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■常滑市スポーツ推進委員会からのお知らせ

　こんにちは、常滑市スポーツ推進委員会です。

　スポーツ推進委員会の活動を多くの人に知っていた

だくために、市のホームページに活動や研修会などの

情報を載せ、随時更新しています。皆さんぜひご覧くだ

さい！

【ホームページへの入り方】

　常滑市のトップページ⇒行政⇒暮らし⇒常滑市教育

　委員会⇒体育振興⇒スポーツ推進委員会

■第１1回セントレア盆踊り

　日時＝７/20（土）・21（日）18:30～20:00

　場所＝中部国際空港スカイデッキ

　　　　※雨天時は、センターピアガーデン１階

　内容＝毎年恒例となりました、セントレアのスカイ

　　　　デッキでの盆踊り。飛行機を見ながら、セント

　　　　レア音頭、常滑音頭などの踊りを楽しみましょ

　　　　う！

　参加費＝無料

　その他＝浴衣でお越しいただくと、対象店舗で特典

　　　　　が受けられます。無料で、浴衣着付けや、ク

　　　　　ロークサービスもあります。

　主催＝中部国際空港（株）

　問合せ＝セントレアテレホンセンター

　　　　　☎38-1195　　

■文化の日記念「文化振興事業」の団体募集

　期間＝10/１（火）～ 11/30（土）

　対象＝市内で開催される、生涯学習活動や文化に関

　　　　する事業を開催している団体　

　※文化振興事業として承認された場合は、市内公立

　　文化施設（市民文化会館など）の会場使用料減免や

　　賞状交付などを支援します。

　申込期限＝9/6（金）

　申込み・問合せ＝生涯学習スポーツ課

　　

■放送大学学生募集

　放送大学では2019年10月入学生を募集しています。

　放送大学はテレビ、インターネットを利用して授業

を行う通信制の大学です。

　心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など、

約300の幅広い授業科目があり、1科目から学ぶことが

できます。

出願期限＝第１回8/31（土）　第２回9/20（金）

問合せ＝放送大学愛知学習センター☎052-831-1771

　　　　放送大学ホームページでも受け付けています。

■夏季市民６人制バレーボール大会

　日時＝＝8/4（日）９:15

　場所＝市体育館　

　参加費＝一般１チーム2,000円、中学・高校生１チー  

　　　　　ム1,000円（当日集金）

　申込期限＝７/23（火）20:00

　申込み＝市体育館

　問合せ＝体協バレーボール部

　　　　　都
つ

筑
づ き

 徹
とおる

　☎72‐8043

■第１7回常滑市スポレック大会

　日時＝8/11（祝）9:30

　場所＝市体育館

　種目＝混合ダブルス（女子ダブルス可）

　対象＝スポレック愛好者で健康な人（中学生以上）

　参加費＝１チーム1,000円（保険料含む）　　　　　　

　　　　　※スポレック初心者教室（参加費１人200円

　　　　　　（保険料含む））を同時に開催します。

　申込期限＝7/14(日)（大会・教室とも）

　申込み＝市体育館

　問合せ＝生涯学習スポーツ課

■初心者弓道教室 受講生募集

　日時＝7/19・23・26・30、8/2・6・9・16・20・23（全10

　　　　回）19:00～21：00

　場所＝常滑弓道場（大曽公園内）　

　内容＝弓道の基本である射法八節を学び、監督者の

　　　　下で矢を放つことができるようになります。

　　　　教室終了後、継続者は１年後に１級、あるいは

　　　　初段の取得が目標となります。

　講師＝（公財）日本スポーツ協会公認スポーツ指導員、

　　　　弓道連盟高段者の皆さん

　対象＝市内に在住・在勤の高校生以下の人（経験問わ

　　　　ず）

　参加費＝2,000円（保険料含む、初回時集金）

　申込期限＝7/10（水)

