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※「まなびぃあいち」は、愛知県生涯学習情報システム「学びネットあいち」でもご覧いただけます。
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特集
–

～日進市における自主防災組織の活動～
阪神・淡路大震災では、倒壊家屋から救出された方の約８割が近隣住民の救助によるものでした。
日進市には、現在、地域住民の自衛意識と連帯感に基づいて結成された３６の自主防災組織があり、積極
的に活動されています。
今回の特集は、その中で、全国的に高く評価されている「五色園区自主防災隊」、
「香久山区自主防災会」
、
「折戸区自主防災会」の活動を紹介します。

五色園区自主防災隊

五色園区自主防災隊隊長の横井さんからお話を伺いました。
五色園区自主防災隊は、日進市初の自主防災組織として、平成１２年に
結成されました。自主防災会ではなく自主防災隊と名付けられたのは、よ
り強い絆と専門性を身に付けた組織にしたいという意図があったからで
す。現在、４３名（女性12名）が活動しています。

・女性目線の防災活動の重視

五色園区自主防災隊の特色として、女性隊員の比率の高さがあげられま
す。女性の視点からの防災活動を重視しているからです。女性隊員が積極
的に防災研修に参加し、専門性を高めています。また、災害弱者への支援
も、女性の目線での対応ができるようにしています。

【子どもたちの手作り防災マップ】

・子どもを対象とした防災教育の重視

もう一つの特色は、小学校の高学年児童を対象とした取り組みです。子
ども会の協力を得て、消防署の指導のもと、２月には子どものための防災
セミナーを開催しました。また、子どもたちと地域をまわり、一緒に防災
を考える防災マップ探検隊の取り組みも行っています。こうした活動に力
を入れているのは、将来彼らが地域における大きな力になってくれると考
えているからです。

・「学校に泊まってＷＡＷＡＷＡ」（避難所体験）

各小学校区に設置されている家庭教育推進委員会と共催して行う小学生
を対象とした避難所体験「学校に泊まってＷＡＷＡＷＡ」は、１０年以上
続く中心的な活動です。毎年、約１００名から１５０名の親子が学校の体
育館で一泊します。炊き出し体験や間仕切りした狭いスペースでの宿泊体 【「学校に泊まってＷＡＷＡＷＡ」避難所体験】
験を通して、防災意識を高めるとともに、地域の人々のつながりを強めて
います。

香久山区自主防災会

香久山区自主防災会会長の出原さんと副会長の安廣さんからお話を伺い
ました。
香久山区自主防災会は、日進市２番目の自主防災組織として、平成１４
年に結成されました。阪神・淡路大震災、東海豪雨という未曽有の災害に
より、自主防災会を作ろうという機運が盛り上がり、有志で立ち上げまし
た。現在、３３名（女性５名）の会員が活動しています。

・防災通信の発行

香久山区自主防災会の特色は、防災啓発活動に力を入れていることです。
特に「防災通信」は年４回、区内の全家庭に配布しています。配布部数は、
２，６００部余りです。この「防災通信」を通して、防災グッズや家具転倒
防止などの啓発や自主防災会の行事案内を行っています。
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【防災通信の発行】

・タオルかけ運動の実践

全国の先進例に学んで、香久山区も災害発生時に玄関先にタオルをかけ
て無事を知らせる「タオルかけ運動」を実践しています。このタオルを「無
事タオル」と呼んでいます。近隣の住民や自主防災会、救援隊等に安否を
伝える重要な手段と考えており、定着するよう普及を進めています。

・防災マップの作成

香久山区自主防災会では防災マップを毎年見直し、より利用価値の高い
マップ作りに努めています。おもて面に防災マップ、うら面に災害時の行
動マニュアルが載せてあり、区民が活用しやすい内容となっています。
【タオルかけ運動「無事タオル」】

折戸区自主防災会

折戸区自主防災会会長の大内さんと前会長の中川さんからお話を伺いました。
折戸区自主防災会は、平成１７年に区に関わる諸団体の長を構成員として結成されました。地域の諸団体のつな
がりが強いという折戸区の特色を生かした活動を展開しています。現在、３１名（女性５名）の会員が活動してい
ます。

・地域とのコミュニケーション重視と適材適所の役割分担

【炊き出し訓練】

折戸区自主防災会は地域とのつながりを大切にし、地域の行事に積極的
に参加しています。行事が終われば、参加者と喫茶店でおしゃべりをした
り、夜にはお酒を交わしたりしながら交流を深めています。自主防災会の
モットーは、「楽しく」です。会に参加していて楽しいことが、長く続く
秘訣です。
会員にも仕事や家庭があることから、活動しやすいように細かな役割分
担はしていません。そのため、特技や経験を生かした役割など、動ける範
囲でボランティアとして自分にできることを探して活動してもらってい
ます。
また、他地区への研修や視察を兼ねて、会員の慰安旅行も行っています。
活動しやすく会員同士の絆の強いところが、折戸区自主防災会の一番の
長所です。

・折戸区防災訓練

【土のうを使った訓練】

家庭教育推進委員会との共催で、折戸区にある小学校単位で防災訓練を
実施しています。炊き出し訓練のほかに、子供向け防災映画の上映、土の
うを使った訓練など様々な企画を通して、参加率も上昇しています。もと
もとの住民と新しく入居してきた住民との交流も進み、地域に関心を向
け、みんなが折戸の住民という意識が高まってきています。
折戸区自主防災会には、制服があります。行事には制服を着て参加して
もらい、被災時には、この制服が目印になるようにしています。

・防災に関する次世代への財産づくり

実際に被災した時は、行政に頼りきることなく、地域にある防災組織や地域住民の力が必要です。そのために、も
っと地域に自主防災会の活動を浸透させる必要があります。また、他地区の自主防災会との交流も始めたので、更に
充実させていきたいと考えています。折戸区自主防災会の防災活動が次世代への財産となるよう努めています。
取材させていただいた３つの自主防災組織の皆さんは口をそろえて、
「地域の安全・安心は地域で守る。そのため
には、地域の人と人とがつながり、隣近所が顔見知りになるなど、コミュニケーションと支え合いが非常に大切で
す」また、「市役所など行政との連携や意思疎通が非常にうまくいっています」と、話してくださいました。

