◆生きがい工房まなとこ講座◆
■市民活動講座
何か活動を始めるとき、お金の話を避けることはできま
せん。お金の管理、クラウドファンディング、補助金の成功
例など具体的な活動のヒントになる講座です。
日時・内容＝①１月２３日（日）10:00～11:30
市民活動とお金の話
②２月１９日（土）10:00～11:30
休眠預金と市民活動
③２月２７日（日）10:00～11:30
クラウドファンディングの成功例
場所＝中央公民館 学習室２
講師＝①中尾さゆりさん（税理士、認定NPO法人会計税
務専門家）
②青木研輔さん（東大手の会代表世話人）
③水野真由美さん（准認定ファンドレイザー）
対象＝18歳以上の人
定員＝１５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＝１月１６日（日）
申込み＝中央公民館☎35-6311
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◆
■太極拳入門講座（てむ）
日時＝２/５・12・19（土曜日・全３回）10:00～12:00
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。
すぎ え
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講師＝杉江満寿夫さん（健康太極拳てむの会講師・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＝１/27（木）17:00
申込み・問合せ＝生涯学習スポーツ課
■オランダザンスフォークアート入門講座
日時＝２/16（水）9:30～11:30
場所＝中央公民館 美術工作室
内容＝オランダのザンス地方に伝わる民芸絵画の手法で
〝シャビーボードオーバルクラウン″に花や鳥などを
描き、素敵な壁掛けやウェルカムボードを作ります。
やまもと み
ち
こ
講師＝山本美智子さん（フォークアートクラブ講師・中日文
化センター講師）
対象＝18歳以上の人
定員＝12名（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＝1,500円(材料費)
持ち物＝汚れてもよい服装、筆拭き用雑巾（キッチンペー
な か

パーでも可）、エプロン
申込期限＝２/６（日）17:00
申込み・問合せ＝生涯学習スポーツ課

◆文化協会◆
■第36回子ども美術展
募集作品＝絵画、版画、デザイン、工作、彫刻、焼き物など
募集資格＝幼児、小中学生
募集期間＝1/18（火）・19（水）10:00～16:00
※応募用紙は文化協会事務局、各公民館、とこなめ市民
交流センター、児童センター、市体育館にあります。
※受付時に応募者全員に参加賞をお渡しします。
【作品展】
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日時＝２/２（水）～８（火）9:00～21:30（最終日は15:00まで）
場所＝市民文化会館 あなたのギャラリー
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作品の提出先・問合せ＝文化協会事務局（市民文化会館内）

み

☎35-2920（火・水・金曜日10:00
～16:00）
◆文化会館主催事業◆
■文化協会協働事業「第４土曜は文化体験」
令和４年１月から新たな試みとして、毎月第４土曜日に
事前申込なしで各種文化体験ができるようになります。
日時＝１/22（土）14:00～16:00
対象＝どなたでも
申込み＝不要（見学可）
①染色体験
場所＝中央公民館 美術工作室
内容＝ハンカチまたはガーゼの手拭いを染めます。
参加費＝800円（材料費）
持ち物＝ゴム手袋、持ち帰り用の袋
にのみや

問合せ＝文化協会生活文化部（二宮）☎35-６１５０
②舞踊運動体験
場所＝中央公民館 学習室２
内容＝ＮＯＳＳ（日本踊りスポーツサイエンス）
舞踊身体育成法（ドイツ発祥の健康体操）
参加費＝無料
持ち物＝運動のできる服装、タオル
ひら の

問合せ＝文化協会創作舞台芸能部（平野）☎34‐6183

※講座・教室などの内容は変更になる場合があります。
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県障がい者
スポーツ大会結果

