
講 座 ・ 事 業 申 込 の ご 案 内
■受講資格　市内にお住まいの方・お勤めの方。または、市内の学校に通学している方で、各講座ごとに定める対象者。
　※講座プログラムの対象者の「一般」とは、15歳以上の方（中学生を除く）です。
■申し込み方法
☆インターネットによる申し込み

⇒「名古屋市電子申請サービスへのリンク ┃ NESPA」をクリック ⇒「昭和生涯学習センター」を選択 ⇒ご希望の講座・事業を選択
☆往復はがきによる申し込み
　《往復はがき記入例》◎往復はがき１通につき１講座ずつ申し込みください。（１講座につき１通のみ有効）

※名古屋市外にお住いの方は、勤務先または通学先の所在地の区名を⑤その他にご記入ください。
○申込締切日必着です。
○応募者が定員を超えた場合、申込締切日の翌日に抽選を行い、返信用はがきまたは電子メールで結果をお知らせします。
○定員に満たない講座は、申込締切日以降も事務室で受付けます。
○受講が決まった方は、返信はがきまたは電子メール記載の期限までに事務室で受講手続きを行ってください。
　受講を辞退される方は、必ず昭和生涯学習センターまでご連絡ください。
○一度納められた受講料・教材費等は、原則、払い戻しできません。
○講座受講の権利を他の方に譲渡することはできません。受講できるのは当選者ご本人に限ります。
○また、介助者を除き受講者以外の方の同伴はできません。
○申し込みの際の個人情報は、本講座以外の目的には利用いたしません。

曜日 時間帯 講　座　名 対　象 定　員 申込締切日

月 午前

〈親学関連講座〉
【名古屋柳城女子大学・名古屋柳城短期大学共催】

発見いっぱい　１歳児の成長
～親子で遊んで、学んで、育ちあい～

１歳児と
その保護者 ６組

９/22 ㈭

火 午前
【鶴舞中央図書館共催】
英文学の変遷を学ぶ

～時代背景と結び付けて～
一般 20人

水・木 午前
〈なごや学マイスター講座〉

花からつながる仲間との出会い
～花と仲間もいっぱいに緑化活動してみませんか～

一般
（受講後、マイスター
として活動したい方）

15 人

金 午前
〈なごや学〉

「鶴舞公園」に親しもう
～歴史・建物・自然の魅力を感じて～

一般 20人

金 午後 【名古屋市立大学看護実践研究センター共催】
自分の足で歩き続けるために 一般 30人

火 午前 託児ボランティア養成講座
～子どもたちと親のつながりをサポート！～

一般
（託児ボランティアと
して活動したい方）

15 人
11/24 ㈭

木 午前 自分の言動、みつめてみませんか
～一人ひとりが大切にされるまちをめざして～

一般 15人

　※ 上記の講座は全て、往復はがきか電子申請サービスによる申し込みです。（申し込み方法 裏面）

講座・事業のご案内
令和４年度後期　昭和生涯学習センター

ショウちゃん

自主学習グループが開設する講座 この講座は、昭和生涯学習センターで活動する自主学習
グループが主催し、企画から運営までを行うものです。

曜日・時間 水　10：00～12：00 金　13：30～16：00 土　９：00～12：00 土　13：30～16：00
主催グループ かつら木会Ⅱ 昭和健康マージャン 板前塾 昭和カムカムハーモニー
講 座 名 楽しい木彫り 健康マージャン入門 男の料理 ハーモニカで、ハーモニー！
期 間 ２／15 ～３／15 ２／10 ～３／10 ２／18 ２／18 ～３／11
対象・定員 一般・５人 一般・20人 一般男性・10人 一般・３人
受 講 料 1,200円（３回分） 2,000円（５回分） 2,000円（１回分） 1,500円（４回分）