【問合せ】
五色園区自主防災隊

五色園第二集会所

〒470-0105 日進市五色園四丁目 2806

ＴＥＬ：0561-73-6237

香久山区自主防災会

香久山会館

〒470-0134 日進市香久山二丁目 2835

ＴＥＬ：052-807-5154

折戸区自主防災会

折戸公民館

〒470-0115 日進市折戸町前田 59-1

ＴＥＬ：0561-73-5823
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クッキングパパ

クッキング・パパは
男女共同参画社会と高齢化社会に対応して結成された
男性の料理同好会です。小牧市が主催する料理セミナー
等の講師としても活躍している団体です。

～楽しく作って、おいしく食べる ～

小牧市で活動している「クッキングパパ」は、男性が料理作りを楽しむ会です。料理の魅力にはまった会員の皆さん
の活動は、料理の楽しさを地元の子供たちや地域の方に広める活動へと広がっています。
今回の取材にあたり、クッキングパパ代表の佐藤義則さんを始め会員の皆さんが、インタビューに応じてくださいま
した。

「男の料理」受講が「クッキングパパ」の始まり
小牧市まなび創造館主催料理講座「男の料理」を修了した有志で平成 7
年１０月に結成されたのが「クッキングパパ」です。会員は男性１６名
で、平均年齢は７０歳を超えます。現在も講師の先生に学びながら料理
の知識や技量を高め、料理を通じて男性の家事参加、子どもたちを対象
とした料理教室など、料理の腕を生かして男女共同参画社会づくりを進
める活動を行っています。

「ジュニア料理教室」を担当
平成１９年（後期）から、小牧市が主催するジュニアセミナー「ジュ
ニア料理教室」の講師として、小学４年生から 6 年生までの子どもたち
に料理の指導をしています。毎年大人気の講座です。代表の佐藤さんに
よると、
「男の料理ですから、細かいことは気にせず、楽しむことを第一
にしているのが人気の秘密かもしれません」とのこと。
料理教室のメニューは、その講座を担当する会員が決めます。買い出
しも講座担当会員の仕事です。取材した日のメニューは、
「小松菜とベー
コンの混ぜご飯」
「鶏とホタテのクリームシチュー」
「クッキー」でした。
参加した子どもたちに聞くと、「おじいちゃん先生はとってもやさし
い」
「おいしい料理の作り方を教えてくれるいい先生です」と、うれしそ
うに話してくれました。

【クッキングパパの皆さん】

地域の行事にも料理の腕を生かして参加
小牧市で行われる「こまなびフェスティバル」では、会員手作りの五
平餅やきつねうどんを販売しています。また、
「ワイワイっとまつり」で
は、地域にある男性料理同好会などと協力して「ワイワイっと茶屋」で、
五平餅やいなり寿司などを販売しています。
また、一人一人の会員も自分の住む地域から、
「豚汁を作りたいから、
手伝ってほしい」などと、料理の腕を買われて声がかかります。これも
生きがいの一つになっています。
最後に、クッキングパパのこれからの活動について佐藤さんにお聞き
すると、
「会ができて今年で２２年目。長く続いていることが一番の自慢
です。これからも健康第一で続けていきたいです。また、後継者づくり
や男の料理でボランティアをしている他団体との交流も進めていきたい
です」と抱負を語ってくださいました。
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【ジュニア料理教室】

【ジュニア料理教室】

愛知県の各地で活動されている「あいちの地域づくり活動団体」のみなさん。活動を通して地域
づくりに貢献し、出会いや交流を広めていくことが、自身の生きがいにもつながっています。今回
は小牧市と岡崎市へ取材に出かけ、地域で活躍する地域づくり活動団体のみなさんにお話を伺いま
した。

乙川を美しくする会
～次の世代に清らかな流れを～

乙川を美しくする会は
乙川の中流域及びその支流域の住民が、乙川流域の
環境整備活動や環境美化啓発活動を通して、清らかな
川のある住み良い地域づくりを進めている団体です。

乙川は、岡崎市と新城市の境にある巴山を源とし、男川、伊賀川などを支流とする一級河川です。「乙川を美しくする
会」のある大平地区は、古くからゲンジボタルの生息地として有名で、その保護活動も盛んです。
今回の取材では、「乙川を美しくする会」会長の戸松さん、副会長の川澄さんと青山さんにインタビューしました。

「ゲンジボタル」を守れ！

岡崎市大平地区一帯は、古くからゲンジボタルの生息地として親しまれ
てきました。しかし、高度経済成長時代に開発が進み、農薬や洗剤の使用
等で水質が悪化した結果、ゲンジボタルの生息環境は劣悪となり、減少の
一途をたどりました。こうした事態に危機感が高まり、ゲンジボタルを保
護し増やすための気運が生まれ、昭和４１年に地元の河合中学校で幼虫の
人工増殖が始まりました。
そして、昭和４８年１月には、ホタルを保護するために乙川をホタルが
生息できる河川環境にしようと、乙川中流とその支流域の住民を中心に
「乙川を美しくする会」が設立されました。
現在、１５，５８７世帯が会員となり、各地区の総代が役員を務め、地
域上げての活動を行っています。

【乙川を美しくする会の皆さん】

「乙川を美しくする会」の主な活動

「乙川を美しくする会」の活動は、乙川河川や堤防の環境整備活動と環
境美化啓発活動に分けられます。
環境整備活動の中心となるのが、河川の草刈りやごみ拾い等の清掃活動
です。毎年、各町内会や地元小中学校、蛍保存会、漁業関係者などがそれ
ぞれ活動し、年間５0 回余り、延べ約６，０００人ほどの参加があります。
一方、環境美化啓発活動については、会員を中心に河川愛護看板の設
置・補修、河川パトロール、竹林伐採などを行っています。
また、ゲンジボタルやアユの放流などにも協力しています。

【河川の草刈清掃活動】

次世代に清らかな流れを

この地域でも、高齢化、少子化は深刻ですが、会員はホタルを通じて小
中学生ともつながりを持ち続けています。長年の活動により、自然を守ろ
うという会員の意識は高まり、学校の環境教育にも生かされています。
会長の戸松さんは、「乙川を美しくする会の会員でもある町内会、子供
会、消防団、漁業組合、蛍保存会等のメンバーが、それぞれの立場で頑張
っているのは頼もしい限りです。岡崎のゲンジボタルは国の天然記念物で
あり、ゲンジボタル発祥の地にはその石碑があります。まちの誇りである
ゲンジボタルを守り、次の世代に清らかな流れを残すために、これからも
活動を続けていきたい」と抱負を語ってくださいました。

