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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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特 集

エシカル消費

～社会を変える ・ 未来を変える “チカラ” ～

時代の流れが持続可能な社会（SDGs）に向かっている今、このSDGsを後押しするのが、「エシカル消費」です。愛知県では、昨
年11月７日に「エシカルあいち宣言」をしました。今号では、県民文化局県民生活部県民生活課や一般社団法人日本エシカル推進協
議会にご協力いただき、日々の身近な「消費」について考えていただく「エシカル消費」を取り上げます。

「エシカル消費」とは？
◎エシカル消費の意味

◎エシカル消費の３分類
愛知県では、エシカル消費を次の３つに分類しています。

「エシカル」
とは、英語で
「倫理的な」
という意味で、人や社会、

【人・社会に優しい消費】

地域、環境に配慮した商品やサービスを選んで消費することを

「困っている誰かのために」、「より良い社会のために」
などの

「エシカル消費」
といいます。

思いを持って消費することです。

ちょっと難しく感じるかもしれませんが、自分のことだけで

【地域に優しい消費】

はなく、大切な人や困っている誰かのために、そして地球のこ

「地元のために」、「どこかのために」の思いを持って消費する

と、未来の子どもたちのことに思いを馳せて消費することが、

ことです。

「エシカル消費」
です。

【環境に優しい消費】

◎私たちにどう関係があるの？

「地球のために」の思いを持って消費することです。

あなたが商品を選ぶ際、何を基準に選んでいますか。

「エシカル消費」の具体例

価格が安いから？デザインが良いから？みんなが持っている
から？私たちは、日々、様々な商品やサービスを購入しながら
生活しています。その一方で、
環境破壊や貧困、
飢餓などの様々
な問題が発生しています。
実は、そうした社会的課題や環境問題と私たちの消費はつな
がっているのです。だからこそ、商品やサービスを選んで消費
する人が見方を変えることが大切です。
「エシカル消費」
は、
「安全・安心」
、
「品質」
、
「価格」
に並ぶ新た
な商品選択の尺度ともいわれ、SDGsの目標12の
「つくる責任
つかう責任」を始め、他の様々な目標の達成につながる取組と
して期待されています。
消費者一人ひとりのエシカルな行動が、世界の未来を変える
大きな力になるのです。

エシカルな選択をするために
◎何を買ったらいいの？
私たちが、人や社会、地域、環境に配慮した商品やサービスを選ぶときに参考となるのが、商品に付けられた「認証ラベル・
マーク」です。エシカル消費の目印となる「認証ラベル・マーク」をこの機会に覚えて、買い物をするときに探してみましょう！
認証ラベル・マークとその対象商品

※認証ラベル・マークは他にも様々あり、以下はその一例です。

有機JASマーク

エコマーク

FSC®認証

農薬や化学肥料を控え、自
然界の力で生産されたこと
を国が指定した食品に付け
られます。
〈代表的な商品〉
牛肉、ハム、チーズなど

生産から廃棄まで環境への
負荷が少なく、環境保全に
役立つことが認められた商
品に付けられます。
〈代表的な商品〉
文房具
（ノート、付せん紙など）

適切に管理された森林から
の木材や、適格だと認めら
れたリサイクル資材から作
られた商品に付けられます。
〈代表的な商品〉
ティッシュペーパー、ノートなど
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MSC「海のエコラベル」
水 産 資 源 と 環 境に 配 慮 し
た、持続可能な漁業で獲ら
れ た 水 産 物 に 付け ら れ ま
す。
〈代表的な商品〉
鮮魚、缶詰、冷凍食品など

愛知県のエシカル消費に関する取組
また、この日は、全国の皆様から募集した県独自の
「ロゴマー

◎
「エシカル×あいちフェスタ」
の開催と
「エシカルあいち宣言」

ク」と「イメージ動画」の表彰式
に加え、県民の代表として大村

愛知県では、2021年11月７日
（日）に名古屋市中区にあるナ

知事が「エシカルあいち宣言」を

ディアパークにおいて、エシカル消費普及啓発イベント「エシ

行い、エシカル消費に取り組ん

カル×あいちフェスタ」
を開催しました。

でいく愛知県としての強い決意

フェスタでは、エシカルをテーマとしたトークライブや

を広く発信しました。

ファッションショー、商品の販売・展示などを行い、多くの皆
様に「エシカル消費」
を身近に感じていただきました。

【エシカルあいち宣言】

「エシカル×あいち」ロゴマーク
エシカル消費を普及啓発するための
県独自のロゴマークです。

➡

エシカル消費イメージ動画
エシカル消費の行動例やその効果など、
【トークライブ】

エシカル消費をイメージできる動画です。 ➡

【ファッションショー】

「世界に優しく、地域に楽しく、自分に美しく、エシカル消費を！」
一般社団法人日本エシカル推進協議会
理事 原田さとみ
私が当時経営していたセレクトショップの買付でパリへ行っ
た際、
「エシカル・ファッション」
の展示会に出会ったのが2007
年。あれから15年にわたり、エシカルを推進してきました。
エシカル・ファッションは、
「フェアトレード
（公正な貿易）
、
アップサイクル
（アップグレードするリサイクル）
、サスティナ
ブル
（持続可能）
、クラフトマンシップ
（伝統技術）
、ローカルメ
イド
（地域産業）
、オーガニック
（有機無農薬）
、アニマルウェル
フェア
（動物福祉）
、ソーシャルプロダクツ
（社会貢献）
」の理念
で製品が作られており、社会課題を解決するファッションであ

【貝や牛の角などその
土地の素材を使った
アクセサリー】

ることを伝えてきました。また、私が主体となって開催した
「エ
シカル＆フェアトレード・ファッションショー /トーク」
イベン

【フィリピンの廃棄ビニール
素材を使ったバッグ】

「エシカル消費」で大事なことは、生産者と消費者とのつなが

トでは、エシカルを知ってもらうとともに販売もしてきました。

りです。その間で両者をつなぐ販売者の存在も重要です。販売

2015年には、消費者庁でエシカル消費を広める動きも始ま

者は、
「どんな素材が使用され、誰がどこでどのように製造して

り、同年には名古屋市が
「フェアトレードタウン」に認定され、

いるのか」という物語と共に商品をつなぎます。さらに、
「商品

まちぐるみでフェアトレードを推進する地域となり、このこと

を買った後、使った後、廃棄後」までの影響を考えた商品作り

が「エシカル消費」
へつながる大きなきっかけとなりました。

も大事です。
「地球環境に負担の少ないオーガニック・自然素材、
リサイクル・廃材などを使用」
「地域に伝わる伝統技術・製法・
産業を活かす」などの地球・地域へのやさしい思いから生まれ
た商品には、素敵なストーリーがあります。生産者の努力や工
夫、丁寧な手仕事、職人技術、伝統・文化など、商品を作る人々
やその地域のことを知ることで、生産地をもっと応援したくな
ります。
「エシカル消費」は一人ひとりのお買い物で、着実に社会を変
えられる大事なアクションなのです。

