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令和2年10月
第121号

山田地区会館

指定管理者：中部互光・コスモコンサルタント運営共同体

http://yamada.chikukaikan.com/

〒452-0815 名古屋市西区八筋町78

TEL・FAX：(052)503-7178

(体育室)

【開館時間】10 : 00 ～ 21 : 00 
※事務受付時間は20 : 00まで

【 休館日 】第4月曜日・年末年始

♦時間区分♦

午 前 10 : 00 ～12 : 30
午後Ⅰ 13 : 00 ～15 : 30
午後Ⅱ 15 : 30 ～18 : 00
夜 間 18 : 30 ～ 21 : 00

※区分を跨いでご利用の場合は、
そのまま続けてご利用いただけます。

和室 (18畳) １区分 1,000円
和室＋談話室 (30畳) 1区分 1,700円
茶室 (10畳) 1区分 800円
実習室 (7.5m×8.6m) １区分 1,000円
集会室 (7.5m×10m)  １区分 1,000円
体育室 (15m×24m) １区分 卓球400円～

（体育室は利用内容により料金が異なります）

※月謝・入場料等を徴収する、又は営利目的の団体は、基準額×1.5倍です。
※館内は、水分補給以外の飲食は原則、禁止です。

各部屋の空き状況は電話・HPで確認ができます。

♦ご利用に際してのお願い事項♦
1.1～2ｍ人との距離を空け、近距離での会話や大声を出すことや歌うことを避けてください。

2.手洗いを励行し、来館時・退館時、休憩時には必ずマスクを着用してください。

3.発熱や咳、倦怠感などの体調不良時には施設の利用を自粛してください。

4.感染追跡調査を可能とするため、連絡先の申告など、連絡手段の確保にご協力ください。

5.感染者と接触した可能性がある場合、保健センターの実施する感染追跡調査にご協力ください。

6.飲食は禁止です。ただし、熱中症防止のための水分補給は除きます。

10/13(火) ①10 : 00－10 : 40 ②11 : 00-11 : 40

※各先着10組限定の入れ替え制のため、要予約※

予約申込は、9/29㈫10:00から、西児童館にて受付開始です。

第８回 合同作品展 繚乱の華
山田・南陽・富田・志段味地区会館合同の

作品展「繚乱の華」が今年も開催します。

ぜひ、おでかけください。

10月6日(火)～11日(日)10：00～18：00
※最終日のみ17時まで

名古屋市民ギャラリー矢田 第3/第5/第6展示室

入場無料

開催決定！

令和２年11月15日(日)13：30～

体育室 ５００円
※要申込

詳しくは次号をお楽しみに♪



内容 教室名 曜日 時間帯 内容 教室名 曜日 時間帯

英会話 ECCジュニア 木・金 午後Ⅱ バイオリン 子どもバイオリン教室 水・金 午後Ⅱ・夜間他

珠算 そろばんきょうしつ駿 月 午後Ⅱ・夜間 絵画 ファインアーツスクール 金 午後Ⅱ・夜間

鈴木書道教室 木 午後Ⅱ 空心会 日 午後Ⅰ

名古屋書芸院 水 夜間 名西空手 木 夜間

緑水書道会 月 午後Ⅱ・夜間 ダンス ボニータダンスカンパニー 木 午後Ⅱ

書写 公文書写教室 土 午前・午後Ⅰ 剣道 アサヒ剣道教室 土 午後Ⅱ

ピアノサークル 火・水・金 午後Ⅱ・夜間 合気道 心身統一合気道 水 午後Ⅱ・夜間

岩田音楽教室 土・日 午後Ⅱ・夜間他 少林寺 少林寺拳法 火・金 午後Ⅱ・夜間

内容 教室名 曜日 時間帯 内容 教室名 曜日 時間帯

麻雀 健康マージャン教室 土 午前～午後Ⅱ 社交ダンス ダンス教室KM 水 午後Ⅰ

囲碁 囲碁クラブ 日 午後Ⅰ 英会話 セシル英会話 水 夜間

リラックスヨガクラブ 月 午前・午後Ⅰ 彩遊会 火(1・3) 午後Ⅰ

ヨガストレッチ教室 水(2・4) 午前 らしーぬ絵画教室 土(月１回) 午後Ⅰ・Ⅱ

さくらヨガ 火(2・３) 午前 書写 公文書写教室 土 午前・午後Ⅰ

ママ友ヨガ 金(月１回) 午前 美文字教室 土(2・4) 夜間

フィットネス フィットネスサークル 木 夜間 静慮書会 金 午前・午後Ⅰ

元気体操同好会 火 午後Ⅰ オカリナ ライリッシュ オカリナ会 火(2・4) 午後Ⅱ

機能矯正ストレッチ 日(月2回) 午前 陶芸 陶楽会 日(月1回) 午後Ⅰ

←この色の教室は会館の企画事業です

内容 グループ名 曜日 時間帯 内容 グループ名 曜日 時間帯

洋裁 綾の会 水 午前・午後Ⅰ チア ピンキーズ 土日(不定期) 午前・午後Ⅰ

パッチワーク パッチワークサークル 火(２・４) 午前 インディアカ 山田インディアカ 水・土 夜間

着付け 着付けサークル 金 午前・午後Ⅰ ソフトバレー ＹＹクラブ 水/木 午後Ⅰ/夜間

コーラス コスモス 水 午後Ⅰ 太極拳 太極拳自主グループ 金 午前・午後Ⅰ

カラオケ YOUの会 火 午後Ⅰ SAT 木・土 午前

いけ花 花あそび 火(1・3) 午前 TTTC 木/日 午後Ⅰ/午前

茶道 松風山 水(1・3) 午後Ⅰ ミルキーズ 金 午前

将棋 将棋同好会 土・日 午後Ⅱ オニオンズ 水 午前

合奏 カノン 土日(不定期) 午後Ⅱ・夜間 山本グループ 土日(不定期) 午後Ⅰ・午後Ⅱ

詩吟 関西・吟詩 水 午後Ⅰ 鉄道模型 鉄道模型運転会 日(２) 午前～夜間

絵画

体操

空手
習字

ピアノ

書道

ヨガ

バドミントン

卓球

小 ・ 中 ・ 高 生 におすすめの教室

大人におすすめの教室

各団体の問い合わせ先は受付までお尋ねください♪

サークル


