


郵便往復はがき ※

何
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）

63円

往　信

※

申
込
・
問
合
せ
先
宛

①申込講座
②郵便番号・住所
③氏名・フリガナ
④年齢・性別
⑤電話番号

※小牧市外在住の方は、
　市内勤務先(学校)・住所を
　明記してください。

郵便往復はがき

（
こ
の
折
り
目
を
内
側
に
し
て
折
っ
て
く
だ
さ
い
）

63円

返　信

あ
な
た
の
ご
住
所

お
名
前

(必要事項)

講座案内
公民館・各センター等で多彩な講座が企画されています。

申込方法・問合せについて

市民企画講座 （P2～6）の申込について

●往復はがきの記入例

○こまなびサロン開催分
こまき市民文化財団ホームページ
（生涯学習情報サイトで「講座を探す」⏎）
(http://www.komaki-bunka.or.jp/komanabi/)

○北里・味岡・東部市民センター開催分
小牧市ホームページ
(http://www.city.komaki.aichi.jp/) 内で、

●インターネットからもお申込みいただけます。
〈Web申込〉

○○市民センター 市民企画講座 　検 索

財団HP生涯学習
QRコード

小牧市HP

＜Ｗeb申込の場合＞
開催講座により、申込アドレスが異なります。
右を参照してお申込みください。
＜往復はがきの場合＞
往復はがきに記入例を参考に必要事項をご記入の上、
申込・問合せ先までお申込みください。
（往復はがき1枚につき、1講座1名申込）

○こまなびサロン（小牧市公民館3F）
　〒485-0041　小牧市小牧ニ丁目107番地
○味岡市民センター
　〒485-0006　小牧市久保新町60番地
○東部市民センター
　〒485-0815　小牧市篠岡ニ丁目23番地
○北里市民センター
　〒485-0051　小牧市下小針中島ニ丁目130番地

18歳以上の方

定員を超えた講座は小牧市内在住・在勤・在学の方を優先として
抽選を行います。抽選結果は本人あてに返信用はがきで通知しま
すので、返信用はがきにも必ず住所・氏名を記入してください。
（Web申込の場合はEmailで連絡します。）

受講決定通知が届きましたら、指定の施設にて期間内に受講料・教
材費をお支払いください。

①応募が10名に満たない場合は中止することがあります。
②応募できる講座は1施設につき1人2講座までです。
③講師や会場の都合等により日程を変更する場合があります。
④申込者本人以外、受講できません。
⑤特別な記載(託児有等)のあるもの以外、お子様づれの受講はご
遠慮ください。

●申込方法

●受講資格

●受講者の決定

●受講事前手続き

●その他

●申込・問合せ先

その他の講座 講座毎に申込方法等が異なる場合がありますので、
詳細は直接、申込・問合せ先へ電話等でお問合せください。
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市民企画講座市民企画講座

申込は P1参照
または
web申込

令和５年度前期の市民企画講座は、P２のこまなびサロンからP６の北里市民センターまでの２2講座です。

こまなびサロン
(　　　　　　　　　)小牧市公民館･中部公民館

創垂館
小牧市公民館3F・こまなびサロン
Tel 77-8269
Fax 39-5671 (月曜休み)

所在地／〒485-0041小牧二丁目107番地
Email／komanabi@komaki-bunka.or.jp
交　通／名鉄「小牧」駅　徒歩10分

中部公民館

れきしるこまき

創垂館

1

開催日 申込

申込・問合せ先等

受講料時　間 教材費

1,800円 3,000円19:00～20:30

本格的なプログラミングで
ゲームをつくろう!!
（オンライン親子講座）

プロが使うJavaScript言語でオリジナルゲームを作ります。初めてでもわか
りやすく教えます。プログラマーの疑似体験にもなります。

市民企画講座 ［ 親 子 ］

会場 Zoom利用が可能な自宅等 申込締切 4/19

P1参照7/4、7/11、7/18、7/25、8/1、8/8      
曜日火6回

定員／8組16名こまき市民文化財団こまなびサロン Tel 77-8269

講師／青木　貴宏

申込

3

開催日

申込・問合せ先等

受講料時　間 教材費

1,500円 900円13:30～15:30

初めてのやさしい絵手紙初めてのやさしい絵手紙初めてのやさしい絵手紙

大胆な絵に心をこめた短い言葉を添える絵手紙。その基礎とコツをやさ
しく学ぶ初心者向けの講座です。道具を持っていなくても大丈夫です！

市民企画講座 ［ 一 般 ］

会場 小牧市公民館 申込締切 4/19

P1参照6/6、6/13、6/20、7/4、7/11、7 /18      
定員／20名

曜日火6回
こまき市民文化財団こまなびサロン Tel 77-8269

講師／岡田　理恵

1回

2回

3回

4回

5回

6回

レモンの絵手紙
野菜の絵手紙・落款作り
花の絵手紙
果物の絵手紙
とうもろこしの絵手紙
アイデア絵手紙で暑中見舞い

親子

市民企画講座は、「学びたい人」と「学んだことを活かしたい人」がつながる講師公募型の講座です。
講座を受講して学ぶだけでなく、これまで培った知識や技能を活かしたい人が、自ら講座を企画して開催することができます。

※子ども対象：小４～中３
※この講座はZoomを
利用したオンライン講
座です。詳しくはWeb
申込サイト（左上にQR
コード有）をご覧くだ
さい。（6/27に事前ミ
ーティングを行う予定
です）

講座
夜

4

開催日 申込

申込・問合せ先等

受講料時　間 教材費

900円 1,100円13:30～15:00

初心者集まれ!やさしく学べる水墨画初心者集まれ!やさしく学べる水墨画初心者集まれ!やさしく学べる水墨画

初級のお手本を模写して、基本的な筆遣いをしっかり学びます。墨の色の
美しさを味わい、墨で描く楽しさを感じて下さい。

市民企画講座 ［ 一 般 ］

会場 小牧市公民館 申込締切 4/19

P1参照6/2、6/16、 7/7、7/21、8/4、8/25
定員／30名

曜日金6回
こまき市民文化財団こまなびサロン Tel 77-8269

講師／墨舟会

2

開催日 申込

申込・問合せ先等

受講料時　間 教材費

900円 なし13:30～15:00

徳川家康の実像にせまる徳川家康の実像にせまる徳川家康の実像にせまる

徳川家康の真実に近い姿を資料をもとに明らかにする。

市民企画講座 ［ 一 般 ］

会場 小牧市公民館　 申込締切 4/19

P1参照6/1、6/15、7/6、7/20、8/10、8/24    
定員／30名

曜日木6回
こまき市民文化財団こまなびサロン Tel 77-8269

講師／木村　裕保

1回

2回

3回

4回

5回

6回

松平竹千代（後の家康）苦難の日々
桶狭間の戦い前後
武田氏（勝頼）の滅亡と本能寺の変
小牧・長久手の戦い
秀吉没後の勢力争い　関ヶ原の戦い
大坂冬の陣・夏の陣　平和を願った家康

1回

2回

3回

4回

5回

6回

チューリップ　練習
チューリップ　清書
菖蒲　練習
菖蒲　清書
蘭　練習
蘭　清書

1回

2回

3回

6回

5回

4回

エディタの使い方
「もぐらたたき」プログラミング①
「もぐらたたき」プログラミング②
「もぐらたたき」プログラミング③
オンラインお絵描きソフトの使い方
オリジナル作品の作成①
オリジナル作品の作成②
発表 ※申込はWebのみ。はがき申込はできません。※道具貸出有り（1回100円）
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1回

2回

3回

4回

5回

6回

レース風カゴバッグ（底）
レース風カゴバッグ（側面）
レース風カゴバッグ（飾り）
レース風カゴバッグ（仕上げ）
風車模様のバスケット（底と側面）
風車模様のバスケット（飾りと仕上げ）

5

開催日

申込・問合せ先等

受講料時　間 教材費

1,800円 2,700円13:30～15:30

クラフトバンドで作る
レース風カゴバッグと風車模様のバスケット
クラフトバンドを使って 2 種類の模様のバッグとバスケットを作ります。飾
りや模様は、作品を編み上げたあと、上から飾り付ける方法で仕上げます。

市民企画講座 ［ 一 般 ］

会場 小牧市公民館　 申込締切 4/19

P1参照申込6/7、6/21、7/5、7/19、8/2、8/30    
定員／15名

曜日水6回
こまき市民文化財団こまなびサロン Tel 77-8269

講師／三澤　智子

1回

2回

3回

4回

骨盤底筋群とは？
骨盤底筋トレーニングの重要なわけとは？
骨盤トレーニング日常活用法
骨盤底筋ヨガまとめ

10

開催日

申込・問合せ先等

受講料時　間 教材費

1,000円 なし10:00～11:30

初心者のためのやさしい
骨盤底筋ケアヨガ＠創垂館
初心者のためのやさしい
骨盤底筋ケアヨガ＠創垂館
初心者のためのやさしい
骨盤底筋ケアヨガ＠創垂館

骨盤底筋を鍛えることでボディラインが整い、心も身体も元気に。骨盤
底筋を鍛えるヨガで健康的な習慣を身に付けましょう。

市民企画講座 ［ 一 般 ］

会場 創垂館 申込締切 4/19

P1参照申込6/9、6/16、6/23、6/30  
定員／20名

曜日金4回
こまき市民文化財団こまなびサロン Tel 77-8269

講師／鵜川　安希予

1回

2回

3回

4回

5回

ウクレレ基礎知識
フォーム～チューニング（音合わせ）
左手 : 基本的なコード（和音）を覚えよう
右手 : いろんなリズムで弾いてみよう
応用編 : 新しいコード＆リズムで新曲を！
総まとめ
※楽器レンタル有り（１回 500円）

申込

8

開催日

申込・問合せ先等

受講料時　間 教材費

1,250円 なし9:30～11:00

弾いてみよう!ウクレレ弾いてみよう!ウクレレ

老若男女問わず楽器経験も不問。たいへん親しみやすい癒しの楽器「ウ
クレレ」を簡単に分かりやすく指導します。

講師／ジューク・オカヨシ

市民企画講座 ［ 一 般 ］

会場 中部公民館 申込締切 4/19

P1参照6/4、6/18、7/2、7/16、8/6     
定員／20名

曜日日5回
こまき市民文化財団こまなびサロン Tel 77-8269

1回

2回

3回

4回

本物のかすみ草を使って
本物のあじさいを使って
小花を使って①
小花を使って②

申込

6

開催日

申込・問合せ先等

受講料時　間 教材費

2,000円 3,300円9:30～11:30

ブーケピアス・イヤリング作りブーケピアス・イヤリング作り

ドライフラワーやプリザーブドフラワーを使ったブーケピアス・イヤリン
グを作ります。花の選び方や金具・工具の使い方も学びます。

講師／村口　信代

市民企画講座 ［ 一 般 ］

会場 中部公民館 申込締切 4/19

P1参照6/17、7/15、8/19、9/16     
定員／10名

曜日土4回
こまき市民文化財団こまなびサロン Tel 77-8269

1回

2回

3回

4回

5回

6回

簡単でいい声の出し方
曲の内容や歌詞の意味
イタリア語を読む（フリガナを使って）
実際にオペラの曲を聴く
今まで学んだことの確認
ミニステージに上がり、大合唱！！

申込

9

開催日

申込・問合せ先等

受講料時　間 教材費

900円 なし19:00～20:30

イタリアオペラを気軽に歌おう！
～VA PENSIEROに挑戦～
イタリアオペラを気軽に歌おう！
～VA PENSIEROに挑戦～

難しいと思われがちなオペラの合唱を簡単に歌うことができる秘密を、
プロのテノール歌手がゆっくり丁寧に教えます。

講師／山下　玲皇奈

市民企画講座 ［ 一 般 ］

会場 中部公民館 申込締切 4/19

P1参照8/18、9/1、9/15、9/29、10/6、10/20     
定員／30名

曜日金6回
こまき市民文化財団こまなびサロン Tel 77-8269

講座
夜

あり
託児

定員：3名
（満１歳～就学前）
申込方法：応募はがき・Web
申込フォームに「託児希望」
とお子様の年齢を必ず明記

1回

2回

3回

4回

5回

道具やルールを知ろう
アンシャル体とは
アンシャル体を書く
飾り文字に挑戦
作品作り

申込

7

開催日

申込・問合せ先等

受講料時　間 教材費

1,500円 3,500円18:30～20:00

仕事帰りに『カリグラフィー』を
書いてみよう
仕事帰りに『カリグラフィー』を
書いてみよう

アルファベットを美しく書く手法を学びます。古代ローマ時代後期に使用
されていた書体を通して、写本にみられる飾り文字にも挑戦しながら、
最後に小さな作品を完成させます。

講師／梶野　洋美

市民企画講座 ［ 一 般 ］

会場 小牧市公民館 申込締切 4/19

P1参照6/14、6/28、7/12、7/26、8/2 
定員／15名

曜日水5回
こまき市民文化財団こまなびサロン Tel 77-8269

講座
夜
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12

開催日

申込・問合せ先等

受講料時　間 教材費

900円 3,000円10：00～12：30

70歳からのイキイキ健康教室
（調理実習付き）
70歳からのイキイキ健康教室
（調理実習付き）
70歳からのイキイキ健康教室
（調理実習付き）

高齢期の健康と栄養について学びます。講座の後半は、なじみのある
郷土料理等を作って、交流を図ります。

市民企画講座 ［ 一 般 ］

会場 小牧市公民館 申込締切 4/19

P1参照申込6/2、6/30、8/4      
定員／16名

曜日金3回
こまき市民文化財団こまなびサロン Tel 77-8269

講師／近藤　真由美

1回

2回

3回

4回

5回

6回

ストレッチの大切さ　ワルツステップの基本
ワルツの復習　タンゴの練習
ワルツ・タンゴの復習　スローの練習
ワルツ・タンゴ・スローの復習
これまでの復習　パソドブレの練習
総復習

申込

11

開催日

申込・問合せ先等

受講料時　間 教材費

1,500円 なし10:00～11:30

ハートフルエクササイズ ＋ リズム体操ハートフルエクササイズ ＋ リズム体操
プラスプラス

社交ダンスのステップを使って、一人で音楽に乗って踊ります。懐かし
い曲や脳活体操等、楽しくできるリズム体操も取り入れます。

講師／勝　恵子

市民企画講座 ［ 一 般 ］

会場 小牧市公民館 申込締切 4/19

P1参照6/6、6/20、7/11、7/25、8/8、8/22    
定員／20名

曜日火6回
こまき市民文化財団こまなびサロン Tel 77-8269

1回

2回

3回

フレイルとは？その予防と対策
調理実習 : 朴葉ずし（又はちらしずし）
低栄養の予防と対策
調理実習 : 焼肉たれづくり・焼肉定食
健康長寿が意味するもの
調理実習 : 五平餅づくり　 ※受講対象年齢：65歳以上

1回

2回

3回

4回

愛され笑顔の作り方
ほうれい線を解消しよう
目のまわりのたるみを解消しよう
たるみのないフェイスラインを作ろう

定員／25名

3

開催日

申込・問合せ先等

受講料時　間 教材費

800円 なし10:00～11:30

市民企画講座 ［ 一 般 ］

50歳から素敵に輝く笑顔トレーニング

表情筋を鍛えるトレーニングを通じて素敵な笑顔の作り方を学びます。
年齢を重ねることを楽しみ、日々の暮らしを笑顔で過ごしましょう！

講師／松下　美奈子

会場 東部市民センター 申込締切 5/16

6/23、7/28、8/25、9/22
曜日金4回
東部市民センター  Tel 79-0011

P1参照申込

申込は P1参照
または
web申込

東部市民センター

Tel ７９-００１１  
Fax ７９-００１３    (公民館月曜休み)

所在地／〒485-0815 篠岡二丁目23番地
Email／toshimin@city.komaki.lg.jp   
交　通／ピーチバス「桃花台センター」停 徒歩5分

