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愛知県生涯学習情報システム
「学びネットあいち」
では、バックナンバーもご覧いただけます。
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あいちが進めるスタートアップ支援
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～革新的なイノベーションの創出に向けて～

PRE-STATION Aiでの交流

PRE-STATION Aiがあるグローバルゲート名古屋

PRE-STATION Aiでの勉強会
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特 集

あいちが進めるスタートアップ支援 ～革新的なイノベーションの創出に向けて～

最近、時々耳にする「スタートアップ」という言葉。隔月末の日曜午後の東海テレビでスタートアップの起業家を取り上げた番組
が放映されたり、9月7日には、名古屋市の鶴舞に建設される愛知県スタートアップ支援拠点施設「STATION Ai（ステーションエー
アイ）」を、2024年からソフトバンクが施設運営することも発表されました。今号では、県経済産業局スタートアップ推進課や支援
を受けるスタートアップにご寄稿いただき、将来のあいちの産業競争力のカギを握る「スタートアップ」を取り上げます。

スタートアップって何？
独自技術や新しいアイデアを用いて成長している企業を指しま

◎スタートアップとは
資料などにより様々な解釈がありますが、愛知県では、

す。スタートアップは、①成長スピードが速い、②ビジネス内

「IoT、AIなどの最先端の技術を活用し、新しい革新的なビジ

容が斬新であり、イノベーション、社会貢献を意識している、

ネスモデルを用いて急成長を目指す企業」を「スタートアッ

③株式上場や事業売却などの出口戦略を意識しているといった

プ」と定義しています。

三つの特徴が挙げられることが多いようです（出典：経済産
業省中国経済産業局「平成30年度地方創生に向けたスタート

世界的に見ると、米国ではライドシェアサービスのUber、

アップエコシステム整備促進に関する調査事業報告書」）。

中国では動画アプリ「TikTok」を始めとしたコンテンツプ

日本では少子高齢化が進み、2020年の総務省の調査で労働

ラットフォームを運営するBytedanceなど、世界各地で多く

力人口の減少が見られる中、最先端の技術を使って社会課題の

のスタートアップが生まれています。

解決に取り組むスタートアップは、社会にとって重要な役割を
担うものと期待されており、自治体を始め企業や様々な組織で

◎スタートアップの特徴

スタートアップを育成する取組が行われています。

スタートアップと似た言葉として使われている「ベンチャー
企業」は和製英語で、一般的にスタートアップと同じように、

愛知県のスタートアップ支援の取組とは？
◎スタートアップエコシステム形成に向けて
愛知県の主力産業である自動車産業においては、CASE（※
1）やMaaS（※2）への対応が求められているなど、100年に
一度の大変革期を迎えています。この地域が引き続き、世界で
の競争力を維持・強化していくためには、スタートアップの創
出を地域で戦略的にバックアップしていく仕組み（エコシステ
ム）の形成が不可欠となってきます。
愛知県では、地域の産業界や大学などの研究機関、各種支援
機関など地域が一体となって、2018年10月にAichi-Startup
戦略を策定しました。この戦略に基づき、当地域のスタート
アップエコシステムの形成に向けて、先進的な取組を行うフラ

【 STATION Aiのイメージ図 】

ンス、米国、中国、シンガポールのスタートアップ支援機関・

◎2024年STATION Aiの供用開始

大学と連携し、創業間もない起業家などを支援（インキュベー

海外のインキュベーション施設の運営ノウハウを参考に、愛

ション）する施設の運営ノウハウを共有するなどの取組を行っ

知県はスタートアップの創出・育成・展開を図るため、拠点施

ています。

設「STATION Ai（ステーションエーアイ）」を名古屋市昭和
区鶴舞の愛知県勤労会館跡地に整備し、2024年10月から供用
を開始します。
この「STATION Ai」には、スタートアップやパートナー企
業向けのオフィスに加え、イベントスペースやカフェ・レスト
ラン、宿泊・研修施設、託児施設なども備えています。
今後、国内外から優れたスタートアップや優秀な人材をこの
地域に呼び込み、世界に類例のない国際的なイノベーションを
【 先進的な取組を行う４か国 】

創り出す拠点づくりを目指しています。

（※1）Connected（コネクテッド）、Autonomous（自動運転）、Shared & Services（シェアリング）、Electric
（電動化）の英語の頭文字による造語。
（※2）ICT
（情報通信技術）を活用して、マイカー以外の移動をつなぐ概念。
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支援を受けるスタートアップが目指すもの
株式会社New Ordinary

