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世代を超えて楽しめる！

ニュースポーツの世界

昨年からの新型コロナウイルス感染症の影響で、日常が大きく変化しました。自粛生活により運動する機会が減ってしまい、健
康を維持するための適度な運動が必要になってきています。そこで、日ごろ身体を動かすことがない人でも、家族の世代を超えた
コミュニケーションづくりに、「ニュースポーツ」を体験してみてはいかがでしょうか。今号では、数十種類あるニュースポーツ
のうち、手軽に楽しめる７種類についてご紹介します。

ニュースポーツって何？
ニュースポーツは、20世紀後半以降に新しく考案・紹介された
スポーツで、その数は数十種類に及びます。子供から高齢者まで
を対象に「だれもが、いつでも、どこでも、いつまでも、気軽に
自由に楽しめる」スポーツとして普及しています。技術や体力が
必要とされる競技スポーツに比べると、⑴ルールが易しく、⑵運
動量が調節でき、⑶年齢や体力差に関係なく楽しめるという特徴
があります。
近年、「生涯スポーツ」への関心が高まる中、幅広い年齢層の
スポーツライフを豊かにするものとして、全国各地で盛んに行わ
【スラックライン大会の様子】

れています。

気軽に楽しめるニュースポーツ

①バウンドテニス
バウンドテニスは、テニスと卓球が合成されたもので、限り
なくテニスに近いスポーツです。ラケットが短いのでテニスよ
り簡単で、初心者でもすぐに楽しめます。コートの広さはテニ
スコートの１／６で、狭い場所でも手軽にできるのが特徴で
す。また、ルールはほぼテニスと同様で、個人の体力・年齢に
応じた運動量が得られ、運動不足解消、健康・体力づくりはも
ちろんのこと、バランス感覚、敏捷性、持久力を養うことがで
きます。

②カローリング
カローリングは、氷上のチェスといわれるカーリングを室内版に改良
したもので、名古屋市のベアリングメーカーが考案しました。名前は
「軽
やかにローリング
（回転する）
」
から命名されました。ストーンの代わりに、
底面に３つの車輪がついた
「ジェットローラ」
と呼ばれるプラスチック製
の円盤をコートの先端にある直径90㎝のポイントゾーンに向け、
相手チー
ムのプレーヤーと交互に走行させてぶつけ合い得点を競うゲームです。

③スナッグゴルフ
スナッグ（SNAG）とは「くっつく」という意味であり、Starting new at
golf〈ゴルフを始めるために〉の略です。ゴルフと同じようにホールを回り、
スナッグフラッグという的にいかに少ない打数でボールをくっつけ終了できる
かを競うスポーツです。ゴルフの基本技術やマナー・エチケットを楽しく学ぶ
ことができるため、プロゴルファーのジュニア育成にも採用されています。プ
ラスチックで作られた道具で安全性に優れ、飛距離も年齢や体格による差が出
にくいので、家族で回っても同じように楽しむことができます。
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【スナッグゴルフ用具】

④ボッチャ
ボッチャは、ヨーロッパで生まれた重度脳性麻痺者もし
くは同程度の四肢重度機能障がい者のために考案されたス
ポーツで、パラリンピックの正式種目です。ジャックボー
ル（目標球）と呼ばれる白いボールに、赤・青のそれぞれ
６球ずつのボールを投げたり、転がしたり、他のボールに
【ジャックボール】

当てたりして、いかに近づけるかを競います。

⑤ディスゲッター９
柔らかい円盤のドッヂビーを投げて、９枚のパネルを狙う的
抜きゲームです。投げる距離は６m程度が一般的ですが、参加
者の年齢層などによって、位置や枚数を決めることができま
す。抜いたパネルの枚数や合計得点を競ったりするなど、工夫
次第で様々な遊び方ができます。

【ドッヂビー】

⑥ラダーゲッター
両端にボールがついたヒモをラダー（はしご）に向
かって引っ掛けるというゲームです。ボールの片方を
持ち、もう一方の垂れ下がったボールを前後に揺らし
て、下手から飛ばすようにしてラダーに向けて投げて
得点を競います。基本的な距離は7.5mですが、体力や
レベルに応じて若干短縮するなど、工夫して楽しむこ
とができます。

⑦スラックライン（練習用）
スラックライン（Slackline）とは、二点間に張り渡した
ウェビングと呼ばれる細いベルト状のラインの上で自由にパ
フォーマンスする新感覚スポーツです。綱渡りとトランポリン
を合わせたような特徴があり、練習用は低く短くしたラインで
バランスを楽しみます。また、集中力と平常心の鍛錬にも効果
的で、アスリートの体幹トレーニングにも取り入れられていま
す。子供から大人まで誰でも安全に遊ぶことができ、練習を積
んだその先に、アクロバティックな技の習得や競技としてのス
ラックラインにたどり着くことができるのも魅力です。

今回ご紹介したニュースポーツは、公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団
が管理運営する施設
（愛知県武道館・愛知県青年の家）で体験することができます。
●愛知県武道館：③以外全て
●愛知県青年の家：③～⑦
※そのほかに、愛知県武道館では職員手作りの
「Bigだるま落とし」も体験できます。
ニュースポーツの動画はこちら →

【Bigだるま落とし】

公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団

名古屋市中区新栄1丁目49番10号 愛知県教育会館2階
TEL（052）241-9101
FAX（052）241-9103

2

財団のホームページはこちら →

岡 田 街 並 保 存 会

～ふるさとの歴史と文化を次世代へ～
知多木綿の発祥の地として栄えた知多市岡田地区には、今も黒塀や蔵など昔

ながらの建物が残り、懐かしい街並みが引き継がれています。
知多岡田簡易郵便局を始め４つの建造物が国の登録有形文化財に登録される
等、保存会では街並みを形成する重要な建造物についての詳細な調査を実施し
てきました。こうした街並みの保存や地域の活性化に対する長年にわたる活動
が評価され、
「岡田街並保存会」
は、令和２年度愛知県地域づくり活動表彰で知事
表彰を受賞されました。
登録有形文化財の一つである
「雅休邸
（旧岡田医院）
」
で、会長の竹内德得さん
と事務局長の竹内洋吉さんにお話を伺いました。

◆始まりは明治時代の郵便局◆
明治時代から昭和41年まで郵便局として利用された「知多岡田郵便局舎」の取り壊しの話
が持ち上がったことから、平成４年に郵便局舎の保存と業務再開に向けた運動が住民から起
こり、翌年
「知多岡田簡易郵便局」として復活しました。明治時代のハイカラな姿そのままの
建物は、国内で営業する最古級かつ愛知県内で最も古い現役の郵便局舎です。
この運動をきっかけに、江戸時代から木綿業で栄えた岡田地区の貴重な建物や景観の保存
と地域の活性化を目的として、平成6年に
「岡田街並保存会」が38名で発足しました。
【竹内会長（左）と竹内事務局長（右）】

◆岡田の良さを伝えたい◆
岡田の街並みの景観は、江戸時代に農家の副収入として行われていた機織りに始まる、木
綿産業の隆盛によるものです。明治時代に工場での生産が始まると、最盛期にはのこぎり屋
根の木綿工場が立ち並び、3,000人もの女工さんが働くほどの賑わいをみせました。保存会
の活動により、明治時代に建てられた木綿蔵を機織り体験ができる
「手織りの里

木綿蔵・

ちた」
（表紙写真）として開所することができた一方、地域の娯楽の殿堂であった「喜楽座」な
どの建物が失われていきました。
住民にとっては、日常目にする当たり前のもの
（風景）であるけれど、実は貴重なもの。街
に愛着をもってもらい、その良さを知ってもらうことが街並み保存につながると考え、
「岡田
の景観」書画写真展や「街並フェスティバル」を毎年開催しています。事業はアイディアの絞
りどころ。残念ながら昨年度は開催を見送られましたが、「街並フェスティバル」では、機織