消防署東支署

定員／25名

1

開催日

申込・問合せ先等

受講料時　間 教材費

800円 800円10：00～11：30

市民企画講座 ［ 一 般 ］

筆ペンで楽しく文字と絵を
描いてみようー己書

筆ペンを使って「キレイ」ではなく「楽しい」「自由な」文字や絵を描きます。

講師／本　美保

会場 東部市民センター 申込締切 4/30

6/10、6/24、7/8、7/22
曜日土4回
東部市民センター  Tel 79-0011

1回

2回

3回

4回

筆ペンになれよう
（基本練習）
パステルで
色付けしてみよう
大切な人に
暑中見舞いを出そう
世界に一つの手作りうちわを作ってみよう

P1参照申込

定員／30名

2

開催日

申込・問合せ先等

受講料時　間 教材費

450円 なし19:00～20:30

市民企画講座 ［ 一 般 ］

初めてのゆったりフラダンス初めてのゆったりフラダンス初めてのゆったりフラダンス
ハワイアンミュージックに乗りながら、皆でゆったりとフラを踊ります。
フラの基礎からゆっくり丁寧にお教えしますので、皆で楽しみましょう♪

講師／山口　ゆり子

会場 東部市民センター 申込締切 4/30

6/7、6/14、6/21
曜日水3回
東部市民センター  Tel 79-0011

1回

2回

3回

基本のステップや手の動かし方等を学ぼう
曲に合わせて楽しく踊ろう
ゆっくり復習しながら楽しく踊ってみよう

P1参照申込

講座
夜こまき健康いきいきポイントこまき健康いきいきポイント

詳細は、市役所・各市民センター・保健センター等に
設置のパンフレットや市ホームページをご覧ください。

このポイントが一定の基準に達すると、県下の協力店で
サービスが受けられるお得な　　　　　　　　　や　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　をプレゼント！こまきプレミアム商品券（1,000円分）

Myca（まいか）

健康に関する講座への参加をはじめ、
あなたに合った健康づくりに取組むと、
健康いきいきポイントが付与されます。
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1回

2回

3回

4回

5回

6回

はじめまして／リトミックって何？
脳と身体を刺激しよう
リクエストソングでリトミック
浜辺の歌とトルコ行進曲の違いって？
コミュニケーションで心の健康を
カノンにチャレンジ
※ヨガマット各自持参

定員／15名

1

開催日

申込・問合せ先等

受講料時　間 教材費

1,800円 なし１３:３０～１５：００ 

市民企画講座 ［ 一 般 ］

大人・シニアリトミック
～音楽のチカラで健康と脳活性～

イスを使ってリトミックをします。音楽に合わせて身体を動かしましょう。
講師／平岡　里奈

会場 味岡市民センター 申込締切 5/12

6/7、6/21、7/5、7/19、8/2、8/16
曜日水6回
味岡市民センター  Tel 76-7000

P1参照申込

1回

2回

3回

4回

5回

6回

絵手紙の基本を覚えよう
梅雨・葉脈
あの頃の思い出
暑中見舞い
墨の魔力（表現法）
パンを描こう
※道具貸出有り(初回無料。2回目以降毎回200円)

定員／10名

2

開催日

申込・問合せ先等

受講料時　間 教材費

3,000円 500円１３：３０～１５：３０

市民企画講座 ［ 一 般 ］

四季の絵手紙四季の絵手紙四季の絵手紙
絵手紙を通して季節に触れ「お元気ですか」たった一言。絵手紙で気
持ちが伝わることを実感。なんども読み返したくなるそんな絵手紙を
楽しみましょう。

講師／小岸　広子

会場 味岡市民センター 申込締切 4/28

6/1、6/15、7/6、7/20、8/3、8/17
曜日木6回
味岡市民センター  Tel 76-7000

P1参照申込

1回

2回

3回

4回

整理収納と断捨離との違い／人と物の関係
整理収納の基本を学びましょう
目的別・タイプ別　収納を考える
収納の工夫やアイディア、暮しの習慣

定員／20名

4

開催日

申込・問合せ先等

受講料時　間 教材費

1,000円 なし10：00～11：30

市民企画講座 ［ 一 般 ］

お片付けが苦手でも大丈夫！
整理収納で快適な暮らしを
手に入れましょう♪

お片付けが苦手でも大丈夫！
整理収納で快適な暮らしを
手に入れましょう♪

お片付けが苦手でも大丈夫！
整理収納で快適な暮らしを
手に入れましょう♪

捨てましょうから始めなくていい！整理収納×建築×コーチング
片付が苦手だった建築士と一緒に楽しく快適な住空間を考えましょう♪

講師／荒川　淳子

会場 味岡市民センター 申込締切 5/12

6/9、6/23、7/14、7/28
曜日金4回
味岡市民センター  Tel 76-7000

P1参照申込

1回

2回

3回

4回

5回

季節の食材を使おう
みんな大好きピザ!!
デザートまで作ります
北海道発祥のパンに挑戦
家にある食材を使ったパン
新発見のパンを作ってみよう

定員／12名

3

開催日

申込・問合せ先等

受講料時　間 教材費

2,000円 4,500円９：３０～１２：３０

市民企画講座 ［ 一 般 ］

楽しい手作りパン楽しい手作りパン楽しい手作りパン

初めての方でも出来るパンとデザートを学びます。
生地から手でこねパンを焼きあげる所まで学びます。

講師／冨山　希文

会場 味岡市民センター 申込締切 4/28

6/3、6/17、7/1、7/15、8/5
曜日土5回
味岡市民センター  Tel 76-7000

P1参照申込

申込は P1参照
または
web申込

味岡市民センター

Tel ７６-７０００
Fax ７６-７２８８   (公民館月曜休み)

所在地／〒485-0006 久保新町60番地
Email／ajshimin@city.komaki.lg.jp
交　通／名鉄「味岡」駅　徒歩5分

県
道
名
古
屋
犬
山
線

田縣神社

　こまき市民文化財団では、生涯学習推進の基盤となる地域
活動を支援するために、様々なジャンルの講師を募集していま
す。人並み以上の知識や技能をお持ちの方は、奮って登録をお
願いいたします。
　登録していただいた講師の一覧表（生涯学習市民講師名簿）
を、小牧市公民館や北里・味岡・東部市民センター、こまき市民
交流テラス、市役所の文化・スポーツ課にて配布しております。
また、財団ホームページの「生涯学習情報サイトこまなび」でも
見ることができます。是非ご活用ください。

生涯学習市民講師名簿に登録を

●問合せ先
こまき市民文化財団こまなびサロン  
Tel ０５６８－７７－８２６９

●講師名簿ホームページ
https://www.komaki-bunka.or.jp/komanabi/lifelecture/

講師名簿 QRコード

あり
託児

定員：3名
（満１歳～就学前）
申込方法：応募はがき・
Web申込フォームに
「託児希望」とお子様の
年齢を必ず明記

あり
託児

定員：3名
（満１歳～就学前）
申込方法：応募はがき・
Web申込フォームに
「託児希望」とお子様の
年齢を必ず明記

こ ま な び 5 KOMA-Navi



1回

2回

3回

4回

「４シーズン」を知る
パーソナルカラーを見つける①
パーソナルカラーを見つける②
パーソナルカラーの効果的な使い方を学ぶ

定員／20名開催日

受講料時　間 教材費

1,400円 なし１０：００～１２：００

短期講座 ［ 一 般 ］

「似合う色」で自分を
さらにブラッシュアップ♪
「似合う色」で自分を
さらにブラッシュアップ♪
「似合う色」で自分を
さらにブラッシュアップ♪ 講師／宮本　眞由美
会場 味岡市民センター 申込締切 5/26

７/12、７/26、８/９、８/23
曜日水4回

1回

2回

3回

4回

思いどおりに身体を動かせますか？
座ったポーズ
立ったポーズとねたポーズ
ポーズを流す ※持ち物にヨガマットが必要です。

定員／20名開催日

受講料時　間 教材費

1,400円 なし１４：００～１５：３０

短期講座 ［ 一 般 ］

身体のかたい人のためのヨーガ身体のかたい人のためのヨーガ身体のかたい人のためのヨーガ
講師／蛯原　雅代

会場 味岡市民センター 申込締切 5/26

７/４、７/18、８/８、８/22
曜日火4回

2

開催日

申込・問合せ先等

受講料時　間 教材費

900円 なし１０：３０～１２：００

基礎から学ぶペンと小筆

手書き文字の暖かさや美しさを基本から丁寧に教えます。鉛筆、水性ペ
ン、筆ペン、小筆等、習いたいもので練習します。

市民企画講座 ［ 一 般 ］

会場 北里市民センター 申込締切 5/12

P1参照申込６/７、６/２１、７/５、７/１９、８/２、８/１６      
定員／30名

曜日水6回
北里市民センター　Tel 71-1197

講師／佐藤　典子

1回

2回

3回

4回

5回

6回

基礎練習（姿勢・持ち方）
住所・氏名の練習（楷書）
住所・氏名の練習（行書）
慶事・仏事の表書き
連綿線を学ぶ
書道を楽しむ

3

開催日

申込・問合せ先等

受講料時　間 教材費

900円 3,300円９：３０～１１：３０

押し花講座

押し花の作り方、小物作り、長く色の変色しない押し花額を作ります。
押し花の楽しさを伝え、仲間と交流しましょう。

市民企画講座 ［ 一 般 ］

会場 北里市民センター 申込締切 5/12

P1参照申込６/２、６/１６、６/３０      
定員／15名

曜日金3回
北里市民センター　Tel 71-1197

講師／小塚　有紀子

1回

2回

3回

押し花の作り方としおり作り
花の押し方・保管方法を学び、
しおりを作りましょう

ミニフレーム作り
簡単に密封できるミニ
フレームを作りましょう

押し花額作り
花をデザインして押し花額を
作りましょう

1

開催日

申込・問合せ先等

受講料時　間 教材費

1,500円 なし１３：００～１４：３０

論語の世界を一緒に楽しもう

孔子が求めたものは何だったのか。孔子の生涯や時代背景などを紐解き
ながら、論語を読んで孔子が目指した世界を探ってみましょう。

市民企画講座 ［ 一 般 ］

会場 北里市民センター 申込締切 4/19

P1参照申込５/２７、６/１０、６/２４、７/８、７/２２、８/５      
定員／20名

曜日土6回
北里市民センター　Tel 71-1197

講師／三澤　弘一

1回

2回

3回

4回

5回

6回

論語って何？
生きている論語
漢字の成り立ち
孔子の弟子たち
論語の素読と理解
まとめ

北里市民センター

Tel ７１-１１９７
Fax ７１-３５５１ (公民館月曜休み)
所在地／〒485-0051 
　　　　下小針中島二丁目130番地
Email／kishimin@city.komaki.lg.jp
交　通／巡回バス「北里市民センター西」停 徒歩1分

申込は P1参照
または
web申込

※ペン、習字道具、紙は各自持参
※ペン等は初回に講師から購入可能

短期講座短期講座

Web申込
QRコード申込方法

往復はがきもしくはweb申込フォーム(ＱＲコード)に
講座名・郵便番号・住所・氏名（フリガナ）・電話番号・年齢・性別を明記のうえ、お申し込みください。
なお、市外在住の方は、勤務先（学校）の名称と所在地を明記してください。
　　　　　　   味岡市民センター 〒485-0006 小牧市久保新町60番地 Tel 76-7000申込・問合せ先等
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高齢者学級(対象：市内在住在勤の60歳以上の方)
高齢化時代にあって、一人ひとりが生きがいのある人生を送るために、

高齢期の健康問題や現代社会に対応できる知識の習得、仲間づくりを目指す学級です。

定員
受講料
など

申込方法

申込締切日

１往復はがきの場合

２Web申込の場合
○味岡・東部・北里市民センター開催分

※講座の内容により教材費を徴収します。　※社会見学は、入場料など本人負担です。

＜今回からインターネットからもお申込みいただけます＞　※応募は、一人一か所に限ります。　　

※応募多数の場合は、抽選とさせていただきます。
4月14日（金）必着

学　級　名　（開催場所）
小牧市公民館ゆうゆう学級　

味岡ゆうゆう学級

東部ゆうゆう学級

北里ゆうゆう・つつじ学級

（小牧市公民館　こまなびサロン）

（味岡市民センター）

（東部市民センター）

（北里市民センター）

回数

16 回

18 回

18 回

18 回

定員

40人

30人

30人

28人

受講料

2,400円

2,700円

2,700円

2,700円

問合せ先

（０５６８）７７－８２６９

（０５６８）７６－７０００

（０５６８）７９－００１１

（０５６８）７1－１１９７
北里ゆうゆう・つつじ
合同学級の対象者は 市内在住在勤の 60歳以上の方 市内在住在勤の 18歳以上の女性の方と になります。

ゆうゆう学級

往復はがきに、①学級名 ②住所・郵便番号 ③氏名（ふりがな） ④性別 ⑤年齢 ⑥電話番号を明記して
ご希望の開催場所へ送付してください。（今回から、こまなびサロン一括ではなくなりました。）

小牧市ホームページ（http://www.city.komaki.aichi.jp）内で

○こまなびサロン開催分
こまき市民文化財団ホームページ
生涯学習情報サイトで「講座を探す」⏎

http://www.komaki-bunka.or.jp/komanabi/

開催場所
こまなびサロン
味岡市民センター
東部市民センター
北里市民センター

送付先
485‐0041 小牧市小牧 2－107（市公民館 3 階）
485‐0006 小牧市久保新町 60
485‐0815 小牧市篠岡２－２３
485‐0051 小牧市下小針中島２－１３０

○○市民センター　ゆうゆう学級　あるいは　ゆうゆう・つつじ学級 検索

小牧市公民館
ゆうゆう学級
QRコード

小牧市HP

ふれあい、学びあい、生きがい再発見                            
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テーマ

小牧市公民館　ゆうゆう学級

わくわく どきどき 学びの楽しさ
講　座　内　容回 月 日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

開講式／名古屋コーチンの魅力を探る

大人のための音楽ワークショップ

カローリングに挑戦

オーケストラの表と裏

消費者トラブルを未然に防ごう

美術館の仕事　～もっと楽しむ美術と美術館～

食べものを科学的に見つめてみる

星空案内／望遠鏡が変えた世界

源氏物語と女性たち

いきいき元気アップ　～イスヨガ～

小牧の歴史（徳川家と小牧）

小牧街並み探検　～小牧の語り部と歩く～

創垂館でお点前を　～ゆうゆうミニ茶会～

社会見学（未定）

小牧山城発掘について

星空と想い出の歌／閉講式
※都合により、講座内容が変更になる場合があります。 
※11月から市公民館の大規模改修工事のため、
　開催場所が近隣公共施設になります。   　

■開催日 : 原則として毎月 第 1・第 3水曜日
■時　間 : 午前９:３０～１１:３０
■場　所 : 小牧市公民館　

 5 24

 6 7

 6 21

 7 5

 7 19

 8 9

 8 23

 9 6

 9 20

 10 11

 10 18

 11 1

 11 15

 12 6

 12 20

 1 10

テーマ

東部　ゆうゆう学級

イキイキ学習・すこやか人生
講　座　内　容回 月 日

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

開講式／円滑な暮らしのための会話テクニック
健康体操で体も心もスッキリ
社会見学
避難所生活を乗り切る災害時の豆知識・夏編
東海の建築散歩～建物の見方・調べ方～
ラク家事講座　－掃除＆洗濯編－
「あ」のひとことに込めるいろんな気持ち
地域福祉と認知症サポート
焼きたて手ごねパンを作ろう
美術館の仕事～もっと楽しむ美術と美術館
シニアのためのおうち筋トレ
「要約筆記」をご存じですか？
寄せ植えで楽しむ正月飾り
カラダは食べた物からできている／チョコレートの世界へようこそ！
あいちの花は日本一！
郷土史を知る
中部フィルハーモニー交響楽団による講座（テーマ未定）
千年前のファッションが今に伝わるその理由／閉講式

　※都合により、講座内容が変更になる場合があります。 

■開催日 : 原則として　毎月 第 1・第 3水曜日
■時　間 : 午後１:３０～３:３０
■場　所 : 小牧市東部市民センター

 6 7
 6 21
 7 5
 7 19
 8 2
 8 16
 9 6
 9 20
 10 4
 10 18
 11 1
 11 15
 12 6
 12 20
 1 17
 1 31
 2 7
 2 21

