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　このガイドブックでは、今年度阿久比町で計画している「生涯学習」に関する講座やイ
ベントの一部を紹介しています。
　「生涯学習」とは、人が生涯を通して行う学習のことです。
　阿久比町では、子どもから大人まで、どなたでも楽しめる生涯学習講座を用意してい
ます。ぜひご参加ください。

※内容については、令和2年3月現在の予定です。諸事情により変更する場合もありますので、ご了承
ください。
詳細は、各頁の「問合せ」へおたずねください。電話番号は、下記にまとめていますのでご参照くだ
さい。

　町内には、さまざまな内容を教えてくださるボランティア講師の方がいらっしゃいます。
小中学生のみなさんの「体験したい！」「話を聞いてみたい！」を待っています！

生涯学習ガイドブックについて

小・中学生
向け

阿久比町青少年体験ボランティアセンター
☎（48）1111（内線1228）

青少年体験ボランティア

❖ボランティア講師さんが教えてくださる内容の一部をご紹介します。❖
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、ハワイアンキルト
など、現在50名以上の方にご登録いただいています。

問合せ一覧（窓口名） 電話番号
社会教育課（公民館係） （48）1111（内1500・1501）
社会教育課（社会教育係） （48）1111（内1228・1229）
社会教育課（体育係） （48）1111（内1228・1229）
アクティブあぐい（スポーツ村内） 090-6617-9101
図書館 （48）6231
健康介護課（地域包括支援係） （48）1111（内1127・1128）
健康介護課（保健係） （48）1111（内1520・1521）
産業観光課（農政係） （48）1111（内1222・1223）
産業観光課（商工労政係） （48）1111（内1226・1227）
産業観光課（観光係） （48）1111（内1226・1227）
建設環境課（環境係） （48）1111（内1211・1212）

