
講座名 (教材費・持ち物等) 会場 講師(流派等)

1 茶道午前(茶・菓子代2,000円) 第２水曜 9時30分～12時 茶室 7 人 ※初心者3名 石黒 宗泰(表千家)

2 茶道午後(茶・菓子代2,000円) 第２水曜 12時30分～15時 茶室 7 人 石黒 宗泰(表千家)

3 華道 (花代9,000円×2回) 第1・3木曜 10時～12時 集会室 50 人 諏訪 久翠(石田流)

4 添削書道(手本代1,200円×2回) 第2・4水曜 10時～12時 集会室 60 人 伊藤 春魁

5 詩吟(教材費1,500円) 第1・3火曜 10時～12時 集会室 40 人 青山美祥櫻謡(神桜流)

6 観世流謡曲(謡本4,000円程度) 第１月曜 10時～12時 集会室 40 人 松山 幸親(観世流)

7 宝生流謡曲(謡本5,000円程度) 第１月曜 13時30分～15時30分 集会室 25 人 石森 智幸(宝生流)

8 日本舞踊 第3・4金曜 13時～15時 集会室 30 人 細井 美紗乃(細井流)

9 大正琴(教本1,900円程度) 第１水曜 13時～15時 集会室 30 人 佐藤 詔子(琴城流)

10 英会話(教材費1,000円程度) 第1・3火曜 13時30分～15時30分 集会室 50 人 竹川 理砂

11 絵手紙(月300円程度) 第３水曜 13時30分～15時30分 集会室 50 人 鷹田 弘美 ※初心者は小瓶2つ用意

12 太極拳 第1・3金曜 10時～11時30分 集会室 35 人 堀場 廣美(日本健康太極拳協会)

13 フラダンス 第1・3水曜 10時～11時30分 集会室 35 人 北野 理恵(フイ・フラ・オ・レイアロハ)

14 俳句(ノート・ボールペン等) 第４金曜 10時～12時 集会室 40 人 大森 三保子(俳人協会)

15 吟詩(教本1,600円程度) 第2・4土曜 13時30分～15時30分 集会室 30 人 川谷 讃伸(関西吟詩文化協会)

16 コーラス火曜(教材費2,000円) 第２火曜 13時30分～15時 集会室 45 人 野村 昌子

17 コーラス土曜(教材費2,000円) 第３土曜 10時30分～12時 集会室 45 人 野村 昌子

18 初心者囲碁(教材費200円)
第1月曜・

第3木曜
10時～12時 囲碁室 10 人 尾関 正路

第２金曜 13時30分～14時30分 集会室 春日井 博紀(理学療法士)

第４火曜 13時30分～14時30分 集会室 矢野 博貴(理学療法士)

20 ヨガ土曜※バスタオル 第１土曜 13時30分～15時 集会室 30 人 西口 訓枝 ※運動できる服装で

21 ヨガ木曜※バスタオル 第３木曜 13時30分～15時 集会室 30 人 西口 訓枝 ※運動できる服装で

23 健康体操金曜※手ぬぐい・タオル 第１金曜 13時～14時30分 集会室 55 人 山中 佐百合(あい愛マインド)

第４月曜 13時～14時30分 集会室

第４木曜 10時～11時30分 集会室

19

川崎 瀧薫(川崎会)

35 人

40 人

22 加藤 利枝子(あい愛マインド)人55集会室10時～11時30分第２月曜健康体操月曜※手ぬぐい・タオル

リハビリ体操
※タオル ※運動できる服装で

24 民謡

【教材費】
　上記以外の講座にかかる教材費については 初回開講時に直接講師へお支払いください

※申込後の変更・点数の照会等できません

※窓口【補欠手続】 　補欠当選の方は2月19日(火)から3月15日(金)までに補欠手続が必要です

　　　　　　　　　　　繰上当選になった時点から順次電話連絡をします　留守電等の場合も回答期限は上に同じです

　華道の教材費支払期限は3月21日(木)最終〆切りです(お釣りの無いようご用意ください)

※電話【繰上手続】 　補欠登録をされた後 繰上当選となった場合3月30日(土)までに会館から お電話します

【受講者の決定】

※この時点では

仮決定です!！

【公開抽選会】 　平成31年２月18日（月）14時～ ※館内掲示は翌19日(火)～

  定員を超える申し込みがあった講座については公開抽選とし　あわせて若干名の補欠当選者を決

定します

　すべての申込について 新規に申し込みをされる方や 昨年度同一講座に落選した方　また 当選後

の辞退や無断キャンセルのある方 等の実績を勘案します

　結果発表の館内掲示は 抽選会翌日から行います

　当選者・補欠者ともに期間内の手続きが必要です！

　ただし いずれの手続きにおいても利用証がないと手続不可
結果発表

および手続き

※窓口【受講手続】 　当選された方は2月19日(火)から3月15日(金)までに受講手続が必要です

　『講座一覧』の中から3講座以内を選択し右の受講申込書にご記入の上　会館窓口へご提出くだ

さい

　『茶道』(午前/午後) 『コーラス』(火/土)『健康体操』(月/金)『ヨガ』(土/木) については 同一

講座２クラスの申し込みが可能ですが 両方当選された場合 どちらか片方のみの受講となります

　また 『茶道』初心者の方は午前クラスのみとなります

【申込方法】

八事福祉会館　平成31年度主催講座の開催日等 一覧

【申込受付期間】

↓↓↓　～申込後について～　以下 必ずよくお読みください　↓↓↓

　平成31年４月からの八事福祉会館主催講座の受講者を下記のように募集いたします。

【受講できる方】

【受講期間】

　市内にお住まいの方で 60歳以上（昭和34年４月１日以前生まれ）の方

　平成31年４月から翌年３月までの1年間

【受講料】 　無料　　ただし 教材費等は実費　

平成31年度　八事福祉会館主催講座受講申込のご案内
　※申込書の提出は お一人につき１枚限りです。2枚以上提出されませんようお願いいたします。

　※使用する部屋の 準備・片付け・清掃など　受講者のみなさんで必ず行ってください。

　※申込書提出後の変更および照会は お受けすることはできません。十分にご考慮の上お申し込みください。

（注） 開講日時は 都合により変更あるいは休止させていただくことがあります

毎月の開講日等(原則) 定員

番

号

↓

　※定数を超える申し込みがあった講座については 公開抽選会において抽選を実施します。

　※申込後1年度にわたり 当選歴確認のため 申込内容を保存します。(それ以外の目的には使用しません)

　平成31年1月15日（火）から 同２月15日（金）まで

　　　　　　　　　　　手続きがない場合 補欠当選者を繰上当選とし 当選は無効　　次年度以降減点対象となります

　　　　窓口で補欠登録をします　当選者の辞退等で空きが出ますと登録いただいた電話番号へ会館から連絡します

※有効期間内の名古屋市福祉会館利用証が必要です

※運動できる服装で


