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※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※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　変更になる場合があります

こども
児童館の催し

こども政策課（☎ 71‐8613）

行　事　名 と　　き 対象・定員・申込みなど 料金・持ち物 児童館名

新一年生歓迎会 4月 18日㈯ 13:30 ～ 14:30 新小学 1年生
申込受付 :4/4 ㈯～ 17㈮（TEL 可）

無料 児童センター
（☎75‐3817）

親子遊びこどもの日 4月 30日㈭ 10:30 ～ 11:10
２歳児以上の未就園児　30人
申込受付 :4/16 ㈭～（TEL 可）
※市外の方 :4/23 ㈭～

リズムあそび 4月  6  日㈪ 11:00 ～ 11:30 ２～３歳児と保護者　15組
申込受付 :3/21 ㈯～（TEL 可）

無料（水筒・
ハンドタオル持参） 味岡児童館

（☎75‐4999）
楽器であそぼ 4月 20日㈪ 10:00 ～ 10:30 ２～３歳児と保護者　15組

申込受付 :4/5 ㈰～（TEL 可） 無料

リトミック
～リズムを感じて表現してみよう♪～ 4月 13日㈪ 11:00 ～ 11:40 ２～３歳児と保護者　15組

申込受付 :3/30 ㈪～（TEL 可）
無料（水筒・

ハンドタオル持参） 篠岡児童館
（☎79‐0690）赤ちゃんと一緒に

産後ヨガ 4月 16日㈭ 13:30 ～ 15:00 ２～６カ月までの乳児親子　10組
申込受付 :4/2 ㈭～（TEL 可）

無料（バスタオル２枚・
フェイスタオル持参）

新一年生歓迎会 4月  9  日㈭ 13:30 ～ 15:00 新小学 1年生
申込受付 :3/26 ㈭～（TEL 可）

無料 小牧児童館
（☎77‐0906）10周年記念イベント

あそびの玉手箱 4月 26日㈰ ① 11:00 ～
② 13:30 ～

各回 100人
申込受付 :4/12 ㈰～整理券配布（TEL 不可）

卓球あそび 4月 18日㈯ 14:00 ～ 15:00
小学生以上　16人
申込受付 :4/4 ㈯～（TEL 可）
※市外の方 :4/15 ㈬～

無料 小牧南児童館
（☎77‐0454）新１年生歓迎会 4月 19日㈰ 14:00 ～ 15:00 小学新１年生

申込受付 :4/5 ㈰～（TEL 可）

こども科学研究所 4月 25日㈯ 10:00 ～ 11:00
小学生以上　10人
申込受付 :4/11 ㈯～（TEL 可）
※市外の方 :4/22 ㈬～

わらべうた産後ダンス 4月  3  日㈮ 13:30 ～ 14:30 首がすわった赤ちゃんと保護者
申込受付 :3/20（金・祝）～（TEL 可）

無料 北里児童館
（☎71‐1183）

Hi！イングリッシュ　 4月 11日㈯ 10:00 ～ 10:40 年少・年中・年長児と保護者　15組
申込受付 :3/28 ㈯～（TEL 可）

新１年生歓迎会 4月  4  日㈯ 11:00 ～１2:00 自由参加
（新１年生以外の参加可） 無料

西部児童館
（☎42‐0205）

親子でにこにこリトミック 4月 27日㈪ 10:00 ～ 11:00 １～３歳までの未就園児と保護者　先着20組
申込受付 :4/13 ㈪～

無料（汗ふき用タオル・
水分補給のできる
もの持参）

リトミック 4月 13日㈪ 11:00 ～ 11:30 ２～３歳児と保護者　15組
申込受付 :3/26 ㈭～（TEL 可）

無料（水筒・
ハンドタオル持参）

大城児童館
（☎78‐0046）ワールドミュージック 4月 25日㈯ 11:00 ～ 11:40  幼児と保護者　15組申込受付 :4/2 ㈭～（TEL 可） 無料

ベビーマッサージ教室 4月 30日㈭ 10:00 ～ 11:45 ２～６カ月児と保護者　６組
申込受付 :4/13 ㈪～（TEL 可）

無料（バスタオル２枚・
親子健康手帳持参）

※申込みは各個人でしてください。　※幼児は必ず保護者同伴で利用してください。

※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
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とき　５月10日㈰午前７時30分～
（受付：７時～、少雨決行）
ところ　神石山 標高：３２５ｍ（豊橋市）
対象　市内在住・在勤・在学の方（中
学生以上）
定員　45人（最少催行人数15人）
※ 申込者多数の場合は４月10日㈮午前
10時から体育協会で抽選し、抽選の
結果および受講決定は返信用はがき
にて通知します。（当選権利を他人に
譲ることはできません）
料金　１人3,000円
※ 貸切バス・損害保険料を含む
申込み　４月９日㈭（必着）までに、
往復はがきに「市民トレッキング参
加希望」と朱記し、参加者（１枚
４人まで）の住所・氏名・年齢・勤
務先（学校名）・電話番号を記入し、
郵送で体育協会

※ 住所など必要事項が明記されていな
い場合や重複申込みの場合は無効

※ 悪天候による実施の可否は現地で判断
※ 現地の状況により中止と判断した場合
は、周辺散策などに行程を変更させて
いただきます（その場合に必要となる
入場料等については自己負担）。

市制65周年記念事業
令和２年度市民トレッキング

※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

寺本明日香選手に続け
ジュニア体操教室

これまで、2012年ロンドンオリンピッ
ク、2016年リオデジャネイロオリンピッ
クと2度のオリンピック出場を果たした
寺本明日香選手は、小学校 1年生の時
に鉄棒をやりたいと思ったことがきっか
けで体操を始めたそうです。
今年は、東京 2020オリンピックが

開催されます。そこで、体育協会では
寺本選手が所属するレジックスポーツの
指導者による体操教室を開催します。
当日は、レジックスポーツ所属の選

手によるデモンストレーション演技や寺
本明日香選手のビデオレター上映も予
定しています。
とき　５月２日㈯午前10時～正午
ところ パークアリーナ小牧サブアリーナ
対象　市内在住の新小学１～３年生
定員　50人（最少催行人数 10人）
持ち物　屋内用運動靴、運動着
申込み　４月10日㈮（必着）までに、
往復はがきに教室名を朱記し、参加者
（１枚２人まで）
の住所・氏名・
性別・年齢・電
話番号・保護
者氏名を記入
し、郵送で体
育協会

※ 申込者多数の
場合は抽選

体育協会（〒485‐0016
間々原新田737☎73‐3330）

※第４木曜日休み

スポーツ

体育協会（〒485‐0016
間々原新田737☎73‐3330）

※第４木曜日休み

種類 とき ところ 内容・対象・申込みなど 電話
食事療法 ･
栄養相談

第２火曜日
午前９時30分～11時

春日井保健所
（春日井市
柏井町２‐31）

複数の疾患を有する方、
予約制 31‐2133

歯科健康相談 第２水曜日
午前９時30分～11時 予約制

メンタル
ヘルス相談

月～金曜日（祝日を除く）
午前９時～正午、
午後１時～４時 30分

面接での相談を希望
する方は要予約 31‐0750

血液検査 毎週火曜日※

午前９時～11時
エイズ、梅毒、
肝炎ウイルス 31‐2189

骨髄ドナー登録 毎週火曜日※

午前９時～11時 予約制

検便検査 毎週火曜日※

午前９時～11時 専用容器が必要
31‐2188

水質検査 毎週火曜日※

午前９時～11時
専用容器が必要
予約制

※：４/28、5/5を除く

春日井保健所（４～６月）

福祉・健康

■バドミントン（前期）
コース 基本コース（初めて受講される
方）、初級コース（２回目以降受講される方）
とき　５月13日㈬、27日㈬、６月
３日㈬、10日㈬、17日㈬、24日㈬、
７月１日㈬午前 10時～正午
ところ パークアリーナ小牧サブアリーナ
※ ６月17日、24日はメインアリーナ
対象　市内在住・在勤・在学の方
定員　40人（最少催行人数 10人）
料金　2,900 円（傷害保険料含む）
持ち物　屋内用運動靴、運動着
※ ラケット、シャトルは主催者側で用意します。

