
豊橋自然歩道

( 地域づくり：豊橋自然歩道推進協議会 )
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特　　集

-　目　次　-
●特集・・・・・・・・・・・・・・・ １
　チームラボ★アイランド　

踊る！アート展と、学ぶ！未来の遊園地
●地域づくり・・・・・・・・・・・・・3
　豊橋自然歩道推進協議会(豊橋市)
　NPO法人やきもの文化・瀬戸洞町(瀬戸市)
●大学地域連携だより・・・・・・・・・5
　愛知東邦大学　地域連携センター
　名古屋商科大学　地域活性化研究センター
●施設だより・・・・・・・・・・・・ ６
　愛知県青年の家
●情報提供機関紹介・・・・・・・・・ ７
　日本の凧の会　東海支部
●講座・イベント情報・・・・・・・・ ８
●おすすめ情報知っ得・・・・・・ 裏表紙
　「学びネットあいち」情報提供機関募集中！

公民館で行われた作品展示会

( 情報提供機関紹介：日本の凧の会　東海支部 )

窯垣の小径

( 地域づくり：NPO 法人やきもの文化・瀬戸洞町 )



-　1　-

このイベントは、デジタル領域を中心に独創的な事業を展開するチームラボの世界でも評
価の高いアート作品と、全国各地で大人気の「チームラボアイランド ! - 学ぶ！未来の遊園
地 -」を結集した大規模な展覧会です。大空間で展開されるアートや体を思いっきり動かす
未来の遊園地を体験することで、テクノロジーとアートを通じて、学びと遊びの本質を発見
し、未来を切り拓くクリエイティブ活動に自ら参加することができます。

その特色や見どころについて、名古屋実行委員会の鈴木さんにお話を伺いました。

■　踊る！アート展　DANCE! Art Exhibition　■
チームラボがこれまで発表してきたアート作品と未来の遊園地を一度に体験できる世界

初の企画展は、平成２６年１１月に日本科学未来館で開催され、約４７万人を動員しました。
今回は、東海初の開催となり、３つの作品を体感できます。

≪クリスタル　ユニバース≫
本作品は光の点の集合(１１万個以上の LED 電球)で宇宙 ( ユニ

バース ) 空間を表現しています。この空間の中にいる鑑賞者は、
作品の中を通り抜けることができます。

また、外の鑑賞者は、自身のスマートフォンや設置されている
タブレットから、その光の空間を構成する惑星 ( エレメント ) を選
択し、クリスタルユニバースを創ることもできます。そして、選
択されたエレメントと中と外の鑑賞者が互いに影響を受け、LED
の明滅の変化は雨のようであったり、周囲を回っていたりなど
様々であり、永遠に変化していきます。

床や周囲 ( 壁 ) が鏡になっているため、中にいる鑑賞者は、吸い
込まれていく感じや、光が自分の体を通り抜けていく感覚を体感
できます。まるで、SF 映画のワープシーンのように、星が全部
自分に迫ってくることを体感できるでしょう。

≪花と人、 コントロールできないけれども、 共に生きる ー A Whole Year per Hour ≫
壁一面に投影された花は、鑑賞者のふるまい ( 花にすごく近

づいているか、ある一定の距離間があるか ) によって、いっせ
いに散り、死んでいったり、もしくは、より生まれ、いっせい
に咲き渡ったりします。

あらかじめ記録された映像を再生しているわけではないの
で、全体として以前の状態が複製されることなく、鑑賞者のふ
るまいの影響を受けながら、変容し続けていきます。今この瞬
間の絵は二度と見ることができません。また、たくさんの人が
触れると、いろいろな所でいろいろな変化が見られます。

自然は人間にコントロールできないという前提の下での自
然への人為とはどのようなものなのか、そして、それらは、何
か未来のヒントになるのではないかと考えるきっかけになる
のではないでしょうか。

会期	 	 ２０１６年１１月１２日(土)～２０１７年２月１２日(日)

会場	 	 名古屋市科学館　地下２階　イベントホール

主催	 	 「チームラボアイランド　踊る！アート展と、学ぶ！未来の遊園地」名古屋実行委員会
　　　　　　　　　　　	（名古屋市科学館、中京テレビ、チームラボ）

詳しくは、 公式ホームページへ　http://exhibition.team-lab.net/nagoya/

【名古屋実行委員会の
鈴木教弘さん】

【クリスタル ユニバース / Crystal Universe】

【花と人、コントロールできないけれども、共に生きる
 – A Whole Year per Hour】

特 集
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≪百年海図巻 アニメーションのジオラマ≫
本作は次世紀まで上映し続ける『百年海図巻 [ 上映時間 : 100 年 ]』を、

体感可能な時間にまで縮めた作品です。
かつて私たちが見ていた主観的世界と現代の客観的世界をチームラボの

超主観空間によって映像化したものです。
そして、そうすることによって、鑑賞者が映像の世界を客観的に観るの

ではなく、映像の中の世界と自分がいる世界が曖昧で表裏一体になるよう
な、新しい映像表現ができるのではないか。映像で表現される世界が、もっ
と身体的な体感になるのではないか。そんな疑問への試みです。

■　学ぶ！未来の遊園地　Learn & Play! Future Park　■
「チームラボアイランド - 学ぶ！未来の遊園地 -」とは、共同で創造する「共創 ( きょうそう )」の体験を学ぶ

遊園地です。最新のデジタルテクノロジーを使い、子ども達が同じ空間で、自由に体を動かし、互いに影響を
与えながら、共同的で創造的でアートな体験を楽しむことができます。そのような体験を通して、共同で創造
していくことができる人間になってもらいたいという願いから生まれた「未来の遊園地」です。

今回、５つのアトラクションを楽しむことができます。

≪つくる！僕の天才ケンケンパ≫
まるで、水面に浮かんでいるような○△□の上をケンケンすると、音が

鳴り、体験者の軌跡が変化していきます。同じ形に連続して飛び乗ると、
大小の○△□がそれぞれ弾けるように広がります。また、同じ色に連続し
て跳び乗ると、その色が水面に広がり続けます。

遊んで終わりというわけではなく、体験者は他の参加者のために、コー
スを自由に作ることができます。そして、どんなコースになったら面白い
か、難易度はどうかなど、創造性を駆使してコースを作り、実際に遊んで
もらいます。そうすることで、お互いに、ルールは自分で作れるという体
験を共有します。

≪小人が住まうテーブル≫
このテーブルは、小人たちが住んでいるテーブルです。小人たちはテーブル

の中で走り回っていて、こちらには気付きません。しかし、テーブルの上に手
を置いたり物を置いたりすると、小人たちは気付いて、飛び乗って来たり、す
べったり、ジャンプしたり、よじ登ったりします。小人たちと一緒に遊びましょ
う。

≪お絵かきタウン≫
この街 ( タウン ) は、みんなの描いた絵でできていく街です。紙に自由に描いたもの ( 車、ビル、UFO や宇宙船 )

