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開校記念館は、明治 36年（1903）、校地の東方に広がる農場を見渡す位置に農場監
理所として建築され、現在は開校以来の資料を保管している建物で、県立高等学校に残
る最古の建物です。構造は、木造平屋建て、寄棟造桟瓦葺き、基礎は煉瓦造となってい
ます。正面入口には「開校記念」と記された額が掛けられ、外壁は下見板張り、白ペン
キ塗りとし、場所によって２種類の下見板の張り方を使い分ける珍しい施工を行って
います。正面と側面は窓台より下にアメリカ下見板が張られ、窓台より上はドイツ下見
板としています。また、背面は上部 6 段と角屋の取り付く周囲にドイツ下見板が張ら
れ、それ以外はアメリカ下見板としています。全体の雰囲気は、17～18世紀のアメリ
カ開拓期に流行したエリザベサン様式に類似しています。日本でも 19世紀末の北海道
開拓にこの様式が流入し全国に普及しており、この建物はその典型例といえます。なお、
校地南辺の中央には一部改変があるものの石造の正門が所在しています。 

旧明治郵便局は、安城市南西部の和泉町、名鉄
桜井駅の西 4.5㎞に位置し、明治 44年（1911）、
江戸時代に庄屋を務めていた神谷家により開局さ
れた三等郵便局です。 
局舎は、木造平屋建て、寄棟造桟瓦葺き、規模が

４間×５間の建物で、外観などに洋風の意匠を採
用しながらも、小屋組には和小屋を用いています。
また、大棟の端部には〒字の文様を施した鬼瓦を
置いています。外壁はアメリカ下見板張りで、隅柱
及び玄関両脇柱を付柱状にみせています。 
官舎は、近代の数寄屋趣味を加味した正統的な書院の構えを示す建物です。木造平屋

建て、西面寄棟造、東面切妻造、桟瓦葺き、南・西・北面に下屋庇が付いています。 
これらの建物は、局舎と官舎がそろって残っている点で注目されます。元は西側の道

路に面していましたが、昭和 55 年（1980）に後方へ曳家されています。また、平成
19 年には安城市の指定文化財となり、局舎は平成 21 年度に実施した保存修理の際、
本来の外壁色である水色に復原されています。 

＜参考文献＞愛知県の近代化遺産(平成 17年、愛知県教育委員会) 

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

愛知県立安城農林高等学校開校記念館及び正門

旧明治郵 便局局舎及び官舎

全景（北東から）

官舎（南西から）

局舎（南西から）

県立高等学校などの歴史的建造物を紹介します。

第二歩

正門（南から）

安城農林高校

旧明治
郵便局

デンパーク

23

45

愛知県立安城農林高等学校は、安城市中部の池浦町、JR安城駅の北西１㎞に位置し、
前身が明治 34年（1901）に愛知県立農林学校として開校した県内有数の伝統校です。
初代校長の山崎延吉は多角形農業を提唱し、「日本デンマーク」安城を支えた多くの人
材を育てました。この地域の発展は、ここ安城農林高等学校における先進的な農業教
育の賜物といわれています。 
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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・問合せ先・申込先等

10 月

藤前干潟の企画展　干潟のオリンピック
7/28(木)～10/30(日)　9:00～16:30

オリンピック開催期間にあわせて、藤前干潟に
生息している生きものたちの驚異的能力を紹介し
ます。もし自分がその生きものだったとしたら？
わかりやすい展示で楽しく学ぼう！

稲永ビジターセンター　1階展示室

無料
ポスター(PDF)

https://www.manabi.
pref.aichi . jp/attach/
EDIT/00/003/00003
586.pdf

環境省中部地方環境事務所
名古屋市港区野跡4－11－2(稲永ビジ
ターセンター)

