20人（先着）

　対象＝市内在住または在勤の小学４年生以上の人

　講師＝和楽総合芸術集団「山
やまだじゅんぺい

田純平×熱
ねっきょうだがく

響打楽」メン

　　バー

　参加費＝8,000円（申込時集金）

　持ち物＝動きやすい服装、室内用運動靴または裸足

   ※バチの貸出有（購入の場合は1組2,000円）　  

   【共通】

　申込開始＝①10/15（土）9：00～

　　　　　　②③④10/7（金）9：00～

　申込み・問合せ＝市民文化会館☎ 35‐3111

　ホームページ＝http://www.tokoname-bunka.jp/

■わくわく体験教室「家族で農園体験」

　日時＝10/29（土）午前の部10:00～12：00、午後の部　

　14：00～16：00　※雨天の場合は10/30(日)

　場所＝千賀市民農園（西阿野)

　内容＝農園で育てたさつまいもと落花生を家族で収

　穫します。その場で焼き芋も楽しめます。

　定員＝各25組程度（抽選）

　対象＝市内在住または在学の小学１～６年生(保護者

　同伴必須)

　参加費＝１組1,000円（持ち帰り収穫物代、当日集金）

　持ち物＝軍手、タオル、水筒、帽子、スコップなど

　服装＝長靴、長袖、長ズボン

　申込期限＝10/12(水)

　申込み・問合せ＝生涯学習スポーツ課(青少年体験活動

　センター)

※講座・教室などの内容は変更になる場合があります。

青少年体験活動支援センター

まなとぴあ lifelong learning
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   ③はじめてのフラダンス

　日時＝11/10・24（木）10:00～11:30

　場所＝市民文化会館 リハーサル室（1階）

　内容＝ステップに合わせてゆっくりと全身運動しま　 

　す。

　講師＝森
も り か わ と し こ

川智子さん（フラダンス講師）

   定員＝25人（抽選）

　持ち物＝運動のできる服装、あればフラダンス用の　

　スカート（ひざ下丈のもの）、滑り止めのある靴下（裸足

　でも可）、タオル、水筒

　【①～③共通】

　対象＝市内在住または在勤の60歳以上の人

　申込期限＝10/20（木）（落選者のみ連絡します。）

　申込み・問合せ＝生涯学習スポーツ課

平成28年度文化の日記念「文化振興事業」

＜文化協会＞

▼第32回「生活文化部合同作品展」

　10/29（土）～30（日）9:00～17:00

　※最終日は16：00まで

　【市民文化会館 第１展示室　あなたのギャラ　

　リー】

▼第31回国民文化祭・あいち2016主催事業「邦楽の

　つどい」

　10/30（日）12:00～16:00

　【市民文化会館 ホール】

▼第33回文協映画祭「ボクは坊さん。」、ウェルカムコ

　ンサート　

　10/22（土）①14:00～16:00②18:00～20:00

　【市民文化会館 ホール】

▼「花と書と陶・今日の美術」合同展　

　10/21（金）～23（日）9:00～17:00

　※最終日は16：00まで

　※呈茶席は、22（土）・23（日）

　【市民文化会館 ホールロビー】

▼第15回常滑文芸コンクール　

　10/8（土）9:00～17:00

　【中央公民館 学習室1・2】

▼洋楽スペシャルコンサート　とこなめオータム　

　2016　

　11/5（土）9:00～12:00

　【市民文化会館 ホール】

▼常滑市民吹奏楽団定期演奏会　

　11/6（日）開場13：30　開演14：00～16:00

　【市民文化会館 ホール】

　　10/16（日）12：30～16：00（開場12：00）

　問合せ＝キーハープ・琴枝会　☎052-601-5231
　【市民文化会館 ホール】

＜近代大正琴キーハープ琴枝会＞

▼近代大正琴キーハープ琴枝会の集い

　～大正琴・筝・尺八・唄・踊り・キッズダンスの披露～
　

＜新紀美術協会＞

▼第66回新紀美術展

　11/10（木）～11/20（日）10:00～19:00

　※土日祝は17：30まで、最終日は15：00まで

　【図書館本館 展示室】

＜中日写真協会常滑支部＞

▼文化振興事業写真展

　10/30（日）～11/12（土）9:30～17:00

　※最終日は15：00まで

　【市民文化会館 あなたのギャラリー】

＜常滑陶彫会＞

▼モデル制作会と展示会　

　10/1（土）～2（日）9:00～21:00

　※最終日は17：00まで

　【南陵公民館　美術工芸室】

＜常滑らんちゅう愛好会＞

▼常滑らんちゅう愛好会 品評大会

　10/23（日）9:00～16:00

　【市役所内駐車場】

＜ガールスカウト愛知県第106団＞

▼活動展示・体験

　10/29(土)～11/18(金)9：00～21：00

　※最終日は19：00まで、体験は11/3(祝)のみ

　【青海公民館】

■平成28年度知多地区「子育て支援地域交流会」

　　日時＝11/26（土）

　・子育て支援を考える交流会　9:45～

　・家庭教育を考える学習会　 12:30～

　場所＝東浦町文化センター

　内容

　・子育て支援を考える交流会

　・家庭教育を考える学習会

 　・講演【ほどほどにいい塩梅の子育て～good 　　　

　　　   enough mother＆father～】/小
お ば ら と も こ

原倫子さん　

　　　　（岡崎女子大学准教授）

　※託児あり（午後のみ受付。1歳～未就学児対象。定員

　8人、1人100円）　

　申込期限＝10/21（金）

　申込み・問合せ＝生涯学習スポーツ課

◆催し物・その他◆
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講座・教室、スポーツ、催しものなどを掲載