■テニス（前期）【初心者～中級】
とき ５月12日㈫、15日㈮、26日㈫、
29 日㈮、６月２日㈫、５日㈮、
16日㈫午前10時～正午
ところ パークアリーナ小牧メインアリーナ
対象　市内在住・在勤・在学の方
定員　25人（最少催行人数 10人）
料金　2,900 円（傷害保険料含む）
持ち物 屋内用運動靴、運動着、ラ
ケット（持っている方）

■卓球（前期）
とき　５月13日㈬、27日㈬、６月
３日㈬、10日㈬、17日㈬、24日㈬、
７月１日㈬午前 10時～正午
ところ パークアリーナ小牧メインアリーナ
対象　市内在住・在勤・在学の方
定員　40人（最少催行人数 10人）
料金　2,900 円（傷害保険料含む）
持ち物 屋内用運動靴、運動着、ラ
ケット（持っている方）

▶申込み〔共通〕　３月28日㈯（必着）
までに、往復はがきに教室名を朱記
し、参加者（１枚２人まで）の住所・
氏名・性別・年齢・勤務先（在勤者
のみ）・学校名（在学者のみ）・電話
番号を記入し、郵送で体育協会

※ 申込者多数の場合は３月 29 日㈰
午前 10時から体育協会で抽選

※ 抽選の結果および受講決定は返信
用はがきにて通知（当選権利を他人
に譲ることはできません）

※ 参加者が重複している申込みや、必
要事項が明記されていない場合は無
効となります。

令和２年度
市民スポーツ教室

体育協会（〒485‐0016
間々原新田737☎73‐3330）

※第４木曜日休み

25 2020
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子育て講座　産前ヨガ
妊娠中の運動不足を解消しながら、
心も体もリフレッシュしましょう。
とき　４月９日㈭午後１時30分～３時
ところ　ラピオ３階子育て世代包括
支援センタークラブ室
対象　市内在住で、妊娠安定期
16週～36週未満の主治医の許
可がある健康な妊婦

※ 初回の方優先
定員　15人
※ 託児５人（年少前の３歳まで・要予約）
持ち物　親子健康手帳、バスタオル
１枚、フェイスタオル１枚、水分
服装　動きやすい服装、長ズボン
申込み 下記期間中に、電話または
直接子育て世代包括支援センター
すくすくパオーンルーム（子育て支
援室）

※ 初回の方は３月18日㈬～27日㈮、
初回以降の方は３月 28日㈯～４月
６日㈪の期間中にお申込みください。
（ともに先着順）
※ 第３火曜日休館

子育て世代包括支援センター
すくすくパオーンルーム

（子育て支援室）（☎41‐3223）

こども

図書館員による こどもの読書週間 
■わらべうたであそぼう♪
わらべうたで楽しいひとときを過

ごしましょう。
ところ　えほん図書館（ラピオ４階）
おはなしの部屋―みるみる―
定員　各回 10組（申込先着順）
申込み　３月23日㈪から、電話ま
たは直接えほん図書館（休館日を
除く午前９時 30分～午後８時）
▶０歳編
とき　４月23日㈭午前１０時１０分～
10時30分、５月１日㈮午前10時
40分～11時（各回内容は同じ）
対象　０歳のお子さんとその保護者
▶１歳編
とき　４月 23 日㈭午前 11 時～
11時30分、４月２４日㈮午前１０時
10分～10時40分（各回内容は
同じ）
対象　１歳のお子さんとその保護者
▶２・３歳編
とき　４月24日㈮午前１１時１０分～
11時40分
対象　２歳以上のお子さんとその保
護者

■おはなしのおうちにおいでよ !!
内容 大型絵本の読み聞かせやパネ
ルシアターなどの楽しいおはなし会
とき　４月29日（水・祝）午前 11 時～
11時 30分
ところ　えほん図書館（ラピオ４階）
赤い屋根のおうち横じゅうたんス
ペース

えほん図書館イベント

えほん図書館（☎ 41‐4646）

施設の点検のため、臨時休館さ
せていただきます。
とき　３月30日㈪
ところ　北里児童館

児童館臨時休館

こども政策課（☎ 71‐8613）

春の自然を楽しみながらハイキン
グしてみましょう ！
とき　４月18日㈯午前10時～正午
※ 雨天時は２５日㈯同時刻へ延期
ところ　兒の森・白山など
対象　市内の小学３～６年生
ころ　20人
※ 申込み多数の場合は抽選
料金　90円
申込み　３月27日㈮午後５時（必着）
までに、「ハイキング参加希望」
と明記の上、郵便番号、住所、
電話番号、氏名（ふりがな）、生
年月日、学校、新学年、性別、
保護者氏名を記入し、はがき、
FAXまたはメールでこども政策課

スプリング  ハイキング

こども政策課
（☎ 76‐1179 76‐4595
kodomo@city.komaki.lg.jp）

市制 65周年記念事業
第 59回小牧市民体育大会
■ バレーボール競技（ママさんの部）
とき　４月26日㈰午前９時～
ところ　パークアリーナ小牧メイン
アリーナ
対象　次のいずれかに該当するチーム
① 市内在住・在勤・在学し、女性既
婚者または25歳以上の女性で構
成されたチーム
② 女性既婚者または25歳以上の女
性で構成された市バレーボール協
会加盟チーム
チーム構成　監督１人、コーチ１人、
選手15人以内
監督者会議　４月７日㈫午後７時～
パークアリーナ小牧会議室Ｂ
申込期限　３月31日㈫

■バレーボール競技（中学の部）
とき　４月26日㈰午前９時～
ところ　男子：小牧中学校、女子：
応時中学校
対象　市内在住・在学の中学生で構
成されたチーム
チーム構成　15人以内
監督者会議　４月10日㈮午後６時～
味岡中学校（２階図書室）
申込期限　４月９日㈭

■ソフトテニス競技（中学の部）
とき　４月25日㈯午前８時 30分～
※ 雨天予備日：４月26日㈰、29日（水・祝）
ところ　男子：篠岡中学校、女子：
味岡中学校
対象　市内在住・在学の中学生
申込期限　４月17日㈮
※ 悪天候による実施の可否は、午前６時
に決定します。

▶申込み〔共通〕　各申込期限（必着）
までに、所定の用紙（スポーツ推
進課、パークアリーナ小牧、東部・
味岡・北里の各市民センター等に
用意）に必要
事項を記入し、
郵 送 ま た は
メールで体育
協会

体育協会（〒485‐0016
間々原新田737☎73‐3330
taikyo-k@ma.ccnw.ne.jp）
※第４木曜日休み

スポーツ

※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



とき　５月10日㈰午前７時30分～
（受付：７時～、少雨決行）
ところ　神石山 標高：３２５ｍ（豊橋市）
対象　市内在住・在勤・在学の方（中
学生以上）
定員　45人（最少催行人数15人）
※ 申込者多数の場合は４月10日㈮午前
10時から体育協会で抽選し、抽選の
結果および受講決定は返信用はがき
にて通知します。（当選権利を他人に
譲ることはできません）
料金　１人3,000円
※ 貸切バス・損害保険料を含む
申込み　４月９日㈭（必着）までに、
往復はがきに「市民トレッキング参
加希望」と朱記し、参加者（１枚
４人まで）の住所・氏名・年齢・勤
務先（学校名）・電話番号を記入し、
郵送で体育協会

※ 住所など必要事項が明記されていな
い場合や重複申込みの場合は無効

※ 悪天候による実施の可否は現地で判断
※ 現地の状況により中止と判断した場合
は、周辺散策などに行程を変更させて
いただきます（その場合に必要となる
入場料等については自己負担）。

