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平成２９年４月のご案内

★

日時・内容等詳細につきましては、
各公所へお問い合わせください。

区役所 地域力推進室

☎７９６－４５２７

小幡一丁目３－１

市バス

守山区役所

名鉄電車

小幡

☆ バドミントン大会
【日 時】４月１６日(日)午前９時(受付)～
【参加費】１組1,000円
【対 象】区内在住･在勤・在学の高校生以上 ただし、親子ペアに限り中学生以下も可
【内 容】男子ダブルス、女子ダブルス
【会 場】志段味スポーツランド競技場
【申 込】４月５日(水)までに参加費を添えて地域力推進室へ
☆ ソフトテニス大会
【日 時】５月１４日(日)午前９時(受付)～ 雨天の場合は５月２１日(日)
【内 容】ダブルス戦
男子７０歳以上の部・男子６０歳以上の部・男子４５歳以上の部・一般男子
の部・女子４５歳以上の部・一般女子の部・中学生(男子の部、女子の部)
【参加費】１組1,000円(中学生は１組600円)
【会 場】志段味スポーツランド庭球場
【申 込】４月２０日(木)までに地域力推進室へ(参加費は大会当日受付で)
☆ 卓球大会
【日 時】５月１４日(日)午前９時(受付)～
【対 象】区内在住･在勤の社会人
【内 容】ダブルス：男子(混合ペア可)・女子・レクピンポン(女子で卓球経験の浅い方)
シングルス：一般・マスターズ(男子５０歳以上、女子年齢不問)
【会 場】守山スポーツセンター第1競技場
【参加費】ダブルス１組1,000円、シングルス500円
【申 込】４月２１日(金)までに参加費を添えて地域力推進室へ
☆ グラウンド・ゴルフ大会
【日 時】５月２１日(日)小雨決行 午前８時２５分(受付)～ 中止の場合は５月２８日(日)
【対 象】区内在住・在勤の社会人
【会 場】三菱グランド
【参加費】１人1,000円
【内 容】個人戦で８ホール２回の合計打数で競い、順位は男女オープンにて決定
【申 込】４月２７日(木)までに参加費を添えて地域力推進室へ
☆ 第４７回守山区美術振興展
【主会場】守山区役所講堂
【観覧料】無 料
日 時 (入場は終了時刻の２０分前まで）
５月１２日（金）
午前１０時～午後５時３０分
～１４日（日）
１５日（月）

午前１０時～午後４時

【サテライト会場】守山文化小劇場ホワイエ
日

時

内

容

日本画､洋画､彫刻､工芸､書道､写真
【出展者】守山区美術振興会会員

【観覧料】無 料
内

(入場は終了時刻の５分前まで）

容

１２日（金）

午前９時３０分～１２時３０分

日本画､洋画､彫刻､工芸､書道の各部門1点の

１４日（日）

午後４時３０分～６時

計５点です。
【出展者】守山区美術振興会役員
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守山図書館
☆おはなし会

☎７９３－６２８８
守山一丁目６－１

市バス

守山図書館

ゆとりーとライン

守山

☆おはなし会
【日 時】４月１日（土）・８日（土）・１５日（土）午後２時３０分～３時
４月２０日（木）午後４時～４時３０分
【対 象】幼児・小学生
【会 場】おはなしの部屋
【内 容】紙芝居・絵本の読み聞かせなど
☆ちいさい人向けおはなし会「よちよち」
【日 時】４月１４日(金)・２８日（金）午前１０時３０分～１０時５０分
【対 象】乳幼児と保護者
【会 場】おはなしの部屋
【内 容】絵本の読み聞かせ､手あそびなど
☆子ども読書の日記念おはなし会
【日 時】４月２２日（土）午後２時３０分～３時
【対 象】幼児・小学生
【会 場】おはなしの部屋
【内 容】４月２３日の「子ども読書の日」を記念したおはなし会。紙芝居・絵本の読み聞かせ
など。参加者にはささやかなプレゼントがあります。

志段味図書館

☎７３６－６９０７
深沢一丁目１０１番地

ゆとりーとライン

上島(西)･(東)