【エシカル＆フェアトレード・ファッションショー／トーク】

「エシカル」
関連サイトのご案内

愛知県エシカル消費ポータルサイト

エシカル×あいち

Webサイトはこちら

一般社団法人日本エシカル推進協議会
Webサイトはこちら

➡
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➡

NPO法人

ハートネット西尾

～精神障害者が安心して暮らす

ことのできる”
まち”
を目指して～

ハートネット西尾は、西尾市で暮らす障害者
（主たる対象は精神障害者）とその家族に対し、医療機関を含む関係諸機関と
連携しながら日常生活上の支援及び相談援助等を行い、作業を通して社会参加を促し、障害者への理解を啓発しています。
地域へのこのような精神保健福祉の活動が高く評価され、令和３年度愛知県精神保健福祉事業功労者知事表彰を受賞しました。
これまでの法人の活動や取組、今後について紹介します。

◆ハートネット西尾の歩み◆
昭和47年12月当時、西尾市には障害者を守る団体がありませんでした。そこへ障害者を守ろうと精神障害者の家族会が
「三根
（み
つね）会」
を立上げ、この団体が中心となって平成３年に精神障害者小規模作業所「三根会共同作業所」、平成９年に「憩いの家めだか
工房」を開所しました。
平成19年には法人格を取得し、今までの
「三根会」を
「NPO法人みつね会」に移行、平成
22年には西尾市からの委託事業
「地域活動支援センターめだか工房」を新たに開所し、障
害者が地域で生活していく中での困りごとなどを支援しています。
さらに、平成23年に精神障害者の暮らす場として
「グループホームせせらぎ戸ヶ崎」
、
令和２年には
「グループホームせせらぎ錦城」を開所し、現在は市内２か所で障害者15名
の暮らしを支えています。
また、令和２年４月には、法人名を
「NPO法人ハートネット西尾」に、
「三根会共同作業

【グループホームせせらぎ錦城】

所」は
「就活センターえん」に名称変更し、障害者の働く場や一般就労に向けた支援をし
ています。

◆活動を通して

～スタッフと共に”自分らしさ”について考える～◆

日中の居場所である「めだか工房」に、やっとの思いで来所した障害者に担当スタッフ
が名刺を渡し、いつでも相談できることを伝えます。ここでは、精神疾患になったこと
による悔しさ、不安、自信喪失、幻聴や妄想による恐怖心などの孤立した生活から、活
動を通じて自分の良さをスタッフと共に見つけ出し、“自分らしい生活を再構築しよう！”
と伝えています。障害者が気楽に相談できる環境づくりとして、創作活動、清掃活動、
料理会、廃油石鹸作り、就労体験発表会などの様々な活動を行っています。

【就労体験発表会の様子】

「就活センターえん」では、障害者が
「生きがい・やりがい」を持ち、作業を通して安心
して過ごせる場所の提供や一般就労への支援を行っています。
また、法人の活動として、市民向けの障害者に対する理解啓発の映画会・講演会を企
画運営するほか、平成27年度からは西尾市の委託を受けて、年１回の啓発イベント「ハー
トネットフェスタ」
を開催しています。
精神障害者を主人公として考え、安心して暮らしていける“まち”をつくるために、精
神保健福祉士や社会福祉士を配置し、日々の活動を通して地域に何が必要なのかを、ス
タッフ一人ひとりが考えているところです。

◆今後について

【ハートネットフェスタ】

～地域の課題に取り組み続ける～◆

通所の交通アクセスが不便で交通費が高額になってしまうことから、
「めだか工房」の利用を諦めてしまう障害者が少なくありま
せん。旧西尾市と旧幡豆郡の地域格差を一日も早く解消するため、今後は、旧幡豆郡地区に地域活動支援センターを作りたいと考
えています。
また、長期に引きこもる子どもを支える親の高齢化の8050（9060）問題については、
その親の身体状況に応じて受診説得、受診、入院同行、面会、退院引き取りなどの支援
を行っていますが、親に代わってできる支援の在り方についても検討しています。
地域で生活する精神障害者が、安心して暮らせる“まち”づくりのために、今後も地域
課題に対して取り組み続けていきます。

（「ハートネット西尾」寄稿）
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【問合せ先】
ＮＰＯ法人ハートネット西尾
事務局
（就活センターえん内）
TEL 0563-54-5237

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。

日間賀島まちづくり協議会

～島民一丸、心ある街づくり～

知多半島と渥美半島にそっと抱かれるように浮かぶ日間賀島。愛知県の有人離島３島で面積こそ一番小さいものの、その
人口は613世帯1,806人
（令和３年３月時点）と最も多く、周囲の豊かな漁場が生活の糧の地域です。そんな
「日間賀島地区の
活性化と経済の発展を推進し、福祉の向上を資すること」を目的として、平成21年3月に設立された日間賀島まちづくり協議
会は、島民の暮らしを支える様々な活動が評価され、令和2年度愛知県地域づくり活動表彰を受賞されました。
日間賀島の玄関口の西港に、３年前にオープンした日間賀島ポート『ひまポ』で、会長の宮地さんにお話を伺いました。

◆スタートは “ 夢づくり”◆
日間賀島は本土から最短距離で1.8㎞の東海上にある面積0.77㎢、周囲6.6㎞の島で、島
内全域が三河湾国定公園に指定されており、
「多幸
（タコ）の島、福（フグ）の島」として知られ、
四季を通して観光客でにぎわいます。
日間賀島まちづくり協議会は、こうした水産業と観光を「なりわい」とするこの島に、“夢
づくり”をコンセプトにした前進となる団体発足を経て、平成21年には南知多町の協議認
定を受け現協議会として設立されました。現在は、発足当時の “夢づくり”の精神を色濃く
残しながら、多業種の会員44名が、漁業・観光・地元区及び地域住民との職種を超えたパ

【会長の宮地さん（左側）】

イプ役として、島民の知・情・技が活かされた
「心ある街づくり」を進めています。

◆子らに魅力的な島をのこす活動実績◆
当協議会は、設立初年度に
「ちびっこひろば」
を開設し、島外から嫁いだ女性の子育て応援、
母親同士の情報交換や心のケアの場として運営しています。その他、島民や観光客の夜の
散策・ウォーキングの安心安全のためのソーラー LEDライト設置や、VRの見どころ疑似体
験による日間賀島の魅力の情報発信、南知多ビーチランドから保養にやってくるイルカの
お世話を通して豊かな自然と命を学ぶ日間賀島ドルフィンキッズなど、毎年のように島民
のための新たな取り組みを実施しています。