テーマ

味岡　ゆうゆう学級

ときめく学びで新たな一歩を踏み出そう
講　座　内　容回 月 日

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

開講式／笑顔の表情筋トレーニング(90分)
ラク家事
誰でも簡単にできる足もみ健康法
唱歌はどこからやってきたのか
終活フェア
漢字の成り立ちと意味
防災・減災 地震編／避難訓練
ビニールテープを使った楽しい小物作り
自力整体
社会見学（未定）
大人のための脳トレ（指体操・指計算）
名古屋友禅について
ストップ・ザ 交通事故
ドローンが拓く未来
世界各地にある「世界遺産」の紹介
お口の健康は体の健康
色彩の心理学
くらしのなかの血流改善～入浴と蒸気温浴～／閉講式

　※都合により、講座内容が変更になる場合があります。 

■開催日 : 原則として毎月 第２・第４木曜日　
■時　間 : 午前９:３０～１１:３０
■場　所 : 小牧市味岡市民センター

 5 25
 6 8
 6 22
 7 13
 7 27
 8 24
 9 7
 9 21
 10 12
 10 26
 11 9
 11 23
 12 7
 12 21
 1 11
 1 25
 2 8
 3 7

テーマ

北里　ゆうゆう・つつじ合同学級

ふれあい、学びあい、生きがい再発見                            
講　座　内　容回 月 日

　※都合により、講座内容が変更になる場合があります。 

■開催日 : 原則として毎月 第２・第４金曜日
■時　間 : 午前９:３０～１１:３０
■場　所 : 小牧市北里市民センター

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18

開講式／防ごう誤嚥性肺炎！ これであなたも歯（し）あわせ講座
小牧の歴史・散策～信長・家康から明治・昭和～
色を感じる脳と心
天気を読む
社会見学（半日）
旧約聖書の思想
平安時代の生活と源氏物語
色えんぴつでぬり絵にチャレンジ！
航空宇宙産業の振興
ミニトランポリンで筋力を維持しよう
癖字を直し、美しい文字を書いてみよう！
オーガニックハーブを使用して、ちょっと早めのクリスマスプレゼントを作りましょう
ゆったりヨガ～からだ年齢チェック～
社会見学（1日）

ハッピークリスマスクッキング

ヨーグルトのひみつ／カラダは食べた物からできている
絶滅のおそれのある愛知県の野生生物について
宇宙を飾る魅惑の天体とヴァイオリンが奏でる思い出のメロディ／閉講式

 5 26
 6 9
 6 23
 7 7
 7 21
 8 4
 8 18
 9 8
 9 22
 10 13
 10 27
 11 10
 11 24
 12 8
 12 15
 12 22
 1 12
 1 26
 2 9

web申込

web申込web申込

web申込
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その他の講座・イベントその他の講座・イベント

創垂館
れきしるこまき

文化・スポーツ課
(市役所本庁舎3F)

Tel 76-1166 
Fax 75-8283   
所在地／〒485-8650 堀の内三丁目1番地
交　通／巡回バス
　　　　「小牧市役所」停下車すぐ

こまき市民文化財団ホームページ内、
生涯学習情報サイトこまなびで
「大学連携講座」を検索。

往復はがきに、
①講座名　②郵便番号・住所　③氏名・フリガナ　④年齢・性別　
⑤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へ。

往復はがき

Ｗeb申込

※定員に空きがあれば締切後も受付可　
※申込多数の場合は、小牧市内在住・在勤・在学の方を優先して抽選を行います。

Web申込
QRコード

申込方法

往復はがき・窓口・市ホームページ申込フォーム ※一部 開催場所、時間が異なります。

対象：市内在住・在勤で60歳以上の健康で軽い運動ができる方

申込方法

定員／40名

開催日

申込・問合せ先等

受講料時　間 教材費
1,900円 なし13：30～15：30

いきいきシルバースポーツ学級
1年間をとおして、ミニテニスやカローリング等
さまざまな種目にチャレンジできます。

その他の講座 ［その他］ 

会場 パークアリーナ小牧ほか 申込締切 4/17

5/18、6/1、6/15、7/13、8/3、8/31、9/14、10/5、11/10（金）、
11/14（火）、11/30、12/21、1/11、2/1、2/15、3/7

曜日木16回

文化・スポーツ課　Tel 76-1166

往復はがき・窓口・市ホームページ申込フォーム申込方法

定員／60名

開催日

申込・問合せ先等

受講料時　間 教材費
300円 なし9：30～12：00（予定）

ノルディックウォーク講習会
「歩かなければ歩けなくなる！」ノルディックウォークとは、２本のポール
を使って歩行運動を補助し、運動効果をより増強する、誰でも気軽にできる
フィットネスエクササイズの一種です。ぜひこの機会に体験しませんか。

講師／全日本ノルディックウォーク連盟公認指導員

その他の講座 ［ 一 般 ］ 

会場 本庁舎601会議室、小牧山 申込締切 4/28

6/3　雨天予備日：6/10（土）
曜日土1回

文化・スポーツ課　Tel 76-1166
対象：市内在住・在勤・在学の方。（身長140cm以上の方）
ノルディックポールはご用意します。

文化・スポーツ課の講座申込方法について
郵送（往復はがき）・窓口・市ホームページ申込フォーム
【申込記入事項】①郵便番号 ②住所 ③参加者名（ふりがな）
④性別 ⑤年齢 ⑥電話番号 ⑦受講歴の有無
※親子ふれあい体操教室は、参加者（保護者と子）の
　氏名（ふりがな）・子どもの年齢・メールアドレスを記入。
※ノルディックウォーク講習会は、希望コース（A: 山頂まで歩く
　コース または　B: 平地を歩くコース）を記入。
※窓口でお申し込みの際は①～⑦を記入した用紙と
　返信用はがきを提出する。
※市外在住で小牧市内在勤・在学の方は、会社名（学校名）も記入。

申込方法

定員／30組

開催日

申込・問合せ先等

受講料時　間 教材費
1,550円 なし１０：００～１１：３０

親子ふれあい体操教室（前期）
親と子とのふれあいの中で、親は遊ばせ上手に、子どもは遊び上手にな
りましょう。

講師／NPO法人アイディアC体創協会

その他の講座 ［ 親 子 ］

会場 パークアリーナ小牧 申込締切 4/15

往復はがき・窓口・市ホームページ申込フォーム

5/9、5/16、5/23、5/30、6/6、6/13、6/20、6/27、
7/4、7/11　予備日：7/18

曜日火10回

文化・スポーツ課　Tel 76-1166

対象：市内在住・在勤の保護者とよちよち歩きから４歳未満児

親子

多くの人にとり動物は愛情の対象で
あり、同時に利用するものでもありま
す。しかし、動物は人の思いでどう扱
っても許される「もの」ではなく、「心あ
る存在」であることが明らかになって
きています。動物と共に生きていくた
めにはどう関わっていく必要がある
のかについて一緒に考えます。

講師／上野　吉一 氏
（中部大学 中部高等学術研究所 特任講師　元東山動植物園企画官）

動物福祉って何？
～人と動物の共生に向けて～

中部大学連携市民講座中部大学連携市民講座

曜日土
受講料時　間 教材費

250円 なし10：00～12：00

会場 小牧市公民館 講堂　 定員 80名
申込締切 8/23 7月から募集予定開催日

1 回

9/23

駿府御分物と
駿府御分物御道具帳
尾張家の駿府御分物の
その後

1回

講師／四辻　秀紀 氏
（名古屋経済大学 経営学部 特別教授　徳川美術館 特任学芸顧問）

徳川美術館が所蔵する、尾張徳川家
に伝えられた「駿府御分物」を中心
に、家康のお宝を紐解いていきます。

2回

家康のお宝探訪

名古屋経済大学連携市民講座名古屋経済大学連携市民講座

曜日土
受講料時　間 教材費

500円 なし10：00～12：00

会場 小牧市公民館 講堂　 定員 80名
開催日

2 回

申込締切 6/217/22、7/29

大学連携市民講座大学連携市民講座
こまなびサロン　Tel ７７－８２６９
〒485-0041 小牧二丁目107番地
小牧市公民館3F 9：00～17：00（月曜定休）

申込・問合せ

対象：中学生以上

対象：18歳以上
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小牧山歴史館
Tel 72-0712　
Fax 72-0712

当日歴史館まで申込・問合せ先

所在地／〒485-0046 堀の内一丁目1番地
交　通／巡回バス「小牧市役所」停 徒歩15分

文化財課（市役所本庁舎3F）

Tel 76-1189　
Fax 75-8283

申込方法詳細は、広報こまき５月１日号をご覧ください。申込・問合せ先

所在地／〒485-8650 堀の内三丁目1番地
Email／bunkazai@city.komaki.lg.jp
交　通／巡回バス「小牧市役所」停 下車すぐ

れきしるこまき （小牧山城史跡情報館）
Tel 48-4646
Fax 75-4651

電話でれきしるこまきまで（受付開始日未定）申込・問合せ先

所在地／〒485-0046 堀の内一丁目2番地
交　通／巡回バス「小牧市役所」停 徒歩３分

教えて れきしクン！
小牧山城＆徳川家康（タイトル仮）

講師／れきしクン

5/5（金・祝）開催日

①８０名・②３０名 定員に達し次第受付終了定員

①無料・②30円（保険代）受講料 なし教材費

①10：00～11：30
②13：00～15：00時間

れきしるこまきレクチャールーム・小牧山場所

【2】講演・フィールドワーク［親子］

歴史ナビゲーターのれきしクンを講師として、
①小牧山と徳川家康をテーマにしたこども向けの歴史講座と
②小牧山の遺構をめぐるフィールドワーク
※①と②は別講座。2つとも申込可。

定員に達し次第受付終了

「小牧山城の発掘品にふれてみよう！」

5/27（土）開催日

30名定員 100円（材料費）参加費

9：30～11：30時間

れきしるこまき　レクチャールーム場所

【3】ワークショップ［子ども］

実際に小牧山城の発掘品に触れたり、拓本、発掘品修復の模擬体験を行うなど
して、当時の人々の生活を知ったり考古学の魅力に触れるワークショップです。

定員に達し次第受付終了

「小牧山城石垣ジオラマをつくろう」

7/30（日）開催日

20名定員 400円（材料費）参加費

13：00～16：00時間

れきしるこまき　レクチャールーム場所

【4】ワークショップ［子ども］

夏休みの自由研究にピッタリ！小牧山城石垣のジオラマ模型を作ります。

令和５年度れきしるこまき企画展
愛知県最初の公園「小牧公園」１５０年の歩み（第１期）

4/1（土）～8/7（月）開催日

なし参加費なし定員

9：00～17：00時間

れきしるこまき通路場所

【1】企画展［どなたでも］

令和５年は愛知県最初の公園として「小牧公園」が誕生して１５０周年にあたり
ます。これを記念して、小牧山にかかわる写真や資料を展示する企画展です。

対象：市内在住の小学生。
応募者多数の場合抽選

こども歴史講座「2023知ろう！学ぼう！忍者の世界」
講師／長野　敦（影忍）

4/29（土・祝）開催日

15名定員

500円（材料費）受講料

10：00～12：00時間

4/9（日）17：00まで申込締切日

青年の家　講義室場所

【1】こども講座 ［子ども］

子どもたちを対象に、クイズ形式で忍者の技、武器等を説明し、最後は手裏
剣体験を行う、体験型講座です。

対象：市内在住の小学４年生～６年生と
その保護者。応募者多数の場合抽選

親子講座「やさしい電子工作」
講師／笹又　幹雄

8/6（日）開催日

10組20名定員

1,000円（材料費）受講料

10：00～12：00時間

未定申込締切日

青年の家　講義室場所

【2】親子講座 ［親子］

電子回路の仕組みを学びながら、簡単な電子工作物を組み立てます。

親子

4/16（日）、5/14（日）開催日

午前・午後　各12名 定員に達し次第受付終了定員

なし参加費

10：00～12：00
13：00～15：00時間

小牧山歴史館　玄関東側場所

【1】体験 ［どなたでも］甲冑試着会

どなたでも

小牧山城を訪れた方に甲冑の試着体験をしていただき、戦国武将の気分
を味わいます。

電話で青年の家まで申込・問合せ先

青年の家
Tel 76-3718　
Fax 71-4321

（木曜休み）

所在地／〒485-0046 堀の内一丁目2番地
Email／seinen@komaki-bunka.or.jp
交　通／巡回バス「小牧市役所」停 徒歩5分

6/7申込締切日受講料

14：00～15：30時間 まなび創造館場所

講師／第1回　石田　泰弘（愛西市教育委員会）
　　　第2回　池田　洋子（名古屋造形大学特任教授）
　　　第3回　蔭山　誠一（愛知県埋蔵文化財センター）

開催日

未定

その他講座 ［一般］歴史文化基礎講座

7/1（土）、7/8（土）、7/15（土）

300名定員

3回 各回ごとに募集

小牧の歴史につながる興味深い話にふれてみませんか。
第１回　「道中記からみる近世尾張の旅」尾張地方の観光
第２回　「小牧の美術文化財」
第３回　「小牧山城下町上御園遺跡の鍛冶工房の系譜」出土した
 フイゴ（鞴）の羽口からみた小牧山城下町の歴史

定員に達し次第受付終了

5/3（水・祝）開催日

200名定員 300円（呈茶代）参加費

10：00～15：00時間

小牧山歴史館　玄関東側場所

【3】体験 ［どなたでも］小牧山城茶会
小牧山山頂に茶席を用意し、お抹茶とお茶菓子を味わいながら小牧山
からの眺望を楽しんでいただきます。

毎週土日開催日

各日 ８名定員

定員に達し次第受付終了500円 ※館内の常設展を見学される方は
　200円（高校生以下無料）参加費

10：00～15：00時間

小牧山歴史館内及び外周場所

【2】体験 ［どなたでも］忍者衣装試着体験

どなたでも

毎週土曜日と日曜日に開催します。忍者衣装をまとって約１時間ほど館内
や外周などを自由に散策していただけます。

青年の家

小牧市役所

小牧山
歴史館

創垂館

れきしるこまき

小牧
警察署

小牧山歴史館

れきしるこまき 

青年の家

文化財課
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申込方法 小牧市スポーツ協会HP参照　随時会場で受付 定員／なし