【知多岡田簡易郵便局】

りを始めとする体験イベントやフリーマーケット、ステージイベントなど、街並み全体を使っ
て盛り上げています。他にも
「岡田景観ガイドマップ」の作成、ボランティアガイドによる街
並みの案内など、地域内外に働きかける活動を行っています。

◆若い力と子どもたちを次の担い手に◆
平日の午後、岡田の古い街並みの中を、子どもたちが楽しそうに下校する声が響きます。
会長の竹内さんは、現在も人が暮らし、生活の場でもあるのが、岡田の良いところだとおっ
しゃいます。お話を伺う中で、何度も出てきたのが
「子どもたちに」という言葉です。
「子ども
たちにここをふるさとと思ってもらい、大人になったら今度は守っていく」そういった形を
作れるといい、と。将来の担い手となる子どもたちに街並みを残していくためにも、古民家
（空き家）の保存と有効活用が今後の課題です。
「使う人の居ない家はすぐ傷んでしまう」こと
から、持ち主と古民家を活用したいと思っている人とを結びつける、古民家（空き家）紹介バ
ンクなどを作りたいそうです。現在、街並保存会の会員は100名を超え、古民家の活用を希
望する地域外の若者も会員に迎えています。
「今後はそういった若い人の知恵と発想を活かし
た事業を進めていきたい」
とおっしゃいます。
また、昨年から地元小学校と連携して、岡田の歴史と文化、魅力を街並みボランティアガ
イドから小学6年生が学び、その後6年生がガイドとなって5年生に教えるという活動を始め
たそうです。次世代へと託す新たな土壌づくりもこうして進められています。
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（Y.N）

【街並フェスティバル】

【問合せ先】
岡田街並保存会
（事務局：手織りの里
木綿蔵・ちた内）
TEL / FAX：0562-56-4722
http://okadamachinami.

com/

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しています。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組をご紹介します。

読み聞かせボランティアグループ

おはなしどんどん
～心に残る１冊を～

偶然見かけた
『鍵っ子』
に、読み聞かせをしてあげたいと感じたひとり
の母親。この時の想いをきっかけに、
平成元年11月
「読み聞かせボランティ
アグループ おはなしどんどん」
は発足しました。以来、地域に根付き、図
書館を始め公民館、小学校、七夕まつりなど様々な場で読み聞かせをお
こなってきました。30有余年にわたるこの活動が評価され、平成31年度
子供の読書活動優秀実践団体として文部科学大臣表彰を受賞されました。
今回は、活動拠点である作野公民館でのおはなし会にお邪魔し、お話
を伺いました。

◆合言葉は“心に残る１冊を”◆
始まりは平成元年４月、塚原さんが本を借りるために訪れた、当時オープンしたばかり
の作野公民館でのこと。午後になり、首からカギをさげて遊ぶ子ども（鍵っ子）が、大人の
気配を求めるように集まってきます。そんな子どもの心を癒したい、絵本のすばらしさを
通して地域の子どもと関わりたいと感じた発起人の塚原さんは、公民館の協力を得て、
「読
み聞かせ講座
（全10回）
」を企画してもらい、その参加者のうちの有志９名で読み聞かせグ
ループを設立しました。
発足当時は、安城市図書館登録
（読み聞かせ）グループの第1号で、まさにゼロからの出
発でした。
「おはなしどんどん」
のグループ名は、
「絵本をどんどん届ける！勢いをもって活
動していく」
という想いから命名されたそうですが、その名のとおり精力的に活動を続け、
32年の月日が流れた現在は、立ち上げメンバーのうち6名を含む17名が活躍中です。

【発起人の塚原さん（前列中央）】

◆飽くなき探求心と欲なきサービス精神◆
月1回の定例会では、活動の中で読み聞かせに使う本の選定や活動後の感触・反省のフィー
ドバックを始め、読み方から作者の研究に至るまで話し合い、聞き手の心に届く読み聞かせ
を目指しています。また絵本の読み聞かせの他に、紙芝居、ブックトーク、ストーリーテリ
ングといった会員の得意分野をさらに活かすため、常に研鑽を積んでおられるそうです。
一方で、グループのモットーは
「やれる時にやれる人がやれる事をやる」
、これが継続の秘
訣ですと答えられます。会員それぞれに事情があり、時に現場を離れることもあるそうです
が、本が好きで、子どもに読んで聞かせるのが好きな人の集まりであり、いつでも帰りを待っ

【令和元年度の勉強会】

ていてくれる居場所としての安心感が、このグループの魅力になっているようです。

◆コロナに負けるな！前向きどんどんの活動◆
昨年度、日本中が新型コロナウイルス感染症に日常を奪われ、活動の休止を判断した団
体も多かったようです。しかし、おはなしどんどんさんは、おはなし会などの行事を心待
ちにしている親子のため、発想の転換と行動力をもって、心に残る本を届ける活動を止め
ないという熱意で前を向き、活動の形を変えて現在も読み聞かせの活動をしています。
アンフォーレ
（安城市図書情報館）
での月１回開催のおはなし会は、感染予防のため屋外広
場での開催に。また長年、安城市立今池小学校で各学年を対象に行っていた、秋・冬の読書
週間時の読み聞かせ
「おはなしどんどんの日」
も、コロナ禍で児童の前での開催が中止になっ
たため、録音したお話を給食の時間に流すというやり方に切り替えたということです。

【令和元年度のおはなしどんどんの日】

◆おばあちゃんとしての伝え方◆
始まりは
「どんどん」
だけど、今は
「ぼちぼち」
。会員も高齢化しているので、子ども達に
寄り添いながら
「おばあちゃんなりの伝え方」
を目指しますと笑いながらも、今後は別のグ
ループとの横のつながりを作りながら、いろいろな角度から読み聞かせをしていきたいと
いった新しい構想もお話しいただきました。まだまだ今後の活動が楽しみです。
子ども達に“心に残る１冊を”届けるため、おはなしどんどんさんの進化は止まりません。


（J.S）

【問合せ先】 読み聞かせボランティアグループ おはなしどんどん（塚原 和江）
TEL：090-9337-8895 e-mail : kazu145tukakiki@katch.ne.jp
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【アンフォーレ屋外広場おはなし会】

情報提供機関紹介
IMASEN犬山からくりミュージアム
玉屋庄兵衛工房
（犬山市文化史料館 南館）

令和2年6月 新築移転オープン！
「山車からくり」
が多く残る中部地方でからくり文化の魅力を発信
現代科学技術の原点・からくりの妙技を間近で堪能

IMASEN犬山からくりミュージアム 玉屋庄兵衛工房は、1996年に開館した旧

からくり展示館の老朽化にともない、2020年6月に新築移転しました。犬山祭で
使用された
「山車からくり」をはじめとする伝統的なからくり人形に加え、江戸時
代に高級玩具として愛された茶運び人形や文字書き人形といった「座敷からくり」
の展示と実演を行っています。
木造建築の外観は、城下町の雰囲気に馴染む瓦屋根が目を引きます。外壁面に
備え付けられた展示ケースから羽衣天女が来館者を迎え、館内には約40体のか
らくり人形が展示されています。さらに、からくり人形師・九代玉屋庄兵衛氏が
人形制作を行う工房が併設され、現在も日本各地にあるからくり人形の修理や復
元新調を手掛けています。

【玉屋庄兵衛工房】

展示品には、かつて犬山祭の車山（やま）に載せられていた、糸や差し金といっ
た道具で操作する「山車からくり」や、歴代玉屋庄兵衛が手掛けた、ぜんまいなど
を動力に歯車やカムを駆使して動く
「座敷からくり」
が並びます。さらに、
展示ケー
スに貼られた二次元コードを読み取れば、展示されたからくり人形が動くところ
を動画で見ることもできます。
犬山祭保存会員によるからくりの実演では、からくり人形を実際に動かしなが
ら仕組みを解説するので、江戸時代の高度なからくり技術を分かりやすく間近で
楽しむことができます。体験用のからくり人形も設置されているため、実演のあ
とには自分の手で人形を操作することができ、より一層「からくり」を身近に感じ
【体験用からくり人形】

