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熱田区神宮三丁目1番 15号　区役所等複合施設 6階 検索熱田区社会福祉協議会

◉「福祉あつた」は、再生紙を使用しています。　◉「福祉あつた」は、カラーユニバーサルデザインを考慮して制作しています。

★各会場の様子は「おひさまクラブ」のブログでも紹介しています
〈熱田区社協ホームページ〉http://www.atuta-shakyo.jp/または熱田区社会福祉協議会で検索
★会場でお手伝いいただくボランティアさんの募集も随時行っております

住み慣れた地域の会場で、
体操・講座などを行い、
はつらつと生活する
きっかけづくりをします。
市内在住の６５歳以上の方
（会場までご自分で来られる方）

平成３1年４月～９月の６ヶ月間
※年間で２期実施します。（次期は１０月～翌年３月まで）

　【会場及び時間】

曜日 午前９：４５～午前１１：４５ 午後１：３０～午後３：３０

月曜日

木曜日

金曜日

火曜日

高蔵コミュニティセンター

大宝コミュニティセンター

白鳥コミュニティセンター

野立コミュニティセンター
期間中に熱田区社会福祉協議会までお問合せ下さい
※申し込みは本人に限る
（ただし、定員に満たない場合は引き続き申し込み可能です）

【定員】 各会場おおよそ20名
　　　
【費用】 無料
　　　
【申込】 平成３1年２月１2日（火）～
        
　　　
　　　

平成31年2月２8日（木）

（ただし、材料費が必要な場合はご負担いただきます）

（応募多数の場合は抽選となります）

電話659-6307　FAX651-7251　熱田区四番二丁目10-10

熱 田 児 童 館 だ よ り

その他、イベントを多数開催。詳しくは、当館におたずねください。

熱田区在宅サービスセンター

千年コミュニティセンター

旗屋コミュニティセンター

船方コミュニティセンター

おもちゃやピアノ演奏もあるよ！工作もあります♪
チルドレンタイム

●日　時／2月26日(火)　午前10：00～11：00
●対　象／未就園児と保護者

児童館のホールで思いきりあそぼう！
あっちゃんサロン

●日　時／3月6日(水)　午前10：00～12：00
●対　象／未就園児と保護者

親子でふれあいの時間を楽しみましょう！
●日　時／3月3日(日)　午前10：30～11：30
●対　象／3～9か月の乳児と保護者　15組
●申　込／2月24日(日)　午前10：00～

ベビーマッサージ＆ママビクス

電話申込可
先着順

当日自由参加
無料

親子でふれあう楽しいリトミック♪
●日　時／3月12日(火)　午前10：00～11：00
●対　象／未就園児と保護者

親子でリトミック

当日自由参加
無料

当日自由参加
無料

児童館が子どもだけの町に大変身！
みんなではたらいて楽しく遊ぼう☆

ワクワクキッズタウン

●日　時／3月17日(日)　午前10：00～午後3：00
●対　象／小学生、中学生、高校生
               (保護者の方は入場できません)
※当日の状況により、入場制限を行う場合があります。

当日自由参加
無料

当日自由参加
無料

ぽこあぽこによる人形劇を見よう☆
人形劇をみよう

●日　時／3月23日(土)　午前10：30～11：30
●対　象／乳幼児親子、小学生
※乳幼児～小学生低学年向けの内容です。

当日自由参加
無料

当日自由参加
無料

乳幼児向けのおもちゃがたくさん登場！
●日　時／3月13日(水)　午前10：00～12：00
●対　象／未就園児と保護者

おもちゃ図書館

どんなおはなしが聞けるかな？お楽しみに☆
●日　時／3月22日(金)　午後2：00～3：00
●対　象／幼児(保護者同伴)、小学生
※年中～小学生低学年向けの内容です。

おはなし会

電話659-6306　FAX651-7251　熱田区四番二丁目10-10

熱 田 福 祉 会 館 だ よ り

事前申込不要、
当日先着順

認知症予防クラブ
脳トレプリントと体操を皆さんで楽しみましょう
●日　時／①２月２５日（月）　②３月１１日（月）　③４月８日（月）
　　　　　①②③とも午後１：３０～３：００
●定　員／約３０名　●費　用／無料
●持　物／飲み物（水分補給）