1

開催日

受講料時　間

 月 4,000円
 入会金 3,000円

19：00～20：30（小学生）
19：00～21：00（中学生以上）

スポーツ教室（少林寺拳法）
その他の講座 ［一般・子ども］

会場 南スポーツセンター武道館（柔道場）

4/4～
曜日

毎
週火通年

申込方法 小牧市スポーツ協会HP参照　随時会場で受付 定員／なし

2

開催日

受講料時　間

 月 4,000円
 入会金 3,000円

18：30～20：00（小学生）
19：00～21：00（中学生以上）

スポーツ教室（少林寺拳法）
その他の講座 ［一般・子ども］

会場 応時中学校武道館

4/1～
曜日

毎
週土通年

毎週 曜日
通年 木 土

申込方法 小牧市スポーツ協会HP参照　随時会場で受付 定員／なし

3

開催日

受講料時　間

 月 4,000円
 入会金 3,000円

19：00～20：30（小学生）
19：00～21：00（中学生以上）

スポーツ教室（少林寺拳法）
その他の講座 ［一般・子ども］

会場 本庄会館

4/1～

毎
週 曜日通年 月

申込方法 小牧市スポーツ協会HP参照　随時会場で受付 定員／なし

9

開催日

受講料時　間

高校生まで 月2,500円
一般 月3,500円19：00～20：30

スポーツ教室（躰道）
その他の講座 ［一般・子ども・青年］

会場 篠岡中学校武道館

4/3～

毎週
通年

曜日水

申込方法 小牧市スポーツ協会HP参照　随時会場で受付 定員／なし

8

開催日

受講料時　間

小学3年生まで 月1,000円
高校生まで 月2,500円
一　般 月3,500円

18：50～20：00

20：00～21：30
幼児（年長）・小学1～3年生　

小学4年生～一般

スポーツ教室（躰道）
その他の講座 ［一般・子ども・青年］

会場 味岡中学校武道館

4/5～

毎週 曜日
通年 水 金

申込方法 小牧市スポーツ協会HP参照　随時会場で受付 定員／なし

4

開催日

受講料時　間

 月 4,000円
 入会金 3,000円

19：30～21：00（小学生）
20：30～21：30（中学生以上）

スポーツ教室（少林寺拳法）
その他の講座 ［一般・子ども］

会場 小牧原会館

4/5～

開催日 4/1～
申込方法 小牧市スポーツ協会HP参照　随時会場で受付

定員／なし

5

受講料時　間

月 2,000円18：30～21：00

スポーツ教室（合気道）
その他の講座 ［一 般］

会場 南スポーツセンター武道館（柔道場）
毎
週 曜日通年 土 日

開催日 4/3～
申込方法 小牧市スポーツ協会HP参照　随時会場で受付

定員／なし

6

受講料時　間

月 2,000円20：00～21：00

スポーツ教室（合気道）
その他の講座 ［一 般］

会場 光ヶ丘中学校武道館
毎
週 曜日通年 月 金

開催日 4/5～
申込方法 小牧市スポーツ協会HP参照　随時会場で受付

定員／なし

7

受講料時　間

月 2,000円20：00～21：00

スポーツ教室（合気道）
その他の講座 ［一 般］

会場 岩崎中学校武道館
毎
週 曜日通年 水

小牧市
スポーツ協会

Tel 73-3330
Fax 73-3392 （第4木曜休み）

所在地／〒485-0016 間々原新田737
Email／taikyo-k@ma.ccnw.ne.jp
交　通／巡回バス「パークアリーナ小牧」停 下車

41

間々池

間々池南

横内惣境

東名高速道路

村中

パークアリーナ小牧北

パーク
アリーナ小牧

小牧市
消防本部

開催日 4/3～
申込方法 小牧市スポーツ協会HP参照　随時会場で受付

定員／なし

10

受講料時　間

月 1,000円19：00～21：00

スポーツ教室（柔道）
その他の講座 ［一 般］

会場 南スポーツセンター武道館（柔道場）
毎
週 曜日通年 月 水 金

スポーツ協会の講座申込方法について

①～⑮の講座につきましては、
3月19日以降、会場にて随時受け付けています。

⑯・⑰・⑱の講座については、定員があります。
3月19日以降、定員に空きがある場合には会場にて随時受け付け
ます。希望される場合は小牧市スポーツ協会にご確認ください。

随時会場で受付

小牧市スポーツ協会　Tel 73-3330申込・問合せ先等

申込方法

毎
週

通年
曜日土水

申込方法 小牧市スポーツ協会HP参照　随時会場で受付 定員／なし

11

開催日

受講料時　間

小学生～中学生 月3,000円
高校生 年2,000円
一般入会金 1,000円 
一般 年5,000円

18：30～20：00

20：00～21：30
小学生～中学生

高校生・一般

スポーツ教室（剣道）
その他の講座 ［一般・子ども・青年］

会場 南スポーツセンター武道館（剣道場）

4/1～

こ ま な び 11 KOMA-Navi



プラザハウス
エコハウス・小牧

Tel ７８-５０１６   
Fax ７８-５０６１ (月曜休み)

所在地/〒485-0802 大草5786番地83
Email／recyclep@city.komaki.lg.jp
交　通／巡回バス
　　　　「エコハウス・小牧」停 徒歩２分

申込方法

受講料時　間 教材費

無料 なし平　日 １４：００～１５：００
土日祝 １０：００～１１：００、１４：００～１５：００

常設体験教室常設体験教室常設体験教室
１.とんぼ玉 （小学４年生以上） 定員 /4名
２. サンドブラスト （５才以上） 定員 /10名
３. 紙すき （５才以上） 定員 /10名

１.とんぼ玉 （小学４年生以上） 定員 /4名
２. サンドブラスト （５才以上） 定員 /10名
３. 紙すき （５才以上） 定員 /10名

１.とんぼ玉 （小学４年生以上） 定員 /4名
２. サンドブラスト （５才以上） 定員 /10名
３. 紙すき （５才以上） 定員 /10名

常設開設しているリサイクル工作教室。
種目は以下３教室。

その他の講座 ［一般・親子・子ども・青年］ 

会場 エコハウス・小牧（プラザハウス） 申込締切 先着順

～火 曜日日
プラザハウス窓口にて開催時間の１時間前から受付開始

（月曜日は休館日）

講師／プラザハウス職員

定員／なし

開催日

申込方法
4/16、 5/21、6/18、7/16
プラザハウス窓口にて受付(実演中も可）

受講料時　間 教材費
無料 なし９：００～１４：００

公開廃食用油せっけん作り見学公開廃食用油せっけん作り見学公開廃食用油せっけん作り見学

回収された廃食用油（植物性の天ぷら油）を
リサイクルして粉せっけん作りの実演を見学

その他の講座 ［一般・青年］ 

会場 エコハウス・小牧（プラザハウス） 申込締切 　/　

曜日毎月第3 日

講師／小牧市女性の会

保健センター

Tel 75-6471  
Fax 75-8545
所在地／〒485-0044 常普請一丁目318番地
Email／hokensen@city.komaki.lg.jp
交　通／巡回バス「保健センター前」停 下車すぐ

1回

2回

オトナ女子の更年期講座　
女性の健康講座（骨盤底筋エクササイズ等）

受講料 教材費
なし無料

※定員になり次第、受付を終了いたします。定員／30名開催日

申込・問合せ先

時　間
10：00～11：30

オトナ女子のための健康講座
オトナ女子が自分らしく健やかに輝いて生きるために。
一緒に学びませんか。

その他の講座 ［一 般］

会場 保健センター 申込期間 8/1～8/20

9/4、9/11　
曜日月2回
保健センター Tel 75-6471

中央
自動
車道

年上坂東年上坂

プラザハウス
新愛知電機
製作所

エコハウス小牧
リサイクルハウス

市民四季の森

毎週 曜日
通年 日 月

申込方法 小牧市スポーツ協会HP参照　随時会場で受付 定員／なし

12

開催日

受講料時　間

 年 12,000円
 入会金 2,000円

日曜日 13：30～16：00
月曜日 19：00～21：00

スポーツ教室（居合道）
その他の講座 ［一 般］

会場 南スポーツセンター武道館（剣道場）

4/2～

毎週 曜日
通年 火 金

申込方法 小牧市スポーツ協会HP参照　随時会場で受付 定員／なし

14

開催日

受講料時　間

 園児と保護者 月2,000円
 一般 月2,500円

園児と保護者 18：30～20：30
一般 19：30～21：30

スポーツ教室（空手道）
その他の講座 ［一般・親子］

会場 南スポーツセンター武道館（剣道場）

4/4～

開催日 4/3～
申込方法 小牧市スポーツ協会HP参照　随時会場で受付

定員／なし

15

受講料時　間

月 2,000円18：00～20：00

スポーツ教室（空手道）
その他の講座 ［親 子］

会場 一色小学校体育館
毎
週 曜日通年 月 水

月3,500円16：15～17：15
17：30～18：30

年少・年中
年長

毎
週 曜日通年 木

開催日 4/6～
申込方法 小牧市スポーツ協会HP参照　随時会場で受付

定員／年少・年中15人　年長20人

16

受講料時　間

スポーツ教室（サッカー）
その他の講座 ［子ども］

会場 まなび創造館スポーツセンターほか

月1,000円10：00～11：00毎週 曜日（2クラス）
通年 月 金
開催日 4/7～
申込方法 小牧市スポーツ協会HP参照　随時会場で受付

定員／各クラス40組

17

受講料時　間

スポーツ教室（親子体操）
その他の講座 ［親 子］

会場 南スポーツセンター武道館（柔道場）

開催日 4/16～
申込方法 小牧市スポーツ協会HP参照　随時会場で受付

定員／なし

13

受講料時　間

月 1,000円9：00～11：30

スポーツ教室（ラグビー）
その他の講座 ［子ども］

会場 パークアリーナサッカーグラウンドほか

月2.3回 曜日通年 日

開催日 4/12～
申込方法 小牧市スポーツ協会HP参照　随時会場で受付

定員／20人

18

受講料時　間

月 1,500円10：00～11：00

スポーツ教室（レディース体操）
その他の講座 ［女 性］

会場 まなび創造館フィットネススタジオ
毎
週 曜日通年 水

申込・問合せ先等 プラザハウス窓口 Tel ７８－５０１６
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電話・ファックス・eメールでお名前、電話番号等をお知らせください。
時間：午前９時～午後５時　ただし、日・月・祝日及び正午～午後１時は除く    

県
道
名
古
屋
犬
山
線

多世代交流プラザ
(まなび創造館)

Tel 71-9842
Fax 71-8612
所在地／〒485-0041小牧三丁目555番地
Email／tasedai@city.komaki.lg.jp
交　通／名鉄「小牧」駅　徒歩5分

詳細については、市ホームページ又は
QRコードでご確認ください。

多世代交流プラザ　申込方法について多世代交流プラザ　申込方法について

ゆう友せいぶ
西部コミュニティセンター

Tel 42-2030 
Fax 42-0605   
所在地／〒485-0077西之島528番地1
交　通／巡回バス
　　　　「ゆう友せいぶ」停 下車すぐ

ビタミンパレット
「脳と体にビタミン注入」をコンセプトに、自分のパレットに色を足
し、心豊かな生活を送っていただけるイベント。体操編・ダンス編・
スポーツ編・物づくり編など、さまざまな内容で開催します。

イベント ［一 般・その他］

SDGs食育プログラム
伝えていきたい小牧の食、大切な人に食べさせたい料理など、食の大
切さを学ぶ講座を開催します。また、施設にある「すくすく農園」の
野菜や「果樹園」の果物を育て、収穫する喜びを皆さんと一緒に楽し
みます。

イベント ［一 般］

参 加 費
なし毎月24日

申込なし　42-2030 定員／なし申込方法

時　間
　10：00～11：30(目安)

ゆう友せいぶのコミ活
毎月24日はゆう友せいぶの日!“スマホの使い方” “編み物をしよう” “年
末の大掃除” “みんなで芝ゴルフ”など、季節や時期に合わせてさまざま
な内容を開催 ! 事前申込なし。参加費なし。気軽にご参加下さい。

その他講座 ［大 人］

会場 ゆう友せいぶ　エントランス 申込締切

開催日

受講料時　間 教材費
なし18：30～20：00 無料

アンガーマネジメント講座
(男女共同参画企業啓発講座)
アンガーマネジメント講座
(男女共同参画企業啓発講座)
アンガーマネジメント講座
(男女共同参画企業啓発講座)
怒りの感情を上手にコントロールするための心理トレーニング法を学びます。

講師／渡辺 佳奈子
（アンガーマネジメントファシリテーター）

その他の講座 ［ 働いている方］

会場 まなび創造館　研修室 申込締切 定員になり次第

9/8、9/15 定員／30名

曜日金2回

開催日

受講料時　間 教材費
なし10:00～12:00 無料

離婚について学ぶ講座
(男女共同参画家庭支援講座)
離婚について学ぶ講座
(男女共同参画家庭支援講座)
離婚について学ぶ講座
(男女共同参画家庭支援講座)
離婚に関する基礎知識を学び、自分の気持ちを整理することで、離婚を
含めた生活設計を前向きに考えます。

講師／愛知県弁護士会

その他の講座 ［ 一般・離婚を考えている方］

会場 まなび創造館　研修室 申込締切 定員になり次第

7/7、7/14 定員／30名

曜日金2回

あり
託児

定員：5名(満1歳～就学前)
講座申込時に予約した方
のみ(先着順)

開催日

受講料時　間 教材費
なし10:00～12:00 無料

男女共同参画基礎講座
(男女共同参画講座)
男女共同参画基礎講座
(男女共同参画講座)
男女共同参画基礎講座
(男女共同参画講座)
男女共同参画の歴史や国際社会の動きなどをわかりやすく学びます。

講師／𠮷田 あけみ（椙山女学園大学教授）　

その他の講座 ［ 一般・男女共同参画普及員］

会場 まなび創造館　研修室 申込締切 定員になり次第

6/27、7/4、7/11 定員／30名

曜日火3回

あり
託児

定員：3名(満1歳～就学前)
講座申込時に予約した方
のみ(先着順)

開催日

受講料時　間 教材費
なし10:00～11：30 300円

セカンドライフセミナー 終活編
(男女共同参画家庭支援講座)
セカンドライフセミナー 終活編
(男女共同参画家庭支援講座)
セカンドライフセミナー 終活編
(男女共同参画家庭支援講座)
生前整理と遺品整理で困らない、実践しやすい片づけ術をお伝えします。

講師／杉 千郷（生前整理アドバイザー認定講師）　

その他の講座 ［ 一 般 ］

会場 まなび創造館　研修室 申込締切 定員になり次第

8/30、9/6 定員／50名

曜日水2回

開催日

受講料時　間 教材費
なし10:00～12:00 200円(回ごとに徴収)

新聞論説委員 歩＆哲司の時事ニュース講座
【前期】(男女共同参画講座)
新聞論説委員 歩＆哲司の時事ニュース講座
【前期】(男女共同参画講座)
新聞論説委員 歩＆哲司の時事ニュース講座
【前期】(男女共同参画講座)
“いま”話題になっている世界・日
本の政治や経済に関する時事ニュー
スを、新聞論説委員が解説します。

講師／飯尾 歩（中日新聞論説委員）　
　　小塚 哲司（元中日新聞論説委員）

その他の講座 ［ 一 般 ］

会場 まなび創造館　研修室 申込締切 定員になり次第

6/4、7/2、8/6、9/3、10/1
定員／50名

曜日日5回
あり
託児

定員：3名(満1歳～就学前)
講座申込時に予約した方
のみ(先着順)

詳細未定　
決まり次第ゆう友せいぶ
公式LINEにてお知らせします。
問合せ先等 西部コミュニティセンター　

Tel 42-2030
公式LINE 
QRコード

どうする？〇〇
介護、災害発生時など、身近だけれども実際起きてみないと分からないこ
とを学ぶ、集いの場を開催します。いざという時のための、自分だけの知
恵袋を作ります。

イベント ［一 般］

予 告

（第3火曜とその前日の月
曜、月曜が祝日の場合は
翌々日の水曜が休館日）

日6/18
会場

開催日

男女共同参画週間こども映画会
映画をお楽しみください。

イベント ［親子・子ども］

まなび創造館 あさひホール 参加費 なし

時間
午前の部 10：30～12：30
午後の部 14：30～16：30

定員／各300名

あり
託児

定員：各部5名
(満1歳～就学前)
講座申込時に予約
した方のみ(先着順)

日5/21
会場

開催日

彩音チャリティーコンサート
鈴木謙一郎トークコンサート
～音楽とワインの旅～

ピアニスト　鈴木謙一郎が感動の演奏と楽しいトークをお届けします。

講師／鈴木 謙一郎 （ピアニスト）

イベント ［ 一 般 ］

まなび創造館 あさひホール 参加費 なし
時間 14：00～16：00

定員／300名

あり
託児

定員：3名
(満1歳～就学前)
講座申込時に予約
した方のみ(先着順)
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小牧市国際交流協会（KIA)   小牧市国際交流協会（KIA)   小牧市国際交流協会　
Tel 76-0905　Fax ７１-８３９６
Email：kia@ma.ccnw.ne.jp

申込・問合せ

要予約・先着順 電話・ファックス・eメールでお名前、電話番号等をお知らせください。
時間：午前９時～午後５時　ただし、日・月・祝日及び正午～午後１時は除く    

小牧市国際交流協会（KIA)　（小牧市公民館 4階）
Tel 76-0905　Fax 71-8396　Email：kia@ma.ccnw.ne.jp　

申込・問合せ先

申込方法

名
鉄
小
牧
線

25

北外山

若草町

スギ薬局

薬師寺

ふらっとみなみ
北外山中央公園

間
内

ふらっとみなみ
南部コミュニティセンター

Tel 77-1375 
Fax 77-1370 
所在地／〒485-0023 大字北外山1187
交　通／巡回バス
　　　　「ふらっとみなみ前」停下車すぐ

申込・問合せ先 ふらっとみなみ 77-1375 定員／なし

参加費時　間
なし９：３０～９：４0

ふらみなde朝のラジオ体操
朝のさわやかな空のもと、一緒にラジオ体操
をしませんか？生活リズム作りに、おさんぽ
ついでに、ぜひお気軽にご参加ください。ス
タンプカードもご用意しています。

