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事業紹介                                                                     

 開催や募集の案内は「広報ねやがわ」や「エスポアールタイムズ」をご覧ください。 

★ 英語フォニックス教室  

内      容 費 用 曜 日 時 間 

Aクラス  小 4～6      （年 36回) 

受講料 

年額 36,000円 
土曜日 

10:00～10:50 

Bクラス  小 1～3      （年 36回) 11:00～11:50 

Cクラス 小 2～4(継続)    (年 36回) 13:00～13:50 

Dクラス 小 4～6(継続)    (年 36回) 14:00～14:50 

 

★英語村(外国人講師)：幼児、小学生 

①2・3歳児と保護者     (年 22回)  

受講料 

年額 22,000円 

火曜日 15:40～16:30 

②4・5歳児と保護者     (年 22回) 
日曜日 

10:00～10:50 

③4・5歳児と保護者     (年 22回) 11:00～11:50 

④クラス 小 1           (年 24回)  

 

受講料 

年額 24,000円 
日曜日 

10:00～10:45 

⑤クラス 小 2       (年 24回)  10:50～11:35 

⑥クラス 小 3          (年 24回) 11:40～12:25 

⑦クラス 小 4          (年 24回) 13:00～13:45 

⑨クラス 小 6       (年 24回) 13:50～14:35 

 

★英会話教室：15歳以上の市民 

中級クラス           (年 36回) 
受講料 

年額 36,000円 

金曜日 
10:00～11:00 

初級クラス           (年 36回) 11:10～12:10 

外国人講師クラス        (年 36回) 火曜日 10:30～11:30 

 

★パソコン教室：15歳以上の市民 

パソコン初心者    (計 16回) 
受講料 20,000円 

教材費  1,512円 

5/31～ 

水曜日 
10:00～12:00 

ワード基礎      (計 8回) 
受講料 10,000円 

教材費  1,836円 

7/27～ 

木曜日 
10:00～12:00 

エクセル基礎     (計 8回) 
受講料 10,000円 

教材費  1,836円 

7/27～ 

木曜日 
13:00～15:00 
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内      容 費 用 曜 日 時 間 

オフィス総合コース   (計 8回) 
受講料 10,000円 

教材費  2,592円 

9/5～ 

火曜日 
18:30～20:30 

インターネット＆メール (計 8回) 受講料 10,000円 

教材費  1,080円 

9/21～ 

木曜日 
10:00～12:00 

エクセル活用         (計 8回) 受講料 10,000円 

教材費  1,296円 

9/21～ 

木曜日 
13:00～15:00 

タブレット＆ＳＮＳ入門 (計１回) 受講料 2,500円 

教材費  1,080円 

11/10 

金曜日 
10:00～15:00 

 

★韓国語講座：15歳以上の市民 

ハングル文字と発音の 

習得、会話楽しむ 

      (年 36回) 

入門 
受講料 

年額 36,000円 

水曜日 
9:45～10:45 

初級 11:00～12:00 

中級 木曜日 11:00～12:00 

 

★パステル・色えんぴつ画教室：15歳以上の市民 

パステル・色えんぴつ画の描き方

を学び楽しむ     (年 22回) 

受講料 

年額 22,000円 
火曜日 

13:00～14:30 

14:45～16:15 

 

★楽しく体操：15歳以上の市民  

ヨガを取り入れた体操   

(年 20回) 

受講料  

年額 10,000円 
火曜日 

10:00～11:30 

13:00～14:30 

 

★文化講座：15歳以上の市民 

陶芸・パンづくり・料理 

パソコン総合など 

（各講座によって曜日・時間帯・参加費が異なる） 
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★こどものためのエスポ教室：小学生・中高生 

内      容 費 用 曜 日 時 間 

絵手紙教室(小 1～中 3年生) 

（年 12回） 

参加費(教材費含む) 