持 ち 物 筆記用具・エプロン・彫刻刀 筆記用具 エプロン、ふきん２枚、マス
ク着用

複音ハーモニカC調（お持ち
でない方は、相談ください。）

講 座 の
あらまし

木彫教室の先輩から一言
楽しいですよ！　苦労しても作
品がひとつひとつできますよ！

認知症予防に効果がある健康マー
ジャン、麻雀を通して一緒に脳トレ始
めてみませんか。経験者も歓迎です！！

レシピをもとに男性のみの
メンバーで楽しく、料理に興
味を持ってもらう。

・ハーモニカの基礎と音階
・メンバーの演奏を聴いて学ぶ
・易しいメロディを吹いてみる

学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム

①２/15（水）
図案を写す。彫刻刀の使
い方。
②３/１（水）
彫り始め。
③３/15（水）
仕上げ

①２/10（金）
麻雀用具の説明、脾の並
べ方捨て方、対局実戦
②２/17（金）
脾効率重視の打ち方、対局実戦
③２/24（金）
脾効率重視の打ち方、対局実戦
④３/３（金）
他家からのリーチ対応、対局実践
⑤３/10（金）
役の紹介・復習、対局実戦

①２/18（土）
季節の料理をつくる

①２/18（土）
ハーモニカの基礎と音階
練習。「歓びの歌」
②２/25（土）
ハーモニカの基礎と音階
練習。「歓びの歌」
③３/４（土）
美しいメロディとハーモニー
を奏でる。「おぼろ月夜」
④３/11（土）
美しいメロディとハーモニー
を奏でる。「おぼろ月夜」

会 場 第２集会室 第２集会室 料理室 第３集会室
応募方法 往復はがき（下記記入例を参照）往復はがき（下記記入例を参照）往復はがき（下記記入例を参照） ２月18日（土）13：00より

第３集会室にて受付。締 切 日 １月20日（金）必着 １月20日（金）必着 １月20日（金）必着

●開館時間は９：00～21：00（日曜、祝休日は９：00～17：00）です。
●毎月第２水曜日と第４月曜日、年末年始（12／29～１／３）は
休館日です。
●駐車場のご利用は有料（１回300円、30分以内無料）です。
　駐車台数には限りがありますので、できるだけ公共交通機関を
ご利用ください。
●地下鉄　鶴舞線「御器所」下車　②番出入口　南約300ｍ
　　　　　桜通線「御器所」下車　③番出入口　南東約300ｍ
●市バス　金山26号系統[右回り・左回り]金山～金山
　　　　　昭和巡回系統（昼間運行）恵方町下車　東約100ｍ

名古屋市昭和生涯学習センター
　〒466-0023　昭和区石仏町１丁目48番地
　 電話：852-1144　FAX：852-1143
　 指定管理者：(公財）名古屋市教育スポーツ協会（NESPA）

名古屋市教育スポーツ協会（N
ネ ス パ

ESPA）主催事業
　・申し込みは、「講座・事業申し込みのご案内」を参考に、往復はがきまたは電子申請サービスでお申し込みください。
　・NESPA主催事業は災害補償制度を設けております。　・現地学習での交通費等は自己負担となります。
　・ワンコイン講座と利用料金 1000円のNESPA Day をご利用ください。

N
ネ ス パ

ESPA D
デ ー  

ay（自主開館日）のお知らせ
　名古屋市より指定管理者として、昭和生涯学習センターの施設の運営・管理を（公財）名古屋市教育スポーツ協
会が行っております。名古屋市教育スポーツ協会は、上記のNESPA主催事業を始め、市民の皆様に一層の学習機会
を提供するため、下記の自主開館を予定しております。ぜひ、ご利用ください。

【開館日】７月～11月の第４月曜日【開館時間】午前９時～午後５時

ボッチャをやってみよう
　東京パラリンピックで注目された「ボッチャ」は、だれでも気
軽に楽しめるユニバーサルスポーツです。これまでボッチャをやっ
たことのない人や、ボッチャをやってみたい人でも楽しめます。
◇日　時：12月18日（日）
　　　　　10:00～12:00 　 
◇対　象：小学生以上(小学生は保護者同伴)
◇定　員：24人　 
◇講　師：（公財）名古屋市教育スポーツ協会職員
◇受講料：無料
◇教材費：無料
◇会　場：昭和区役所講堂　 
◇締　切：９月22日（木）必着 
【安心・安全で快適なまちづくり推進協議会共催】