株式会社ミライ菜園

New Ordinaryは、利用者の好みに応じて、行き先と移動手段

密を避けながら楽しめる趣味として、家庭菜園の人気が高

を自動提案するMaaSアプリ
『NOSPOT
（ノースポット）
』を開発・

まっています。一方で約8割の人が失敗を経験しており、その

提供しています。従来の移動アプリでは、利用者が目的地を特

原因の約半分は病害虫被害だと言われています。特に病害虫の

定する必要がありますが、このアプリでは利用者の嗜好や感情

判断は初心者に難しく、挫折の原因になっていました。ミライ

を登録すると、人工知能
（AI）
を使ってそれに合った飲食店や観

菜園は、スマホで写真を撮るだけで野菜の病害虫が診断できる、

光地を自動で提案することができます。

家庭菜園向けAI診断アプリ"SCIBAI"（サイバイ）を提供するス

現在は、藤田観光株式会社様
（本社東京都）
や名古屋市様など

タートアップです。アプリ内SNSでの相談もでき、野菜栽培の

と実証実験に取り組みながら機能の拡充を図っており、来年3月

様々な悩みを解決できます。SNSでは栽培日記をみんなに見て

までに一般利用者5千人のアプリ試用を目指しています。藤田観

もらえたり、土づくりや育て方のコツなど、実際に育てている

光株式会社様との実証実験は、同社が神奈川県で運営する
「箱根

人のノウハウも共有されています。

小涌園ユネッサン」
周辺の飲食店などを利用者の好みに応じて表

実は、家庭菜園でCO2が削減できることをご存じでしょう

示し、箱根全体を回って観光してもらいたいという街の願いが

か。庭で野菜を育てれば、遠くの農地から運んでくるCO2を、

込められています。実験後のアプリは、
観光業や交通会社のほか、

またコンポストで生ごみを堆肥化すれば、ごみ焼却に使用する

街の活性化につなげたい自治体などを通して、一般利用者に提

燃料のCO2を削減できます。身近な家庭菜園活動から、一人

供できる仕組みを想定しています。

ひとりが脱炭素に貢献できるのです。

来年度からは企業向けに販売を始め、3年後には150社との契

今後、ミライ菜園は、野菜栽培のオンライン指導サービスをは

約を目標としており、その先には一般利用者への直接販売も視

じめ、誰もが野菜栽培を楽しめる仕組みを提供してまいります。

野に入れています。

【 行き先決定の新しい当たり前 】

【 スマホで家庭菜園のお悩み解決 】

「スタートアップで起業すると学べること」
パスカルラボラトワ合同会社

聞いてみることから始めると、意外と簡単に答えを持った人に

二村憲人代表社員

巡り合えたりすることです。
また、PRE-STATION Aiでは、週に１～２回の勉強会を開催

私は、今年１月まで30年以上にわたり会社員をしていまし
たが、愛知県のスタートアップ支援拠点PRE-STATION Ai
（プ

しています。例えば、資金調達はどのようにすれば良いのか、

レ・ステーションエーアイ）
（ ※3）に参加できることとなり、

資金調達の対価として提供する株式の割合はどのくらいにする

起業しました。

のか、出資者が提示する契約条件について何に気をつければ良

起業してみると、会社運営について分からないことだらけで

いのか、自分たちの取り組みの支援者を増やすために、多くの

した。会社の設立から始まり、税務署に届け出を出したり、社

人に共感してもらえるプレゼンはどうすれば良いのかなどを学

会保険の手続きをしたり、銀行に口座を開設するといったビジ

ぶことができます。日々の活動は、
「壁にぶつかる、悩む、相談

ネスのスタート前のことでさえ結構大変でしたし、とにかくい

する」の繰り返しですが、振り返ってみると、実に様々な学習

ろいろと悩みました。そのまま一人で悩んでいては前に進みま

機会に恵まれていて、少しずつ成長しているように感じていま

せんが、スタートアップの良いところは、周りに同じような悩

す。大変なことは多いのですが、やりがいもあるので、続けて

みを抱えている仲間が大勢いるので、とにかく周りの人たちに

いこうと考えています。

（※3）PRE-STATION Aiは、STATION Aiが供用されるまでのつなぎの支援拠点。

「スタートアップ」
関連サイト・
チャンネルのご案内

愛知県スタートアップ推進課

東海テレビ
「START UP!!」



 YouTubeチャンネルはこちら ➡

Webサイトはこちら

➡
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海部津島手話サークルあゆみ
～聴こえない人と聴こえる人が共に歩むために～

昭和54年5月、愛知県から委託された手話奉仕員養成講習会の受講
生と、海部津島聴覚障害者協会副会長
（当時）
だった伊藤照夫さんを中
心に立ち上げた
「海部津島手話サークルあゆみ」
は、海部津島地方初の
手話サークルです。その後40年余りに渡る活動が評価され、令和２年
度に愛知県ボランティア活動功労者表彰を受賞されました。
活動拠点となっている津島市文化会館を訪れ、会長の伊藤照夫さん
始め会員の方々を取材させていただきました。
【伊藤照夫会長（一番右側）
：サークル活動の様子】

◆地域に根付く手話サークル◆

濃尾平野の西側に位置する津島市は、古くは津島神社の門前町として、また交通・
経済の要衝である湊町として栄えてきました。日本三大川祭りのひとつである
「尾張
津島天王祭」
など、歴史的・文化的な遺産にも恵まれたまちを拠点に、伊藤照夫会長
率いる
「海部津島手話サークルあゆみ」
は、聴こえない人と聴こえる人が共に歩むこと
をモットーに掲げ、手話の学習と普及活動を積極的に進めています。

◆楽しみながら、手で会話◆
「海部津島手話サークルあゆみ」
は毎月第１・３木曜日に定例会を開き、小学生から
大人まで老若男女のろう者と聴こえる者が集まって手話の学習をし、お互いの理解
を深めています。手話は
「あいうえお」
の五十音やアルファベットを表す指文字や、
「山」
「猫」
「歩く」
「うまい」
などの名詞、動詞、形容詞などを表現する単語が基本で成り立っ
ています。取材に訪れた日は都道府県をテーマに手話で表現し、正解を書記役の会
員さんがホワイトボードに記入していく学習をしていました。アットホームな雰囲気

【おやこワクワク体験活動フェスティバル】

の中、20名ほどの会員の皆さんが手話を楽しみながら、終始笑いの絶えない学習風
景に、ろう者と聴こえる者を隔てる壁などどこにも見当たりません。

◆同じ一人の人間として生きている◆
サークル内での勉強会に加えて、ボランティア連絡協議会や海部津島聴覚障害者
協会の行事にも積極的に参加して、地域とのつながりを大切にしています。また、小
中学校や高等学校で行われる福祉実践教室では、講師や手話通訳者としての活動を
しています。聴こえる人が聴こえない人と触れ合う中で、
「障がい者は助けられるだけ
の存在ではない。同じ人間として付き合うことの大切さが分かった、との声が上がっ
ていることが何より嬉しく、やりがいを感じます」
と会長の伊藤さん。
「‟ろう”は目に
見えない障がいと言われています。見た目は聴こえる者と変わらない。そして多くの
聴こえる者は手話の存在を知ってはいるが、ろう者と実際に知り合う機会はとても少
ないのです。ろう者にとって、手話は音声言語と同じ大切な言語です。サークル活動
を通じて交流する機会を増やし、障がいの有無にかかわらず、共生できる社会を目
指していきたい」
と伊藤さんの熱い想いは、サークル発足当時から変わりません。

【伊藤会長（右側）と藤井副会長】

◆さあ、手で話そう！◆
集まったきっかけはそれぞれ違っています。ただ一つ確かなことは、子どもと大人、
聴こえない人と聴こえる人が分け隔てなく触れ合える場所。お互いに壁は存在しま
せん。みなさんも
「海部津島手話サークルあゆみ」
を訪れて、手で語り合ってみませ
んか？



（K・I）

※表紙写真の指文字は、
「I LOVE YOU
（世界共通）
」
を表しています。
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【問合せ先】
海部津島手話サークルあゆみ
会長：伊藤 照夫
TEL/FAX：
0567-26-5768

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。

板山竹炭研究会
【会長の山田さん】

ごう ど がわ

～神戸川にホタルを～

半田市の南西に位置し、常滑市、武豊町に隣接する板山地区に発足した板山竹炭研究会は、
竹林の間伐による里山の再生・神戸川の水質浄化などの
「環境保全活動」
や、子どもの地域
環境意識の醸成に寄与する
「環境学習の推進」
を中心とした20年にわたる活動が高く評価さ
れ、令和３年度愛知県環境保全関係功労者表彰を受賞されました。活動拠点のひとつである
板山ふれあいセンターを訪問し、山田嵩会長始め会員のみなさんから、これまでの歩みや取
組みについてお伺いしました。