申込み・問合せ

講師情報
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講　座

阿久比町青少年体験ボランティアセンター
☎（48）1111（内線1228）

番号 講座名 内　容 期　日 対　象 費　用 問合せ定　員 会　場

③ あぐいタイボキッズ
クラブ

「身近にできるボランティ
ア」をテーマとして、さまざ
まな活動にチャレンジしま
す。

6月～11月
6回

小学4年生以上の
児童・生徒 無料 社会教育課

（社会教育係）15人 アグピアホール
ほか

④ 夏休み子ども
実験教室

天気（雨や雲に関するこ
と）について、子ども向け
の実験を通して楽しく学
びます。

7/26（日）
10:00～正午

小学1年生～
小学3年生

（保護者同伴も可）
無料 図書館

40人 図書館

⑤ ちびシェフクラブ
自分の手で調理すること
で、食の楽しさ、大切さを
学びます。

7月～8月
10:00～13:00　　
同内容で2回

小学生
（親付き添いも可） 500円程度 健康介護課

（保健係）各30人 保健センター
（オアシスセンター内）

⑥ 紙工作教室 一枚の紙からいろいろな
楽しい作品を作ります。

•8/9（日）
　①10:00～正午
　②13:30～15:30
•12/20（日）
　10:00～正午

小学生
（保護者同伴も可） 無料

図書館
各50人 図書館

⑦ 夏休み子ども教室
（海の生き物観察）

午前は干潟での自然観察、
午後にはビーチランドに
いる生き物観察をします。

夏休み期間
9:00～16:00
1回

小学3年生以上の
児童 900円程度 社会教育課

（公民館係）18人 南知多ビーチランド
とその近くの干潟

⑧
わくわく♪
モグモグ教室
（託児つき）

親子で簡単な料理を作っ
て、楽しく食べます。

1月頃
10:00～12:30
1回

1歳6ヵ月から
就園前の親子 500円程度 健康介護課

（保健係）20組 保健センター
（オアシスセンター内）

⑨ 手づくり
バレンタイン教室

親子で楽しく手作りチョコ
を作りませんか。作ったチ
ョコは大事な人に贈りまし
ょう。

1月
9:30～正午
1回

親子 1,000円程度 社会教育課
（公民館係）12組 中央公民館本館

⑩
ジ
ュ
ニ
ア
ス
ポ
ー
ツ
教
室

バドミントン
コース

バドミントンを経験するス
ポーツ教室です。保護者
の方も一緒に楽しめます。
※アクティブあぐい会員になっ
てご参加ください。

5月～2月　土曜日
9:30～11:30
10回

小学生4年生以上
とその保護者

小人2,500円
大人3,500円

社会教育課
（体育係）、
アクティブ
あぐい40人 英比小学校体育館

⑪ ニュースポーツ
コース

誰もが楽しめるニュース
ポーツを経験するスポー
ツ教室です。
※アクティブあぐい会員になっ
てご参加ください。

5月～2月　土曜日
9:30～11:30
10回

小学生4年生以上 2,500円 社会教育課
（体育係）、
アクティブ
あぐい50人 英比小学校体育館

⑫ 陸上コース

陸上競技の基礎的な技能
を身につけるスポーツ教
室です。
※アクティブあぐい会員になっ
てご参加ください。

5月～3月　土曜日
10:00～正午
10回

小学生3年生以上 2,500円 社会教育課
（体育係）、
アクティブ
あぐい100人 阿久比スポーツ村

陸上競技場

① 少年少女発明
クラブ

道具の基本的な使い方や発明工作などを学習します。
•期　　日　5月～3月の土曜日午後・夏休み期間
　　　　　　（月2回程度・20回）
•対象（定員）　小学4年生～中学生（40人)	
•費　　用　年3,000円程度
•会　　場　阿久比中学校ほか
•問 合 せ　社会教育課（公民館係）

② キッズアート
クラブ

絵画や造形の作成を中心にさまざまな文化活動を体験します。
•期　　日　7月～3月の土曜日午前・夏休み期間
　　　　　　（月1回程度・10回）
•対象（定員）　小学3年生以上の児童（20人)	
•費　　用　年3,000円程度	 	 	
•会　　場　中央公民館本館
•問 合 せ　社会教育課（公民館係）
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講　座
番号 講座名 内　容 期　日 対　象 費　用 問合せ定　員 会　場