が壁に投影された街に立体的に出現して、目の前の巨大な街の中で動き出します。みんなが描いた絵によって
街ができていき、どんな絵を描くかによって、街が変化していきます。

また、街の中の車に触ると、車のスピードが変化しますし、街の中のものに
はそれぞれ役割があり、消防車やクレーン車は街を守ります。

なお、「お絵かきタウン」で描いた絵が、世界で一つだけのペーパークラフ
トになります。車やビルなどお絵かきタウンで描いた絵が、それぞれ展開図に
なりますので、組み立てると、世界で一つだけのあなたのペーパークラフトが
出来上がります。

このほかにも、積み木を並べて、列車や車が走る街を作る≪つながる！積み木列車≫や、象形文字に触れるとそ
の文字がもつ世界が表れ、物語がはじまる≪まだ かみさまが いたるところにいたころの ものがたり≫もあります。

＜チケット情報＞

【百年海図巻 アニメーションのジオラマ】

【小人が住まうテーブル】

【つくる！僕の天才ケンケンパ】

【お絵かきタウン】

特別展当日入場料(プラネタリウムを除く名古屋市科学館展示室をご覧いただけます。)
■ 一般＝1,400 円、高大生(要学生証)＝800 円、小中生＝500 円
上記に加えて、プラネタリウムも鑑賞する場合の入場料
■ 一般＝1,800 円、高大生(要学生証)＝1,100 円、小中生＝500 円

【問合せ先】名古屋市科学館
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄二丁目 17 番 1 号
  電話：052-201-4486 チームラボ　名古屋市科学館

【科学館マスコットキャラクター：アサラ】
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◆市民に親しまれる自然歩道づくりを目指して◆
昭和４４年に厚生省 ( 当時 ) が東京の「明治の森高尾国定公園」と大阪の「明治

の森箕面国定公園」を結ぶ東海自然歩道構想を発表しましたが、愛知県内のコー
スは、豊田市、春日井市、瀬戸市、犬山市、小牧市、新城市及び設楽町を通過す
るもので、豊橋市民にとっては、距離や時間面で利用しづらいものでした。

そこで、当時の文化協会所属団体のうち、自然保護関係に係る団体が集まり、
自然に親しむ場づくりを通じ、自然への理解と保護の観念を高め、併せて市民の
体力づくりの一助にとの願いのもと、昭和４４年８月に豊橋自然歩道推進協議会
を結成し、活動を開始しました。

協議会が開発や整備に取り組んだ歩道は、古くは信仰の道、交易の道、森林資
源の運搬の道として大変貴重なものでしたが、時代とともに荒れ果て、消失寸前
でした。その歩道を手作りで新たに豊橋自然歩道として生まれ変わらせ、多くの
人に親しんでもらうことを目指して活動を進めてきました。
◆美しく、親しまれる歩道づくりをこれからも◆

豊橋自然歩道は、弓張山系南端大岩町の東山 ( 松明峠 ) から石巻町の中山峠まで
の本線 ( 稜線 ) とそれぞれの山麓とをつなぐ支線１６本から成り、総距離は約４７
ｋｍです。豊かな自然に恵まれ、名所、史跡、文化財も点在しています。一般道
からのアクセスも比較的よく、自然に親しみながらの体力づくりにうってつけの
自然歩道です。

特に、葦毛湿原は、東海地方特有の植物や寒冷地性の植物など貴重な種が数多
く生育していることから、1992 年に愛知県の天然記念物に指定されています。
また、あまり知られていませんが、５３０運動発祥の地でもあります。「自分の
ゴミは持ち帰ろう。」と呼びかけ、湿原のごみ籠を撤去したところ、ごみが激減
し、この運動は市内全域で展開され、日本各地に広がっています。

豊橋自然歩道は標高もさほど高くない山地ですが、それでもチェーンソー等の
機材を持っての作業は危険を伴い、体力も消耗します。しかし、利用者の方から

「ありがとう」「ご苦労様」と声をかけられたときや通行できないほど生い茂っ
た草を刈り払い、１本の道が浮かびあがったときには、大きなやりがいを感じま
す。今後も、この自然歩道を美しく守り、より多くの方に親しんでいただけるよ
う、地道に活動を続けていきたいと思います。

豊橋自然歩道推進協議会
～市民による、市民のための手作りの自然歩道～

豊橋自然歩道推進協議会は
 「豊橋自然歩道」をより多くの人に親しん
でもらうため、開発、整備、保全に取り組
んでいる団体です。

豊橋自然歩道は、豊橋東部の弓張山地一帯に整備された遊歩道で、自然歩道周辺は、石巻山や葦毛湿原を始
めとする豊かな自然に恵まれ、浜名湖や豊橋市街はもとより、富士山や三河湾も望める自然歩道として多くの
人に親しまれています。この自然歩道の開発、整備、保全に長年取り組んでいるのが、豊橋自然歩道推進協議
会です。協議会設立当初から活動を続けている中島さんと村山さんに同協議会の成り立ちや活動の状況につい
て、お話を伺いました。

    【(左)中島芳彦さん(4 代目会長)、
              (右)村山亮一さん(会員)】

【自然歩道整備作業】

【葦毛湿原の植生回復作業】

N
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◆窯垣と洞町文化会、そしてNPO法人へ◆
「窯垣」（かまがき）とは、使われなくなった窯道具、あるいは「はねもの」

（規格外）の製品を組んでつくられた塀や壁の総称で、今でも瀬戸市街のい
たるところに残っています。その中でも、特に「窯垣の小径」と呼ばれる幅
約１間（1.8m）、長さ 400m の細長い路地には、国内だけでなく、世界でも
類を見ない窯垣が密集した風景があります。

大正から昭和にかけての日本を代表する思想家であり、日本各地の手仕事
を調査・蒐集する中で、工芸品の美を称揚するために ｢ 民藝 ｣ の新語を作り、
民藝運動を本格的に始動させた柳宗悦（やなぎむねよし）氏が瀬戸を訪れた
際に、この洞町の窯垣を見て「無作為で無欲な美しさ」と高く評価され、こ
れが地域の住民に「この風景を残し、この町の歴史と文化を次世代に伝えて
いなかくてはならない」という熱い思いを芽生えさせました。そして、その
思いを実現すべく、25 年前に地域主導の任意団体として「洞町文化会」が発
足しました。

洞町文化会には、やきもの関係だけではなく、サラリーマン、商店主、僧侶
など様々な職種の人たちが集い、その活動は、まず地域を勉強することから始
まりました。月に一度定例会を開催し、「窯垣の小径」を中心に窯垣の保全活
動を続ける中で、「窯垣の小径」を核に将来の洞町の姿を模索しました。そし
て、この町の魅力は、「ものづくりと住民の暮らしが密接に関わって作られた
歴史と文化が今でも感じられる場所であること」という結論に至りました。その後、活動を続けるうちに「窯
垣の小径」は各種メディアで取り上げられ、毎年数万人の人が訪れるようになりました。