年  額 4,800円 
土曜日 10:50～11:50 

書道教室 A(小 1・2年生)  

(年 22回) 

参加費(教材費含む) 

年  額 11,000円 
土曜日 

9:30～10:30 

書道教室 B(小 3・4年生) 

（年 22回） 
9:30～10:30 

書道教室 C(小 5～中 3年生) 

（年 22回） 
10:45～11:45 

算数教室 A(小 3・4年生) 

 (年 32回) 
参加費(教材費含む) 

年  額 12,800円 
水曜日 16:00～17:00 

算数教室 B(小 5・6年生)  

(年 32回) 

ダンス教室 A(小 3・4年生) 

(年 24回) 参加費(保険料含む)   

    年  額 9,600円 
土曜日 

9:30～10:30 

ダンス教室 B(小 5・6年生) 

(年 24回) 
10:45～11:45 

合唱教室(小 1～中 3年生) 

（年 26回） 

参加費(教材費含む) 

年  額 10,400円 
土曜日 13:00～15:00 

 

★エスポクラブ：小学生 

クラフト    (小 1～6年生) 

（年 8回） 
参加費(保険料含む) 

年  額 6,000円 

 

日曜日 10:00～11:30 

科    学   （小 3～6年生） 

（年 8回） 
土曜日 13:00～14:30 

クッキング  (小 4～6年生) 

（年 8回） 
参加費 

年  額 8,000円 
土曜日 9:30～12:00 

囲碁・将棋  (小 1～6年生) 

（年 14回） 

参加費 

 年  額 3,500円 
土曜日 13:30～14:30 
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★子ども体験教室：小学生・中学生 

内      容 費 用 曜 日 時 間 

子どものための文化的活動の 

機会を提供 
参加費・未定 未定 

10：00～12：00 

13：00～15：30 

 

★よちよちクラブ ：1歳児と保護者 

手遊び、歌、体操などを親子で 

楽しむ       (１期 15回) 

 

参加費    3,000円 

   (保険料含む)  

5月～10月 

火曜日 
 

10:00～11:00 

 
11月～3月 

火曜日 

 

★ぴよぴよクラブ：2歳児と保護者 

手遊び、歌、体操などを親子で 

楽しむ       (１期 15回) 

 

参加費    3,000円 

(保険料含む) 

5月～10月 

木・金曜日 
10:00～11:00 

11月～3月 

木・金曜日 

 

★親子ふれあいクラブ：3歳児と保護者  

幼児どうしのふれあいや親子で手

作り遊び等を経験する (年 25回) 

参加費   5,000円 

(保険料含む) 
水曜日 10:00～11:00 

 

★伝承遊び（工作）：幼児と保護者・小学生 

昔ながらの遊びや玩具を作って遊ぶ 

※無料               (年 8回)  

土曜日 

〈不定期〉 
14:00～15:00 

 

★囲碁・将棋ひろば：小学生・中学生 

 囲碁・将棋体験     

※無料              （年 12回） 
土曜日〈不定期〉 14:40～15:40 

 

★にこにこランド：乳幼児と保護者 

手遊び・歌・工作・パネルシアター・人形劇他 ※

無料                 (年 12回) 
水曜日〈不定期〉 10:30～11:00 

 

★体操ひろば：乳幼児と保護者    

音楽に合わせて親子で体操 

※無料               (年 22回) 
月・水曜日〈不定期〉 11:00～11:10 



- 5 - 

 

 

★元気っ子ランド：幼児と保護者・小学生 

内     容 曜  日 時  間 

パネルシアター・手作り工作・その他遊び等   

※無料             (年 15回) 

水曜日 15:30～16:30 

土曜日 15:00～16:00 

 

★季節行事：幼児と保護者・小学生・市民 

七夕のつどい 7月  1日(土) 14:00～15:00 

やきいも大会 11月 13日(月) 10:00～11:30 

クリスマスのつどい 12月  9日(土) 14:00～15:00 

まめまき 1月 29日(月) 11:00～11:30 

ひなまつり 2月 26日(月) 11:00～11:30 

 

