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■場市スポーツセンター
■持運動服・室内シューズ・タオル・飲
み物（ペットボトル）
■申４月６日松～開催日前日の午前９時
～午後８時（休館日を除く）に同セン
ター（緯〈７５〉３５４５）へ
ウオーキング基本教室
■時５月７日昇・１４日昇・２１日昇・２８日
昇午前１０時３０分～１１時３０分（全４回）

■対６０歳以上で運動制限のない人
■定１０人（先着順）
■￥施設使用料
カロリー消費エアロ
■時５月８日昌・１５日昌・２２日昌・２９日
昌午後１時３０分～２時３０分（全４回）
■対１８歳以上
■定１５人（先着順）
■￥施設使用料
体力しらべ会（高齢者向け）
■時５月１６日昭午前１０時～正午
■対６５～７９歳で運動制限のない人
■定１５人（先着順）

市スポーツセンターの催し

■場市スポーツセンター
■持水中運動教室施水着・水泳帽子 そ
れ以外施運動服・室内シューズ・タ
オル・飲み物（ペットボトル）

■申４月６日松～３０日昇午前９時～午後
８時（休館日を除く）に同センター
（緯〈７５〉３５４５）へ
水中運動教室
■時５月７日昇～８月６日昇の毎週昇午
後１時～２時（７月２３日・３０日を除
く。全１２回）

■対１８歳以上
■定１５人（先着順）
■￥５４００円
エアロビクスサークル
■時５月９日昭～７月２５日昭の毎週昭午
後１時３０分～２時３０分（全１２回）

■対１８歳以上の女性
■定２０人（先着順）
■￥４５００円
高齢者マシン教室
■時５月１０日晶～６月２８日晶の毎週晶午
後１時３０分～３時（全８回）

■内生活が楽になる簡単なトレーニング
■対６０歳以上
■定１０人（先着順）
■￥３５００円

市スポーツセンターの教室

■場同クラブハウス
■申４月５日晶午前９時３０分から同クラ
ブハウス（緯〈９２〉７１１２）へ

押し花講座
■時５月９日昭・２３日
昭、６月６日昭・
２０日昭、７月４日
昭・１８日昭午前１０
時（全６回）
■講長谷川はる子氏
■定３０人（先着順）
■￥６０００円（別途材料費６０００円）
■他期間中の入園パスポート付き
フラワーアレンジメント講座
■時５月９日昭・２３日昭、６月６日昭・
２０日昭、７月４日昭・１８日昭午後１
時３０分（全６回）
■講山口秋子氏

あき こ

■定３０人（先着順）
■￥６０００円（別途材料費１回２０００円）
■他期間中の入園パスポート付き
かんたんメイクレッスン
■時５月１０日晶・２４日晶、６月７日晶・
２１日晶、７月１２日晶・２６日晶午前１０
時～１１時３０分（全６回）
■講増田美智子氏・富田真保美氏（スキ

み ち こ ま ほ み

ンケアアドバイザー）
■定１５人（先着順）
■￥１回２０００円（別途入園料）
ペーパークイリング講座
■時５月１５日昌、６月１９日昌、７月１７日
昌、９月１８日昌、１０月１６日昌、１１月
２０日昌午前１０時～午後０時３０分（全
６回）
■講磯貝裕子氏（ボタニカルクイリング

ゆう こ

ジャパン認定講師）
■定１６人（先着順）
■￥６０００円（別途材料費・入園料）
布小物の講座
■時５月１７日晶、６月１４日晶、７月１２日
晶、９月２０日晶、１０月１８日晶、１１月
１５日晶午前１０時（全６回）
■講中丸奈美氏（日本手芸普及協会パッ

な み

チワークキルト指導員）
■定２０人（先着順）
■￥６０００円（別途材料費・入園料）

デンパーククラブハウスの
講座■時４月１４日掌午前９時～正午

■場リサイクルプラザ
■問清掃事業所（緯〈７６〉３０５３）、当日の問
い合わせ（緯０９０〈９８９２〉２９３３）

再生家具入札販売

■他入園料別途。都合により日程変更の
場合あり
■場■問同クラブハウス（緯〈９２〉７１１２）
愛知県産米粉を使ったクッキーファク
トリー
■時４月６日松～８日捷・１３日松～１５日
捷午前１０時～午後３時３０分

■￥７００円
■申時間内に同クラブハウスへ
デニッシュパンと動物あんパンづくり
■時４月６日松・
７日掌午後１
時・２時３０分

■定各１８人（先着
順）
■￥５００円
■申当日午前９時３０分から同クラブハウ
スへ

トールペイント教室
■時４月１３日松・１４日掌午前１０時から
■講安永愛子氏（Ｍａｌｂｅｒｒｙ主宰）

あい こ

■定各５０人（当日先着順）
■￥７００円から

テーブルフォトふわふわ写真講座
■時５月８日昌・２２日昌午前１０時（全２
回）

■講岡本由樹子氏
ゆ き こ

■定２０人（先着順）
■￥２３００円
■申４月５日晶午前９時３０分から同クラ
ブハウスへ

寄せ植え講座「長く楽しめる寄せ植え」
■時５月１０日晶午前１０時
■講野正美保子氏（ＲＨＳＪコンテナガーデ

み ほ こ

ニングマスター）
■定２０人（先着順）
■￥３５００円
■申４月５日晶～２６日晶午前９時３０分～
午後４時３０分（昇を除く）に同クラブ
ハウスへ

デンパーククラブハウスの
体験教室

■時期間・日時
■場場所
■内内容
■講講師・指導
■対対象・資格
■定定員・募集人数

■￥費用・受講料など
■持持ち物
■他その他
■申申し込み方法など
■問問い合わせ先

なお、■対どなたでも、■定特になし、
■￥無料の場合は記載を省略していま
す。
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■時５月２６日掌～７月１４日掌の毎週掌午
前１０時～１１時３０分（全８回）

