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▼八木家所蔵の著名作家の酒器などの展示（とこなめ

　陶の森資料館友の会）

　日時＝10/7（土）・8（日）9:00～16:00（最終日は15:00　

　　　　 まで）

　場所＝とこなめ陶の森資料館 会議室

▼第33回「生活文化部合同作品展」（文化協会）

　日時＝10/21（土）・22（日）9:00～17:00（最終日は　　

　　　　 16:00まで）

　場所＝市民文化会館 第１展示室、あなたのギャラ　

　　　　リー

▼文化振興事業「邦楽のつどい」（文化協会）

　日時＝10/22（日）12:00～16:00

　場所＝市民文化会館 ホール

▼第25回常滑らんちう愛好会品評大会（常滑らんちう

　愛好会）

　日時＝10/22（日）9:00～17:00

　場所＝市役所内駐車場

▼文化振興事業写真展（中日写真協会常滑支部）

　日時＝10/28（土）～11/3（祝）9:00～17:00

　場所＝市民文化会館 第１展示室

▼ガールスカウト活動展示（ガールスカウト愛知県第

　１０６団）

　日時＝10/28（土）～11/17（金）9:00～21:00（最終日は

　　　　19:00まで）

　場所＝青海公民館 青海ギャラリー

　※ガールスカウト体験「野外でチャレンジ！もぐも

　　ぐもぐ」（青海公民館野外芝生広場で11月３日（祝）

　　のみ）

▼Koyomi Belly Dance Entertainment Dancers Show　

　（Koyomi Belly Dance Entertainment）

　日時＝11/3（祝）14:00～15:00

　場所＝市民文化会館 ホール

▼モデル制作会と展示会（常滑陶彫会）

　日時＝11/4（土）・5（日）9:00～17:00

　場所＝南陵公民館 美術工芸室

▼第67回新紀美術展（新紀美術協会）

　日時＝11/7（火）～18（土）10:00～19:00（土日曜日は、

　　　　17:30まで。最終日は15:00まで）

　場所＝図書館（本館） 展示室

▼「花と書と陶・今日の美術」合同展（文化協会）

　日時＝11/10（金）～12（日）9:00～17:00（最終日は　　

　　　　 16:00まで）※呈茶席は、11/11（土）・12（日）

　場所＝市民文化会館 ホールロビー

▼第34回文協映画祭 ウェルカムコンサート（文化協会）

　日時＝11/11（土）１回目14:00～16:00

                            ２回目18:00～20:00

　場所＝市民文化会館 ホール

　上映作品＝「家族はつらいよ」　

■第３１回 中央公民館まつり

   日時＝10/28（土）・29（日）10:00～15:00※雨天決行

　場所＝市民文化会館、中央公民館

▼催し物

□両日

　【中庭】チャリティ工作ほか

□10/28（土）

　【中庭】オープニング（ラジオ体操）

　【市民文化会館ホール】大正琴、太極拳、詩吟、フレッ

　　シュアップダンス、コーラス、健康体操、まち歌舞

　　伎、フラダンスなど

□10/29（日）

　【市民文化会館ホール】和太鼓、よさこい鳴子踊り、大

　　正琴、詩吟、吹奏楽、フォークダンス、KIDSDANCE、

　　ビンゴゲームなど

　【中庭】エンディング（よさこい鳴子踊り）

▼バザー

□両日

　みたらし団子、五平もち、チヂミ、パン各種、お茶、的

　あて、チャリティバザー、各種作品即売ほか

□10/28（土）

　綿菓子、うどん、コロッケ、輪投げ、コサージュほか

□10/29（日）

　焼きそば、シフォンケーキ、ぼたもち、味ごはんほか

▼展示

　書道、俳句、短歌、川柳、水彩画、墨彩画、絵手紙、パッ

　チワーク、リボンアート、手芸、ちりめん細工、写真、

　アレンジフラワー、リサイクル手芸品、活動紹介、子

　どもの陶芸作品ほか

■平成29年度知多地区「子育て支援地域交流会」

   日時＝11/25（土）13:00～16:00（受付12:30）

　場所＝阿久比町役場アグピアホール

　　　　阿久比町中央公民館（役場北隣）

　内容＝子育てについてのテーマ別グループトーキン