052-389-5821
毎週月曜日(祝日の場合は翌日)、第三

水曜日は休館
申し込み不要です。直接、来館くださ

い。
http://chubu.env.go.jp/wildlife/fujimae/
institution/

古川美術館開館25周年記念展
「加藤金一郎と丹羽和子～絵は人生」

8/20(土)～10/10(月)
豊かな色彩と躍動的な造形で風景の心を描き出

した加藤金一郎。時代を鋭く描き出した丹羽和子。
ともに絵に生きた、洋画家の夫婦の人生を、初期
から遺作までの作品を通して紹介します。同時開
催として爲三郎記念館では、特別展「磯田皓と12
人の作家たち」を展覧します。

古川美術館

古川美術館　分館
爲三郎記念館　共通券　
大人1,000円、美術館
のみ800円、記念館の
み(呈茶付)700円

古川美術館
名古屋市千種区池下町２－５０

052-763-1991
月曜日

大人のためのファッション講座
9/5(月)～3/6(月)(毎週月曜9:15～15:00)

ファッションを勉強して自分の隠れた才能を見
つけてみよう！(講座内容：洋服作りの基礎、絵画、
美術鑑賞、パソコン、和服リメイクなど)

学校法人伊藤学園　明美文化服装専門学校内、
イベントにより外出あり

男女・年齢問わ

ず、※面接あり

１か月12,000円

(入学金、教材費不要)

祝日除く、1年

間(継続あり) 

学校法人伊藤学園　明美文化服装専門学校
名古屋市熱田区金山町１－１１－８

052-682-4827(9:00～17:00)
電話、E-mailより申込み

E-mail：info@akemibunka.com

所蔵茶道具展
茶の湯にみる風流―枯淡と風雅―

9/7(水)～12/4(日)
禅僧による墨蹟や竹花入のほか備前、信楽、南

蛮の花入や水指といった千利休によって大成され
た侘び茶の理念を具現化したような茶道具と、綺
麗さびと形容される小堀遠州の茶風を示す高取や
志戸呂の水指や、絵付や蒔絵で装飾された陶磁器
や漆器類などを展示いたします。

桑山美術館

一般500円、
中高大学生300円

桑山美術館
名古屋市昭和区山中町２－１２

052-763-5188
月曜日(祝日の場合は開館)、祝日の翌

日

メナード美術館コレクション名作展
－とっておきの名画と出会う－

Ⅰ期：10/1(土)～11/11(金)、Ⅱ期：11/12(土)
～12/23(金)、Ⅲ期：2017年1/2(月)～29(日)

同館の所蔵品より代表作約90点を厳選して展
示。さらに、新印象派の画家アンリ=エドモン・
クロス《木陰のある浜辺》と、ジョルジュ・スー
ラ《働く農夫》を所蔵より初公開。心動かされる
名画とともに至福の時間を。

メナード美術館

一般900円、
高大生600円、
小中生300円
※障害者手帳をお
持ちの方および同
行者1名は無料
★お得な「リピート割」
本展の半券で2回目以降
の本展入館料が半額に！
会期中とおして気軽に何
度でもご利用ください。
＊他の割引との併用はで
きません。

メナード美術館
小牧市小牧五丁目250番地

0568-75-5787
月曜日(但し10/10、1/2・9は開館)、

10/11(火)、12/24(土)～1/1(日)、
1/10(火)
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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・問合せ先・申込先等

岡崎市制100周年・開館20周年記念
ブリューゲルとバロックの巨匠　ルーベ

ンス、レンブラント、ベラスケス、光と影
の天才たち
10/1(土)～11/27(日)

本展では、ルーベンスやレンブラント、ベラス
ケスなど作品に加えて、ブリューゲル兄弟の作品
を特別出品、その魅力をご紹介します。ヨーロッ
パ各国のバロック絵画の全貌を概観できる絶好の
機会です。

岡崎市美術博物館

一般[高校生以
上]1,000円、
小中学生500円、
*未就学児は無料
*岡崎市内の小中
学生は無料

岡崎市美術博物館
岡崎市高隆寺町字峠１

0564-28-5000
月曜日(但し10/10(月)は開館、翌11

日(火)休館)