　申込み＝大曽公園管理事務所☎35-2797

　問合せ＝体協弓道部　渡
わ た な べ け い す け

辺恵介☎090‐6367‐2863

■エアロビクス教室

　日時＝7/24～9/11(水曜日、全8回)20:00～21:00

　場所＝市体育館

　対象＝市内に在住・在勤の18歳以上の社会人

　定員＝150人（先着）

　参加費＝2,100円（保険料含む。申込時集金）

　申込期間＝7/3(水)～10（水）

　申込み＝市体育館（20:00まで）

　問合せ＝生涯学習スポーツ課

◆催し物・その他◆
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■ときどき終活講座Ⅱ「相続」

　日時＝7/27（土）10:00～11:30

　場所＝中央公民館 学習室２

　内容＝家族信託コーディネーターとしてもさまざま

　　　　な相続問題の相談活動に取り組んでいる講師

　　　　に、人生後半、安心して暮らすヒントを学びま

　　　　す。

　講師＝林
はやし

 直
な お

子
こ

さん（１級ファイナンシャルプラン

　　　　ニング技能士）

　対象＝一般

　定員＝20人（抽選）※落選者のみ連絡。連絡のない場

　　　　合は、時間どおりにお越しください。

　参加費＝300円（資料代）

　持ち物＝筆記用具、必要な人は水分補給用飲料

　申込期限＝7/21(日)

　申込み＝中央公民館

　問合せ＝生涯学習スポーツ課

夏休み子ども創作教室　ペッタン、フーフーで絵をかこう

　日時＝７/24（水）10:00～12:00

　場所＝中央公民館 美術工作室

　内容＝デカルコマニー（合わせ絵）、ドリッピング（ふ

　　　　き流し）の技法を使って絵をかいてみよう。　

　対象＝小学生

　定員＝24人（先着）

　受講料＝材料費200円（当日集金）

　持ち物＝筆記用具、新聞紙２枚、はさみ、雑巾、のり、

　　　　　水筒、持ち帰り用袋

　作品展示＝7/24（水）～8/31（土）、中央公民館２階廊

　　　　　　下（共同作品のみ）※返却希望の人は、搬

　　　　　　出時（8/31（土）13：00）に取りに来てくだ

　　　　　　さい。

　申込期間＝7/9（火）～10（水）10：00～16：00

　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）

とこなめカルチャークラブ　「リラックスヨガⅡ」

　日時＝8/2・30、9/6・20、10/4、10:00～11:10（金曜　

　　　　日、全５回）

　場所＝市民文化会館 リハーサル室

　　　　※9/20のみ中央公民館和室

　内容＝ゆったりした深い呼吸で心と身体のバランス、

　　　　体幹を整え、日頃の疲れを癒しましょう。　　

　講師＝澤
さ わ

田
だ

智
と も

子
こ

さん（JYIA日本ヨガインストラク　

　　　　ター２級）

　対象＝18歳以上の女性ならどなたでも

　定員＝20人程度（先着）

　参加費＝4,000円（全５回分、申込時集金）

　持ち物＝ヨガマットまたはバスタオル、汗拭きタオル、

　　　　　飲み物、動きやすい服装

　※スマイルポイント（市社会福祉協議会）対象講座で

　　す。

　申込開始＝7/5（金）９:00

　申込み・問合せ＝市民文化会館

　　　　　　　　☎ 35-3111、FAX35-3112

   ホームページ＝https://www.tokoname-bunka.jp/

■夏季市民テニス大会

　日時＝7/21（日）受付８:45（予備日：7/28（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＝市内に在住・在勤・在学、加盟団体所属の人（ペ

　　　　アのうち１人でも可）

　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＝7/7(日)　　申込み＝市体育館

　問合せ＝体協テニス部　内
う ち や ま

山拓
た く

磨
ま

　

                ☎090-4162-8954

※詳細はホームページで

    https://tokonametennis.wixsite.com/tokonameten

　 nis-top

■第5８回市民水泳競技大会

　日時＝9/1（日）　開場9:00　開会式10:00　

   場所＝常滑中学校プール

　種目＝▽一般男子、一般女子の部（中学生含む）

　　　　自由形（50・100・200ｍ）、背泳ぎ（50・100 ｍ）、

　　　　平泳ぎ（50・100ｍ）、バタフライ（50・100ｍ）、

　　　　個人メドレー（200ｍ）

            ▽小学生男子、女子の部

　　　　自由形（50・100ｍ）、背泳ぎ（50ｍ）、平泳ぎ　

　　　　（50ｍ）、バタフライ（50ｍ）

　対象＝市内に在住・在勤・在学の人

　参加費＝一般の部１種目200円、小学生の部１種目

　　　　　100円（当日集金）

　※申込みは１人２種目までです。

　申込期間＝７/20（土）～26（金）

　申込み＝市体育館

　問合せ＝体協水泳部　成
な り

田
た

勝
か つ ゆ き

之☎090-9182-8510

文化会館主催事業

◆生きがい工房まなとこ講座◆

※講座・教室などの内容は変更になる場合があります。

◆文化協会◆

◆スポーツ◆



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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 ◆青少年体験活動支援センター◆