【河川愛護看板の設置】

【あいちの地域づくり活動団体情報コーナーのホームページ】
あいちの地域づくり
URL http://www.pref.aichi.jp/chiiki/dantaijyohou/
●クッキングパパ

代表 佐藤義則 0568-41-7626

●乙川を美しくする会事務局（岡崎市役所大平支所） 0564-22-0174
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ま なびぃ

地域の活動や自らの活動を学生さんがレポートし、生涯学習情報を発信する
「まなびぃ探検隊」。今年度は、愛知大学のボランティア団体で活動する学生
のみなさんからの情報発信です。

探検隊

私達、「学生広報サークル愛Ｐ」は 2007 年に創設した愛知大学の広報活動を行っているクラブです。
愛知大学名古屋校舎には、計８つのボランティア団体があり、学生課の下、それぞれの団体がテーマや目標を持
ち一生懸命活動しています。今回は、こちらのボランティア団体を紹介します。

SLA（School Life Assistant）
代表 経済学部

波田 大輔

ＳＬＡは、毎年主として行うボランティア活動を一つ決めて活動していま
す。その活動と並行して、大学主催のイベント運営や学内で困っている人を
手伝ったりしています。2015 年度は、主な活動として堀川の清掃と堀川祭
りのサポートを行いました。堀川の清掃では、船に乗って清掃活動を行いま
したが、思いのほかたくさんのゴミがあることに驚きました。堀川祭りでは、
主に提灯付け等を行いました。また、これら以外にも、名古屋市等が主催す
る「やっとかめ文化祭」の手伝いも行いました。
2016 年度は、日本の四季ごとの祭りの手伝いやサポートをメインに活動
していく予定です。今後は、多くの学生にこれらの活動内容を積極的にＰＲ
し、学内でＳＬＡの存在を知ってもらい、学生個々からの依頼が増えること
も期待しています。
これからも真摯に精力的に活動していきたいと思います！

ＣＳＮ豊橋・名古屋
豊橋校舎代表 短期大学部 永井 伶奈
名古屋校舎代表 経営学部 森川 蘭
ＣＳＮは、もともと豊橋校舎で発足し、その後、名古屋校舎にも支
部ができました。両校舎では、豊橋・名古屋市内で週 1 回、外国籍児
童を対象に日本語や学校の宿題を教えたりしています。また、豊橋校
舎では毎年季節のイベントも開催し、夏季・冬季休暇には小学生を対
象とした、地域いきいき子育て促進事業も行っています。一方、まだ
発足後間もない名古屋校舎では、2015 年に外国籍の子ども達を大学へ
招待し、模擬授業やキャンパスツアー、学食体験などをしてもらいま
した。
両校舎に共通して言えることですが、子ども達の「できた！」や「わ

かった！」という声を聞くたびに、やりがいや喜びを感じています。2016 年は、ＣＳＮ豊橋とＣＳＮ名古屋とで協力し、
コラボレーション企画を実施するなど、子ども達同士や子ども達と私達の交流の機会を増やしていきたいと考えていま
す。（CSN：College Student Network for community service の略)

愛Ｐ公式ブログ ＜アイブロ＞ 毎週火・金更新！ http://www.aichi-u.ac.jp/aip-aiblo/
愛知大学公式 HP ボランティア活動 http://www.aichi-u.ac.jp/life/volunteer.html
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大学が取り組んでいる生涯学習や地域連携活動、地域貢献活動を紹介します。

名古屋大学では、未来に向かって活力ある地域を創造するために、様々な連携事業を展開しています。

あいちサイエンスフェスティバルは、愛知県全域と周辺地域で開催する地域科学祭です。
名古屋大学が主催し、愛知県内の大学や社会教育施設等が連携する「あいちサイエンス・
コミュニケーション・ネットワーク」の協力により実施しています。
◆2016 年度開催予定 ＊変更となる場合があります。
○夏休みあいちサイエンスフェスティバル 2016（夏休み期間に数週間開催）
○あいちサイエンスフェスティバル 2016（10 月を中心に数週間開催）
（日程や内容は「あいちサイエンス・コミュニケーション・ネットワーク HP」で
お知らせします。https://aichi-science.jp/ 「あいちさいえんす」で検索！

【化石発掘ツアー】

【サイエンストーク】

名古屋大学における、その他の生涯学習関連事業
（一部） ＊詳細は大学 HP を参照ください。http://www.nagoya-u.ac.jp/
■名古屋大学博物館（名古屋大学東山キャンパス内）開館時間 10:00～16:00（日・月休館）
■名古屋大学ホームカミングディ 毎年 10 月の第 3 土曜日に開催。
■名古屋大学公開講座 毎年夏～秋、各研究科等の講師による全 15 回程度の講座。
■名古屋大学ラジオ放送公開講座 毎年夏、東海ラジオ放送にて放送。

【問合せ先】名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部
〒464-8601 名古屋市千種区不老町
TEL：052-747-6789 FAX：052-747-6796

http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/

当センターは、地域に開かれ必要とされる大学を目指し、地域社会との連携窓口として設置しています。
学校周辺の地域住民、自治体、企業、高等学校等との連携協働は、大学が持つ「食と栄養」や「情報」の分野など
の教育・研究資源を還元する場であるとともに、本学の学生たちにとって地域社会との繋がりの場、そして教育の
場としての多様な役割を果たしています。
◆取り組み内容の紹介

地元企業との商品開発プロジェ
クトの実施

高大連携を通して、高校生
に大学での研究活動を体
験する場を提供

健康イベントにおいて、地域
住民の健康増進に寄与

学科の特性を活かし、子
どもたちに対して、食育
活動を実施

当学園は、今年で創立６０周年を迎えます。今後も積極的に地域貢献活動を行うことに
より、学生の視野を広げ、社会で活躍できる人材を育成してまいります。
【問合せ先】名古屋文理大学・名古屋文理大学短期大学部 地域連携センター
〒492-8520 稲沢市稲沢町前田 365
TEL：0587-23-2400 FAX：0587-21-2844
http://www.nagoya-bunri.ac.jp/
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地元イベントのお菓子
教室を学生がサポート

情報提供機関紹介
公益財団法人

日本モンキーセンター
附属世界サル類動物園

犬山市にある公益財団法人日本モンキーセンター附属世界サル
類動物園は、サル類の特徴を活かした展示、ガイドやイベント、
学芸員による博物館活動など、一味違った楽しみ方ができる世界
屈指のサル類専門の動物園として知られています。