アタッチメント・ベビーマッサージ
インストラクター養成講座

10/1(土)･2(日)
生まれたばかりの赤ちゃんと心を通じあわせる

ための『アタッチメント・ベビーマッサージ』を、
赤ちゃんとその家族に伝えていく『アタッチメント・
ベビーマッサージ インストラクター』の資格が取
得できる講座です。また、この講座では『育児セ
ラピスト前期過程(2級)』も同時に修了できます。

ハッピーチャイルドセミナールーム

182,736円
(税込)
※ 認 定 試 験 合 格
後、別途認定申請
料(10,800円)が
必要となります。

一般社団法人　日本アタッチメント育児協会
名古屋市中区金山2-15-14パックス金山4F

052-265-6526
インターネット：

https://www.naik.jp/course/abm.
php、電話：052-265-6526、
E-mail：info@naik.jp、申込期間：満席
になり次第お申し込みを締め切りとさせ
ていただきます。

名古屋市立大学
平成28年度　市民公開講座

10/1(土)～11/26(土)
本講座は「生活習慣病」や「乳がん」など「健康」

をテーマとするものから、「災害から自分と家族を
守るための医療」といった「医療」をテーマとす
るもの、「相対性理論」をテーマとするものまで、
6学部7研究科を持つ本学ならではの、多彩なテー
マで開講する全9回の講座です。

名古屋市立大学　各キャンパス

どなたでも

各回先着順
各回500円

名古屋市立大学
名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１

052-853-8308
申込方法：インターネット(名古屋市

電子申請サービス)、E-mail、FAX、往
復はがき、※詳細は以下のホームページ
をご参照ください。
http://www.nagoya-cu.ac.jp/science/
contribution/event/cat02.html

市民講座「人と環境と不動産」
10 / 5 ( 水 )、10 /12 ( 水 )、10 /19 ( 水 )、
10/26(水)、11/2(水)、11/9(水)　10:30～
12:00

愛知県不動産鑑定士協会に所属する不動産鑑定
士が様々な観点から不動産と環境との関わりにつ
いてお話させていただく無料のセミナーです。詳
細は、下記をご覧ください。
http://www.aichi-kanteishi.or.jp/
(公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会ホームページ)

公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会　会議室

一般・大学生、

不動産と環境に関
心の高い方

各回２０名
無料
全６回のセミナー

です。個別受講可能
ですので、ご希望の
回のみ受講いただけ
ます。

公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会
名古屋市中区栄四丁目3番26号　昭和ビ
ル3階

052-241-6636
申込方法：電話、FAX、E-mailでお

申し込みいただけます。名前、電話番号、
参加希望の回を添えてお申し込みくださ
い。
ＦＡＸ：052-241-6680
E-Mail：info@aichi-kanteishi.or.jp

豊かな生活とは何だろう
快適で安全な生活を支える科学技術

10/8･15･22(土)(予定)　各回13:00～16:00
講演と研究室見学や実習を組み合わせて、化学

材料系・都市系・機械系・電気電子系・建築系の様々
な観点から、環境を守るための最新技術の研究の
様子をわかりやすく解説します。

名古屋工業大学

高校生及び一般

市民
50名
無料

名古屋工業大学
名古屋市昭和区御器所町

052-735-5066
10/3(火)まで、

名古屋工業大学公式ホームページ
https://koukaikouza.ict.nitech.ac.jp/
reception/　からの登録、
E-mail：gakumu-tan@adm.nitech.ac.jp

秋のフルーツフェア　2016
10/8(土)～10/10(月)　9:00～16:30

果物の即売、模擬店、ゴーストハロウィン(お
化け屋敷)やステージパフォーマンス(演奏･ダン
ス)他、展示やゲームなど家族で一日楽しめるイベ
ントが盛りだくさんです。