市制65周年記念事業
令和２年度市民トレッキング

※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

寺本明日香選手に続け
ジュニア体操教室

これまで、2012年ロンドンオリンピッ
ク、2016年リオデジャネイロオリンピッ
クと2度のオリンピック出場を果たした
寺本明日香選手は、小学校 1年生の時
に鉄棒をやりたいと思ったことがきっか
けで体操を始めたそうです。
今年は、東京 2020オリンピックが

開催されます。そこで、体育協会では
寺本選手が所属するレジックスポーツの
指導者による体操教室を開催します。
当日は、レジックスポーツ所属の選

手によるデモンストレーション演技や寺
本明日香選手のビデオレター上映も予
定しています。
とき　５月２日㈯午前10時～正午
ところ パークアリーナ小牧サブアリーナ
対象　市内在住の新小学１～３年生
定員　50人（最少催行人数 10人）
持ち物　屋内用運動靴、運動着
申込み　４月10日㈮（必着）までに、
往復はがきに教室名を朱記し、参加者
（１枚２人まで）
の住所・氏名・
性別・年齢・電
話番号・保護
者氏名を記入
し、郵送で体
育協会

※ 申込者多数の
場合は抽選

体育協会（〒485‐0016
間々原新田737☎73‐3330）

※第４木曜日休み

スポーツ

体育協会（〒485‐0016
間々原新田737☎73‐3330）

※第４木曜日休み

種類 とき ところ 内容・対象・申込みなど 電話
食事療法 ･
栄養相談

第２火曜日
午前９時30分～11時

春日井保健所
（春日井市
柏井町２‐31）

複数の疾患を有する方、
予約制 31‐2133

歯科健康相談 第２水曜日
午前９時30分～11時 予約制

メンタル
ヘルス相談

月～金曜日（祝日を除く）
午前９時～正午、
午後１時～４時 30分

面接での相談を希望
する方は要予約 31‐0750

血液検査 毎週火曜日※

午前９時～11時
エイズ、梅毒、
肝炎ウイルス 31‐2189

骨髄ドナー登録 毎週火曜日※

午前９時～11時 予約制

検便検査 毎週火曜日※

午前９時～11時 専用容器が必要
31‐2188

水質検査 毎週火曜日※

午前９時～11時
専用容器が必要
予約制

※：４/28、5/5を除く

春日井保健所（４～６月）

福祉・健康

■バドミントン（前期）
コース 基本コース（初めて受講される
方）、初級コース（２回目以降受講される方）
とき　５月13日㈬、27日㈬、６月
３日㈬、10日㈬、17日㈬、24日㈬、
７月１日㈬午前 10時～正午
ところ パークアリーナ小牧サブアリーナ
※ ６月17日、24日はメインアリーナ
対象　市内在住・在勤・在学の方
定員　40人（最少催行人数 10人）
料金　2,900 円（傷害保険料含む）
持ち物　屋内用運動靴、運動着
※ ラケット、シャトルは主催者側で用意します。

■テニス（前期）【初心者～中級】
とき ５月12日㈫、15日㈮、26日㈫、
29 日㈮、６月２日㈫、５日㈮、
16日㈫午前10時～正午
ところ パークアリーナ小牧メインアリーナ
対象　市内在住・在勤・在学の方
定員　25人（最少催行人数 10人）
料金　2,900 円（傷害保険料含む）
持ち物 屋内用運動靴、運動着、ラ
ケット（持っている方）

■卓球（前期）
とき　５月13日㈬、27日㈬、６月
３日㈬、10日㈬、17日㈬、24日㈬、
７月１日㈬午前 10時～正午
ところ パークアリーナ小牧メインアリーナ
対象　市内在住・在勤・在学の方
定員　40人（最少催行人数 10人）
料金　2,900 円（傷害保険料含む）
持ち物 屋内用運動靴、運動着、ラ
ケット（持っている方）

▶申込み〔共通〕　３月28日㈯（必着）
までに、往復はがきに教室名を朱記
し、参加者（１枚２人まで）の住所・
氏名・性別・年齢・勤務先（在勤者
のみ）・学校名（在学者のみ）・電話
番号を記入し、郵送で体育協会

※ 申込者多数の場合は３月 29 日㈰
午前 10時から体育協会で抽選

※ 抽選の結果および受講決定は返信
用はがきにて通知（当選権利を他人
に譲ることはできません）

※ 参加者が重複している申込みや、必
要事項が明記されていない場合は無
効となります。

令和２年度
市民スポーツ教室

体育協会（〒485‐0016
間々原新田737☎73‐3330）

※第４木曜日休み
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子育て講座　産前ヨガ
妊娠中の運動不足を解消しながら、
心も体もリフレッシュしましょう。
とき　４月９日㈭午後１時30分～３時
ところ　ラピオ３階子育て世代包括
支援センタークラブ室
対象　市内在住で、妊娠安定期
16週～36週未満の主治医の許
可がある健康な妊婦

※ 初回の方優先
定員　15人
※ 託児５人（年少前の３歳まで・要予約）
持ち物　親子健康手帳、バスタオル
１枚、フェイスタオル１枚、水分
服装　動きやすい服装、長ズボン
申込み 下記期間中に、電話または
直接子育て世代包括支援センター
すくすくパオーンルーム（子育て支
援室）

※ 初回の方は３月18日㈬～27日㈮、
初回以降の方は３月 28日㈯～４月
６日㈪の期間中にお申込みください。
（ともに先着順）
※ 第３火曜日休館

子育て世代包括支援センター
すくすくパオーンルーム

（子育て支援室）（☎41‐3223）

こども

図書館員による こどもの読書週間 
■わらべうたであそぼう♪
わらべうたで楽しいひとときを過

ごしましょう。
ところ　えほん図書館（ラピオ４階）
おはなしの部屋―みるみる―
定員　各回 10組（申込先着順）
申込み　３月23日㈪から、電話ま
たは直接えほん図書館（休館日を
除く午前９時 30分～午後８時）
▶０歳編
とき　４月23日㈭午前１０時１０分～
10時30分、５月１日㈮午前10時
40分～11時（各回内容は同じ）
対象　０歳のお子さんとその保護者
▶１歳編
とき　４月 23 日㈭午前 11 時～
11時30分、４月２４日㈮午前１０時
10分～10時40分（各回内容は
同じ）
対象　１歳のお子さんとその保護者
▶２・３歳編
とき　４月24日㈮午前１１時１０分～
11時40分
対象　２歳以上のお子さんとその保
護者

■おはなしのおうちにおいでよ !!
内容 大型絵本の読み聞かせやパネ
ルシアターなどの楽しいおはなし会
とき　４月29日（水・祝）午前 11 時～
11時 30分
ところ　えほん図書館（ラピオ４階）
赤い屋根のおうち横じゅうたんス
ペース

えほん図書館イベント

えほん図書館（☎ 41‐4646）

施設の点検のため、臨時休館さ
せていただきます。
とき　３月30日㈪
ところ　北里児童館

児童館臨時休館

こども政策課（☎ 71‐8613）

春の自然を楽しみながらハイキン
グしてみましょう ！
とき　４月18日㈯午前10時～正午
※ 雨天時は２５日㈯同時刻へ延期
ところ　兒の森・白山など
対象　市内の小学３～６年生
ころ　20人
※ 申込み多数の場合は抽選
料金　90円
申込み　３月27日㈮午後５時（必着）
までに、「ハイキング参加希望」
と明記の上、郵便番号、住所、
電話番号、氏名（ふりがな）、生
年月日、学校、新学年、性別、
保護者氏名を記入し、はがき、
FAXまたはメールでこども政策課