　　　　 ります。　

　講師＝常滑アマチュア無線クラブの皆さん

　対象＝市内の小学３～６年生と保護者

   定員＝各回10組程度（抽選）

　参加費＝1,200円／子ども1人（ラジオ１セット）

　持ち物＝水筒、タオル、筆記用具、汚れてもいい服装

　　　　　（ハンダ付け作業があります）

　②夏のキラキラ和菓子づくり

　　　　～とこなめ焼の急須でいれるお茶とともに～

　日時＝8/3（土）10:00～11:30

　場所＝青海公民館 料理室

　内容＝透明感のある涼しげな夏の和菓子を作り、お

　　　　茶ナビの会の皆さんに常滑焼の急須でのおい

　　　　しいお茶のいれ方を教えてもらいます。　

　講師＝鯉
こ い

江
え

正
ま さ ひ ろ

広さん（一級和菓子技能士・ものづくり

　　　　マイスター）、お茶ナビの会の皆さん

　対象＝市内の小学生と保護者

　定員＝24組程度（抽選）

　参加費＝600円／子ども1人

　持ち物＝水筒、タオル、エプロン、三角巾、布巾２枚、

　　　　　マスク

　③遊び染めでM
マ イ

Yハンカチをつくろう♪

　　日時＝８/９（金）10:00～正午ごろ

　場所＝青海公民館 美術工芸室

　内容＝「板締め」という手法でハンカチに模様をつけ

　　　　る染色を体験します。

　講師＝山
や ま ざ き

崎みつえさん（グループ遊染講師 ※青海公

　　　　民館自主グループ）

　　　　※協力：グループ遊染の皆さん

　対象＝市内の小学３～６年生（保護者の参加も可）

　定員＝18人（抽選）

　参加費＝300円／子ども1人

　持ち物＝水筒、手拭きタオル、新聞１日分、持ち帰り

　　　　　用ビニール袋、はさみ、雑巾3枚、ビニール手

　　　　　袋、汚れてもよい服装

　【①～③共通】

　申込期限＝７/9（火）

　申込み・問合せ＝生涯学習スポーツ課

　　（青少年体験活動支援センター）

　※当選者には案内はがきを送付します。

　※詳細は、学校・公民館で配布するチラシをご覧くだ

　　さい。

■子ども文化教室Ⅱ

　　①「英会話」

　日時＝7/23・30、8/6・20（火曜日・全４回）

            10:00～11:30

　場所＝中央公民館 学習室２

   内容＝英語に親しみながら、英会話の初歩を楽しく学び

　　　　ます。

   講師＝竹
た け も と

本マリビックさん

   対象＝市内に在住の小学３・４年生

   定員＝各学年12人（抽選）

   受講料＝無料

　持ち物＝筆記用具

　　②「陶芸」

　　日時＝7/24・31、8/2・21（全４回）

             10:00～12:00

　場所＝常滑東小学校東館 粘土工作室（7/24・31、　

　　　　8/21）、LIXIL榎戸工場（8/2）

　内容＝常滑の伝統文化のやきもの作りを体験と衛生

　　　　陶器の工場見学。

　講師＝常滑伝統工芸士の皆さん　ほか

　対象＝市内に在住の小学４～６年生

　定員＝20人（抽選）

　受講料＝無料

　材料費＝2,000円（全回分）

　持ち物＝タオル・汚れてもよい服装・水筒

　【①②共通】

　申込期限＝7/7（日）

　申込み＝生涯学習スポーツ課

　※当選者には案内はがきを送付します。

　※詳細は、学校・公民館で配布するチラシをご覧くだ

　　さい。

わくわく体験教室　わくわくサマーチャレンジ！！2019

　①おやこでラジオづくり（スピーカー付き）

　日時＝７/28（日）　午前の部　10:00～正午ごろ

　　　　　　　　　  午後の部　13:30～15:30ごろ

　場所＝中央公民館 美術工作室

　内容＝スピーカーから音の出る「手づくりラジオ」を作

◆講座・教室◆