そして、更なる活動の充実に向けて、平成２５年 2 月に「NPO 法人やきもの文化・瀬戸洞町」を立ち上げ、
現在は洞町文化会が主に窯垣の保全活動を行い、当法人は文化財が眠る里山の保全活動及び外部に向けての情
報発信などを行っています。

◆この町の歴史と文化を次世代へ受け継ぐために◆
当法人が新たに始めた事業もあります。毎年秋に開催される「窯垣の小経

まつり」との共同企画「せともん探訪ツアー in 洞町」です。
これは「窯垣の小径」、文化財が眠る里山、そして今も昔ながらの製法で

やきものを作る窯を散策し、伝統を守り続ける職人さんの話から昔の仕事ぶ
りや暮らしの様子を体験してもらうものです。今年も 11 月 20 日の日曜日
に開催し、瀬戸市内だけでなく、他の地域からも多くの方に参加していただ
くことができました。

窯垣の維持管理や里山の活用など課題は多いですが、行政とも連携し、こ
の町の歴史と文化を次世代に引き継いでいきたいと思います。

NPO 法人
やきもの文化・瀬

せ

戸
と

洞
ほら

町
まち

～瀬戸洞町の歴史・文化・風景を次世代へ～

NPO 法人やきもの文化 ・ 瀬戸洞町は
瀬戸の洞町周辺とその中心にある里山を世代・ジャンルを
超えた人びとの協働によって保存するとともに、これらを
活かした文化活動に取り組んでいる団体です。

「やきものまち」として 1000 年の歴史をもつ瀬戸。現在では「せともの」といえば「やきもの」の代名
詞となっています。こうした中で、瀬戸の洞町にある「窯垣の小径」を中心に、歴史と文化を保存・継承し
ていこうと活動をされているのが、NPO 法人やきもの文化・瀬戸洞町です。同法人のあゆみや取り組みにつ
いて、副理事長の水野雄介さんにお話を伺いました。

県内各地で様々な団体のみなさんが、その活動を通じて地域づくりに貢献され、また、活動に
よって生まれる出会いや交流は、ご自身の生きがいにもつながっています。このコーナーでは、
地域づくり活動を行っている団体のみなさんの特色ある取り組みをご紹介します。

【インタビューした水野雄介さん】

【窯　垣】

【せともん探訪ツアー in 洞町】

●公益財団法人豊橋文化振興財団内　豊橋自然歩道推進協議会事務局　TEL：0532-39-5211

●NPO 法人やきもの文化・瀬戸洞町　フェイスブック： NPO 法人やきもの文化・瀬戸洞町
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【地域連携活動促進】 【ボランティア活動支援】 【生涯学習支援】

地域連携活動の学内外への相談窓
口として、名古屋市名東区を始め
外部との連携を促進

・連絡調整、情報発信　…等

ボランティアに関する情報提供や
相談会・説明会を実施

・震災ボランティア説明会

・海外ボランティア説明会　…等

地域に開かれたキャンパスとして
本学の特色を活かした講座（愛知
東邦大学コミュニティカレッジ）
を開講、後期受講者募集中！
詳しくは大学HPまで！

【問合せ先】
 愛知東邦大学 地域連携センター
 Tel：052-782-1241（代表）Fax：052-782-1943
 Email：chiiki@aichi-toho.ac.jp
 愛知東邦大学 HP：http://www.aichi-toho.ac.jp/

○開室時間
　平日 10：00～17：00
○場所
　愛知東邦大学　S 棟 1 階　
　　地域連携センター

①近隣市町と連携しての地域活性化の講座
 （市役所職員から地域発展のための成長課題を学びます。）
②地域ブランドを高めるための計画書作成の講座
 （地域内の資源を分析し、魅力を高める方策を提言）
③学外での地域活性化の活動実践
 （H28 年度は、イオンモール長久手店とリニモ沿線地域づくり
　がテーマ）
④社会福祉協議会と連携しての障害者福祉の講座
 （簡単な訓練でできる障害者介護のあり方を学びます。）

その他にも様々な活動に毎年 300 名を超える学生が参加しています。

当センターは、地域の活性化や振興に関する研究および教育
の発展に貢献することを目的として 2015 年に設立されました。
地域研究はよく耳にしますが、地域活性化の研究は例が少なく、
創造的で実践的な教育を重視する本学の思想が現れています。

当センターの活動の一端を以下にご紹介いたします。

【問合せ先】

 名古屋商科大学
　 地域活性化研究センター

 Tel：0561-73-2111(代表)
 Email：rcrr@nucba.ac.jp

【地域活性化研究センター】

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。

― 学びと成長の場を地域にひろげ活性化に貢献する ―
愛知東邦大学　地域連携センター

名古屋商科大学 地域活性化研究センター
Research Center for Regional Revitalization

名東区唯一の大学として、主たる地域を名東区とし、地域連携活動の拠点となるセンターです。
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公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団

愛 知 県 青 年 の 家

愛知県青年の家には、様々な研修施設があります。利用
目的に合った施設を組み合わせることで、より効果的な研
修を行うことができます。

毎年４月には、多目的ホールや会議室型の研修室を利用
した学校関係の学習合宿、オリエンテーション合宿や企業
の新入社員研修が数多く開催されています。

ほかにも、体育館を使っての踊り、新体操、チアーリーディ
ングなどの練習会、スポーツクラブの合宿などに幅広く
利用されています。

また、多目的ホールは、吹奏楽関係の部活動や団体の利
用も盛んで、使い勝手が良いと好評です。このホールには
階段状の座席が１９２席あり、今年９月には『あいち国際
女性映画祭』( あいち男女共同参画財団との共催 ) を開催し
ました。

愛知県青年の家は、徳川家康ゆかりの岡崎城の南東約４km、緑の林に囲まれ野鳥の

さえずりが聞こえるなど、自然環境に恵まれた美合の丘にある社会教育施設です。

名鉄本線「美合」駅から南西へ徒歩１５分とアクセスにも恵まれています。

野外炊飯場は、宿泊の時の夕食炊飯はもちろん、日帰り
の昼食炊飯でも利用できます。炊飯道具や折り畳み式のテー
ブルセットも無料で貸し出しており、利用者から好評を得て
います。

このほかに、屋外にはテニスコートが２面あり、夕食炊
飯をして宿泊し、翌日にテニスを練習するといった合宿に
も利用されています。

このように、青年の家は様々な研修に対応可能な社会教
育施設です。ぜひ、ご利用ください。

愛知県青年の家
          〒444-0802　岡崎市美合町並松 1-2

  TEL 0564-51-2123　FAX 0564-51-2027

施 設 だ よ り

アクセス
●電車・バス  
　　名鉄本線「美合」下車、南西へ徒歩 15 分
　　JR 岡崎駅から名鉄バス美合経由東岡崎行にて約 12 分
　　「県立専門校前」下車徒歩 3 分 　　
●自家用車　　
　　東名高速道路 岡崎 IC から５Km 約１５分
　　新東名高速道路 岡崎東 IC から１２Km 約２５分