【ちびっこひろば】

◆頼まれごとは試されごと◆
島という小さなコミュニティゆえに、困った時にすぐ相談してくれる関係性にやりがい
を感じ、島民に持ち掛けられた困り事をどうすれば解消できるのか、島民のために何がで
きるのかを第一に活動しているそうです。そんな宮地さんを支えるのは、切磋琢磨する気
の置けない協議会や関係団体の仲間と、
『頼まれごとは試されごと』という先代会長の言葉だ
そうです。事も無げに活動の様子を話されていましたが、その実、ストイックに取り組む
姿勢が見てとれ、この言葉がとても印象的でした。

◆島ぐるみで元気に、
『島庭プロジェクト』
始動で海への恩返し◆

【ソーラー LEDライト】

四方を海に囲まれ、良くも悪くも海に影響される島。近い将来訪れるかもしれない大規
模災害に対し、防災面に目を向けていきたいと語る宮地さん。それに通ずる計画として、
観光協会や漁業協同組合と共同で
『島庭プロジェクト』に着手しているそうです。その計画
は、光と風と水がめぐるための「島の自然の循環システム」を調査・設計し直し、海に栄養
を供給できる島にするというもので、海への恩返しとともに日間賀島を持続・発展させる
ための環境づくりを目指しています。まずは、
避難時に向かう高台の公園が藪だらけなので、
ヤギを飼い除草作業に一役買ってもらうところからスタートしているとのこと。それすら
も島民が自ら関わり絆を深める側面を持つ、まさに島民一丸のプロジェクトです。 （J.S）

【日間賀島ドルフィンキッズ】

【問合せ先】 日間賀島まちづくり協議会
会長 宮地 達
窓口： 南知多町役場まちづくり推進室地域振興係
TEL 0569-65-0711
（内線322・323）
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情報提供機関紹介
設楽町
ふるさとの くらし と こころ をつたえる
◆ふるさとの くらし と こころ をつたえる奥三河郷土館
郷土館の歴史は、昭和35年
（1960）８月に設立された
『設楽町立郷土博物館』に
さかのぼります。地域住民の篤志に支えられ、寄贈された考古資料・民俗資料を
展示の中心として開館しました。開館後は、博物館常任委員を中心に、田口中学
校社会科クラブ・学校関係者・町内有志の方々の協力で展示資料が充実され、考
古資料・民俗資料・歴史資料・自然科学関係資料が多数整えられました。
昭和52年
（1977）
３月、名称を
『設楽町 奥三河郷土館』
と改称し新築移転しまし
た。館名の奥三河は、旧北設楽郡（設楽、津具、東栄、稲武、豊根、富山）を表し
ており、
『ふるさとの くらし と こころ をつたえる』
をテーマに、自然・考古・歴
【木の香りあふれる有料展示室（２F）】

史・民俗の視野でとらえた展示構成となりました。５月末には、昭和43年
（1968）
８月31日を最後に廃線となった田口線の車両「モハ14」を、旧田峯駅より移設し

ました。その後も資料収集が進み、平成５年に収蔵資料８万１千点余、展示資料１万３千点余となり、平成14年には自然資料
室が新たにつくられました。

◆リニューアルした設楽町 奥三河郷土館
令和３年５月、設楽町の南の玄関口に
『道の駅したら』が開業し、同時に道の駅
地内に奥三河郷土館が新築され移転しました。１階の無料展示スペースには、古
民家の展示や三河の風習である
「土びな」が並び、ヒノキの展示棚が設置された２
階の有料展示室には、設楽の歴史や暮らしに沿った数多くの資料と、当時の暮ら
しを再現したジオラマや歴史絵巻などが並べられ、見ごたえ抜群です。
郷土館は奥三河の
「くらしとこころ」
を学べる拠点として、より多くの人に“ふる
さとのよさ”を知っていただくことを目指しています。
【上：映画館前を表現したジオラマ】

有料展示室

◇自 然 史◇ 設楽の豊かさ発見 設楽の自然の生き物たち 大地のなりたち
◇考
古◇ 人々のくらしと社会のはじまり
◇歴史民俗◇
設楽歴史絵巻 設楽町の中世・近世・近現代を3つのテーブルに分けて展示
テ ー マ 展 示 ５つのテーマを設定し、資料とジオラマで構成して展示
							 ①家族の役割
②山間地の農家の営み ③まちのにぎわい
		 ④地域に生きる ⑤人々のいのり
コレクション テーマ展示と対応する資料を内容ごとに分けて展示
展示					 衣食住 遊び 農家の道具 串柿 養蚕 山の仕事
								 木地屋 製炭 狩猟漁労 街道 鉄道 諸職 商売
								 講 年中行事 まじない 信仰 人の一生
◇戦争中のくらし◇
語り継がなければならない記憶を、郷土館にある資料で表す展示

無料展示

◆田口線の車両「モハ14」		 ◆復元古民家		 ◆土びな		 ◆ギャラリー

設楽町 奥三河郷土館

他

【下：旧豊鉄田口線車両「モハ１４」】

▲車両内にも入れます♪

〒441-2302
ホームページ準備中▶
愛知県北設楽郡設楽町清崎字中田17-7
TEL ／ FAX：0536-62-1440
開館時間：9：00 ～ 17：00（有料展示室の受付は16：30まで）
休 館 日：火曜日
（火曜日が祝日の場合は翌平日）／年末年始（12月29日～ 1月3日）
入 館 料：大人300円 小中学生150円 未就学児無料 （穂の国パスポート利用可 団体・障がい者割引あり）
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発掘！ いにしえの愛知の食文化
～発掘調査結果で分かった食文化の変遷～

第2話

愛知県埋蔵文化財センターの協力に
よる全５回の連載です。遺跡の発掘調
査結果から分かる食文化の変遷につい
てご紹介します。

弥生時代の食文化
弥生時代は、今から2,500年前〜1,800年前までの期間で、水田稲作と畑作である農耕が中国大陸から日本列島に伝播しました。
愛知県の発掘調査からも、水田遺構が見つかっています。

１．やっぱりお米から
弥生時代の遺跡で見つかる穀物で最も多いのがコメで、愛知県においてもゴミが捨てられた土坑（ゴミ穴）
、井戸、溝などから炭
化した状態で出土しています。弥生土器の甕
（かめ）の内側の底付近には、コメを炊いた痕跡であるお焦げを確認できるものがあり
ます。コメ作りをはじめとする農耕生活は縄文時代までの生活を一変させ、季節の移り変わりに伴うお祭りなどの新たな行事を生
み出しました。