■世界中のサルに会いに行こう！
今年は申（サル）の年！

60 種以上約 900 頭のサル類が飼育展示されている日本モンキーセンター附属世界サル類動物

物園（日本モンキーセンター）では、元旦からサルにちなんだイベントが開催され、いつもの年より取材や多くの観光客
で大変賑わったそうです。園内は、モンキースクランブルや Wao ランド、リスザルの島など、サル類が間近で見られる場
所もあり、のびのびしたサルたちの様子にすっかり魅せられてしまいます。
▼間近で見られる
ボリビアリスザル

■設立 60 周年！

同園は、1956 年 10 月 17 日に設立され、今年設立 60 周年を迎
えます。これまでの同園のあゆみや今の活動を紹介する特別展「も
うすぐ 60 周年！モンキーセンターのあゆみ」が昨年の 9 月から今
年の２月まで開催され、1960 年代に撮影された貴重な映像の公開
やサル類の総合的な研究など、ユニークな活動の全てが紹介されま
した。

■剥製と骨格標本

▲同じポーズで日光浴する
ワオキツネザル

園内で亡くなったサル類はほぼ全て、骨格標本や臓器などの液浸

標本として保存され、国内外の研究に役立っています。また一部は

■「野生」を知る研修から
環境エンリッチメントへ

剥製としてビジターセンターで見ることができます。

サル類の研究のため、全スタッフが日本国内に限らず、アフリカやアマゾンなどに出か
け、野生のサル類の姿を自分の目で見る研修を行っています。学んだ知識は、サル類のより
良い生活環境提供のために活かされています。
また、園内のサル類がより野生に近い生活がおくれるよう、サル類の幸せや健康な暮ら
しについて考えた「環境エンリッチメント」にも力を入れています。例えばエサを色々な場
所に置いて食事の時間が長くなるようにしたり、消防ホースを利用して運動できる空間を
増やしたりするなど、単調な生活にならないように工夫を重ねています。

■地域社会との連携

「本物」の生きたサル類や標本を
観察して、サル類をもっと知り、生
命の尊さや自然の大切さについて考
えてもらうために、様々な学習プロ
グラムが用意されています。「職場体
験」や「地域を調べよう」など、犬
山市内の小中学校の地域学習として
も利用されています。

イベント紹介

JMC60 周年企画『チャレンジ！Wao マスター』
～ワオキツネザル 60 頭を覚えよう～

3 月 27 日（日）～12 月 25 日（日）
毎月第４日曜日開催
サルたちにはそれぞれ個性があります。毎月ガイ
ドを含めたワオキツネザルの個体紹介イベント
を開催します。参加者には毎月異なる 6 頭のカ
ードをプレゼント。全部で 60 頭のワオキツネザ
ルを覚えてみませんか。

【問合せ先】日本モンキーセンター
〒484-0081

▲マウンテンゴリラ

（日本初来園）の剥製と骨格

愛知県犬山市犬山官林 26 番地

▲春はベビーラッシュを
迎え、園内で赤ちゃん
ザルが見られるかも！

ホームページ http://www.j-monkey.jp/
TEL 0568-61-2327 FAX 0568-62-6823
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第一歩
県立高等学校などの歴史的建造物を紹介します。

愛知県立津島高等学校は、津島市の南西部、名鉄津島駅の南西２㎞、津島神社の南
1.5 ㎞に位置し、前身が明治 33 年(1900)に愛知県立第三中学校として開校した県内
有数の伝統校です。第三中学校は大正９年(1920)の火災により校舎の大部分を焼失し
ており、旧講堂は津島中学校時代の大正 12 年(1923)に建て直されたものです。設計
は県営繕課が担当、鉄筋コンクリート造２階建て一部平屋建て、寄棟造、桟瓦葺きの建
旧講堂

物で、校地の南西に建っています。外壁はモルタル仕上げ、２段に配置された窓と柱が
左右対称に並び、建物東面にある正面入口は北側に寄せられています。なお、内部は昭
和 51 年と平成 2 年(開校 90 周年記念事業)の改修により、西側約 3 分の１を２階建て
として同窓会資料展示室を整備しています。
正門は、旧講堂と同時期に校地の南辺中央に建設されています。間口約 9.3m、４基
の方形の門柱を立て左右に脇門を付けています。門柱は鉄筋コンクリート造洗い出し
仕上げで、高さは中央柱が約 3.4m、脇柱が 2.9m、柱礎、柱身、柱頭の３つで構成さ
れています。

正門（登校風景）

大正時代の学校建築として今も歴史と伝統が息づく津島高等学校の旧講堂と正門、
卒業生にとって周囲の松林とともに心の拠り所として大切にされています。

旧津島信用金庫本店は、昭和４年(1929)に名古屋銀行津島支店として建

旧津島信金本店

てられた鉄筋コンクリート造２階建ての国登録有形文化財建造物です。津島

津島神社

市の西部、名鉄津島駅の西 0.7 ㎞、津島神社の東 0.4 ㎞に位置し、現在は市

旧堀田家住宅

の観光交流センターとなっています。
外観は、西洋建築のルネサンス様式を
基調としながらも装飾を簡素化した建築
様式で、１階正面中央に玄関を配し、入口
両側に双子柱を飾っています。２階は柱
形で垂直性を強調しています。外壁は、腰
まわりと正面中央に花崗岩を張り、上部
全景（北東から）

天王川公園

155

津島高校

は人造石洗出し仕上げとしています。
銀行時代の内部は１階に客溜まりと営
業室、奥に建物からはみ出す形で金庫室
が設けられ、2 階は支店長室や会議室とし
ていました。内壁は１階の客溜りの腰壁
が石張り、営業室の腰壁は板張り、金庫室入口周りには大理石を張っています。また、
営業室中央に建つ２本の円柱よりも玄関側の上部を吹き抜けとして、その周囲にギャ
ラリーを巡らせています。この建物は昭和初期の地方都市の銀行建築の典型として、津

本町の町並み

島の町並みの歴史的景観に寄与するシンボルとなっています。

＜参考＞『愛知県の近代化遺産』愛知県教育委員会（平成 17 年）

愛知県教育委員会生涯学習課文化財保護室
TEL:０５２－９５４－６７８３
E-mail: syogaigakushu@pref.aichi.lg.jp
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講座･イベント情報
講座･イベント情報
申 申込方法 対 対象 定 定員 料 受講料、入場料、参加費 問 問合せ電話番号