てもらえるはずです。皆様のご来館をお待ちしております。
※現在、コロナウイルス感染症対策のため、体験用のからくり人形は休止中。

からくり人形の実演時間
◆平
日◆
◆土日祝日◆

10：30 ～、14：00 ～
10：30 ～、14：00 ～、15：30 ～

※九代玉屋庄兵衛氏の人形制作公開日は、犬山市HPにてご確認ください。

◆企画展◆「治水をめぐる犬山の歴史」

江戸時代から昭和時代に作製された絵図や河川工作物の図面などを展示し、
治水事業に奮闘した犬山の歴史を紹介します。
7月22日
（木）
～ 9月7日（火） 犬山市文化史料館 本館展示室2

【実演用の大型からくり】

IMASEN犬山からくりミュージアム 玉屋庄兵衛工房（犬山市文化史料館

【開館時間】9：00 ～ 17：00
（入館は16：30まで）
【休 館 日】12/29 ～ 12/31（展示替による臨時休館あり）
【観 覧 料】一般300円
（中学生以下無料）
団体240円
（30名以上）

南館）

〒484-0082 犬山市大字犬山字北古券8番地
TEL＆FAX： 0568-62-4802
IMASEN犬山からくりミュージアム
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第十歩
地域に遺る学校建築などの歴史的建造物を紹介します。

旧亀城小学校本館（刈谷市郷土資料館）

旧亀城
（きじょう）
小学校本館は、北校舎・講堂
（ともに現存せず）
とともに昭和3年
（1928）
に亀

城尋常高等小学校の校舎として建てられた建物で、刈谷市南西部の城町、名鉄三河線刈谷市駅の
北西約750mのところにあります。現在も小学校に隣接し、刈谷市郷土資料館として活用されて
いる国の登録有形文化財です。
２階建ての校舎は、柱と梁、外壁を鉄筋コンクリート造、１階と２階の床と屋根を支える小屋
本館外観（南東から）

組を木造とした混構造で、建物を支えるフレームを鉄筋コンクリートで造り、そのフレームに対
して木造の面を載せていく方法が採られています。
名鉄名古屋
本線

建物の平面は、南側に教室、北側に廊下を配する
片廊下式で、両翼の張り出した部分に特別教室な
どを配置していました。外観は左右対称で両翼に

本館2階廊下

伊勢湾岸自動車道

歴史の小径「東海道」
（旧東海道）

大きな妻を見せて手前に突き出す官庁建築に類似
しており、屋根の妻面を見せながら両翼全体を手

1

今川町
乗蓮寺

境川
366

乗願寺
逢妻川

前に張り出して中央玄関よりも強調する手法は、

密蔵院

刈谷総合
運動公園

西洋のバロック建築の流れを感じます。

JR 東海道
本線

築設計事務所を開いた大中肇
（おおなかはじめ）の
代表的な建築作品であり、また同じ国の登録有形

刈谷市
歴史博物館

文化財の滝学園本館
（江南市、昭和元年）とともに

亀城公園

鉄筋コンクリート造と木造の混構造を採用した学

知立
神社
23

366

この建物は、元愛知県営繕係の技手で刈谷に建

洞隣寺

48

155

旧亀城小学校
本館

刈谷球場

51

刈谷市役所
刈谷高校正門

校建築として、鉄筋コンクリート造が地方都市に
本館１階教室

普及する過程を示しています。

歴史の小径「東海道」（旧東海道）
刈谷市は、
「城下町」
「城下町周辺」
「井ケ谷」
「東海道」
「鎌倉街道

周辺」
「築地・一ツ木・恩田」
「高津波・小山」
「重原・半城土・野田」
「小垣江」の9つの地区を、史跡をたどる
「歴史の小径」としてい
ます。その一つ
「東海道」
（旧東海道）
は、
池鯉鮒宿
（ちりゅうしゅ
く）と鳴海宿の間に位置し、休憩のための立て場として茶屋が
賑わった面影を感じます。名鉄名古屋本線富士松駅から密蔵院
までの約4kmの間に、わずかながら木造平屋建てや２階建て
で平入瓦葺の歴史的建造物が遺っています。
今川町の町並（西から）

乗蓮寺のシイ

今川町の代表的な屋敷構え
（北西から）

密蔵院鐘楼門（南から）

富士松駅を出て旧東海道を東に進むと、すぐのところに浄土
真宗の乗蓮寺があり、境内の左手には市指定天然記念物の「シ
イ」が葉を青々と茂らせています。この界隈に所在する寺院の
なかで、伽藍が旧東海道に正対している唯一の寺院です。歴史
的建造物が連続して残存しているのは今川町のみですが、屋敷
構え一体を遺している物件もあります。歴史の小径
「東海道」の
東端には臨済宗の密蔵院があります。上層に梵鐘を吊り、袖塀
の付く鐘楼門は、本堂、大師堂とともに三河三弘法第３番霊場
の境内地の歴史的景観に寄与しています。

〈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）、愛知県の近代和風建築（平成19年、愛知県教育委員会）

愛知県高等学校郷土史研究会

※問合せは愛知県生涯学習推進センターへ
TEL：052-961-5333
6

講座・イベント情報

「学びネットあいち」情報提供機関の
講座・イベントを紹介します！

内 内
 容 場 場所 対 対象（どなたでも参加できる場合は記載なし） 定 定員（ない場合は記載なし）
料受
 講料、入場料、参加費、教材費（無料の場合は記載なし） HP ホ
 ームページ 電 電
 話番号 休 休
 館日
申申
 込方法（申込不要の場合は記載なし） ※各講座・イベントの概要を掲載しています。詳細は各問合せ先へお問合せください。

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、掲載している講座・イベントが中止または
延期となる場合があります。必ず問合せ先へご確認のうえ、お出かけください。

名称・開催日時・内容・場所

対象・定員・料金

問合せ先・申込方法 等

7月
刈谷市美術館
刈谷市住吉町4-5
HP https://www.city.kariya.lg.jp/
museum/
電 0566-23-1636
休 月曜日

コレクション展
自画像の画家 筧忠治展
開催中～ 7/18（日） 9：00 ～ 17：00
内 ほ とんど独学で自画像や風景、猫など身近な存在を
描き続けた筧忠治（1908-2004年、一宮市出身）
。
令和2年度の新所蔵作品を中心に、その力強く気迫
に満ちた絵画世界を振り返ります。
場 刈谷市美術館 特別展示室

筧忠治
《[自画像]》
1935年

豊田市民芸館 陶芸資料館
豊田市平戸橋町波岩86-100
HP http://www.mingeikan.toyota.aichi.
jp/
電 0565-45-4039
休 月曜日
（ただし祝日の場合は開館）

企画展『植物文様の民芸』
開催中～ 8/29（日） 9：00 ～ 17：00
内牡
 丹文を貼り付けた半胴甕、大輪の菊模様が美しい石
皿など、植物をモチーフに取り入れた民芸品は多く、
これらは江戸時代に盛んに作られました。同時代の絵
入り事典として圧倒的な項目数を持つ
『和漢三才図会』
の挿絵とともに民芸品を約250点展示紹介します。
場 豊田市民芸館 第1・2民芸館

メナード美術館
小牧市小牧五丁目250番地
HP https://museum.menard.co.jp/
電 0568-75-5787
休 月曜日
（ただし8/9（月・休）
は開館）
、
7/13（火）、8/10（火）