【愛知県青年の家】

【多目的ホール】

【屋根付きの野外炊飯場（１２炉）】

あ い ち 青 年 の 家
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■名古屋古流凧とは■
名古屋古流凧は、約 370 年前の寛永年間から伝わる伝統的な凧で「蝉」、

「虻」、「蜂」の３種類があり、この地域特有の冬の強風「伊吹おろし」に耐え
られるように、骨には弾力性のある「すす竹」（茅葺き屋根に敷いてある古い
竹）が使用されています。ぶんぶんと例えようもない良い音色でうなりながら
揚がっていく全国的にも特異な形の凧は、まさに精巧な工芸品と言えます。

今回取材させていただいた事務局の永田さんも、この凧に魅せられた一人。
一宮市での凧揚げ大会で初めて見て、「自分でもつくってみたい！」と思った
ことが支部に参加するきっかけとなり、今では支部の活動だけでなく、風の良
い日には、自分でつくった名古屋古流凧を揚げて楽しんでおられるそうです。

～モリコロパーク新春親子凧揚げ大会～
風に乗って空高く揚がる凧！ぐいぐいと引っ張られる凧糸の感触を親子で感

じてみませんか！当日は、先着 200 名の方に凧が無料で配布されます。もちろ
ん自分の凧をあげることができ、よくあがった凧には表彰もあります。                                    

また、東海支部会員による珍しい凧のデモンストレーションも必見です！ 
お気軽にご参加ください。

日　時：平成 29 年 1 月 9 日（祝）午前 9 時～午後 2 時 30 分（雨天中止）
場　所：愛・地球博記念公園 野球場
※詳細は、「日本の凧の会　東海支部」へお問い合わせください。

　日本の凧の会 東海支部では会
員を募集しています。“ 凧” を楽し
みながら、すばらしい「名古屋古
流凧」を継承していきましょう！
男女問わず、興味のある方！ご連
絡をお待ちしております。
　また、ご要望があれば、「凧づ
くり教室」（有料）も開催しますの
で、お気軽にご相談ください。

 「日本の凧の会　東海支部」は、1975 年に「名古屋古流凧」
の復元・継承を目的に愛知県内及び近県の同好者で発足し、そ
の後、「日本の凧の会」への加入などを経て、現在は、名古屋古
流凧はもとより、あらゆる凧文化の発展のため、幅広く活動し
ています。

【親子教室での凧の説明】

【雲まであがれ 天まであがれ～】【糸の結び方を教えているところ】

【名古屋古流凧研修会に参加された皆さん】

【名古屋古流凧”虻”】【名古屋古流凧”蝉”】

会 員 募 集 中 ！

【問合せ先】日本の凧の会 東海支部　事務局（永 田）
〒491-0923　一宮市大和町氏永820-3　TEL 0586-44-7432

■凧文化の発展のために■
現在、会員は２９名で、この素晴らしい名古屋古流凧を個人的に製作研究されてき

た松田弥一郎氏と佐藤昌明氏の指導により、支部の会員に伝承・発展させていくこと
を始め、凧文化の発展と会員相互の情報交換・親睦を図ることを目的として様々な活
動を行っています。

具体的には、毎月第１日曜日の愛・地球博記念公園での公園来場者を対象とした「凧
づくり教室」、そして、県内の高校や公園などでも、随時「凧づくり教室」を開催して
います。若い人の凧絵の発想には勉強させられることも多いそうです。

また、月 2 回、会員の親睦を図るため「凧揚げ
の集い」を開催するとともに、珍しい凧の発掘や
凧友との情報交換のため、全国各地で開かれる凧
揚げ大会にも参加しています。

そのほか、技術向上に向けた勉強会や年１回講
師を招いて国内の伝統凧を製作する「切磋琢磨凧
研究会」、また、名古屋古流凧の作り方を伝承し
ていくための「名古屋古流凧研修会」などにも力
を入れています。

情報提供機関紹介

日本の凧の会 東海支部
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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

１月

館蔵品展　「墨色のあじわい」
11/23(水)～2/5(日)　9:00～16:30
内館蔵品のなかから、墨色の美しい近現代書作品
をご紹介します。書家が生み出すあじわい深い墨
色、墨量や運筆速度の変化による濃淡、滲みとか
すれとの対比などの美しい書作品をご鑑賞くださ
い。
場春日井市道風記念館

料一般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 ＨＰ
春日井市松河戸町5-9-3
問0568-82-6110
休月曜日(月曜日が祝日の場合は開館し、
翌日休館)、年末年始(12/29～1/3)
申展示品解説(事前予約は不要)：学芸員
が初心者向けに展示品の解説をします。
12/4(日)、1/29(日)の10:30～11:00
と14:00～14:30の各日２回

ミニ企画展　生きた化石
～太古から変わらぬ生き物たち～

12/10(土)～5/21(日)
内３階展示室の一角にて、ミニ企画展「生きた化
石」を開催します。何億年も昔から姿を変えずに
生きてきた、面白おかしな生物たちについてご紹
介します。意外と身近なところにも、生きた化石
と呼ばれる生物が潜んでいますよ！
場蒲郡市生命の海科学館　3階展示室

料 幼児(未就学児)
は無料
小･中学生200円
高校生以上500円

蒲郡市生命の海科学館 ＨＰ
蒲郡市港町17-17
問0533-66-1717
休毎週火曜日、12/29～1/3、※火曜
日が祝日の場合は、その翌日が休館日。
ゴールデンウィーク・夏休み・冬休みな
どは火曜日も開館しています。
申申込不要

企画展　「酉にちなむ」
12/17(土)～1/15(日)
内2017年は酉年です。トリガイ、トリバネアゲ
ハなど干支の動物にまつわるいろいろな「モノ」
を紹介します。
場豊橋市自然史博物館

料 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
詳企画展は無料

豊橋市自然史博物館 ＨＰ
豊橋市大岩町字大穴1-238
問0532-41-4747
休毎週月曜日(その日が祝日及び振替休
日の場合は翌平日)、年末年始(12/29～
1/1)

古川美術館新春企画展　「名山巡礼」
1/2(月)～3/5(日)
内不老長寿の憧れとしての蓬莱山や霊峰・富士、
自然の恵みに彩られた山脈に偉大な力を投影した
堂々たる山々。本展は山をテーマに、山に育まれ
た感性や、画家が抱いた想いとともに、描かれた
名山を巡る旅にご案内します。
場古川美術館　1階

料大人1,000円
小中生300円
高大生500円

古川美術館 ＨＰ
名古屋市千種区池下町２－５０
問052-763-1991
休月曜日　※1/2～1/9は休まず開館

古川美術館分館 爲三郎記念館　新規収蔵
記念展　「BOKUFUの書～長谷川牧風と
金子鷗亭を中心に」
1/2(月)～3/5(日)
内名古屋市出身の書家・長谷川牧風(１９３９-
２０１０)を中心に、牧風の師で文化勲章受章者の
金子鷗亭とその子息・卓義、牧風の遺志を受け継
ぎ現代の書界を牽引する長谷川鸞卿の、師と弟子、
親と子の書の美を展覧いたします。
場古川美術館　2階・分館　爲三郎記念館