スプリング  ハイキング

こども政策課
（☎ 76‐1179 76‐4595
kodomo@city.komaki.lg.jp）

市制 65周年記念事業
第 59回小牧市民体育大会
■ バレーボール競技（ママさんの部）
とき　４月26日㈰午前９時～
ところ　パークアリーナ小牧メイン
アリーナ
対象　次のいずれかに該当するチーム
① 市内在住・在勤・在学し、女性既
婚者または25歳以上の女性で構
成されたチーム
② 女性既婚者または25歳以上の女
性で構成された市バレーボール協
会加盟チーム
チーム構成　監督１人、コーチ１人、
選手15人以内
監督者会議　４月７日㈫午後７時～
パークアリーナ小牧会議室Ｂ
申込期限　３月31日㈫

■バレーボール競技（中学の部）
とき　４月26日㈰午前９時～
ところ　男子：小牧中学校、女子：
応時中学校
対象　市内在住・在学の中学生で構
成されたチーム
チーム構成　15人以内
監督者会議　４月10日㈮午後６時～
味岡中学校（２階図書室）
申込期限　４月９日㈭

■ソフトテニス競技（中学の部）
とき　４月25日㈯午前８時 30分～
※ 雨天予備日：４月26日㈰、29日（水・祝）
ところ　男子：篠岡中学校、女子：
味岡中学校
対象　市内在住・在学の中学生
申込期限　４月17日㈮
※ 悪天候による実施の可否は、午前６時
に決定します。

▶申込み〔共通〕　各申込期限（必着）
までに、所定の用紙（スポーツ推
進課、パークアリーナ小牧、東部・
味岡・北里の各市民センター等に
用意）に必要
事項を記入し、
郵 送 ま た は
メールで体育
協会

体育協会（〒485‐0016
間々原新田737☎73‐3330
taikyo-k@ma.ccnw.ne.jp）
※第４木曜日休み

スポーツ

※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



※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

催　し
パソコン講座

とき
▶午前の部　９時 30分～１１時３０分
▶午後の部　１時 30分～ ３ 時３０分
ところ　市公民館４階 
対象　18 歳以上の方（お子さんの
入室はご遠慮ください）
申込み　講座開始日の２週間前（消
印有効）までに、往復はがきに
（１枚１講座、１人複数講座可）希望
コース、講座名、郵便番号、住所、
氏名、年齢、性別、電話番号、
FAX 番号、メールアドレス（ある
方のみ）を記入し、郵送または返

信用はがきを持参し、直接こまき
e‐コミュニティーネットワーク

※ こまきe-コミュニティーネットワーク
ホームページからも申込可

※ 申込用紙は、こまきe‐コミュニティー
ネットワークに用意

※ 申込者多数の場合は抽選
※ 申込者が少ない場合は中止になるこ
とがあります。
※ OS は Windows10、Office は
MicrosoftOffice365を使用します。

こまきe‐コミュニティーネットワーク（http://www.komaki-e.net/）
（〒485‐0041小牧２‐107市公民館４階 ☎ 090‐6805‐1216）

コース 講座名 とき 時間 内容 回数 料金 定員

51 初めてのワード
（初心者）

4/29 ～ 6/10 の
毎週水曜日
（5/6 を除く）

午後 ワードで文書作成の基礎をゆっくり
学ぶ講座 6 8,500 円 16

52 Windows10 の
便利機能と活用法

4/30 ～ 5/14 の
毎週木曜日 午前 役立つWindows10 の便利な機能を

学習しパソコン活用法を学ぶ講座 3 4,100 円 16

53 シニアのためのパソコン
はじめの一歩

5/1 ～ 6/5 の
毎週金曜日 午後

電源の入れ方からマウスの触り方や
文字入力の基本を学習、初めてパソコ
ンに触れる方のためのゆっくり講座

6 8,280 円 16

54 初めてのエクセル
（初心者）

5/12 ～ 6/16 の
毎週火曜日 午前 エクセルで表計算の基礎をゆっくり

学ぶ講座 6 8,500 円 16

55 脳トレパソコン塾
（ワード編）

5/12 ～ 6/2 の
毎週火曜日 午後

脳トレにもなるワードを活用して、カ
レンダーや便せんなど暮らしに役立
つ作品を作る講座

4 5,200 円 16

創作和紙作成教室
内容　和紙で作る兜の壁掛け
とき　４月11日㈯午前10時～正午、
25日㈯午後１時～３時
ところ　小針の郷創作室
講師　柳原護

まもる
氏、柳原和代氏（創

作和紙人形　紙
し
楽
らく
）

対象 老人福祉センターの利用証をお
持ちの方
定員　各 18人（申込先着順）
料金　300円（当日徴収）
持ち物　ハサミ、木工用ボンド、洗
濯バサミ５個、ボンドを塗るための
筆（幅１センチ）、持ち帰り用の袋
申込み　４月１日㈬か
ら、所定の用紙（小
針の郷に用意）に
必要事項を記入し、
直接小針の郷

※ 申込みは本人に限り
ます。

小針の郷（☎ 71‐2370）

内容 いろいろなモチーフとの出会い
を楽しみながら、絵を描きます。ご
自宅で眠っている水彩絵の具や、ク
レヨン、クレパスをご用意ください。
とき　４月～９月の第２・４火曜日　
午前 10時～ 11時、または午後
１時～２時（原則月２回）
ところ　小針の郷創作室
講師　黒原すみえ氏
対象 老人福祉センターの利用証をお
持ちの方
定員　各 12人程度
料金　無料（用紙：25円 /枚）
申込み ４月６日㈪（未受講者のみ４月
１日㈬～３日㈮）から、所定の用紙（小
針の郷に用意）に必要事項を記入し、
直接小針の郷

※ 申込みは本人に限ります。

水彩・パステル画教室

小針の郷（☎ 71‐2370）

身近な食品には、私たちの健康増
進をサポートする機能性成分を含む
ものが多く存在しています。近年注
目を集めている認知機能の改善に有
用な食品成分を取り上げ、最新の研
究成果に基づいた、今からできる「認
知症の予防・発症遅延」に向けた食
生活と体づくりを学びます。
※一部で試飲があります。
とき　５月23日㈯午前 10時～正午
ところ　市公民館視聴覚室
対象　18歳以上の方
定員　40人
※ 申込者多数の場合は抽選
受講料　350円
講師 太田和徳氏（名古屋経済大学 人
間生活科学部 管理栄養学科 准教授）
申込み　４月23日㈭（必着）までに、
往復はがきに講座名、郵便番号、

住所、氏名・ふりがな、年齢、性別、
電話番号を記入し、郵送または返
信用はがきを持参し、直接こまな
びサロン

※ こまき市民文化財団ホームページの
「生涯学習情報サイトこまなび」から
も申込できます。

※ 定員に空きがあれば締切後も受付可

名古屋経済大学連携市民講座
「認知症予防は食生活から～効果のある食品成分最新研究～」

こまき市民文化財団　こまなびサロン
（〒485‐0041小牧 2‐107☎ 77‐8269）

図書館映画デー
とき　4月5日㈰ 午後２時～
ところ　図書館 1階 視聴覚室
内容　世界の名作童話１～ジャック
と豆の木～　ほか３編（６０分）
定員　50人（当日先着順）

図書館（☎ 73‐9951）
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募　集

内容　医療事務員 
募集期間　３月15日㈰～31日㈫
勤務期間 ４月１日～令和３年３月31日
勤務　休日急病診療所診療日
　（日曜日、祝日および 12月31日、
翌年 1 月 2 日・3 日の当番日）
午前８時～午後５時（休憩１時間） 

※ 当番日はシフトによる交替制
※ レセ業務として、平日出勤日若干あり
勤務場所　休日急病診療所（常普請
1‐318）
対象　医療事務に通じた方でレセコ
ン経験者（原則）
人員　若干名 
時給　1,340 円（ゴールデンウィー
ク1,675 円、年末年始2,010円）、
レセプト請求業務 1,340 円
申込み　３月31日㈫（必着）までに、
履歴書 （写真貼付） を郵送または
直接市医師会

