
広報とこなめ 8 月号 （2021） 20広報とこなめ 8 月号 （2021）21

申込み方法＝応募用紙に記入の上、郵送または文化協会

　　　　　　　　　事務局へ持参してください。

②大会の部

日時＝10/２（土）

短歌大会＝10:00（受付９:30）

俳句大会＝13:30（受付13:00）

場所＝中央公民館　学習室２

内容＝当日に短歌は一首、俳句は一句を提出してください。

　　　　 短歌、俳句を出席者の互選により、表彰します。

※今回から、俳句も一句になりますので、ご注意ください。

参加費＝500円

【①②共通】

申込み・問合せ＝文化協会事務局（火・水・金曜日10:00

　　　　　　　　　　　～16:00）☎35‐2920

※応募作品は自作で未発表のものに限ります。

■文化の日記念「文化振興事業」の募集

期間＝10/１（金）～ 11/30（火）

対象＝市内の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事業は、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

　 付などの支援をします。

申込期限＝９/３（金）

申込み・問合せ＝生涯学習スポーツ課　

■染め☆色遊び

日時＝８/７（土）9:30～11:30

場所＝南陵公民館　美術工作室

内容＝板や紐、輪ゴムを使う簡単な技法で、世界に一つし

　　　　 かない自分だけの手ぬぐいやテーブルクロスを染

　　　　 めましょう。

対象＝小学生以上

定員＝12人程度（先着順）

参加費＝次の①～③からお好きな材料を選んでください。

　　　　　　（当日集金）

　　　　　　①ガーゼ手ぬぐい１枚800円

　　　　　　②綿ローンハンカチ１枚800円

　　　　　　③綿テーブルクロス(1m×1m程度）１枚1,200円

持ち物＝ゴム手袋、ビニール袋

申込期間＝８/３（火）～６（金）

申込み・問合せ＝文化協会事務局（火・水・金曜日10:00

　　　　　　　　　　　～16:00）☎・FAX35‐2920

■第20回常滑文芸コンクール

①募集の部

募集期間＝８/20（金）～９/３（金）（消印有効）

内容＝短歌、俳句、川柳を募集し、選者により審査後、大　

　　　　 会にて表彰します。また、学生の場合は、学生の部

　　　　 の応募用紙でお申し込みください。

参加費＝無料

※講座・教室などの内容は変更になる場合があります。

◆催し物・その他◆

認知症地域カフェのご案内

日時 場所 対象 参加費 問合せ

よろまいせいかい
（予約不要）

８月１２日 （木）
10 ： 00 ～ 11 ： 45
（毎月第２木曜日）

青海公民館 どなたでも
２00 円
( 飲み物・お菓子代）

オレンジ会事務局
☎ 080-9532-3865

よろまいなんりょう
（予約不要）

８月２０日 （金）
10 ： 00 ～ 11 ： 45
（毎月第 3 金曜日）

南陵公民館 どなたでも
２00 円
( 飲み物・お菓子代）

オレンジ会事務局
☎ 080-9532-3865

カフェ常滑屋

（予約不要）

８月１７日 （火）
14 ： 00 ～ 15 ： 30
（毎月第３火曜日）

常滑屋　
（栄町３丁目111）

認知症の人を介護
する家族

500 円
（喫茶のドリンク代）

常滑屋　
☎ ・ FAX35-0470

オニカフェ

（予約不要）

８月２５日 （水）
13 ： 30 ～ 15 ： 00
（毎月第 4 水曜日）

とこなめ市民交
流センター

認知症介護家族 ・
本人など

100 円
（飲み物代）

北 ・ 中部高齢者
相談支援センター
☎ 43-0662
FAX43-0839

※「カフェあかり」、「カフェまえやま」については再開時、改めてご案内いたします。

◆文化協会◆



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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■「第15回愛知県市町村対抗駅伝競走大会」