【一色青海遺跡から出土した炭化したコメ】

「お焦げが付いている内側」

「煤けている外面」

【朝日遺跡から出土した甕（あいち朝日遺跡ミュージアム所蔵、重要文化財）】

２．季節の移り変わりと食文化
季節に伴う行事には、弥生時代の遺跡で見つかるマメ、アズキ、アワ、
ヒエ、ソバなどの雑穀類も使われています。ハレの日
（儀礼や祭）には、
赤飯など特別な料理も作られたかもしれません。コメからは酒や餅も作
られ、季節の節目などに飲食されたことでしょう。
弥生時代には主食としてのコメなどの穀類とは別に、モモ、ウメ、ヤ
マモモ、ウリ、エビズル
（ブドウ類）などフルーツの種も出土しています。
特にモモの実の中にある核は硬い木質であることから、遺跡から多く出
土します。これらのフルーツは、弥生時代の木器や土器にみられる高杯

「モモの核」

などに盛られ、お祭りの場面や食卓に並ぶようになったことでしょう。

「炭化したエビズル
（ブドウ類）の種子」

【一色青海遺跡から出土した種】

３．河の恵み
朝日遺跡（清須市・名古屋市西区）をはじめとする弥生時代の遺跡においても、縄文時代から続くマガキ、ハマグリ、ヤマトシジ
ミ、アカニシ、マダイ、スズキ、イワシなどの海の幸とシカ、イノシシなどの陸の幸が多く見つかっています。また、集落周辺に
営まれた水田稲作をはじめとする生活では、近くの河や用水、水田などの淡水域の利用も広がりました。集落の近くでは、ウナギ、
ナマズ、アユ、コイ、フナ、ドジョウなどの川魚、オオタニシ、クロダカワニナ、カワニナなどの貝類、水田や畑の作物を食べる
虫を捕食するスズメ、キジ、カモなどの鳥も捕まえて、食べられていました。
弥生時代の食文化には、農耕生活にともなう河の恵みが大きく加わったのです。

写真左から「ウナギ属腹椎」「ナマズ属腹椎」「アユ尾椎」「コイ科咽頭骨」「オオタニシ」「クロダカワニナ」「カモ亜科中手骨」「ツル科上腕骨」
【朝日遺跡から見つかった河の恵み】

〒498-0017

愛知県弥富市前ケ須町野方802-24

TEL：0567-67-4163
HP

http://www.maibun.com

Facebook

Twitter

https://twitter.com/aichi_maibun

https://www.facebook.com/maibunaichi
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FAX：0567-67-3054
愛知まいぶん

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

4月
佐光亜紀子 洋画展－花と月と世界遺産
開催中～ 4/10（日） 10：00 ～ 17：00
内 太古へのロマンと暖かな色彩が見る者を魅了する、
愛知県在住の洋画家・佐光亜紀子の初となる本格的
な回顧展を開催。94か国もの海外を巡る作者の、愛
と希望に満ちた夢幻的な世界遺産や花、女性像をお
楽しみください。
場 古川美術館・分館爲三郎記念館

料 大人

1,000円
高・大学生 500円
中学生以下
無料

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
休 月曜日
（3/21は開館）、3/22（火）

佐光亜紀子
「想い出うるわし」
2021年

春の所蔵品展
開催中～ 4/17（日）
平日 10：00 ～ 17：30、土日祝 10：00 ～ 17：00

料 一般

1,000円
小・中・高生 500円
小学生未満
無料

※最終入館は閉館の30分前まで

内 ロココからエコール・ド・パリまでの絵画や、エミー

ル・ガレに代表されるアール・ヌーヴォーのガラス
工芸、家具など、フランス美術300年が一望できる
作品が一堂に会します。約180点の主要なコレク
ションをご鑑賞いただけます。
場 ヤマザキマザック美術館


館蔵品展「花を愛でる」
開催中～ 5/15（日） 9：00 ～ 16：30
内 館蔵品のなかから春の花を題材とした詩歌を表現し
た書作品を展示します。書表現とともに詩歌を味わ
い、花を愛でていただきたいと思います。
場 春日井市道風記念館

エドゥアール・ヴュイヤール
《アネモネ》1906年

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
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
豊田市民芸館・陶芸資料館
豊田市平戸橋町波岩86-100
HP https://www.mingeikan.toyota.

aichi.jp/
電 0565-45-4039
休 月曜日
（ただし祝日は開館）

企画展「新収蔵品展」
開催中～ 5/29（日） 9：00 ～ 17：00
内 平成26年度から令和2年度に当館が収集した資料の
うち、日本民藝館展の優品、こけしなどの郷土玩具、
絞り染め、手漉き和紙、ころも焼などのやきもの等、
未展示資料を中心に約200点紹介します。同時開催
「手仕事の優品展」
第1民芸館。
場 豊田市民芸館 第2民芸館

【「50代からの」
コグニサイズで認知症予防】

ヤマザキマザック美術館
名古屋市東区葵1-19-30
HP http://www.mazak-art.com/
電 052-937-3737

休 月曜日
（3/21は開館）、3/22（火）

対 シニア向け

定 各日 9名
3/22（火）
・31（木）
、4/8（金）
・21（木）
・26（火）
・
料 1名

27（水） 13：00 ～ 14：00
内 国立長寿医療研究センター開発
4色あしぶみラダー

を使い、認知症予防
【コグニサイズ】
で、
【体と脳の運動】
を同時にしませんか？コグニサイズが上手くなると、
脳への負担は少ないです。慣れ始めたらどんどん内容
を変え、皆で一緒に間違えて笑って、楽しみましょう。
場 名古屋市総合社会福祉会館 7階和室
（名古屋市北区清水4丁目17－1）
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500円

自力整体・健康法
あいち介護予防リーダー 土田 晶子
申 ショートメール
（090-1861-6822）
にて、前日まで。先着順。

名称・開催日時・内容・場所

対象・定員・料金

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/
exhibitions/special/
電 052-789-5767
休 日・月
（6/12は開館）、8/16（火）

世界の発酵食をフィールドワークする
3/22（火）
～ 9/24（土） 10：00 ～ 16：00
内 発酵食の文化や技術を研究するため、研究者たちは世

界中でフィールドワークを続けています。世界各地でつ
くられる発酵食をテーマに、それをつくり利用する人間
の営みや発酵食と社会との関係について、名古屋大学
をはじめとする研究者による調査の成果を紹介します。
場 名古屋大学博物館 3F企画展示室

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
HP https://www.aichi-kanteishi.or.jp/
電 052-241-6636
申 名 古 屋 会 場、 春 日 井 会 場、 小 牧 会 場、
岡崎会場、豊橋会場、豊川会場でのご
相談はお電話で3日前までにご予約が必
要です。