※ 持参の場合の受付時間：平日午前
9時～午後 5時

※ 面接日は後日連絡します。
※ 応募多数の場合は書類選考があります。
※ 出務日前に実習をかねた勤務日があ
ります。

休日急病診療所職員（事務員）

市医師会（〒485‐0044
常普請１‐318☎ 73‐9970）

令和２年度会計年度任用職員（公立保育園）
職名 時給 勤務時間 勤務日数

延長保育士① 1,331円～ 7：30～（３～６時間） 週３日・週６日
※7：00～の勤務園あり

延長保育士② 1,331円～ 【平日】～18：30【土曜日】12：30～18：30

【平日】３～６時間
【土曜日】６時間　
週３日・週６日
※～19：00までの勤務園あり

保育補助員
（保育士資格不要） 1,079円～ 【朝】7：30～10：30【夕】15：30～18：30

週３日～週５日
※朝・夕両時間勤務可能

事務看護師 1,263円～ 8：30～17：00
9：00～16：00 週３日・週５日

用務員 970円～ 8：00～16：30 週３日・週５日

調理員 970円～ 9：00～16：00 週５日

雇用期間　４月１日～令和３年３月31日
※ 1年ごとに更新あり
申込み　３月16日㈪から、履歴書（写真貼付）・申込書・必要な資格証明書を
郵送または直接幼児教育・保育課

※ 受付後、日程を決めて面接を行います。
※ その他、相談に応じます。

幼児教育・保育課（〒485‐8650住所不要 ☎76‐1130）

■自衛隊幹部候補生（一般）
採用時期 令和３年３月下旬から４月上旬
応募資格 令和３年４月１日現在、日
本国籍を有する22歳以上26歳未満
の方（大学院の修士課程を修了した
もの（令和２年３月学位取得見込み
を含む）にあっては28歳未満の方）
１次試験　５月９日㈯、10日㈰
※ 10日は飛行要員希望者のみ
受付期間　５月１日㈮（必着）

■自衛隊一般曹候補生
採用時期 令和３年３月下旬から４月上旬
※ 上記の他に設定する場合があります。
応募資格　採用予定月現在、18歳
以上33歳未満の方
１次試験　５月23日㈯
受付期間　５月15日㈮（必着）
※ 応募方法については、下記までお問
い合わせください。

自衛官

自衛隊愛知地方協力本部小牧分駐所（☎ 73‐2190）

催　し
味岡市民センター
ロビーコンサート

内容　本庄小学校区生涯学習振興会
　「みんなで楽しく歌う講座」によ
る合唱です。
曲目　知床旅情、春の童謡メドレー、
花 ほか
とき　３月29日㈰正午～午後１時
ところ　味岡市民センターロビー

味岡市民センター（☎ 76‐7000） 小針の郷（☎71‐2370）

多彩なファンシーペーパー（色画
用紙のような色のついた厚手の紙）
で、紙とは思えない立体的で華やか
な作品を作ります。
とき　４月～９月の第３火曜日　午前
10時～正午（原則月１回）
ところ　小針の郷創作室
講師　長岡美枝子氏
対象 老人福祉センターの利用証をお
持ちの方
定員　12人程度
料金　無料（材料費 500 円、参加
当日徴収）

申込み ４月１日㈬から、所定の用紙
に必要事項を記入し、直接小針の郷

※ 申込みは本人に限ります。

ペーパーデコレーション（ペーパーアート）

※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



※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

催　し
パソコン講座

とき
▶午前の部　９時 30分～１１時３０分
▶午後の部　１時 30分～ ３ 時３０分
ところ　市公民館４階 
対象　18 歳以上の方（お子さんの
入室はご遠慮ください）
申込み　講座開始日の２週間前（消
印有効）までに、往復はがきに
（１枚１講座、１人複数講座可）希望
コース、講座名、郵便番号、住所、
氏名、年齢、性別、電話番号、
FAX 番号、メールアドレス（ある
方のみ）を記入し、郵送または返

信用はがきを持参し、直接こまき
e‐コミュニティーネットワーク

※ こまきe-コミュニティーネットワーク
ホームページからも申込可

※ 申込用紙は、こまきe‐コミュニティー
ネットワークに用意

※ 申込者多数の場合は抽選
※ 申込者が少ない場合は中止になるこ
とがあります。
※ OS は Windows10、Office は
MicrosoftOffice365を使用します。

こまきe‐コミュニティーネットワーク（http://www.komaki-e.net/）
（〒485‐0041小牧２‐107市公民館４階 ☎ 090‐6805‐1216）

コース 講座名 とき 時間 内容 回数 料金 定員

51 初めてのワード
（初心者）

4/29 ～ 6/10 の
毎週水曜日
（5/6 を除く）

午後 ワードで文書作成の基礎をゆっくり
学ぶ講座 6 8,500 円 16

52 Windows10 の
便利機能と活用法

4/30 ～ 5/14 の
毎週木曜日 午前 役立つWindows10 の便利な機能を

学習しパソコン活用法を学ぶ講座 3 4,100 円 16

53 シニアのためのパソコン
はじめの一歩

5/1 ～ 6/5 の
毎週金曜日 午後

電源の入れ方からマウスの触り方や
文字入力の基本を学習、初めてパソコ
ンに触れる方のためのゆっくり講座

6 8,280 円 16

54 初めてのエクセル
（初心者）

5/12 ～ 6/16 の
毎週火曜日 午前 エクセルで表計算の基礎をゆっくり

学ぶ講座 6 8,500 円 16

55 脳トレパソコン塾
（ワード編）

5/12 ～ 6/2 の
毎週火曜日 午後

脳トレにもなるワードを活用して、カ
レンダーや便せんなど暮らしに役立
つ作品を作る講座

4 5,200 円 16

創作和紙作成教室
内容　和紙で作る兜の壁掛け
とき　４月11日㈯午前10時～正午、
25日㈯午後１時～３時
ところ　小針の郷創作室
講師　柳原護

まもる
氏、柳原和代氏（創

作和紙人形　紙
し
楽
らく
）

対象 老人福祉センターの利用証をお
持ちの方
定員　各 18人（申込先着順）
料金　300円（当日徴収）
持ち物　ハサミ、木工用ボンド、洗
濯バサミ５個、ボンドを塗るための
筆（幅１センチ）、持ち帰り用の袋
申込み　４月１日㈬か
ら、所定の用紙（小
針の郷に用意）に
必要事項を記入し、
直接小針の郷

※ 申込みは本人に限り
ます。

小針の郷（☎ 71‐2370）

内容 いろいろなモチーフとの出会い
を楽しみながら、絵を描きます。ご
自宅で眠っている水彩絵の具や、ク
レヨン、クレパスをご用意ください。
とき　４月～９月の第２・４火曜日　
午前 10時～ 11時、または午後
１時～２時（原則月２回）
ところ　小針の郷創作室
講師　黒原すみえ氏
対象 老人福祉センターの利用証をお
持ちの方
定員　各 12人程度
料金　無料（用紙：25円 /枚）
申込み ４月６日㈪（未受講者のみ４月
１日㈬～３日㈮）から、所定の用紙（小
針の郷に用意）に必要事項を記入し、
直接小針の郷

※ 申込みは本人に限ります。

水彩・パステル画教室

小針の郷（☎ 71‐2370）

身近な食品には、私たちの健康増
進をサポートする機能性成分を含む
ものが多く存在しています。近年注
目を集めている認知機能の改善に有
用な食品成分を取り上げ、最新の研
究成果に基づいた、今からできる「認
知症の予防・発症遅延」に向けた食
生活と体づくりを学びます。
※一部で試飲があります。
とき　５月23日㈯午前 10時～正午
ところ　市公民館視聴覚室
対象　18歳以上の方
定員　40人
※ 申込者多数の場合は抽選
受講料　350円
講師 太田和徳氏（名古屋経済大学 人
間生活科学部 管理栄養学科 准教授）
申込み　４月23日㈭（必着）までに、
往復はがきに講座名、郵便番号、