東谷山フルーツパーク

入園料：無料
※世界の熱帯果樹温
室のみ有料、入場料：
大人300円、中学生
以下無料
※駐車場：イベント期
間中のみ有料、普通
自動車1回500円

(公財)名古屋市みどりの協会　東谷山フ

ルーツパーク
名古屋市守山区大字上志段味字東谷
2110

052-736-3344
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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・問合せ先・申込先等

第12回　自然史博物館自由研究展
10/8(土)～11/6(日)

豊橋市内の小中学生が行った自由研究作品か
ら、生物・地学をテーマにした優れた作品を表彰、
展示します。

豊橋市自然史博物館

入 園 料： 大 人
600円、小・中学
生100円、 保 育・
幼稚園児及び乳幼
児無料

研究展は無料

豊橋市自然史博物館
豊橋市大岩町字大穴1-238

0532-41-4747
毎週月曜日(その日が祝日及び振替休

日の場合は翌平日)

特別展　小倉遊亀
－明るく、温かく、楽しいもの－

10/14(金)～12/11(日)　10:00～17:00
前期：10/14(金)～11/13(日)
後期：11/15(火)～12/11(日)
日本美術院を舞台に活躍した小倉遊亀は、誰に

でも親しまれるぬくもりある画風を確立し、近代
日本画壇に大きな足跡を残しました。本展では代
表作を一堂に集め、遊亀芸術の神髄に迫ります。

名都美術館

一般1,000円
大学生700円
中高生500円
小学生以下無料
★特別割引：前期に有料

でご入館いただいた方に

限り、後期展示は半額に

てご覧いただけます。受

付にて本展覧会半券(使

用済有料観覧券)をご提

示下さい(１回限り)。＊

他の割引との併用はでき

ません。

名都美術館
長久手市杁ヶ池301番地

0561-62-8884
毎週月曜日(祝日の場合は開館、翌日

休館)

特別展「美濃路起宿脇本陣林家」
10/15(土)～11/20(日)
9:00～17:00(入館は16:30まで)

江戸時代に、脇本陣や船庄屋を務めた林家の資
料から脇本陣の仕事や起宿で発生した日常の出来
事、日本の歴史との接点を紹介します。

一宮市尾西歴史民俗資料館　２階特別展示室

無料

一宮市尾西歴史民俗資料館
一宮市起字下町２１１番地

0586-62-9711
毎週月曜日(ただし、休日にあたる場

合は翌日を休館)

愛知県医師会　健康教育講座
10/19(水)　14:00～15:30

【講演テーマ】メディアの弊害とノーメディア
運動の取り組み【講師】医療法人こどもの城　す
ずかこどもクリニック　院長　渡辺　正博

愛知県医師会館、地下健康教育講堂

無料

公益社団法人　愛知県医師会
名古屋市中区栄四丁目１４番２８号

052-241-4139
事前申込不要

企画展「蒲郡の古墳」
10/28(金)～11/27(日)

蒲郡の古墳に関する企画展。出土した遺物や遺
構図面などを展示。発掘調査報告書を刊行・販売
いたします。

蒲郡市博物館　特別展示室

無料

蒲郡市博物館
蒲郡市栄町10番22号

0533-68-1881
月曜日･第３火曜日(祝日は開館)

平成28年度愛知県ユネスコスクール交流会
10/29(土)　12:00～15:00

全国一の規模をほこる愛知県のユネスコスクー
ルの小学生から高校生までが集う交流会を開催し
ます。県内外のユネスコスクールのＥＳＤ活動の
発表や、体験型ワークショップ等を通して、持続
可能な社会づくりの重要性について、未来を担う
子供たちと共に考えましょう！

名古屋市公会堂・鶴舞公園

無料

愛知県教育委員会生涯学習課
名古屋市中区三の丸三丁目１番２号

052-954-6749
当日、開始時間前までに会場へお越し

ください。なお、席に限りがありますの
で先着300名様とさせていただきます。
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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・問合せ先・申込先等