　 常滑市代表選手選考会

日時＝８/28（土）、９/５（日）９:00～※予備日９/18（土）

※２日間とも参加できますが、１日でも参加可能です。

場所＝市体育館　芝生広場周り

種目＝①一般男子5.3㎞　

　　　　 ②一般女子2.85㎞　

　　　　 ③40歳以上（男女不問）2.85km

　　　　 ④ジュニア男子4.25㎞ ⑤ジュニア女子3.55㎞

　　　　 ⑥中学生男子3.55㎞　 ⑦中学生女子2.85㎞

　　　　 ⑧小学生男子1.45㎞　 ⑨小学生女子1.45㎞

※市代表選手のチーム編成は、小学生男女・中学生男女

　　・ジュニア男女（H15/４/２～H18/４/１に生まれた人）・

　 一般男女(H15/４/１以前に生まれた人)および40歳以上

　 （Ｓ５６/１２/4以前に生まれた人。男女不問）の選手９人と

　 補欠９人です。

※駅伝大会は「愛・地球博記念公園」内を発着点とする周

　 回コースで、12/４（土）に開催されます。また、大会当日

　 はテレビ放送が予定されています。

対象＝市内に在住の人、市内中学校出身の人

参加費＝無料

申込期限＝８/20（金）

申込み＝市体育館、青海・中央・南陵の各公民館(ＦＡＸ可)

問合せ＝生涯学習スポーツ課

■「太極拳入門講座」（せんと）

日時＝９/３・10・17（金曜日・全３回） 19:00～21:00

場所＝中央公民館　会議室

内容＝深い呼吸法と柔軟な動作から生み出された健康　

　　　　 法である太極拳の初歩を学びます。

講師＝杉
す ぎ

江
え

満
ま

寿
す

夫
お

さん（健康太極拳せんとの会講師・ＮＰ

　　　　 Ｏ太極拳養心会副理事長）

対象＝18歳以上の人

定員＝10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＝無料

持ち物＝身軽な服装、筆記用具、タオル、水分補給用飲料

申込期限＝８/25（水）17:00

申込み・問合せ＝生涯学習スポーツ課

■生きがい工房セミナー

　「ロマン溢
あふ

れる神話の世界、尾張名古屋の聖地"熱田神宮"」

日時＝８/21（土）10:00～11:30

場所＝中央公民館　学習室２

内容＝1900年の歴史を誇る熱田神宮の魅力を秘蔵映  

　　　　 像を見ながら学びます。この講座に関連して、『熱　

　　　　 田歴史の街歩き』を今秋に開催予定です。

講師＝草
く さ

薙
な ぎ

典
て ん

龍
りゅう

さん（東海道シンポジウム宮宿大会実行

　　　　 委員会顧問。生粋の熱田っ子）

対象＝18歳以上の人

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（資料代含む）

持ち物＝筆記用具、水分補給用飲料

申込期限＝８/14日（土）

申込み＝中央公民館☎35-6311

問合せ＝生涯学習スポーツ課

■市民大学講座

　 「知多半島の産業史 中島飛行機の終戦」

日時＝８/28日（土）10:00～11:30

場所＝中央公民館　視聴覚室

内容＝先の大戦中、最新鋭の軍用機を生産した中島飛行

　　　　 機半田製作所。戦後は再建に向けた興銀との熾烈

　　　　 な戦いを通じ、戦中戦後日本の裏の歴史が浮かび

　　　　 上がる。「中島飛行機」を舞台に歴史を学びます。

講師＝西
に し

まさるさん（作家・編集者）

対象＝18歳以上の人

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（資料代含む）

持ち物＝筆記用具、水分補給用飲料

申込期限＝８/20（金）

申込み＝中央公民館☎35-6311

問合せ＝生涯学習スポーツ課

■はじめてのミニ四駆教室

日時＝８/８（祝）10:00～12:00

場所＝青海公民館　講義室

内容＝ミニ四駆キットを組み立てて、設営したコースで走

　　　　 行会を行います。

対象＝小学生とその保護者

定員＝10組（先着順）

参加費＝1,000円/1組（ミニ四駆キット1台・単三乾電池2個）

協力＝なごネット

申込期限＝８/1（日）21:00

申込み・問合せ＝青海公民館☎43-6622(電話のみ)

◆スポーツ◆

　 講座・教室などではマスクの着用、また、発熱などの

体調不良の場合は参加の自粛をお願いします。

◆生涯学習スポーツ課協賛公開講座◆

◆生きがい工房まなとこ講座◆

◆公民館自主事業◆