●日　時／①３月８日(金)　②３月９日(土)
　　　　　①午後１：３０～４：３０　②午前９：００～12：00
●定　員／各１４名　●費　用／950円　　
●持　物／濡れタオル、メガネ　●申　込／①②とも２月２７日（水）午前９：３０～

手芸教室「かんたん押絵～五月節句～」

●対　象／市内在住の６０歳以上の方
●日　時／４月２日（火）～５月末日　基本　午後１：３０～３：３０
　　　　　上記の館内講座５回（すべて火曜日開講）他外部研修３回
●申　込／２月１２日（火）～4月1日（月）窓口のみで受付　●定　員／先着５名

【今後の予定】下記の期間の受付も行います。※詳細は、館内掲示ポスター、チラシでご確認ください。認知症予防リーダー養成講座受講生募集

●日　時／毎月第3水曜日の午後１：３０～２：３０　３月２０日、４月１７日
●講　師／熊澤和彦医師　●費　用／無料
●申　込／当館におたずねください

医師による健康相談

電話または
窓口へ、先着順

●日　時／５月７日（火）　午後１：３０～３：００
●定　員／約１２０名　●講　師／毛利　公氏他
●費　用／無料　●申　込／４月２３日（火）　午前８：４５～入場券配布

熱田・歌声喫茶

折り紙倶楽部
●日　時／①４月５日(金)　②５月１０日(金)
　　　　　①②とも午後１：３０～３：００
●定　員／３０名 
●持　物／折り紙（15㎝×15㎝）、はさみ、のり
●費　用／無料　
●申　込／①３月１日（金）　②４月５日(金)    ①②とも午前９：３０～

熱田体操教室
体にやさしい体操をみんなでやりましょう
●日　時／4月8日（月）　午前１０：００～１１：３０
●講　師／いづみニコニコ体操会講師　●定　員／８０名
●費　用／無料　●申　込／3月20日（水）　午前８：４５～入場券配布
●持　物／タオル（汗拭き）、飲み物（水分補給）上靴

電話または
窓口へ、先着順

善意の灯 （平成３０年９月１日
～１２月３１日受付分）

皆さまからいただいたご寄付は、
熱田区の地域福祉の
推進に役立たせていただきます。
ありがとうございました。

▲東邦ガス労働組合

熱田区社会福祉協議会では、地域福祉活動を充実させるためのご寄
付を受け付けています。皆さまのご協力をお待ちしております。

●サークルぐーちょきぱー　様
●東邦ガス労働組合　様
●ACOⅡ　様
●手作りバッグリフォーム同好会　様

●熱田区女性協議会　様　
●熱田鯱城会　様
●匿名1件

名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業
おひさまクラブ参加者募集！

内 容

対 象

参加期間

開催時期 開催時間（基本） 申込期間 館内講座

７/12～８月末日 午後１：３０～３：３０ 2/12～7/11 すべて金曜日
１０/9～１１月末日 午後１：３０～３：３０ 2/12～10/8 すべて水曜日

窓口のみ
受付
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第 3 次計画から第 4 次計画へバトンタッチ！！

第4次熱田区地域福祉活動計画 策定進行中！

第３次地域福祉活動計画～つながりあったかいぎ開催～ 

  そして思いは、第４次地域福祉活動計画（2019～2023）へ～
全体テーマは「～ぬくといつながりのあるまち～」

　「私がつながる、私がつなげる、そして、み
んながつながっている」：第３次地域福祉活
動計画（２０１４～２０１８）の集大成として、
１２月２日（日）に名古屋学院大学名古屋
キャンパスたいほうコミュニティリンクに
て、「つながりあったかいぎ」を
開催しました。この場には、３次

計画、4次計画の作業部会委員、地域住民等４０名が集いました。
　第１部では、「わたしたちがつながり、わたしたちがつなげたこ
と」をテーマに３次計画の各グループ代表者が、５年間の活動を
振り返り成果報告を行いました。続いて、第２部では「わたしたち
はどうしてつながるのか？」をテーマにグループトークを行い、最
後はみんなで「つながりあったかいぎ宣言」を読み上げ、「つながりの大切さやその魅力」をそ
れぞれに受け止めながら、一体感の中、盛大に終えることができました。

　３次計画で培われた「人と人とがつながる」ことへの思いは、現在策
定中の４次計画に引き継がれています。５月の第1回目を皮切りに、月
1回のペースで作業部会委員が一同に会し検討しています。「つなが