　　　　グにより、参加者が共に考え、語り合う参加型

　　　　交流会を行います。

　託児＝１歳～未就学児　定員＝５人

　※詳しくは、公民館などに設置のチラシをご覧くだ

　　さい。

　申込期限＝10/20（金）

　申込み・問合せ＝生涯学習スポーツ課

■平成29年度文化の日記念「文化振興事業」

▼第16回常滑文芸コンクール（文化協会）

　日時＝10/7（土）9:00～16:00

　場所＝中央公民館 第２学習室

◆その他◆
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　申込期限＝10/22（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＝10/8（日）9:00～12:00（受付9:00～11:30）

　場所＝市体育館

　内容＝①卓球②バドミントン③バスケットボール　

　　　　（フリースロー）④レクリエーションスポーツ

　　　　（タスポニー、カローリング、スポレック、ミニ

　　　　テニス、ビーチボールバレー、ラダーゲッター）

　　　　⑤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

■市体育館指定管理者自主事業

　　『美』をテーマにした体験型イベント

　　～美しく健康になろう！～

　　市民スポーツフェアと同時開催で『健康・美』に関

　する内容が無料で体験できるイベントを実施します。

　日時＝10/8（日）9:00～12:00

　場所＝市体育館

　内容＝ヨガ、フラダンス、フェイスエステ、ハンドマッ

　　　　サージなどの無料体験。

　問合せ＝コニックス(株)・(株)スポーツマックス共同

　　　　　事業体☎43-5111

■知多地区ミニテニス大会

   日時＝11/23（祝）9:00受付

　場所＝東海市民体育館

　対象＝知多５市５町在住、在勤、在学のペア

　部門＝①一般の部②お楽しみの部（初心者対象）③

　　　　親子の部（ペアのいずれかが小学生３～６年

　　　　生）

　参加費＝１チーム1,000円

　申込期限＝10/17（火）※参加費を添えて申込み

　申込み＝市体育館

　問合せ＝生涯学習スポーツ課

■スタインウェイひとりじめ～ピアノリサイタル～

　日時＝11/19（日）10:00～20:00

　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＝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＝10/3（火）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/

■とこなめカルチャークラブ

　　①健康エクササイズ

　日時＝11/10・24、12/8・22、平成30年1/12（金曜日、

　　　　全5回）10:00～11:30

　場所＝市民文化会館 リハーサル室

　内容＝ラテン系などの音楽に合わせてリズムを楽し

　　　　みながら身体を動かすズンバとヨガを行い、

　　　　体力の向上、ストレス発散をします。ゴムバン

　　　　ドを使用し、肩甲骨をほぐし、姿勢を改善し、イ

　　　　ンナーマッスルを刺激します。　

　定員＝20人（先着）

　対象＝18歳以上の女性

　講師＝早
は や

見
み

寿
ひ さ

子
こ

さん（フィットネスインストラク　

　　　　ター）

　参加費＝4,500円/回（全5回分。申込時集金）

　持ち物＝室内用靴、水分補給用飲料、ヨガマットまた

　　　　　は大判バスタオル、運動できる服装

　　②家族が慶
よろこ

ぶおせち料理

　日時＝11/25（土）10:00～13:00

　場所＝中央公民館 料理室

　内容＝「定番」に「肉料理」を加えてご馳走おせちを！

　　　　「保存」と「出来立て」を使い分け、慌てない「お

　　　　せち」作りを楽しみましょう。

　　　　※お持ち帰りなし。

　定員＝24人（先着）

　対象＝小学生以上の人（小学生は保護者との参加が

　　　　必要）

　講師＝近
こ ん ど う

藤こずゑさん(コルザ・ナチュラル・クッキ

　　　　ング主宰)

