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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。

　掲載した内容は、令和3年3月時点での予定です。新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況
などの諸事情により、講座やイベントを変更・中止する場合があります。また、町の各施設では収
容人数や開館時間、飲食の可否などの利用条件を変更する場合があります。最新の状況は、講座
やイベントの問合せ先（下記問合せ一覧参照）や各施設にお尋ねいただくか、町のホームページで
ご確認ください（http://www.town.agui.lg.jp/）。

　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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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1225・1227）
産業観光課（観光係） （48）1111（内1225・1226）
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。

7月～11月
5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 環境学習講座 環境について体験的に楽
しく学べる講座です。

夏休み期間
10:30～11:30
1回

小学4年生～
小学6年生 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12人 保健センター
（オアシスセンター内）

⑥ 読書感想文の
書き方教室

本の読み方や感想文の書
き方のコツを学びます。

8/1（日）
①10:00～正午
②13:30～15:30

小学1年生～
小学3年生と
その保護者

無料 図書館
各15組 図書館

⑦ 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。

•8/22（日）
　①10:00～正午
　②13:30～15:30
•12/19（日）
　10:00～正午

小学生までの親子 無料
図書館

各25組 図書館

⑧ 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）13人 南知多ビーチランド
とその近くの干潟

⑨
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）6組 保健センター
（オアシスセンター内）

⑩ 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）6組 中央公民館本館

⑪
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

⑫ 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40人 英比小学校体育館

⑬ 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

⑭ 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。

6月（計4回）
12:45～14:00

一般 200円 社会教育課
（公民館係）20人 アグピアホール

⑮ 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（計6回）
※11月は第3木曜日
（8月を除く）
13:30～15:30

一般 無料
図書館

20人 図書館

⑯ 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（計10回）
※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

⑰ 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月
計8回
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

⑱ 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月～10月
計5回
10:00～13:00

一般（男性） 4,500円程度 社会教育課
（公民館係）12人 中央公民館本館

⑲ 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）12人 中央公民館本館

⑳ 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

㉑ フレイル予防教室 体を動かしたり、口の機能や食習
慣について見直します。

【1部】
5/20・6/4・6/17
6/30・7/16
7/30・8/6
10:00～11:30
【2部】
11/5・11/19
12/3・12/22
1/14・1/28
2/4
13:30～15:00

65歳以上 無料

健康介護課
（地域包括支援係）15人程度 保健センター

（オアシスセンター内）

㉒
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）13人 未定

㉓ 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）10人 中央公民館本館

㉔ 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

㉕ 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

㉖ 離乳食講習会
（前期）/（後期） 離乳食の進め方を学びます。

【前期】
月1回
【後期】
2ヶ月に1回
対象の方には通
知します。

【前期】
3・4ヵ月児と
保護者
【後期】
8・9ヵ月児と
保護者

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）

㉗ 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）17人程度 未定

㉘ 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。 中止 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。

7/10（土）
10：00～予定 アグピアホール 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。

7/25（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。

8/16（月）
18：30～20：30
※予備日8/17（火）

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　山車の曳き回しと囃
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　】中止
【宮　津】4月中止
	 その後は検討中
【横　松】中止
【大古根】中止

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】
11/6（土）・7（日）
【展示の部】
10/22（金）～24（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。

11/2（火）～11/7（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。 11/20（土）・21（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
阿久比スポーツ
フェスティバル
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。 10/10（日） 阿久比中学校

運動場
社会教育課
（体育係）

⑫
第7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（水）
・1部受付	8：45～
・2部受付	10：25～

アグピアホール 社会教育課
（社会教育係）

⑬ 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。

1/16（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。 1/23（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
2021

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などもあります。

•期　　日　5/15(土)・5/16(日）
　　　　　　体力テストは、5/8(土）
　　　　　　ニュースポーツ体験は、5/9(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　9/23（木・祝）
•地　　区　卯之山
•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
アトリエ彩々
スケッチ燦