所蔵企画展
田渕俊夫と日本画の世界 美をつなぐ
開催中～ 8/29（日） 10：00 ～ 17：00
（最終入館は16：30まで）※会期は変更となる場合があります。
内 現代日本画壇を代表する田渕俊夫は、令和元年11月
に文化功労者として顕彰されました。この展覧会で
は、田渕の初期から令和の現在にいたる作品とその
表現に焦点を当て、あわせて当館のコレクションを
代表する日本画家たちの作品をご覧いただきます。
場 メナード美術館

胎教アドバイザー® 資格講座
開催中～ 10/24（日）
※オンライン講習AB日程いずれかに参加必須
Ａ：7/6（火）
・8（木）
Ｂ：9/13（月）
・14（火）
いずれも10：00 ～ 15：00
内胎
 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。受講期間 1年フォ
ロー。テキスト6冊
（5科目+課題1冊）
。参加必須の講
習2日は、実践を中心としたオンライン受講。胎教を
体系的に学び、明るい家庭づくりに役立てませんか。
場 通学講習会をオンラインに切り替えています。

田渕俊夫
《明ける》
2020年
メナード美術館 初公開コレクション

対赤
 ちゃんと関わる方、（一社）日本胎教協会

助産・医療・保育・教育・ 京都府京都市下京区中堂寺南町134
栄養・カウンセラー関 （公財）京都高度技術研究所8階
連の資格・免許を有 HP https://taikyo-jp.net/certificate/
する方、胎教を体系 電 070-1782-0223
的に学びたい方など
休 土日祝、研修時
定 7名
申 ホームページ・申込みフォーム
（https://
料 202,400円
ws.formzu.net/fgen/S3928473/）
（分納可、フォロー 1
にて、先着順。
年、講習、テキスト
代すべて込）

名古屋大学博物館
名古屋市千種区不老町
HP http://www.num.nagoya-u.ac.jp/
https://www.num2021crystal.net/
電 052-789-5767
休 日曜日・月曜日

第27回特別展 結晶展
開催中～ 11/6（土） 10：00 ～ 15：00

（入館は14：30まで）
内神
 秘的な美しさで私たちを魅了する
「結晶」
。名古屋大学
博物館所蔵の冒険家・植村直己氏が作製した雪の結晶レ
プリカや、名古屋大学名誉教授・野田稲吉博士の合成雲
母の研究について展示紹介するほか、現在名古屋大学で
遂行されている多彩な結晶研究の一部を紹介します。
場 名古屋大学博物館 3階展示室
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名称・開催日時・内容・場所
あ

え

る

AELネット環境学習スタンプラリー
6/22（火）
～ 2022/2/23（水・祝）
内県
 内の環境学習施設等で構成するAEL
（あえる）
ネット
に加盟する施設等と連携して、
「AELネット環境学習ス
タンプラリー」
を開催します。参加施設への来館、
講座・
イベントへの参加により、スタンプを集めて応募いた
だくと、抽選で記念品をプレゼントします。
場 愛知県環境学習施設等連絡協議会
（AELネット）
に加
盟する施設等

近代日本の礎となった 明治・大正の焼き物
6/25（金）
～ 9/20（月・祝） 10：00 ～ 17：00
内 明 治6年のウィーン万博に参加した日本は、国際的
なデビューを果たします。ジャポニズムを引き起こ
した精巧な陶磁器は、重要な輸出品に位置づけられ
ました。本企画展では明治・大正時代の輸出陶磁器
を通して、近代日本の礎に大きく貢献した足跡の一
端を紹介します。
場 横山美術館

ボン・ヴォヤージュ！
－鉄・布・ダンボール アートの森へ旅にでよう－

対象・定員・料金

問合せ先・申込方法 等

料 一部の施設、講座、

AELネット事務局
（愛知県環境局環境政策部環境活動推進課）
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
HP https://ael-stamp.jp
電 052-954-6208
休 土日祝
申 一部の施設、講座、イベントは、
要事前予約

イベントは、有料

料 一般

1,000円
高・大学・シニア65
歳以上
800円
中学生
600円
小学生以下
無料
障がい者手帳をお持
ちの方
700円
※各種割引制度あり

料 600円

中学生以下無料
※各種割引制度あり

7/3（土）
～ 9/26（日） 10：00 ～ 17：00

（観覧券の販売は16：30まで）
内 鉄・布・ダンボールといった異なる素材を扱う3名
の作家、藤沢レオ・森迫暁夫・吉田傑の企画展。森
をイメージした会場では、実物大の生きものからそ
れらを取り巻く自然・空間をモチーフにした作品を
紹介します。観る・触れる・感じる喜びをお楽しみ
ください。
吉田傑「GARAPAGOS GIANT
TORTOISE」2016
場 高浜市やきものの里かわら美術館

心理カウンセラー養成講座（毎週コース）
7/5（月）
～ 2022/6/27（月）
月曜昼間コース
（一宮）
13：30 ～ 16：00
火曜夜間コース
（名古屋） 17：30 ～ 20：00
内 心理カウンセラーに必要な認知療法、発達障碍やゲー
ム依存症の対処等の知識が得られます。子育てや自
己啓発にも役立つ内容です。毎週月曜
（一宮）昼間、
または火曜（名古屋）夜間で、9カ月受講で修了資格
となります。講師は名城大学非常勤講師の鷲津氏が
務めます。
（一宮市大志1-6-17）
場 月曜昼間コース 一宮教室
火曜夜間コース ウィルあいち（名古屋市東区上竪杉町１番地）

暮らしに役立つWord・Excel・PowerPoint
7/8（木）
～ 9/23（木・祝） 13：00 ～ 16：00
内 Word・Excel・PowerPoint は 仕 事 だ け の ア プ リ
じゃない！暮らしに役立つ実践的なテクニックを
覚 え ま す。 朝 はExcelで 血 圧 シ ー ト。 昼 はWord・
PowerPointで自治体や子供会の企画書。夜の体重
管理もExcelなら超便利！
場 犬山市勤労青少年ホーム
（犬山市大字羽黒新田字上堅筬1-1）

〈所蔵品展〉追悼 堀文子
－スケッチと本画でたどる人と芸術－
7/9（金）
～ 9/20（月・祝） 10：00 ～ 17：00

（入館は16：30まで）
内2
 019年100歳で他界した堀文子。三回忌となる本
年、当館所蔵の堀作品により80年に及ぶ画業とその
人となりを振り返ります。みずみずしい感動が宿るス
ケッチを選りすぐって紹介するほか、新収蔵品を含む
全ての本画を一期、二期を通して一堂に公開します。
場 名都美術館

横山美術館
名古屋市東区葵1-1-21
HP https://www.yokoyama
-art-museum.or.jp/
電 052-931-0006
休 月曜日
（祝日の場合翌平日が休館）
、
九代帯山与兵衛
8/13（金）～ 16（月）
「上絵金彩花蝶図飾壺」
高浜市やきものの里かわら美術館
高浜市青木町九丁目6番地18
HP http://www.takahama-kawaramuseum.com/
電 0566-52-3366
休 月曜日
（ただし、8/9（月・休）
、
9/20（月・祝）は開館）、
火曜日、8/11（水）、9/22（水）

定 1
 5名
料 1カ月
（4回分）

NPO法人日本次世代育成支援協会
一宮市大志1-6-17 ミヤタビル3階
HP https://npo-jisedai.org/kouza.htm
電 0586-73-3911
申 電話・メール
（info@npo-jisedai.org）
にて、随時受付。

定 1
 5名
料 3時間×10回講座

いぬやまe-コミュニティーネットワーク
犬山市松本町4-21
HP https://www.inuyama.net
電 0568-62-1888
休 日祝
申 電話・メール
（office@inuyama.net）
・
ホームページ申込フォームにて、
7/8（木）まで。

料 一般

名都美術館
長久手市杁ケ池301番地
HP http://www.meito.hayatele.co.jp
電 0561-62-8884
休 月曜日
（8/9（月・休）、9/20（月・祝）
は開館）、8/10（火）～ 20（金）

