令和元年10月1日より「健康マージャン教室」の受講料は下記の通りとなります。

【終日】1,500円

【午前の部】1,100円

【午後の部】1,300円

※住友生命名古屋ビルの受講料は 2,000 円【開催は午後の部のみ／13 時 15 分開始】

健康マージャンを楽しむ会
鶴舞会場(名古屋市公会堂)の午後の開始時間について
鶴舞会場の午後の部の開始時間は「12 時 50 分」です。
★今月の徹底：体調管理をしっかり行いましょう！

令和3年9月
日

健康マージャン教室／全会場開催カレンダー

月

火

水

注： 会場名 ⇒会場は確保しておりましたが、 1 北名古屋(午後)

木

5

6

7 楠地区会館⑥
(開催なし)

12 13 岩倉④
(一宮代替会場)

愛知県武道館

19 20 敬老の日 21
(開催なし)

26 27 岩倉⑤
(一宮代替会場)

(開催なし)

28 楠地区会館⑧

土
4 山田地区会館③

小牧(小牧市南部コミセン)

8 北名古屋(午後)

9 鶴舞(名古屋市公会堂)⑦ 10 愛知県武道館

愛知県武道館

14 楠地区会館⑦

金

2 鶴舞(名古屋市公会堂)⑥ 3 愛知県武道館

緊急事態宣言等の影響で開催しません。

⑨月
11 山田地区会館④

小牧(小牧市南部コミセン)

15 ★北名古屋(午後) 16 鶴舞(名古屋市公会堂)⑧ 17 愛知県武道館
★小牧(小牧市南部コミセン)

18 山田地区会館⑤

22 愛知県武道館

25 山田地区会館⑥

鶴舞(名古屋市公会堂)①

23 秋分の日
(開催なし)

24 愛知県武道館
★小牧(小牧市南部コミセン)

29 ★北名古屋(午後) 30 鶴舞(名古屋市公会堂)②

愛知県武道館

小牧会場／★9 月 17 日 ★9 月 24 日
北名古屋／★9 月 15 日 ★9 月 29 日

重要

左記の日程は両会場とも会場は確保しておりますが、
開催は未定です。事前にご確認下さい。

【お問合せ先：健康マージャンを楽しむ会 ☎052‐432‐8601 (平日及び開催日の 9:30～17:30)】

※各会場とも定員が厳格に定められております。しばらくの間は会場ごとに
上限が流動的になることが予想されますので、その都度ご確認下さい。

健康マージャン教室にご参加される皆さまへ
～新型コロナウィルスの感染拡大防止のためのお願い～
１．体調がすぐれない方、体温が平熱より高い方は参加できません。
２．咳やくしゃみが繰り返し出る方は参加できません。(花粉症等は除く)
３．参加時には、マスクの着用をお願い致します。
４．窓やドアを開けるなど、常に換気をしながらの開催になります。
５．フェイスシールドの着用をお願いしている会場があります。
６．60 分に 1 回、スタッフが牌と点棒などの消毒を行いますので、参加者の
皆様には手洗い、または手指の消毒をお願いしております。
７．昼食時には、「黙食」にご協力をお願いしております。
８．その他の感染予防対策につきましては各自の判断で行ってください。

☆☆☆一宮会場についての重要なお知らせ☆☆☆
7 月まで一宮会場として使用しておりました、一宮総合運動場（いちい信金ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ）会議室が、
8 月より管理棟の改修工事のため約半年間利用不可となるため、代替会場として岩倉市の公共施設
「岩倉市青少年宿泊施設／希望の家 研修室」を利用させて頂いております。

※開催時間の一部変更を致します。／ 午前開始 10 時 20 分・午後開始 13 時 10 分
※9 月の開催日【2 回】
／
9 月 13 日(月) ・ 9 月 27 日(月)
アクセス情報
施設名称：岩倉市青少年宿泊施設「希望の家」
所在地：岩倉市川井町江崎 3819 番地の 1
※無料駐車場：あり
※その他詳細についてはお問合せ下さい。

～鶴舞会場(名古屋市公会堂)での開催について～
金山会場(名古屋市音楽プラザ)が利用できない時の代替会場として名古屋市公会堂(鶴舞会場)を利
用させて頂いております。
令和 3 年 9 月は 2 日(木)・9 日(木)・16 日(木)・22 日(水)・30 日(木)が鶴舞会場開催となります。
尚、名古屋市公会堂を含め、全ての会場には定員がございますので、ご参加の際には必ず
ご予約をお願い致します。

名古屋市公会堂
住所

名古屋市昭和区鶴舞一丁目 1 番 3 号
名古屋市公会堂アクセス方法
地下鉄鶴舞線「鶴舞駅」下車④番出口

徒歩 2 分

市バス「鶴舞公園前」下車

徒歩 3 分

JR 中央線「鶴舞駅」下車

徒歩 2 分

小牧市南部コミュニティーセンター
(ふらっとみなみ)
【 住所 】
小牧市大字北外山 1187 番地
【 アクセス方法 】
●電車：名鉄小牧線 間内駅より北へ徒歩 5 分
●こまき巡回バス⑥
春日寺・市之久田コース「南部コミュニティー
センター前」下車すぐ

健康マージャンを楽しむ会

2018 年 月別テーマ（おさらい）

★１月のテーマ：「ゲーム前後は、挨拶をしましょう！」
★２月のテーマ：「発声は必ず、そしてハッキリとしましょう！」
★３月のテーマ：「牌を叩くこと」は禁止です。注意しましょう！
★４月のテーマ：細かいルールもちゃんと覚えよう！
★５月のテーマ：せかさない！「ちょっと待った」は「有り」です！
★６月のテーマ：他人にやさしく！自分に厳しく！
★７月のテーマ：「ロン」「リーチ」「ポン」「チー」「カン」「ツモ」発声は必須です！