  公開講座のご案内
足腰との付き合い方足腰との付き合い方
～病気の基本知識とその対策～　～病気の基本知識とその対策～　　

老いに対する老いに対する
自分の言動を自分の言動をみつめてみませんかみつめてみませんか　　

乳幼児期の乳幼児期の
発達について学びましょう発達について学びましょう
～一人ひとりに寄り添うために～　～一人ひとりに寄り添うために～　　

日　時： 令和５年１月13日（金） 
14:00～16:00

講　師： 名古屋市立大学大学院 
医学研究科　助教　小林　真

会　場： 名古屋市立大学桜山キャンパス
看護学部棟　西棟講義室A

（主催講座「【名古屋市立大学看護実践研
究センター共催】自分の足で歩き続ける
ために」の第１回を公開します。）

日　時： 令和５年１月26日（木） 
10:00～12:00

講　師： 一般社団法人「注文をまちがえる料理店」
理事長  
株式会社大起エンゼルヘルプ
取締役　和田　行男

会　場： 昭和生涯学習センター  視聴覚室
（主催講座「自分の言動、みつめてみま
せんか～一人ひとりが大切にされるまち
をめざして～」の第１回を公開します。）

日　時： 令和５年１月31日（火） 
10:00～12:00

講　師： 愛知県立大学　教育福祉学部　
准教授　瀬野　由衣

会　場： 昭和生涯学習センター　 
視聴覚室

（主催講座「託児ボランティア養成講座
～子どもたちと親のつながりをサポー
ト！」の第１回を公開します。）

定員60人 定員30人 定員30人

開始１時間前から先着順で整理券を配布します。
整理券なしでの入場はできません。 参加無料・事前申込不要

フォカッチャをつくろう
　イタリア料理でお馴染みのフォカッチャ（ジャガイモのパン）。
シンプルだけど小麦本来の味を感じられて後を引くおいしさです。
そのパンを、みんなで楽しく作ってみませんか。
◇日　時：２月25日（土）
　　　　　10:00～12:00 　 
◇対　象：中学生以上
◇定　員：24人　 
◇講　師：イーストの会代表　浅野由美子　 
◇受講料：500円 　 
◇教材費：400円
◇会　場：料理室
◇締　切：２月１日（水）必着 　 　 　 

アンニョンハセヨ♪からはじめる韓国語
　日常の挨拶や簡単な会話、ハングルについて学びます。今回
は１回500円（ワンコイン）で手軽に韓国語をはじめられるよ
うにしました。ぜひ参加してください。
◇日　時：２月25日（土）、３月４日（土）
　　　　　13:30～15:00 　 
◇対　象：中学生以上　　◇定　員：15人　 
◇講　師：名古屋ハングルサラン学校代表 

崔（チェ）　ジユン
◇受講料：1,000円（２日分）　 
◇教材費：無料
◇会　場：第２集会室
◇締　切：２月１日（水）必着 　 

親子孫で楽しくバルーンアートづくり
　子どもから高齢者まで誰でも楽しめるバルーンアート。今回
は、初心者にも作りやすい「うさぎ」を作ります。バルーンアー
トを通して、家族で楽しく思い出も作ってください。
◇日　時：３月18日（土）
　　　　　10:00～11:00 　 
◇対　象：小学３年生～６年生とその家族
◇定　員：10組（１組は３人まで）　 
◇講　師：風船くらちゃん　
◇受講料：700円（１組）
◇教材費：300円（１人）　 
◇会　場：視聴覚室
◇締　切：２月１日（水）必着 

一緒に探してみませんか？一緒に探してみませんか？

生涯学習相談生涯学習相談 相談場所：当センターロビー無料

定年後は
ボランティアをしたい

誰かと一緒に学びたい、
つながりたい

体を動かしたい
趣味がほしい

☆生きがい

☆楽しみ

☆仲間

☆資格
介護や福祉 、パソコンの
資格が取りたい

ツイッター

あいモン Twitter
フォローお願いします。
　教育委員会生涯学習課からの
お知らせやおすすめ情報などを、
あい・あい・あいさつ活動のマ
スコット「あいモン」
が元気なあいさつとと
もにツイートします。

あいモン
　生涯学習に関する知識が
豊富なアドバイザーがあな
たの「？」を伺い、必要な
サポートをします。「悩み」
や「疑問」を解消して、自
分に合った生涯学習をス
タートしてみませんか。各
種の講座を御紹介します。
※ 日程については、センターへ
お問い合わせください。

第42回
昭和生涯学習センターまつり
日時：10月８日（土）10:00～16:00
　　　10月９日（日）10:00～15:30
会場：昭和生涯学習センター
　昭和生涯学習センターや地域で自主
的な活動をしているグループの皆さん
の学習成果発表会です。