⑬ ソフトピラティス
ゆったりとした動きと呼吸で体を
整えます。体の硬い方、姿勢を改
善したい方、誰でもできるやさし
いピラティスです。

5/29・6/5・
6/12・6/19
12:45～14:00

一般 200円
社会教育課
（公民館係）40人 アグピアホール

⑭ 童話作法講座 創作童話の作り方、書き方を指
導・添削します。

5月～11月の
第2木曜日
（8月を除く）
13:30～15:30

一般 無料
図書館

20人 図書館

⑮ 文学講座 古典の名作をやさしく学ぶ講座で
す。

5月～3月の
第3金曜日
※6・7月は第2金曜日
（8月を除く）
13:30～15:30

一般 無料
図書館

40人 図書館

⑯ パソコン教室
基礎技能

パソコンに初めて触る方・ほとん
ど解らない方のための入門講座
です。

6/8・10・12・15・
17・19・22・24
16:00～18:00

一般 2,400円程度 社会教育課
（公民館係）10人 中央公民館本館

⑰ 男性のための
簡単料理教室

男性を対象とした、料理の教室で
す。普段は料理をしない方大歓迎
です。

6/10・7/15・
8/19・9/16・
10/21
10:00～13:00

一般（男性） 4,500円程度
社会教育課
（公民館係）15人 中央公民館本館

⑱ 手づくりパン講座
手ごねで作る本格的なパンと簡
単なスイーツ作りの講座です。初
心者でも簡単にできるパン作りの
基礎を学びます。

6月予定
10:00～正午
1回

一般 未定
社会教育課
（公民館係）18人 中央公民館本館

⑲ 板山高根湿地
「自然観察会」

普段公開していない板山高根湿
地の観察会。湿地だけに生息する
貴重なハッチョウトンボやシラタマ
ホシクサを観察します。

7月～9月
計4回

一般 無料
建設環境課
（環境係）各25人 板山高根湿地

⑳ 元気アップ教室 体を動かしたり、口の機能や食習
慣について見直します。

9/24・10/6・
10/22・11/11・
11/26・12/9・
12/22

65歳以上 無料
健康介護課

（地域包括支援係）30人程度 保健センター
（オアシスセンター内）

㉑
美術講座/
美術館へ行って
みよう

絵を観るのが好きな方。美術館で
の絵画の鑑賞法を学び、実際に美
術館へ行って現地で受講します。

9月頃
2回

一般 400円程度
（チケット代別） 社会教育課

（公民館係）18人 未定

㉒ 陶芸教室 常滑の陶芸の先生と一緒にオリジ
ナルの作品をつくりましょう。

1月～2月
13:30～15:30
2回

一般 2,000円程度 社会教育課
（公民館係）20人 中央公民館本館

㉓ 歴史講座
地域に密着した歴史の講座です。
テーマにもとづき毎回違う講師が
さまざまな視点で講演します。

1月～2月
14:00～15:30
4回

一般 800円 社会教育課
（社会教育係）80人 中央公民館本館

㉔ 手作りみそ講習会 阿久比町産の大豆を使って手作り
みそを作ります。

2月頃
1日（4回）

一般 2,300円程度 産業観光課
（商工労政係）各8人 中央公民館本館

㉕ 離乳食講習会
（前期）/（後期）

試食をしながら、離乳食の進め方
を学びます。

【前期】
毎月第2木曜日	
10:00～11:30	
12回
【後期】
奇数月第4金曜日
10:00～11:30
6回

【前期】
3・4ヵ月児と
母親

【後期】
8・9ヵ月児と
母親

無料
健康介護課
（保健係）

ー 保健センター
（オアシスセンター内）

㉖ 健康体そう教室 健康維持、体力づくりのために体
そうをします。

未定
広報、回覧等でお
知らせします。

一般 無料 健康介護課
（保健係）20人程度 未定

㉗ 生活習慣病
予防教室

病気を予防するための食事、運動
習慣について楽しく学びます。

未定
広報、回覧等でお
知らせします。

一般 無料
健康介護課
（保健係）20人程度 保健センター

（オアシスセンター内）
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イベント

番号 イベント名 内　容 期　日 会　場 問合せ

③ 春だ！れんげだ！
農業まつり！

れんげ畑を見ながら、各種イベントや
ゲームコーナーで楽しみましょう。 4/29（水・祝） 草木グランド 産業観光課

（農政係）

④ 青少年健全育成
推進大会

青少年健全育成活動の充実を図るこ
とを目的とした啓発大会です。児童・
生徒の意見発表があります。

7/11（土）
10：00～予定 未定 社会教育課