りづくり」と言いつつも、その結びつき
の強弱やつながりの程度が話題とな
りました。そこから「居心地がよく、ゆるやかな地域とのつなが
りづくり」を目指し、「ぬくといつながりのあるまち（仮）」がテー
マとなりました。
　地域共生社会につながるよう、具体的な取組みは、今ある
ものを活かしつつ、双方にメリットがあるWIN-WINの関係を

意識して、様々なアイディアを出し合っています。
　今後は３月の素案作成を目指して、より具体的な計画づくりに移行する予定です。

熱田区
いきいき支援センターからのお知らせ

※会場は全て熱田区在宅サービスセンター（区役所等複合施設６階） ※それぞれの開催日につきましては、お電話にてお問合せください。
※事前申込のうえ、ご参加ください※毎月の「広報なごや」でもご案内しています。 

熱田区いきいき支援センター　TEL:６７１-３１９５　ＦＡＸ:６７１-４０１９ご相談・お申し込み等窓口

熱田区いきいき支援センター分室　TEL:６82-2522　ＦＡＸ:682-2505

認知症の家族教室 家族サロン（憩いの場）

毎回、講師のお話を聴いたあと、
同じ思いを抱えた介護者の
皆さん同士で話し合い、
介護のヒントや介護者ご自身の
リラックス方法を
学んでいただく場です。

熱田区いきいき支援センターでは、認知症に関する様々な取組みを行っています。
ぜひ、ご参加ください。また、熱田区いきいき支援センターは、認知症に関する総合
相談窓口です。認知症に関するお困りごとがございましたら、ご相談ください。

認知症サポーター養成講座

【日　時】毎月１回、指定日に実施 【日　時】毎月１回、指定日に実施 

【日　時】毎月１回、指定日に実施 

介護の悩みや不安などを自由に話し合い、
仲間づくりを行います。

認知症についての正しい知識を学び、
認知症の方やご家族の応援者を
養成する講座です。
講座修了者にはサポーターの目印である
オレンジリングを差し上げます。

【対　象】認知症の方を介護
されているご家族の方等

【対　象】認知症の方を介護
されているご家族の方等

【対　象】地域住民の方等

もの忘れ相談医による専門相談

【日　時】毎月１回、指定日に実施 

【対　象】認知症の症状等について
相談を希望する方
（１日３名まで）

「認知症」の症状や治療など、ご本人・
ご家族が持つ不安などについて、
医師（もの忘れ相談医）が
ご相談に応じます。

５年間を振り返って・・・

５年後の熱田区をイメージして

それぞれの想いを語る・・・

つながりの程度って！？
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区内小中学校の児童・生徒の皆さんから、
書道523点、ポスター164点のご応募をいただきました。
素敵な作品をありがとうございました。

赤い羽根協賛第70回 児童生徒作品コンクール

立石 遥さん
【県共募　佳作】
熱田区社会福祉協議会長賞

白鳥小5年

山田 紗矢香さん
【県共募　佳作】
佳　作

白鳥小4年

塩瀧 優凪穂さん
【県共募　佳作】
熱田区長賞

宮中2年

荒垣 佳生さん
【県共募　佳作】
佳　作

宮中3年

桃沢 麦隼さん
【県共募　佳作】
熱田区共同募金委員会長賞

宮中2年

宗宮 可奈さん
【県共募　佳作】
優秀賞

千年小5年山内 琉生さん
【県共募　佳作】
審査員特別賞

旗屋小5年

書道の部
入賞作品

ポスターの部
入賞作品

塚本 柑那さん
【県共募　佳作】
熱田区共同募金委員会長賞

宮中1年 小嶋 日和さん
【県共募　佳作】
熱田区長賞

宮中1年 秋山 凜奈さん
【県共募　佳作】
熱田区社会福祉協議会長賞

大宝小5年

笛吹 萌花さん
【県共募　佳作】
優秀賞

千年小5年 大矢 萌々香さん
【県共募　佳作】
佳　作

白鳥小2年安藤 遙希さん
【県共募　佳作】
審査員特別賞　　

白鳥小1年 仲里 光遼さん
【県共募　佳作】
佳　作

野立小2年
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寝具クリーニング
サービスを
実施しました！

賛助会費還元事業

　毎年大好評のこのサービスは、本会賛助会員（福祉サポーター）の
会費で実施しております。
　今年度も、ご協力いただきました浄財により、77名の方にふかふか
のお布団をお届けできました。きれいになったお布団で、お正月をお過
ごしいただけたと思います。ありがとうございました。

