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仲間になりませんか

毎回ネーティブ・スピーカーをゲスト
として招き、その時々のトピックについ
て英語でディスカッションして意見、情
報などを交換します。終了後、希望者は
ゲストを囲んで昼食に行きます。
（https://ameblo.jp/kwfa-2020/）
とき 毎月第 1・3土曜日（原則）
午前 9時 30分～正午

ところ　味岡市民センター 3 階 会議室
（部屋変更の場合あり）
対象　英語能力向上のモチベーションが
ある方

料金　4,000円（半年会費10～3月）、
7,000 円（年会費 4～ 3月）
初回見学無料
申込み　電話かメールで水谷
または当日直接開場へ（見学無料）

Komaki English Workshop
英語ディスカッションで

スキルアップ
水谷（☎090‐7613‐8626
hmz164jp@yahoo.co.jp）

正しいえんぴつの持ち方を覚えて、ひ
らがな・カタカナ・漢字を楽しく学ぶ。
とき 毎週火曜日 午後 2時 30 分～
4時 30分、毎週水曜日 午後 5時
30 分～ 7 時 30 分、毎週金曜日 
午後 2時 30分～ 5時、毎週土曜日
午前 10時～正午

ところ　まなび創造館（毎週水・金・土曜日）、
東部市民センター（毎週火曜日）

対象　年少～小学 2年生
定員　各 10人
　　　（申込先着順）
料金　2,000 円（月額）
申込み　9月 1日㈬から
電話で小川

幼児かきかたクラブ
小川（☎75‐2714）

こまき市民活動ネットワークまで
住所　小牧 3‐555 ラピオ 2階
☎ 48‐6555 48‐6556

わくわくガイド
に情報を掲載しませんか
お待ちしております

中南米・スペイン等のラテン語に
関心のある方、旅行予定の方など、
南米出身のネイティブの先生から旅
先での会話など学びませんか。スペ
イン料理等の特別教室も感染症が落
ち着けば実施。
とき　毎月第 2・4土曜日 午後 6時～
7時 30分

ところ　市公民館 4階チェスルーム
教室使用不可の場合オンライン
対象　どなたでも、スペイン語に関心の
ある初心者から上級者まで

料金　5,000 円（3カ月）
申込み　メールもしくは電話で小沢

G
ヒ ラ ソ ル

IRASOL
スペイン語を話そう

小
こ
沢
ざわ
（☎ 090‐3308‐3710 
kozawa-m@ccnw.ne.jp）

ダンスの基礎から楽しいストレッチや
トレーニング♪ 毎年行われるイベント
に向けて 1曲を作り上げていきます。
火曜日は大人っぽいジャズクラス、
木曜日は元気いっぱいキッズクラス
と韓国大好きK-popクラス 。
とき 毎週火曜日　午後7時 30分～
9時 30分
毎週木曜日　①午後 5時 45分～ 6時
45分、②午後 7時～ 9時

ところ　まなび創造館　多目的室
対象　火曜日：中学生、高校生
　　　木曜日：① 3歳～小学校低学年
　　　　　　　②小学生以上
料金　1,000 円（月額）
申込み　QRコードもしくは電話で谷中

D
ディー　　　ヴィヴァーチェ

☆ vivace
Let's dance!!

谷
たに
中
なか
（☎ 090‐7613‐8626）

パークアリーナでシルバー向けのスポ
ーツ（テニス・卓球・バレーボールなど）
を楽しみ、健康維持と懇親を一番大
切にしている同好会です。会員募集！
この機会にまずは覗いてみませんか。
とき　毎週金曜日　
　午後 1時 30分～ 4時
ところ　パークアリーナ小牧
対象　60 歳以上の
　　　健康な男女
定員　30 人
料金　2,000 円
　　　（半年毎）
申込み　電話で久野（または活動ぶりを
見て、体験してみませんか）

金曜友の会 
シルバー世代のスポーツ同好会

久野（☎ 090‐6098‐5045）

軽スポーツ年間 22回、体力維持、
勝負にこだわらず仲間と明るく楽し
んでいます。（内容：カローリング、
ミニ・ショートテニス、ペタンク、
卓球、ボーリング、パークゴルフ、
ウォーキング、忘年会など）
とき 毎月第 1・3火曜日 午後 1時
30分～ 3時 30分

ところ　パークアリーナ小牧または
四季の森

対象　老若男女問わずどなたでも
　　（女性歓迎）
料金　2,000 円（年額）
    他、自己負担あり
申込み　電話で長田

1
いちはち

8スポ大
だい

長
おさ
田
だ
（☎ 080‐9486‐4386）

英語は喋ってなんぼ。恥をかいて
なんぼ。楽しいメンバーと一緒に世
界を広げよう！　無料体験有
とき　毎週土曜日 午前 10時～正午
ところ　市公民館 4階
対象　英会話初級～中級程度
料金　1 回 2時間 1,000 円
（隔週での受講応相談）
申込み　電話で矢次