◆板山再生、想いを乗せた栴檀窯◆
2000年の設立当時、半田市板山地区の中央を流れる神戸川（ごうどがわ）は、下水設備がなかったため、住宅などから汚水が集め
られるように川へ流れ込み、とても汚れていたそうです。当時、板山公民館の職員だった研究会会長の奥様が、同じ頃に美浜町の
竹炭活動による河川浄化の実績を新聞で知り提案したことから、公民館の新規事業に取り上げられ、この事業を支えるボランティ
ア団体として、ホタルが飛び交うきれいな神戸川の再生を願う有志10名により、板山竹
炭研究会が発足しました。
先進地の美浜町に出向いて教えを請い、竹炭を作る窯作りも一からスタート。窯場は、
板山公民館の北に位置する高台の、大きな栴檀の木が傘をさすように枝葉を伸ばした
その下に設置し、『栴檀窯』と名付けられました。ここは市有地であり、住宅地。窯場は
町外れの山に近いところにあると勝手に想像していた私たちは驚きを隠せませんでした
が、これも市の竹炭活動への全面的な理解・協力と、板山竹炭研究会が地域とともに活
動している証しと言えるでしょう。
【栴檀窯（せんだんがま）】

◆地域資源の竹が神戸川をよみがえらせる◆
竹は、板山地区の里山の間伐請負で入手します。それをよく乾燥させ、窯サイズに合
わせ、縦にも6 ～ 8等分にカットし窯に投入、その後も火力や蒸気の管理が難しいため、
竹炭の完成には3日を要するそうです。こうして作られた竹炭を、年に1度板山地区の全
戸1200軒に200gずつ配付し、各家庭ではそれを排水溝などに設置し、生活排水を浄化
します。荒れていた里山も間伐によって陽が差し込み、川は年々きれいになっていきま
す。まさに地域全体で川の浄化に取組むSDGs活動です。

◆そして、ホタルが！◆
板山竹炭研究会の想いと努力が地域を動かし、実に10年という歳月をかけ地域をあげ
て取組んだ結果、遂に2010年6月16日、ホタルの出現が確認されました。その後も少し

【竹を使ったけん玉づくり】

ずつホタルは増え続けているとか。美しい夏の風物詩の到来に、ますます環境保全の意
識は高まり、継続されていくことでしょう。

◆環境保全の精神は、地域の子どもたちに受け継がれる◆
板山竹炭研究会の活動は、多くの若い世代にも影響を与えています。
放課後子ども教室で集まってくる子どもたちを対象に「たけの子クラブ」を結成し、里
山での竹切り体験や神戸川クリーン作戦、筏作り、門松作りなど、年間様々な行事を一
緒に行います。また板山小学校では学校行事として、3年生は竹炭ができるまでの一連
の工程や竹炭・竹酢液の勉強に取り組み、５年生は神戸川に入って生き物調査などの体
験学習をしています。さらに、公民館やふれあいセンターでのイベントでも、小さな子
どもたちに竹を使ったクラフトを教えつつ、自然環境保全の大切さを伝えるなど啓蒙活
動にも力を注いでいます。
ここ板山の子どもたちは、多くの得難い学びと愛情に育まれていました。
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（J.S）

【2000年当時の神戸川（上）と
生き物調査をする5年生】

【問合せ先】 板山竹炭研究会
会長：山田 嵩
TEL：0569-27-6254

情報提供機関紹介

◆未来をひらいた研究を称えて
名城大学の赤﨑勇特別栄誉教授と天野浩特別栄誉教授は、青色発光ダイオード
（LED）の発明により2014年ノーベル物理学賞を受賞され、吉野彰終身教授・特別栄
誉教授は、リチウムイオン電池の開発により2019年ノーベル化学賞を受賞されまし
た。本展示室は、2017年3月に「赤﨑・天野ノーベル賞記念展示室」
としてオープンし、
現在は3名の教授の研究活動とノーベル賞受賞の功績を顕彰し、この偉業を後世へ伝
えていく場として様々な展示を行っています。
展示室内には、3名の教授から名城大学に寄贈された貴重なノーベル賞メダルのレ
プリカや、スウェーデンのストックホルムにあるノーベル博物館に寄贈されたもの
と同じオブジェクト
（青色LED製作の基盤技術を理解するための装置など5点・右側
写真上段、リチウムイオン電池開発に関する模型・右側写真下段）
を展示しています。
さらに、今では当たり前のように使われている青色LEDやリチウムイオン電池の開
発に至るまでの研究の軌跡や、未来への展望なども紹介しています。ご来館いただ
いたみなさまには、教授らの偉大な功績とともに、研究者としての情熱と強い信念
を感じていただき、科学に対する興味や好奇心を育んでいただければ幸いです。

◆吉野教授展示エリアを増設し、リニューアルオープン

【ノーベル博物館への
寄贈オブジェクト（レプリカ）】

2021年7月19日には、吉野教授の展示エリアの増設記念として、吉野教授を招いて
オープンセレモニーを実施し、翌20日からは一般公開もスタートしました。
新たな展示エリアには、吉野教授のノーベル賞メダルやディプロマ
（証書）
のレプリカ
の他、リチウムイオン電池の試作品第1号や手書きの研究レポートのレプリカも公開し
ています。吉野教授はオープンセレモニーで、
「子どもたちがここで時代の流れを感じ、
モチベーションになり、将来進むべき道を見い出してもらえれば」
と述べられました。
◀【メダルレプリカを設置する吉野教授】

ミライ社会へのユメ絵画展

本展示室主催の絵画コンテストの作品を募集いたします。たくさんのご応募をお待ちしています。
表彰式には、ノーベル賞受賞者の吉野彰教授と天野浩教授が出席！

入賞者は、両教授からノーベル賞や研究について、直接お話しを聞く機会も予定しています。
ご応募いただいた全作品は、2022年3月1日から約1か月間展示室にて展示予定です。
対

象：小学生

テ ー マ：地球にやさしいミライの姿を描こう

募集期間：2021年12月1日
（水）
～ 2022年1月31日（月）
各

賞：赤﨑・天野・吉野特別賞各１名、名城大学学長賞１名、優秀賞６名

＊応募方法等については、本展示室HPをご確認ください。

名城大学

赤﨑・天野・吉野ノーベル賞記念展示室

開館時間：月曜～土曜（大学の講義日に準ずる）10時～ 16時
開館情報については、展示室HPをご確認ください。
入 場 料：無料
所 在 地：〒468-8502 名古屋市天白区塩釜口一丁目501番地 名城大学校友会館４階
電
話：052-832-1151（代） HP：https://www.meijo-u.ac.jp/nobel/
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名城大学
ノーベル賞記念展示室