詳 詳細 内 内容 休 休館日 場 場所

HP ホームページあり

名称・開催日時・内容・会場

対象・定員・料金 情報提供機関・問い合せ先・申込先等

４月
館蔵品展「書の魅力」
～４/２４(日)９:00～1６:30
内 多彩な魅力をもった館蔵の近現代書作品をご
紹介します。芸術の鑑賞方法は一通りでなく、
人それぞれが好きなように楽しめばよいもので
すが、書を楽しむ方法をいくつかご提案したい
と思います。
危機管理課
場
春日井市道風記念館

所蔵企画展

料 一般 100 円、
高大生 50 円
詳 学芸員が初心
者向けに展示品を
解説します。事前
予約は不要です。
４/３(日)10:30
～11:00、14:00
～14:30

春日井市道風記念館 HP
春日井市松河戸町
問 0568-82-6110
休 月曜日(祝日の場合は翌日が休館)

どうぶつ図鑑
―Animals in Art―

～5/8(日)10:00～17:00（最終入館 16:30）
メナード美術館 HP
内 昨年好評の「みどり図鑑」展につづく図鑑シリ 料 一般 900 円、 小牧市小牧
ーズの第 2 弾！ピカソが描いた牛や梅原龍三郎の 高大生 600 円、小
問 0568-75-5787
虎に熊谷守一の斑猫の絵、三沢厚彦のヤモリの彫 中生 300 円
刻など美術品に表された動物を通じて生き物の魅
力を再発見しましょう。
場 メナード美術館

、参加

愛知県陶磁美術館所蔵
本多静雄コレクション

陶磁のこま犬

～5/29(日)9:00～17:00
内 実業家で古陶磁研究家で知られる本多静雄氏が
収集した陶磁のこま犬 200 点は県有形民俗文化
財に指定され、愛知県陶磁美術館で常設展示され
ています。今回、本多氏旧蔵のコレクションから
約 60 点を展示紹介します。
場 豊田市民芸館 陶芸資料館

料 無料

豊田市民芸館 陶芸資料館 HP
豊田市平戸橋町
問 0565-45-4039
※駐車場については、前田公園・民芸館
駐車場をご利用ください。
休 月曜日(祝日の場合は開館)

《豊田市美術館「デトロイト美術館展」連動企画》

ヨーロッパ近代絵画のあゆみ
3/26(土)～6/12(日)
内 鞍ヶ池アートサロンは、主にトヨタ自動車が
所蔵している絵画を年に 4 回テーマをかえて展 料 無料
覧しています。本展では、豊田市美術館「デトロ
イト美術館展」と連動し、ヨーロッパの近代絵画
の巨匠たちの作品を展示いたします。
場 鞍ヶ池アートサロン(トヨタ鞍ヶ池記念館内）

大型映像「ダーウィンミステリー
化の謎を追う」

鞍ヶ池アートサロン HP
豊田市池田町
問 0565-88-8811
休 月曜日(ただし、5/2(月)は開館)

生命進

～6/19(日)
内 「なぜ、生物は多様なのだろうか？」 生命誕
生から 38 億年の壮大な進化のドラマをたどりま
す。
場 豊橋市自然史博物館

料 大人 500 円、

豊橋市自然史博物館 HP
豊橋市大岩町
問 0532-41-4747

料 大人 400 円、

豊橋市自然史博物館 HP
豊橋市大岩町
問 0532-41-4747

小・中学生以下
200 円

大型映像「ジャイアントパンダ 故郷への旅」
～6/19(日)
内 今なお不思議の多いパンダの生態とその魅力、
今までに明らかになってこなかった秘密に迫りま
す。
場 豊橋市自然史博物館

小・中学生以下
200 円
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名称・開催日時・内容・会場

平成 28 年度上期展
「人から人へつながる茶道具」
～7/3(日)
内 茶道具から見える茶人のつながりを紹介しま
す。
場 昭和美術館本館

ルノワールの時代
近代ヨーロッパの光と影
～8/21(日)
内 本展では、ルノワールの大作《ブージヴァルの
ダンス》をはじめ、芸術家たちが表現した 19 世
紀後半から 20 世紀初頭までの近代ヨーロッパに
おける都会と田舎の人々の暮らしを油彩、版画、
写真など 89 点でご紹介します。
場 名古屋ボストン美術館

対象・定員・料金 情報提供機関・問い合せ先・申込先等

料 一般 600 円、

学生 500 円、高
校生以下無料

名古屋ボストン美術館 HP
料 一般 1,300 円、 名古屋市中区金山町
高大生 900 円、 問 052-684-0101
休 月曜日(ただし月曜日が祝日の場合、
小中生は無料
翌日平日が休館)

平成 28 年度
新出土品展「やとみ新発見展！」
4/2(土)～4/17(日)
内 毎年、弥富市にある「愛知県埋蔵文化財調査セ
ンター」にて、前年度の発掘調査で出土した土器
や石器等を展示する埋蔵文化財展を行っていま
す。
場 愛知県埋蔵文化財センター

関野凖一郎

昭和美術館 HP
名古屋市昭和区汐見町
問 052-832-5851
休 3/21(月・祝)、5/3(火・祝)を除く
月・火は休館

料 無料

(公財)愛知県教育・スポーツ振興財団
愛知県埋蔵文化財センター HP
弥富市前ヶ須町
問 0567-67-4163
休 4/9(土)、4/10(日)

東海道五十三次

4/2(土)～5/15(日)10:00～17:00
内 現代木版画の第一人者である関野凖一郎
(1914 年—1988 年)。代表作「東海道五十三次」 料 高校生以上
シリーズ全 55 点をはじめ、世界各地の甍(いらか) 200 円、中学生
を題材にした「甍 12 題」などを展示します。瓦 以下無料
屋根の風景に魅せられた、関野の世界をお楽しみ
ください。
場 高浜市やきものの里かわら美術館

高浜市やきものの里かわら美術館 HP
高浜市青木町
問 0566-52-3366
休 月曜日・火曜日(5/3(火・祝)は開館)、
5/6(金)