☆図書館返却ポスト新設
【日 時】 ４月６日（木）～
【対 象】 幼児～一般
【内 容】 図書返却ポストを志段味支所（正面玄関入口）とイオン守山店（専門店北入口
（フードコート側入口））の２ヶ所に新設します。
開館時間中、開店時間中はいつでも名古屋市図書館の本を投函できます。
※ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオテープなどの視聴覚資料は投函できません。
☆おはなしと工作会
【日 時】 ４月８日（土）午後２時～３時
【対 象】 幼児～小学生
【内 容】 工作「空（そら）にとばそう！くるりんとんぼ」
【会 場】 集会室（２階）
【費 用】 無料
☆赤ちゃんからのおはなし会
【日 時】 ４月１３日・２７日（木）午前１０時３０分～１０時５０分
【対 象】 乳幼児と保護者
【内 容】 絵本の読み聞かせ,わらべうたなど
【会 場】 集会室（２階）
【費 用】 無料

2

☆紅茶講座～世界の紅茶～
【日 時】 ４月２２日（土）午前１０時～１１時３０分
【対 象】 一般 ２０名（先着順）
【内 容】 紅茶講座
【会 場】 集会室
【費 用】 有料 ５００円
【申込方法】４月１２日（水）午前１０時から来館及び電話で受付開始します。
☆子ども読書の日記念 本のハッピーバッグ
【日 時】 ４月２３日（日）～無くなり次第終了
【対 象】 乳幼児～小学生
【内 容】 テーマごとに図書館員が選んだ本をお楽しみ袋として貸出します。
【会 場】 志段味図書館
【費 用】 無料
☆子ども読書の日記念 春のスペシャルおはなし会
【日 時】 ４月２９日（土）午後２時～２時３０分
【対 象】 幼児～小学生
【内 容】 「春」をテーマにした絵本の読み聞かせ
【会 場】 集会室
【費 用】 無料

守山児童館

☎７９６－１５０１
小幡一丁目３－１５

市バス

守山区役所

☆ ともだちをつくろう
【日 時】 ４月７日（金）１４日（金）・２１日（金）・２８（金）
午前１０時３０分～１１時３０分
【会 場】 体育室
【対 象】 幼児・保護者
【費
【内 容】 たくさんのお友だちと一緒に親子体操

用】

名鉄電車

小幡

無料

☆ ナイター児童館☆フレンドリータイム
【日 時】 ４月７日（金）１４日（金）・２１日（金）・２８（金）
中学生：午後５時～７時 高校生：午後５時～８時
【対 象】 中学生・高校生
【会 場】 児童館内
【費 用】 無料
【内 容】 友だちとおしゃべりをしたり、卓球をしたり、学校の宿題をしたり…。好きなことをし
て過ごせる場所として、児童館をどんどん使ってください！！
※利用初回に登録が必要です。生徒手帳または保険証をお持ちください。
☆ 勉強・宿題おたすけ隊
【日 時】 ４月７日（金）１４日（金）・２１日（金）・２８（金） 毎回午後５時３０分～７時
【対 象】 中学生
【会 場】 クラブ室
【費 用】 無料
【内 容】 勉強や宿題でわからないことがあったら、おたすけ隊にどんどん質問してみよう！
☆ おもちゃ病院
【日 時】 ４月１２日（水） 午前１０時～１１時３０分
【会 場】 図書室
【対 象】 乳幼児とその親･小学生･中学生･高校生･保護者【費 用】 無料（修理にかかる部品代は
実費）
【内 容】 ボランティアグループ「守山おもちゃ病院どんぐり」の皆さんによるおもちゃの修理
※おもちゃは依頼者の名前を書いた手提げ袋に入れてお持ちください。
※おもちゃの修理は1人につき1点までとさせていただきます。
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☆ ちゅうりっぷとあそぼう
【日 時】 ４月１２日（水） 午前１０時３０分～１１時１５分
【会 場】 体育室
【費 用】 無料
【対 象】 乳幼児・保護者
【内 容】 もりやま子育て隊「ちゅうりっぷ」とのふれあい遊びなど
☆ おはなしであそぼう
【日 時】 ４月１３日（木）・２６日（水） 午前１０時３０分～１１時
【会 場】 クラブ室または体育室
【費 用】 無料
【対
【内 容】 ハートの会による絵本や紙芝居でのおはなし遊び