平成28年度特別展　パリに生きる パリを描く
-M氏秘蔵コレクションによる-

10/29(土)～12/11(日)　9:30～17:00(入館は
16:30まで)

没後30年を迎える荻須高徳の作品を中心に、
主要な日本近代芸術家がパリを描いた作品を個人
コレクション70点とともに共催館所蔵の滞欧作
14点により紹介します。

稲沢市荻須記念美術館

一般800円、
高大生500円、
小中生100円
※稲沢市内の小中学
生、及び市内の障害
者手帳・戦傷病者手
帳・被爆者健康手帳
を持参の方(付添人１
人を含む)は無料

稲沢市荻須記念美術館
稲沢市稲沢町前田３６５番地８

0587-23-3300
会期中休館日：月曜日

　　(10/31,11/7,14,21,28,12/5)

第31回国民文化祭・あいち２０１６　特別企画展
「神原鳳章斎　祭礼幕を描いた絵師」

10/29(土)～12/18(日)
神原鳳章斎は、江戸時代後期に活躍した知多郡

中島村(現･知多市)出身の画家です。後に犬山城主
成瀬家に仕え、城主お抱え絵師の中でも特に優れ
た者と伝えられています。本展では鳳章斎の作品
65点を紹介します。風格のある筆致を持ち味とし
た魅力ある作品の数々をご覧ください。

知多市歴史民俗博物館

一般300円、
高校生150円、
中学生以下無料

知多市歴史民俗博物館
知多市緑町１２－２

0562-33-1571
月曜日

11 月

愛知県指定文化財　「南山寿荘」特別公開
11/3(木)

江戸時代に建てられた、尾張藩家老渡邉規綱(わ
たなべのりつな)の別邸の一部「南山寿荘」(愛知
県指定文化財)全体を公開する１年に１度の企画。
通常非公開の2階書院や普段は予約が必要な茶室

「捻駕籠の席(ねじかごのせき)」を予約不要で公開
する。

昭和美術館　庭園内「南山寿荘」

入館料と南山寿
荘見学料合わせて
1,000円

昭和美術館
名古屋市昭和区汐見町４番地の１

052-832-5851
当日本館受付にて

名古屋市美術館特別展「アルバレス・ブラ
ボ写真展－メキシコ、静かなる光と時」
11/3(木)～12/18(日)　9:30～17:00(金曜日は
～20:00)

20世紀写真史に大きな足跡を残したメキシコ
の巨匠マヌエル・アルバレス・ブラボ（1902-
2002）。本展は、作家遺族の運営するアーカイヴ
の全面的な協力を得て、プリント総計192点と関
連資料により、およそ70年にも及ぶアルバレス・
ブラボの芸術の全貌を紹介する日本初の本格的な
大回顧展です。

名古屋市美術館

一般1,000円、
高大生800円、
中学生以下無料

名古屋市美術館
名古屋市中区栄２－１７－２５(芸術と科
学の杜・白川公園内)

052-212-0001
毎週月曜日

多文化共生フォーラムあいち2016
～外国人が多い地域だからこそできるまちづくり～
11/5(土)　13:00～16:00

11月は「あいち多文化共生月間」です！本
フォーラムでは、【studio-L代表、コミュニティ
デザイナー 山崎亮氏】による基調講演のほか、外
国人とともにまちづくりに取り組む団体や外国人
の介護・福祉をテーマに活動している団体による
パネルディスカッションなどを行います。

名古屋国際センター　別棟ホール　名古屋市中村区

250名(先着順)
無料

愛知県 多文化共生推進室
名古屋市中区三の丸三丁目１番２号

052-954-6138
以下のHPよりご確認ください。

h t t p : / / w w w . p r e f . a i c h i . j p /
syakaikatsudo/tabunka.html
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デビュー30周年記念　さくらももこの世界展
11/5(土)～12/25(日)　10:00～17:00(観覧券
の販売は16:30まで)