■場市民会館
■内学校や日常生活で必要な日本語
■対市内小学校に通っている、外国籍ま
たは外国にルーツのある子

■定１５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥４００円
■他会場まで保護者が送迎してください。
なお、子どもに日本語を教えるボラ
ンティアも募集しています

■申４月５日晶～５月１５日昌午前８時
３０分～午後５時１５分（松掌抄承を除
く）に市民協働課（緯〈７１〉２２１８）へ

春期子ども日本語教室

■時５月１９日掌

～７月２１日
掌の毎週掌

（全１０回）
クラス１施

午前９時～
１１時、クラス２施午前９時～１０時２０
分、クラス３施午前１０時３０分～１１時
５０分
■場市民会館
■内初歩的な日本語の会話・文法（レベ
ルに応じクラス１～３に分かれます）
■対市内在住・在勤の１６歳以上で、日本
語の会話が初心者の外国人
■定６０人（先着順）
■￥１０００円
■他５月１２日掌にクラス分けの面接あり
■申４月５日晶～５月９日昭午前８時３０
分～午後５時１５分（松掌抄承を除く）
に市民協働課（緯〈７１〉２２１８）へ

日本語教室

■時４月２０日松午前１０時～１１時３０分
■場環境学習センターエコきち
■対４歳以上（未就学児は保護者同伴）
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■申４月１２日晶までの午前９時～午後９
時（捷を除く）に、住所、氏名、年齢、
電話番号、参加人数を環境学習セン
ターエコきち（緯〈７６〉７１４８）へ

新聞紙ｄｅエコバッグづく
り！

■場マーメイドパレス
■申４月９日昇午前１０時からマーメイド
パレス（緯〈９２〉７３５１）へ

アロマテラピーにふれよう
■時４月１６日昇午前１０時３０分～１１時３０分
■内新生活にリラックスできる、精油を
使ったルームスプレーづくり

■講近藤晃己氏（日本アロマ環境協会イ
てる み

ンストラクター）
■対１８歳以上
■定１０人（先着順）
■￥８５０円
水中講座
■時４月１７日昌午前１１時～正午
■内■定初級水泳「クロールから始めま
しょう」施２０人 体験アクアビクス
施４０人（いずれも先着順）

■対１８歳以上
■他託児あり（６カ月～未就園児、先着
５人）
■￥施設利用料
フットセラピー体験会
■時４月２４日昌午前１０時３０分～１１時３０分
■対１８歳以上
■定１５人（先着順）
■￥５００円
■持動きやすい服装、バスタオル・フェ
イスタオル各２枚

マーメイドパレスの講座

■時■内右表のとおり
■対市内在住の小学３～６年生
■定２０人（定員を超えた場合は抽選）
■￥１０００円（別途材料費）
■申４月１２日晶までの午前９時～午後
５時（掌捷を除く）に、住所、氏名、
学校名、学年、電話番号、ファク
ス番号、Ｅメールアドレスを、電
話かファクス、Ｅメールでエコネ
ットあんじょう（緯・胃〈５５〉１３１５
／ｉｎｆｏ＠ｅｃｏｎｅｔａｎｊｏ．ｏｒｇ）へ

内容とき
開講式、ゲームで体験
「市のごみ分別」４月２８日掌

花壇づくりとウオーキング６月１５日松

じゃがいも収穫と大豆の
植え付け６月２３日掌

ごみ分別箱を作ろう、清
掃施設見学７月２８日掌

川で魚と遊ぼう８月２５日掌

環境施設見学１０月２７日掌

七夕の竹で炭焼き体験１１月１０日掌

地元の大豆で豆腐を作ろ
う１２月２２日掌

地球温暖化について学ぶ、
閉講式

来年２月２３
日掌

※時間はおおむね午前１０時～１１時３０分
（変更の場合あり）。

■時５月１６日昭午前８時３０分～午後４時
３０分
■場県農業総合試験場（長久手市）、東谷
山フルーツパーク（名古屋市） 集合
場所施市役所西会館
■対市内在住の人
■定２５人（定員を超えた場合は抽選）
■￥施設入場料（希望者のみ）
■持昼食・飲み物・筆記用具
■申４月５日晶～１２日晶午前１０時～午後
４時（７日掌・８日捷を除く）に、電
話かファクス、Ｅメールでエコネッ
トあんじょう（緯・胃〈５５〉１３１５／ｉｎｆ
ｏ＠ｅｃｏｎｅｔａｎｊｏ．ｏｒｇ）へ

ガーデニング研修会

エコキッズスクール