（公財）名古屋市教育スポーツ協会職員

15人　 

〈親学関連講座　幼児教育講演会〉　〈親学関連講座　幼児教育講演会〉　子育てのこと　てぃ先生にきいてみ！子育てのこと　てぃ先生にきいてみ！　　
日　時：令和５年３月18日（土） 

10:30～12:00（10:00開場予定）
内　容：講演（会場・オンラインともに） 

その後トークセッション（会場のみ）
講　師：現役保育士　てぃ先生　　会　場：イーブルなごや　　　
申　込：電子申請または往復はがきにて。 

２月20日（月）締切日必着
受講料：無料
託　児：生後６か月～就学前のお子さん（３月18日時点）（費用50円）　

定員160人（託児20人）

※①事業名 幼児教育講演会 ②郵便番号・住所 ③氏名（ふり
がな） ④連絡先（電話番号等） ⑤受講方法（会場 または 
オンライン）どちらかを明記 ⑥託児希望者はお子さんの
名前（ふりがな）・生年月日

※返信（表面）には、返信先の住所、氏名をご記入ください。
　送付先　〒461-0001　
　名古屋市東区泉１-１-４　名古屋市教育館６Ｆ　
　名古屋市教育委員会生涯学習課（分室）

※ 保護者向けのお話です。託児対象の
お子さんは託児をご利用ください。

令和４年10月15日（土）～令和５年１月15日（日）は工事のため全館休館になります。
※工事の進行状況によっては、休館の期間が変更になることがあります。※電話での応対は可能です。

〒466-0023

【往信】
名古屋市昭和区
石仏町１-48
昭和生涯学習

センター行

何も記入しないで
ください。

（返信の裏）

63

【返信】
受講希望者住所
受講希望者氏名

①講座・事業名
②〒　住所
③名前（ふりがな）
　年齢
④電話番号
⑤その他

（往信の裏）

63 ⬇携帯電話から
かんたんアクセス

検  索名古屋市電子申請サービス



本のひろば自遊らんど
子どもが本を借りたり、読んだりするだけでなく、手
あそびや工作などもできる、自由に遊べる広場です。
・開催日： 10 月３日（月）、１月 16日（月）、

２月６日（月）・20日（月）、
３月６日（月）・20日（月）　

・時　間：11:00 ～ 12:00
・対　象：赤ちゃんから小学６年生まで
・定　員：６人　
・会　場：フクロウの部屋
※開催の詳細は、下記ホームページでご確認ください。
　https://www.c-sqr.net/c/cs91649

子育てわいわいサロン
３か月から３歳児未満のお子さんをおもちの方が
親子で交流できる場です。
・開催日：１月19日（木）、２月16日（木）、３月16日（木）　
・時　間：10:00 ～ 11:30
・対　象：３か月から３歳未満の子とその保護者
・定　員：５組　
・会　場：第１・２和室
※ １月19日（木）と３月16日（木）は『子育て相談』
も行っています。

【昭和区子ども会育成連絡協議会共催】

里山ふれあい体験会里山ふれあい体験会
◇日　時：11月27日（日）
　　　　　①10:00～11:00（森の自然観察会）

②11:00～12:00（森のクラフト教室）
　　　　　※ 雨天の場合は①10:00～11:30（森の自然

観察会）のみとなり森のクラフト教室は
中止します。

◇会　場：八事山興正寺公園
　　　　　興正寺五重塔前 集合
◇対象・定員：小さいお子さんからおとなまで・20人

幼児は保護者同伴
◇講　師：自然観察指導員　篠田　陽作
※事前申込不要当日先着順・参加無料

主催事業のお知らせ

■講師等の都合により、講座日程や学習プログラム等を変更する場合がありますので、 予めご了承ください。
■講座では、毎回筆記用具をお持ちください。
■傷害保険の設定をしておりません。必要な方は、各自でご加入ください。
■手話通訳・要約筆記等による学習サポートを必要とされる方は、講座・事業実施日の２週間前までにご相談ください。
■講座を欠席される場合は、昭和生涯学習センターまでお知らせください。
■講座中の録画・録音・撮影等はお断りしています。また、資料の無断転用・複製等もできません。
○現地学習へは、当日の天候をもとに動きやすい服装・履き物でご参加ください。また、飲み物もお持ちください。
○現地学習は、現地集合・現地解散となります。現地までの交通費や有料施設への入場料などは受講者の自己負担とな
ります。
○現地学習の集合場所へは、講座開始時間の10分ぐらい前を目安に、時間に余裕をもってお集まりください。
○荒天等により現地学習を中止・延期、開始時間変更または座学に変更となる場合があります。
　講座開始の２時間前を目安に決定しますので、昭和生涯学習センターまでお問い合わせください。