象】

乳幼児・保護者

☆ パレットのうたってあそぼう
【日 時】 ４月１８日（火） 午後２時～２時３０分 【費 用】 無料 【会 場】 体育室
【対 象】 乳幼児・保護者 【内 容】 コーラスグループ「パレット」と一緒に楽しく遊ぼう！
☆ 移動児童館 in 志段味地区会館
【日 時】 ４月１９日（水） 午前１０時３０分～１１時３０分（午前１０時１５分～受付開始）
【会 場】 志段味地区会館
【対 象】 乳幼児・保護者
【費 用】 無料
【内 容】 ミニリトミック（おもちゃコーナーあり）
☆ ベビーマッサージ＆ママビクス
【日 時】 ４月２８日（金）①午後１時３０分～２時１５分 ②午後２時３０分～３時１５分
※2部制です。時間は児童館が指定します。【定 員】 各部１５組 【費 用】 無 料
【会 場】 クラブ室
【対 象】 首がすわった生後3ヵ月～9ヵ月のお子さんと保護者
【申 込】 往復はがき裏面（往信用）に、①行事名 ②実施日 ③保護者氏名 ④子の氏名（ふり
がな） ⑤子の生年月日 ⑥住所・電話番号（昼間連絡可能）を記入の上、守山児童館
（〒463-0011 守山区小幡一丁目3－15）あて郵送。
４月１９日（水）必着。申込多数の場合は、公正な抽選により結果を通知します。
※往復はがき１枚につき１行事１名での申込です。 ※受講未経験者が優先です。
※兄弟姉妹を連れての参加・入室はできません。
☆ 移動児童館 in 小幡緑地
【日 時】 ４月２６日（水） 午前１０時３０分～１１時３０分（午前１０時１５分～受付開始）
【会 場】 小幡緑地本園 芝生広場B（駐車場横）【対 象】 乳幼児・保護者 【費 用】 無料
【内 容】 戸外あそび＆ちゅうりっぷとあそぼう♪
※雨天中止
☆ 母の日プレゼントづくり
【日 時】 ５月１４日（日) 午後２時～４時 【対 象】 小学生・中学生・高校生
【会 場】 クラブ室
【定 員】 １６名 【費 用】 無料
【申 込】 往復はがき、または児童館窓口にて４月２６日(水)まで受付。
往復はがきの場合、往復はがき裏面(往信用)に、①行事名 ②実施日 ③保護者氏名
④子の氏名(ふりがな) ⑤学校名・学年 ⑥住所・電話番号(昼間連絡可能)を記入の上、
守山児童館（〒４６３－００１１ 守山区小幡一丁目３－１５）あて郵送。
４月２６日(水)必着。申込多数の場合は、公正な抽選により結果を通知します。
※往復はがき１枚につき１行事１名での申込です。

東谷山フルーツパーク

〇ゆとりーとライン｢東谷橋｣バス停下車徒歩15分
〇市バス｢藤が丘｣発｢東谷山ﾌﾙｰﾂﾊﾟｰｸ｣行き 徒歩13分

上志段味字東谷2110番地 ☎７３６－３３４４

《イベント》
☆シダレザクラまつり
【日

時】４月４日(火)～４月１３日(木)

午前９時～午後４時３０分
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※10日（月）は臨時開園です。

【内

容】薄紅色のヤエベニシダレの開花にあわせ、果物の即売、青空市などの模擬店や大道芸、モ
ンキーパフォーマンスなどが催され賑わいます。当園に最も多い「ヤエベニシダレ」は鮮
やかなピンク色の花で、目前まで垂れ下がって咲く桜の回廊をお楽しみください。

【会

場】東谷山フルーツパーク一円

【その他】会場周辺は大変混雑しますので、なるべく公共交通機関でお越しください。
☆「東谷山フルーツパークの春」写真コンテスト
【撮影期間】３月１日（水）～４月１６日（日）
【内

