わくわくガイド
Smile スマイル
伊藤（☎ 090‐3561‐0944 )
楽しく気軽に学べる初心者の英語
サークルです。見学歓迎！
とき 毎月第１・２・３木曜日午後
１時30分〜３時
ところ 市公民館４階 ローズルーム
料金 2,000円程度
申込み 電話で伊藤

健康気功太極拳小牧友好会
藤井（☎ 090‐5456‐2041 )
楊名時24式 気功太極拳「心・
息・動」腹式呼吸。健康づくりと、
仲間づくりを目指して、太極拳を楽
しみませんか。
とき 火曜日午前９時30分〜11時
30分（月３回）
ところ 中部公民館 ４階大会議室
料金 2,000円（月額）入会金2,000円
申込み 電話で藤井

しきの会 休みの国映画上映会

「うたこちゃん」

関（

wjw1978jp@gmail.com)

ドキュメンタリー映画「うたこ
ちゃん」伊藤健汰監督作品の上映会
を開催します。入場無料。ピアニス
ト小島怜さんのミニコーンサートと
上映後、交流会も行います。
とき ４月26日㈰午後１時30分〜３時
30分（午後１時受付）
ところ ふれあいセンター３階 大会
議室
問合せ メールで関

誰でも気軽にできるインナース
ポーツです。10代からシニアまで幅
広く楽しめます。
とき 毎週金曜日午後７時〜９時
ところ 勤労センター
体育館
料金 500円（月額）
申込み 電話で行弘

笑美の会
安藤（☎ 090‐4858‐3716
73‐3194)

エンジョイスモールトーク
沖野（☎ 090‐5635‐3893)
好評につき仲間再募集！ 基礎のイ
ングリッシュを楽しみながら食事会に
参加したり、小旅行を楽しんだりする
仲間を求めています。
とき 月２回水曜日
ところ 市公民館４階
料金 1,000円（１回）
申込み ４月15日までに電話で沖野
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辻村（☎ 090‐3453‐0086)
視覚に障がいのある方に「広報こま
き」などを音訳したCDをお届けする活
動をしています。ご自分の声を録音す
る音訳体験をなさいませんか。
とき ４月15日㈬午前10時〜午後
３時
ところ ふ れ あ い セ ン タ ー ２ 階 録
音室
申込み 直接会場
問合せ 社会福祉協議会ボランティ
アセンター（☎77‐0636）
まで

長谷川（☎ 090‐4193‐0267、

行弘（☎ 090‐2136‐3002 )

山野草を楽しく育てたり、観賞し
たりする仲間を募集しています。初
心者大歓迎！
とき 月１回
ところ 市公民館 創作室
料金 3,000円（年会費）
申込み 電話で林

録音室で音訳体験を！

点字体験

オリーブミニテニス同好会

林（☎ 090‐2348‐7313 )

声のボランティア
「かっこう」

点訳グループ
「たんぽぽ」

仲間になりませんか

山野草の会

参加しませんか

童謡、唱歌、抒情歌、歌謡曲をピア
ノに合わせて歌います。歌うことが好
きな人大募集！現在、50人在籍。男
性も活躍中！ピアノは安藤裕美さん、
指揮は浅井昭洋さん。
とき 第１・３火曜日午後１時30分〜
３時30分
ところ 東部市民センター
料金 1,000円（月額）
申込み 住所、氏名、連絡先を記入
し、電話またはFAXで安藤

tenyakutanpopo@yahoo.co.jp)

点字を書いたり、読んだりしてみ
ませんか。点字およびボランティア
に興味のある人、参加をお待ちして
います。（見学のみも可）
とき ４ 月 1 0 日 ㈮ 、 2 4 日 ㈮ 午 前
10時〜正午
ところ ふれあいセンター２階ボラ
ンティアルーム
申込み 希望の日にちを電話または
メールで長谷川

出かけませんか
小牧山車保存会

春の神明祭「例大祭」
増田（☎ 76‐3929)
江戸時代から続く伝統行事。市指
定有形民俗文化財の山車を舞台に子
ども舞踊を披露。
とき ４月12日㈰
・午後２時〜菓子引換券配布
（先着450人）
・午後３時〜子ども舞踊
・午後４時〜菓子配布、餅投げ
（子どもなどは手渡し）
ところ 小牧神明社境内