12,000円

15,000円

700円
大高生
400円
中学生以下
無料
※各種割引制度あり

堀文子
《結実》
2011年
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名称・開催日時・内容・場所

健康と美容

楽しく生きる！

7/10（土） 14：00 ～ 16：00
内健
 康で充実した生活をおくるために知っておきたいこ
とを学んでいきましょう。
講師：福谷 貴美子 氏
（名古屋文化短期大学教授、栄養士）
研究分野は、美容、健康、ファッション分野
ビューティライフプランナー
場 愛知県女性総合センター ウィルあいち 会議室5
（名古屋市東区上竪杉町1番地）

心理カウンセラーベーシック講座（日曜集中）
7/11（日）
～ 2022/7/17（日） 9：45 ～ 16：45
内 心理カウンセラーに必要な認知療法や応用行動分析、
また発達障碍やゲーム依存の対処等の基本の知識が
得られます。子育てや自己啓発にも役立つ内容です。
毎月第2又は第3日曜の集中講座で12回受講で修了
資格となります。講師は名城大学非常勤講師の鷲津
氏が務めます。
場 一宮教室
（一宮市大志1-6-17）

企画展
「おののとうふう～和様の書のひみつ～」
7/16（金）
～ 9/5（日） 9：00 ～ 16：30
内 小 学生にもわかりやすいよう、小野道風とその書に
ついて紹介する展覧会。ワークシートで楽しく学べ、
オリジナルシールがもらえます。
場 春日井市道風記念館

おもてなしの心の「見える化」

資格取得講座
7/16（金）
、8/20（金）
、9/17（金）
、10/15（金）
、
11/19（金） 全て10：30 ～ 12：00
内 一般社団法人日本おもてなし推進協議会おもてなし
エキスパート資格取得講座
【おもてなし】は最高レベ
ルのコミュニケーションスキルです。
【おもてなしの
心】を学び、また会いたい人であるという
「個人の称
号」を手にしていただきます。ワークをしながら楽し
く学べます。
場サ
 ンアップ三宮大輔税理士事務所会議室
（サンブリッジ
株式会社）
（岡崎市十王町2-31-1 安藤ビル201号）

対象・定員・料金

問合せ先・申込方法 等

定 2
 5名
料 600円

あいち男女共同参画財団 企画協働課
名古屋市東区上竪杉町1番地
HP https://www.aichi-dks.or.jp
電 052-962-2512
（FAX 052-962-2477）
休 月曜日
申 ホームページ専用フォーム・Eメール
（willkouza@aichi-dks.or.jp）
・
FAXにて、7/1（木）必着。先着順。
※詳細はHP。

定 2
 3名
料 1回 9,000円

NPO法人日本次世代育成支援協会
一宮市大志1-6-17 ミヤタビル3階
HP https://npo-jisedai.org/basic. html
電 0586-73-3911
申 電話・メール
（info@npo-jisedai.org）
にて、随時受付。

料 一般

春日井市道風記念館
春日井市松河戸町5-9-3
HP「道風記念館」

で検索
電 0568-82-6110
休 月曜日
（祝日の場合は翌日）

100円
高校・大学生 50円
中学生以下とその
保護者
無料

対お
 もてなしの心を学びた

サンブリッジ株式会社
い方、キャリアアップを目 （サンアップ税理士事務所グループ会社）
指したい方、資格取得で 岡崎市十王町2-31-1 安藤ビル201
自分を磨きたい方、社業に HP https://omotenashicourse.web.fc2.
おもてなしの心を取り入
com/omotenashiexpert.html
れたい方、感性を磨き潤 電 0564-64-7766
いある人生を送りたい方
申メ
 ール
（nonome＠sun-up-tax.com）
・
以下の二次元コードにて、講座開始日
の10日前まで。
振込みは、指定の口座に一週間前まで
（振込手数料は
ご負担ください）。

定 4
 名
料 3,300円/一人

（認定証、登録手数料含む）

蒲郡市博物館
蒲郡市栄町10番22号
HP https://www.city.gamagori.lg.jp/
site/museum/
電 0533-68-1881
休 月曜日・第3火曜日

企画展「松平家ゆかりの文化財」
7/17（土）
～ 8/29（日） 10：00 ～ 17：00
内 戦国時代、蒲郡に本拠地があった松平家
（竹谷松平家・
形原松平家・五井松平家）
に関する展示です。
場 蒲郡市博物館 特別展示室

リベラルアーツカフェ 2021
第1回 楽器大国ニッポンができるまで
7/21（水） 18：00 ～ 19：00
内 講師：音楽学者・井上さつき氏
浜松のヤマハ株式会社と名古屋の鈴木バイオリン製
造はどちらも明治期に創業し、戦前、すでに日本の
代表的な輸出産業となっていました。文化に根差し
た製品である楽器を、異なる文化をもつ日本がどの
ように受けいれ、発展させたのか、その秘密を探り
ます。
場 愛知県図書館

定 50名

政吉ヴァイオリン1929表面
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愛知県図書館
名古屋市中区三の丸1-9-3
HP https://www.aichi-pref-library.jp/
電 052-212-2323
申 当日先着順。
受付・開場 当日17：30 ～。

名称・開催日時・内容・場所

対象・定員・料金

コレクション展
探検？発見！ミラクル・ミュージアム
7/22（木）
～ 9/5（日） 9：00 ～ 17：00
内 謎 の生き物がうごめく海、自由にはばたく空の旅、
切り取られた一瞬の光景、無限に広がる物語…。夏
の美術館には、作者の独創的なイメージや深いメッ
セージが込められた不思議な作品がいっぱい。じっ
くり鑑賞しながら、たくさんの？！との出会いをお
楽しみください。
場 刈谷市美術館 1階展示室
上田薫《なま玉子L》1980年

展覧会「金魚絵師 深堀隆介

×博物館明治村

料 無料

金魚桶」

※別途入村料等が
必要です。

7/22（木）
～ 9/5（日）
内 深 堀隆介の連作金魚絵と、同作を素材とした名古屋
造形大学の体感型デジタル・インタラクティブによ
る展覧会です。
場 博物館明治村

特別企画展記念講演会
「害虫との戦いや

虫ケア用品（殺虫剤）の開発」

7/25（日）
・8/1（日） 10：00 ～ 10：30
内 絵本
『よこいしょういちさん』
の作者・亀山永子さん
による絵本の読み聞かせです。
特別展示
「横井庄一さん 絵本原画とグアム島生活資
料」
（7/17（土）
～ 8/15（日）
）
関連催事。
場 一宮市博物館

第32回

図書館子どもまつり

7/27（火）
・28（水） 10：00 ～ 16：00
内 お おぶ文化交流の杜図書館にて、毎年行っています
「第32回 図書館子どもまつり」を開催します。図書
館サポーターグループの活動展示、おはなし会、工作、
手芸教室、人形劇、クイズ、絵本展示などを行います。
場お
 おぶ文化交流の杜 allobu内 ギャラリー allobu・会
議室・図書館児童書コーナー・図書館内グループ室

第2期

フラダンス入門

7/27、8/3・17・24、9/7・14・21・28
全て火曜日 全8回 19：00 ～ 20：00
内ゆ
 ったりとしたハワイアン音楽にのせて適度な運動量
で、コロナ禍での運動不足とストレスを解消します！
場 ドルフィンズアリーナ
（愛知県体育館）
フィットネスルーム

第2期

ZUMBAズンバ

7/29、8/5・19・26、9/2・9・16・30  
全て木曜日  全8回 18：45 ～ 19：45
内 ラテン系の音楽とダンスを融合したダンスフィット
ネスエクササイズで、楽しくダンスをしながら、シェ
イプアップや体力保持を図ります。
場 ドルフィンズアリーナ
（愛知県体育館）
フィットネスルーム

刈谷市美術館
刈谷市住吉町4-5
HP https://www.city.kariya.lg.jp/
museum/
電 0566-23-1636
休 月曜日、8/10
（火）