【申込締切】４月２０日（木）必着

容】園内の風景･スナップ作品を募集しています。後日、入賞作品の展示を行います。

【規格等】カラープリント四つ切（ワイド不可･日付入り不可・合成加工不可）未発表のもの。
１人３点まで。
【会

場】東谷山フルーツパーク

《講習会》

【会

場】本館大会議室

☆トロピカルフルーツを食べてみよう
【日

時】５月６日（土）

午後２時～３時

【対

象】一般

【内

容】様々なトロピカルフルーツの説明を聞きながら食べ比べをします。

【定

【費

員】３０名

【講

用】800円
師】フルーツパーク職員

☆さくら守りボランティア養成講座（２回継続）
【日

時】５月１３日（土）・１８日（木）

【対

象】一般

【内

容】サクラの基礎知識を学びます。修了者はさくら守りボランティアの応募資格が得られます。

【定

員】３０名

午前１０時～正午
【講

【費

用】無料

師】フルーツパーク職員

☆果樹栽培入門
【日

時】５月１４日（日）

【対

象】一般

【内

容】果樹栽培初心者の方向けの、基本が学べる講座です。

【定

午後１時３０分～午後３時３０分
員】５０名

【講

師】果樹研究家

【費

用】無料

宇佐美 能邦

☆フルーツアロマヨガ
【日

時】５月２７日（土）

午後１時３０分～午後３時

【対

象】一般

員】３０名

【内

容】家庭で簡単にできる椅子を使ったヨガをフルーツのアロマとともに体験します。

【定

【講

【費

用】700円

師】セルフケアクリエーター

ｼﾞｪﾆｨ明紀奈

【申込期間】４講座とも４月１日～４月２０日（往復ハガキは最終日消印有効）
【申込方法】往復ハガキ：（１枚で１人１講座まで)

講習会名・講習月日・住所・氏名〈ﾌﾘｶﾞﾅ〉・

電話番号を記入のうえ、
〒463-0001守山区上志段味字東谷2110番地 東谷山フルーツパーク宛
電 子 申 請：名古屋市電子申請サービス

申込は下記アドレスから

https://www.e-shinsei.city.nagoya.jp/
東谷山ﾌﾙｰﾂﾊﾟｰｸﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 講習会画面からでも入れます。
http://www.fruitpark.org/
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守山区社会福祉協議会

☎７５８－２０１１

小幡南一丁目２４－１０（アクロス小幡２Ｆ）

市バス

小幡・守山区役所南

名鉄電車

小幡

☆

わいわいサロン
【日 時】 ４月１４日（金）午前１０時～１２時
【会 場】 守山区社協 研修室 と コープ小幡店２階 の2か所
【対 象】 どなたでも（一般）
【費 用】 無 料
【内 容】 簡単な健康体操やおしゃべりを楽しんで過ごしていただく場所です。

☆

本の録音テープ貸出
【日 時】 ４月８日（土）午前１０時～１１時３０分
【会 場】 守山区社協 ロビー
【対 象】 どなたでも（一般）
【費 用】 無 料
【内 容】 小説、エッセイ、民話などの録音テープを貸し出しします。

☆

子ども点字教室
【日 時】 ４月８日（土）午前１０時～１１時３０分
【会 場】 守山区社協 相談室
【対 象】 小学生（１年～６年）
【費 用】 無 料
【内 容】 ボランティアグループ「点訳わらべ」の皆さんが先生となってわかりやすく点字を
教えます。

☆

折り紙教室
【日 時】 ４月８日（土）午前１０時～１１時３０分
【会 場】 守山区社協 ボランティアルーム
【対 象】 どなたでも（一般）
【費 用】 無 料
【内 容】 個人ボランティア「あやとり」の方が先生となり、季節に応じた折り紙作品を作り、
お持ち帰りできます。

☆

手芸広場
【日 時】
【会 場】
【対 象】
【内 容】

４月２２日（土）午前１０時～１２時
守山区社協 ボランティアルーム
どなたでも（一般）
【費 用】 無
おしゃべりをしながら手芸を楽しみます。（講師はいません）

料

☆

おもちゃ病院
【日 時】 ４月２２日（土）午前１０時～午後２時３０分
【会 場】 守山区社協 ロビー
【対 象】 どなたでも（一般）
【費 用】 無料（材料代実費）
【内 容】 ボランティアグループ「どんぐり」の皆さんが壊れたおもちゃを修理します。
【その他】小さなキッズスペースとおもちゃを用意します。お子さんと一緒にお越しください。

☆

心配ごと相談所
【日 時】 毎週木曜日（祝日はのぞく）午後１時～４時
【会
（第２･４週木曜日は人権擁護・行政相談も実施）
【対 象】 どなたでも（一般）
【費
【内 容】 心配ごとや困りごとの相談に応じます。（秘密厳守）
※電話相談は行っておりません。

守山文化小劇場

守山区社協 研修室

用】

無

料

☎７９６－１８２１

小幡南一丁目２４－１０（アクロス小幡３Ｆ）
☆

場】

守山東中学校合唱部アンサンブル発表会
【日 時】 ４月５日（水） 午後４時～午後５時
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市バス