第37回　絵になる町児童生徒絵画展
1/4(水)～15(日)　9:30～17:00

(入館は16:30まで)
内稲沢市内の小中学生が描く稲沢市内風景画の
入賞･入選作品を展示します。
場稲沢市荻須記念美術館　一般展示室

料 無料(一般展示
室)

稲沢市荻須記念美術館 ＨＰ
稲沢市稲沢町前田３６５番地８
問0587-23-3300
休会期中の休館日は1/10(火)、11(水)
申申込不要

内内容　　場場所　 　対対象　　定定員　　料受講料、入場料、参加費　　詳詳細

ＨＰホームページあり　　問問合せ電話番号　 　休休館日　　申申込方法

講座・イベント情報
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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

景色めぐり　―土地と時代を越境する旅、
浮世絵から写真まで
1/4(水)～2/5(日)　10:00～17:00

(観覧券の販売は16:30まで)
内「風景を巡る旅」がテーマの展覧会。当館がこ
れまでコレクションしてきた浮世絵、日本画、油彩、
写真などの中から、「風景」を中心に描いた選りす
ぐりの作品を紹介します。
場高浜市やきものの里かわら美術館

料中学生以下無料、
高校生以上200円

高浜市やきものの里かわら美術館 ＨＰ
高浜市青木町９丁目６番地１８
問0566-52-3366
休月曜日、火曜日(祝日の場合は翌平日)

新春展　愛知ゆかりの絵画と工芸
　　　　―藤井達吉を中心に―
1/7(土)～2/5(日)
内１階展示室は江戸時代の横井也有、中林竹洞か
ら、杉本健吉や平川敏夫など現代にいたる絵画を、
２階では、瀬戸、常滑などで活躍した陶工、陶芸
家の作品を展示。また碧海郡(現･碧南市)に生まれ、
孤高の芸術家として創作した藤井達吉の日本画や
陶芸作品も併せてご覧いただきます。
場桑山美術館

料一般500円、
中高大学生300円

桑山美術館 ＨＰ
名古屋市昭和区山中町２－１２
問052-763-5188
休月曜日(祝日の場合は開館)、祝日の翌日

新春特別展示　戸田提山展
1/11(水)～15(日)

安城市出身の書家、戸田提山（1917‐2004年）
の豊かな感性による書の美を当館コレクションで
紹介します。
場刈谷市美術館　１階特別展示室

料無料

刈谷市美術館 ＨＰ
刈谷市住吉町４－５
問0566-23-1636
休月曜日

常設展第Ⅲ期　絵画を愉しむ：Part１　静
物画のこころ
1/18(水)～2/19(日)

静物画からは、対象とじっくり向き合った画家
の眼差しが伝わってきます。モチーフ、色、形、
質感といった様々な要素を通して、画家たちが静
物画に込めた“こころ”の在りかを探ります。
場刈谷市美術館　１階特別展示室

愛知県医師会　健康教育講座
1/12(木)

14:00～15:00　講演
【テーマ】知らなかった！いろんな種類の緑内障の話
【講　師】藤田保健衛生大学　眼科助教　三宅　悠三
15:00～15:30　質疑応答
場愛知県医師会館　9階大講堂

料無料

公益社団法人　愛知県医師会 ＨＰ
名古屋市中区栄四丁目１４番２８号
問052-241-4139
申事前申込不要

特別展　「とうふねこ座の世界」
1/14(土)～29(日)

蒲郡市在住のアーティスト「とうふねこ座」。
毎月掲載される「広報がまごおり」の人気コーナー

「クイズまちがいさがし」の原画や人形劇の道具、
読み聞かせ活動で出会った子どもたちの似顔絵、
伸び伸びと描かれた墨彩画など、多岐に渡る活動
を紹介します。
場蒲郡市立図書館　展示コーナー

料無料

蒲郡市立図書館 ＨＰ
蒲郡市宮成町1-1
問0533-69-3706
休期間中の休館日：1/16(月)、23(月)
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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４期　健康ゆったりベリーダンス
1/11(水)～3/29(水)　13:00～14:00
水曜日(全10回、2/8･22を除く)
内ベリーダンスを取り入れゆったりした健康体操をすること
により、肩こりの解消や体力をつけ、健康な体をつくります。
※子ども体験　みんなで遊ぼう！１才半～３才児のお子

様は別メニューでお預かりします。(有料)
保護者の方は安心してベリーダンスを楽しんでいただけます。
場愛知県体育館

対一般
定30名
料8,000円
詳期間途中からの
参加も可能です。

愛知県体育館 ＨＰ
名古屋市中区二の丸１番１号
問052-971-2516
申 ベリー ダ ン スとス ポ ーツ 吹 矢 は、
12/11(日)午前9時から電話にて先着順
(定員になり次第締め切ります。)
申キッズダンスは、12/11(日)午前10
時から電話にて先着順(定員になり次第
締め切ります。)

第４期　キッズダンス
1/11(水)～3/29(水)　15:20～16:20
水曜日(全10回、2/8･22を除く)
内子ども達が楽しくダンスが出来る空間を提供し、ダ
ンスを通じて「リズム感」「体力」「柔軟性」を養います。
場愛知県体育館

対３才～未就学児
定20名
料7,000円
詳期間途中からの
参加も可能です。

第４期　スポーツ吹矢
1/13(金)～3/10(金)　13:30～15:00
(全6回、1/13･27、2/17･24、3/3･10)
内性別、年齢を問わず楽しめ、様々な世代とのふ
れあい、精神力、集中力を高めます。吹矢の呼吸
法により細胞の活性化など健康効果があります。
場愛知県体育館

対一般
定30名
料4,800円
詳期間途中からの
参加も可能です。

名古屋市美術館特別展
　「永青文庫 日本画の名品」
1/14(土)～2/26(日)　9:30～17:00(金曜日は～20:00)
内旧熊本藩の大名・細川家に伝わる歴史資料や美術工
芸品を管理する公益財団法人である永青文庫が所蔵す
る絵画の中から、菱田春草の《落葉》、小林古径の《髪》
を含む「近代の日本画」、および時代を超えて愛される

「白隠と仙厓の禅画」の名品をまとめてご紹介します。
場名古屋市美術館

料一般1,300円、
高大生800円、
中学生以下無料

名古屋市美術館 ＨＰ
名古屋市中区栄２－１７－２５
(芸術と科学の杜・白川公園内)
問052-212-0001
休毎週月曜日

セレトナの森の研究室⑨
　野鳥のおもしろ生態Ⅱ
1/15(日)　9:30～11:30
内冬の都市鳥ウォッチング！平凡な鳥たちの非凡
な生活を楽しく学びましょう。
場大府市自然体験学習施設　二ツ池セレトナ