不動産鑑定士による不動産の無料相談会
4/1（金）
～ 24（日） 10：00 ～ 16：00
内 不動産に関する無料相談会を愛知県内13会場で開催

します。不動産の価格・有効利用など、不動産に関す
るお悩み、疑問などがございましたらお気軽にお越し
ください。日程、会場などは弊協会HP内の
「無料相談
のご案内」
ページ無料相談会一覧表をご確認ください。
場 名古屋、春日井、一宮、稲沢、小牧、半田、安城、刈谷、
岡崎、豊田、瀬戸、豊橋、豊川の各会場

大型映像「ダイナソーミュージアム」
「南極大陸」
4/1（金）
～ 6/19（日）
内 超高精細の3D映像を日本最大級のスクリーンでお楽
しみいただける豊橋市自然史博物館の大型映像。今
回上映する番組は、当館でロケが行われた
「ダイナ
ソーミュージアム」と、南極大陸に生きる動物たちを
描いたドキュメンタリー
「南極大陸」
の2作品です。
場 豊橋市自然史博物館


愛知県森林公園
森のアカデミーテニス教室
4/1（金）
～ 2023/3/31（金）
水曜日コース 9：00 ～ 11：00
金曜日コース 9：00 ～ 11：00
日曜日コース ①9：15 ～ 10：45、
②11：00 ～ 12：30
内 プロのコーチとのレッスンでテニスの楽しみをもっ
と味わってみませんか？チケット制で会費も入会金
もかからないから簡単 。未経験者も大募集中！
場 愛知県森林公園テニスコート

一宮市と私の100年すごろく
4/2（土）
～ 5/29（日）
の土日祝
9：30 ～ 12：00、13：00 ～ 16：30
内 一宮市は2021年に100周年を迎えました。一宮市
のできごとと自分に関する思い出をまとめた
「すごろ
く」を作ります。
場 一宮市博物館

問合せ先・申込方法等

定 300名
料 観覧料は豊橋市自然

史博物館ウェブペー
ジ参照。

対 水曜日コース

初中級・中級以上
金曜日コース
初級（初中級以上）
日曜日コース
①ジュニア小3 ～中3
②初中級以上
定 水・金曜日コース


各20名
日曜日コース 各10名
料 水・金曜日コース

 22,000円/10回

8,800円/4回
日曜日コース

8,800円/4回
対 中学生以下

（高校生以上も可）
料 高校生以上 100円

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
休 月曜日
（月曜日が祝日及び振替休日の場
合は翌平日）

株式会社ウッドフレンズ
愛知県森林公園運動公園ハウス
尾張旭市大字新居5182-1
HP https://www.aichishinrin.jp
電 0561-53-1552
休 月曜日
（月曜日が国民の祝日に当たる場
合はその翌日）
申 窓口・メール
（info@aichishinrin.jp）
に

て、必要事項を記入。電話も可。先着順。
※詳細はHP。

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
休 月曜日
（ただし、休日に当たる場合は翌
日を休館）、休日の翌日（ただし、土曜日・
日曜日または休日の場合は開館）
愛知県弥富野鳥園
弥富市上野町2-10
HP https://www.aichi-park.or.jp/
yachou/
電 0567-68-2338


第1回ミニ探鳥会
4/3（日） 10：30 ～ 11：30
内 野鳥園の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。
場 愛知県弥富野鳥園保護地内
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名称・開催日時・内容・場所

心理カウンセラー講座（毎週月曜午後or火曜夜間）
4/4（月）
～ 2024/12/24（火）
月曜中間コース 13：30 ～ 16：00
火曜夜間コース 17：30 ～ 20：00
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 月曜中間コース
：NPO日本次世代育成支援協会一宮教室

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）

〈特別企画展〉
 都美術館開館35周年記念
名

長久手市市制施行10周年記念
上村松園と伊藤小坡

－二人のハンサムウーマン－

対象・定員・料金
定 各コース


15名

問合せ先・申込方法等
NPO法人日本次世代育成支援協会

料 各コース1カ月
（4回） 一宮市大志1-6-17 ミヤタビル3階


12,000円 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。

料 一般

800円
大高生
500円
中学生以下
無料

4/5（火）
～ 5/29（日） 10：00 ～ 17：00

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

※入館は16：30まで

内 近代の京都画壇で活躍した上村松園と伊藤小坡を取

り上げます。松園4点、小坡3点を新収蔵品として初
お披露目するほか、収蔵する全ての松園・小坡作品
を公開します。また、小坡は一部借用品も加え、充
実した内容で二人の画業を振り返ります。
場 名都美術館


上村松園《汐くみ》
昭和10年（1935）頃

簡単！ベリーストレッチ
4/5・12・19・26、5/10・17・24・31、
6/7・14・21・28 火曜日 各コース全12回
Aコース 13：00 ～ 13：45
Bコース 14：00 ～ 14：45
内 ベリーダンスを取り入れたゆったりした体操で美容
と体のバランスを保ち、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

愛知県森林公園

森でフィットネス

4/6（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

所蔵絵画展
あなたが選ぶ桑山美術館ベスト30
4/6（水）
～ 7/3（日） 10：00 ～ 16：00
内 昨年より実施した、ご来館された方が出品リストから

投票し得票数の多かった作品を展示。作品ごとに選ん
だ理由も添えてご覧いただきます。横山大観や川合玉
堂、上村松園など近代日本画の巨匠をはじめ、速水御
舟の
《小春》
など当館の代表作が一堂に会します。
場 桑山美術館

対 一般
定 各コース

15名

料 各コース 8,400円

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。

料 一般

500円
中高大学生 300円
※障がい者手帳お持ちの
方および同伴者1名は
無料。
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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。電話予約後、指定

する期間に来館し、参加申込書と参加
料を添えて申込み。

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.aichishinrin.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）
桑山美術館
名古屋市昭和区山中町2-12
HP http://www.kuwayama-museum.jp
電 052-763-5188
休 月曜日
（祝日の場合開館）、5/6（金）

名称・開催日時・内容・場所

VBAエキスパート取得講座
4/8（金）
～ 6/17（金）
19：30 ～ 21：00
内 毎日繰り返し行う作業をVBAで自動化しておくこと
で業務や作業を効率化できます。VBAエキスパート
は、VBAのスキルを証明する資格です。本講座では
「ExcelVBAベーシック」の合格を目指す方を対象に
基礎から体系的にマクロ・VBAスキルを学びます。
場 犬山市民交流センターフロイデ
（犬山市松本町4-21）

名取春仙

役者を描く

4/9（土）
～ 5/15（日）
10：00 ～ 17：00
※入場は16：30まで

内 大正から昭和前期に制作されたいま注目の
「新版画」

から名取春仙の代表作となるシリーズ
《創作版画春仙
似顔集》
《春仙似顔集追加》を全点展示。近年当館に収
蔵された名取春仙の作品全49点を初公開！
場 岡崎市美術博物館