各講座共通事項各講座共通事項
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための新項目

□新型コロナウイルス感染症対策として、講座・事業の定員を減らして開催します。
□公開講座は、当日、講座開始１時間前から先着順で整理券を配布します。整理券をお持ちでない方は、入場できませ
んのでご了承ください。
□実施時期の新型コロナウイルス感染症などの状況により、公開講座の定員を変更することがあります。詳しくは館内
表示などでご確認ください。
□受講にあたっては、感染症対策としてマスクの着用、検温、手洗いを行ってください。発熱のある方、体調不良の方
は受講できませんのでご了承ください。

【昭和区安心・安全で快適なまちづくり推進協議会共催】

ショウちゃんとあげよう！“ショウちゃん凧”“ショウちゃん凧”
　親子で作った「ショウちゃん凧」が空を舞う！凧作
りが初めての方も大歓迎です！
◇日　時：11月26日（土）
　　　　　①10:00～12:00（凧づくり）

②13:30～15:00（凧あげ）
（雨天時は凧づくりのみ）

◇会　場：①昭和区役所会議室・②川名公園
◇対　象：４歳から中学生までの子どもとその保護者・
　　　　　10組（保護者１人に対して子ども２人まで）
◇講　師：日本の凧の会　研谷　厚
◇教材費：１セット500円（子どものみ）
◇申込み：往復はがきまたは電子申請