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

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
さわやか同好会
ルンルン阿久比
宮津のびのび
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

体　　操
楊名時太極拳　草木教室
健やか太極拳
グループ太極
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（少年野球）
白沢ベアーズ（少年野球）
草木レインボー（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）］
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）］
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）］
豊翁彩会

［施設訪問（踊り）］
Ｓｍｉｌｅ－Ｂａｎｄ

［施設訪問（オカリナ演奏）］

ボランティア団体
㈱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］
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総合型地域スポーツクラブって？
　総合型地域スポーツクラブとは、人々が、
身近な地域でスポーツに親しむことのできる
新しいタイプのスポーツクラブで、子どもか
ら高齢者まで、さまざまなスポーツを愛好す
る人々が、初心者からトップレベルまで、そ
れぞれの志向・レベルに合わせて参加でき
るという特徴を持ち、地域住民により自主的、
主体的に運営されるスポーツクラブをいいま
す。
　総合型地域スポーツクラブは令和元年7月
1日現在で、創設準備中（クラブの設立に向
けて準備を進めている）クラブを含め全国で
3,604クラブが育成されています。

アクティブあぐい
　阿久比町に平成20年3月に設立された総合
型地域スポーツクラブが「アクティブあぐ
い」です。「アクティブあぐい」は子どもか
らお年寄りまで気軽に参加していただける楽
しいクラブです。

その他活動
　体力テスト・バスハイク・ボウリング大
会・グラウンドゴルフ大会・吹き矢大会

特　典
　アクティブあぐい会員になると、定期的な
活動やジュニアスポーツ教室（ニュースポー
ツコース・バドミントンコース・陸上コー
ス・剣道コース・卓球コース・ソフトテニス
コース）、ミニテニス教室等の受講料が無料
になります。また、その他活動も割引料金で
参加できます。

会　費定期的な活動
　小中学生バレーボール教室・ヒップホップ
ダンス教室・ヨガ教室・グラウンドゴルフ・
小中学生剣道教室・小中学生サッカー教室・
アクティブ教室・健康教室・吹き矢教室・小
中学生バドミントン教室

　アクティブあぐい　090-6617-9101
※月・火・水・金・土曜日の午前9時から正午に阿久比スポー
ツ村で入会を受け付けます。

総合型地域スポーツクラブ「アクティブあぐい」
に入会しませんか?

・大人

問い合わせ先

・小人（中学生以下）

・シニア（65歳以上）

・非会員

　3,500円／年間（スポーツ保険料除く）

　2,500円／年間（スポーツ保険料除く）

　3,000円／年間（スポーツ保険料除く）

　1回	300円
※ご希望の場合はスポーツ安全保険を斡旋します。
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【社会教育課で販売しています】
阿久比の民具	 1,000円
阿久比の建造物と彫刻	 500円
池之浦古窯発掘調査報告書	 200円
比沙田古窯発掘調査報告書	 1,500円
上芳池古窯発掘調査報告書	 4,000円
大砂古窯発掘調査報告書	 1,500円
桜谷古窯発掘調査報告書	 1,500円
親田古窯発掘調査報告書	 2,500円
菅廻間・大沢古窯発掘調査報告書	 5,000円
小白根古窯発掘調査報告書	 3,500円
上親田古窯発掘調査報告書	 2,500円
八ヶ谷古窯発掘調査報告書	 5,000円
宮津板山古窯発掘調査報告書	 1,500円

花かつみ物語	 1,500円
お大の方物語	 1,000円

町勢要覧	 300円
町政概要ハンドブック	 350円
第6次阿久比町総合計画	 2,500円

【政策協働課で販売しています】

〈阿久比町誌〉
資料編1（村絵図）	 3,500円
資料編2（写真集）	 2,000円
資料編3（阿久比の祭礼）	 4,000円
資料編4（近現代）	 3,500円
資料編5（自然）	 5,000円
資料編6（古代・中世・近世）	 4,500円
資料編7（信仰）	 4,000円
資料編8（民俗）	 3,500円
本文編	 3,500円