住所、氏名・ふりがな、年齢、性別、
電話番号を記入し、郵送または返
信用はがきを持参し、直接こまな
びサロン

※ こまき市民文化財団ホームページの
「生涯学習情報サイトこまなび」から
も申込できます。

※ 定員に空きがあれば締切後も受付可

名古屋経済大学連携市民講座
「認知症予防は食生活から～効果のある食品成分最新研究～」

こまき市民文化財団　こまなびサロン
（〒485‐0041小牧 2‐107☎ 77‐8269）

図書館映画デー
とき　4月5日㈰ 午後２時～
ところ　図書館 1階 視聴覚室
内容　世界の名作童話１～ジャック
と豆の木～　ほか３編（６０分）
定員　50人（当日先着順）

図書館（☎ 73‐9951）
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募　集

内容　医療事務員 
募集期間　３月15日㈰～31日㈫
勤務期間 ４月１日～令和３年３月31日
勤務　休日急病診療所診療日
　（日曜日、祝日および 12月31日、
翌年 1 月 2 日・3 日の当番日）
午前８時～午後５時（休憩１時間） 

※ 当番日はシフトによる交替制
※ レセ業務として、平日出勤日若干あり
勤務場所　休日急病診療所（常普請
1‐318）
対象　医療事務に通じた方でレセコ
ン経験者（原則）
人員　若干名 
時給　1,340 円（ゴールデンウィー
ク1,675 円、年末年始2,010円）、
レセプト請求業務 1,340 円
申込み　３月31日㈫（必着）までに、
履歴書 （写真貼付） を郵送または
直接市医師会

※ 持参の場合の受付時間：平日午前
9時～午後 5時

※ 面接日は後日連絡します。
※ 応募多数の場合は書類選考があります。
※ 出務日前に実習をかねた勤務日があ
ります。

休日急病診療所職員（事務員）

市医師会（〒485‐0044
常普請１‐318☎ 73‐9970）

令和２年度会計年度任用職員（公立保育園）
職名 時給 勤務時間 勤務日数

延長保育士① 1,331円～ 7：30～（３～６時間） 週３日・週６日
※7：00～の勤務園あり

延長保育士② 1,331円～ 【平日】～18：30【土曜日】12：30～18：30

【平日】３～６時間
【土曜日】６時間　
週３日・週６日
※～19：00までの勤務園あり

保育補助員
（保育士資格不要） 1,079円～ 【朝】7：30～10：30【夕】15：30～18：30

週３日～週５日
※朝・夕両時間勤務可能

事務看護師 1,263円～ 8：30～17：00
9：00～16：00 週３日・週５日

用務員 970円～ 8：00～16：30 週３日・週５日

調理員 970円～ 9：00～16：00 週５日

雇用期間　４月１日～令和３年３月31日
※ 1年ごとに更新あり
申込み　３月16日㈪から、履歴書（写真貼付）・申込書・必要な資格証明書を
郵送または直接幼児教育・保育課

※ 受付後、日程を決めて面接を行います。
※ その他、相談に応じます。

幼児教育・保育課（〒485‐8650住所不要 ☎76‐1130）

■自衛隊幹部候補生（一般）
採用時期 令和３年３月下旬から４月上旬
応募資格 令和３年４月１日現在、日
本国籍を有する22歳以上26歳未満
の方（大学院の修士課程を修了した
もの（令和２年３月学位取得見込み
を含む）にあっては28歳未満の方）
１次試験　５月９日㈯、10日㈰
※ 10日は飛行要員希望者のみ
受付期間　５月１日㈮（必着）

■自衛隊一般曹候補生
採用時期 令和３年３月下旬から４月上旬
※ 上記の他に設定する場合があります。
応募資格　採用予定月現在、18歳
以上33歳未満の方
１次試験　５月23日㈯
受付期間　５月15日㈮（必着）
※ 応募方法については、下記までお問
い合わせください。

自衛官

自衛隊愛知地方協力本部小牧分駐所（☎ 73‐2190）

催　し
味岡市民センター
ロビーコンサート

内容　本庄小学校区生涯学習振興会
　「みんなで楽しく歌う講座」によ
る合唱です。
曲目　知床旅情、春の童謡メドレー、
花 ほか
とき　３月29日㈰正午～午後１時
ところ　味岡市民センターロビー

味岡市民センター（☎ 76‐7000） 小針の郷（☎71‐2370）

多彩なファンシーペーパー（色画
用紙のような色のついた厚手の紙）
で、紙とは思えない立体的で華やか
な作品を作ります。
とき　４月～９月の第３火曜日　午前
10時～正午（原則月１回）
ところ　小針の郷創作室
講師　長岡美枝子氏
対象 老人福祉センターの利用証をお
持ちの方
定員　12人程度
料金　無料（材料費 500 円、参加
当日徴収）

申込み ４月１日㈬から、所定の用紙
に必要事項を記入し、直接小針の郷

※ 申込みは本人に限ります。

ペーパーデコレーション（ペーパーアート）

※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



催　し

◆５歳以上　♯小学４年生以上　★中学生以上
※ 通常授業がある日は小・中学生は参加できません。
※ 小学生以下は保護者同伴で参加ください。
　（保護者はお子さんの付き添いになります。）
※ 保護者１人につき、お子さん２人まで参加可能です。
※ 教室に申込みをしていないお子さんを連れての参加は不可。

ところ プラザハウス　　対象 市内在住・在勤・在学の方が優先
※ 各教室は一部を除き１回で終了し、継続教室ではありません。
※ 申込者多数の場合は抽選
申込み ３月31日㈫ （必着、定員に満たない場合は開催日前日）までに、希望教
室名、参加日、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、保護者氏名（ふりがな、保
護者同伴の場合）、年齢、学年、電話番号を一世帯ごとに記入し、
はがき・ＦＡＸ・メールまたは直接プラザハウス

※ １人で複数の教室を申し込むこともできます。
※ 詳しくは、市ホームページ（QRコード）をご覧ください。

教　室　名 と　き 定　員

布ぞうりを編んでみよう ★
４月 15日㈬

午前９時 30分
～正午

各５人
５月 20日㈬
６月 25日㈭

ステンドグラスを作ろう
（２回で１つの作品を作ります） ★

４月16・23日㈭
６月 ３・10日㈬

さき織りでコースターを作ろう ★
５月21日㈭

各６人
６月16日㈫

チェック皿を作ろう ＃ ５月６日（水・休）

午前 10時
～正午

６人

とんぼ玉ブレスレットを作ろう ＃
５月 13日㈬

各６人
６月 18日㈭

サンドブラストで鏡に絵を描こう ◆
５月３日（日・祝）

各 10人

６月 21日㈰

花のモビールを作ろう（紙すき） ◆
５月 27日㈬
６月７日㈰

新聞ちぎり絵ではがきを作ろう ◆
５月５日（火・祝）
５月 24日㈰

ペン立てを作ろう（サンドブラスト）◆
５月 17日㈰
６月 28日㈰

プラザハウス（〒４８５‐０８０２ 大草５７８６‐８３
☎ ７８‐５０１６ 78‐5061 saisei@city.komaki.lg.jp）

特別体験教室

第17期「聞いてたのしい・覚えてやさしい・唄ってうれしい」
ふれあい民謡講座

内容　団体指導で１回２曲を目標に勉強
（約10曲）
とき ４月～９月の第２・４木曜日　午前
11時～正午（原則月２回）
ところ　小針の郷教養室
講師　森信佐句（日本民謡協会師範
教授）
対象 老人福祉センターの利用証をお
持ちの方

定員　30人程度
料金　参加費 300円（譜面代／曲）
※ 当日徴収
持ち物 録音機（希望者のみ）
申込み　４月１日㈬から、所定の用紙
（小針の郷に用意）に必要事項を記
入し、直接小針の郷

