地球市民交流センター

ニュースレター９月
マザーグースに集う！





マザーグースの歌、手遊び、絵本など
英語を使って遊びましょう！
９月１０日（火）10:30 ～12:00
多目的室１ お子様１名 100 円
２歳以上（８月末）未就学児親子 17 組

ふれあいミュージック





体操・音楽・ダンスで思いっきり体を動か
しましょう！
９月１２日・１９日・２６日（木）
10:30～12:00
多目的室 1 お子様１名 100 円
1～3 歳までの親子各回１７組

予約開始
８月 2０日(火)
14 時

親
子
教
室
予約開始
８月 21 日(水)
14 時

0561-64-1190 （8:30～17:00）
http://www.chikyushimin.com
８８７め
わくわく音ランド





親子リズミック＆マッサージ


親子で音とリズムに合わせコミュケーション



要バスタオル



９月 2８日（土）10:30～12:00



多目的室 1 お子様 1 名 100 円



2 ヶ月～2 歳までの親子 14 組



予約開始

遊びとマッサージを楽しみましょう！

効果的な歩き方からポールを使った
ウォ―キングまでの実践講座です。



9 月 3 日・10 日（火）10:00～11:30



集合：屋内広場（雨天時：多目的スタジオ 1）



ポール貸出 20 名１００円



タオル・帽子・飲物・手袋・あればサングラス

参加費１００円

姿勢改善エクササイズ


体のゆがみや不調をストレッチや体操で
改善。肩こり、腰痛、猫背の改善に。



９月 5 日・12 日・19 日・26 日（木）





健
康
講
座
予約開始
8 月 20 日(火)
８時３０分



初心者向けの太極拳入門教室
（楊名時八段錦・太極拳）



9 月 4 日・18 日（水）1３:３0～1５:00





多目的スタジオ１・１名 100 円
有れば室内履き
定員：２０名

リラックスヨガ


14:00～1５:15



多目的スタジオ１・１名 100 円
定員：３０名
ヨガマットかバスタオル




英会話講座・初級クラス


初心者向けの英会話講座です。ネイティブ
の先生が教えてくれます。



９月 3 日（火）1０:３0～1１:３０




体験学習室３ １名５００円
定員：２０名

４月２３日（火）１４時から

大極拳入門教室

ノルディックウォ―キング


音から広がる遊びの世界！
親子一緒に楽しみましょう！
９月 1１日（水）10:30 ～12:00
多目的室１ １～3 歳までの親子
親子１７組・お子様１名１００円

教
養
講
座
予約開始
8 月 20 日(火)
８時３０分

ゆっくりとした呼吸や動きに集中し、肩
こり、腰痛を改善しましょう。心と体を
ほぐすリラックスヨガ。
９月 6 日・20 日（金）
1０:３0～1１:３０
多目的スタジオ１・１名 100 円
定員：30 名・ ヨガマット

寄せ植え教室


多肉食物の寄せ植え



9 月 3 日（火）1３:３0～1５:００





多目的室３ 定員：３０名
材料費 1000 円
８月３０日までに電話予約

各講座とも熱中症予防のための水分補給をお忘れ無く！！

キッズダンス教室・新しい教室です！
開催場所 愛・地球博記念公園地球市民交流センター多目的スタジオ１
９月３日・１０日（火）１７：００～１７：５０
参加費一回２００円
小学生（保護者同伴） 定員：２５名 室内履き
お問い合わせは：地球市民交流センター電話：0561-64-1190 まで

地球市民交流センターで活動している、団体、個人の活動紹介です。お問い合わせは各団体まで
開催日時

。

場所･時間･イベント内容・参加費･定員･予約

お問い合わせ

１日(日)





地球市民交流センター 10:00～16:00
第 11 回名古屋フィットネスフェスタ
入場無料 定員：主催者にお問い合わせ下さい

名古屋フィットネス
フェスタ実行委員会
nagoyaff@gmail.com

６日(金)





体験学習室３ （１２日：多目的室３）18:00～20:30
秋のお月見ハイキング 夕涼みウオーキング
参加費１００円 定員５０名・事前予約・先着順

地球市民交流センター
0561-64-1190
お月見ハイキング係







多目的室３・屋外広場 10:00～14:３0
凧づくり＆凧揚げ教室「六角凧」
500 円・４０名 当日先着順・団体要予約
多目的室２ 13:00～15:00
紙芝居上演・無料 ２０名

日本の凧の会東海支部
090-1472-5677
永田












多目的室４ 11:00～15:30
「紙の学校」１本の木から紙を創ろう
参加費 500 円 小学校４年生以上 定員 15 名
多目的室２・屋内広場 10:00～14:00
模型飛行機を飛ばそう！
①ゴム動力スチレンライトプレーン/６００円/先着５０名
②ゴム動力スカイスクリュー/３００円/先着５０名
地球市民交流センター 10:00～16:0
中部ヘアーフェスティバル in モリコロパーク
どなたでも












体験学習室３ 13:00～15:00
ゆかいな仲間の楽しいマジックショー
無料・当日先着順・定員ナシ
マジック教室＆バルーンアート教室/200 円
体験学習室２ 1０:00～1６:00
第３２回中部地区ゴム銃射撃大会
無料 ３０名 メールにて事前予約受付中
体験学習室１ 10:00～15:３0
長久手の森プロジェクトⅩ「二世の森に種まきをする」
参加費無料 定員 25 名・予約申し込みは主催者まで








多目的室４ 10:00～1５:00
身近な素材で作る伝承おもちゃなど
２00 円～７00 円 当日先着順 50 名
多目的室１ 9:30～12:30
「音を出してみよう」～ケーナとサンポーニャ～
５００円 当日先着順 8 名





多目的室３ 10:00～15:00
竹とんぼづくり
300 円 当日先着順 30 名

１２日(木)
１９日(木)
２７日(金)

１4 日(土)

１４日(土)
２８日(土)

１５日(日)

１６日(月)

28 日(土)

29 日(日)

モリゾーキッコロ紙芝居クラブ

090-2131-4254
美術工芸紙工房
kondokazuko941
@outlook.jp
フォーフライヤーズ
090-8320-3145
山本
中部理容美容
教育団体協議会
052-521-7277
スーパーグレ-ト
マジシャンズ
090-3555-0874
（フローラルけいこ）

森

伸夫

mori@aa.aeonnet.ne.jp
NPO:長久手公共施設協力会

0561-64-2005
作楽っ子（大山）
090-4162-3485
名古屋 SISAY 友の会
070-5649-0441
(20－23 時)
いだか竹とんぼの会
080-2624-3715

地球市民交流センターで開催・「金魚すくい」・「シャボン玉」・「ビンゴ大会」など楽しい催し物が
どっさりです。小雨決行で行います。是非御参加を！