イベント［一 般］ 

会場 ふらっとみなみ南側ウッドデッキ 申込締切 申込不要

（雨天中止）

雨天・イベント等で中止になる場合があります。館内掲示等でお知らせします。

毎朝
定員／なし

参加費時　間
なし１０:００～１２:００

みなみな広場
講師はいません。「みなみな広場」は、参加者同
士で教え合い、楽しく学び合う場です。「一緒に
編み物しませんか？」「スマホの操作を教えてく
れない？」などなど、やりたいことのお持ち込み
も大歓迎。どなたでもお気軽にご参加ください。

イベント［一 般］ 

会場 ふらっとみなみ会議室 申込締切 申込不要
※イベント等により
　お休みの場合もあります

イベント等で中止になる場合があります。館内掲示等でお知らせします。
申込・問合せ先 ふらっとみなみ 77-1375

毎月７日

ホームページ・広報等でお知らせします
申込・問合せ先 ふらっとみなみ 77-1375 定員／※講座による

参加費時　間
講座によって材料費有ホームページ・広報等で

お知らせします

みんなの講座
講師として「得意なことを教えてみたい」という方を募集した新企画。工作や
ダンス、軽運動などバラエティーに富んだ内容で、毎月開講いたします。講
座の内容、お申込み等の詳細は、ホームページや広報こまき等でお知らせい
たします。興味のあるものがあれば、ぜひお申込み、ご参加ください。

その他の講座［一 般・親 子・子ども・青 年］

会場 ふらっとみなみ

令和5年度 毎月2講座程度

KIA 第 74 回国際理解講座では、名
古屋経済大学のネパール出身の留
学生をお迎えし、講師自身の体験
や生活を通して見た母国をご紹介
いただきます。観光では見られな
いネパールに出会えるかも！

［一 般］

受講料時　間 教材費

無料 なし14：00～15：30曜日土
会場 中央図書館イベントスペース 定員 40名
開催日

1 回

申込方法

6/10

ネパール理解講座ネパール理解講座ネパール理解講座

直接KIAにお申し込みください
市広報5月号をご覧ください。諸事情により変更が発生することがあります。

講師／名古屋経済大学 留学生

初めて中国語を学習する方を対象
としたクラスです。ネイティブの
やさしい先生と一緒にゆっくり中
国語を勉強します。

一 般・親 子
子ども・青年

受講料時　間 教材費

5,000円 なし18:30～20:30曜日水
会場 小牧市公民館４Fチェスルーム 定員 16名

申込締切 ５/６（土）開催日

10回
申込方法

６/７～８/９

中国語入門講座中国語入門講座中国語入門講座

電話、メール、直接KIA事務局

講師／リ　コウ

小牧市国際交流協会でボランティ
ア活動にご協力をしてくださる方
を募集します。“どんなことをする
のか ”を現在ボランティア活動し
ている方から直接お話しを聞きな
がら交流します。多文化交流・国
際交流に関心のある方、ぜひご参
加ください。

一 般・親 子
子ども・青年

受講料時　間 教材費

無料 なし13：30～15：00曜日土
会場 小牧市公民館４Fチェスルーム 定員２０名くらい

申込締切 5/25（木）開催日

1 回

申込方法

5/27

ボランティア合同説明会ボランティア合同説明会ボランティア合同説明会

電話、メール、直接KIA事務局

KIA英語基礎講座は「英語に再チ
ャレンジ」と題し、かつて学んだ
英語の基礎を活かし、使える英語
力につなげようとするものです。

［一 般］

曜日未
受講料時　間

初級 5,000円　
中級 6,000円 （KIA年会費を含む）未定

会場 小牧市公民館４Fチェスルーム 定員 １６名
開催日

10回
申込方法

春 5月から7月　秋 8月から10月

KIA英語基礎講座 春・秋KIA英語基礎講座 春・秋KIA英語基礎講座 春・秋

直接KIAにお申し込みください
詳細は市広報4月号（春）・7月号（秋）をご覧ください。
諸事情により変更が発生することがあります。

講師／初級：日本の先生　
　　　中級：ネイティブの先生

こ ま な び 14 KOMA-Navi



令和５年度　小牧市文化協会及び関係団体行事一覧令和５年度　小牧市文化協会及び関係団体行事一覧令和５年度　小牧市文化協会及び関係団体行事一覧令和５年度　小牧市文化協会及び関係団体行事一覧令和５年度　小牧市文化協会及び関係団体行事一覧令和５年度　小牧市文化協会及び関係団体行事一覧

主催／茶道連盟

４/2（日） 市民茶会
茶会

創垂館　会 場

主催／文化協会

5/23（火）
～28（日）

第5１回 総合文化祭
展示・各種芸能発表

市民会館・市公民館会 場

主催／吟剣詩舞道連盟

７/16（日） 小牧吟剣詩舞道大会
剣舞詩吟

味岡市民センター会 場

主催／文芸協会

10/25（水）
　～
11/3（金・祝）

第46回 小牧市文芸祭
展示

まなび創造館ギャラリー会 場

主催／民謡連盟

10/15（日） 第46回 小牧民謡まつり
民謡

市民会館会 場

主催／写真連盟

12月 合同撮影会作品展
展示

まなび創造館会 場

主催／書道連盟

１/13（土）
14（日）

第74回 書き初め大会
１/13（土）篠岡小学校
1/14（日）小牧小学校

料金800円

会 場

展示

1/24（水）～28（日） まなび創造館作品展

主催／文化協会

2/8（木） 文化協会文化講演会
講演会

まなび創造館あさひホール会 場

主催／謡曲連盟

2月 初謡会
謡曲

勤労センター会 場

主催／日本舞踊協会

2月 初舞の会
日本舞踊

勤労センター会 場

2023 2024

1回

2回

3回

“相続”と“争族”のはなし
テーマ：基礎から学ぶ相続対策
最適な「MYライフ＆エンディング」を考えよう
テーマ：これからのこと、家族に託したいもの、
　　　　残したいもの…記録の仕方
笑顔を運ぶ「遺言」のお話
テーマ：相続で困らない、困らせないために

開催日

こまなびサロン  TEL：77-8269
〒485-0041 小牧市小牧二丁目107番地 小牧市公民館３F 9:00～17:00（月曜定休）
申込・問合せ先

受講料時　間 教材費

無料 なし10：00～11：00

連携市民講座

わたしと家族の「そうぞく」講座
「相続」が「争族」にならないための準
備を始めましょう！よりよい未来のた
めの「そうぞく」、「ライフ＆エンディン
グ」について考える講座です。

往復はがきに、①講座名 ②郵便番号・住所 ③氏名・フリガナ 
④年齢・性別 ⑤電話番号を明記し、こまなびサロンへ郵送。
または、返信はがき（裏面白紙）を持参して直接こまなびサロン窓口へ。
※申込多数の場合は、小牧市内在住・在学の方を優先して抽選を行います。

申込方法

講師／明治安田生命

会場 小牧市公民館　視聴覚室 申込締切 4/12
5/10、5/17、5/31 定員／40名

曜日水3回

共催：小牧市・小牧市教育委員会・こまき市民文化財団　明治安田生命

Web申込は
こちらから

開催日

申込方法

対　象

申込・問合せ先

こまなびサロン TEL：77-8269
市民交流テラス ワクティブこまき TEL：48-6555

※各回の詳細は広報こまき、または各施設のホームページに掲載します。

こまなびサロン×ワクティブこまき
生涯学習・市民活動人材育成講座

「メンバーを増やすにはどうしたらいい？」
「Zoomを主催するときに使えるワザをもっと知りたい」

「大勢の前でプレゼンするのが苦手」

「活動のための話し合いをスムーズにしたい」

そんなお悩みを解決するための講座や相談会を行います。

市民活動・生涯学習活動を行う上で、知っておきたい知識やノ
ウハウを年間６回のシリーズでお届けします。

会場 市民交流テラス　ワクティブこまき
または小牧市公民館　他

令和５年４月～令和６年３月の間に６回開催

小牧市内で生涯学習活動・市民活動を行っている人、
これから行おうとしている人。

受講料 無料

各回ごとに異なります。
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名古屋経済大学 名古屋経済大学 

会場：名古屋経済大学犬山キャンパス　各教室
講師：①～⑦PSES公務員試験セミナー専任講師 
　　　⑧⑨新生活普及協会専任講師  

申込締切 5/12曜日土

①① 日商簿記検定3級試験
対策講座
日商簿記検定3級試験
対策講座

日商簿記3級は経理や会計分野で働く人以外にも、
営業・総務等幅広い分野で役立つ公的資格です。
本講座では企業における収支決算、損益計算等を
学習していきます。

【開催時間】　9：30～14：50
【開 催 日】　6/24、7/1、7/8、7/15、8/19
 8/26、9/2、9/9、9/16、9/30
 10/7
【受 講 料】　20,500円（テキスト代込）
【定　　員】　最少開講人数15名

【開催回数】
   11回

申込締切 5/12曜日土

②② 日商簿記検定2級試験
対策講座
日商簿記検定2級試験
対策講座

経営管理に役立つ知識として、多くの企業から求
められる資格です。本講座では商業簿記・工業簿
記を修得し、財務諸表から経営内容を把握できる
ように学習していきます。

【開催時間】　9：30～16：00
【開 催 日】　5/27、6/3、6/10、6/17、6/24
 7/1、7/8、7/15、8/19、8/26、9/2、9/9
  9/16、9/30、10/7、10/21、10/28、11/4
【受 講 料】　61,500円（テキスト代込）
【定　　員】　最少開講人数15名

【開催回数】
   18回

申込締切 5/12曜日土

③③ ファイナンシャル・プランナー
3級試験対策講座
ファイナンシャル・プランナー
3級試験対策講座

保険業界、銀行業界などの職種以外でも、個人の
資産運用等に役立つ国家資格です。本講座では資
産運用・相続等を学習します(実技試験は個人資産
相談業務が対象)

【開催時間】　9：30～15：10
【開 催 日】　5/27、6/3、6/10、6/17、6/24
 7/1、7/8、7/15、8/19、8/26
【受 講 料】　34,500円（テキスト代込）
【定　　員】　最少開講人数15名

【開催回数】
   10回

申込締切 4/28曜日土

④④ 宅地建物取引士試験
対策講座
宅地建物取引士試験
対策講座

不動産業界以外にも金融業界等を中心に、様々な
業界から重宝されている国家資格です。本講座で
は権利関係、宅建業法等の宅地建物に関する法律
知識を学習していきます。

【開催時間】　9：30～16：50
【開 催 日】　5/13、5/20、5/27、6/3、6/10、6/17
 6/24、7/1、7/8、7/15、8/19、8/26
  9/2、9/9、9/16、9/30、10/7
【受 講 料】　71,500円（テキスト代込）
【定　　員】　最少開講人数20名

【開催回数】
   17回

申込締切 4/28曜日土

⑤⑤ 行政書士試験対策講座行政書士試験対策講座

内容証明、自動車登録、契約等の書類作成を専門
的に扱う国家資格です。本講座では憲法・民法・
行政法・地方自治法等のあらゆる法律を基礎から
学習していきます。

【開催時間】　9：30～15：10
【開 催 日】　5/13、5/20、5/27、6/3、6/10、6/17、6/24
 7/1、7/8、7/15、8/19、8/26、9/2、9/9
 9/16、9/30、10/7、10/21、10/28、11/4
【受 講 料】　68,500円（テキスト代込）
【定　　員】　最少開講人数15名

【開催回数】
   20回

申込締切 5/12曜日土

⑥⑥ 登録販売者受験対策講座登録販売者受験対策講座

「かぜ薬や鎮痛剤などの一般用医薬品(第2種・第3
種に限る)販売を行うための国家資格」です。本講
座では医薬品の知識がない方にも、わかりやすい
授業を展開していきます。

【開催時間】　9：30～16：50
【開 催 日】　5/27、6/3、6/10、6/17
 7/1, 7/8、7/15
【受 講 料】　38,000円（テキスト代込）
【定　　員】　最少開講人数15名

【開催回数】
   7回

申込締切 5/12曜日土

⑦⑦ ITパスポート試験対策講座ITパスポート試験対策講座

ITを利活用するすべての社会人が備えておくべき
ITに関する基礎的な知識が証明できる国家資格で
す。本講座では、業務を効果的に利活用すること
のできるIT力を学習します。

【開催時間】　9：30～15：10
【開 催 日】　5/27、6/3、6/10、6/17、6/24
 7/1、7/8、7/15、8/19, 8/26 
【受 講 料】　38,500円(テキスト代込)
【定　　員】　最少開講人数10名

【開催回数】
   10回

曜日土

⑧⑧ ダイエットコーディネーター
認定講座
ダイエットコーディネーター
認定講座

特定検診等が始まった事による、一次予防への意
識の高まりに対応する実践コースです。肥満のメ
カニズムを理解し、食事・運動・サプリメントに
ついて総合的に学習します。

【開催時間】　9：30～15：00
【開 催 日】　【Ａ日程】6/3
 【Ｂ日程】6/17　　
【受 講 料】　41,940円（テキスト代込）
【定　　員】　1名より開講可能

【開催回数】
1日で完結

2023資格取得支援講座2023資格取得支援講座 申込方法

申込・問合せ先 PSES 公務員試験セミナー 
Tel 052-586-8165 （月～金 9～18時迄）

資格講座ガイドブック添付の専用用紙で郵便局に振込のこと

申込締切
【Ａ･Ｂ日程】5/26

曜日土

⑨⑨ サプリメント管理士認定講座サプリメント管理士認定講座

サプリメント管理士認定講座とは何か？と言う基
本から、アドバイザーとして不可欠な知識を養成
します。栄養・健康・美容について幅広く初心者
にもわかりやすく段階的に学習します。

【開催時間】　9：30～15：00
【開 催 日】　【Ａ日程】6/24
 【Ｂ日程】7/1　　
【受 講 料】　35,960円（テキスト代込）
【定　　員】　1名より開講可能

【開催回数】
1日で完結

申込締切
【Ａ･Ｂ日程】5/26

中部大学中部大学

申込締切 7月中旬 申込締切 6/30

中部大学 エクステンションカレッジ中部大学 エクステンションカレッジ 中部大学アクティブアゲインカレッジ（ＣＡＡＣ）中部大学アクティブアゲインカレッジ（ＣＡＡＣ）

申込方法

申込・問合せ先 https://www.chubu.ac.jp/community-extension/中部大学 地域連携センター
中部大学ホームページから

【開催期間】　２０２３年９月～２０２４年１月の間で約１５回
【開催時間】　9:30～18:35の間で時間割によって異なる（1科目90分）
【授 業 料】　１科目２万円
【教 材 費】　受講科目によって異なる。
【定　　員】　各科目約１０名
【対 象 者】　原則高等学校卒業以上、
 WEB出願できる方

中部大学の授業を、大学生と一緒に受講し学ぶことができる聴講制度です。
但し、試験はなく成績評価・単位の認定はありません。

【開催期間】　２０２３年９月～２０２５年８月末の２年間
【開催曜日】　月～金曜日の内3～4日
【開催時間】　９：３０～１５：００の間で90分～3時間程度
【授 業 料】　１年間２４万円
【教 材 費】　なし
【定　　員】　２０名
【対 象 者】　社会経験を５年以上有する方

２年課程の社会人向け履修証明プログラム。広大なキャンパスで、大学生と
の交流や同世代の仲間をつくり、楽しく学びませんか。

会場：中部大学　春日井キャンパス

近隣大学  公開講座近隣大学  公開講座
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夏休みの自由研究に！
自分だけの天体望遠鏡をつくり、月や惑星をみてみよう。

 