「ちびまる子ちゃん」の原作者・さくらももこ
さんは1984年に「りぼん」誌上でデビューし、
2014年でデビュー30周年を迎えました。本展で
は、約130点の原画を中心に、不思議なパワーに
あふれた色彩で描かれたカラーイラスト、ゆかり
の品々などで30年の創作の軌跡をご覧いただき
ます。

高浜市やきものの里かわら美術館

高校生以上800円、
中学生以下無料

高浜市やきものの里かわら美術館
高浜市青木町９丁目６番地１８

0566-52-3366
月曜日(※会期中は火曜日も開館しま

す)

パパのためのマタニティ講座
～パパ大好きっこは妊娠中から作戦～

11/6(日) 9:45～11:30
パパも育児に自信が持てる「パパ大好きっ子」

は妊娠期だからできるチャンス‼妊娠期からの取
り組みで大きく違います。知ってもらうとママも
楽になる♬仕組み・実例・やり方を簡単に解説。
ご家族で楽しくご参加ください！

愛知県女性総合センター ウィルあいち　セミ
ナールーム5

どなたでも

※男女問いません、
お1人様での参加
も、お子様連れも、
学生さんも大歓迎
です。

お一人=1,500円

NPO妊娠育児支援Kizuna
090-5784-2413
電話、または

taikyou.kizuna@gmail.com
①「パパのためのマタニティ講座inウィ
ルあいち」、②名前、③連絡先

セレトナフェスタ２０１６
11/6(日)　9:３0～1５:00

今年のテーマは、「Let’s　わくわく　アウト
ドア」！モンキーブリッジや森のブランコなど楽
しいあそびがたくさんあるよ！

大府市自然体験学習施設　二ツ池セレトナ

どなたでも

無料

大府市自然体験学習施設　二ツ池セレトナ
大府市横根町名高山８８番地の１

0562-44-4531
予約不要

国民文化祭企画展
「春日井市道風記念館所蔵優品展」

11/8(火)～11/20(日)
国民文化祭あいちの一環として、道風記念館が所蔵

する奈良時代から江戸時代の名品を展示します。
※学芸員が初心者向けに展示品の解説をします。

11/12(土)･20(日)10:30～11:00、14:00～14:30　各日２回
春日井市道風記念館

一般100円、
高校･大学生50円、
中学生以下無料

春日井市道風記念館
春日井市松河戸町９４６－２

0568-82-6110
月曜日

みどりの教室
「アロマで作るジェルクリーム」

11/11(金)　13:30～15:30
アロマでジェルクリームを作ります。お肌に優

しく心地よいクリームです。
講師　アトリエファブル代表　影山むつみ

愛知県緑化センター　実習舎

20名
材料費1,500円

愛知県緑化センター
豊田市西中山町猿田２１－１

0565-76-2109
申込開始日(10/12)9時より電話か

ホームページ「申込フォーム」で先着順。
定員になり次第締め切ります。
http://www.aichi-park.or.jp./ryokka/

あいちさんフェスタ　ｉｎ　津島
11/12(土)　10:00～15:30

あいちさんフェスタは、専門学科や総合学科、
特別支援学校で学ぶ高校生の日頃の学習成果の発
表を通して、小・中学生のみなさんに地域の専門
高校等について理解していただく産業教育振興の
広報イベントです。作品展示、物品販売、進路説
明会など盛りだくさんです。

ヨシヅヤ津島本店

無料

愛知県教育委員会高等学校教育課
名古屋市中区三の丸３－１－２

052-954-6787
事前申し込み不要
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第３１回国民文化祭・あいち２０１６
稲沢市民文化祭

11/13(日)　9:30～16:50
「自然の恵みとこころの豊かさ　人が輝く　文

化創造都市」をテーマに、伝統芸能や音楽の発表、
美術展や茶華道展を開催します。フィナーレはセ
ントラル愛知交響楽団による特別演奏会です。

名古屋文理大学文化フォーラム(稲沢市民会館)