工作教室「3D立体カードを作ろう！」
4/9（土）
、5/14（土）
、6/11（土） 13：00 ～ 16：00
時間内ならいつでも参加できます。
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
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

タイル名称統一100周年記念 巡回企画展
「日本のタイル100年一一美と用のあゆみ」
4/9（土）
～ 8/30（火） 10：00 ～ 17：00
内 張付煉瓦、化粧煉瓦、敷瓦など様々に呼ばれていた

陶磁器製建材の名称が
「タイル」に統一されて100
年。名称統一以前から現在まで、美と用を兼ね備え
た建材
「タイル」が人々の生活や都市空間の変化と共
に発展してきた歴史を時代背景と共に振り返り、そ
の未来を考えます。
場 INAXライブミュージアム
「土・どろんこ館」
企画展示室


ロビー展示
「鎌倉時代の蒲郡

対象・定員・料金

問合せ先・申込方法等

対 MOSExcel取得済み

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 HP申し込みフォーム・メール
（office@
inuyama.net）・電話にて、4/7（木）
ま
で。

または同等の方
定 15名

料 1時間半×10回


15,000円
別途 テキスト代

3,080円

料 一般
（高校生以上）

岡崎市美術博物館
岡崎市高隆寺町峠1（岡崎中央総合公園内）
HP https://www.city.okazaki.lg.jp/
※証明書などをご提示い
museum
ただく場合があります。
電
0564-28-5000

※各種障がい者手帳の交
付を受けている方及び 休 月曜日


500円
中学生以下 
無料

その介助者一名は無料。
名取春仙
《春仙似顔集追加
十五代目市村羽左衛門
岡崎市美術博物館

料 300円～ 500円

電 052-652-1111

料 共通入館料にて観覧可


INAXライブミュージアム
（一般
700円、 常滑市奥栄町1-130
高・大学生500円、 HP https://livingculture.
小・中学生250円）
lixil.com/ilm/
電 0569-34-8282

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・年末年始

4/9（土）
～ 2023/3/26（日） 10：00 ～ 17：00
内 蒲郡市内でこれまでに出土した資料をもとに、鎌倉
時代の蒲郡を紹介します。
場 蒲郡市博物館 2階 ロビー

4/10（日）
～ 2024/12/15（日）
第2または第3日曜を選択 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 NPO日本次世代育成支援協会一宮教室

名古屋海洋博物館

※別途、博物館入場料必要 名古屋市港区港町1-9
（大人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）
。

―出土資料から―」

心理カウンセラー養成講座（日曜集中）

助六》

定 23名
料 9,000円


10

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。

名称・開催日時・内容・場所

鯱龍太鼓

和太鼓基本講座

4/12（火）
～ 8/30（火）
毎週火曜日 18：30 ～ 20：00
内 小学校高学年から後期高齢者までを対象とした、無料

の
「和太鼓基本講座」
です。純粋に、和太鼓のすばらし
さを理解いただきたく、鯱龍太鼓が開催しています。
場 近藤産興 東海機材センター内ホール
（東海市新宝町22）

親子スキンシップ講座
4/14・28、5/12・26、6/9・23、8/25、
9/8・22、10/13（最終日は振替日）
木曜日 全9回 11：10 ～ 12：00
内 リズム体操、マッサージ、サイン、手遊び等、いろ
いろな角度から赤ちゃんと触れ合う講座です。
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

ダ・ヴィンチ没後500年「夢の実現」展
－ダ・ヴィンチがよみがえって

高浜市にやってきます－
4/16（土）
～ 7/10（日） 10：00 ～ 17：00

対象・定員・料金
対 小学校高学年以上
定 10名

対 首 す わ り 後 か ら1才

頃までの幼児とその
保護者
定 14組

（1組：保護者1名・
赤ちゃん1名）
料 1組
6,750円

料 800円
（640円）

中学生以下

無料

※
（ ）内は 前 売り、20名
以上の団体料金、また
は高浜市内居住者。

※観覧券の販売は16：30まで

問合せ先・申込方法等
愛知県太鼓連盟
名古屋市南区浜田町1-10
HP http://www.nandemo.jp/taiko/
teach.htm
電 052-614-2514
（FAX 052-614-4317）
申 ホームページの申込書に必要事項
を記載し、FAX・メール（shiba@
nandemo.co.jp）にて、4/4（月）
まで。
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。電話予約後、指定
する期間に来館し、参加申込書と参加
料を添えて申込み。

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「かわら美術館」
で検索

電 0566-52-3366
休 月曜日・火曜日
（ただし5/3は開館）


内 本展はレオナルド・ダ・ヴィンチが遺した作品や実

現できなかったプロジェクトを、デジタル技術で本
来あるべき姿に復元するものです。絵画作品16点
を中心とした復元作品約30点を一堂に展示すること
は、世界初の試み。ものづくりへのあくなき探求心
をご堪能ください。
〈東京造形大学レオナルド・ダ・ヴィンチ再現プロジェクト〉
場 高浜市やきものの里かわら美術館

「ラ・ジョコンダ（モナ・リザ）
」
（再現作品）
2019年
制作：東京造形大学

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

yachou/
電 0567-68-2338

第1回探鳥会
4/17（日） 10：00 ～ 12：00
内 野鳥園の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。
場 愛知県弥富野鳥園保護地内

【オンライン・視聴会場有】



令和4年度学術講演会
「対話の時代に向けて」

定 オンライン 300名

視聴会場

100名

4/17（日） 13：30 ～ 15：00
内 劇作家・演出家、芸術文化観光専門職大学学長の平
田オリザ氏を講師に招き、テーマ
「演劇、コミュニケー
ション、他者理解」
の特別講義を行います。
場 愛知県立大学長久手キャンパス／オンライン

所蔵企画展 版画＆版画
12人の表現者たち
4/19（火）
～ 6/26（日） 10：00 ～ 17：00
※最終入館は16：30まで

内 リトグラフ、銅版画など、さまざまな技法がみられ

る版画。芸術を表現する手段の一つとして、画家や
彫刻家らも積極的に版画制作を行なってきました。
本展では、コレクションから選んだ12人の作家によ
る版画作品の数々をお楽しみいただきます。
場 メナード美術館


料 一般 

高大生 
小中生 

900円
600円
300円

※障害者手帳
（ミライロID
可）
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。

愛知県立大学地域連携センター
長久手市茨ケ廻間1522-3
HP https://www.bur.aichi-pu.ac.jp/
renkei/
電 0561-76-8843
申 ホームページにアクセスし、特設ペー
ジよりお申込みください。

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

アンリ・ド・トゥールーズ
＝ロートレック
《マルセル・ランデール嬢》
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名称・開催日時・内容・場所