定員／各回20組

開催日 申込方法

申込・問合せ先等

受講料時　間 教材費

（未定）14：00～17：00 無料

こども天文講座
「みんなで天体望遠鏡をつくろう！」

講師／小牧市天文ボランティア

その他の講座 ［子ども］ 

会場 小牧中部公民館　大会議室 申込締切 定員になりしだい

（未定）7/23、8/6

曜日日2回
小牧中部公民館　Tel 75-1861

名古屋大学の松尾先生に「宇宙生物学」についてお話いただきます。

 

開催日 申込方法

申込・問合せ先等

受講料時　間 教材費

なし15：30～16：30 100円
（中学生以下は無料）

わくわく天文講座
講師／松尾　太郎（名古屋大学大学院理学研究科　准教授）

その他の講座 ［一般・親子・子ども・青年］ 

会場 小牧中部公民館プラネタリウム 申込締切 定員になりしだい

5月7日から1階窓口 または電話で申込み5/28
定員／80名

曜日日1回
小牧中部公民館　Tel 75-1861

プラネタリウムで星を見ようプラネタリウムで星を見よう

当日先着順

4/8(土)
5/13(土)
6/10(土)

7/8(土)
8/19(土)

100円

開催日

参加費

10：30～11：10時間
中学生以下
は無料

親子に限らずどなたでも参加できます。

各回80名定員

親子で楽しむプラネタリウム
季節の星空案内や、幼児でも楽しめる番組を
投映します。
お子様には、5回観たら星座缶バッジがもら
えるスタンプラリーも行っています。

対象［一般・親子・子ども・青年］ 

100円

4/14(金)･21(金)
5/12(金)･19(金)

開催日

参加費

10：30～11：00時間
中学生以下
は無料 各回80名定員

キッズプラネタリウム
暗い所が苦手な小さなお子様にも楽しんでい
ただけるよう、星座解説を省いて「しまじろ
うとながれぼしのねがいごと」の番組だけを
投映します。
プラネタリウムデビューを考えている方にお
すすめです。

当日先着順

対象［一般・親子・子ども・青年］ 

①4/29(土)　②8/20(日)

無料

開催日

参加費

19：00～20：00時間

市民会館駐車場会場

なし定員

星をみる会
天体望遠鏡を使って月や惑星、季節の星をみ
ます。
肉眼だけでは見えないものを、天体望遠鏡で
みてみよう。

対象［一般・親子・子ども・青年］ 

当日先着順4/22(土)･23(日)

100円

開催日

参加費
17：00～17：45時間

中学生以下は無料

各回80名定員

科学技術週間 特別投映
科学技術週間に合わせて投映します。
季節の星空案内と、本格的な科学番組をお楽
しみください。

対象［一般・親子・子ども・青年］ 

100円 中学生以下は無料

6/24(土)開催日

参加費

17：30～18：30時間

80名　事前申込制定員

プラネタリウム 星空コンサート
季節の星空案内と二胡、短箏、ピアノによる
ミニコンサートをお楽しみいただきます。

演奏者：チェリーブロッサム

対象［一般・親子・子ども・青年］ 

会　場／中部公民館プラネタリウム
中部公民館 Tel 75-1861問合せ先

中部公民館
(プラネタリウム)

Tel 75-1861 
Fax 75-1867  
所在地／〒485-0041小牧五丁目253番地
Email／planet@komaki-ｂｕｎｋａ.or.jp
交　通／名鉄「小牧」駅 徒歩10分

れきしるこまき

小牧中部公民館の５階にあるプラネタリウムでは、
季節の星空案内とテーマ番組を楽しんでいただく「一般投映」のほか、
「特別投映」、「天文講座」、「ミニコンサート」、「星をみる会」などの各種イベントも行っています。

●プラネタリウム機種：㈱五藤光学研究所製GX－AT型
●投映限界等級数：６．２５等級
●投映恒星数：約６５００個
●ド ー ム：直径１２ｍ　水平型
●座 　 席：一方向型　８０席
●休 館 日：月曜日（祝日・休日を除く）１２月２９日～１月３日

100円 中学生以下は無料

8/11(金)・12(土)･13(日)開催日

参加費

17：00～17：45時間

各回80人　当日先着順定員

宵のプラネタリウム
お盆の夜に季節の星空案内と、「水の惑星」の
番組をお楽しみください。

対象［一般・親子・子ども・青年］ 
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問合せ先

○中央図書館　　Tel 73-9951
　（休館日：毎月最終月曜日）

○えほん図書館　Tel 41-4646
　（休館日：毎月第 3火曜日とその前日の月曜日
　 月曜日が祝日の場合は、第 3火曜日とその翌日の水曜日）

詳しくは「広報こまき」・図書館ホームページをご覧ください。

詳細は、広報「こまき」及び図書館ホームページをご覧ください。

14：30～15：00
第1～4土曜日、第2～4日曜日 25名/当日先着順

2歳くらいから

開催日

時間

対象年齢

定員

「おはなしの森」によるおはなし会

詳細は、広報「こまき」及び図書館ホームページをご覧ください。

11：00～11：30
第2・3水曜日、第1～4土曜日 10名/当日先着順

水曜日：0～3歳くらい　 土曜日：3歳くらい

開催日

時間

対象年齢

定員

「おはなしこいこい！」によるおはなし会

詳細は、広報「こまき」及び
図書館ホームページをご覧ください。

11：00～11：30
第1～4水曜日 25名/当日先着順

0歳から3歳くらい

開催日

時間

対象年齢

定員

「もこもこ」によるおはなし会

詳細は、広報「こまき」及び
図書館ホームページをご覧ください。

13：30～14：00
第1～3土曜日 25名/当日先着順

2歳から6歳くらい

開催日

時間

対象年齢

定員

「はじまりはじまり」によるおはなし会

詳細は、広報「こまき」及び図書館ホームページをご覧ください。

未定
不定期で開催 人数など未定

どなたでも

開催日

時間

対象年齢

定員

「おはなしポケット」によるおはなし会

図書館員が未就園児向けに絵本や紙芝居の読み聞かせ、手あそびをします。

詳細は、広報「こまき」及び
図書館ホームページをご覧ください。

11：00～11：30

第1・第3・第5月曜日（休館日を除く）
25名/当日先着順

１歳半から３歳くらい

開催日

時間

対象年齢

定員

図書館員による未就園児向けおはなし会

詳細は、広報「こまき」及び
図書館ホームページをご覧ください。

13：15～13：45
毎月最終日曜日 なし

2歳から6歳くらい

開催日

時間

対象年齢

定員

図書館員によるおはなし会「おはなしのこばこ」

詳細は、広報「こまき」及び図書館ホームページをご覧ください。

11：00～11：30
第1・3木曜日 25名/当日先着順

0歳から3歳くらい

開催日

時間

対象年齢

定員

「ちちんぷいぷい」によるおはなし会

詳細は、広報「こまき」及び図書館ホームページをご覧ください。

11：00～11：30
第2・4日曜日 25名/当日先着順

2歳くらいから

開催日

時間

対象年齢

定員

「おひさまスマイル」によるおはなし会

本を使わずに言葉だけで昔話や物語を語ります。子どもから大人まで楽しめるイベントです。

詳細は、広報「こまき」及び図書館ホームページをご覧ください。

14：30～15：00
第5土曜日 25名/当日先着順

5歳から

開催日

時間

対象年齢

定員

「小牧ストーリーテリングの会はしばみ」によるおはなし会

おはなし会
図書館の

絵本や紙芝居の読
み聞かせ、

わらべ唄や手遊び
など、楽しいおは

なし会を

開催しています♪
○会　場／中央図書館　
　　　　　おはなしのへや・イベントスペース　
○参加費／無料

○会　場／えほん図書館（ラピオ4階）　
　　　　　おはなしの部屋みるみる・
　　　　　赤い屋根のお家じゅうたんスペース
○参加費／無料

○会　場／東部市民センター図書室　
　　　　　児童コーナー
○参加費／無料

図書館員が赤ちゃん向けに絵本や紙芝居の読み聞かせ、手あそびをします。

詳細は、広報「こまき」及び
図書館ホームページをご覧ください。０歳から１歳半くらい対象年齢

①と②は同じ内容のものを
行います。

①10：10～10：30  
②11：00～11：20

第2・第4月曜日（休館日を除く） 25名/当日先着順開催日

時間

定員

図書館員による赤ちゃん向けおはなし会
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パソコン・スマホ講座暮らし広がるパソコン生活

会場／小牧市公民館　学習室

スマートフォンは、電話やメールだけでなく、写真を撮ったり、地図を
見たり、インターネットで調べ事をしたり、さまざまな便利な使い方が
できます。さらに、アプリをインストールし、新しい使い方を追加する
こともできます。この講座では、さまざまな基礎的な操作を学びます。

スマートフォン入門講座（アンドロイド対応）1

5/17、24、31、6/7 4回開催日

午後 1:30～3:30

曜日水 定員／10名

受講費時　間 6,630円（施設費・教材費含む）

ホームページ作成サービスを利用して、簡単になったホームページ作成
方法を学びます。気に入ったデザインを選んで文章を書いたり、写真を
貼り付けたりしていくだけで完成します。自分の趣味のホームページや
団体・サークルなどのホームページを作成してみませんか。

お手軽ホームページ作成講座7

広報こまき５月１日号掲載予定  6回開催日

午後 1:30～3:30

曜日金 定員／10名

受講費時　間 9,780円（施設費・教材費含む）

スマートフォンは電話やLINEで使うだけではもったいない。スマートフ
ォンを使ってさまざまな調べ事をする方法を学びます。インターネッ
ト、YouTube、地図アプリで目的地や経路を調べるなど。

スマートフォン応用講座（アンドロイド対応）6

6/28、7/5、12，19 4回開催日

午後 1:30～3:30

曜日水 定員／10名

受講費時　間 6,630円（施設費・教材費含む）

エクセルは前に習ったけど、忘れてしまった方に、やれば思い出すエクセ
ルの学びなおし講座です。基本から応用まで、さらにスキルアップしませ
んか？

エクセルの学びなおし4

6/6、13、20、27、7/4 5回開催日

午後 1:30～3:30

曜日火 定員／10名

受講費時　間 8,150円（施設費・教材費含む）

データベースを作成し管理するためのソフトウェアであるAccessの基本
的操作を学び、必要に応じてデータを抽出したり集計したりすることで、
データをより有効に活用できるようになります。

Access基礎10

広報こまき６月１日号掲載予定  5回開催日

午後 1:30～4:00

曜日日 定員／10名

受講費時　間 11,920円（施設費・教材費含む）

講座「マクロってなあに？」を受講された方、またはExcelマクロの基本
的操作を習得している方を対象に、シーンを想定した例題を通して「マク
ロの記録」で作成されたマクロ（ＶＢＡ）に対して、必要な修正を加えて
完成させます。

Excelマクロ 基礎8

広報こまき５月１日号掲載予定  6回開催日

午後 1:30～3:30

曜日土 定員／10名

受講費時　間 11,800円（施設費・教材費含む）

VTuberのように、PCのカメラに映る自分の姿をイラスト人物のキャラ
クターに変身させ、声色も少し変えて、その姿と声でZoomへ参加する
までの体験をします。複数のアプリの連携を駆使して実現します。
自宅では気軽に試せない体験を味わってみませんか。

アバターでZoomに参加してみよう5

6/22、29 2回開催日

午前 9:30～11:30

曜日木 定員／6名

受講費時　間 3,370円（施設費・教材費含む）

スクラッチというソフトを使って遊び感覚でプログラミングに挑戦。気
に入ったキャラクターを選んで、命令ブロックを組み合わせてゲームを
作ります。お子さんやお孫さんと腕比べできるようになってみませんか。

遊び感覚でプログラミング9

広報こまき５月１日号掲載予定  6回開催日

午前 9:30～11:30

曜日木 定員／10名

受講費時　間 9,780円（施設費・教材費含む）

YouTubeを使った動画の視聴の仕方と、動画をYouTubeにアップして
みんなと共有する方法を学びます。

YouTubeの楽しみ方 3

6/2、9 2回開催日

午前 9:30～11:30

曜日金 定員／10名

受講費時　間 3,590円（施設費・教材費含む）

Zoomアプリ利用で、オンラインミーティングの楽しみ方や、主催する
ホスト側としての便利な活用法も学べます。

Zoom　入門から便利な活用法まで2

5/18、25、6/1 3回開催日

午前 9:30～11:30

曜日木 定員／6名

受講費時　間 5,260円（施設費・教材費含む）

締め切り／講座開始日の 2週間前まで

●往復はがき１枚に１講座（１人何通でも応募可能）
　①希望コース ②講座名　③郵便番号、住所　④氏名　⑤年齢、性別 
　⑥電話番号　  ⑦ＦＡＸ番号・⑧メールアドレス（ある方のみ）
　　を記入、返信面には③と④を記入してください。

●直接事務局窓口へお越しの場合
　申込用紙を用意してあります。返信用はがきをお持ちください。

申込・
問合先

〒485-0041 小牧市小牧 2-107　小牧市公民館 4階
 「こまきｅ-コミュニティーネットワーク事務局」宛
Tel 090-6805-1216 受付時間：火～金 9:00～17:00
http://www.komaki-e.net/

・応募者多数の場合は抽選、少ない場合は中止になること
があります。

・抽選結果は本人あて返信用はがきにて通知します。
・申込用紙は、こまきｅ-コミュニティーネットワーク事務
局に用意してあります。

・OSはWindows11、MicrosoftOffice365を使用します。

●持ち物／筆記具・詳しくは受講通知でお知らせします
●主　催／NPO法人　こまきｅ-コミュニティーネットワーク
●共　催／小牧市文化・スポーツ課

その他

申込方法
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パソコン・スマホ講座は、18歳以上であれば年齢・性別・市内に在住・在勤などの制限はありません。
仕事や生活に役に立つパソコンの活用方法や、趣味としての活用方法などを楽しみながら学習します。
講座は、一斉講座ですが和気あいあいとした雰囲気の中、楽しいコミュニケーションの場にもなっています。
ぜひ、お問い合わせください

こまきe-コミュニティーネットワーク　　Tel 090-6805-1216

いつも持ち歩くスマホは、出かける先で写真を撮影する機会が多くあ
ります。
スマホ写真の撮影のコツ、簡単な写真加工、写真の整理、保存方法な
どスマホ写真の基礎を学びます。

スマホ写真の基礎（Android・iPhone対応）13

広報こまき６月１日号掲載予定  5回開催日

午後 1:30～3:30

曜日木 定員／10名

受講費時　間 8,150円（施設費・教材費含む）

LINEの初期設定や、友だちの追加方法や公式LINEの友達登録など、
LINEの基礎を学びます。家族や友だちとグループを作って楽しみましょ
う。

LINE（ライン）入門講座（Android・iPhone対応）14

広報こまき６月１日号掲載予定 4回開催日

午後 1:30～3:30

曜日水 定員／10名

受講費時　間 6,630円（施設費・教材費含む）

YouTubeを使った動画の視聴の仕方と、自分で作成した動画を
YouTubeにアップしてみんなと共有する方法を学びます。

YouTubeの楽しみ方 15

広報こまき７月１日号掲載予定 2回開催日

午前 9:30～11:30

曜日水 定員／10名

受講費時　間 3,590円（施設費・教材費含む）

個別パソコン相談　随時受付中!!（有料）

ワードは前に習ったけど、忘れてしまった方に、やれば思い出すワードの学
びなおし講座です。基本から応用まで、さらにスキルアップしませんか？

ワードの学びなおし11

広報こまき６月１日号掲載予定 5回開催日

午後 1:30～3:30

曜日火 定員／10名

受講費時　間 8,150円（施設費・教材費含む）

サンプル動画を使って、不要な部分を取り除いたり文字や音楽を入れる
など簡単な編集を学びます。デッキプレーヤで見ることができるよう、
編集した動画をDVDにします。

簡単ビデオ編集12

広報こまき６月１日号掲載予定  3回開催日

午前 9:30～11:30

曜日水 定員／10名

受講費時　間 5,370円（施設費・教材費含む）

簡単な命令ブロックをくっつけていくだけで、自分の思ったようにロボ
ットを動かしたり音を鳴らしたりすることができるアプリを使用して、
PCの画面の中だけでなく、実際に手に触れることのできる車体型トイロ
ボットを操る体験をしてみませんか。

