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　定員＝ 15 名（抽選）※落選者のみ連絡します。連

　絡のない場合は時間どおりにお越しください。

　対象＝小学生以上の人（※小学生は保護者同伴でお

　願いします）

　講師＝松
ま つ ざ き

﨑美
み な こ

奈子さん ( リボンクリエーター、公民

　館自主グループ「ぷち・まじょ」講師 )

　材料費＝ 2,000 円 / 回（当日集金）※材料準備のた

　め、欠席は前日までにご連絡ください。

　持ち物＝工作用はさみ

　申込期限＝ 11/18（金）

　申込み・問合せ＝生涯学習スポーツ課☎44-4600

                   　　中央公民館☎ 35-6311（申込のみ）

　 生きがい工房まなとこ講座・教室

■文化体験教室　常滑流「粋なアート体感工房」

　日時＝①11/12(土)、②12/３(土)　9:30～11:30

   場所＝中央公民館　会議室（２階）

   内容＝市内で活躍する旬な作家に創作秘話を聞きなが 

　ら、作品づくりを体験します。

　①彫刻―人体パーツの世界へようこそー

　 ②絵画―色彩の中から浮かび上がるお釈迦様―

　 定員＝各20人（抽選）

　 講師＝①濱
は ま ひ が

比嘉吉
よ し ひ ろ

裕さん（彫刻家）

　          ②林
は や し だ いすけ

大輔さん（画家）

　 持ち物＝①版画用彫刻刀、筆記用具

　　　　　       ②筆記用具

　材料費＝３００円/回（当日集金）

　申込期限＝①11/5(土)、②11/26(土)

■市民大学講座

　「尾張藩主徳川宗春の挑戦」-花開く尾張の文化-

　日時＝12/11(日)　10:00～11:30

　場所＝中央公民館　会議室（２階）

　内容＝国民文化祭・あいち2016総合プロデューサーが

　語る“宿命のライバル！八代将軍吉宗と尾張藩七代藩主　　

　　徳川宗春”の対決歴史ドキュメント。

　定員＝60名（抽選）

　講師＝安
や す だ ぶ ん き ち

田文吉さん（南山大学名誉教授・東海学園大学

　教授）

　参加費＝500円/人（当日集金）

　申込期限＝12/４(日)

＜生きがい工房まなとこ講座・教室共通＞

　対象＝市内在住、在勤または在学の中・高校生以上の人

　申込み＝中央公民館☎ 35-6311

　問合せ＝生涯学習スポーツ課

　生きがい工房まなとこ＝ikigaimanatoko@yahoo.　 

　co.jp

■想いが伝わる毛筆年賀状

日時＝11/27(日)　初級編13:30～14:30　

      技あり編15:00～16:00

場所＝青海公民館　学習室1

内容＝年賀状の書き方、コツを教えます。

定員＝各20名（先着順）

対象者＝中学生以上

参加費＝500円/回（当日集金）

持ち物＝書き物（筆ペン、筆セットなど）

講師＝川
かわぐちゆうほう

口雄峰さん、青
せいれん

漣さん（毎日書道展審査会員）

申込期限＝11/5(土)18:00～11/19(土)18:00

申込み・問合せ＝青海公民館☎43-6622

■第29回平成席上揮ごう大会

日時＝H29/１/15(日)　10:00

（展示：２/４(土)・５(日)、表彰式：２/５(日)）

場所＝常滑西小学校　屋内運動場

定員＝200人（先着）

対象＝幼・保育園児～高校生

参加費＝800円

持ち物＝筆、硯、下敷き、文鎮、墨液、新聞紙６枚、ビニー

ル袋２枚

申込期限＝12/２(金)

申込み・問合せ＝市文化協会事務局☎35-2920

（火・水・金曜日10:00～16:00）

■平成28年度文化の日記念「文化振興事業」

▼第39回直心流会少年少女競技大会（日本空手道直心

　流会）

　　日時＝11/13（日）　8:45～17:30

　場所＝サザンアリーナ

▼常滑短歌大会（文化協会）

　日時＝11/29(火)　13:00～16:00

　場所＝中央公民館　会議室

◆催し物・その他◆

公民館自主事業

文化協会

　　　　　　【訂正】
　広報とこなめ 10 月号掲載の平成 28 年度
文化の日記念 文化振興事業 「洋楽スペシャル
コンサート　とこなめオータム 2016」（20
ページ）に誤りがありました。おわびして訂
正します。
誤　11/5( 土 )9：00 ～ 12:00
正　 11/5( 土 ) 開場 13:00　
　　  13：30 ～ 16:00