対 一般(小学生以
下は保護者同伴)
料無料

大府市自然体験学習施設　二ツ池セレトナ ＨＰ
大府市横根町名高山８８番地の１
問0562-44-4531
申電話または直接来館にて受付(先着順)
申込期間(野　鳥)：1/ 8(日)まで9:00～17:00
申込期間(絵手紙)：1/15(日)まで9:00～17:00

体験講座　絵手紙教室
1/22(日)　9:30～11:30
内親子や初心者でも楽しめる絵手紙講座です。植
物や生き物を題材に作品を仕上げます。
場大府市自然体験学習施設　二ツ池セレトナ

ソリすべり＆冬の遊びパート１
1/21(土)13:00～22(日)14:00　一泊二日
内隣接する元気村のそりゲレンデで親子でソリす
べりを楽しむ。また、冬の遊びを楽しみながら親
子のふれあいを深める。
場愛知県旭高原少年自然の家

対小学生以上の子
どもとその家族
定90名(応募者多
数の場合は抽選)
料   大人：5,600円/人
中学生以下：4,900円/人

愛知県旭高原少年自然の家 ＨＰ
豊田市小滝野町坂３８番地２５
問0565-68-3200
申ハガキ、ＦＡＸ：0565-68-3203、
インターネット：
http://www.hm11.aitai.ne.jp/~asahi/

第２回　スリーダブルス卓球大会
1/27(金)　受付9:00～、9:30開始
内3名1チームによるスリーダブルスの団体戦

(11点3ゲームマッチ)
場愛知県スポーツ会館　第２競技場

対１チーム３名の
女性(学生はのぞく)
定32チーム
料１チーム3,000円

愛知県スポーツ会館 ＨＰ
名古屋市北区名城1-3-35
問052-991-9151
申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。後日、申込書と参加料持参または現
金書留による郵送をしてください。
申込期間：12/13(火)～1/8(日)先着順
で受け付け、定員になり次第 締切
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こまなびフェスティバル２０１７
1/28(土)　9:00～16:00
1/29(日)　9:30～15:45
内日頃の学習活動の成果をぜひご覧ください。子どもと
大人が市民講座やサークル活動等で学んだことを発表す
る集いです。懐かしい音楽を聴ける舞台発表、好奇心を
引き立てる展示作品、茶道、パソコン、将棋、花、折り紙、
工作、楽器体験など様々な分野の体験講座を行います。
場小牧市市民会館　小牧市公民館

料無料
※一部の講座で材
料費等が必要

小牧市教育委員会生涯学習課 ＨＰ
小牧市堀の内三丁目１番地
問0568-76-1166

ＡＫＭアタッチメント・キッズマッサージ
　ＡＧＭアタッチメント・ジム
　　インストラクター養成講座
1/28(土)、1/29(日)
内１～６歳の子どもとお母さんが取り組める営みとし
てアタッチメント・キッズマッサージを教えるインスト
ラクター、０歳～６歳の子どもと親が取り組む発達段階
に応じた親子体操(アタッチメント・ジム)を教えるイン
ストラクターの２つの資格取得のための講座です。
場ハッピーチャイルドセミナールーム

料108,000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。

(社)日本アタッチメント育児協会 ＨＰ
名古屋市中区金山2-15-14パックス金山4F
問052-265-6526
申インターネット：
https://www.naik.jp/course/akm_
agm.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。

温室おえかき大会
1/28(土)～3/5(日)　9:00～16:30

(温室入館は16:00まで)
内熱帯果樹温室でのこども向け写生大会！入選作
品は後日表彰します。
場東谷山フルーツパーク

対3歳以上小学生
以下
料参加費無料
(温室入館料：
大人300円、
中学生以下無料)

(公財)名古屋市みどりの協会　東谷山フ
ルーツパーク ＨＰ
名古屋市守山区大字上志段味字東谷2110番地
問052-736-3344
休毎週月曜日(休日と重なった場合はそ
の直後の平日)
申申込み不要、当日参加OK

島地保武×環ROY
　～ダンスとラップ～ありか
1/29(日)　14:00開演(開場は13:30)
　　　　　 17:00開演(開場は16:30)
内ダンサー・振付家の島地保武とラッパー・音楽
家の環ROY。ダンスとラップという異なるジャン
ルで活躍する二人が、固定観念を揺さぶりながら、
新しい創作に挑んだ意欲作。愛知県芸術劇場で人
気を博した作品が、豊川で再演！
場豊川市御津文化会館　ハートフルホール

料 一 般2,000円
(当日券2,500円)
24歳以下1,000円
詳 全席自由。未就学児
のお子様のご入場はご遠
慮ください。前売券完売
の場合は、当日券はあり
ません。24歳以下チケッ
トで入場される方は、当
日必ず年齢が確認できる
証明書をお持ちください
(学生証･免許証など)。

豊川市文化会館 ＨＰ
豊川市代田町1丁目20番地の4
問0533-84-8411
申前売券発売日：10/9(日)～
申込先：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、チケットぴあで発売 

２月

第３期　バドミントン教室
2/3(金)～3/7(火)　10:00～12:00
(毎週 火曜、金曜)、指定の火･金曜日　全10回
内スポーツを楽しみながら、健康の保持増進と体
力づくりができます。この機会に参加してみませ
んか。
場愛知県スポーツ会館　第４競技場

対15歳以上(中学生
を除く)、（加療中の方
は医師と相談の上お
申し込みください。）
定42名
料1人7,000円(税込)

愛知県スポーツ会館 ＨＰ
名古屋市北区名城1-3-35
問052-991-9151
申1/12(木)9:00～電話先着順。(定員
になり次第締め切ります。)
申込期間：1/12(木)～2/17(火)、定員に
空きがある場合は引続き受け付けます。

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
2/4(土)、2/5(日)
内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る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課程(２級)』も同時に修了で
きます。
場ハッピーチャイルドセミナールーム

料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。

(社)日本アタッチメント育児協会 ＨＰ
名古屋市中区金山2-15-14パックス金山4F
問052-265-6526
申インターネット：
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。
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H28年度　豊橋市民大学トラム
　「未来ビークルシティ実現への技術展望」
2/4･11･18(土)、3/4(土)
内自動運転の電気自動車がパーソナル移動手段の主流
となる未来のビークル都市。その実現に向けた４つの先
端技術チャレンジをシリーズで紹介します(全4回)。一
般市民向けにわかりやすく説明します。
場豊橋技術科学大学　A1-101講義室

対一般市民(小中学
生含む)
定 各190名(申 込
順)
料無料

豊橋市生涯学習課 ＨＰ
豊橋市今橋町1番地
問0532-51-2849
申豊橋市生涯学習課までお電話くださ
い。定員に達しない場合は、当日参加可
能。事前に電話でご確認ください。