PCからロボットを操ってみよう18

広報こまき７月１日号掲載予定 6回開催日

午前 9:30～11:30

曜日木 定員／6名

受講費時　間 9,780円（施設費・教材費含む）

何かと便利に使われ、役に立つパワーポイントの基礎から活用術まで学
べる講座です。

パワーポイント基礎と活用法講座16

広報こまき７月１日号掲載予定 5回開催日

午前 9:30～11:30

曜日金 定員／6名

受講費時　間 8,920円（施設費・教材費含む）

高度な知識がなくても使える無料 RPA アプリを使用して、Excel 連携・
Web フォームへの入力・メール一括送信などパソコン上の定型作業の
自動化を体験します。

RPAで定型業務の自動化を体験しよう17

広報こまき７月１日号掲載予定 6回開催日

午後 1:30～3:30

曜日日 定員／8名

受講費時　間 11,920円（施設費・教材費含む）

なんとなく使っているけど、実はよくわかっていないパソコンのあれこ
れ。パソコンの基礎をもう一度学びなおしてみませんか？

パソコン学びなおし(ウィンドウズ11対応）19

広報こまき７月１日号掲載予定 5回開催日

午後 1:30～3:30

曜日火 定員／10名

受講費時　間 9,010円（施設費・教材費含む）

広報こまき掲載時からWebでも申し込みができます

https://reserva.be/kec 検 索

友だちの整理（非表示、ブロック、削除とは）、トークルームの整理、
スタンプの購入、LINEkeepの使い方、アルバムやノート機能の使い方
など、さらにLINEを活用する方法を学びます。

LINE（ライン）応用講座（Android・iPhone対応）20

広報こまき８月１日号掲載予定  4回開催日

午後 1:30～3:30

曜日水 定員／10名

受講費時　間 6,630円（施設費・教材費含む）

スマホ決済PayPayの利用法を基礎から学びます。キャッシュレス決済
が初めての方でも安心です。ポイントをためてお買い物もお得に。講座
を通してスマホの基礎も学びます。

PayPayでキャッシュレス決済23

広報こまき８月１日号掲載予定 4回開催日

午後 1:30～3:30

曜日金 定員／10名

受講費時　間 6,630円（施設費・教材費含む）

スマホには購入したらすぐ使えるアプリがプレインストールされていま
す。なかでもGoogleマップやGoogleフォトに代表されるGoogleの標
準アプリは、身近な生活に役立ち、無料で使用できます。Google標準
アプリを使いこなしてスマホ生活を楽しく便利にしてみませんか。

Googleアプリを使いこなそう（Android・iPhone対応）21

広報こまき８月１日号掲載予定  5回開催日

午後 1:30～3:30

曜日木 定員／10名

受講費時　間 8,150円（施設費・教材費含む）

事務職において、今やエクセルは必須アイテムの時代。マクロを使え
ば、作業はもっと楽に便利になり、何より就職にも有利。仕事の効率
化を図りましょう。

マクロってなあに？（入門）22

広報こまき８月１日号掲載予定  5回開催日

午後 1:30～3:30

曜日土 定員／10名

受講費時　間 8,150円（施設費・教材費含む）
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生涯学習活動等 グループ紹介

■問合せ先／こまなびサロン　Tel 77-8269

　市民講座の参加者より発足した同好会です。
　アレンジメントとは「並べること」「整理」「再構成」「手配」
などの意味があります。この手順で1つの作品を作りあげていき
ます。こうした作業により身体機能のリハビリ効果も期待できる
そうです。生花の他にもプリザート・造花の飾り・リース等四季
折々の作品を作っています。生花をオアシスに一輪一輪心を込
めて刺してくださいと教えられ皆作る喜びを感じ毎月世界にた
だ一つ私だけの作品作りを目指して楽しんでいます。

アレンジフラワー なでしこ

■活動場所／小牧市公民館
■活動日時／月1回
　　　　　　第1火曜日
　　　　　　10：00～12：00
■会 員 数／15人

会員募集中!

■問合せ先／こまなびサロン　Tel 77-8269

　「好きな布を縫いつないで、唯一無二の作品を作ってみませんか？」
　私達は、平野直子先生のご指導の元、パッチワーク・キルト
の基礎、応用テクニックを習得したいと、令和３年１０月に活
動を開始しました。
　パッチワークをしてみたいけど、なんだか難しそう・・と思ってい
る方、糸と針は家庭科以来という初心者には個人指導します。
　アットホームな雰囲気の中で１針１針縫い進め、実用的なバック
やポーチ、タペストリーなどをより美しく仕上げてみませんか？

スイカの会

■活動場所／小牧市公民館等
■活動日時／月２回　水曜日
　　　　　　10：00～11：30
■会 員 数／6人

会員募集中!

■問合せ先／中部公民館　Tel 75-1861

　私たちは活動２３年目になるゴスペルを専門に歌う女声ゴス
ペル・クワイアです。
　日頃の日常生活から離れ、ニックネームで呼び合い楽しく活
動しています。
　２０代～６０代と幅広いメンバーが在籍。練習は聴いて覚え
るスタイル。楽譜は無いんですよ。歌うことは心と身体のリハ
ビリ！一緒に歌いませんか？ホットでソウルフルなゴスペルは
楽しいですよ～

Komaki Funky-soul Mass Choir 
（コマキ・ファンキーソウル・マス・クワイア）

■活動場所／小牧市青年の家
■活動日時／月２回　
                 第２・４火曜日
                （変更あり）
　　　　　　9：45～１１：４５
■会 員 数／11人

会員募集中!

■問合せ先／北里市民センター　Tel 71-1197

 青の会キララは、「絵に興味はあるけど…できるかな」と思
っていた人たちが集まり、描き始めました。子どもから大人
まで幅広い年齢の仲間が、和気あいあいとした雰囲気で一緒
に絵を描いています。水彩、油彩、パステルなど好きな画材
を使い、自分のペースで自由に描き進めています。年に一
度、名古屋での展覧会に出品でき、完成した時の嬉しさは、
次の頑張りや自信にもなります。興味のある方は、お気軽に
ご見学ください。お待ちしています。

青の会　キララ

■活動場所／北里市民センター
■活動日時／
第１土曜日　  9：30～12：00
第３土曜日　13：00～16：30
■会 員 数／10人

会員募集中!

■問合せ先／北里市民センター　Tel 71-1197

　伊勢型紙は、友禅・小紋など柄や文様を着物の生地に染める
のに用いるものです。和紙を加工した紙に、鋭利な彫刻刀で文
様や図柄を丹念に彫り抜いていきます。その伝統技術や図柄に
魅了された人が集まり、インテリアや建具の作品作りに取り組
んでいます。
　同好会が発足して２０年程になります。メンバーは１０名お
ります。作品完成の折は、満足感と喜びを味わっています。伊
勢型紙を一緒に楽しみませんか。

伊勢型紙同好会

■活動場所／北里市民センター
■活動日時／第2火曜日
　　　　　　第4木曜日
　　　　　　10：00～12：00
■会 員 数／10人

会員募集中!

■問合せ先／多世代交流プラザ（まなび創造館）　Tel 71-9842

　飯田蘭舟先生は、水墨画を通じて“心豊かな生活に潤い
を・・・・・”をモットーにして指導されております。
　水墨画は、身近な草花・風景等を墨・水・筆を使って墨一色で
墨の濃淡の変化・滲み・掠れ・ぼかしを生かした美しい調和のあ
る画を表現するものです。そんな魅力のある水墨画の世界を楽
しんでみませんか。年齢は問わず、初めての方も大歓迎です。
　是非一度教室を見学、体験学習をしてみませんか、お待ちし
ています。

蘭風水墨画院 城風会 水墨画教室

■活動場所／まなび創造館
　　　　　　多目的室
■活動日時／毎月
　　　　　　第2・第4水曜日
　　　　　　10：00～12：00
■会 員 数／15人

会員募集中!
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■問合せ先／ゆう友せいぶ　Tel 42-2030

　日本の擦弦楽器、胡弓のサークルです。
　小さな三味線をバイオリンの弓で弾くような楽器です。富
山県八尾のおわら風の盆では、哀愁を帯びた胡弓の音色が幻
想的に響き渡ります。この胡弓の調べを自分で奏でることが
出来るのです。初めは個人レッスンから。胡弓演奏家・製作
者の石田音人先生が、とても丁寧に教えてくださいます。
　ぜひ一度、見学・体験にお越しくださいませ。お待ちしております。
　音楽は人生を豊かにしますよ!

胡弓サークル「たまゆら」

■活動場所／ゆう友せいぶ
■活動日時／第2・4水曜日
　　　　　　13：00～15：00
■会 員 数／3人 

会員募集中!

生涯学習活動等 グループ紹介

■問合せ先／味岡市民センター　Tel 76-7000

　水墨画同好会は、毎月2回味岡市民センターで活動を続けて
いる愛好者の集まりです。流派にとらわれず、和気あいあい
と、時には真剣に練習にはげみ個々の能力の向上を目指し、
また親睦を深めています。成果の発表機会とした秋季開催の
作品展は、地域の方々、水墨画に興味をお持ちの方々に楽し
んで頂いています。水墨画は、墨色の濃淡、にじみ、ぼかし
等を工夫して草花や風景などを描きます。水墨画に興味をお
持ちの方の連絡をお待ちしています。

水墨画同好会

■活動場所／味岡市民センター
　　　　　　創作室
■活動日時／第2・第４火曜日
　　　　　　13：30～16：00
■会 員 数／10人

会員募集中!

■問合せ先／味岡市民センター　Tel 76-7000

　私たちラベンダーフォークダンスサークルは、味岡市民セ
ンターで活動しています。　色々な国の音楽を聞き、それに
合わせて仲間と輪を作って踊っています。ステップを覚え、
流れてくる音楽を聞きながら動く。それを繰り返すうちに音
楽に乗って踊れるようになるんです。とても嬉しく、楽しい
時間です。毎週金曜日の午前、味岡市民センター２Ｆをのぞ
いてみませんか？そして一緒に踊りましょう。

ラベンダーフォークダンスサークル

■活動場所／味岡市民センター
■活動日時／毎週金曜日
　　　　　　10：00～11：40
■会 員 数／18人

会員募集中!

■問合せ先／東部市民センター　Tel 79-0011

　平成30年度の市民企画講座から発足し、サークル活動を続
けて６年目になります。
　アートフラワーは、花や葉・茎など、植物それぞれの部分
にふさわしい素材を選び、型紙に合わせて白い布をカットし
染めるところから作る立体絵画です。
　アートフラワーを作るようになり、今まで何気なく見てい
た植物をよく観察するようになりました。真っ白な布がだん
だん花の形になっていくのはとても楽しいです。興味のある
方は、ぜひ見学にいらしてください。

手作りアートフラワー

■活動場所／東部市民センター
■活動日時／月2回木曜日
■会 員 数／7人

会員募集中!

■問合せ先／東部市民センター　Tel 79-0011

　私達は、“自分で自分の心と身体を整えていく”をモット
ーに市民企画講座から立ち上がって5年になる自力整体サーク
ルです。
　ボディワーク＆エネルギーワーク、経絡治療を主に、リラ
ックス～脱力～のひと時をみんなで楽しんでいます。
　笑いが絶えず、年齢も様々で、アットホームな仲間たちです。
　みなさんも、心と身体の癒しの時間を作ってみませんか！

自力整体を楽しもう

■活動場所／東部市民センター
■活動日時／第2・４火曜日
■会 員 数／7人 

会員募集中!

■問合せ先／ふらっとみなみ　Tel 77-1375

　日本の伝統精神の最高峰は武士道です。我々は先人が築い
た武士道を継承していく義務があり、私は空手道を通じて伝
統精神を伝えたいと思います。空真会の創設初期は路上の格
闘を想定した空手を追求しましたが、現在は幼少から老いて
も稽古可能な空手に進化しました。型稽古は太極から独自の
型まで広くあります。組手稽古はライトコンタクトから少し
ずつレベルアップしていきます。よかったら仲間になって一
緒に汗を流しましょう。門は開いています。

空手道空真会

■活動場所／南部コミュニティセンター
■活動日時／毎週金曜日
　少年部 17：00～18：30
　一般部 19：00～21：00
■会 員 数／10人

会員募集中!
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番号 講座名 内容 担当課 時間

計画的なまちづくりを進めるための市政の方針を定めた基本計画のあらましをお
話します。

小牧市まちづくり
推進計画第１次基本計画について1 30～60分

小牧市のSDGsに関する取組みやSDGs未来都市に選定されたことなどについて
お話します。

誰一人取り残さない！
SDGｓ未来都市こまきについて2 45分

LINEやフェイスブック等を活用した小牧市の情報発信についてお話します。SNS等を活用した
小牧市の情報発信について3 広報広聴課 30分

選挙管理
委員会

現行の選挙制度を、公職選挙法に基づき要点をわかりやすく説明します。
(選挙の前後をのぞく)やさしい選挙のはなし4 30分

固定資産(土地・家屋・償却資産)にかかる市税のあらましについてお話します。
(6～10月のみ)固定資産税のはなし6 資産税課 30分

市内の河川で水生生物を採取し、その生息状況から河川の水質を調査します。
(親子対象)(6～10月のみ)水生生物調査19 環境対策課 90分

外国人向けに相談窓口・生活情報誌・多文化防災についてお話します。No.21,48と
合わせた受講がおすすめです。英語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語の通訳付

【外国人向け】
生活オリエンテーション18 15分

◆行政編

NEW!

NEW!

秘書政策課

まちづくりのルールである自治基本条例。なぜ必要なのか、どのようなことが書
いてあるのかなどをお話します。まちづくりと自治基本条例23 30分

財政課市の財政状況等についてわかりやすくお話します。
(6月下旬～9月上旬のみ)小牧市の財政状況等5 60分

名古屋コーチンの歴史や特徴などをお話します。
(こまき信長夢夜会・市民まつりの前後をのぞく)

小牧発祥！
名古屋コーチンの魅力に迫る7 45分

市の観光資源とその魅力、観光によるまちづくりについてお話します。
(こまき信長夢夜会・市民まつりの前後をのぞく)市の見どころと観光まちづくり8 シティプロ

モーション課 45分

2019年に作成したオリジナルの総踊り振り付けを楽しく覚えることができます。
(こまき信長夢夜会・市民まつりの前後をのぞく)こまき総踊りレッスン9 30～60分

外国の挨拶・文化・習慣及びやさしい日本語についてお話します。となりの外国人市民を知ろう！17 60分

防犯パトに同行し、ルートや見るべきポイントを一緒に考えます。(土日祝・夜間をのぞく)
(10名程度まで)(防犯パトを実施している団体、今後実施を検討している団体向けです。)地域で楽しく防犯パトロール15 60分

ごみの減量・再資源化のために現在取り組んでいる施策や提供しているサービス
などを詳しく説明します。(4月11日・４月15日・10月7日をのぞく)ごみのはなし20 45分

誤嚥性肺炎を予防するポイントや顔の筋トレ、健口体操等を行います。
(土日祝・夜間をのぞく)

防ごう誤嚥性肺炎！
これであなたも歯(し)あわせ講座25 60分

転倒防止のポイントや筋トレ、転倒防止にまつわる体操等を行います。
(土日祝・夜間をのぞく)転ばぬ先の転倒予防教室26 60分

意外に知らないラジオ体操のポイントをお伝えします。(土日祝・夜間をのぞく)正しいラジオ体操教室27 60分

乳がんの知識や自己セルフチェック方法をお伝えします。
(土日祝・夜間をのぞく)