９月22日（木）必着

　　　　　10組（保護者１人に対して子ども２人まで）

１セット500円（子どものみ）

①
10
／
17

【現地学習】
１歳児の親子関係

～人への愛情、信頼を育むために～

名古屋柳城短期大学教授
野崎　真琴

②
10
／
24

【現地学習】
人はいつから音楽が好き？
～親子で楽しむ音と

音楽あそびのヒント～

名古屋柳城短期大学講師
扶瀬　絵梨奈

③
10
／
31
【現地学習】
遊んで育つ！玩具の魅力

名古屋柳城女子大学講師
山本　聡子

④
11
／
７

【現地学習】
親子で楽しむ絵本の世界
～いつまでも心に残る

絵本体験を共に～

名古屋柳城女子大学教授
村田　康常

Webナビなごや 検索
　生涯学習センター・
イーブルなごやの講座・
事業、空室状況、ボラ
ンティア、グループ、
会場等の情報を調べる
ことができます。

①
11
／
８

【現地学習】
近代英語成立以前の
英文学とその影響

元名古屋大学大学院人文学研究科
准教授

渡辺　美樹
②
11
／
15

【現地学習】
シェイクスピアの時代を
告げるルネサンスの英文学
元名古屋大学大学院人文学研究科

准教授
渡辺　美樹

③
11
／
22

【現地学習】
「長い18世紀」における
イギリス国民像形成

～小説の勃興からジェイン・オースティンへ～
元名古屋大学大学院人文学研究科

准教授
渡辺　美樹

④
11
／
29

【現地学習】
ロンドンの歴史と
ヴィクトリアの光と影
元名古屋大学大学院人文学研究科

准教授
渡辺　美樹

⑤
12
／
13

【現地学習】
ヴィクトリア女王とその
治世下でつくられた伝統
元名古屋大学大学院人文学研究科

准教授
渡辺　美樹

⑥
12
／
20

【現地学習】
世紀末とジャポニズムの

時代
元名古屋大学大学院人文学研究科

准教授
渡辺　美樹

①
10
／
６
（
木
）

【現地学習】
花咲くまちを
つくりましょう！

～パンジー苗のポットあげ体験～
ゆめ緑道ごきそ花苗育成部会長

森　康子
②
10
／
12
（
水
）

【現地学習】
まちなかにある緑の
素晴らしさ

～「ゆめ緑道ごきそ」の魅力～
自然観察指導員
篠田　陽作

③
10
／
19
（
水
）

【現地学習】
お花が喜ぶ土づくりの

原理
～花を育てる根の成長と栄養～
名古屋市立大学名誉教授　根研究学会会員

谷本　英一
④
10
／
26
（
水
）

【現地学習】
広げよう地域の仲間へ
～ゆめ緑道ごきその看板づくりと組手什
（くでじゅう）を使ったものづくり体験～

ながさか株式会社
長坂　洋

⑤
11
／
10
（
木
）

【現地学習】
昭和区を花と緑と笑顔が
あふれるまちに！

～ごきそ緑道で花苗植え体験～
ゆめ緑道ごきそ代表
岩田　秀明

⑥
11
／
16
（
水
）

【現地学習】
花も夢もいっぱいに

～語り合いながら、春まで楽しむ
寄せ植えづくり～

園芸福祉士
酒井　まり子

①
１
／
26

【公開講座】
老いに対する自分の言動
をみつめてみませんか

一般社団法人「注文をまちがえる料理店」理事長、
株式会社大起エンゼルヘルプ取締役
和田　行男

②
２
／
２

「障がい」に対する
自分の言動を

みつめてみませんか

作家
加藤　一秀

③
２
／
９

多様な性に対する
自分の言動を

みつめてみませんか

一般社団法人ELLY
進藤　夏葉

④
２
／
16

同和問題（部落差別）の
歴史について

みつめてみませんか

元愛知県人権教育研究会会長
⻆　紘昭

⑤
３
／
２

同和問題（部落差別）の
現状について

みつめてみませんか

元愛知県人権教育研究会会長
⻆　紘昭

⑥
３
／
９

一人ひとりが
大切にされるまちを
実現するには

名古屋市教育委員会
人権教育室主査

①
10
／
28

【現地学習】
鶴舞公園の
成り立ちや歩み

鶴舞公園所長
佐々木　辰夫

②
11
／
４

【現地学習】
自然と融和する
鶴舞公園の建築物

昭和区案内人クラブ
③
11
／
11

【現地学習】
鶴舞公園周辺にある
パブリックアート

NPO炎舞「美術を楽しもう」代表
辻村　とき子

④
11
／
18
【現地学習】
鶴舞公園の自然を感じる

鶴舞公園所長
佐々木　辰夫

⑤
11
／
25
【現地学習】
公園管理の裏側を知る

鶴舞公園所長
佐々木　辰夫

①
１
／
31

【公開講座】
乳幼児期の発達について

学びましょう
～一人ひとりに寄り添うために～

愛知県立大学教育福祉学部准教授
瀬野　由衣

②
２
／
７子どもと大人のつながり

～託児ボランティアについて知ろう～

託児の会「たんぽぽ」
櫻井　眞弓

③
２
／
14

おちついて！
～事故予防と応急手当について

知ろう～

日本赤十字社愛知県支部
幼児安全法指導員

④
２
／
21 心と体をつなぎましょう～リズム遊びで楽しみながら～

リトミック研究センター認定講師
天木　悠有子

⑤
２
／
28

つなげよう！
子育て支援の輪

～託児ボランティアを出会いに～

池内わらべ保育園職員
佐々木　和絵

①
１
／
13

【公開講座】【現地学習】
足腰との付き合い方
～病気の基本知識とその対策～

名古屋市立大学大学院医学研究科
助教

小林　真
②
１
／
27

【現地学習】
活き活きとした体づくり

①運動について考える

名古屋市立大学病院
リハビリテーション技術科　理学療法士

石黒　真衣
中村　祐実

③
２
／
３

【現地学習】
活き活きとした体づくり
②食事・運動の考えを深める

名古屋市立大学大学院看護学研究科
准教授

小田嶋　裕輝
④
２
／
17

【現地学習】
活き活きとした体づくり
③自分の身体機能を知る

名古屋市立大学大学院看護学研究科　
准教授

原沢　優子
小山　晶子

eねっとなごや 検索

｢親学｣｢なごや学｣｢現代
的課題｣の講座をイン
ターネットで「いつで
も」「どこでも」受講す
ることができます。

「なごや学マイスター制度」は生涯学習セ
ンターで実施する「なごや」の歴史・文化・
自然に関する〈なごや学マイスター講座〉
を受講後に、その活動に応じて「マイスター」
として認定していく制度です。

申し込み締切 ９月 22日（木）〈必着〉までに申し込み 11月 24日（木）〈必着〉までに申し込み

曜日・時間 月　10：00～ 12：00 火　10：00～ 12：00 水・木　10：00～ 12：00 金　10：00～ 12：00 金　14：00～ 16：00 火　10：00～ 12：00 木　10：00～ 12：00