第１回スポーツ鬼ごっこ体験と鬼ごっこ
2/5(日)　13:00～15:00
内親子で参加、お一人参加、お友達と参加、楽し
むココロを持った皆様、お待ちしています。
スポーツ鬼ごっこと、鬼ごっこを楽しみましょう！
場名古屋市中村生涯学習センター　体育室

対 小学生以上(未
就学児は、親子一
緒で参加可)
料500円(保 険 料
込み)

名古屋スポーツ鬼ごっこ愛好会 ＨＰ
知立市新地町東新地４３00 SUZU１
イーストハウス　３A
問090-9929-7113
申 事前申込：メール(nagoyaspo2@gmail.com)、
facebook(名古屋スポーツ鬼ごっこ愛好会)イ
ベントページで参加表明する。
いずれの方法も、お名前、参加する方を含む人
数を連絡ください。
当日申込：当日、中村生涯学習センターの体育
室の受付へ直接お越しください。

愛知県医師会　健康教育講座
2/9(木)
内14:00～15:00　講演

【テーマ】健康に老いるためのコツ
　　　　 ～筋肉の老化はこう防ぐ～

【講　師】国立長寿医療研究センター副院長
　　　　 老年学･社会科学研究センター長
　　　　　 荒井　秀典
　 15:00～15:30　質疑応答
場愛知県医師会館　9階大講堂

料無料

公益社団法人　愛知県医師会 ＨＰ
名古屋市中区栄四丁目１４番２８号
問052-241-4139
申事前申込不要

ソリすべり＆冬の遊びパート2
2/11(土)13:00～12(日)14:00　一泊二日
内隣接する元気村のソリゲレンデにて親子でソリ
すべりを楽しむ。また、冬の遊びを楽しみながら
親子のふれあいを深める。
場愛知県旭高原少年自然の家

対小学生以上の子
どもとその家族
定 90名(応募者多数
の場合は抽選)
料　 大人：5,600円/人
中学生以下：4,900円/人

愛知県旭高原少年自然の家 ＨＰ
豊田市小滝野町坂３８番地２５
問0565-68-3200
申ハガキ、ＦＡＸ：0565-68-3203、
インターネット：
http://www.hm11.aitai.ne.jp/~asahi/

自然史トーク　「生物が変えた地球」
2/12(日)　14:00～15:00
内今の生物の大半は、初期の地球では生きていけ
ません。そんな過酷な環境は、生物によって大き
く変化していきます。生物による地球の大変革を
紹介します。
場豊橋市自然史博物館

対小学3年生以上
定40名(申込順)
料入園料：無料
詳受講料は無料

豊橋市自然史博物館 ＨＰ
豊橋市大岩町字大穴1-238
問0532-41-4747
休毎週月曜日(その日が祝日及び振替休
日の場合は翌平日)
申電話、FAX、メールで講座名・開催日と
氏名・住所・電話番号をご連絡ください。
申込期間：～2/12(日)
申込先：ＦＡＸ：0532-41-8020
E-Mail：sizensi@toyohaku.gr.jp

セントラル愛知交響楽団
　バレンタインコンサート
2/12(日)　15:00開演(開場は14:30)
内大切な人とクラシックを聴きに出かけませんか。
美しくてロマンティックな楽曲をセレクトした、初
めてのクラシックにも最適なコンサートです。生
のオーケストラが奏でる極上の響きをお楽しみく
ださい。
場豊川市小坂井文化会館　フロイデンホール

料一般3,000円
(当日券3,500円)
24歳以下1,000円
詳 全席指定。未就学
児の入場はご遠慮くだ
さい。前売券完売の場
合は、当日券はありま
せん。24歳以下チケッ
トで入場される方は、
当日必ず年齢が確認で
きる証明書をお持ちく
ださい(学生証、免許
証など)。

豊川市文化会館 ＨＰ
豊川市代田町1丁目20番地の4
問0533-84-8411
申前売券発売日：11/26(土)～
申込先：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
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撮る人
2/18(土)～4/9(日)　10:00～17:00

(観覧券の販売は16:30まで)
内写真は「現在」を未来に残すメディアです。本
展は、写真家が撮影することで残そうとした人物や
風景を通して、「撮る人」の想いを浮き彫りにする
ことを試みる展覧会です。誰でも簡単に写真が撮れ
る現代、撮ることを通して私たちが残したいことを
考えるきっかけになれば幸いです。 
場高浜市やきものの里かわら美術館

料中学生以下無料、
高校生以上200円

高浜市やきものの里かわら美術館 ＨＰ
高浜市青木町９丁目６番地１８
問0566-52-3366
休月曜日、火曜日(祝日の場合は翌平日)

第１回　手作り味噌教室
(豆味噌、米味噌、麦味噌)

2/18(土)　10:00～12:00
内国産の大豆、米、麦、国産の塩を使って豆味噌、
米味噌、麦味噌の作り方を学んで頂きます。出来
上がりは約8.4㎏の味噌になります。親子での参
加も出来ます。
場醸造「伝承館」

対特に指定なし。親
子や友達1組、1個で
の参加も出来ます。
詳桶付5,700円、
桶 な し4,850円
(国産の大豆、米、
麦、自然塩を使っ
た味噌約8.4kg分)

醸造「伝承館」 ＨＰ
知多郡武豊町小迎5１
問0569-72-0030
申2/10(金)までに、電話、FAX、メー
ルにてお申込みください。
申込先：中定商店(醸造「伝承館」)
ＦＡＸ：0569-72-0020
E-Mail：info@ho-zan.jp

常設展第Ⅳ期　絵画を愉しむ：Part２　表
現のひみつ
2/22(水)～4/9(日)
内絵具と筆による表現にとらわれず、自由でユニー
クな手法で表現された絵画を集めて紹介。いろんな
物を貼ったり、画面を引っ掻いたり、体で描いたり…。
バラエティーに富んだ作品の数々、目を凝らして細
部までご覧ください。
場刈谷市美術館　１階特別展示室

料無料

刈谷市美術館 ＨＰ
刈谷市住吉町４－５
問0566-23-1636
休月曜日、3/21(火)

企画展　「形原の歴史」
2/24(金)～3/20(月･祝)
内形原地区の歴史と魅力をたくさん紹介します。
場蒲郡市博物館　特別展示室

料無料

蒲郡市博物館 ＨＰ
蒲郡市栄町10番22号
問0533-68-1881
休月曜日･第３火曜日(祝日は開館)

熱帯JAZZ楽団　with　マリーン
2/25(土)　16:00開演(開場は15:30)
内カルロス菅野率いる、一流プレーヤーが集結し
たラテン・ジャズ・ビッグバンド。アジアの歌姫マ
リーンと共に、懐かしのラテンの名曲から80年代
の洋楽ヒット曲まで、熱いサウンドを繰り広げます。
場豊川市文化会館　大ホール

料　一般4,000円
 (当日券4,500円)
24歳以下1,000円
詳全席指定。未就学児
のご入場はご遠慮くだ
さい。前売券完売の場
合は、当日券はありま
せん。24歳以下チケッ
トで入場される方は、
当日必ず年齢が確認で
きる証明書をお持ちく
ださい。(学生証、免許
証など)

