
広 報 こまきこまき

わくわくガイド

米国滞在9年で各種資格や経歴の優
しい女性講師を中心に老若男女が仲
良く英会話を楽しんでいます。https://
abc.7ab.biz
とき　毎週土曜日午前10時～11時30分
ところ　東部市民センター or オンラ

インZoom
対象　中学生からシニア
料金　700円～（各回）
申込み　無料体験等事前

問合せ用QRコードからお気軽に

仲間と楽しく英会話サークル
佐久間（☎ 090‐6573‐0741)

※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

卓球にテニス・バレーボールなど
60歳以上、どなたでもすぐに楽しめ
る優しいスポーツ。健康維持と親睦
がモットー！
とき　毎週金曜日午後1時30分～16時
ところ　パークアリーナ サブアリーナ
対象　60歳以上
料金　2,000円（半年）
問合せ　電話で久野（見学・体験後

申込み）

金曜友の会
久野（☎ 090‐6098‐5045 ）

木枠にたて糸を張り、絵や写真を基
にした下絵に沿って、よこ糸の色を
変えながら絵を織っていきます。見
学歓迎。
とき　第1・3木曜日午後１時30分～

３時30分
ところ　市公民館 学習室
料金　1,000円（1回）
申込み　電話で元田

絵織物サークル
元田（☎ 090‐3956‐6607 )

全日本空手道連盟、愛知県空手道連
盟に所属し（オリンピック競技団体）
県下最古の空手道場です。地域の本庄
祭り、桃花台祭りにも参加しています。
とき　１部 午後６時～８時　２部 午

後７時～９時
対象　１部 幼児～小中学生の初心者

と親子（親は無料） ２部 小学生～
大人

ところ　

料金　3,000円～4,000円（月額）
複数の曜日で申込み可

申込み　直接会場で河合

聖雅館
河合（☎ 090‐2779‐8156 ）

曜日 場所
毎週火曜日 本庄会館
第1・3水曜日 桃ケ丘会館
第2・4水曜日 古雅集会所
毎週木曜日 桃山区民会館
毎週金曜日 古雅集会所

毎週土曜日 桃ケ丘小学校
※ 合同練習

わくわくガイドに掲載しませんか？
サークル活動の仲間を募集したい！自分たちの発表会、作品展を見に来てほしい！など
市民の皆さんに情報を発信してみませんか？わくわくガイドは毎月1日号の広報に掲載
されています。詳しくは下記宛てにお問合せください。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【問合せ】こまき市民活動ネットワーク
　　　　　小牧3-555　☎48-6555　FAX：48-6556

仲間になりませんか

太極拳は年齢・性別を問わず、心身
の健康をもたらすことができます。初
心者大歓迎です。
とき　第1・3火曜日午前10時～正午
ところ　西部コミュニティセンター 講堂
料金　600円（月額）
申込み　電話で川合

健康太極拳サークル
川合（☎ 090‐1787‐2537 )

部員大募集！「楽しいソフトボー
ル」をモットーに活動しています。
男の子も女の子も初心者も大歓迎で
す。優しく指導します。ぜひ見学・
体験に来てください。
とき　毎週土曜日午後 0 時 30 分～ 4
時 毎週日曜日午前 9 時～正午
ところ　米野小学校グラウンド
対象　小学1～5年生
料金　1,000円（月額）
申込み　電話又は直接グラウンドで青木

米野フレンズ
青木（☎ 68‐6109 )

外国人講師を招いての英会話サーク
ルです。幅広い年齢層の方々が参加
しております。英会話に自信の無い
方もぜひご参加願います。
とき　毎週土曜日午前 10 時～正午
ところ　市公民館 4階 チェスルーム
料金　3,000円
申込み　電話で中村

英会話サークル
Green Orange

中村（☎ 090‐6368‐8085 )
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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

　わが家のお金の事、一緒に話して
みませんか？暮らしのワンポイント
もお伝えします。※お子さんはお母
さんと同室で係が見守ります。
とき　11 月 12 日㈭・26 日㈭午前
10 時 30 分～ 11 時 30 分
ところ　こまき市民交流テラス 多目