新野洋×西澤伊智朗

自然を創る

4/22（金）
～ 8/28（日）
平日 10：00 ～ 17：30 土日祝 10：00 ～ 17：00

対象・定員・料金
料 一般 

1,300円
小・中・高生 500円
小学生未満 
無料

※最終入館は閉館の30分前まで

内 1979年生まれの新野洋と1959年生まれの西澤伊

智朗の二人展。みずみずしく透明感あふれる新野の
アクリル樹脂の素材感と荒々しくも素朴な西澤の陶
土―20歳差のふたりが創り出すそれぞれの自然のか
たちをお楽しみください。
場 ヤマザキマザック美術館


田島征三アートのぼうけん展
4/23（土）
～ 6/12（日） 9：00 ～ 17：00
内 田島征三は、絵本作家・画家として活動し、ジャン
ルに縛られない創作世界を切り拓いてきました。本
展では、
『ちからたろう』
や
『とベバッタ』
などの代表作
から最新作までの絵本原画30余冊と、絵画作品など
約270点により、田島征三の創作の全貌に迫ります。
場 刈谷市美術館

問合せ先・申込方法等
ヤマザキマザック美術館
名古屋市東区葵1-19-30
HP http://www.mazak-art.com/
電 052-937-3737
休 月曜日
（5/2、7/18、8/15は開館）
、
7/19（火）

新野洋《生命の房》
2013年～（部分）

料 一般


1,000円
学生 
800円
中学生以下
無料

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
（5/2は開館）、5/6（金）

田島征三『ちからたろう』
原画 1967年

さあ

旅へ出よう！～楽しく絵画旅行

4/23（土）
～ 6/19（日） 10：00 ～ 17：00
内 眼を驚かすような絶景、風光明媚な景色、観光名所
やランドマーク。憧れの海外や異国情緒。画家たち
の眼で捉えた風景を巡って、楽しく絵画旅行！
場 古川美術館

料 大人

1,000円
高・大学生 500円
中学生以下
無料

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
休 月曜日

高畠達四郎
「カンヌ、海とヨット」

ペーパークラフト教室
4/23（土）
、5/28（土）
、6/25（土）
13：00 ～ 16：00 時間内ならいつでも参加できます。
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

細密の世界で魅了した 七宝の美
4/29（金・祝）
～ 7/24（日） 10：00 ～ 17：00
内 明治時代に日本では数多くの工芸品が作られ、その
中にあった七宝焼も輸出陶磁器として海を渡りまし
た。本企画展ではこうした明治の里帰り品を中心に、
超絶技巧で欧米を魅了した七宝焼をご覧いただきま
す。なお、4/17（日）
までは九州陶磁器展を開催。
場 横山美術館

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
4/30（土）
～ 5/1（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 アタッチメント・アカデミア名古屋校
（名古屋市熱田区金山町1丁目13-14 アールワン金山3F）

料 100円

名古屋海洋博物館

※別途、博物館入場料必要 名古屋市港区港町1-9
（大人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

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。

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）
赤透七宝藤図花瓶

料 217,140円
（税込）

塚本彦吉

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

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

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。
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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

5月
SL写生大会

蒲郡市博物館
蒲郡市栄町10番22号
HP https://www.city.gamagori.
lg.jp/site/museum/
slwogokenngakunominasamahe.
html
電 0533-68-1881

5/3（火）
～ 5/5（木） 10：00 ～ 15：00
内 敷地内のSL
（蒸気機関車）
D51201を描きます。お
好きな画材や道具を持ってきてご参加ください。画
用紙は当日受付でお渡しします。
「蒲郡SLを守る会」
との共催です。
場 蒲郡市博物館 SL展示場付近

2022年度日進キャンパス春季公開講座

対 年齢不問
（未就学児

館蔵品展「書の魅力」

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

対 年齢不問
（未就学児

愛知学院大学 社会連携センター
（社会連携課）
日進市岩崎町阿良池12
電 0561-73-1111
（FAX 0561-73-3011）
休 公開講座開催期間中の土日祝日
申 チラシ・FAX・Eメール
（koukai-k@
dpc.agu.ac.jp）等にて、3/24（木）
～
4/25（月）まで。

は原則不可）
5/14（土）
～ 6/4（土） 10：00 ～ 12：00
定 150名

内「民主主義とは何かをもう一度考える」
を主題として、

料
2,000円（税込）
国際関係及び比較政治・日本の政治及び投票・中国
政治・ドイツ政治の観点から講座を進めてまいります。
場 愛知学院大学日進キャンパス 12号館G105教室

5/18（水）
～ 7/10（日） 9：00 ～ 16：30
内 館蔵品のなかから様々な魅力をもった書作品を展示
します。余白の美や線のリズムなど、書の鑑賞方法
をご紹介します。
場 春日井市道風記念館

2022年度名城公園キャンパス春季公開講座
5/26（木）
～ 6/16（木）
17：00 ～ 19：00
内「人間とは何かを多面的に考えてみよう」
を主題とし

て、人間起点のものづくり・免疫システム・生涯発
達とストレスマネジメント・仏教美術の世界といっ
た各講師の専門分野から多面的な視点で捉え、講義
を進めてまいります。
場 愛知学院大学名城公園キャンパス キャッスルホール
1102・1103教室
（名古屋市北区名城3-1-1）

とよた高専ワクワク広場
図書館で英語多読をはじめよう
5/29（日） 14：00 ～ 16：00
内 この講座では、
英語多読の考え方、英文講読との違い、
効果のしくみを解説するとともに、名古屋市図書館
の多読用英文図書も利用して、英語多読を始める方
法、楽しむ方法について紹介します。即効性は期待
できませんが、30万語程度読めば読書の感覚が変わ
ります。
場 イーブルなごや
（名古屋市中区大井町7番25号）

100円
高校・大学生  50円
中学生以下 
無料

は原則不可）
定 100名

料 2,000円
（税込）

対 中学校2年生～一般

の方
定 30名


愛知学院大学 社会連携センター
（社会連携課）
日進市岩崎町阿良池12
電 0561-73-1111
（FAX 0561-73-3011）
休 公開講座開催期間中の土日祝
申 チラシ・FAX・Eメール
（koukai-k@
dpc.agu.ac.jp）等にて、3/24（木）
～
4/15（金）まで。

豊田工業高等専門学校
豊田市栄生町2丁目1番地
HP https://www.toyota-ct.ac.jp
電 0565-36-5828
（FAX 0565-36-5930）
申 メール
（koukai@toyota-ct.ac.jp）
・
FAX・郵送にて、4/1（金）～ 5/15（日）
。

6月
紙の銅鐸づくり
6/4（土）
～ 7/31（日）
の土日祝
9：30 ～ 12：00、13：00 ～ 16：30
内 一宮市にある八王子遺跡からは弥生時代の銅鐸が見
つかっています。この銅鐸の実測図を元に紙で銅鐸
を作ります。
場 一宮市博物館