Saturday　Mate
サタディ　メイト

矢
や
次
つぎ
（☎ 090‐9194‐1801）
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出かけませんか

美
み
波
なみ
（☎ 73‐4283）

駒
こま

光
みつ

会
第 25回 駒光会
 民謡・太鼓まつり

民謡、唄、三味線、太鼓、踊り、エレ
キギター 等
とき　9 月 19日㈰　
　 開演：午後 12時 30分
　（開場：正午）
ところ　　
味岡市民センター
定員　250人

0、1、2歳　親子講座

酒
さ
向
こう
（☎ 090‐9193‐4419）

未就園児の親子さんと学研の教材
を使って絵本の読み聞かせやリトミ
ック、製作などを行います。
とき　9月3日㈮　午前11時～
　10月1日㈮　午前11時～
ところ　市民交流テラス 
   多目的室2　ラピオ２階
対象　未就園児の親子
料金　教材費として 1回 550円
申込み　9 月 1日㈬～ 30日㈭　
　電話で酒向

参加しませんか

～ 1日かぎりのキッズワーク～　
　郵便局の社員になりきって、いろ
んなお仕事を体験してみよう！お仕
事をしたあとは、お楽しみが待って
るよ！
【イベント内容】　・郵便局ごっこ（窓

口ごっこ・配達ごっこ・内務ごっ
こ）・クラフト体験（いろいろ作っ
ちゃおう！）　・フォトブースで記
念写真を撮ろう！（ぽすくまと仲
間たち・警察ミニ白バイ・消防関係）
とき　10 月 31 日㈰ 午前 10 時～
午後 5時（3部制）①午前 10時～
11 時 45 分 ②午後 1 時～ 2 時
45分 ③午後 3時～ 4時 45分
ところ　こまきこども未来館、小牧
駅前にぎわい広場、ワクティブこ
まき、ラピオ小牧、小牧市中央図
書館イベントスペース
対象　幼児から小学校低学年
定員　各時間 100組 申込先着順
申込み 詳細はQRコードにて

日本郵便株式会社
「～150年分のありがとう～
みんなの郵便局 in小牧」

150年お客さま感謝イベント事務局
（☎ 070‐1655‐3082
　　平日午前 10時～午後 5時） 秋の里山を散策し、草花や樹木を

観察して木の実を拾い（栗拾い）、
秋の里山を楽しみましょう。環境整
備のお手伝いを。
とき　9 月 26日㈰ 午前 10時
 （受付：午前 9時 30分）
ところ　大山地区、うなぎ谷、すず
なりの森（小雨決行）
持ち物　里山で活動できる服装 、
軍手、飲み物、レジ袋
定員　40 名　先着順
料金　1 家族 500 円＋ 1 人に付き
100円（保険料）
申込み
　9月 1日㈬～ 20日㈪電話で鈴木

尾張すずなり会
秋の里山散策会

（秋の里山を楽しむ会）
鈴木（☎090‐1416‐7123）

とき・ところ・内容
開催日 場所・会場・講師 集合場所・時間 テーマ

9月10日㈮
歴史講座

ふれあいセンター
３階
藤堂氏

大会議室
午後１時20分集合

午後１時30分～３時30分
古文書から見た小牧宿

9月17日㈮
ウォーキング 小牧山散歩 小牧山れきしる前

午前9時30分集合
小牧の宝である
小牧山を巡って

宝の箱を開けてみよう！

10月22日㈮
ウォーキング

史跡多い
味岡庄を歩く

味岡駅
午前9時集合

天正小牧古戦場の秀吉方の
最前線をめぐる

11月19日㈮
ウォーキング

伊木山城
（各務原市）

健脚の方（山歩有）

伊木の森公園内
伊木の森駐車場
午前10時集合

美濃･尾張攻防戦：調略の跡
“伊木山城を訪ねる”

12月10日㈮
歴史講座

ふれあいセンター
３階

玉置　崇氏

大会議室
午前9時50分集合
午前10時～正午

プロ教師がさりげなく行っ
ている話し方の技術

1月21日㈮
歴史講座

北里市民センター
西川菊次郎氏

講堂
午前9時20分集合

午前9時30分～11時30分
『小牧の地名』

定員　15人（申込先着順）
料金　300円（資料代）小牧山散歩無料
申込み　電話またはショートメールで石川

小牧歴史ガイドボランティア たぶの木会 歴史ウォーキング・歴史講座
石川（☎090‐8955‐4419）


