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次回の初日受付は、４月１日（水）です。 開館は９時１５分です。ご協力お願いします。 

  ４月１日の受付は、７月分になります。よろしくお願いします。 

この会、この人 
今回は３月から開講します【Ｍｉｒｉ－Ｍｉｒｉ】～ベビー・キッズリトミック～の 

       講師 川添先生にお話をうかがいました。 
ベビー・キッズリトミックの講座を３月から開講します。 ピアノに合わせて体を動かそう！ 

  ☆ 毎月木曜２回ｘ３ヶ月 （計６回）を１クールで教室を開いています。 

    ・キッズ（２～３歳児） クラス           10：20～11：00 

    ・ベビー（お座り～１歳児） クラス        11：25～12：15 

  ☆ 料金    ￥２,０００／月        保険代 ￥１,０００ （６回分） 

      ※ お休みした場合は他クラスまたは次クールでの振替になります。 

  ☆ 各クラス 定員 １０名  

            会場  富田地区会館  １階 和室   

  ★ ３月１８日（水） 体験レッスンを行います♪ （￥２００円） 

    「お申込み・お問合せ」    川添 京子 

  〈 電話 〉０９０－７６９５－５７４８   〈 メール 〉 zoem.k.k.m.zoe@i.softbank.jp 

※氏名、お子様の名前、連絡先を入力してください。折り返し連絡させていただきます。 

          ＜ http://ameblo.jp/miri-miri-ritomikku/ ＞ 
 

参加者募集 
【 ナ・プアオレナ 】 フラダンス教室     講師 ナヘレ 加藤先生 

       毎週 木曜日   13：00～14：00  実習室 

     ★ 無料体験を行います。 皆さん一緒に楽しく踊ってみませんか。 

                        お申込み・お問合せ  携帯 ０９０－３５８４－４３５０   大石 里美 

【 和装のつどい 】 着付けの講座      講師 平手千代枝先生 

       毎月２回 水曜日  10：30～12：00  茶室    

     ★ 参加は継続・時々・１回のみでもＯＫ。 １回５００円 （事前予約が必要です） 
             お申込み・お問合せ  富田地区会館 ０５２－３０２－００３１ 

【 マナーのつどい 】 マナー全般の講座  講師 平下真理子先生 

       毎月２回 金曜日  13：00～14：00  第一集会室 

     ★ 参加は継続・時々・１回のみでもＯＫ。 １回１時間５００円 （事前予約必要です） 

             お申込み・お問合せ  富田地区会館 ０５２－３０２－００３１ 



団体名 活動内容 活動日（使用時間区分）

ストレッチ体操 ストレッチ・リズム体操・ビーチバレー 毎週火（午後1）

パインダンスサークル キッズダンス教室 毎週火（夜間）

戸田太極拳 健康のための太極拳 毎週水（午前）

富田ダンスクラブ 社交ダンス 毎週水（午後1）

ナオミックス 体の歪みを整える健康体操 毎週水（午後2）

親子体操 親子で楽しくかけっこ・ボール等で遊びます 毎週木（午前）

親子ヨガ ママヨガ。親子のふれあいヨガ。絵本の読み聞かせ 毎週木（午前）

健康ヨガ 健康のためのヨガ 毎週火（午後1）

木曜バドミントン バドミントンのゲームと練習 毎週木（午後1）

日曜バドミントン バドミントンのゲームと練習 毎月２～３回日曜（午前）

ナ・プア・オレナ フラダンス 毎週木（午後1）

フラの会 子どものフラダンス 毎週金（午後2・夜間）

整美体操 ビーチバレーと指圧 毎週金（午後1）

戸田インディアカ レク.インディアカ 毎週土（午後1）

こども体操教室 子どもの体操教室 毎週金（午後2）

ソフトバレー ソフトバレー 毎週土（午前）

とみちく明球会 卓球 毎週金（午前）

日曜卓球 卓球 毎週日（午後1）

五道拳 空手・柔道・関節技・型・武器法 毎週水（夜間）

全日本空手道聖道会 空手　 毎週金（夜間）

晋武会　戸田空手ｸﾗﾌﾞ 空手　3歳から男女問わず 毎週木（夜間）

少空館拳法 拳法の練習 毎週火（夜間）

花工房　みんと ドライフラワーアレンジメント 第３火（午前）

健康マージャン 健康マージャン教室 毎週火（午前・午後1・午後2)

津軽三味線 津軽三味線　講座 毎月２回日曜(午前）

民謡　唄の会 民謡の唄　講座 毎月２回日曜（午前）・木曜（夜間）

伝筆 ふで文字　講座 水曜（午前）金曜（午前）

すずらんの会 あみものサークル 毎月１回（午後1）

フラワーサークル・りりー フラワーアレンジメント 毎週木(午前・午後2）

アートフラワーひまわり アートフラワー 第１・３木（午前）

楽しく歌う会 みんなで合唱 第３金（午前）

エコクラフト エコクラフト手芸 第３日（午前・午後1）

マナーのつどい マナー全般 毎月２回金（午後1）

和装のつどい 着付・和装全般 毎月２回水(午前）

美象会 日本画 第１・３火（午前）

唐筆会 書とペン習字 第１・２・３火午後1

エコナ手芸 手芸 毎月１回日（午後1）

英会話サークル 英会話 毎週水（午後1）

グリーンローズ プりザードフラワーアレンジメント 第２水（夜間）

吟の会 詩吟のサークル 毎月２回水(午後1）

トーク.トーク 話し方.使い方の表現を学ぶ 月１木（午前）

パンフラワー お花の製作 第２・４木（午後1）

ビーズの会 ビーズアクセサリー等の製作 毎週木（午前）

秋桜の会・ひまわりの会 茶道（裏千家）華道（未生流） 月３木・土（午前・夜間）

はまなすの会 茶道(表千家） 第２・４水（午前）

実ち寿会 日本舞踊（内田流） 毎週金（午後1）

フレンズマクラメ マクラメ結び 月１回（午前・午後1）

富田囲碁将棋クラブ 囲碁.将棋 毎週土（午前・午後1）

あやめクラブ 大正琴の基礎からレッスン 第２・４（午後1）

大坪教室 大正琴のサークル 第１・２・３金(午前）

E.Ｍ.SUPRING シャドーボックス 第３土（午後1）

トミタイングリッシュ学研 3歳から高校生までの英会話と英語 毎週火・金(午後2・夜間）

緑書会 書道（幼児から一般） 毎週土（午後2・夜間）

米語アカデミー フォニックス・文法・英会話・小中学生向き 毎週火・水（午後2）

ヘバラギ韓国語講座 初心者向け韓国語講座 毎週火・水（午前）

ECCジュニア 英語・英会話教室 毎週水・木(午後2・夜間）

数学教育研究会　 算数・国語・数学・英語（幼児・小学生・中学生）　　　　　　　 毎週木・土（午後2）

子供絵画教室 クレパス・水彩・アクリル画 毎週金（午後2）

まんてん教室 算数・国語・数学・英語（幼児・小学生・中学生） 第２・４土（午前）

寺子屋算数塾 算数 毎週火(午後2）

＜スポーツ系＞    　　　　　　　　                                                       　                                     　　　　　　　　　　原則として

＜講座・サークル＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原則として

＜塾関係＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原則として

サークル.講座.スポーツ紹介 

発行             名古屋市富田地区会館 
   〒454-0962 名古屋市中川区戸田四丁目2502番地 
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            http://tomita.chikukaikan.com/ 

 使用時間区分 
午前     10：00～12：30 

午後（1）  13：00～15：30 
午後（2）  15：30～18：00 

夜間     18：30～21：00 