※ 申込みは本人に限ります。

小針の郷（☎ 71‐2370）

音声認識や自動運転などで人工知能
の応用が広がっています。人工知能はど
うやって作るのでしょうか ？ また、どんな
ことができるのでしょうか ？ 人工知能の仕
組みを簡単に理解して、人工知能を使っ
たデモンストレーションを体験します。
とき ５月16日㈯午前10時～11時30分
ところ 中部大学　春日井キャンパス
対象 市内在住の小学４～６年生とその保護者
定員　親子20組
※ 申込者多数の場合は抽選
受講料　親子１組750円
講師 山下隆義氏（中部大学 工学部
情報工学科 准教授）
申込み ４月16日㈭（必着）までに、
往復はがきに講座名、郵便番号、
住所、親子の氏名・ふりがな、年齢（お
子さんの学年も）、性別、電話番号
を記入し、郵送または返信用はがき
を持参し、直接こまなびサロン

※ こまき市民文化財団ホームページの
「生涯学習情報サイトこまなび」から
も申込できます。

※ 定員に空きがあれば締切後も受付可

中部大学連携親子講座「人工
知能（AI）ができることは？
～人工知能の仕組みを理解して、

触れてみよう～」

こまき市民文化財団
こまなびサロン

（〒485‐0041小牧 2‐107
☎ 77‐8269）

第 50回市民茶会
とき ４月５日㈰午前 10時～午後３時
ところ　青年の家
席主　表千家　森宗冨
　　　裏千家　磯村宗乴

せつ

料金　前売券 3,000 円、当日券
2,000 円（点心なし）

茶道連盟（☎７3‐２658）
こまき市民文化財団（☎ 71‐９７００）

※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
29 2020

3.15 広報 282020
3.15広報

催　し
市の施設の展示会

と　き 名　称 内　容

まなび創造館５階センターモール（☎ 71‐9848）※第３火曜日休館

 ３月  29 日㈰
～４月 ２ 日㈭

桂華書道教室
作品展
※初日は正午から、最終日は午後6時まで

書道作品90点を展示します。

 ４月   ３  日㈮
　  ～ ４ 日㈯

小牧市女性の会
活動報告
※初日は正午から、最終日は午後４時まで

パネル・手芸作品を
展示します。

 ４月   ８  日㈬
　  ～ 18日㈯

アクアの会
水彩画展
※初日は正午から、最終日は午後４時まで

水彩画40点を展示します。

 ４月  10 日㈮
　  ～ 17日㈮

写遊会
作品展
※初日は午前11時から、最終日は午後３時まで

写真22点を展示します。

まなび創造館４階市民ギャラリー（☎ 71‐9848）※第３火曜日休館
 ３月  21 日㈯
　  ～ 28日㈯
午前10時～午後８時

第９回小牧南高校写真部作品展 写真約70点を展示します。

 ４月  14 日㈫
　  ～ 19日㈰
午前10時～午後５時

小牧市美術協会展
※初日は午後１時から、最終日は午後４時まで

作品70点を展示します。

味岡市民センター（☎ 76‐7000）
 ３月  18 日㈬
　  ～ 27日㈮

水彩画レモンの会
作品展
※初日は午前11時から、最終日は午後４時まで

水彩画20点を展示します。

 ４月  11 日㈯
　  ～ 23日㈭

キッコロ
絵手紙展
※初日は午前９時から、最終日は午後３時30分まで

絵手紙約100点を展示します。

北里市民センター（☎ 71‐1197）

 ３月  21 日㈯
　  ～ 29日㈰

こだま水彩画会春季作品展
花のかたち
※初日は午前10時30分から、最終日は午後４時まで

水彩画・パステル画約50点を
展示します。

東部市民センター（☎ 79‐0011）

 ３月  28 日㈯
　  ～ 29日㈰

第２回華遊庵
作品発表会
※初日は正午から、最終日は午後３時まで

季節の活け花約15点を
展示します。

  ４月  ２  日㈭
～５月 ７ 日㈭

古布を使ったミニ和風タペ
ストリー展示
※初日は午前10時20分から、最終日は午後４時30分まで

和風タペストリーを
展示します。

こまき新産業振興センター　ビジネストレンドセミナー
「全体像を把握すれば怖くない！AI－OCRを体験しよう！」

内容　人工知能を利用した高精度な
文字認識AI－OCR、業務で活用し
ていくためのポイント等を解説しま
す。【前半】AI－OCRの体験【後半】
AI－OCR×RPAの導入事例紹介
とき ４月17日㈮午後３時～４時30分
ところ　こまき新産業振興センター
講師　RPAテクノロジーズ山岸泰大
氏

対象 市内で事業を営んでいる方など
定員　20人
申込み　申込書（こまき新産業振興
センター、商工振興課、市ホーム
ページに用意）に必要事項を記入
し、郵送・FAXまたは直接こまき
新産業振興センター

※ こまき新産業振興センターホーム
ページから直接申込みもできます。

こまき新産業振興センター（〒485‐0041小牧5‐253
☎75‐3900 75‐3900）

ふれあい音楽広場
「フレッシュコンサート」
ポルタメント小牧に新しい会員が加
わりました。お昼のひとときに新入会
員のソプラノ・サックス・マリンバの
演奏をお楽しみください。皆さんの
ご来場お待ちしております。
出演 井上三佳（ソプラノ）、中島諒子
（サックス）、植田光紀（マリンバ）
とき　４月５日㈰午後０時 15 分～
（35分間）
ところ　味岡市民センターロビー
定員　60人程度
※ 椅子席には限りがありますのでご了
承ください。

こまき市民文化財団
（☎71‐9700）

国が実施する「小規模事業者持続
化補助金」や市が実施する「小牧市小
規模事業者情報発信支援補助金」な
ど小規模事業者向けの制度の概要や
申請時の注意事項、申請に必要な事
業計画作成手法について説明します。
とき　４月９日㈭午後２時～３時30分
ところ　商工会議所会館４階大会
議室
対象　市内小規模事業者・創業予
定者限定
定員　30人
申込み　４月３日㈮までに、受講申
込書（商工会議所に用意）に必要
事項を記入し、FAX・メール・電
話で商工会議所

補助金活用セミナー
各種補助金制度の概要及び
補助金採択の秘訣！

商工会議所
（☎72‐1111 76‐2581

info@komaki-cci.or.jp）

第15回小牧三曲連盟定期演奏会
～筝・三絃・尺八の調べ～

とき　４月５日㈰午後１時 30 分～
（午後１時開場）
ところ　味岡市民センター講堂

三曲連盟（☎ 79‐5982）
こまき市民文化財団（☎ 71‐９７００）

※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



催　し

◆５歳以上　♯小学４年生以上　★中学生以上
※ 通常授業がある日は小・中学生は参加できません。
※ 小学生以下は保護者同伴で参加ください。
　（保護者はお子さんの付き添いになります。）
※ 保護者１人につき、お子さん２人まで参加可能です。
※ 教室に申込みをしていないお子さんを連れての参加は不可。

ところ プラザハウス　　対象 市内在住・在勤・在学の方が優先
※ 各教室は一部を除き１回で終了し、継続教室ではありません。
※ 申込者多数の場合は抽選
申込み ３月31日㈫ （必着、定員に満たない場合は開催日前日）までに、希望教
室名、参加日、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、保護者氏名（ふりがな、保
護者同伴の場合）、年齢、学年、電話番号を一世帯ごとに記入し、
はがき・ＦＡＸ・メールまたは直接プラザハウス