無料(茶席のみ
有料、一服３５０
円)

稲沢市教育委員会生涯学習課
稲沢市稲府町１

0587-32-1440

第３９回愛知県スポーツ会館女性選手権大会
バドミントンの部：11/15(火)　9:30～
卓球の部：11/25(金)　9:30～

バドミントンの部(ダブルス戦)、卓球の部(ダブ
ルス戦)

愛知県スポーツ会館、バドミントンの部：第４
競技場、卓球の部：第２競技場

バドミントンの部
女性ペア(学生

を除く)
３２組
1組\1,800

卓球の部
女性ペア 組年

齢120歳以上(学生
を除く)

６４組
1組\1,600

愛知県スポーツ会館
名古屋市北区名城１－３－３５

052-991-9151
参加申込書にご記入の上、参加料を添

えてお申込みください。電話でのお申込
みは仮受付としますので、後日、申込書
と参加料を持参または現金書留で郵送し
てください。10/14～先着順に受付け、
定員になり次第 締切

おはなしおばさんのかわいい仲間たち展
11/19(土)～12/11(日)

子どもたちに楽しいおはなしを届けて21年。
おはなし会の衣装は、楽しい飾りがたくさんつい
た手作りの帽子が特徴です。帽子のほか、おはな
し会に使う人形などカラフルな空間をお楽しみく
ださい。子育てのヒントになりそうな、おはなし
おばさんの“子育てのうた”(詩)もどうぞ。

蒲郡市立図書館　展示コーナー

無料

蒲郡市立図書館
蒲郡市宮成町１番１号

0533-69-3706
期 間 中 の 休 館 日：11/21(月)、

28(月)、30(水)、12/5(月)

平成28年度Word&Excel操作マスター編
11/7(月)、12/5(月)　9:30～16:30

WordやExcelを十分に使いこなせていない方
が、基本操作を完璧にマスターするための講習で
す。演習が中心なので機能を確実に習得できます。
Wordでのレポート･スケジュール･ポスター等の
作成、Excelでの各種表・データベース作成、他
※　各日で同じ内容

愛知県職業訓練会館　電話：052-522-8441

各日で、当協会会
員･学生=8,600円、
非会員=10,800円

愛知県職業能力開発協会
名古屋市西区浅間２－３－１４

052-524-2032(企画業務課)
申込期間：4/1～11/25、

ＦＡＸ：052-524-2036
E-Mail：kyouiku@avada.or.jp

北なごやパペットフェスタ２０１６
11/26(土)･27(日)、プレ公演11/23(祝)

北なごやパペットフェスタは、プロ・アマの人
形劇団が一堂に会し、子どもたちに夢を与える「人
形劇の祭典」です。今年は、国民文化祭が愛知県
で開催されるため、例年８月の開催時期を１１月
に変えて実施。フェスタには全国各地から４０劇
団が参加し、様々な人形劇を繰り広げます。

北名古屋市文化勤労会館及びコミュニティセン
ター(北名古屋市役所西庁舎内)、プレ公演：北名
古屋市総合体育館　多目的ホール

一般公演：プロ
公演(アマチュア共
通券付き)400円、
アマチュア共通券
300円
特別公演：おとな
1,000円、こども
500円
プ レ 公 演： 前 売
り800円、 当 日
1,000円

北名古屋市教育委員会　生涯学習課
北名古屋市熊之庄御榊６０番地

0568-22-1111
北名古屋市文化勤労会館、北名古屋市

東図書館、北名古屋市役所(東庁舎)生涯
学習課およびチケットぴあで10/1(土)
より発売



情報提供機関になると、「学びネットあいち」を通して、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。

学びネットあいち情報提供機関募集中！

学びネットあいち　http://www.manabi.pref.aichi.jp
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浜矩子特別講演会
「アホノミクス完全崩壊に備えよ」