◯全編（9冊）一括購入は4割引き
　33,500円⇒20,100円
◯5冊以上（資料編2・3を除く）購入は2割引き
◯2冊以上（資料編2・3を除く）購入は1割引き

　下記のとおりスポーツ村陸上競技場を無料で一般開放します！本格的に走るこ
とができるトラックがあり、天然芝のグラウンドもあります。町民のみなさんに
ぜひ活用していただきたいと思います。

【開催日】　毎月第３日曜日（家庭の日）

阿久比町にかかわる出版物

【注意事項】
○	スポーツ団体の使用はお断りします。
○	ゴミは各自で持ち帰ってください。
○	サッカーボールや野球のボールなど硬いボールでは遊ばないでください。
○	バーベキューなど火は使わないでください。
○	町で保険などは入りません。自己責任で参加してください。

【時　　間】
午前9時00分～午後4時30分
※10月17日・1月16日は、午後1時30分～午後4時
30分

町民の方の憩いの場として、毎月第3日曜日（家庭の
日）に陸上競技場を無料で開放します。
芝生の上で家族で仲良く遊んだり、友達とバドミン
トンを楽しんだりと、公園施設のように使っていた
だければと思います。もちろんトラックを走ること
も可能です。楽しい時間をお過ごしください。

【申し込み】　不要

親子の憩い、芝生の上で遊び、笑い、和やかな時間を過ごしませんか

4月18日 5月16日 6月20日 7月18日
8月15日 9月19日 ※10月17日 11月21日
12月19日 ※1月16日 2月20日 3月20日

令和
3年度



子ども総合支援センター子ども総合支援センター
阿久比町

子育て支援センター
あぐぴっぴ

　子育てが楽しい！ともに育つ仲間がいる！

安心してあそび、気軽に相談できる

そんな親と子のための集いの場所です。

者護保ともど子のでま学就らか歳0：象対

主な事業内容
るよに士理心床臨・所来・話電（談相て育子＊

   ことばの相談「すくすく相談日」）
＊  つどいのひろば「ぴっぴひろば」など
＊  子育てに関する情報の発信・提供
＊  子育てサークル・ボランティアの育成支援
＊  育児講座の開催
＊  保健相談「からだげんきかな？」
　（保健師が相談に応じます。身体計測も有）

9630－74LET：先せ合問
FAX　47－1085

教育相談センター
義務教育中の子育てに関する
　　相談に対応します。

対　象 ： 小学1年生から中学3年生までの子ども
　　　　 とその保護者

主な事業内容
：談相るす関に育教＊

　　　いじめ、不登校、学校生活、友人関係、
　　　発達相談、家族への接し方など

0552－94LET：先せ合問
FAX　47－1085

家庭児童相談室 
者護保ともど子のでま歳81らか歳0：象対

＊　家庭生活、養育などの相談・支援に関すること
＊　虐待、ネグレクトなどの相談及び通報

）話電通直（1222－84LET：先せ合問
FAX　47－1085

場　　所　：　阿久比スポーツ村クラブハウス2F
開 所 日　：　月曜日～金曜日（土・日・祝日・年末年始は休み）
開所時間　：　午前9時～午後4時

　「子ども総合支援センター」は、「子育て支援センターあぐぴっぴ」と「教
育相談センター」があり、阿久比町の子育て支援の拠点となる施設です。
　子育ての悩みや、不安をおもちの保護者や子どもを対象に、保育士や
指導員、相談員などのスタッフが対応します。一人で悩まず、一緒に考えて
いきましょう。どうぞお気軽にご利用ください。
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中央公民館　利用のご案内
本館・アグピアホール（多目的ホール）

☎48-1111

※暖房又は冷房設備を使用するときは、この表の金額の20%増しの金額とする
　（10円未満の端数は切り捨てた額）

■開館時間：午前8時30分から午後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時に閉館します。）

■休 館 日：12月28日から1月4日

■申し込み方法
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。インターネットを利用しての申し込み
も可能です。（詳しくはホームページをご覧ください。ただし、アグピアホ
ールはインターネットでの予約はできませんので窓口で申し込んでくだ
さい。）