（社会教育係）

⑤ 野外音楽会 夏の夜のひととき、親子で野外音楽
会を楽しみましょう。

7/26（日）
19：00～ 役場芝生広場 社会教育課

（社会教育係）

⑥ あぐいふれあい
盆踊りの夕べ

盆踊りで夏のひとときを楽しみましょ
う。アトラクションや出店もあります。

8/14（金）
18：30～20：30
※予備日8/16（日）

役場芝生広場 社会教育課
（公民館係）

⑦ 春の山車まつり
町指定文化財　山車の引き回しと囃
子の奉納が行われます。（毎年、春に
開催していますが、今年度は右記日
時に延期又は中止としています。）

【　萩　】…延期
時期未定

【宮　津】…延期
9/12（土）・13（日）

【横　松】…中止
【大古根】…4月中止

その後は検討中

各地区 社会教育課
（社会教育係）

⑧ 文化祭
芸能大会、総合展示会、各種大会（芸
能・囲碁・将棋・俳句・狂俳・川柳）、チャ
リティー呈茶会などを開催します。

【芸能の部】
10/24（土）・25（日）
【展示の部】
11/6（金）～8（日）

中央公民館本館、
アグピアホール

社会教育課
（公民館係）

⑨ 菊花展 町民の皆さんが心を込めて育てた菊
を展示します。

11/3（火・祝）～
11/8（日）予定 ふれあいの森 産業観光課

（観光係）

⑩ 産業まつり 町内の産業を広く紹介し、産業とくら
し、文化のふれあいの場です。 11/21（土）・22（日）

阿久比町役場駐車場・
アグピアホール・
芝生広場

産業観光課
（商工労政係）

⑪ 第72回‥町民体育祭
レクリエーション大会

阿久比町の大運動会、地区対抗と自
由参加種目があります。 10/11（日） 阿久比中学校

運動場
社会教育課
（体育係）

⑫
第6回阿久比町
菅原道真公
書初め大会

幼児から大人まで、どなたでも参加
できます。専用の申込用紙でお申し
込みください。

1/5（火）
・1部受付	8：55～
・2部受付	10：15～

アグピアホール 社会教育課
（社会教育係）

⑬ 第43回健康づくり
マラソン大会

日ごろの健脚ぶりを発揮してくださ
い。競技の部は5㎞・3㎞・2.5㎞・2.2
㎞、ジョギングの部は1.5㎞です。

1/17（日）
受付8：00～ 阿久比スポーツ村 社会教育課

（体育係）

⑭ 凧あげ大会 あなたの手づくり凧を大空に！大凧も
空を舞います。 1/24（日） 各学区4会場 社会教育課

（社会教育係）

①
生涯学習

フェスティバル
2020

文化協会による絵画や書道作品などの展示、芸能大会・各
種大会を開催します。ニュースポーツ体験もあります。

•期　　日　5/16(土)・5/17(日）
　　　　　　ニュースポーツ体験は、5/10(日)
•会　　場　中央公民館本館、アグピアホール、
　　　　　　英比小学校体育館
•問 合 せ　社会教育課（公民館係・社会教育係・体育係）

② 阿久比谷虫供養

虫供養とは、生き物全ての命を敬い、自然の恵みに感謝する
大切な行事です。平安時代の終わりごろから阿久比町でも
行われるようになった民俗信仰行事です。

•期　　日　9/22（火・祝）
•会　　場　阿久比神社（阿久比地区）
•問 合 せ　社会教育課（社会教育係）
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団体情報

文　　芸
苗代句会（俳句）
狂俳英比会（狂俳）
阿久比川柳会	（川柳）
宮津山田書道同好会（書道）
阿久比短歌の会	「風」（短歌）

美　術
阿久比写友会（写真）
中日写協	阿久比支部（写真）
阿久比町油絵同好会（油絵）
梅田アトリエ（油絵・水彩画）
アトリエ彩 （々水彩画）
阿久比水墨画同好会（水墨画）
宮津子どもの絵画造形教室（絵画・造
形）

趣味・工芸
阿久比町盆栽会	（盆栽）
華井会（生け花・池坊）
あぐい囲碁の会（囲碁）
阿久比将棋クラブ	（将棋）		
阿久比凧の会（凧）

語　　学
阿久比英会話同好会
えいごごっこ
中国語同好会
韓国語会話サークル

学　　習
心経を読む会

学　　習
阿久比町郷土学習同好会（歴史探訪）

芸‥能
吟剣詩舞同好会（剣詩舞）
翁菊民踊研究会（民踊）
翁彩民踊研究会（民踊）
民踊	豊南会（民踊）
民踊	さくら会（民踊）
民舞	友雅会（民舞）
日本舞踊	内田流縫井会（日舞）
草木舞踊愛好会（舞踊）
阿久比能楽同好会（仕舞）
阿久比雅楽会（雅楽）
岳風知多松吟会（詩吟）
関西吟詩あぐい（詩吟）
詩吟興道館知多支部（詩吟）
箏曲	中山会（箏）
現代箏曲	絃の会（箏）
箏史会（箏）
あぐい大正琴クラブ（大正琴）
阿久比吹奏楽団（吹奏楽）