■フライングディスク
（ 月 日 豊田市）
▽アキュラシー
１位 藤原康正
２位 牧野顕二郎、齋田牧人、
吉松直輝
▽ディスタンス男子
１位 井上洋平
問合せ 福祉課障がいチーム
☎
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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
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。
◆講座・教室◆
■ヤングハートカルチャースクール
①マスクの下のスキンケアレッスン♪
マスク生活の肌トラブルはありませんか？少しでも快
適に、美しく！自分の肌に合った正しいスキンケアや映え
るマスクメイクのレッスンです♪
日時・内容＝
【第１回】１/29（土）10:00～11:30
「洗顔で変わる！マスク肌荒れに悩まない美肌づくり
レッスン♪」
肌の構造やマスクの下のスキンケアについて学びます。
【第２回】２/５（土）10:00～11:30
「眉で！目元で変わる！マスクでも映えるポイントメイ
クレッスン♪」
メイクのプロによる目の周りのメイクレッスンです。
場所＝市民交流センター 会議室
ひら の ち え み
講師＝平野智巳さん（日本エステティック協会認定エス
テティシャン）
対象＝18歳以上の人
定員＝15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＝各回300円
持ち物＝【１回目】タオル、筆記用具
【２回目】タオル、筆記用具、自立する鏡、普段お
使いのアイシャドウ・眉メイクのためのメイク道具
申込期限＝１/20（木）17:00
申込み・問合せ＝生涯学習スポーツ課
②バレンタインに愛を伝える
「アイシングクッキー」レッスン
２月14日はバレンタインデーです。今は男女に係わらず、
家族や友人などへ感謝を込めてお菓子を贈る人も増えて
います。さあ、手作りのアイシングクッキーで大切な人へ愛
を伝えてみませんか。
日時＝２/11（祝）10:00～12:00
場所＝市民交流センター 会議室
内容＝アイシングクリーム(粉砂糖に卵白等を混ぜたもの）
でいろんな形のクッキーにデコレーションやトッピ
ングの方法を学びます。
ひら た なお こ
講師＝平田直子さん（ALAアイシングクッキー認定講師
･お菓子教室Twinkel主宰）
対象＝市内に在住・在勤・在学の中学生以上の人
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講座・教室、スポーツ、催しものなどを掲載
定員＝15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＝1,000円（材料費含む）
※中高生は材料費（700円）のみ集金。
※材料の準備のため、欠席の場合は事前に連
絡してください。
持ち物＝エプロン、手拭き、クッキーを持ち帰る容器、水分
補給用飲料
申込期限＝２/１（火）17:00
申込み・問合せ＝生涯学習スポーツ課
■子ども文化教室Ⅲ
☆彡光と色のアートを楽しもう☆ミ
①「～紙のステンドグラス～
ローズウィンドウを作ってみよう！」
日時＝２/19（土）10:00～1２:００
場所＝青海公民館 学習室１
内容＝専用の薄い紙を折って切り、広げて重ね合わせる
ことで、光と色の美しさを楽しむペーパーアート、ロ
ーズウィンドウ(外径18㎝)を作ります♪
材料費＝800円
持ち物＝ハサミ、ホッチキス、筆記用具
②「～手洗いが楽しくなる～
キラリ宝石石けんを作ってみよう！」
日時＝３/５（土）10:00～1２:００
場所＝青海公民館 料理室
内容＝透明の石けんベースに好きな色の粉を選んで練
り合わせ、キラキラ透き通ったオリジナル弱酸性ア
ミノ酸石けんを作ります♪
材料費＝800円
持ち物＝お手ふき
【①②共通】
と おやま な

お

こ

講師＝遠山奈穂子さん（光のアートOnde～認定講師・
日本デザイン石けん協会認定講師）
対象＝市内に在住の小学4年生～6年生
定員＝16人（抽選）※当選者には案内はがきを送付します。
申込期限＝２/１(火)
申込み＝生涯学習スポーツ課
※詳細は、学校・公民館で配布するチラシをご覧ください。

◆スポーツ◆
■レクリエーションスポーツ教室
「タスポニー」・パラリンピック正式種目「ボッチャ」
日時＝１/12・19・26、２/２（水曜日・全４回）19:30～21:00
場所＝鬼崎南小学校 体育館
対象＝どなたでも
定員＝20人（先着）
参加費＝一般300円、中学生以下200円（保険料含む）
持ち物＝運動のできる服装、体育館シューズ、水分補給
用飲料
申込期限＝１/９（日）
申込み＝市体育館☎43-5111
たにかわ

問合せ＝体育協会鬼崎支部（谷川）
☎090-7868-5186