第十一歩
地域に遺る学校建築などの歴史的建造物を紹介します。

あま市立七宝小学校講堂、正門

あま市立七宝小学校は、あま市南部の七宝町桂、名鉄津島線七宝駅の南東約3kmに位置し、講

堂は、昭和11年
（1936）に七宝村の小学校が現在地に統合された際に建てられました。建物は、
木造平屋建て、屋根は切妻造、瓦棒葺きで、梁行約15m、桁行約22mの長方形の平面に、妻側
の正面入口と舞台裏が突き出た形となっています。外観は、仕上げが３つに区分され、腰壁部分
は石張り、その上部は板張り、窓枠より上部は土壁となっています。窓は上下２段で、上部窓の
講堂外観（北東から）

上にはスクラッチタイル張りの小壁、上下の間には装飾が施された小壁が、木枠により枠取られ
て連続的に並んでいます。また、妻側の外壁には３つの小屋裏換気口が取り付けられており、ファ
サードの特徴となっています。内部は、格子状の天井に、壁は上部を土壁、上下の窓の間に装飾
を施した壁、そして腰壁と床を板張りとしており、舞台の額縁部分は腰壁までを木製、上部を漆
喰仕上げとしています。
校地には、講堂と同じ時期に建てられたと考
えられる正門も遺っています。正門は校地の南
辺中央に位置し、間口約7.9m、鉄筋コンクリー

講堂内部（東から）

あま
市役所

甚目寺駅

名鉄津島線

ト造の主門柱と脇門柱各２基を立てています。
礎、柱身、柱頭の３つで構成されています。ま
た、柱身部には元のスクラッチタイルが一部遺

68
518

講堂と正門は、昭和初期の教育施設の様相を

じ

なん だい も ん

後世に継承するとともに、郷土愛の醸成に欠く
ことのできない貴重な文化財建造物です。

甚目寺南大門、三重塔及び東門

200

甚目寺歴史
民俗資料館
大治町役場
明眼院

七宝小学校

115

のごとく正確に成形されています。

もく

美和高校 七宝焼アート
ヴィレッジ

65

り、柱頭部は西洋古典建築の軒蛇腹
（コーニス）

じ

甚目寺観音

79

主門柱は高さが約3.4m、脇門柱は約2.7m、柱

正門（南から）

美和歴史民俗資料館

東名阪自動車道
冨吉建速神社
・八剱社

春田駅
甘強酒造
1

新
川

甚目寺観音は、あま市北東部の旧甚目寺町、

名鉄津島線甚目寺駅の南西約250mに位置しま
す。奈良時代前期には伽藍が整備されたと考えられる古刹で、尾張四観音の一つとして中世・
近世を通して隆盛を誇り、真言宗に属しています。境内の建物では、南大門、三重塔及び東門
が重要文化財に指定されています。
南大門は、境内の南辺中央に位置し、建久7年（1196）に
南大門（南から）

建てられたと伝えられる鎌倉時代初期の和様を基調とした
建物です。三間一戸
（さんげんいっこ）の楼門で、屋根は入

母屋造、杮葺きで、柱はすべて丸柱で下層の柱上には手先が三つ前に出る三手先斗栱
（みてさき
ときょう）を組んで上層の縁を受け、縁の四周には手摺状の刎高欄を廻らせています。下層の通
路の左右には、この地域の戦国武将福島正則から寄進された金剛力士像が安置されています。
三重塔は、境内の中央西側に位置する寛永4年
（1627）に建築されたもので、屋根は宝形造、
本瓦葺きとなっています。各層とも三間四方で、柱はすべて丸柱で、四面の柱間は中央を両開
き板戸、脇間に目透かしのない連子窓を入れ、柱上の組物は各層とも斜め下前方に突出する尾
垂木が付いた三手先斗栱を用いています。江戸時代の建築でありながら、和様の伝統を忠実に
守った建物です。
東門は、境内の東辺中央に位置する寛永11年
（1634）に建築されたもので、切妻造、銅板葺
きで、二本の主柱の前後に四本の控柱が付く大型の四脚門です。
〈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）、文化財ナビ愛知（愛知県県民文化局）

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

三重塔（南東から）

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
電 電話番号
休 休館日

（無料の場合は記載なし） HP ホームページ



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

1月
壮観！ナゴヤ・モザイク壁画時代
開催中～ 2022/3/22（火） 10：00 ～ 17：00
（入館は16：30まで）

料 一般

700円 INAXライブミュージアム
高・大学生 500円 「土・どろんこ館」企画展示室
小・中学生 250円 常滑市奥栄町1-130
HP https://livingculture.lixil.com/ilm/

内 1950年代後半から70年代にかけて、名古屋地域に

電0
 569-34-8282

おけるモザイク壁画黄金期につくられた珠玉の17事
例を、撮り下ろし写真と実資料を交えて紹介します。
会場で、素材の表情や巧みな色使い、密度の高い手
仕事の数々をご覧ください。

休 水曜日
（祝日の場合は開館）、

12/27（月）～ 1/5（水）

場 INAXライブミュージアム

旧ホテルナゴヤキャッスル
に設置されていた壁画
（当館収蔵部分）
撮影：益永研司

干支展

料 観覧無料

寅

2021/12/18（土）
～ 2022/1/16（日）
9：00 ～ 16：30（入館は16：00まで）
内 2022年は寅年。トラをはじめ、干支の生きものに

（ただし、豊橋総合
動植物公園入園料が
必要）

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

sizensi/
電 0532-41-4747

まつわるいろいろな標本を紹介します。

休 月曜日
（月曜日が祝日及び振替休日の

場 豊橋市自然史博物館

場合は翌平日）

虎眼石

愛知県森林公園

森でフィットネス

2022/1/5（水） 10：00 ～ 12：00
内森
 林公園植物園内で森林浴をしながら、軽い全身運

動を楽しみます。心も身体もリフレッシュしましょう。
場 愛知県森林公園植物園

料 100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）

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0
 561-53-1551
休 月曜日
（月曜日が国民の祝日に当たる

場合はその翌日）

新春展

やきもの対決－大きさ・文様－

2022/1/6（木）
～ 2/6（日） 10：00 ～ 16：00

料 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
HP h
 ttp://www.kuwayama-museum.jp

内 茶道具として用いる花入や水指のほか、鑑賞を目的

電 052-763-5188

として作られた大壺や大皿など、土肌や釉薬の変化
が魅力の陶器や、華やかに絵付が施された磁器を展
示します。用に即したものから装飾性を追求したも
のなど、大きさや文様に注目してご覧ください。