古川美術館開館 25 周年×愛知県立芸術大
学創立 50 周年
特別記念展「愛知県立芸術大学 模写展～片岡球
子が遺した古典模写事業とその後継者たち～」
4/2(土)～5/29(日)10:00～17:00
内 愛知県立芸術大学が開学以来進めてきた古典模
料 大人 1,000 円、
写事業から生み出された、平安時代から鎌倉時代
高大生 500 円、
にかけて繁栄した仏画の名品の精密な模写を展覧
小中学生 300 円
します。また、模写事業創設者である片岡球子と、
そこから育ち活躍する日本画家の作品もご紹介し
ます。分館爲三郎記念館では、特別展「幸兵衛窯
歴代展～五代幸兵衛・六代卓男・七代幸兵衛・八
代亮太郎～」を同時開催。
場 古川美術館
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古川美術館 HP
名古屋市千種区池下町
問 052-763-1991
休 月曜日

名称・開催日時・内容・会場

第Ⅰ期

ゴルフスクール(火曜日コース)

4/5(火)～6/21(火)毎週火曜日 全 9 回
①10:00～11:00 ②11:10～12:10
③13:00～14:00 ④14:10～15:10
⑤15:20～16:20 ⑥18:30～19:30
⑦19:40～20:40
7 コース(指定の火曜日全 9 回)
内 日本プロゴルフ協会の基本ゴルフ教本を基に、カ
ルテを作成し、問診・診断・処方しながら基本をマ
スターします。
場 愛知県スポーツ会館

第１期

対象・定員・料金 情報提供機関・問い合せ先・申込先等

対 一般(中学生以

上)
料 一人 16,500
円 ボール代別
定 持ち物：ゴルフ
クラブ、ゴルフの
できる服装(シュ
ーズ、グローブ)

はつらつ健康体操

4/5(火)・4/19(火)・4/26(火)・5/10(火)・
5/17(火)・5/24(火)・5/31(火)・6/7(火)・
6/14（火）・6/21(火)・6/28(火) 全 11 回
内 高齢者を対象に、バランスのとれた健康な体づく
りのためのトレーニングをするとともに、健康の促
進を図ります。
場 愛知県体育館

対 一般
定 30 名
料 5,500 円

(公財)愛知県教育・スポーツ振興財団
愛知県スポーツ会館 HP
名古屋市北区名城
問 052-991-9151
申申込期間 3/12(土)10:00 から電話
にて先着順。定員に満たない場合は随
時受け付け。

愛知県体育館 HP
名古屋市中区二の丸
問 052-971-2516
申 3 月 13 日(日)9:00 から電話にて先着
順(定員になり次第締切)。定員に空きが
ある場合は引き続き受付。

カワイイ！！日本画
4/6(水)～7/3(日)10:00～16:00
内 「かわいい」という言葉は今では海外にも発信さ
れ、「Kwaii」は日本の大衆文化として認識されるよ
うになりました。近年は「ゆるキャラ」と形容され
るご当地キャラクターに代表されるユルさも含ま
料 一般 500 円、
れ、日常的に何気なく使われる「かわいい」は多様
中、高、大学生
性に富んでいることに気付かされます。今回の展示
では、当館所蔵の日本画から厳選したカワイイ作品 300 円
を展示いたします。美人画の大家・上村松園「唐子
之図」、橋本関雪「崖上双猿図」などの作品を前に
して、思い思いの可愛らしさを発見してください。
場 桑山美術館

第Ⅰ期

桑山美術館 HP
名古屋市昭和区山中町
問 052-763-5188
休 月曜日(祝日の場合は開館)

ゴルフスクール(木曜日コース)

4/7(木)～6/16(木)毎週木曜日 全 9 回
①10:00～11:00 ②11:10～12:10
③13:00～14:00 ④14:10～15:10
⑤15:20～16:20 ⑥18:30～19:30
⑦19:40～20:40
7 コース(指定の木曜日全 9 回)
内 日本プロゴルフ協会の基本ゴルフ教本を基に、カ
ルテを作成し、問診・診断・処方しながら基本をマ
スターします。
場 愛知県スポーツ会館

対 一般(中学生以
上)
料 一人 16,500
円 ボール代別
詳 持ち物：ゴルフ
クラブ、ゴルフの
できる服装(シュ
ーズ、グローブ)

(公財)愛知県教育・スポーツ振興財団
愛知県スポーツ会館 HP
名古屋市北区名城
問 052-991-9151
申申込期間 3/12(土)10:00 から電話
にて先着順。定員に満たない場合は随
時受け付け。

「大鎖国展―江戸に咲いた異国の花―」
4/9(土)～5/22(日)10:00～17:00
内 開館 20 周年を飾る展覧会。国宝・重文約 20
点を含む日本中の資料で、江戸時代の鎖国を問い
直していきます。秋田蘭画や南蘋風など美術作品
も多数展示し、美術好きの方にもお楽しみいただ
ける展覧会になっています。
場 岡崎市美術博物館

料 高校生以上

1,000 円、小中
学生 500 円
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岡崎市美術博物館 HP
岡崎市高隆寺町
問 0564-28-5000
休 月曜日

名称・開催日時・内容・会場

対象・定員・料金 情報提供機関・問い合せ先・申込先等

育児セラピスト 2 級講座
4/9(土)
内 育児セラピスト 2 級は、育児セラピストの基礎
編であり、明日からの育児に役立つ実践的内容で、
保育士や看護師、助産師をはじめ全国に 5,000 人
以上がこの資格を本業に活かして、全国で活躍し
ています。
場 ハッピーチャイルドセミナールーム
名古屋市中区金山 2-15-14 パックス金山ビル 4Ｆ

ラムサール条約湿地へ行ってみよう
4/17(日)9:30～12:30 小雨決行
内 バスでラムサール条約登録湿地、東海丘陵湧水
湿地群の矢並湿地や恩真寺湿地へ行き、春の使者、
ハルリンドウなどを観察します。
場 豊田市自然観察の森

日本近代洋画の巨匠

(社)日本アタッチメント育児協会 HP
名古屋市中区金山
料 54,000 円。
育 問 052-265-6526
申 インターネット
児セラピスト 2
(https://www.naik.jp/course/it2.php)、
級の認定申請料
または電話、メール(info@naik.jp)にて申
(10,800 円税
込み。満席になり次第締め切り。
込)を含む。
対 小学 4 年生以

下は必ず保護者
同伴で参加
定 25 名(先着順)
料 500 円、
未就学
児無料

豊田市自然観察の森 HP
豊田市東山町
問 0565-88-1310
申 4/7(木)～4/17(日)受付開始日 9:00
より電話にて受付。

和田英作展

4/23(土)～6/5(日)
内 明治・大正・昭和の日本洋画界で多大な業績を
残した和田英作(1874～1959)。西洋絵画を学
び、堅実な写実表現で情緒ある日本的油絵の典型
を確立した和田の画業を、初期から晩年までの代
表的な油彩画、素描、下絵など 90 余点で振り返
ります。
場 刈谷市美術館