　参加費＝2,000円（材料費含む。申込時集金）（小学生

　　　　　も同額）

　持ち物＝エプロン、三角巾、マスク、布巾３枚、手拭き

　　　　　タオル

　【①②共通】

　申込開始＝10/3（火）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/

文化会館主催事業

※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

広報とこなめ 10 月号（2017） 20広報とこなめ 10 月号（2017）21

 ◆講座・教室◆

◆スポーツ◆

　対象＝市内在住または在勤の55歳以上の人

　定員＝30人（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。

　受講料＝無料（②のみ材料費300円を当日集金）

　申込期限＝10/25（水）

　※今年度から講座の名称を「シルバースクール」から

　　「シニアスクール」に変更しました。

　申込み・問合せ＝生涯学習スポーツ課

■キャラ弁づくりに挑戦しよう！

　日時＝10/21（土）10:00～11:30

　場所＝中央公民館 料理室

　対象＝市内在住の小学生３～６年生とその保護者

　定員＝10組20人（抽選）

　内容＝親子で楽しくアニメキャラクターのお弁当を

　　　　作ります。

　講師＝勝
か つ

田
た

めぐみさん（製菓衛生師）

　材料費＝500円（当日集金）

　持ち物＝エプロン、三角巾、布巾２枚、手拭き用タオ

　　　　　ル、筆記用具、必要な人は水筒

　申込期限＝10/15（日）

　申込み・問合せ＝生涯学習スポーツ課、中央公民館

　　　　　　　　☎ 35-6311（申込みのみ）

■常滑オープンテニストーナメント

   日時＝10/29（日）8:45受付※予備日11/5（日）

　場所＝常滑庭球場

　対象＝テニス愛好者で健康な人

　種目＝男女別ダブルストーナメント

　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＝10/15（日）　申込み＝市体育館

　問合せ＝体協テニス部（間
ま せ

瀬和
か ず み つ

光）

　　　　　☎090-5615-5498

　ホームページ＝

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

　※詳細は、ホームページでご覧いただけます。

■第18回常滑市ソフトバレーボール大会

　日時＝11/12（日）9:00受付

　場所＝市体育館

　対象＝市内在住、在勤、在学の人、市外交流チーム

　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

　　　　が常時プレーすること）

　参加費＝①②1チーム2,000円③1,000円（当日集金）

■シニアスクール「楽しく、元気に、新しい事にチャレンジ！」

　①歌ってスッキリ♪元気な心と体になろう！

　日時＝11/2（木）10:00～11:30

　場所＝市民文化会館 リハーサル室

　内容＝気持ちよく声を出す方法を身につけて、もっ

　　　　と歌を楽しみませんか？　腹式呼吸で歌うと

　　　　スポーツの様に体も使いますよ！　体をほぐ

　　　　す体操や発声練習を行い、実際に歌っていき

　　　　ます。

　講師＝柴
し ば

田
た

景
け い

さん（音楽講師）

　②暮らしに役立つハーブの魅力

　日時＝11/15（水）10:00～11:30

　場所＝とこなめ市民交流センター 会議室

　内容＝ハーブの種類、効用、育て方、活用法などを紹

　　　　介します。ハーブティーを飲みながら、心と体

　　　　をやさしく整えるハーブについて学んでみま

　　　　しょう。

　講師＝剛
こ わ た に

谷久
く み

美さん（ハーブ農園リッコ運営）

　材料費＝300円（当日集金）

   ③ラテンのリズムでエクササイズ

　日時＝11/22（水）10:00～11:30

　場所＝青海公民館 講義室

　内容＝ストレッチで体をほぐした後、ラテン音楽に

　　　　合わせたダンスエクササイズで、リフレッシュ

　　　　＆シェイプアップを目指します。

   ④はじめてのサルサダンス

　日時＝11/29（水）10:00～11:30

　場所＝青海公民館 講義室

　内容＝陽気なラテン音楽に合わせて踊るサルサ。基

　　　　本の簡単なステップを覚えてリズムにのって

　　　　楽しみましょう。

　【③④共通】

　講師＝若
わかもり

森みちよさん（プロラテンダンサー・ＮＥＳ

　　　　ＴＡ認定ダイエット＆ビューティースペシャ

　　　　リスト）

　持ち物＝運動のできる服装、運動靴、ヨガマット（な

　　　　　ければバスタオル可）、タオル、水分補給用

　　　　　飲料

　【①～④共通】

生きがい工房まなとこ講座