★誕生会：乳幼児と保護者 

親子と一緒に誕生日を祝う 

※無料              

毎日 

11:30～12:00 

（イベント・事業準備期間、休館日を除く） 

 

★おはなし会：幼児と保護者・小学生  

昔話や童話を聴かせる  

※無料                        (年 6回) 
土曜日(不定期) 14:30～15:00 

 

★読書のじかん：幼児と保護者・小学生   

絵本や児童書の展示を通じて本に興味を持たす 

※無料               (年 6回) 
土曜日(不定期) 15:00～16:00 

 

★絵本のよみきかせ：乳幼児と保護者 

絵本を読み聴かせる  

※無料                       (年 20回) 

月・水曜日 

(不定期) 
11:10～11:30 

 

★ほほえみタイム：幼児と保護者 

乳幼児に絵本の読み聴かせや手あそびを提供 

※無料              (年 10回) 
月曜日(不定期) 11:10～11:20 

 

★子育て相談：乳幼児・幼児・小・中学生の保護者    

子育ての悩み相談  ※無料 随 時 10:00～17:00 
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★子育て応援：子育て中の保護者 

内     容 曜  日 時  間 

子育てに関する講演 ※無料  (年 2回)   
7月 10日(月) 

10:00～11:00 
（日程調整中) 

 

★子育ては親育ち：幼児・小学生・保護者 

手芸クラフト・料理・親子あそび など 

※参加費が必要           (年 10回) 
4月～2月 10:00～12:00 

 

★こどもひろば：幼児と保護者・小学生・市民   

マジック・人形劇・パネルシアター・工作 

※無料 
5月 13日(土) 10:00～15:00 

 

★フェットエスポアール：市民  

サークル活動の発表・模擬店・実演他 
10月 21日(土)  9:50～16:00 

10月 22日(日) 10:00～15:00 

 

★人形劇カーニバル:市民 

プロ・アマチュア人形劇団公演 

※参加費 高校生以上 300円 
2月 17日(土) 10:00～15:00 

 

★文化芸能事業:市民 

落語・浪曲・ジャズ等の公演の開催 

※参加費 

6月・12月   16:00～ 

9月・10月 14:00～ 

 

★地元アーティストや若手プロアーティストのコンサート：市民 

サマーコンサート    ※無料 7月 29日(土) 
13:30～14:30 

ニューイヤーコンサート ※無料 1月 27日(土) 
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★エスポアール開放事業     

場 所・内 容 対 象 期 間・時 間 

夏休み卓球台開放(12回) 小学生と保護者 
7・8月(日程調整中) 

13:30～16:00 

軽スポーツ室の開放 
乳幼児と保護者 

小学生 

平  日 

(幼 児)      10:00～14:00 

(小学生)      14:00～17:00 

土・日・祝 

(幼 児)      10:00～16:30 

(小学生)      13:00～16:30 

※休館日を除く 

さくらホールの開放 
乳幼児と保護者 

小学生 

平日        9:00～17:00 

土・日・祝     9:00～16:30 

※休館日を除く 

図書室の開放 市民 

平日        9:00～17:00 

土・日・祝     9:00～16:30 

※休館日を除く 

作品展示ギャラリーの開放 

※サークル活動や 

エスポクラブ・エスポ教室の 

作品・募集作品等の展示 

市民 
9:00～17:00 

※休館日を除く 

館庭の開放 市民 

平日 3月～10月  9:00～17:00    

   11月～ 2月   9:00～16:30   

土・日・祝       9:00～16:30 

※休館日を除く 

自習コーナーの開放 市民 
9:00～17:00 

※休館日を除く 

<日程・料金は、変更することがあります> 

※開放事業は、会議やサークル活動等での利用はできません。 

 