生涯学習スポーツ課 ( 市体育館内 )

〒 479-0003 常滑市金山字下砂原 78-1

☎ 43-5111・Fax43-8011
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◆スポーツ◆

■常滑オープンテニストーナメント

   日時＝10/30（日）8:45受付※予備日11/6（日）

　場所＝常滑庭球場

　種目＝男女別ダブルストーナメント

　対象＝テニス愛好者で健康な人

　参加費＝一般3,000円、部員2,000円、高校生1,000　

　円（当日集金）

　申込期限＝10/16（日）

　申込み＝市体育館

　問合せ＝体協テニス部（森
も り し た か つ み

下勝己）☎34-5009

　ホームページ＝

　http://www.geocities.jp/tokoname_tennis/

■第1７回常滑市ソフトバレーボール大会

　日時＝11/13（日）9:00受付

　場所＝市体育館

　種目＝①トリム②レディース③ファミリー（子ども２

　人と大人２人または子ども３人と大人１人が常時2人

　プレーすること）

　対象＝市内在住、在勤、在学の人、市外交流チーム

　参加費＝①②1チーム2,000円③1,000円（当日集金）

　申込期限＝10/23（日）※郵送の場合、必着

　申込み＝市体育館

　問合せ＝市ソフトバレーボール連盟（成
なり

田
た

泰
やすとし

敏）

　☎43-0353

■市民スポーツフェア

　日時＝10/９（日）9:00～12:00

　場所＝市体育館

　内容＝①卓球②バドミントン③レクリエーションス

　ポーツ（マグネットダーツ、タスポニー、カローリン

　グ、スポレックなど）④スタンプラリー

　※全種目体験した先着200人に景品あり

　持ち物＝体育館用運動靴、卓球のラケット（ある人の

　み）、運動のできる服装

　注意点＝団体・チームでの利用はできません。　

　問合せ＝生涯学習スポーツ課

■生涯学習スポーツ課協賛公開講座

　「篆
て ん こ く

刻チャレンジ講座」

　　日時＝10/15（土）9:30～12:00

　場所＝中央公民館 美術工作室（2階）

　内容＝篆
てんこく

刻を字入れから、彫りまで、初心者のスピー

　ドに合わせて学びます。（２本制作を目標）

　講師＝岩
いわもとしょうりゅう

本祥龍さん（長楽印会講師）

　定員＝ 15人程度（抽選。落選者のみ連絡します。）

　参加費＝500円（材料費、当日集金）

　持ち物＝筆記用具（あれば、２Ｂ鉛筆）※道具は貸出

　します。

　申込期限＝10/8（土）

　申込み＝生涯学習スポーツ課、中央公民館

　☎35-6311

　問合せ＝生涯学習スポーツ課

■シルバースクール

　①型染めでかんたん！オリジナルシャツをつくろう！

　日時＝10/28（金）9:30～11:30

　場所＝青海公民館 美術工芸室（1階）

　内容＝型紙を使った抜染（色を抜く）技法で模様入り

　のシャツを作ります。

　講師＝大
お お に し は る の ぶ

西春伸さん（型染め染色家）

　定員＝20人程度（抽選）

　参加費＝300円（材料費含む、当日集金）

　持ち物＝自分のサイズに合った無地の長・半袖T

　シャツ（生地は綿１００％）またはタートルネック

　シャツ、新聞紙１日分、タオル、汚れてもいい服装　

　※シャツは新品で濃い色（白は不可）の方が綺麗に仕

　上がります。

　②快眠力を鍛えよう！

　日時＝①11/4（金）②11/18（金）　

　　　　 両日とも10:00～11:30

　場所＝とこなめ市民交流センター会議室（２階）

　内容＝①「高齢でも質の高い睡眠を」身体にあった寝

　具環境と、眠るための身体づくりについてお話を聞

　きます。

　　　　②「ねむりと発酵食」眠りと深い関係のある身

　近な発酵食、特に「甘酒」についてお話を聞きます。

　講師＝①山
やまもとあきら

本亮さん、②伴
ば ん の み な

乃美名さん

　　　　（日本快眠協会おねむりレクチャー認定講師）

　定員＝30人（抽選）

　持ち物＝筆記用具

◆講座・教室◆