※ １人で複数の教室を申し込むこともできます。
※ 詳しくは、市ホームページ（QRコード）をご覧ください。

教　室　名 と　き 定　員

布ぞうりを編んでみよう ★
４月 15日㈬

午前９時 30分
～正午

各５人
５月 20日㈬
６月 25日㈭

ステンドグラスを作ろう
（２回で１つの作品を作ります） ★

４月16・23日㈭
６月 ３・10日㈬

さき織りでコースターを作ろう ★
５月21日㈭

各６人
６月16日㈫

チェック皿を作ろう ＃ ５月６日（水・休）

午前 10時
～正午

６人

とんぼ玉ブレスレットを作ろう ＃
５月 13日㈬

各６人
６月 18日㈭

サンドブラストで鏡に絵を描こう ◆
５月３日（日・祝）

各 10人

６月 21日㈰

花のモビールを作ろう（紙すき） ◆
５月 27日㈬
６月７日㈰

新聞ちぎり絵ではがきを作ろう ◆
５月５日（火・祝）
５月 24日㈰

ペン立てを作ろう（サンドブラスト）◆
５月 17日㈰
６月 28日㈰

プラザハウス（〒４８５‐０８０２ 大草５７８６‐８３
☎ ７８‐５０１６ 78‐5061 saisei@city.komaki.lg.jp）

特別体験教室

第17期「聞いてたのしい・覚えてやさしい・唄ってうれしい」
ふれあい民謡講座

内容　団体指導で１回２曲を目標に勉強
（約10曲）
とき ４月～９月の第２・４木曜日　午前
11時～正午（原則月２回）
ところ　小針の郷教養室
講師　森信佐句（日本民謡協会師範
教授）
対象 老人福祉センターの利用証をお
持ちの方

定員　30人程度
料金　参加費 300円（譜面代／曲）
※ 当日徴収
持ち物 録音機（希望者のみ）
申込み　４月１日㈬から、所定の用紙
（小針の郷に用意）に必要事項を記
入し、直接小針の郷

※ 申込みは本人に限ります。

小針の郷（☎ 71‐2370）

音声認識や自動運転などで人工知能
の応用が広がっています。人工知能はど
うやって作るのでしょうか ？ また、どんな
ことができるのでしょうか ？ 人工知能の仕
組みを簡単に理解して、人工知能を使っ
たデモンストレーションを体験します。
とき ５月16日㈯午前10時～11時30分
ところ 中部大学　春日井キャンパス
対象 市内在住の小学４～６年生とその保護者
定員　親子20組
※ 申込者多数の場合は抽選
受講料　親子１組750円
講師 山下隆義氏（中部大学 工学部
情報工学科 准教授）
申込み ４月16日㈭（必着）までに、
往復はがきに講座名、郵便番号、
住所、親子の氏名・ふりがな、年齢（お
子さんの学年も）、性別、電話番号
を記入し、郵送または返信用はがき
を持参し、直接こまなびサロン

※ こまき市民文化財団ホームページの
「生涯学習情報サイトこまなび」から
も申込できます。

※ 定員に空きがあれば締切後も受付可

中部大学連携親子講座「人工
知能（AI）ができることは？
～人工知能の仕組みを理解して、

触れてみよう～」

こまき市民文化財団
こまなびサロン

（〒485‐0041小牧 2‐107
☎ 77‐8269）

第 50回市民茶会
とき ４月５日㈰午前 10時～午後３時
ところ　青年の家
席主　表千家　森宗冨
　　　裏千家　磯村宗乴

せつ

料金　前売券 3,000 円、当日券
2,000 円（点心なし）

茶道連盟（☎７3‐２658）
こまき市民文化財団（☎ 71‐９７００）

※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
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催　し
市の施設の展示会

と　き 名　称 内　容

まなび創造館５階センターモール（☎ 71‐9848）※第３火曜日休館

 ３月  29 日㈰
～４月 ２ 日㈭

桂華書道教室
作品展
※初日は正午から、最終日は午後6時まで

書道作品90点を展示します。

 ４月   ３  日㈮
　  ～ ４ 日㈯

小牧市女性の会
活動報告
※初日は正午から、最終日は午後４時まで

パネル・手芸作品を
展示します。

 ４月   ８  日㈬
　  ～ 18日㈯

アクアの会
水彩画展
※初日は正午から、最終日は午後４時まで

水彩画40点を展示します。

 ４月  10 日㈮
　  ～ 17日㈮

写遊会
作品展
※初日は午前11時から、最終日は午後３時まで

写真22点を展示します。

まなび創造館４階市民ギャラリー（☎ 71‐9848）※第３火曜日休館
 ３月  21 日㈯
　  ～ 28日㈯
午前10時～午後８時

第９回小牧南高校写真部作品展 写真約70点を展示します。

 ４月  14 日㈫
　  ～ 19日㈰
午前10時～午後５時

小牧市美術協会展
※初日は午後１時から、最終日は午後４時まで

作品70点を展示します。

味岡市民センター（☎ 76‐7000）
 ３月  18 日㈬
　  ～ 27日㈮

水彩画レモンの会
作品展
※初日は午前11時から、最終日は午後４時まで

水彩画20点を展示します。

 ４月  11 日㈯
　  ～ 23日㈭

キッコロ
絵手紙展
※初日は午前９時から、最終日は午後３時30分まで

絵手紙約100点を展示します。

北里市民センター（☎ 71‐1197）

 ３月  21 日㈯
　  ～ 29日㈰

こだま水彩画会春季作品展
花のかたち
※初日は午前10時30分から、最終日は午後４時まで

水彩画・パステル画約50点を
展示します。

東部市民センター（☎ 79‐0011）

 ３月  28 日㈯
　  ～ 29日㈰

第２回華遊庵
作品発表会
※初日は正午から、最終日は午後３時まで

季節の活け花約15点を
展示します。

  ４月  ２  日㈭
～５月 ７ 日㈭

古布を使ったミニ和風タペ
ストリー展示
※初日は午前10時20分から、最終日は午後４時30分まで

和風タペストリーを
展示します。

こまき新産業振興センター　ビジネストレンドセミナー
「全体像を把握すれば怖くない！AI－OCRを体験しよう！」

内容　人工知能を利用した高精度な
文字認識AI－OCR、業務で活用し
ていくためのポイント等を解説しま
す。【前半】AI－OCRの体験【後半】
AI－OCR×RPAの導入事例紹介
とき ４月17日㈮午後３時～４時30分
ところ　こまき新産業振興センター
講師　RPAテクノロジーズ山岸泰大
氏

対象 市内で事業を営んでいる方など
定員　20人
申込み　申込書（こまき新産業振興
センター、商工振興課、市ホーム
ページに用意）に必要事項を記入
し、郵送・FAXまたは直接こまき
新産業振興センター

※ こまき新産業振興センターホーム
ページから直接申込みもできます。

こまき新産業振興センター（〒485‐0041小牧5‐253
☎75‐3900 75‐3900）

ふれあい音楽広場
「フレッシュコンサート」
ポルタメント小牧に新しい会員が加
わりました。お昼のひとときに新入会
員のソプラノ・サックス・マリンバの
演奏をお楽しみください。皆さんの
ご来場お待ちしております。
出演 井上三佳（ソプラノ）、中島諒子
（サックス）、植田光紀（マリンバ）
とき　４月５日㈰午後０時 15 分～
（35分間）
ところ　味岡市民センターロビー
定員　60人程度
※ 椅子席には限りがありますのでご了
承ください。

こまき市民文化財団
（☎71‐9700）

国が実施する「小規模事業者持続
化補助金」や市が実施する「小牧市小
規模事業者情報発信支援補助金」な
ど小規模事業者向けの制度の概要や
申請時の注意事項、申請に必要な事
業計画作成手法について説明します。
とき　４月９日㈭午後２時～３時30分
ところ　商工会議所会館４階大会
議室
対象　市内小規模事業者・創業予
定者限定
定員　30人
申込み　４月３日㈮までに、受講申
込書（商工会議所に用意）に必要
事項を記入し、FAX・メール・電
話で商工会議所

補助金活用セミナー
各種補助金制度の概要及び
補助金採択の秘訣！

商工会議所
（☎72‐1111 76‐2581

info@komaki-cci.or.jp）

第15回小牧三曲連盟定期演奏会
～筝・三絃・尺八の調べ～

とき　４月５日㈰午後１時 30 分～
（午後１時開場）
ところ　味岡市民センター講堂

三曲連盟（☎ 79‐5982）
こまき市民文化財団（☎ 71‐９７００）

※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