区内にお住まいで
布団を干すことが困難な
要支援・要介護認定を
受けている６５歳以上
のみの世帯が対象

アッツ タック

きれい！
ふかふかに
なったね！

賛助会員
（福祉サポーター）
募集

熱田区社会福祉協議会では、「誰もが安心し
て暮らせるあたたかいまちづくり」を進める
ため賛助会員（福祉サポーター）を募集し
ています。あなたも熱田区の福祉活動応援
団として福祉サポーターになりませんか。

法人・団体会員

個人会員　　

会
　費

一口 10,000円
一口 1,000円

賛助会費を所定の振込用紙にて
お振込みいただくか、本会までご持参ください。

熱田区社会福祉協議会
オリジナルキャラクター

あったかあつた
・福祉フェスタ

開催しました
！

　10月28日（日）区役所等複合施設にて、「あったかあつた・福祉フェ
スタ2018」を開催しました。当日は天候にも恵まれ、焼きそば、フライ
ドポテト、わたがしなどのお店や、福引き、子どもあそびコーナー、スタ
ンプラリーなど楽しい企画にたくさんの人が集まって1,685名もの方
に来場いただき、おかげを持ちまして大変盛況に終えることができま
した。障害者と区民のつどいとして始まり、福祉イベントとして慣れ親
しまれてきましたが、今回30回という節目をもって終了させていただ
くことになりました。今までご協力いただいた全ての関係者の皆様に
この場を借りて、お礼を申し上げます。ありがとうございました。

2018
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第 3 次計画から第 4 次計画へバトンタッチ！！

第4次熱田区地域福祉活動計画 策定進行中！

第３次地域福祉活動計画～つながりあったかいぎ開催～ 

  そして思いは、第４次地域福祉活動計画（2019～2023）へ～
全体テーマは「～ぬくといつながりのあるまち～」

　「私がつながる、私がつなげる、そして、み
んながつながっている」：第３次地域福祉活
動計画（２０１４～２０１８）の集大成として、
１２月２日（日）に名古屋学院大学名古屋
キャンパスたいほうコミュニティリンクに
て、「つながりあったかいぎ」を
開催しました。この場には、３次

計画、4次計画の作業部会委員、地域住民等４０名が集いました。
　第１部では、「わたしたちがつながり、わたしたちがつなげたこ
と」をテーマに３次計画の各グループ代表者が、５年間の活動を
振り返り成果報告を行いました。続いて、第２部では「わたしたち
はどうしてつながるのか？」をテーマにグループトークを行い、最
後はみんなで「つながりあったかいぎ宣言」を読み上げ、「つながりの大切さやその魅力」をそ
れぞれに受け止めながら、一体感の中、盛大に終えることができました。

　３次計画で培われた「人と人とがつながる」ことへの思いは、現在策
定中の４次計画に引き継がれています。５月の第1回目を皮切りに、月
1回のペースで作業部会委員が一同に会し検討しています。「つなが

りづくり」と言いつつも、その結びつき
の強弱やつながりの程度が話題とな
りました。そこから「居心地がよく、ゆるやかな地域とのつなが
りづくり」を目指し、「ぬくといつながりのあるまち（仮）」がテー
マとなりました。
　地域共生社会につながるよう、具体的な取組みは、今ある
ものを活かしつつ、双方にメリットがあるWIN-WINの関係を

意識して、様々なアイディアを出し合っています。
　今後は３月の素案作成を目指して、より具体的な計画づくりに移行する予定です。

熱田区
いきいき支援センターからのお知らせ

※会場は全て熱田区在宅サービスセンター（区役所等複合施設６階） ※それぞれの開催日につきましては、お電話にてお問合せください。
※事前申込のうえ、ご参加ください※毎月の「広報なごや」でもご案内しています。 

熱田区いきいき支援センター　TEL:６７１-３１９５　ＦＡＸ:６７１-４０１９ご相談・お申し込み等窓口

熱田区いきいき支援センター分室　TEL:６82-2522　ＦＡＸ:682-2505

認知症の家族教室 家族サロン（憩いの場）

毎回、講師のお話を聴いたあと、
同じ思いを抱えた介護者の
皆さん同士で話し合い、
介護のヒントや介護者ご自身の
リラックス方法を
学んでいただく場です。

熱田区いきいき支援センターでは、認知症に関する様々な取組みを行っています。
ぜひ、ご参加ください。また、熱田区いきいき支援センターは、認知症に関する総合
相談窓口です。認知症に関するお困りごとがございましたら、ご相談ください。