豊川市文化会館 ＨＰ
豊川市代田町1丁目20番地の4
問0533-84-8411
申前売券発売日：11/20(日)～
申込先：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、チケットぴあで発売

3 月

果樹の花展
3/1(水)～4/12(水)　9:00～16:30
内フルーツパークに咲く果樹の花の写真を展示し
ます。
場東谷山フルーツパーク

料入園無料

(公財)名古屋市みどりの協会　東谷山フ
ルーツパーク ＨＰ
名古屋市守山区大字上志段味字東谷2110番地
問052-736-3344
休毎週月曜日(休日と重なった場合はそ
の直後の平日)
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愛知県医師会　健康教育講座
3/1(水)
内14:00～15:00　講演

【テーマ】のどにできるがん(喉頭がん･咽頭がん)について
　　　　　～お酒、タバコ、ウイルスが引き起こす！～

【講　師】藤田保健衛生大学耳鼻咽喉科
　　　　 准教授　加藤　久幸
15:00～15:30　質疑応答
場愛知県医師会館　9階大講堂

料無料

公益社団法人　愛知県医師会 ＨＰ
名古屋市中区栄四丁目１４番２８号
問052-241-4139
申事前申込不要

ソリすべりファイナル
3/4(土)13:00～5(日)14:00　一泊二日
内隣接する元気村のソリゲレンデを活用して親子
でソリすべりを体験し、家族のつながりの大切さ
を認識することを目的とする。
場愛知県旭高原少年自然の家

対小学生以上の子
どもとその家族
定100名(応 募 者
多数の場合は抽選)
料 大人：3,700円/人
中学生以下：3,000円/人

愛知県旭高原少年自然の家 ＨＰ
豊田市小滝野町坂３８番地２５
問0565-68-3200
申ハガキ、ＦＡＸ：0565-68-3203、
インターネット：
http://www.hm11.aitai.ne.jp/~asahi/

企画展
　「平成28年度自然史博物館新蔵標本」
3/11(土)～4/2(日)
内2016年度に新しく博物館に収蔵した標本や学
芸員の研究成果について紹介します。
場豊橋市自然史博物館

料 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
詳企画展は無料

豊橋市自然史博物館 ＨＰ
豊橋市大岩町字大穴1-238
問0532-41-4747
休毎週月曜日(その日が祝日及び振替休
日の場合は翌平日)

第2回スポーツ鬼ごっこ体験と鬼ごっこ
3/12(日)　13:00～15:00
内親子で参加、お一人参加、お友達と参加、楽し
むココロを持った皆様、お待ちしています。スポー
ツ鬼ごっこと、鬼ごっこを楽しみましょう！
場名古屋市中村生涯学習センター　体育室

対 小学生以上(未
就学児は、親子一
緒で参加可)
料500円(保 険 料
込み)

名古屋スポーツ鬼ごっこ愛好会 ＨＰ
知立市新地町東新地４３00 SUZU１
イーストハウス　３A
問090-9929-7113
申 事 前 申 込：メー ル(nagoyaspo2@gmail.com)、
facebook(名古屋スポーツ鬼ごっこ愛好会)イベント
ページで参加表明する。いずれの方法も、お名前、参
加する方を含む人数を連絡ください。
当日申込：当日、中村生涯学習センターの体育室の受
付へ直接お越しください。

第2･3回　手作り味噌教室
(豆味噌、米味噌、麦味噌)

第2回　3/12(日)　10:00～12:00
第3回　3/13(月)　13:30～15:30
※各日、同一内容
内国産の大豆、米、麦、国産の塩を使って豆味噌、米
味噌、麦味噌の作り方を学んで頂きます。出来上がり
は約8.4㎏の味噌になります。親子での参加も出来ます。
場醸造「伝承館」

対特に指定なし。親
子や友達1組、1個で
の参加も出来ます。
料桶付5,700円、
桶なし4,850円
(国産の大豆、米、
麦、自然塩を使っ
た味噌約8.4kg分)

醸造「伝承館」 ＨＰ
知多郡武豊町小迎5１
問0569-72-0030
申申込期間：第2･3回ともに3/3(金)まで
に、電話、FAX、メールにてお申込みください。
申込先：中定商店(醸造「伝承館」)
ＦＡＸ：0569-72-0020
E-Mail：info@ho-zan.jp

あそび発達インストラクター養成講座
3/18(土)、3/19(日)
内0・1・2歳の心を育て、脳を育て、体を育て、そ
の後の豊かな能力形成の土台を作るための「あそび
と発達」を教えるインストラクターを養成します。
場ハッピーチャイルドセミナールーム

料167,400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。

(社)日本アタッチメント育児協会 ＨＰ
名古屋市中区金山2-15-14パックス金山4F
問052-265-6526
申インターネット：
https://www.naik.jp/course/asb.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。

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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情報提供機関になると「学びネットあいち」
等から情報発信できます！
　様々な生涯学習情報（講座・イベント、施設、講師、
ボランティア、教材など）を「学びネットあいち」に
登録し、「学びネットあいち」から情報発信すること
ができます。学習教材もご登録いただけます。
　また、「学びネットあいち」にご登録していただい
た「講座・イベント情報」は、愛知県生涯学習推進セ
ンター情報誌「まなびぃあいち」（年４回発行、各回
8,000 部）及びメールマガジン「まなびぃ通信」（月
１回配信）でも発信できます。

情報提供機関登録の方法（登録は無料です。）

1   「学びネットあいち」利用規約の確認
　　「学びネットあいち」のトップページ右下にある
　   のページをご覧ください。

2 申　請
＜Web から申請＞
・申請フォームから、メールアドレスの送信を行い、

届いたメールの内容から申請フォームにアクセス
します。申請フォームに必要事項を入力し、お申込
みください。

＜用紙による申請＞
・「情報提供機関・団体登録票」をダウンロードして

いただき、必要事項をご記入のうえ、愛知県生涯学
習推進センターへ郵送又はＦＡＸによりお申込み
ください。

3 審　査
　申請内容を審査し、適当と認められる場合は、情報
提供機関サイトにログインするための ID とパスワー
ドを発行し、登録します。 

※審査の結果、申請を受理できない場合がございますので、
あらかじめご了承ください。

4 登　録
　登録が完了しましたら、生涯学
習情報や学習教材を随時ご登録い
ただけます。

◆◆「情報提供機関・団体登録票」の送付先及び問合せ先 ◆◆
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

〒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
電　話：０５２－９６１－５３３３　　ＦＡＸ：０５２－９６１－０２３２

「学びネットあいち」とは

　学びネットあいちは、インターネット
を通して、生涯学習情報を県民の皆様に
総合的に提供するシステムで、スマート
フォンにも対応しています。
ぜひご利用ください。

学びネットあいち

申請フォーム
QRコードはこちら

情報提供機関募集中！
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