※講座・教室などの内容は変更になる場合があります。



まなとぴあ
lifelong learning

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◆

■冬季市民６人制バレーボール大会

   日時＝12/４(日)　9:15

　場所＝市体育館

　参加費＝一般１チーム2,000円、中学・高校１チーム   

　1,000円（当日集金）

　申込期限＝11/22（火）　20:00まで

　申込み＝市体育館

　問合せ＝体協バレーボール部（都
つ づ き

筑徹
とおる

）

            ☎72-8043

■第41回市民マラソン大会

　日時＝H29/１/15（日）　８:30～９:00受付

　場所＝あいち知多農協本部周辺コース

　種目＝【一般】男女とも（10㎞、５㎞）【中学生】駅伝男子・

　女子（２㎞×４人）【小学生以上】ジョギング（1.4㎞）

　※駅伝は学校単位で申込み

　対象＝市内在住、在勤または在学で小学生以上の人

　参加費＝一般500円、駅伝チーム500円（申込時集金）

   ※ジョギングは無料

　申込期限＝12/1（木）　17:00まで

　申込み＝市体育館

　問合せ＝体育協会事務局（市体育館内）

　☎43-5111

■エアロビクス教室

　日時＝H29/１/11～３/１（毎週水曜日全８回）　

   20:00～21:00

　場所＝市体育館サブアリーナ

　定員＝150人（先着）

   対象＝市内在住または在勤で18歳以上の社会人

　参加費＝2,100円（保険料含む。申込時集金）

　申込み＝市体育館

　申込期限＝11/30(水)～12/６(火)　20:00まで

　問合せ＝生涯学習スポーツ課

■ノルディックウォーキング体験教室

　ノルディックウォーキングは、体全体を使うス

ポーツです。専用のポールを使用し、より効果的

にウォーキングを行います。

■文化教室Ⅱ

～小さな自然の風景がつくり出す癒しの空間～

　「草盆栽教室」

　　日時＝① 11/19（土）、② 12/3（土）10:00 ～ 11:30

　場所＝青海公民館　美術工芸室（１階）

　内容＝盆栽は鉢植えとは違い、鉢と植物の姿の中

　に自然の風景を映すものです。教室では和洋、趣

　の異なる植物を使った草盆栽の作り方を学びま

　す。

　①洋物植物でおしゃれな草盆栽づくり

　②和物植物で新春を寿ぐ草盆栽づくり

　定員＝ 20 名（抽選）※落選者のみ連絡

　対象＝市内在住または在勤の 18 歳以上の人

　講師＝山
や ま し た か ず と し

下和俊さん（園芸家）

　参加費＝ 1,500 円 / 回（材料費含む）※材料準備 

　のため、欠席は前日までにご連絡ください。

　持ち物＝新聞紙、持帰り用袋、( 必要な人は ) ゴ

　ム手袋、エプロン、園芸用スコップなど

   申込期限＝ 11/11（金）

   申込み・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

   「Xmasリボンアート＆ラッピング講座」

   日時＝① 11/26（土）、② 12/10（土）　

　　9:30 ～ 11:30

   場所＝中央公民館　学習室 2（２階）

   内容＝クリスマスに先駆け、楽しく小ものづくり  

　を学びましょう。

　①リボンアートで Xmas かざりを作ろう！

　②ラッピングを学び、素敵なプレゼントを送ろ

　う！

◆講座・教室◆

　有酸素運動により脂肪を燃焼させ、ダイエット

や肥満の予防になるといわれています。

  日時＝ 12/4（日）　９:00 ～ 12:00 ※集合 8:30

  場所＝常滑市役所周辺

  内容＝屋外で講習および市役所周辺で体験

  定員＝ 20 人（先着）

  対象＝市内在住または在勤の人

  持ち物＝動きやすい服装、飲み物

  参加費＝ 500 円（保険料含む。申込時集金）

  申込み＝市体育館　

  申込期限＝ 11/1（火）～ 11/18（金）20:00 まで

  問合せ＝生涯学習スポーツ課