11/29(火)　13:30～15:00
同志社大学大学院教授・浜矩子氏が、「新・ニッ

ポン考」の特別講演として経済活動とはどういう
ものかという本質論から、日本経済の現状、アベ
ノミクスの本質、などを分かりやすく分析し、今
後の日本の行方を考察します。

ｉｍｙ(アイエムワイ)会議室　名古屋市東区葵
3-7-14

どなたでも

3,700円

創企舎ソフィ  
名古屋市中区新栄2-6-13共生印刷北館
2階

052-684-5894
申込期間：7/25～11/29、

申込方法：電話、ＦＡＸ、E-mailでご予
約のうえ、銀行振込
ＦＡＸ：052-684-5894
E-Mail：soukisha-sophy@gd5.so-net.ne.jp

12 月

北欧と日本－スウェーデン社会のしくみか
ら読み解く新しい社会の形－
12/3(土)　10:00～11:30

格差社会、高齢化の進行など現在の日本は多く
の問題を抱えています。スウェーデン社会を参考
に日本の今後を考えていきます。スウェーデンの
歴史、文化、教育、生活の特質を取り上げます。
スウェーデンから学ぶ点は何か。また、日本のよ
さは何かを考える講座です。

愛知東邦大学

500円

愛知東邦大学コミュニティカレッジ
名古屋市名東区平和が丘３－１１

052-782-1241
申込期間：8/26～11/19

以下の必要事項を記載していただき、インターネッ
ト、EmailまたはFaxにてお申込ください。《必要
事項》件名：愛知東邦大学コミュニティカレッジ受
講申し込み、①講座名　②氏名　③住所　④電話
番号　⑤E-mailアドレスまたはFax番号
HP：http://www.aichi-toho.ac.jp
E-Mail：atucc@aichi-toho.ac.jp
ＦＡＸ：052-782-1943

家族でリースつくり＆そば打ちしよう！
冬の林間学校
12/3日(土)　13:30～開校式(12:45～受付)
12/4日(日)　13:15～閉校式(13:30解散)

1泊2日3食付、リースつくり、クリスマスパー
ティ、そば打ち

愛知県野外教育センター

3歳以上の子ども
とその家族

70名(20家族程度)
大人(高校生以上)

4,600円、
子ども(3歳以上)
3,900円、
別途そば打ち代
１鉢(４～５人前)
3,400円が必要
※参加費は消費税込
みの金額です。

参加費には傷害保
険と1日目夕食、2日
目朝食、昼食が含ま
れます。

愛知県野外教育センター
岡崎市千万町町字大平田17番5

0564-83-2221
申込期間：10/20～11/3

①インターネット申し込みフォーム
②所定の申込用紙による郵送またはＦＡＸ、①②のい
ずれかでお申し込みください。
※インターネットはＨＰのお申込みフォームに入力
後、送信ボタンを押してください。
http://homepage3.nefty.com/yagaicenter/
※ＦＡＸ：0564-83-2222は送信後、電話で送信
確認をしてください。
※申込数が定員を超えた場合は抽選を行います。
※定員未満の場合は申込期間終了後も随時受付いたし
ます。

（なごや通学３日）
胎教アドバイザー資格講座

12/3(土)、12/17(土)、1/21(土)
胎教アドバイザーは、胎教(おなかの赤ちゃん

によい環境づくり)のスペシャリスト。つまり、胎
教の先生です！

名古屋中小企業復興会館　吹上ホール

助産・医療・保育・
教育・栄養・カウンセ
ラー・ベビー関連の資
格・免許を有する方、
または、愛知県の子育
てを楽しくしたい方。

先着8名様
184,000円

分納可
http://taikyo-jp.

net/taikyo.html

胎教協会
京都市下京区中堂寺庄ノ内町50番18

075-322-0216
申込期間：8/10～12/2

申込フォーム：
http://ws.formzu.net/fgen/S3928473/




