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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

☆第47回美術振興展
この地域で活躍する芸術家による展覧会です。是非お越しください。
【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）
内 容
５月１２日（金）
午前１０時～午後５時３０分
～１４日（日）
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
１５日（月）
午前１０時～午後４時
※守山文化小劇場ホワイエにて、日本画､洋画､彫刻､工芸､書道の各部門1点の計5点を、5月12日(金)午前9
時30分～12時30分、14日(日) 午後４時30分～６時に区役所講堂会場とは別に、展示します。
☆守山区女性会環境バザー掘り出し物を求めて毎年多くの方が来場されます。今年も是非！
【日 時】6月4日(日)午前10時～正午(売り切れ次第終了)
【会 場】守山区役所講堂
☆守山区レクリエーションインディアカ大会
【日 時】6月18日(日)午前9時30分～ 【会 場】守山スポーツセンター第2競技場
【内 容】混合の部(男女とも16歳以上で編成、試合は男女各2名で行う)
女子の部(16歳以上)
(いずれの部も年齢基準日は4月1日)
【費 用】1チーム2,000円
【対 象】区内在住者による編成チーム5～8名
【申込方法】5月31日(水)までに、地域力推進室へ(電話可)
【抽選会】6月1日(木) 午前10時～ 区役所第5会議室（申込書、参加費は抽選会にお持ちください）
☆守山区女性ソフトボール大会
【日 時】6月18日(日)、7月9日(日) 午前10時～
【内 容】トーナメント方式による7回戦
【会 場】守山区仮設ソフトボール場
【対 象】区内在住者による編成チーム(学生は不可、投手は6月1日現在で25歳以上)
【費 用】1チーム3,000円
【申込方法】5月29日(月)までに参加費を添えて地域力推進室へ

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】５月６日（土）・１３日（土）・２０日（土）・２７日（土）午後２時３０分～３時
５月１８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】５月１２日(金)・２６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
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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)

☆赤ちゃんからのおはなし会
【日 時】 ５月１１日・２５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
☆おはなしと工作会
【日 時】 ５月１３日（土）午後２時～３時
【対 象】 幼児～小学生
【内 容】 工作「とってもキュート❤ゆらゆら小鳥をつくろう」
【会 場】 集会室（２階）
【費 用】 無料
☆始めてみよう！～フラワーアレンジメント～
【日 時】 ５月２８日（日）午前１０時３０分～１１時３０分
【対 象】 小学生～一般（小学生は保護者同伴可） ２０名（先着順）
【内 容】 造花とプリザーブドフラワーを使ったアレンジメントを作ります。
【会 場】 集会室
【費 用】 有料 ５００円
【申込方法】５月１３日（土）午前１０時から来館及び電話で受付開始します。

守山児童館

☎７９６－１５０１
小幡一丁目３－１５

市バス

守山区役所

名鉄電車

小幡

☆ こどもの日お楽しみ会
【日 時】 ５月５日（金・祝）午前１０時３０分～１１時４５分
【会 場】 児童館内
【費 用】 無料
【対 象】 幼児・小学生・中学生・高校生・保護者
【内 容】 気分はおまつり!!キラキラボールすくいなど、受付でお楽しみチケットをもらって遊びます♪
※お楽しみチケットの配布は、当日の午前８時４５分～１１時３０分の間です。
☆ 「カプラ」ルーム
【日 時】 ５月９日（火） 午前９時～午後４時３０分
【会 場】 クラブ室
【対 象】 幼児・小学生・中学生・高校生・保護者
【費 用】 無料
【内 容】 ただの板に見える「カプラ」を使って好きな時間に好きなだけ、自由に、色々なものをつくっ
て遊んでみてください。
☆ おもちゃ病院
【日 時】 ５月１０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。
☆ 勉強・宿題おたすけ隊
【日 時】 ５月１２日（金）・１９日（金）・２６日（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！
☆ フリーリトミック
【日 時】 ５月１３日（土） 午前１０時３０分～１１時１５分
【会 場】 体育室
【対 象】 １歳６ヵ月以降でしっかり歩ける～就園前の幼児と保護者
【費 用】 無料
【内 容】 申し込み不要のパパもママも参加できるリトミックです。
☆ パレットのうたってあそぼう
【日 時】 ５月１６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！
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☆ 移動児童館 in 志段味地区会館
【日 時】 ５月１７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】 おもちゃのひろば、子育て相談
☆ フリーベビマビクス
【日 時】 ５月２６日（金）午後１時３０分～２時１５分
【定 員】 自由参加（人数が多い場合は入場を制限する場合があります。）【費 用】 無 料
【会 場】 体育室
【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
※兄弟姉妹を連れての参加・入室はできません。
【内 容】 申し込み不要のママも参加できるベビーマッサージ＆ママビクスです。
☆ 体育室であそぼう
【日 時】 ５月３０日（火） 午前１０時～１１時３０分（午前１１時３０分～片付け）
【会 場】 体育室
【対 象】 幼児・保護者
【費 用】 無料
【内 容】 トランポリンやボールプールなど、身体を動かして、自由にあそぼう♪
☆ オセロ大会
【日 時】 ６月４日(日) 午前１０時～正午
【対 象】 年長～小学生
【会 場】 クラブ室
【定 員】 ２０名
【費 用】 無料
【申 込】 往復はがき、または児童館窓口にて５月２４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。
５月２４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。
※この大会の上位４名は６月２５日（日）の市内児童館対抗オセロ大会に出場できます。
☆ 父の日プレゼントづくり
【日 時】 ６月１１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５月３１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。
５月３１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》
☆トロピカルフルーツフェア
【日