★８月のテーマ：1 月～7 月のテーマを確認しましょう！
★９月のテーマ：参加の際は必ず予約をし、遅刻はなるべくしないようにしましょう！
★１０月のテーマ：忘れ物が多発しています。忘れ物に注意しましょう！
★１１月のテーマ：体調管理には十分に気をつけて健康マージャンに参加しましょう！

健康マージャンを楽しむ会

2019 年 月別テーマ（おさらい）

★１月のテーマ：「ゲーム前後は、挨拶をしましょう！」
★２月のテーマ：「ロン！」必ず発声して倒牌しましょう!!
★３月のテーマ：昔の悪いクセがある人は、直すようにしましょう!!
★４月のテーマ：「〇秒以内に切らないといけない」というルールはありません。
広い心を持ちましょう！
★５月のテーマ：令和元年！新時代も健康マージャンを楽しみましょう！！
★６月のテーマ：令和時代もルール・マナーを守り、健康マージャンを楽しみましょう！
★７月の感謝！：「健康マージャンを楽しむ会」は 7 年目を迎えました。感謝！☆
★８月の感謝！：☆健康マージャンを広げよう！「ご友人・お知り合い紹介キャンペーン」を
実施します！
★９月のテーマ：☆猛暑到来！水分補給をマメにして、熱中症に気を付けましょう！☆
★１０月のテーマ：事前に必ずご予約の上、ご参加をお願い致します。
尚、キャンセルをされる場合にも、必ずご連絡をお願い致します。
★１１月のテーマ：「ロン！」「リーチ！」「ポン！」「チー！」「カン！」「ツモ！」発声は必須です！
★１２月のテーマ：年末年始は体調管理に気を付けて健康マージャンに参加しましょう！★

健康マージャンを楽しむ会

2020 年 月別テーマ（おさらい）

★１月のテーマ：「ゲーム終了後の持ち点の申告は正確にしましょう。これも脳トレのひとつです！」
★２月のテーマ：健康マージャンのマナーを確認し合いましょう！
★３月の徹底：体調管理をしっかり行いましょう！

★４月の徹底：体調管理をしっかり行いましょう！
★5 月の徹底：体調管理をしっかり行いましょう！
★6 月の徹底：体調管理をしっかり行いましょう！
★7 月の徹底：体調管理をしっかり行いましょう！
★8 月の徹底：体調管理をしっかり行いましょう！
★9 月の徹底：体調管理をしっかり行いましょう！
★10 月の徹底：体調管理をしっかり行いましょう！
★11 月の徹底：体調管理をしっかり行いましょう！
★12 月の徹底：体調管理をしっかり行いましょう！

健康マージャンを楽しむ会

2021 年 月別テーマ（おさらい）

★1 月の徹底：体調管理をしっかり行いましょう！
★2 月の徹底：体調管理をしっかり行いましょう！
★3 月の徹底：体調管理をしっかり行いましょう！
★4 月の徹底：体調管理をしっかり行いましょう！
★5 月の徹底：体調管理をしっかり行いましょう！
★6 月の徹底：体調管理をしっかり行いましょう！
★7 月の徹底：体調管理をしっかり行いましょう！
★8 月の徹底：体調管理をしっかり行いましょう！
★9 月の徹底：体調管理をしっかり行いましょう！

よくある質問・・・
Q.見学はできますか？
A.開催日であればいつでも見学して頂けます。見学は無料です。
但し、お越しの際にはできる限りお電話 1 本頂ければ幸いです。
Q.１人で参加しても大丈夫ですか？
A.大丈夫です。ほとんどの方は、最初はお１人でご参加されています。
Q. マージャンを全く知らない初心者でも大丈夫ですか？
A.大丈夫です。会場により状況が様々ですので、事前にご相談下さい。
Q.パンフレットには午前は初心者・初級者向け、午後は中級者向けと説明がありますが、
どちらに参加すれば良いか分からない場合はどうすれば良いですか？
A. ご不安な方は、まずは午前の部からのご参加をお勧めしています。午前はどうしても都合が悪い方は、
一度午後の部に見学にお越しください。
Q.何歳ぐらいの方が多いですか？
A.50 代～80 代の方々が中心ですが、会場によっては 90 代の方、20 代 30 代の方々もいらっしゃいま
す。
Q.参加者の男女比を教えてください。
A.おおよそ男性 7：女性 3 ですが、会場や開催日によっては 5：5 ぐらいの時もあります。
Q.会場に無料駐車場はありますか？
A.金山会場・鶴舞会場・住友生命名古屋ビル会場には無料駐車場はありません。その他の会場には
無料駐車場はございます。（ただし、どの会場にも無料駐車の台数に制限があります。）
Q.会場ごとに入会金は必要ですか？
A.会場ごとには必要ございません。入会金 1,500 円お支払頂ければ当会運営全会場にご参加頂けます。
Q.月会費や年会費は必要ですか？
A.月会費は必要ございません。年会費に関しまして初年度は必要ございません。
次年度以降 1,500 円／年が必要となります。
Q.災害などでも開催しますか？
A.開催会場該当地域において、警報および災害など発生した場合、止むを得ず中止となる場合が
ございます。事前にご確認していただくようお願いします。

(お問合せは全て健康マージャンを楽しむ会 ☎052‐432‐8601 迄)