美　　術
絵手紙同好会
れんげ絵画同好会
阿久比みずゑの会
押花夢アート
絵の会はまゆう
萌の会

書　　道
気楽に書道同好会

音　　楽
ハーモニカふれあい会あぐい
アグレレ（ウクレレ）
オカリーナＡｇｕｉ（オカリナ）

体　　操
フレンズ30
さわやか同好会
ルンルン阿久比
宮津のびのび

お問い合わせは、文化協会事務局（中央公民館内）へ　☎48-1111（内線1500）

お問い合わせは、中央公民館（社会教育課公民館係）へ　☎48-1111（内線1500）

文化協会

サークル団体

芸‥能
阿久比うたう会（合唱）
グリーンコーラス阿久比（コーラス）
えんかの声友会（カラオケ）
Ｖｏｉｃｅ（ヴォイス）（ヴォイストレーニング）
フォークダンス花束（フォークダンス）
チアキッズＧＯＧＯ（チアダンス）
チームスプランドゥール（チアダンス）
あぐい騰（よさこい）
光絃会（津軽三味線）
和太鼓	かつみ（和太鼓）
和太鼓	otogi-おとぎ-	（和太鼓）
Aismile（アイスマイル）（リズムヨガ）
Step	Play	Dance	Company
（ジャズダンス）
フラ・キエレ（フラダンス）
Ｍ＆Ｄ²（エムアンドディースクエア）
（ゴスペル）
知っ多マンドリーノ（マンドリン）
てまりの会（健康体操）
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団体情報

•スポーツ協会に関するお問い合わせは、スポーツ協会事務局（阿久比スポーツ村）へ　☎49-2500
•スポーツ少年団に関するお問い合わせは、事務局（社会教育課体育係）へ　☎48-1111（内線1228・1229）

お問い合わせは、社会福祉協議会へ　☎48-1111（内線1523）

スポーツ関係

ボランティア

体　　操
アップル
フレッシュ＆スマイル
ローズの会
ひまわりの会
いきいき15
楊名時太極拳阿久比同好会
楊名時太極拳　草木教室
健やか太極拳
グループ太極

体　　操
レディースヨガの会
男性健康体操会

踊　　り
宮津「紬の会」

バレエ
阿久比バレエ教室Ｃｌａｒａ

スポーツ
リフレッシュ（ビーチボールバレー）
敬信館阿久比支部（空手）
空手道武翔会（空手）
あすなろ（ビーチボールバレー）
ＯＫＡ	club（オカ	クラブ）（テニス）
真明流空手（空手）

スポーツ協会
卓球協会
ソフトテニス連盟
バドミントン協会
剣道連盟
軟式野球連盟
少年野球連盟
ソフトボール協会
バレーボール協会

スポーツ協会
テニス協会
ゲートボール協会
サッカー協会
ビーチボールバレー協会
グラウンド・ゴルフ協会
ソフトバレーボール協会
バスケットボール協会
パークゴルフ協会

スポーツ少年団
Ａ．Ｆ．Ｃ．ＡＧＵＩ（サッカー）
阿久比ＩＬＥＸ（バスケットボール）
阿東パワーズ（東部学区）（少年野球）
白沢ベアーズ（英比学区）（少年野球）
草木レインボー（草木学区）（少年野球）