博物館明治村
犬山市字内山1番地
HP https://www.meijimura.com/
電 0568-67-0314
休 8/3
（火）・4（水）・17（火）・18（水）
、
24（火）・25（水）

対 小
 学3年生以上
定 40名

豊橋市自然史博物館
豊橋市大岩町大穴1-238
HP https://www.toyohaku.gr.jp/
sizensi/
電 0532-41-4747
申 ホームページ・電話にて、
7/24（土）9：00まで。先着順。

定 各
 回20名
料 無料

一宮市博物館
一宮市大和町妙興寺2390
HP https://www.icm-jp.com/
電 0586-46-3215
申 当日9：30 ～整理券配布。

7/25（日） 14：30 ～ 16：00
内 蚊やゴキブリなど身近な害虫に対する対処方法につ
いて学びます。
場 豊橋市自然史博物館

絵本
『よこいしょういちさん』読み聞かせ

問合せ先・申込方法 等

※別途観覧料が必要
一般
300円
高・大生
150円
中学生以下
無料
※各種割引制度あり

対 未就学児から小学生

おおぶ文化交流の杜図書館
大府市柊山町六丁目150-1
HP https://library.allobu.jp
電 0562-48-1808

対 一
 般女性
定 20名
料 6,800円

ドルフィンズアリーナ（愛知県体育館）
名古屋市中区二の丸1-1
HP http://www.aichi-kentai.com/
電 052-971-2516
申 電話にて、7/11
（日）9：00 ～先着順。

定 1
 5名
料 6,800円

ドルフィンズアリーナ（愛知県体育館）
名古屋市中区二の丸1-1
HP http://www.aichi-kentai.com/
電 052-971-2516
申 電話にて、7/11
（日）10：00 ～先着順。

の子どもとその家族
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名称・開催日時・内容・場所

対象・定員・料金

問合せ先・申込方法 等

8月
ポジティブ生徒指導入門

定 30名

南山大学人間関係研究センター

8/7（土） 9：00 ～ 12：00

料 3,800円
（税込み）

名古屋市昭和区山里町18
HP http://rci.nanzan-u.ac.jp/ninkan/

内 米国の学校ではPBISという問題行動の予防を重視し

電 052-832-5002

た試みが行われています。生徒が取るべき望ましい
行動を3つの段階でポジティブに指導し、ポジティ
ブ生徒指導の概略のご紹介、PBIS第一段階での取り
組みを中心に体験して頂きます。

休 土日祝
申 ホームページにて、7/30
（金）
まで。

場 オンライン講座

バナナペーパー作り

（パインボードのおやつ付）
8/7（土） 14：00 ～ 15：30

対 小中学生とその家族

東谷山フルーツパーク

定 5組
（1組4名まで）

名古屋市守山区上志段味東谷2110

料 1組 1,200円

内 8月7日はバナナの日。バナナの茎を使ったバナナペー

休 月曜日

パー作りと、パインボードのおやつを食べましょう。

申往
 復はがき・名古屋市電子申請サービス

場 東谷山フルーツパーク 無料休憩所

愛知県民の森
「合同キャンプファイヤー」
8/7（土）
～ 15（日） 18：00 ～ 20：00
内 ファイヤーストームを囲み、キャンプカウンセラー

にて、6/20（日）～ 7/10（土）
。抽選。
定 各日 100名
料 無料
※別 途モリトピア愛知宿
泊料、キャンプ場利用
料等が必要

と一緒に火の舞、レクリエーションゲーム、スタン
ツなどを楽しみます。

8/8（日）
・15（日）
・22（日） 14：00 ～ 15：30

公益財団法人
愛知県民の森

愛知公園協会

新城市門谷字鳳来寺7-60
HP https//www.aichi-park.or.jp/

kenmin/
電 0536-32-1262
休 月曜日
（月曜日が国民の祝日に当たる

場 愛知県民の森

市制100周年記念事業 博物館講座
「尾張平野を語る25 トキメク！古墳時代」

HP http://www.fruitpark.org/
電 052-736-3344

場合はその翌日）
※ただし、7月・8月は無休
定 各回20名

（会場参加）
料 400円

一宮市博物館
一宮市大和町妙興寺2390
HP https://www.icm-jp.com/
電 0586-46-3215

内市
 制100周年記念事業として、
「トキメク！古墳時

申 はがき郵送・WEBにて、

代」と題し、古墳時代ひいては古墳に関するトキメ
ク話を研究者にお話ししていただきます。
8/ 8（日） 講師：伊藤 秋男 氏
8/15（日） 講師：赤塚 次郎 氏
8/22（日） 講師：中井 正幸 氏

7/1（木）～ 25（日）。抽選。

場 一宮市博物館講座室・オンライン配信

夏休み工作教室
3D立体色紙を作ろう！
8/15（日） 13：00 ～ 14：30
内 夏休みスペシャル企画！とび出して見えるフシギな

立体色紙を作ってみよう！今年は大人気のクマノミ
デザインのカードをご用意しました。自分だけのオ
リジナル立体色紙と、名古屋港の思い出が作れる楽
しい教室です。

対 小学1年生以上

（小学生が参加の場
合は保護者様もご参
加ください。）
定 40名程度
料 500円

名古屋海洋博物館

展示企画係

名古屋市港区港町1-9
HP https://nagoyaaqua.jp/garden-

pier/
電 052-652-1111
申 Eメール
（portevent@nagoyaminato.

or.jp）にて、8/5（木）まで。抽選。
※詳しくはお問合せください。

場 名古屋港ポートビル 4階講堂

（名古屋市港区港町1-9）
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名称・開催日時・内容・場所

対象・定員・料金

ドラム缶のお風呂に入ろう！
子どもキャンプ

対 小学4年生～ 6年生

8/19（木）
～ 20（金） 1泊2日

料 6,000円

定 50名

内 自然を体感しながら野外炊飯体験やキャンプファイ

ヤー・ドラム缶のお風呂に浸かって、夏の思い出を
作ろう！
場 愛知県青年の家
（岡崎市美合町並松1-2）

生涯学習地域連携講座
「快眠家族のすすめ～子どもを伸ばす睡眠法～」
8/21(土)

10：00 ～ 12：00

内 子 ども達は正しい睡眠がとれていないと、勉強やス

対愛
 知県内にお住まいの

小・中学生の保護者
定 40名
電子申請はこちら

ポーツで実力を十分に発揮できません。
「ねむりの知
識」を少し知るだけで、解決できることがあります。
講師：中部大学 生命健康科学研究所
特任教授 宮崎 総一郎 氏

問合せ先・申込方法 等
公益財団法人
愛知県教育・スポーツ振興財団
名古屋市中区新栄1丁目49番10号
HP http://aichi-kyo-spo.com/
電 052-241-9101
（FAX 052-241-9103）
休 土日祝
申 郵送・FAX・申込フォームにて、
7/20（火）～ 8/2（月）。抽選。
尾張旭市生涯学習課生涯学習係
尾張旭市東大道町山の内2410-2
HP https://www.city.owariasahi.lg.jp/
電 0561-76-8181
休 土日祝
申 電話(平日8：30 ～ 17：15)・電子申請
にて、7/1(木) ～ 21(水)。抽選。
主催：愛知県生涯学習推進センター、
尾張旭市教育委員会

場 尾張旭市中央公民館

302会議室
(尾張旭市東大道町山の内2410-2)

自由から世界がはじまるアート

愛知展

8/21（土）
～ 29（日） 10：00 ～ 17：00
内“障がい者”