認知症サポーター養成講座

【日　時】毎月１回、指定日に実施 【日　時】毎月１回、指定日に実施 

【日　時】毎月１回、指定日に実施 

介護の悩みや不安などを自由に話し合い、
仲間づくりを行います。

認知症についての正しい知識を学び、
認知症の方やご家族の応援者を
養成する講座です。
講座修了者にはサポーターの目印である
オレンジリングを差し上げます。

【対　象】認知症の方を介護
されているご家族の方等

【対　象】認知症の方を介護
されているご家族の方等

【対　象】地域住民の方等

もの忘れ相談医による専門相談

【日　時】毎月１回、指定日に実施 

【対　象】認知症の症状等について
相談を希望する方
（１日３名まで）

「認知症」の症状や治療など、ご本人・
ご家族が持つ不安などについて、
医師（もの忘れ相談医）が
ご相談に応じます。

５年間を振り返って・・・

５年後の熱田区をイメージして

それぞれの想いを語る・・・

つながりの程度って！？
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社会福祉法人

名古屋市熱田区社会福祉協議会
TEL671-2875    FAX671-4019
URL　http://www.atuta-shakyo.jp/
E-mail　atutaVC@nagoya-shakyo.or.jp

熱田区神宮三丁目1番 15号　区役所等複合施設 6階 検索熱田区社会福祉協議会

◉「福祉あつた」は、再生紙を使用しています。　◉「福祉あつた」は、カラーユニバーサルデザインを考慮して制作しています。

★各会場の様子は「おひさまクラブ」のブログでも紹介しています
〈熱田区社協ホームページ〉http://www.atuta-shakyo.jp/または熱田区社会福祉協議会で検索
★会場でお手伝いいただくボランティアさんの募集も随時行っております

住み慣れた地域の会場で、
体操・講座などを行い、
はつらつと生活する
きっかけづくりをします。
市内在住の６５歳以上の方
（会場までご自分で来られる方）

平成３1年４月～９月の６ヶ月間
※年間で２期実施します。（次期は１０月～翌年３月まで）

　【会場及び時間】

曜日 午前９：４５～午前１１：４５ 午後１：３０～午後３：３０

月曜日

木曜日

金曜日

火曜日

高蔵コミュニティセンター

大宝コミュニティセンター

白鳥コミュニティセンター

野立コミュニティセンター
期間中に熱田区社会福祉協議会までお問合せ下さい
※申し込みは本人に限る
（ただし、定員に満たない場合は引き続き申し込み可能です）

【定員】 各会場おおよそ20名
　　　
【費用】 無料
　　　
【申込】 平成３1年２月１2日（火）～
        
　　　
　　　

平成31年2月２8日（木）

（ただし、材料費が必要な場合はご負担いただきます）

（応募多数の場合は抽選となります）

電話659-6307　FAX651-7251　熱田区四番二丁目10-10

熱 田 児 童 館 だ よ り

その他、イベントを多数開催。詳しくは、当館におたずねください。

熱田区在宅サービスセンター

千年コミュニティセンター

旗屋コミュニティセンター

船方コミュニティセンター

おもちゃやピアノ演奏もあるよ！工作もあります♪
チルドレンタイム

●日　時／2月26日(火)　午前10：00～11：00
●対　象／未就園児と保護者

児童館のホールで思いきりあそぼう！
あっちゃんサロン

●日　時／3月6日(水)　午前10：00～12：00
●対　象／未就園児と保護者

親子でふれあいの時間を楽しみましょう！
●日　時／3月3日(日)　午前10：30～11：30
●対　象／3～9か月の乳児と保護者　15組
●申　込／2月24日(日)　午前10：00～

ベビーマッサージ＆ママビクス

電話申込可
先着順

当日自由参加
無料

親子でふれあう楽しいリトミック♪
●日　時／3月12日(火)　午前10：00～11：00
●対　象／未就園児と保護者

親子でリトミック

当日自由参加
無料

当日自由参加
無料

児童館が子どもだけの町に大変身！
みんなではたらいて楽しく遊ぼう☆

ワクワクキッズタウン

●日　時／3月17日(日)　午前10：00～午後3：00
●対　象／小学生、中学生、高校生
               (保護者の方は入場できません)
※当日の状況により、入場制限を行う場合があります。