ボランティア団体
手話サークルもちっこ

［障がい者支援（手話）］
手話サークル花かつみ

［障がい者支援（手話）］
読書指導グループぶんぶん

［児童支援（本の読み聞かせ）］
阿久比高校インターアクトクラブ

［国際活動等（学校ボランティア）］
療育グループどんぐりのいえ

［障がい者支援（知的障がい者）］
ＥＣＯＭＡＴＥホタル

［環境美化（カーブミラー清掃）］
七草会

［高齢者支援（宅老所）］
たんぽぽの会

［高齢者支援（宅老所）］
ボランティアひまわり会

［高齢者支援（宅老所）］
一期一会荘なかまの会

［施設訪問（唱歌、読み聞かせ）］
どすこい仲間

［施設訪問（踊り）］
ふれあいの会

［高齢者支援（宅老所）］

ボランティア団体
声の広報ボランティアグループ
「あいうえお」

［障がい者支援（声の広報）］
明るい社会づくり運動知多地区推進
協議会

［青少年健全育成　環境美化］
デンソーハートフルクラブ阿久比

［施設訪問等（企業ボランティア）］
なずなの会

［施設訪問（車いす清掃）］
送迎ボランティアグループ
［高齢者・障がい者支援（車いす送迎車運転）］
防災ボランティアあぐい

［防災活動］
阿久比メンズクラブ

［施設訪問（そば打ち）］
矢勝川の環境を守る阿久比地区会

［環境美化］
翁菊民踊研究会

［施設訪問（踊り）］
あぐいふるさとガイド

［観光ガイド］
どじょっこの会

［施設訪問（踊り）］
さくら

［児童支援（託児）］

ボランティア団体
豊翁彩会

［施設訪問（踊り）］
Ｓｍｉｌｅ－Ｂａｎｄ

［施設訪問（オカリナ演奏）］
㈱メビコラボボランティアグループ
「クローバー」

［環境美化清掃活動］
子育て支援グループ	むぎ・むぎ

［児童支援（子育て）］
あるある講座クラブ

［地域交流］
ＰＯＰＯ

［施設訪問（ウクレレ演奏）］
ハッピーマジック

［施設訪問（マジック）］
おもちゃ病院あぐい

［地域交流］
えいび学び～ず

［児童支援（学習支援）］
ごんげん山保存会

［環境美化］
こどものまち実行委員会

［児童支援］
発達障害疾患啓発キャラバン隊
「Bloom」

［児童・障がい者支援］



体育室・パターゴルフ場・デイキャンプ場
■開場時間	 •午前９時～午後５時
	 •4・5・9月：午前6時～午後5時
	 •6月～8月：午前6時～午後7時
	 •体育室は午前9時～午後9時30分
■休 場 日	 •12月28日～1月4日
	 •毎月第3月曜日（祝日の場合は翌日休場）

•上記以外でメンテナンスのため休場する場合が
あります。

■申込方法	 •体育室及びデイキャンプ場は2ヶ月前から3日前
までに管理棟事務所で申し込んでください。

•パターゴルフ場は、当日午後4時までにパターゴ
ルフ場管理所で申し込んでください。

★使用料は、管理棟事務所やホームページでご確認ください。

本館・アグピアホール（多目的ホール）
■開館時間‥ 午前8時30分～午後9時30分

（利用のないときは、平日は午後7時、土日祝日は午
後5時に閉館）

■休 館 日‥ 12月28日～1月4日
■申込方法‥ 利用日の２ヶ月前（アグピアホールは３ヶ月前）から３

日前までに公民館本館の窓口で申し込んでくださ
い。本館はインターネットからの申込も可能です。

★施設使用料は、窓口やホームページでご確認ください。

陸上競技場・野球場・室内練習場・トレーニング室
■開場時間	 •個人利用の場合は…午前9時～午後5時

•専用（団体）利用の場合は…	
◎1/5～3/31及び10/1～12/27は
午前7時～午後5時

◎4/1～9/30は午前6時～午後7時
•トレーニング室の使用は…
◎月・水・金曜日は午前9時～午後9時
◎火・木・土・日曜日は午前9時～午後5時

■休 場 日‥ 12月28日～1月4日	
■申込方法	 •個人利用の場合は、スポーツ村クラブハウスへお

たずねください。
•専用（団体）利用の場合は、利用日の2ヶ月前から
3日前までにスポーツ村クラブハウスで申し込ん
でください。

★使用料は、スポーツ村クラブハウスやホームページでご確認くだ
さい。

図書館

ふれあいの森

アグピアホール（中央公民館多目的ホール）

阿久比スポーツ村

ふれあいの森

中央公民館 阿久比スポーツ村

☎（４８）８４３１

☎（４８）１１１１ ☎（49）２５００

時間　午前9時～午後4時30分
10/18と1/17は、午後1時30分～午後4時30分と

　なります。

発行／阿久比町教育委員会　社会教育課　☎（４８）１１１１（内線１２２８・１２２９）

施設名 所在地 電話番号
阿久比町役場 阿久比町大字卯坂字殿越50番地 （48）1111
中央公民館本館・アグピアホール(多目的ホール) 阿久比町大字卯坂字殿越50番地 （48）1111
図書館 阿久比町大字卯坂字栗之木谷32番地4 （48）6231
阿久比スポーツ村 阿久比町大字卯坂字浅間裏3番地2 （49）2500
勤労福祉センター（エスペランス丸山） 阿久比町大字椋岡字丸山14番地1 （48）6644
ふれあいの森 阿久比町大字板山字比沙田78番地 （48）8431

町 施 設 の ご 案 内

毎月第3日曜日は
陸上競技場を一般開放しています！