ピンクリボン講座
～乳がんセルフチェック～28 60分

保健センター

※同年度
　一団体
　2講座まで
　受講可能。

健康とお得をGETする方法を伝授します。(土日祝・夜間をのぞく)ためよう！
こまき健康いきいきポイント講座22 健康生きがい

推進課 60分

各種悪質商法対策など消費生活の諸問題についてお話します。
(平日10時～16時30分の間のみ)消費者トラブルを未然に防ごう10 60分

市の犯罪発生状況並びに住宅対象侵入盗対策及び特殊詐欺対策についてお話しま
す。(土日祝・夜間をのぞく)地域ぐるみで防犯対策11 60分

交通安全に関わる全般的なお話をします。(土日祝・夜間をのぞく)楽しい交通安全教室12 60分

上記3つの講座を合わせてお話します。(平日10時～16時30分の間のみ)消費・防犯・交通安全教室13 90分

護身術の心得、実技(主に離脱技の習得)、健康体維持のための訓練等を実施しま
す。(平日9時～16時３０分の間のみ)身を守る簡単護身術14 60分

市民安全課

市の多文化共生の状況と取り組みについてお話します。市の多文化共生事業について16 60分

多文化共生
推進室

資源・ごみの分別や出し方の基礎や注意点まで詳しく説明します。
(4月11日・４月15日・10月7日をのぞく)資源・ごみの分別講座21 45分

ごみ政策課

支え合い
協働推進課「協働」の意味や意義、必要性などの基礎知識から、協働提案事業化制度の活用

方法などの実践編までわかりやすく解説します。
“協働によるまちづくり”
はじまっています24 60分
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講師料無料※！多くの講座から選んで受講！
※材料費等がある場合は

徴収します

令和5年度　生涯学習のまちづくり

出前講座
この講座は、市民の皆さんへ学びの機会を
提供することを主な目的とした講座です。
ご希望にあわせて、市職員・公共機関職員・
市民サークル・企業等が講師となり、ご指
定の会場へ出向いてお話をします。
地域3あい事業、老人クラブ、PTA活動、家
庭教育学級など、様々な集まりにお気軽に
ご利用ください。

出前講座とは…

申し込み方法はP26下の段をご覧ください。



番号 講座名 内容 担当課 時間

障がい者の福祉サービス利用制度についてお話します。(平日のみ)障がい者福祉について39 60分障がい福祉課

介護保険の仕組みやサービス内容についてお話します。(平日17時まで)介護保険制度について40 60分介護保険課

国民健康保険制度のあらましについてお話します。(74歳までの成人・高齢者対
象)(平日17時まで。最終開始時間は16時)(4、6～7月をのぞく)国民健康保険制度について41 60分

医療費の助成制度についてお話します。
(平日17時まで。最終開始時間は16時)(4、6～8月をのぞく)福祉医療について42 60分

後期高齢者医療制度についてお話します。
(平日17時まで。最終開始時間は16時)(4、6～8月をのぞく)後期高齢者医療制度について43 60分

更年期に関する講話や楽しい体操等を行います。（土日祝・夜間をのぞく）オトナ女子の更年期講座29 60分

出産や加齢からくる腹圧性の尿漏れ予防に効果的なエクササイズ等を行います。
（土日祝・夜間をのぞく）

女性の健康講座
～骨盤底筋エクササイズ～30 60分

フレイル予防のための食事のポイントについて管理栄養士がお伝えします。
(土日祝・夜間をのぞく)

人生100年時代の「食べる」を知ろう！
～お家でできる簡単フレイル講座～31 60分

制度のあらましについてわかりやすくお話します。
(平日17時まで)(4、7～8月をのぞく)国民年金制度について44 60分市民窓口課

木造住宅の耐震診断、耐震改修について紹介します。木造住宅の地震対策46 60分建築課

都市の健全な発展と秩序ある整備を図る都市計画(法)について、市全体の概要を
お話します。市の都市計画47 30分都市計画課

自分たちの地区のこまくるの行き先や乗り方、公共交通についてお話します。こまくる（こまき巡回バス）と
公共交通48 30分

「中心市街地まちづくりプラットフォーム」についてお話します。中心市街地まちづくり
プラットフォームの開設49 30分

東部まちづくりの行動のみちしるべ「東部振興構想」についてお話します。東部振興構想のあらまし50 30分東部まちづくり
推進室

市の水道のあゆみ、水道事業の仕組みについてお話します。
(平日10時30分～16時30分の間のみ)水道のはなし51 30分

下水道の役割や仕組みについてお話します。
(平日10時30分～16時30分の間のみ)(7月～2月下旬のみ)下水道のはなし52 30分

これからの生涯学習のまちづくりについてお話します。生涯学習によるまちづくり33 60分文化・
スポーツ課

いつまでも健康で過ごすための秘訣を保健師がお伝えします。
(土日祝・夜間をのぞく)

めざせ！健康長寿
～今からできること～32 60分

男女共同参画の基礎知識や小牧市の取り組みについてお話します。
(第3火曜日およびその前日の月曜日をのぞく)男女共同参画社会の実現に向けて45 60分多世代交流

プラザ

小牧山城で行っている発掘調査の成果と小牧山の整備計画についてお話します。
(土日祝・夜間をのぞく)小牧山のはなし53 60～90分小牧山課

蔵書検索のコツ、新しいサービスやご自宅でできるメニューなど、図書館の便利
な使い方をお伝えします。(30人まで)(最終終了時間16時30分)

司書直伝！
図書館使いこなし術54 60分

図書館年齢に合わせた本の選び方、伝わりやすい読み方などをお伝えします。
(最終終了時間17時00分)

ほっこり♪
絵本の読み聞かせ講座55 60分

古典からライトノベルまで、図書館所蔵の家康本をたっぷりご紹介します。
(20人まで、または１クラス)(最終終了時間16時30分)

令和5年度特別ブックトーク
「こんな家康あります」56 60分

議会を知っていただくために、議場見学の受付をしています。学校の社会見学や町内の生涯学習行事に、
議会の雰囲気を感じてみませんか。(講師は議員または職員)(議会の会期中や委員会開催日をのぞく)議場見学57 60分議事課

胸骨圧迫とAEDの取り扱いを学ぶ短時間の実技講習です。
(10歳以上対象、30名まで。)(毎月19日と第2日曜日をのぞく)救命入門コース58 90分

心肺蘇生(胸骨圧迫及び人工呼吸)とAEDの取り扱いを学ぶ実技講習です。
(中学生以上対象、30名まで。)(毎月19日と第2日曜日をのぞく)普通救命講習59 180分

所得税や消費税など身近な税をわかりやすく解説します。
(講師は税務署職員または税理士)(事業所・会社は申請できません)暮らしの中の身近な税について60 90分

相続税・贈与税のポイントをわかりやすく解説します。
(講師は税務署職員または税理士)(事業所・会社は申請できません)相続税・贈与税の基礎知識について61 90分

◆行政編

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

地域における支え合いである地域福祉の重要性・必要性についてお話します。なぜ、今、地域福祉が必要なのか34 30～60分

認知症の人やその家族を温かく見守ってもらえるよう、認知症の症状や、接し方
などについてお話します。認知症サポーター養成講座35 60～90分

自分のいる場所が分からず、不安がっている方に、どのように声をかけたらよい
でしょうか。声をかける体験をしてみませんか。認知症声かけ訓練36 60～90分

「自分らしく生きていくための必要なこと」を考えるきっかけとして、わた史
ノートの使い方についてお話します。

自分らしさを再発見!
わた史ノートの使い方 37 60～90分

日常の基本動作を介護に役立てるための体験型講座を小牧市リハビリテーション
連絡会の専門職が実施します。(月全日・火木午後のみ)(20名程度まで)

男性のため(もちろん女性も)の
介護教室38 60分～

地域包括ケア
推進課

上下水道
経営課

保険医療課

消防署

保健センター

※同年度
　一団体
　2講座まで
　受講可能。

都市整備課
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講師料無料※！多くの講座から選んで受講！
※材料費等がある場合は

徴収します

令和5年度　生涯学習のまちづくり

出前講座
申し込み方法はP26下の段をご覧ください。

番号 講座名 内容 担当課 時間

市の自然についてスライドで説明(使用する部屋の定員の半分まで、子供は保
護者同伴)(夜間をのぞく)(教材代1人100円程度)小牧市の自然1 60～90分

小牧山、ふれあいの森、四季の森での自然観察
(20名程度まで、子供は保護者同伴)(午前推奨)(教材代1人100円程度)身近な自然観察2 60～90分

クラフト　里山あそび　(出前も可)(教材代5,000円程度)兒の森で里山体験をします3 応相談兒の森
活動グループ

季節ごとに見える星座解説と望遠鏡を使った天体観測をします。
(要パソコン・プロジェクター)(土・日夜のみ)季節の星を見よう4 60分小牧市

天文ボランティア

花との出会い！花のコーディネートや二十四節気行事についてお伝えしま
す。(教材代1人500～1,000円)二十四節気、暮らしに花5 60～90分美峰会

漢詩と和歌、俳句、俳諧歌を初歩から指導します。はじめての詩吟6 90分(公社)日本詩吟学院
認可愛北岳風会

カード、ロープ、シルク等を使って楽しいマジックを披露します。
(要駐車場3～4台)(30分ほど前から準備)(第1・3火曜日はのぞく)

あっと！？　驚く
楽しいマジック7 30～40分小牧マジック

クラブ

やさしい心理学。自分、他人を知り心に栄養を！楽しく毎日を過ごすには！
(教材代1団体1,000円程度)(成人・高齢者対象)交流分析8 60～90分TA研究会

庭木・果樹の特性・植付・剪定・施肥・病害虫などについて説明します。
(内容は代表と応相談)(第1・4日曜及び月曜日をのぞく)庭木・果樹の手入れ9 60分～

応相談
日本樹木医会
愛知県支部

地震のメカニズム、地震予想、防災・減災対策、自主防災活動の推進など、
ご要望に沿った内容とします。(要教材のコピー)防災・減災　地震編10 60～90分

伊勢湾台風、東海豪雨、岡崎ゲリラ豪雨などの風水害を紹介し、日頃からの
備え、避難の心得など、ご要望に沿った内容とします。(要教材のコピー)防災・減災　風水害編11 60～90分

地域の災害特性を討議し、問題点を探ります。主に自主防災会向けです。
(要教材のコピー)災害図上訓練DIG12 90～150分

避難所運営の模擬練習を行います。主に学校・自主防災会向けです。
(要教材のコピー)避難所運営ゲームHUG13 90～150分

自主防災組織の活動を検討し、問題を探ります。主に自主防災会向けです。
(要教材のコピー)自主防災組織活性化演習14 90～150分

家具固定の必要性、固定の基本的な方法を講義し、模型を使って下地探しや
インパクトドライバーの使い方などを実演指導します。(要教材のコピー)家具の転倒防止15 60～120分

◆市民サークル編

小牧防災
リーダー会

(要プロジェクター
・スクリーン※用意
できない場合は申
し出てください）

災害対応はジレンマを伴う重大な決断の連続です。グループで話し合い、災
害対応能力を養います。(要教材のコピー)クロスロードゲーム19 90～120分

ビール缶を使い簡易コンロの作り方を紹介し、作り方を指導します。
(要教材のコピー・アルミ缶)アルミ缶を利用した簡易コンロ18 90～120分

身近なものを使って防災グッズをつくる。①新聞紙でつくるスリッパ　
②牛乳パックで作る笛　③ゴミ袋で作るポンチョ　(要教材のコピー・材料)

身近なもので
防災グッズをつくる20 60～120分

こども達が災害時に自分の身を守るための基礎的知識を学べます。
(幼稚園・保育所向け)

ぼうさい　まちがいさがし　
きけん　はっけん！21 60～120分

こども達が地震に遭遇した際の知識を学べます。(小学4年生以上)ぼうさいボードゲーム　
いえまですごろく22 30分

ハンドケア・ホットタオル・毛布ガウンなどの実技(要タオル1人2枚)避難所生活を乗り切る
災害時の豆知識23 90分

高齢者に起こりやすい事故の予防と手当、急病への対応高齢者の健康と安全24 90分

子どもに多い事故の予防と手当(AED)、
身近な物をつかった応急処置について　(30名まで)幼児安全法講習25 90分

一時救命処置(AED)、応急手当(三角布使用)救急法講習26 90分

尿用はペットボトルを使い、便用には段ボールを使った簡易トイレを紹介
し、作り方を指導します。(要教材のコピー・材料代1人100円程度)簡易トイレの作り方17 60～120分

小牧市
赤十字奉仕団
(夜間をのぞく)

非常持出品の必要性を講義し、自分なりの非常持出品を選択し、非常持出品
袋に詰め、その重量を体感してもらいます。(要教材のコピー)非常持出品ゲーム16 60～120分

小牧市
「宇宙の学校」
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申 し 込 み 方 法

◆企業・公共機関編

出前講座令和5年度　
生涯学習のまちづくり

野菜がもつチカラや野菜を摂る大切さ、乳酸菌のお話などを分かりやす
くお伝えします。(要スクリーン※ない場合は応相談)(平日９時30分か
ら16時まで、土日祝日は応相談))

「おいしく たのしく」
カゴメと健康生活を送ろう！
※先着3件まで27 60分カゴメ㈱小牧工場

番号 講座名 内容 講師名 時間

より良く生きていくためのエンディングノート活用講座です。
(成人・高齢者対象)
(公式ノート利用の場合1人200円)

出前終活講座
～わたしらしく生きること～28 60～90分

シオン倶楽部
LINEを活用したスマートフォンの基礎的な使い方講座です。
(スマートフォンを既に所有している方に限る)

スマートフォンの
基礎的な使い方講座29 120分

安心して老後を過ごせる　知恵とチカラ
(成人・高齢者対象)

おひとりさまの終活講座
～いざというときに頼れるもの～30 60～90分(一社)シオン

終活支援協会

円満・円滑な相続を行うための、相続の基本、遺言書の書き方、税制・
法改正などについて解説します。(高齢者対象)今から始める相続対策31 90分(株)大垣共立銀行

普段の利用では入ることのできない場所にもご案内し、裏側からの施設
や体育館のあれこれを見ていただきます。(イベント開催時をのぞく)パークアリーナ小牧見学32 30～60分(公財)

小牧市スポーツ協会

「設立の経緯」「しくみ」「お引受けする仕事の内容」「シルバー会員になる
には」など、わかりやすく説明させていただきます。
(平日 10時～ 16時のみ )(DVDを上映 )(50 名程度まで )

シルバー人材センターとは33 60～90分(公社)小牧市
シルバー人材センター

金融機関から成年後見制度の利用を求められたら？手続きや費用、
メリット、デメリットを解説します。
(要パソコン・プロジェクタ・スクリーン等※ない場合は応相談)

家族が認知症に
なったときのために
～成年後見制度の利用法～36 60分

障がいのある人の「親なきあと」の心配を一緒に考えてみませんか。
(要パソコン・プロジェクタ・スクリーン等※ない場合は応相談)

「親なきあと」を考える
～成年後見制度の活用～35 60分

尾張北部
権利擁護支援センター

小牧山の歴史や文化を伝える施設「れきしるこまき」を説明します。
(第3木曜日・イベント開催時をのぞく)
※れきしるこまきで開催 ※常設展示入館の場合は別途入場料要

知ってみよう「れきしるこまき」34 (一財)
こまき市民文化財団 20～45分
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問合せ先 文化・スポーツ課　事業推進係
Tel 76-1166　Fax 75-8283
メール bunkasports@city.komaki.lg.jp 
市ホームページ内で「出前講座」と検索

・講座の内容は講師の意向に沿ったものですのでご了承ください。
・講師の都合により、開催日がご希望に沿えない場合があります。
・出前講座の目的に反する場合など、申し込みを受けられない場合があります。
・同じ講座を受講できるのは1年に1回までです。

○その他

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

○講師料について
講師料は無料です。
ただし、教材代が必要となる講座があります。

※令和5年4～5月開催分のみ令和5年3月から受付開始。
　行政編の保健センター講座のみ4月から受付開始。
　令和5年6月以降開催分は令和5年4月から受付開始。

○申し込みについて
申し込みができるのは、市内在住・在勤・在学の10人以上の団体です。
講座開催希望日の14日前までに仮予約をしてください。

①仮予約
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。

②申込書の提出
開催日が確定したら、申込書を文化・スポーツ
課へ提出してください。(郵送・FAX・メール可)
(申込書は窓口・市HPにあります)

③受講の決定
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。

④報告書の提出
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)

受講方法
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