休 月曜日
（祝日の場合開館）・祝日の翌日

場 桑山美術館
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名称・開催日時・内容・場所

道風記念館館蔵品展「文字の造形」
2022/1/6（木）
～ 3/6（日） 9：00 ～ 16：30

対象・定員・料金
料 一般

100円
高校・大学生 50円

問合せ先・申込方法 等
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


内 館蔵の書作品29点を展示します。さまざまな書体が

電 0568-82-6110

もつ美しさに、文字そのものの形や、文字を構成す
る線の表現を工夫することによって豊かな表情を加
味した書作品をお楽しみください。

休 月曜日
（祝日の場合は開館し、翌日休館）

場 春日井市道風記念館

メナード美術館コレクション展
2022/1/6（木）
～ 4/3（日） 10：00 ～ 17：00
（最終入館は16：30まで）
内 1,500余点のコレクションから西洋絵画・日本画・

日本洋画を中心に選んだ作品約70点を展示します。
本展にて、心安らぐひとときをお過ごしください。

料 一般

高大生
小中生

900円
600円
300円

※障害者手帳をお持ちの方
および同行者1名は無料
※各種割引制度あり

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0
 568-75-5787
休 月・金曜日
（祝休日の場合は直後の

平日）

場 メナード美術館
フィンセント・
ファン・ゴッホ
《石膏トルソ
（女）
》

工作教室「３Ｄ立体カードを作ろう！」
2022/1/8（土）
、2/12（土）
、3/12（土）
13：00 ～ 16：00
時間内ならいつでも参加できます。

料3
 00円～ 500円

名古屋海洋博物館

※別途、博物館入場料必 名古屋市港区港町1-9
要（300円）
HP https://nagoyaaqua.jp/garden※小中学生は入場無料
pier/
（第2・第4土曜日のみ）

電 052-652-1111

内 とび出して見える！不思議な
「3D立体カード」を作る

教室です。船や海の生き物など、たくさんのデザイ
ンのカードから好きなものを選んで、オリジナルの
立体作品を作ろう！工作時間は30分程度なので、お
気軽にご参加いただけます。
場 名古屋海洋博物館

愛知県弥富野鳥園
弥富市上野町2-10

第8回ミニ探鳥会
2022/1/9（日） 10：30 ～ 11：30

HP https://www.aichi-park.or.jp/

内 野鳥園の保護地内で日本野鳥の会愛知県支部の案内

yachou/

人と一緒に野鳥観察をします。
場 愛知県弥富野鳥園

電 0567-68-2338

保護地内

心理カウンセラー講座（毎週月曜午後or火曜夜間）
2022/1/10（月・祝）
～ 2023/12/26（火）
月曜午後 13：30 ～ 16：00
火曜夜間 17：30 ～ 20：00

定各
 15名
料 月4回

12,000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/kouza.htm
電 0586-73-3911
申 電話・メール
（info@npo-jisedai.org）

内う
 つ病や不安症に有効な認知療法、子育てや発達障害や

にて、随時受付。

ネット・ゲーム依存に役立つ行動分析、不登校において
実績のある家族療法等がわかりやすく学べます。講師は
名城大学非常勤講師の鷲津氏が務め、毎週月曜午後or
火曜夜間の講座で9カ月受講で修了資格となります。
場 月曜午後：NPO日本次世代育成支援協会一宮教室

火曜夜間：ウィルあいち
（名古屋市東区上竪杉町1）

第4期健康ゆったりベリーダンス
2022/1/11・18・25、2/1・8・15・22、
3/1・8・15・22 全て火曜日 全11回
13：00 ～ 14：00

定 15名
料 11回

9,350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、先着順。

内ベ
 リーダンスを取り入れたゆったりした体操で、肩

こりの解消と健康な体をつくります。
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

8

名称・開催日時・内容・場所

対象・定員・料金

第4期フラダンス入門

対 一般女性

2022/1/11・18・25、2/1・8・15・22、
3/1・8・15・22 全て火曜日 全11回
19：00 ～ 20：00

料 11回

問合せ先・申込方法 等
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

定 20名

9,350円

HP http://www.aichi-kentai.com/
電 052-971-2516
申 電話にて、先着順。

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

生涯現役実現セミナー（重点分野支援編）
シニアが小売業界で働くために

対 55歳以上の方
定 20名

生涯現役就労サポートセンター
名古屋市中村区名駅4丁目4-38
HP http://ailabor.or.jp/guide/works/

2022/1/12（水） 14：00 ～ 16：00

geneki

内 シニアの活躍が期待される小売業界における仕事内

電 052-446-6830

容、必要なスキル、既存のシニア就業者の働き方の
事例などについて、実際の事業所の方からお話いた
だきます。さらに、小売業界における
「求められるシ
ニア人材」
についても話を聞くことができます。

（FAX 052-583-0585）
申 電話・FAXにて、先着順。

場 愛知県産業労働センター
（ウインクあいち）
17F

セミナールーム
（名古屋市中村区名駅4丁目4-38）

iPad・iPhoneを使いこなそう
2022/1/12（水）
～ 3/29（火）
火曜日クラス   9：00 ～ 12：00
水曜日クラス 18：00 ～ 21：00

定 15名
料 3時間×10回



15,000円

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

内 i Pad・iPhoneをお持ちの方。使いこなしていますか？

申 電話・メール
（office@inuyama.net）
・

どんどん新しくなるアプリの紹介や、パソコンとの連
携・同期、また、写真を使って動画を作ったり。毎回
楽しみながら、より便利に使えるように覚えていきま
す。お仕事帰りに通える、夜講座は駅から徒歩3分。

ホームページ申し込みフォームにて、
1/15（土）まで。

場 火曜日クラス：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）
水曜日クラス：犬山市民交流センターフロイデ
（犬山市松本町4-21）

心理カウンセラーベーシック講座（日曜集中）
2022/1/16（日）
～ 2024/12/22（日）
9：45 ～ 16：45

定 23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/kouza.htm
電 0586-73-3911

内 心理カウンセラーに必要な認知療法や応用行動分析、

申 電話・メール
（info@npo-jisedai.org）

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。

にて、随時受付。

場 NPO法人日本次世代育成支援協会一宮教室

<所蔵品展>ビューティフルフラワー

－めくるめく花の美－
2022/1/14（金）
～ 3/13（日） 10：00 ～ 17：00
（入館は16：30まで）

料 一般 

700円
大高生 
400円
中学生以下 
無料

名都美術館
長久手市杁ケ池301番地
HP h
 ttp://www.meito.hayatele.co.jp
電 0561-62-8884
休 月曜日

内 厳しい季節を乗り越えてこそ美しく咲く花の尊さ。本

展では、花を愛し、花に魅了された画家たちがバラエ
ティー豊かに捉えた花の姿を多様な視点によって紹介
します。早春にめくるめく花の美をお楽しみください。
場 名都美術館
牧進《八ツ橋》名都美術館蔵