的室 1（ラピオ２階）
対象　子育て中の方
定員　3 人（申込先着順）
料金　各 100 円（資料代）
申込み　11 月１日㈰～ 10 日㈫電話

話で銅谷

名古屋友の会 小牧最寄
暮らしとお金のトークルーム

銅谷（☎ 78‐6018 ）

参加しませんか

　今や健康で自立した人生 100 年は
科学的に対処すれば実現できる時代
を迎えています。その秘訣５項目を
シェアしましょう。
と き　11 月 18 日 ㈬ 午 前 10 時 30
分～正午
ところ　こまき市民交流テラス（ラ

ピオ２階）
定員　30 人（申込先着順）
申込み　11 月１日㈰～ 15 日㈰の午

後５時～ 9 時に電話、または氏名、
電話番号、年齢を記載の上、メール
で長谷川

シニア低山登ろうかい
アンチエイジングへの挑戦

長谷川（☎ 090‐8187‐6963、
  hasegawa-yoshimasa@

nifty.com ）

コロナウイルス禍の中、茶の間等
で過ごす機会が多くなりましたが、
テレビ等で独演される江戸時代から
の文化の歴史を楽しんで頂けたらと
思います。講師 玉置 崇氏
と き　11 月 14 日 ㈯ 午 後 2 時 30

分～
ところ　こまき市民交流テラス（ラ

ピオ２階）
定員　33 人（申込先着順）
料金　1,000円（会員及び学生・生徒

無料）
申込み　電話で永田

尾張小牧歴史文化振興会
第４８回歴史勉強会

「落語の歴史あれこれ」
永田（☎ 42‐9800 )

You Tube 無料 Live 配信。「もの
のけ姫」セレクション、「紅蓮華」
など演奏会を生配信します。下記
You Tube チャンネル QR コードを
読み取ってご覧ください。
と き　11 月 22 日 ㈰ 午

後 1 時～配信

ルロウブラスオルケスター
カラフルコンサート

中村（　　rurouinfo@gmail.com )

小牧の歴史を学びたいと考えてい
る人。座学と巡見をして理解を深め
る。講師 栗木英次氏と共に学び歩い
てみよう。
とき　毎月第１金曜日午前９時～正
午
ところ　市公民館または中部公民館
料金　2,000円（年間）
申込み　電話またはメールで加藤

小牧の歴史風景
クリエイ会

加藤（☎ 090‐4193‐6534、
　  kkengokkato@gmail.com )

ゆったりヨーガ
伊藤（☎ 73‐7567 )

身体に合わせたゆったりと安心して
できるヨーガ。十分な間隔をとり、
活動できます。※体験可。未経験者
歓迎。
とき　原則第２～４火曜日午前 10 時
～ 11 時 30 分
ところ　ふらっとみなみ 和室
対象　女性
定員　4名（申込先着順）
料金　3,000円（月額）人数にて変動

の可能性あり※別途入会金1,000円
必要

申込み　電話で伊藤

出かけませんか

大輪 3 本立、だるま作り、福助、
懸崖、盆栽つくり等の菊を多数展示。
とき　11 月２日㈪～５日㈭午前９

時～５時（２日は午後３時～、５
日は午後１時まで）

ところ　勤労センター 多目的ホール

小牧市園芸連合会
第４５回小牧市菊花展

永津（☎ 75‐2559 )

わがまち桃花台に、ひとりでも多
くの音楽好きを。演奏：光ヶ丘中
学校出身ピアニスト桃花台文化大使 
前田陽一朗氏。演目：乙女の祈り（パ
ダジェフスカ）トルコ行進曲（モー
ツァルト）亜麻色の髪の乙女（ドビ
ュッシー）他
とき　11 月８日㈰午後 2 時～開演、

午後１時 15 分～開場
ところ　東部市民センター 講堂
定員　300 人（先着順）
※当日午後０時 45 分～整理券配布

桃花台を考える会
第１回桃花台音楽まつり

建部（☎ 090‐4259‐4868 ）

　ウィメンズネットこまき共催令和
2 年度グループ企画研修会。若い世
代のセクシャルマイノリティ当事者
の声から、子育てと多様性社会を考
えてみませんか。
とき　12 月 16 日㈬午後１時 15 分
～３時（開場は午後１時）
ところ　まなび創造館 研修室または

オンライン（Zoom）
定員　20 人（申込先着順）
申込み　11 月 30 日㈪まで

に QR コードから申込み

コトトモ
若きセクシャルマイノリティ
と学ぶ子育てと多様性社会

へのヒント
鈴木（☎ 090‐7105‐4000 ）