当日自由参加
無料

当日自由参加
無料

ぽこあぽこによる人形劇を見よう☆
人形劇をみよう

●日　時／3月23日(土)　午前10：30～11：30
●対　象／乳幼児親子、小学生
※乳幼児～小学生低学年向けの内容です。

当日自由参加
無料

当日自由参加
無料

乳幼児向けのおもちゃがたくさん登場！
●日　時／3月13日(水)　午前10：00～12：00
●対　象／未就園児と保護者

おもちゃ図書館

どんなおはなしが聞けるかな？お楽しみに☆
●日　時／3月22日(金)　午後2：00～3：00
●対　象／幼児(保護者同伴)、小学生
※年中～小学生低学年向けの内容です。

おはなし会

電話659-6306　FAX651-7251　熱田区四番二丁目10-10

熱 田 福 祉 会 館 だ よ り

事前申込不要、
当日先着順

認知症予防クラブ
脳トレプリントと体操を皆さんで楽しみましょう
●日　時／①２月２５日（月）　②３月１１日（月）　③４月８日（月）
　　　　　①②③とも午後１：３０～３：００
●定　員／約３０名　●費　用／無料
●持　物／飲み物（水分補給）

●日　時／①３月８日(金)　②３月９日(土)
　　　　　①午後１：３０～４：３０　②午前９：００～12：00
●定　員／各１４名　●費　用／950円　　
●持　物／濡れタオル、メガネ　●申　込／①②とも２月２７日（水）午前９：３０～

手芸教室「かんたん押絵～五月節句～」

●対　象／市内在住の６０歳以上の方
●日　時／４月２日（火）～５月末日　基本　午後１：３０～３：３０
　　　　　上記の館内講座５回（すべて火曜日開講）他外部研修３回
●申　込／２月１２日（火）～4月1日（月）窓口のみで受付　●定　員／先着５名

【今後の予定】下記の期間の受付も行います。※詳細は、館内掲示ポスター、チラシでご確認ください。認知症予防リーダー養成講座受講生募集

●日　時／毎月第3水曜日の午後１：３０～２：３０　３月２０日、４月１７日
●講　師／熊澤和彦医師　●費　用／無料
●申　込／当館におたずねください

医師による健康相談

電話または
窓口へ、先着順

●日　時／５月７日（火）　午後１：３０～３：００
●定　員／約１２０名　●講　師／毛利　公氏他
●費　用／無料　●申　込／４月２３日（火）　午前８：４５～入場券配布

熱田・歌声喫茶

折り紙倶楽部
●日　時／①４月５日(金)　②５月１０日(金)
　　　　　①②とも午後１：３０～３：００
●定　員／３０名 
●持　物／折り紙（15㎝×15㎝）、はさみ、のり
●費　用／無料　
●申　込／①３月１日（金）　②４月５日(金)    ①②とも午前９：３０～

熱田体操教室
体にやさしい体操をみんなでやりましょう
●日　時／4月8日（月）　午前１０：００～１１：３０
●講　師／いづみニコニコ体操会講師　●定　員／８０名
●費　用／無料　●申　込／3月20日（水）　午前８：４５～入場券配布
●持　物／タオル（汗拭き）、飲み物（水分補給）上靴

電話または
窓口へ、先着順

善意の灯 （平成３０年９月１日
～１２月３１日受付分）

皆さまからいただいたご寄付は、
熱田区の地域福祉の
推進に役立たせていただきます。
ありがとうございました。

▲東邦ガス労働組合

熱田区社会福祉協議会では、地域福祉活動を充実させるためのご寄
付を受け付けています。皆さまのご協力をお待ちしております。

●サークルぐーちょきぱー　様
●東邦ガス労働組合　様
●ACOⅡ　様
●手作りバッグリフォーム同好会　様

●熱田区女性協議会　様　
●熱田鯱城会　様
●匿名1件

名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業
おひさまクラブ参加者募集！

内 容

対 象

参加期間

開催時期 開催時間（基本） 申込期間 館内講座

７/12～８月末日 午後１：３０～３：３０ 2/12～7/11 すべて金曜日
１０/9～１１月末日 午後１：３０～３：３０ 2/12～10/8 すべて水曜日

窓口のみ
受付
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