対 中学生以下

（高校生以上も可）
料 高校生以上 100円
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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
休 月曜日
（ただし、休日に当たる場合は翌
日を休館）、休日の翌日（ただし、土曜日・
日曜日または休日の場合は開館）

名称・開催日時・内容・場所

対象・定員・料金

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

企画展「機関誌『工藝』の美」
6/7（火）
～ 8/28（日） 9：00 ～ 17：00
内 柳宗悦を中心に創刊された
『工藝』は、雑誌そのもの
が「工藝的な作品」であるべきという発想のもと、
「民
藝」のコンセプトを広める重要メディアとして機能し
ました。本展では機関誌
『工藝』全120冊を一堂に展
示するとともに、当館所蔵の民藝作家の作品を紹介
します。
場 豊田市民芸館 第2民芸館

第17回食育推進全国大会
愛知県実行委員会事務局
（愛知県農業水産局農政部食育消費流通課内）
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
HP https://www.syokuikutaikai17thaichi.jp/
電 052-954-6396

第17回食育推進全国大会 in あいち
6/18（土） 10：00 ～ 17：00
6/19（日） 10：00 ～ 16：00
内 食育推進全国大会は、イベントや展示をとおして食
育の実践を働きかける全国規模の行事です。大会で
はステージイベント、食育に関するブース展示、ワー
クショップ、愛知県ゆかりの食品の飲食・販売等を
行います。たくさんの方のご来場をお待ちしており
ます。
場 Aichi Sky Expo
（愛知県国際展示場）
展示ホールA・
会議室
（常滑市セントレア5-10-1）

ピーが語るポップスの変遷
 －「ポップスのスタンダード」を考える
6/26（日） 15：30 ～ 17：00
内 講師：音楽家 瞳 みのる 氏
ポップスのスタンダートはどのようにして誕生した
のでしょうか。背景を紐解き、我が国のポップスの
変遷について、歌を交えて考えます。

問合せ先・申込方法等

定 45名
料 4,180円

（朝日カルチャーセン
ター会員3,630円）

朝日カルチャーセンター
名古屋市中区栄3-4-5 スカイル10F
HP https://www.asahiculture.jp/
nagoya
電 052-249-5553
申 電話・WEBにて、満席になり次第締め
切り。

※Zoom視聴コースあり

場 朝日会館 5階5F
（名古屋市中区栄1-3-3）

偉い人はなぜ逃げ続けるのか

～政治とメディアに物申す
6/28（火） 18：30 ～ 20：00
内 講師：ライター 武田 砂鉄 氏
政治家は、疑惑が向けられると、
「秘書がやった」
「報
道が偏っている」等々言い訳をします。別の事件が浮
上すると、皆がすぐに忘れてくれるからです。なぜ、
メディアが逃避を許してしまうのでしょうか。事例
を交え一緒に考えましょう。

定 80名
料 4,015円

（朝日カルチャーセン
ター会員3,465円）

朝日カルチャーセンター
名古屋市中区栄3-4-5 スカイル10F
HP https://www.asahiculture.jp/
nagoya
電 052-249-5553
申 電話・WEBにて、満席になり次第締め
切り。

※Zoom視聴コースあり

場 朝日カルチャーセンター

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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No.

愛知県生涯学習情報システム

学 び ネットあ い ち

生涯学習に役立つ様々な情報（講座・イベント、施設、講師、
ボランティア、教材等）を発信しています。
あなたも生涯学習情報満載の学びネットあいちを活用して、
様々な学びを体験してみませんか？

学習情報検索

学べるWeb教材

検索 をクリックすると、
「学
びネットあいち」に登録され
ている全ての学習情報を見
ることができます（項目ごと
に表示）
。キーワードによる
絞り込みもできます。

Web上で動画等の教材を
見ながら学習ができます。
その他、情報誌「まなびぃあいち」
のバックナンバーや情報提供機関
の紹介など、様々な情報がご覧い
ただけます。

今 日 の 講 座 ・イ ベ ン ト

スマートフォン用

講座・イベント情報に登録
されている情報が表示され
ています。カレンダーを使っ
て、日にち別の情報を調べ
ることもできます。

サイトはこちら
※パソコン用サイトもあります。

学びネットあいち
https://www.manabi.pref.aichi.jp

が変わります！

情報誌「まなびぃあいち」
は、これまで年４回
（６月・９月・12月・３月）発行しておりましたが、いち早く情報を
お届けするため、2022年度から、Web版を年４回
（５月・７月・11月・１月予定）配信いたします！
なお、従来からのフリーペーパーによる
「まなびぃあいち」は、９月・３月の年２回発行とし、
「特集」や「地域づくり」コーナー
などを中心とした内容とします。Web版は、講座・イベント情報をタイムリーに配信します。フリーペーパーとWeb版による
年６回の発行・配信により、これまで以上に充実した情報をお届けいたしますので、どうぞご期待ください。

愛知県青年の家（岡崎市）で行われる日帰りイベントのご案内

家族で学び、実践しようSDGs！
春の自然体感キャンプ
5月7日（土）9：30 ～ 16：30
愛知県青年の家
小学生とその家族
15家族（45人程度）
2,000円／１人
３月28日（月）～４月17日（日）
（抽選）
公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団
〒460-0007 名古屋市中区新栄1-49-10
TEL 052-241-9101 FAX 052-241-9103

むらさき麦のアウトドアクッキング講座
復活した幻の麦、その歴史や特徴を学び、味わってみる講座
日
会
対
定
参 加

時
場
象
員
料

申込受付
申 込 先
お問合せ

5月28日（土）10：00 ～ 14：00
愛知県青年の家
家族・グループ
12組（40人）
子ども 1,500円
大 人 2,000円
4月10日（日）から先着順
愛知県青年の家
TEL 0564-51-2123

ここも三河
むらさき麦の
かきつばた

日
時
会
場
対
象
定
員
参 加 料
申込受付
お問合せ

地域のSDGsを学び・体験する講座パート１

以前から気になっていた
「エシカル」
という言葉。特集のテーマで取り上げるにあたり、調べて理解が深まるにつれ、
「エ
シカル」
という言葉以上に
「エシカル消費」
の方が、
より重要なキーワードであることを知りました。特集が決まってからは、
我が家で購入している商品の認証マークを確認するようになり、牛乳の紙パックには
「PEFC認証」
、アイスクリームの容
器を包む紙スリーブには
「FSC認証」
を発見。身近な
「エシカル消費」
を既に実践していました。
（Ｓ.Ｙ）

ご自由にお持ちください

編集後記

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４年３月
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おすすめ情報

◎愛知県生涯学習情報システム
「学びネットあいち」
◎まなびぃあいちが変わります！
◎愛知県青年の家で行われる日帰りイベントのご案内