講 座 名

〈親学関連講座〉
【名古屋柳城女子大学・名古屋柳城短期大学共催】

発見いっぱい  １歳児の成長
～親子で遊んで、学んで、育ちあい～

【鶴舞中央図書館共催】 〈なごや学マイスター講座〉 〈なごや学〉 【名古屋市立大学看護実践研究センター共催】 自分の言動、
みつめてみませんか

～一人ひとりが大切にされる
まちをめざして～

英文学の変遷を学ぶ
～時代背景と結び付けて～

花からつながる仲間との出会い
～花と仲間もいっぱいに

緑化活動してみませんか～

「鶴舞公園」に親しもう
～歴史・建物・自然の

魅力を感じて～

自分の足で
歩き続けるために

託児ボランティア養成講座
～子どもたちと親の

つながりをサポート！～

期 　 間 10/17～11/７ 11/８～12/20 10/６～11/16 10/28～11/25 １/13～２/17 １/31～２/28 １/26～３/９

対象・定員 １歳児と
その保護者・６組 一般・20人 一般（受講後、マイスターとして

活動したい方）・15人 一般・20人 一般・30人 一般（託児ボランティアとして
活動したい方）・15人 一般・15人

費
用
受講料 1,200円 1,800円 無料 1,500円 900円 無料 無料
教材費等 ― ー 1,500円 ー ー 53円 ー

講 座 の

あらまし

子どもは、１歳になると、言葉や
音、色や絵、体を使った遊びなど、さ
まざまなものに関心を示すようになり
ます。また、感情も豊かに育ち、行動
範囲も広がります。同年齢の子どもを
もつ親同士で、情報交換をして交流を
深めながら、１歳児との関わり方につ
いて一緒に考えてみましょう。

多くの人々に読み継がれている世界
の文学作品。本講座では、英国の文化
や歴史、作品が執筆された当時の時代
背景と英文学の変遷を結び付けて学ん
でいきます。
本講座は、鶴舞中央図書館と共催し
て行います。

ごきそ緑道や川名公園にある花壇は、
私たちの心に、潤いと安らぎを与えて
くれます。「ゆめ緑道ごきそ」の方と一
緒に、花壇づくりの方法や花を育てる
魅力を学び、あなたも「さわや花、に
こや花、花いっぱいマイスター」の活動
を通して仲間づくりをしてみませんか。
本講座は、「ゆめ緑道ごきそ」との協
働による講座です。

明治42年に名古屋市が設置した最
初の公園として設置した「鶴舞公園」。
本講座では鶴舞公園の歴史、建物、自
然などについて学びます。普段訪れた
だけでは感じることのできない鶴舞公
園のさまざまな魅力をともに感じませ
んか。

新型コロナウイルス感染症のまん延
により体を動かす機会が少なくなりが
ちな今。活動機会の減少は、私たちの
心身機能の低下に影響すると言われて
います。いつまでも自分のことは自分
でできる生活を送るために、運動や栄
養を中心とした体づくりのコツについ
て学び、日常生活の中で実践する力を
身につけましょう！

「子どもが好きな方」「何か子どもに関わ
る活動がしたい方」「ボランティアに興味
のある方」、託児グループ「おひさま」と
一緒に活動しませんか。本講座では、子ど
もの心や体の発達、緊急時の対処法など、
託児ボランティアに必要な知識やスキルを
学びます。託児ボランティアについて知る
ことで、子育て支援にかかわる仲間とのつ
ながりをつくりましょう。本講座は、託児
グループ「おひさま」と協働で行います。

本講座では「高齢者」「障がい者」
「性的少数者」「同和問題（部落差別）」
に関わる人権問題を事例として学ぶこ
とを通して、自分の言動と人権とのつ
ながりについて考えます。一人ひとり
が大切にされるまちを実現するために、
本講座を通して、自分の言動をみつめ
る機会にしませんか。

学

習

プ

ロ

グ

ラ

ム

・

講

師

（

敬

称

略

）

会 場 名古屋柳城短期大学／
名古屋柳城女子大学 現地学習（鶴舞中央図書館） 現地学習 現地学習（鶴舞公園） 名古屋市立大学桜山キャンパス  

看護学部棟  西棟講義室A
第１回～第４回　視聴覚室
第５回　第１集会室 視聴覚室