小幡・守山区役所南

名鉄電車

小幡

【対 象】
【内 容】
【料 金】
【会 場】
【問合せ】

一般
合唱演奏会
無料（関係者）
守山文化小劇場
守山東中学校 791-6348

守山福祉会館

☎７９３－６３３０

小幡一丁目３－５

市バス

守山区役所

名鉄電車

小幡

☆

オレンジカフェ「やっとかめ」
【日 時】 ４月１５日（土）午前１０時～１１時３０分 時間内出入り自由
【会 場】 守山福祉会館 多目的室
【対 象】 認知症の方と、その家族・友人等
【費 用】 無 料
【内 容】 認知症の方の居場所づくり。喫茶、相談、情報交換など、ゆったりしていただく場
所です。夫婦で参加できる場ができてうれしいとの声をいただいています。

☆

おしゃべりサロン
【日 時】 ４月２６日（水）午後１時３０分～３時
【会 場】 守山福祉会館 和室
【対 象】 市内在住で６０歳以上の方
【費 用】 無 料
【内 容】 回想法の手法を使い、昔懐かしい思い出話をする等、おしゃべりをすることで、脳
をいきいき元気にします。

☆

自由参加講座 太極拳
【日 時】 ４月５日（水）午前１０時３０分～正午
【会 場】 守山福祉会館 大広間
【対 象】 市内在住で６０歳以上の方
【費 用】 無 料

☆

医師による健康相談
【日 時】 ４月１１日（火） ２５日（火）午後１時～２時
【対 象】 市内在住で６０歳以上の方
【定 員】 当日先着５名
【費 用】 無 料

☆「カラオケの日」をご利用ください
【日 時】 ４月１日 ８日 １５日 ２２日 いずれも土曜日
午前９時から正午 時間内、出入り自由。
【会 場】 守山福祉会館 大広間
【対 象】 ６０歳以上の名古屋市民
【費 用】 無 料
【申し込み】 申し込み不要 当日、自由参加
＊ロビーにある「マッサージチェアー」も無料で、ご利用いただけます。
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守山生涯学習センター

☎７９１－７１６１

守山三丁目２－６

☆

市バス・名鉄電車

守山自衛隊前

ゆとりーとライン

守山

平成２９年度 前期 主催講座のご案内(詳細については別冊「講座のご案内」をご覧ください)
曜日

時間帯

講 座 名

対象・定員

火

午
前

体いきいき、心わくわく
～６０歳からの健康を考える～

概ね６０歳以上
の方・２４人

受講料1,200円
教材費300円

水

午
前

<親学関連講座>【志段味図書館共催】
小学校入学前に強める親子の絆
～本とともに考える「わが家の子育て」～

小学校入学前の
子をもつ親・
２０人（内託児枠
６人）

1,800円

木金

午
前

【守山土木事務所・守山区役所共催】
まめなしのある風景
～蛭池のマメナシを次世代に伝えませんか～

一

土

午
前

<なごや環境大学共育講座>
里山の魅力を体験
～名古屋の里山、守山の自然～

一

その他

応募
締切

現地学習あり

無

料

般・３０人

無

料

般・３０人

1,200円

(交通費は自己負担)
託児付

現地学習あり
(交通費は自己負担)

４
月
26
日
水
必
着
)

水

<なごや学マイスター講座>
守山区史跡・名所ガイドボランティア養成講座
～知って、学んで、広めて“ええとこ”～

用

(

一般(受講終了後
マイスターとして
活動できる方)･
３０人

午
後

費

現地学習あり
(交通費は自己負担)

現地学習あり
(交通費は自己負担)

【申 込】 各講座の応募締切までに「往復はがき」または「電子申請」にて受付。
☆ 無料パソコン相談
【日 時】 ４月２８日（金）①午前１０時～ ②午前１１時～ （お一人１時間以内）
【費 用】 無料
【対 象】 各回とも６人
【会 場】 第１集会室（３階）
【内 容】 基本的なパソコン操作に関する相談に応じます。内容によってはご相談に応じること
ができない場合があります。
【申

込】 ４月１１日（火）午前９時～

電話（052-791-7161）または窓口にて先着順

☆ おもちゃ病院
【日 時】 ４月２１日（金）午前１０時～正午
【費 用】 無料 ただし部品代実費（１００円程度）
【対 象】 どなたでも（一般）
【会 場】 １階ロビー
【内 容】 ボランティアグループ「どんぐり」の皆さんが壊れたおもちゃを修理します。ものに
よっては修理出来ない場合もあります。
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