刈谷市美術館 HP
刈谷市住吉町
学生 700 円、中
問 0566-23-1636
学生以下無料
休 月曜日(5/2(月)は開館)、5/6(金)
料 一般 900 円、

ほっこりあったか絵手紙展
4/24(日)～5/8(日)9:00～19:00(最終日 16:00)
内 色々なタイプの作品を展示します。
「五・七・
料 無料
五」のリズムに合わせた川柳、短冊や紙皿スタ
ンドを用いた作品などをお楽しみください。
場 蒲郡市立図書館展示コーナー(1 階)

名古屋市美術館特別展
「生誕 130 年記念 藤田嗣治展
を結ぶ絵画」

蒲郡市立図書館 HP
蒲郡市宮成町
問 0533-69-3706
休 4/25(月)、4/28(金)、5/2(月)

東と西

4/29(金・祝)～7/3(日)9:30～17:00
ただし、4/29(金)を除く金曜日は～20:00
内 日本の近代洋画を代表する画家、藤田嗣治の生
誕 130 年を記念する展覧会です。日本とフランス 料 一般 1,400 円、
の二つの国で活躍し、油絵に日本の技法を取り込
高大生 900 円、
むことによって新たな表現を生み出した藤田嗣治
の芸術は、まさに東西の文化と歴史の融合の上に 中学生以下無料
成立しています。今回の展覧会では、近年藤田の
遺族よりランス市に寄贈された未公開作品をはじ
め、国内外の代表作約 150 点により、東西の文化
の上に花開いた藤田芸術の神髄を紹介するもので
す。
場 名古屋市美術館

名古屋市美術館 HP
名古屋市中区栄
問 052-212-0001
休 月曜日、5/2(月)は開館。

５月
ＳＬ写生大会
5/5(木・祝) 雨天時 5/8(日) 10:00～15:00
内 敷地内のＳＬ(蒸気機関車)Ｄ51201 を描きま
す。お好きな画材や道具を持ってきて、ご参加く
ださい。
場 蒲郡市博物館

料 無料
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蒲郡市博物館 HP
蒲郡市栄町
問 0533-68-1881
申 当日会場受付へ。

名称・開催日時・内容・会場

森歩き 大人のちょっと癒しの時間②
5/11(水)10:00～11:30
内 森を歩いて樹木や草花を観察し、楽しく癒され
る時間を過ごします。
場 大府市自然体験学習施設 二ツ池セレトナ

対象・定員・料金 情報提供機関・問い合せ先・申込先等

対 一般(大学生以
上)
料 無料

大府市自然体験学習施設 二ツ池セレ
トナ HP
大府市横根町
問 0562-44-4531
申 申込み期間 4/16(土)～5/4(水)。電
話または直接来館にて受付。先着順。

これで安心！インテリア塾
～住み替え＆リフォーム前に～
5/12(木)～7/21(木)
内 住宅は高額な買い物であるにも関わらず、いき
なりショールームで商品選び…。なんてこともよ
く耳にします。身の回りのインテリアをリニュー
アルするきっかけとして、またインテリアアテン
ダントやインテリアコーディネーターなどの資格
取得を目指すきっかけにもしていただける講座で
す。座学だけでなく、実際にワークやコーディネ
ートなどを体験しながら、真のインテリアを見つ
けましょう。
場 椙山女学園大学星が丘キャンパス

バードウィーク探鳥会
5/14(土)9:30～11:30 雨天中止
内 キビタキなど夏鳥のさえずりを楽しみましょ
う。初心者向け。講師は豊田野鳥友の会の加藤正
人氏です。※双眼鏡の貸し出し有。
場 豊田市自然観察の森

定 20 名(先着順)
料 13,500 円。初

めての方は初回入
会金、会員有効期
限が経過している
方は更新料が別途
必要。

対 小学生以上が
対象。小学四年生
以下は必ず保護
者同伴で参加
定 20 名(先着順)
料 100 円

椙山女学園大学社会連携センター
(2016/4/1 より「エクステンション
センター」から名称変更) HP
問 052-781-1239
申 申込み 3/8(火)～4/21(木)

豊田市自然観察の森 HP
豊田市東山町
問 0565-88-1310
申 5/4(水)～5/14(土)受付開始日 9:00
より電話にて受付。

６月
市制 100 周年記念 親善都市 福山の文化財展
6/4(土)～7/18(月・祝) 10:00～17:00
内 福山市は広島県東部(備後)の中心地であり、岡崎
市とは昭和 46 年(1971)7 月１日に親善都市提
料 高校生以上
携をしました。これはともに大正 5 年(1916)7
月１日に市制施行したこと、そして福山藩開祖の 800 円、小中学
水野勝成が徳川家康と従兄弟であるという理由な 生 400 円
どで結ばれたものです。本展では共に市制 100 周
年を迎える福山市の歴史と文化を物語る文化財の
優品を展示し、その魅力を紹介します。
場 岡崎市美術博物館

岡崎市美術博物館 HP
岡崎市高隆寺町
問 0564-28-5000
休 月曜日(7/18(月・祝)は開館)

星空教室① 3 つの惑星を望遠鏡でみよう
6/4(土)19:30～21:00
内 ちがいは分かるかな？火星と土星と木星を望遠
鏡でみましょう！
場 大府市自然体験学習施設 二ツ池セレトナ

大府市自然体験学習施設 二ツ池セレ
トナ HP
大府市横根町
問 0562-44-4531
申 申込み期間 5/17(火)～5/28(土)。
9:00～17:00、電話または直接来館に
て受付。先着順。

対 一般(中学生以
下は保護者同伴)
料 無料
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名称・開催日時・内容・会場

対象・定員・料金 情報提供機関・問い合せ先・申込先等

常設展第Ⅰ期 New Collection 展
新所蔵作品を初公開！
6/11(土)～7／17(日)
内 昨年度収集作品の中から、佐分眞、伊藤廉、山
田光春、森緑翠など愛知ゆかりの画家をはじめ、
戦後の日本美術を代表する山下菊二や三上誠らの
絵画作品、1960 年代末以降に隆盛した前衛演劇
のポスターなどを展示します。
場 刈谷市美術館