※雨天時、菓子配布は予定通り、餅投げは
手渡しになります。

※料金の記載がないものは無料 申込みの記載がないものは事前申込不要

わくわくガイド
コマキ・ファンキーソウル・
マス・クワイア
板津（☎ 090‐9124‐9196、
ita.toiawase@gmail.com)
今年20周年を迎える私たちと12月
に予定しているライヴで一緒に歌
いませんか！。Amazing Graceや
Oh,Happy Dayなどゴスペルの定
番曲も練習します。詳しくはホーム
ページ（http://gospel-kfmc.com）
をご覧ください。
とき 月２回火曜日午前10時〜正午
ところ エムズスタジオ（中部公民
館向かい）
対象 女性（お子様連れ可）
料金 5,000円（月額）
申込み ホームページ、電話または
メールで板津

Myrte（女声コーラス ミルテ）
岩永（☎ 080‐3617‐6934 )

矢次（☎ 090‐9194‐1801 )

女声コーラスサークル。J-pop、
ディズニー、ジブリなどさまざまな
ジャンルの歌を楽しんでいます。見
学大歓迎です！
とき 第 １ ・ ３ 火 曜 日 午 前 1 0 時 〜
11時30分
ところ 青年の家
対象 女性
料金 2,500円（月額）入会金2,000円
申込み 電話またはショートメール
で岩永（午後５時以降）

英語に興味がある方、英会話を始
めてみませんか。隔週替りで米・英
の優しいネイティブ先生と楽しく
やっています。まずはお気軽に一度
見学に来てみてください！
とき 毎週土曜日午前10時〜正午
ところ 市公民館 ４階
料金 1,200円（１回）
申込み 電話で矢次

に情報を掲載しませんか

うららの会
戸崎（☎ 090‐7618‐8281 )

初めての仏画・日本画
宮田 ( ☎ 090‐8488‐7215)

わくわくガイド

サタディメイト

日本画家の講師が毎回素敵な手本
を用意しますので、初心者の方でも
安心して楽しめます。※見学大歓迎
とき 第１・３水曜日午前10時〜
正午
ところ 市公民館 学習室
料金 3,000円（月額）
申込み 電話で宮田（不在の場合、
必ず折り返し連絡します）

お待ちしております！
【問合せ】こまき市民活動ネットワーク
小牧 2‐107 市公民館 4 階
☎ 74‐4011
74‐4070

一緒に歌いましょう。童謡、唱
歌、叙情歌、心に残る名歌を元気よ
く歌います。
とき 第２・４火曜日午後１時30分〜
３時30分
ところ 青年の家
料金 1,800円（月額）テキスト代
2,160円（初回のみ）
申込み 電話で戸崎または直接会場

玉樹会
中村（☎ 090‐4111‐9443 )
漢字、仮名、実用書道。各自書き
たい作品可能。
とき 第 ２ ・ ４ 木 曜 日 午 前 1 0 時 〜
11時30分
ところ 味岡市民センター
定員 15人
料金 2,000円（月額）
申込み 電話で中村

※料金の記載がないものは無料 申込みの記載がないものは事前申込不要
※新型コロナウイルス感染症対策のため、内容などが変更になる場合があります。

令和 2 年度

生涯学習のまちづくり

出前講座
出前講座

受講できる方

開催時間・会場

市内在住・在勤・在学の
10 人以上のグループ

開催時間は午前 9 時から午後 9 時まで。
会場は市内に限ります。
会場の手配は主催者側でお願いします。

希望にあわせて、市職員や市民サークルなどが講師となり、ご指定の会場
へ出向いてお話をします。地域3あい事業やPTA活動など、さまざまな集ま
りにお気軽にご利用ください。

問合先 文化・スポーツ課（☎ 76‐1166）

仮予約

申込書の提出

受講の決定

報告書の提出

受けたい講座、希
望日、会場などが決
まったら文化・スポ
ーツ課へ連絡してく
ださい。講師との日
程を調整します。

開催日が確定した
ら、申込書を文化・
スポーツ課へ提出
（郵送・FAX・メー
ル可）申込書は窓
口・市ホームページ
にあります。

申込書受理後、文
化・スポーツ課から
受講決定通知書を郵
送します。

講座が終ったら、
報告書を文化・スポ
ーツ課へ提出してく
ださい。（郵送・
FAX可）

※講座開催希望日の14日前まで

詳しくはパンフレットまたは市ホームページをご覧ください。
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