という言葉の意味を超えた
“アーティス

料期
 間中、古川美術館

入館料は無料
（別館爲
三郎記念館は有料）

ト”による作品を紹介します。東海地区の愛知・岐
阜・三重で活動する既存の芸術の概念にとらわれな
いボーダレスなアーティストの作品を展示します。

古川美術館
名古屋市千種区池下町2-50
HP https://www.furukawa-museum.
or.jp/
電 052-763-1991

場 古川美術館
（２階のみ）

第１回 公募展
古川美術館 Fアワード～次世代につなぐ
応募期間

8/21（土）
～ 12/10（金） 必着

内古
 川美術館による、東海３県在住の高校生、大学生

を対象にした洋画の公募展の募集を行います。大賞
100万円。
入選作による展覧会は2022年8月に開催。
場 古川美術館

南極教室
8/22（日） 13：00 ～ 16：00
内 南 極観測隊経験者の先生から、南極での暮らしや南

極で行う観測についてのお話を聞こう！
場 名古屋港ポートビル 4階講堂

（名古屋市港区港町1-9）

対 大 学生部門：応募時

（2021年8月）に 大
学、大学院、各種専
門学校に在籍のもの
高校生部門：応募時
（2021年8月 ）に 高
校、美術系進学を目
指す予備校に在籍す
るもの

古川美術館
名古屋市千種区池下町2-50
HP https://www.furukawa-museum.
or.jp/
電 052-763-1991
申 郵送にて、8/21
（土）～ 12/10（金）

必着。※詳細はHP。

対小
 学４年生以上
（小学

名古屋海洋博物館 展示企画係
生の方が参加される 名古屋市港区港町1-9
場合は保護者の方も HP https://nagoyaaqua.jp/gardenpier/
必ずご参加ください）
電 052-652-1111
定 80名程度
申 Eメール
（portevent@nagoyaminato.
料 500円
or.jp）にて、8/12（木）まで。抽選。
※詳しくはお問合せください。
対 小学3年生以上

8/22（日） 14：30 ～ 16：00

豊橋市自然史博物館
豊橋市大岩町大穴1-238
HP https://www.toyohaku.gr.jp/
sizensi/

内 日 本から消えようとしている希少昆虫の守り方、教

電 0532-41-4747

特別企画展記念講演会
「希少昆虫の守り方」

定 40名

えます。

申 ホームページ・電話にて、

8/21（土）9：00まで。先着順。

場 豊橋市自然史博物館
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名称・開催日時・内容・場所

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
8/28（土）
・29（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

対象・定員・料金

問合せ先・申込方法 等

料 217,140円
（税込）

一般社団法人
日本アタッチメント育児協会
名古屋市熱田区金山町1丁目13-14

アールワン金山3F
HP https://www.naik.jp/course/abm.
php

※認定試験合格後、
別途認定申請料
（11,000円税込）
が必要となります。

『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』
の資格が取得できます。
『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
（名古屋市熱田区
金山町1丁目13-14 アールワン金山3F）

イタリア、日本歌曲の歌い方の基礎を学ぶ

電 052-265-6526
申 インターネット・電話・

メール（info@naik.jp）にて、
満席になり次第締め切り。

対 高校生

定 40名
8/28（土） 10：00 ～ 16：00
内 高 校生で、今から声楽の勉強を始めたいと思ってい
る人、初心者の人、音楽・芸術大学、教育大学の音
一般仮申込フォーム
楽科等を目指して勉強をしている人向けの声楽基礎
講座です。内容は、まず発声法の基礎
（姿勢、呼吸法、
発声法）を学び、声楽初心者がイタリア歌曲、日本歌
曲を勉強する時の注意点、その歌唱法を説明し、大
学生（愛教大音楽科学生）へのレッスンを見ていただ
きます。
場 愛知教育大学 音楽棟

愛知教育大学 地域連携課 地域連携係
刈谷市井ケ谷町広沢1
HP https://www.aichi-edu.ac.jp/
renkei/area/ippan_list.html
電 0566-26-2695
申 ホームページ内一般公開講座一覧の

仮申込受付フォームにて、
7/2（金）10：00 ～ 11（日）
17：00。

9月
愛知県森林公園
紙飛行機を飛ばして健康になろう
9/4（土） 10：00 ～ 12：00
内 森林公園植物園内の広芝生で紙飛行機の作り方と飛
ばし方を学びます。紙飛行機を飛ばして体を動かし
健康になりましょう。

料 440円
※別途植物園入園料とし
て大人１人220円
（中学
生以下無料）
が必要

場 愛知県森林公園植物園

第6回

人間関係講座（ベーシック）

9/4（土） 10：00 ～ 17：00

定 20名
料 6,600円
（税込み）

内 当たり前のように体験していることや感じているこ

とに目を向け、そこで起きていることに気づき、言
葉にすることを試みます。自分自身や関わりの中で
起きていることを丁寧に捉え、人間関係やコミュニ
ケーションのありようを検討していきます。
場 オンライン講座

ミクロ生物の世界を覗いてみよう！
9/11（土） 13：30 ～ 15：30
内 水 中にいるミクロな微生物の観察を通して、生物の
不思議や環境問題などについて考えてみましょう。
あらゆる生き物が多様に進化したのも微生物から始
まったと考えられています。普段気にも留めたこと
のない田んぼや池の水の中の微生物に会ってみま
しょう。
場 愛知教育大学 自然科学棟

特別展
「書の美、書の価値～つたえるということ～」

対 高校生
定 30名
一般仮申込フォーム

株式会社ウッドフレンズ
愛知県森林公園案内所
尾張旭市大字新居5182-1
HP https//www.aichisinrin.or.jp/
電 0561-53-1551
休 月曜日
（月曜日が国民の祝日に当たる
場合はその翌日）
南山大学人間関係研究センター
名古屋市昭和区山里町18
HP http://rci.nanzan-u.ac.jp/ninkan/
電 052-832-5002
休 土日祝
申 ホームページにて、8/27
（金）
まで。

愛知教育大学 地域連携課 地域連携係
刈谷市井ケ谷町広沢1
HP https://www.aichi-edu.ac.jp/
renkei/area/ippan_list.html
電 0566-26-2695
申 ホームページ内一般公開講座一覧の仮

申込受付フォームにて、
7/2（金）10：00 ～ 11（日）
17：00。

料 一般

500円
高校・大学生300円
中学生以下
無料

9/11（土）
～ 10/3（日） 9：00 ～ 16：30
内 開 館40周年を記念した特別展。
「 つたえる」というこ
とをテーマとし、書の価値を改めてみつめます。藤
原佐理筆国申文帖などの国宝級名跡をはじめ、日本
の書の美を堪能できます。
場 春日井市道風記念館
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春日井市道風記念館
春日井市松河戸町5-9-3
HP「道風記念館」

で検索
電 0568-82-6110
休 月曜日
（祝日の場合は翌日）

名称・開催日時・内容・場所

対象・定員・料金

問合せ先・申込方法 等
愛知県弥富野鳥園
弥富市上野町2-10
HP https://www.aichi-park.or.jp/
yachou/

第4回ミニ探鳥会
9/12（日） 10：30 ～ 11：30
内 弥 富野鳥園保護地内で、日本野鳥の会愛知県支部の
案内人と一緒に野鳥観察をします。

電 0567-68-2338

場 弥富野鳥園保護地内

至学館大学情報センター室
大府市横根町名高山55
HP https://www.sgk.ac.jp/
電 0562-46-1239

日本の祭とSDGs
（第9回 日本の祭シンポジウム）
9/18（土） 13：00 ～ 16：30
内 基調講演及びパネルディスカッションの二部構成と

して祭保存団体が集い、
「SDGs（ 持続可能な開発目
標）と祭」を討論します。なお、この講座は、あいち
山車まつり日本一協議会
（愛知県県民文化局文化部文
化芸術課文化財室）
との共催で実施します。
場 アイプラザ半田
（半田市東洋町一丁目8番地）