9

名称・開催日時・内容・場所

愛知県森林公園

なるほど森歩き

2022/1/15（土） 10：00 ～ 12：00
内 自然の中には、不思議がいっぱい！植物園の中で花、

鳥、虫などを観察しながらいろいろな発見を楽しみ
ましょう。

対象・定員・料金
料 無料

（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）

生き物みっけ

2022/1/15（土）
、2/13（日）
、3/13（日）
9：30 ～ 11：00
内 自然観察。3回コースではありません。

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 愛知県森林公園植物園

森もり広場

問合せ先・申込方法 等

場合はその翌日）

対年
 中以上の子どもと

その家族
定 各回 5組
料 1組

犬山里山学センター
犬山市塔野地字大畔364-2
HP https://satoyama-gaku.jp/

100円

電 0568-65-2121
休 月曜日
（休日の場合は翌平日）

1/15（土）「さむいけどなにかいるかな?」
2/13（日）「ねてる子をさがそう！」
3/13（日）「おきてる子はいるかな？」

申電
 話にて、1/5（水）9：00 ～開催日前日

まで。先着順。

場 犬山里山学センター

森もり広場

どんぐり工房

2022/1/15（土）
、2/13（日）
、3/13（日）
今月の工作
① 9：30 ～ 10：45、
②11：00 ～ 12：15
お楽しみ工作
（自由工作）
9：30 ～ 12：00（30分程度）
内 里山の素材である小枝や木の実を使って工作。3回

コースではありません。
今月の工作 1/15（土）
「笛」
2/13（日）
「竹箸と箸置き」
3/13（日）
「ストラップ」
開催日にはお楽しみ工作コーナー
（自由工作）
もあり
ます。

対 今月の工作：

犬山里山学センター
小学生以上（保護者同伴） 犬山市塔野地字大畔364-2
お楽しみ工作：
HP https://satoyama-gaku.jp/
年少以上（保護者同伴）
電 0568-65-2121
定 今月の工作：各回4人
休 月曜日
（休日の場合は翌平日）
料 今月の工作：
申電
 話にて、1/5（水）9：00 ～開催日前日

1人200円
まで。先着順。
お楽しみ工作：

1人100円

場 犬山里山学センター

古代エジプトのミイラと埋葬習慣
～ツタンカーメン王からローマ支配時代まで
2022/1/16（日） 13：30 ～ 17：00
内 講師：金沢大教授

河合 望 氏
古代エジプトのミイラ製作と埋葬習慣についてツタ
ンカーメン王の生きた新王国時代からローマ支配時
代までの変遷について解説します。

定 30名
料7
 ,755円

（朝日カルチャーセン
ター会員7,205円）

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
HP https://www.asahiculture.jp/

nagoya
電 052-249-5553
申 電話・WEBにて、定員になり次第

締め切り。

場 朝日カルチャーセンター名古屋

刈谷市美術館
刈谷市住吉町4-5

コレクション展
花咲く絵画 いのちのささやき

HP https://www.city.kariya.lg.jp/

2022/1/21（金）
～ 3/13（日） 9：00 ～ 17：00

museum/

内 四 季折々の表情で私たちの目を楽しませてくれる

「花」をテーマに作品を紹介します。華やかに咲きほ
こる花、時の移ろいを感じさせる花、人間の内面や
画家自身を映し出した花など、絵画に登場する色と
りどりの花々をお楽しみください。
場 刈谷市美術館

1階展示室

電 0566-23-1636
休 月曜日、2/24
（木）
和田英作《薔薇》1925年
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名称・開催日時・内容・場所

技と輝きが宿る

九州陶磁器展

2022/1/21（金）
～ 4/17（日） 10：00 ～ 17：00
内 本企画展では、陶石の生み出す透明感ある有田焼の

白磁や、釉薬に細かな貫入を入れた柔らかな乳白色
の薩摩焼を中心に、絢爛たる装飾と品質で欧米を魅
了した近代の九州陶磁器の美をご覧いただきます。
場 横山美術館

対象・定員・料金
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

木彫り熊展 講演①
「木彫り熊のはじまりと発展
～北海道八雲町と尾張徳川家の関わり～」

定 50名

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・休日の

場合開館、翌平日休
館）

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/

index.html

2022/1/22（土） 13：30 ～ 15：00

電 052-789-5767

内 講師：大谷 茂之 氏
（八雲町教育委員会）

申 申し込みフォーム
（http://www.

※本講座は、後日オンデマンド配信を予定しています。

num.nagoya-u.ac.jp/exhibitions/
display/#000517）・窓口（平日のみ）
にて、1/4（火）11：00 ～。

場 名古屋大学博物館講義室

★オンライン開催★ 2021年度
第117回人間関係講座（グループ）

問合せ先・申込方法 等

定 24名
料 15,400円
（税込）

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/

2022/1/22（土） 10：00 ～ 18：00
1/23（日） 9：00 ～ 17：00

電 052-832-5002

内 私たちは、会社や組織、家族や仲間関係など、様々

申 ホームページ
（https://rci.nanzan-u.

ac.jp/ninkan/training/applyc.html）
にて、1/7（金）まで。

なグループに身をおいています。そのなかでは、ど
のようなことが起こっているのでしょうか。
①グループプロセスに目を向け、気づく力を養う
②グループの中での自分や他者の特徴に気づく
場 オンライン
（Zoom）
開催

料 100円

ペーパークラフト教室
2022/1/22（土）
、2/26（土）
、3/26（土）
13：00 ～ 16：00
時間内ならいつでも参加できます。

※別途、博物館入場料
必要（300円）
※小中学生は入場無料
（第2・第4土曜日のみ）

名古屋海洋博物館
名古屋市港区港町1-9
HP https://nagoyaaqua.jp/garden-

pier/
電 052-652-1111

内「南極観測船ふじ」
や
「ろせった丸」
など、名古屋港に


縁のある船のペーパークラフトを作ることができる
教室です。カッターナイフを使用しますので、安全
のため小学3年生以下の方は保護者同伴でご参加く
ださい。
場 名古屋海洋博物館

文章講座


大人のためのおはなし会
孤独・メメント モリ

定4
 0名

HP https://library.allobu.jp

2022/1/28（金） 10：00開演
（開場9：30）

電 0562-48-1808

内絵
 本『ごろはちだいみょうじん』紙芝居『なめとこ山の

休 第3月曜日

熊』朗読劇
『如菩薩団』など 大人の方にも楽しんでい
ただきたい怖い絵本を集め、プロジェクターや鳴り物
を使った迫力あるおはなし会を開催します。明るい
時間に行うのでホラーが苦手な方もぜひご参加を。
場 おおぶ文化交流の杜allobu

おおぶ文化交流の杜図書館
大府市柊山町六丁目150番地1

申 電話・カウンターにて、

1/5（水）～ 28（金）。先着順。

2階会議室
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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
2022/1/29（土）
～ 30（日）

対象・定員・料金
料 217,140円
（税込）

問合せ先・申込方法 等
一般社団法人

※認 定試験合格後、別途 日本アタッチメント育児協会
認定申請料
（11,000円 名古屋市熱田区金山町1丁目13-14
税込）
が必要となります。

アー ルワン金山3F

内 生まれたばかりの赤ちゃんと心を通じあわせるため

HP https://www.naik.jp/course/abm.