■施設利用料（令和2年1月1日から）

和　　　室 203
研　修　室 202

視 聴 覚 室 205
大 会 議 室 301東

調理実習室 204

研　修　室 201
町民娯楽室 103

本

　
　
　
　
　館

集　会　室 102

使用区分

階段式座席　1使用につき
ピ　ア　ノ　1使用につき

ホール
設
備
練習室1

大 会 議 室 301西
研　修　室 304
研　修　室 305
研　修　室 308

580円

580円

ア
グ
ピ
ア
ホ
ー
ル

390円
390円

390円

580円
190円

390円

施設使用料
※別に定めのあるものを除き
　1時間につき

390円

190円

2,200円
8,800円
2,200円

練習室2 580円

390円

390円
390円
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ふれあいの森　利用のご案内
（体育室・パターゴルフ場・デイキャンプ場）

☎48-8431　　

■開 場 時 間：午前9：00～午後5：00
　 ＊6月～8月は午前9：00～午後7：00
　 ＊4月～9月は午前6：00から早朝開放を
     行います。
　 ＊体育室は午前9：00～午後9：30
＊デイキャンプ場は午前9：00～午後4：00

■休 場 日
　・12月28日から1月4日まで
　・毎月第３月曜日

（祝日の場合は翌日になります。）
＊上記以外の日で、施設のメンテナンスのため休場する場合があります。

■申し込み方法：午前9：00～午後5：00
　 体育室及びデイキャンプ場のご利用は2ヵ月前から3日前までに
　 管理棟事務所で申し込んでください。

）んせまいてけ付け受はみ込し申ので話電（

パターゴルフ場のご利用は当日パターゴルフ場管理所で午後4時まで
（６月～８月は午後５時まで）に申し込んでください。

■料　　金：下記のとおり

体育室

パターゴルフ場 1人1ラウンドにつき
小学生・中学生 210円
一般(学齢前除く) 420円
65歳以上 210円

デイキャンプ場 小学生以上
1人1日につき 100円

■開場時間
　・個人利用の場合は、午前9：00～午後5：00
　・専用利用の場合は、
　　＊1月5日から3月31日まで及び
　　 　10月1日から12月27日まで
　　　午前7：00～午後5：00
   　＊4月1日から9月30日まで
　　　午前6：00～午後7：00
　・トレーニング室の使用は、
　　＊月.水.金曜日　　午前9：00～午後9：00
　　＊火.木.土.日曜日　午前9：00～午後5：00

■休場日
　・12月28日～1月4日（年末年始）

■利用方法
　・個人利用の場合
　　スポーツ村内クラブハウスで承認を得てください。

）付納料用使（

）付納料用使（

　・トレーニング室

《講習会 開催日時》

初回にインストラクターの講習を必ず受けてください。
受講後に「登録証」が発行され、次回からお好きな
時間に利用できます。
講習会は下表のとおり開催します。
講習会には定員があります。事前に電話で予約して
ください。

第 3 水 曜 日 午後 7 時 ～ 午後 9 時

第 1 土 曜 日 午前10時 ～ 正午　　

第2・4日曜日 午前10時 ～ 正午　　

利用上の注意
　・利用時間は厳守してください。
　・ 利用後は必ず整備、清掃を行い、後に利用する方に迷惑

のかからないようにしてください。
　・所定の場所以外では、飲食、喫煙はできません。
　・体育器具を使用するときは、事前に許可を得てください。
　・その他、係員の指示をよく守ってください。

阿久比スポーツ村　利用のご案内
（陸上競技場・野球場・室内練習場・トレーニング室）

☎49-2500

　・専用（団体）利用の場合
　　利用申請書を利用日の2ヵ月前～3日前まで
　　に提出して、承認を得てください。

1時間につき 390円

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