愛知県弥富野鳥園
弥富市上野町2-10
HP https://www.aichi-park.or.jp/
yachou/

第4回探鳥会
9/19（日） 10：00 ～ 12：00
内 弥 富野鳥園保護地内で、日本野鳥の会愛知県支部の

案内人と一緒に野鳥観察をします。

電 0567-68-2338

場 弥富野鳥園保護地内

コーヒーについて学ぼう！
コーヒーインストラクター検定講座（３級）

定 各回24名
料 2,000円

9/19（日） 午前の部 10：00 ～ 12：00
午後の部 13：30 ～ 15：30
内 受 講後にコーヒーインストラクター 3級の認定書と
レギュラーコーヒー 100gをお持ち帰りできます。
場 東谷山フルーツパーク

本館大会議室

内田樹が語る～これからの日本、世界
9/23（木・祝） 14：00 ～ 15：30
内「今さえよければ、自分さえよければ」

という今の日

本。
“サル化”が急速に進む社会から目をそらしていな
いか。 ポピュリズム、嫌韓ブーム、AI時代の教育、
少子高齢化、貧困、生きづらい時代に、警鐘を鳴ら
します。神戸女学院大学名誉教授が語ります。
場 今池ガスビル 7階ダイアモンドルーム
（名古屋市千種区今池1丁目8-8）

東谷山フルーツパーク
名古屋市守山区上志段味東谷2110
HP http://www.fruitpark.org/
電 052-736-3344
休 月曜日
申往
 復はがき・名古屋市電子申請サービス
にて、8/1（日）～ 20（金）。抽選。

定 160名

朝日カルチャーセンター名古屋
名古屋市中区栄3-4-5 スカイル10階
（朝日カルチャー会員
HP「朝日カルチャーセンター名古屋」

で

3,465円）
検索
電 052-249-5553
申 電話・WEBにて、9/20
（月）
まで。
電話・窓口は8/11（水）～ 15（日）
は
休み。

料 4,015円

愛知県生涯学習情報システム

学びネットあいち 情報提供機関募集中！

登録無料

登録すると、講座・イベント情報を、
「学びネットあいち」から随時発信したり、情報誌
「まなびぃあいち」（本誌）に掲載することができるほか、ウェブページ作成に関する講
習を無料で受講できるなど、さまざまなメリットがあります。ぜひご登録ください！
登録方法は

こちら

https://www.manabi.pref.aichi.jp/info/bosyuu.html
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仲間と学び、実践しようSDGs︕夏休み自然体感キャンプ
【日
【会

程】 令和 3 年 7 月 29 日(木)～ 7 月 30 日(金)
場】 愛知県青年の家（岡崎市美合町並松1-2）
仲間と自然の中でSDGsに取り組み、
名鉄本線美合駅から徒歩 15 分
【対
象】 愛知県内の小学校 4 年生～6 年生
地球の未来を勉強しよう︕
【定
員】 30 名
【参 加 料】 1 人 5,000 円（税込）
【募集期間】 令和 3 年 6 月 14 日(月)～ 7 月 5 日(月)（※定員を超えた場合は抽選）
【申 込 先】 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 企画推進課事業推進グループ SDGs キャンプ係
〒460-0007 名古屋市中区新栄 1-49-10
電話番号︓052-241-9101
FAX 番号︓052-241-9103
※新型コロナウイルス感染症の防止対策を十分に実施のうえ開催します。また、状況により予定を変更する場合があります。

13:00 愛知県青年の家 集合
13:15 入所式・オリエンテーション
「SDGs ってなぁに︖」
14:00 自然体験プログラム
自然観察、資源収集、GOMI 調査など
16:00 野外炊飯
19:30 キャンプファイヤー
入浴・就寝

７月 30 日（金）２日目
6:30

9:00
10:00
11:00
13:00
13:30

起床
朝のつどい・朝食
ニュースポーツ体験
自然資源活用のクラフト体験
野外炊飯（再生資源を使った調理体験）
退所式・ふりかえり
「マイSDGs 宣言」
解散

お申込みは、参加申込書に必要事項を記入のうえ、上記の申込先まで郵送・FAX してください。
また、メールフォームでも申込みいただけます。（参加申込書や詳細は、当財団ホームページをご覧ください。）
URL︓https://www.aichi-kyo-spo.com/
申込メールフォーム➡
舞台
舞台
部門
部門




アートフェスタ
事前申込不要 会場
入場無料 事前申込不要
入場無料
会場 愛知芸術文化センター
愛知芸術文化センター



諸注意・上演中など会場の都合により入場をお控えいただくことがあります。
諸注意
・上演中など会場の都合により入場をお控えいただくことがあります。
・撮影は出演校関係者に限ります。また別途撮影規定にご留意下さい。
・撮影は出演校関係者に限ります。また別途撮影規定にご留意下さい。
・感染症対策のため、入場制限や開催内容・開催方法の変更等の措置を講ずる
・感染症対策のため、入場制限や開催内容・開催方法の変更等の措置を講ずる
場合があります。事前にホームページ等でご確認のうえ、会場にお越し下さい。
場合があります。事前にホームページ等でご確認のうえ、会場にお越し下さい。
愛知県教育委員会生涯学習課 052-954-6781
052-954-6781
主催・
主催・ 愛知県教育委員会生涯学習課
主催・
お問合 愛知県高等学校文化連盟事務局
お問合
お問合せ
愛知県高等学校文化連盟事務局 052-953-5188
052-953-5188

検索
検索
https://aikoubun.com/
https://aikoubun.com/

コンサートホール
コンサートホール
10:10~15:10 13:30~15:40
13:30~15:40
10:10~15:10

13:00~15:30
13:00~15:30

演劇
演劇

ファッションショー
ファッションショー
郷土芸能
郷土芸能
マーチング
マーチング
吟詠
吟詠
バトントワーリング
バトントワーリング

高校生の文化の祭典！
高校生の文化の祭典！



小ホール
大ホール 8
(土)大ホール
(日)小ホール
21(土)
8//22
22(日)
88//21

パネル 88//21
パネル
(土
))
21(土
発表
発表
13:00～～15:30
15:30
13:00
部門
部門

文芸
文芸
部門
部門

(講演会
(講演会
))

大ホールホワイエ
大ホールホワイエ
(土
))
21(土
88//21

10:00～～12:00
12:00
10:00
アートスペースＡ
アートスペースＡ

※午前中のみ一般参加が可能です
※午前中のみ一般参加が可能です

ボランティア
ボランティア
放送
放送

(日
))
22(日
88//22

13:30～～15:40
15:40
13:30

コンサートホールホワイエ
コンサートホールホワイエ

展示
展示
部門
部門

日本音楽
日本音楽
合唱
合唱
吹奏楽
吹奏楽
器楽･管弦楽
器楽･管弦楽
フィナーレ
フィナーレ
自然科学
自然科学
ボランティア
ボランティア

美術館ギャラリーJ
17(火(火) ) 美術館ギャラリーJ
88//17
(日
(日
))
/22
~88/22
~
美術
・
工芸
美術
・
工芸
10:00~~18:00
18:00
10:00

20
(金
)は
20:00
20
(金
)は
～～
20:00
(日
)は
(日
)は
22
16:00
22
～～
16:00

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 FAX：052-961-0232 HP：https：//www.manabi.pref.aichi.jp/center/
発行：令和３年６月

7 月 29 日（木）１日目

73 juVE3ea

◎仲間と学び、実践しようSDGs！ 夏休み自然体感キャンプ
◎アートフェスタ 愛知県高等学校総合文化祭

No.

おすすめ情報

書道
書道
写真
写真

レクリエーション活動をされている方であれば、当たり前に知っている
「ニュースポーツ」
。レクリエーションに興味の
ない人には、一般的な競技スポーツに比べ認知度は低いかもしれません。昔、モリコロパークで開催していたニュースポー
ツ・フェスティバルを担当した時は、たくさんのニュースポーツがあることに驚きました。種目によって、子どもさんでも
高齢者の方でも楽しめるニュースポーツ。まずは、面白そうな種目からチャレンジしてみてはいかがでしょうか。（Ｓ.Ｙ）

ご自由にお持ちください

編集後記