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。

php
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。

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）
愛知県弥富野鳥園
弥富市上野町2-10

第8回探鳥会
2022/1/30（日） 10：00 ～ 12：00

HP https://www.aichi-park.or.jp/

内 野鳥園の保護地内で日本野鳥の会愛知県支部の案内

yachou/

人と一緒に野鳥観察をします。
場 愛知県弥富野鳥園

電0
 567-68-2338

保護地内

エコ モビリティ ライフ講演会

定 100名

2022/1/31（月） 14：30 ～ 16：30

HP https://www.pref.aichi.jp/kotsu/

内 環境にやさしいライフスタイル
「エコ モビリティ ラ

ecomobi/

イフ」
（ エコモビ）の魅力や取組についてご紹介する
「エコ モビリティ ライフ講演会」では、NPO法人ひ
と育て・モノづくり・まちづくり達人ネットワーク
伊豆原浩二氏、YouTuber ／デザイナー 愛あむ氏
の講演を行います。
場 愛知県三の丸庁舎

8階

愛知県都市・交通局交通対策課
名古屋市中区三の丸3-1-2

電 052-954-6125

（FAX 052-961-3248）
休 土日祝
申「愛知県
電子申請・届出システム」
・


はがき・FAXにて、1/21（金）
まで。
先着順。

大会議室

2月
定 352名

春風亭一之輔独演会 Vol.2

料 4,000円

2022/2/4（金） 18：30 ～ 20：00
内 異例の21人抜きで真打昇進。週刊朝日コラム
「ああ、

それ私よく知ってます。
」連載中。年間900席以上の
高座をこなす超売れっ子。伸び伸びとした大らかな
語り口で、古典落語の世界へと引き込みます。

（朝日カルチャーセン
ター会員3,600円）

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
HP https://www.asahiculture.jp/

nagoya
電 052-249-5553
申 ①チケットぴあ
【Pコード：509-085】   

場名
 古屋市熱田文化小劇場

（0570-02-9999）
②朝日カルチャーセンター名古屋
（052-249-5553）
2/1（火）まで。
満席になり次第締め切り。

（名古屋市熱田区神宮三丁目1番15号）

春風亭一之輔
（撮影：キッチンミノル）

一宮市尾西歴史民俗資料館
一宮市起字下町211番地

町のくすり屋

～井桁屋浅井家資料を中心に～

HP https://www.city.ichinomiya.aichi.

2022/2/5（土）
～ 3/6（日） 9：00 ～ 17：00
（入館は16：30まで）

jp/rekimin/
電 0586-62-9711

内 起宿で薬種商を営んでいた井桁屋浅井家の資料より、

休月
 曜日（祝日・休日の場合は営業）、

江戸時代以降の売薬引札や看板から、一般庶民の医
療を支えた町の医薬事情を紹介します。
場 一宮市尾西歴史民俗資料館

2階

祝日・休日の翌日

特別展示室
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名称・開催日時・内容・場所

木彫り熊展 講演②
「柴崎熊の魅力

～熊をモチーフとした芸術家～」

対象・定員・料金
定 50名

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/

index.html

2022/2/12（土） 13：30 ～ 15：00

電 052-789-5767

内 講師：大谷 茂之 氏
（八雲町教育委員会）

申 申し込みフォーム
（http://www.

※本講座は、後日オンデマンド配信を予定しています。

num.nagoya-u.ac.jp/exhibitions/
display/#000517）・窓口（平日のみ）
にて、1/4（火）11：00 ～。

場 名古屋大学博物館講義室

オンライン講演会
「健康長寿社会における幸せな老いとは
－高齢者心理学からのメッセージ－」

問合せ先・申込方法 等

定 200名
料 通信費は自己負担

放送大学愛知学習センター
名古屋市昭和区八事本町101-2
HP https://www.sc.ouj.ac.jp/center/

aichi/about/open.html

2022/2/19（土） 13：30 ～ 15：15
（YouTubeへの接続は13：00 ～）

電 052-831-1771
申 申込フォームにて

内 講師に国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

※詳細は1月中旬頃よりHPでご確認ください。

/老年学・社会科学研究センター老化疫学研究部 副
部長の西田裕紀子氏をお迎えして、長寿社会を幸せ
に過ごすための心のもちようについて、高齢者心理
学の理論や知見を交えながらお話を伺います。
場 YouTubeライブ配信

名古屋市農業センター
名古屋市天白区天白町平針黒石2872-3

しだれ梅まつり
2022/2/19（土）
～ 3/13（日） 9：00 ～ 16：30

HP「名古屋市農業センター」
で検索


内 紅白合わせて700本のしだれ梅が咲き誇る、しだれ

電 052-801-5221

梅まつり。園内小道には梅の香りが漂います。一足
早い春を感じに、ぜひご来園ください。
場 名古屋市農業センター delaふぁーむ

企画展 美しい砂の世界

－日本の砂、世界の砂、地層の砂－
2022/2/19（土）
～ 3/20（日） 9：00 ～ 16：30
（入館は16：00まで）

料 観覧無料

（ただし、豊橋総合
動植物公園入園料が
必要）

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

sizensi/
電 0532-41-4747

内 美しい砂の世界と、そこから読み取れる情報や、生

休 月曜日
（月曜日が祝日及び振替休日の

活にどう役立っているかなどを紹介します。

場合は翌平日）

場 豊橋市自然史博物館

東谷山フルーツパークで楽しむ

冬の自然観察会

定1
 5名

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
HP https://www.fruitpark.org/

2022/2/26（土） 13：30 ～ 15：00

電 052-736-3344

内 東谷山フルーツパークの季節のみどころをご案内し

休 月曜日
（月曜日が祝・休日の場合は直後

ます。

の平日）

場 東谷山フルーツパーク園内

申往
 復ハガキ・名古屋市電子申請サービス

にて、1/1（土）～ 20（木）。抽選。

「夢幻百物語」

江戸時代の生きる力－妖と厄災－
2022/2/27（日） 15：30 ～ 18：00（15：00開場）

定 150名
料2
（申込時集金
 ,000円

・全席指定）

HP https://library.allobu.jp
電 0562-48-1808

内 第1部では怪談・妖怪のスペシャリストである堤邦

休 第3月曜日

彦氏、東雅夫氏、島田尚幸氏による江戸時代の怪談
トークライブを行います。第2部では百鬼ゆめひな
さんの等身大人形劇
「蛇恋」
を行います。美しく、幻
想的な世界観をお楽しみください。
場お
 おぶ文化交流の杜allobu