料 無料

刈谷市美術館 HP
刈谷市住吉町
問 0566-23-1636
休 月曜日

料 無料

一宮市尾西歴史民俗資料館 HP
一宮市起
問 0586-62-9711
休 月曜日、休日の翌日

特別展「戦時下の機業家たち」
6/18(土)～8／21(日)
内 戦時下の尾西地方の織物産業について紹介しま
す。
場 一宮市尾西歴史民俗資料館 特別展示室(2 階)

木ノ下歌舞伎
義経千本桜―渡海屋・大物浦―

料 一般 2,000
6/18(土)14:00 開演 18:00 開演 (2 回公演）
円、24 歳以下
内 古典である歌舞伎の演目を新しい目線で再構築
1,000 円(予定)
し、現代劇として上演します。
場 豊川市御津文化会館

豊川市文化会館 HP
豊川市代田町
問 0533-84-8411
申 前売券発売 4/17(日)予定、豊川市内各
文化会館、豊川市桜ヶ丘ミュージアム、プ
リオインフォメーションカウンターで発
売。発売日の 13:00 以降は電話予約可能。

東谷山フルーツパーク HP
名古屋市守山区大字上志段味
親子ブドウ栽培教室(3 回継続)
対 小学 4～6 年生 問 052-736-3344
6/26(日)講義・摘粒、7/10(日)袋かけ、8/7(日)
申 往復ハガキによる申込み：(1 枚 1 人
とその保護者
収穫 １０:００～１１:３０
1 講座)講習会名・講習月日・住所・参加
定 20 組(１組４
内 親子でブドウの栽培方法を実習を通じて学んで
者全員の氏名(フリガナ)とお子様の学
名まで。応募多数
いただきます。楽しみながら農業体験をしません
の場合は、抽選)
年・電話番号を記入の上、東谷山フルー
か？(収穫日は土産付)
料 1,000 円
ツパーク宛に(最終期限の消印有効)、イ
場 東谷山フルーツパーク・金井農園
ンターネットによる申込み：東谷山フル
ーツパークＨＰ講習会画面より。

ファミリー鑑賞Ｄａｙ
６/26(日)13:30～15:00
内 ベビーカーもＯＫ！うるさくしても大丈夫！家
族で楽しく作品を鑑賞しましょう。
場 稲沢市荻須記念美術館

対 子供とその家族
料 無料(別途常設

展の観覧料が必
要)

稲沢市荻須記念美術館 HP
稲沢市稲沢町
問 0587-23-3300

<お知らせ>
学びネットあいち情報提供機関募集中！
情報提供機関になると、「学びネットあいち」をとおして、自機関の講座やイベントの
学習情報発信や他の生涯学習関係機関の情報の閲覧などの機能が利用できます。
詳しくは、
「学びネットあいち」の情報提供機関・団体募集のページをご覧ください。

学びネットあいち http://www.manabi.pref.aichi.jp/
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愛知県自作視聴覚教材コンクール入選作品
本年度の愛知県自作視聴覚教材コンクール入選作品が決定しました！優良賞以上の作品については、
「学びネットあ
いち」の「Web 教材」に登録されていますので、ぜひご覧ください。

洪水を防ぐために～水と共に生きる～
岡崎市視聴覚ライブラリー・おかざき映像教材研究会 D 班
流れる水のはたらきとそのはたらきによって地形が変化し、どのような場
所で水害が起こりやすいのか、また、地元自治体がどのような対策を講じ
ているのかなどがわかりやすく伝わる作品です。

育てる漁業～三河湾のクルマエビ～
岡崎市視聴覚ライブラリー・おかざき映像教材研究会 A 班
栽培漁業とはどういうものなのか、実際に育てている映像をもとに、作業
工程や働く人々の努力と苦労がわかりやすく伝わる作品です。

大府市の農業トマト作り ～おいしいトマトのひみつ～
大府市視聴覚教育研究会

ブルーベリー農家の挑戦 ～日本の農業の未来～
岡崎市視聴覚ライブラリー・おかざき映像教材研究会 B 班
日本の農業に新しい風を吹かせようとするブルーベリー農家の熱い思いが伝
わるとともに、日本の農業の課題だけでなく、新たな可能性についても考え
るきっかけにしてほしいという製作者の願いが伝わってくる作品です。

佳 作

・目指せ！平泳ぎマスター
・ウェルカム AISAI ―わたしたちにできることー

兵藤 裕美 （岡崎市立根石小学校）
渡辺 幸人 （愛西市立草平小学校）

家康と岡崎 ～家康とともに歩む未来～
岡崎市視聴覚ライブラリー・おかざき映像教材研究会 C 班
徳川家康が築き上げたものが地盤となって今の岡崎があるということ、そ
して､故郷の歴史や伝統を学び受け継ぐことが現在の街づくりにつながっ
ていることを感じられる作品です。

佳 作

・南米ペルーの謎 －空中都市と地上絵―

加賀 通義 （豊明ビデオクラブ）

完全網羅！中２理科 実験サポート
岡崎市視聴覚ライブラリー・おかざき映像教材研究会 F 班
「実験の進め方、失敗しやすい点、実験器具の扱いがわかりにくい点」に
焦点を当て、子どもたち自身が実験中に何度も見直せるように工夫されて
制作されています。

流れる水のはたらき
森 綾子 （岡崎市立下山小学校）

新聞を身近なものに感じてほしいという願いが伝わる作品です。新聞がで
きるまでの工程を動画にするなど、普段は見ることのできない新聞作りの
裏側が理解しやすいように工夫されて制作されています。

佳 作 ・ミシンの使い方

・外角の和が 360°になることを説明しよう

徳
尚和 （岡崎市立六ツ美南部小学校）
徳倉 千秋 （岡崎市立葵中学校）

TAKE FREE

みっちゃく！地元の新聞社
岡崎市視聴覚ライブラリー・おかざき映像教材研究会 E 班

ご自由にお持ちください

流れる水のはたらきとそのはたらきによってできる地形の変化や上流と
下流の石の違い、地元自治体の洪水対策などが理解しやすいように工夫さ
れて制作されています。

編集・発行/公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県生涯学習推進センター
住所：〒460‑0001 名古屋市中区三の丸三丁目 2 番 1 号（愛知県東大手庁舎 2 階）
T E L：052‑961‑5333 F A X：052‑961‑0232 E‑mail：in f o @ m a n a bi.pr e f.aic hi.jp

「トマトの長期多段栽培」に焦点を当て、冬に向かってトマトを収穫する
過程での作業や農家の工夫、努力がわかりやすく伝わる作品です。
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