おおぶ文化交流の杜図書館
大府市柊山町六丁目150番地1

申 カウンター・オンラインにて、

2/27（日）まで。先着順。

こもれびホール
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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

対小
 中学生とその家族

3月

2022/3/13（日） 10：00 ～ 12：00

定 10組
（1組4名まで）

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

内 避難所生活を考えてみよう！防災食のお土産付き。

料 1組 500円

HP https://www.fruitpark.org/

親子で避難所サバイバル体験！

電 052-736-3344

場 東谷山フルーツパーク

休 月曜日
（月曜日が祝・休日の場合は直後

の平日）
申往
 復ハガキ・名古屋市電子申請サービス

にて、2/1（火）～ 20（日）。抽選。

2022/3/15（火）
～ 4/10（日） 9：00 ～ 19：00

蒲郡市立図書館
蒲郡市宮成町1-1

内 昭和時代を中心にレトロでモダンなパッケージデザ

HP https://www.city.gamagori.lg.jp/

春の特別展 昭和・大正ノスタルジック

site/toshokan/

インや雑貨などを展示します。当時を知る方には懐
かしく、初めて見る方には新鮮な日本のモダンアー
トをお楽しみください。
場 蒲郡市立図書館

電 0533-69-3706
休 月曜日
（祝日は除く）

1階ブラウジングルーム

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

juVE
3ea

https://www.manabi.pref.aichi.jp/info/bosyuu.html

ご愛読者様への
アンケート調査のお願い！

日頃は
「まなびぃあいち」
をご愛読いただき、誠にありがとうございます。
例年、年4回、紙媒体で発行しておりました情報誌
「まなびぃあいち」につきまして、次年度以降、Web版で
の発行も視野に現在検討しております。
そこで、日頃本誌をご愛読いただいている皆様に、この情報誌で楽しみにしている内容や、今後に期待する
情報等のご意見・ご要望をお聞きしたく、今回アンケート調査をさせていただくことといたしました。
下記のURLまたは二次元コードから、アンケートにご回答くださいますようお願いいたします。
ご回答いただきました内容は、今後の
「まなびぃあいち」の運営に反映させ、より良い情報をお伝えできるよ
う検討していきたいと考えております。何卒皆様方の貴重なご意見・ご要望をお聞かせください。

アンケートはこちらから

https://ws.formzu.net/dist/S60148411/
2022年1月20日
（木）
まで
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親子で考え、実践しよう︕SDGs

～人間が地球で暮らし続けるために～

SDGs と 17 の目標について、小中学生に向けて解説し、子ども自身や家庭でなにができるか問いかけ、親子で SDGs
を考える講座を開催します。ぜひご参加ください。

◆2022 年 1 月 15 日（土）10︓30～11︓30

オンライン開催

講

師︓公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 常務理事
元名古屋市公立小中学校 校長 荒川 毅 氏
対
象︓愛知県内にお住まいの小中学生とその保護者
参 加 料︓無料
申込期限︓～12 月 27 日（月）

気象防災

＜あいち地域共生フォーラム＞
～誰一人取り残さない 天気を学び情報を活用して災害に備える～

自然に対する畏怖の念を持ちながら、その自然が起こす気象災害に対する正しい知識を持って、備え、また災害に
強い街づくりをしていくにはどうするべきかを考えるフォーラムを開催します。ぜひご参加ください。

ハイブリッド開催

会
場︓愛知県教育会館 7 階会議室（名古屋市中区新栄一丁目 49 番 10 号）及びオンラインのハイブリッド
対
象︓愛知県にお住まいの方、在勤・在学の方
定
員︓会場 40 名、オンライン 100 名
参 加 料︓無料
申込期間︓１月11日（火）～ ２月18日（金）
問
合
せ

愛知県生涯学習推進センター

〒460-0001

電 話︓052-961-5333
名古屋市中区三の丸三丁目２番１号

愛知生涯

アウトドアから学ぶ︕防災キャンプ
日
会
対
参 加
問申
合込
せ先

時︓２０２2 年１月 29 日（土）～1 月 30 日（日）1 泊 2 日
場︓愛知県青年の家（岡崎市美合町並松 1-2）
象︓小中学生とその家族
定
員︓12 家族 48 名
料︓1 人 6,000 円
申込期限︓～１月 10 日（月・祝）
公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団

〒460-0007

電 話︓052-241-9101
名古屋市中区新栄一丁目 49 番 10 号（愛知県教育会館 2 階）

あいち教育スポーツ

・ ・ ・

あいちの味覚たっぷり︕わが家の愛であ朝ごはんコンテスト
・

・

愛知県生涯学習推進センターの情報ラウンジでは、愛知県教育委員会主催「あいちの味覚たっぷり︕わが家の愛で
あ朝ごはんコンテスト」の優良賞 10 点の受賞作品紹介ポスターを掲示しています。
全 10,219 点の応募の中から選ばれた優良作品を、ぜひご覧ください。
・

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12月

◆2022 年 2 月 27 日（日）13︓30～16︓00

75 juVE3ea

＜生涯学習あいち県民講座＞

No.

おすすめ情報

おすすめのイベント情報を紹介します。
ぜひご参加ください！

掲示期間︓2022 年 1 月 14 日（金）まで （午前 9 時～午後 5 時、土・日・祝日及び年末年始は除く）
掲示場所︓愛知県生涯学習推進センター 情報ラウンジ
（名古屋市中区三の丸３丁目２番１号 愛知県東大手庁舎２階）

編集
後記

愛知県教育委員会

〒460-8534

保健体育課 給食グループ

名古屋市中区三の丸 3-1-2

電

話︓052-954-6839

あいち保健体育課

今回の
「スタートアップ」
特集では、PRE-STATION Aiがあるグローバルゲート名古屋内のWeWorkを訪
問しました。11階にある受付でiPadによる顔写真の撮影後、ラウンジで某スタートアップの代表の方と
お会いしました。起業されたこの方のお話しを聞くうちに、ご自身で困った経験を他人事ではなく自分事
として深くとらえ、同じように困った経験をしている人の力になりたい強い思いが、
「起業」
という行動を
起こさせたように感じました。
（Ｓ.Ｙ）

ご自由にお持ちください

問
合
せ