時】５月３日(水・祝)～５月５日(金・祝)

午前９時～午後４時30分

【内

容】世界のくだもの大集合！熱帯のくだもの展、フラダンス・チアダンス・名古屋市消防音楽隊
の演奏などのステージ、大道芸体験コーナー、フードコーナー、ヤシの実ジュースなどの即
売会、楽しい工作教室･バナナペーパー教室などの催しが行われます。

【会

場】東谷山フルーツパーク園内一円

《展示会》

【会

場】東谷山フルーツパーク

くだもの館 企画展示室

☆熱帯のくだもの展
【日

時】５月３日（水・祝）～５月５日（金・祝）

【内

容】珍しい品種も含めた実物の展示と情報・解説のパネル展示です。

☆温室おえかき大会作品展
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午前９時～午後４時３０分

【日

時】５月３日（水・祝）～５月５日（金・祝）

午前９時～午後４時３０分

【内

容】1/28～3/20まで行われた「温室おえかき大会」の全作品の展示会です。

☆果樹の花とくだものの押し花展
【日

時】５月１３日(土)～５月２１日(日）午前９時～午後４時３０分

【内

容】果物の花を中心とした押し花で作った作品の展示会です。

《講習会》
☆温室ガイドボランティア養成講座(全2回)
【日 時】６月４日(日)・１１日(日)
午後１時３０分～３時３０分
【対 象】一般 ３０名(定員超過のときは抽選)
【内 容】熱帯果樹の知識やボランティアの心得などを学びます。受講修了者は当園の熱帯果樹温室
のガイドボランティアの応募資格が得られます。
【講 師】フルーツパーク職員
【費 用】無 料
【会

場】東谷山フルーツパーク

本館大会議室

☆ウメジャム作り
【日

時】６月２４日(土)

午後２時～４時

【対

象】一般１５組（１組５名まで）

【内

容】当園産のウメを使ってジャム作りを体験します。

【講

師】フルーツパーク職員

【費

【会

場】東谷山フルーツパーク

無料休憩所

用】１５００円

☆親子ブドウ栽培教室（全３回）
【日

時】６月２５日、７月９日、８月６日 いずれも日曜日

【対

象】小学４～６年生とその保護者

【内

容】親子でブドウの生育と栽培を学習し、摘粒から収穫までを体験します。

【講

師】金井農園

【会

場】東谷山フルーツパーク

２０組（１組４名まで）

金井重斗

【費
及び

午前１０時～１１時３０分

用】２０００円

金井農園

◎上記いずれの講習も
【申込期間】５月１日～５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〈ウメジャム作
りは全員の氏名、親子ブドウ栽培教室はお子様の氏名・学年と保護者の氏
名〉・電話番号を記入のうえ、
〒463-0001守山区上志段味字東谷2110
電 子 申 請：名古屋市電子申請サービス

東谷山フルーツパーク宛

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/

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

わいわいサロン
【日 時】 ５月１２日（金）午前１０時～１２時
【会 場】 守山区社協 研修室 と コープあいち小幡店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。
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小幡

☆

本の録音テープ貸出
【日 時】 ５月１３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】 ５月１３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】 ５月１３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】 ５月２７日（土）午前１０時～１２時
【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】 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）
☆ おもちゃ病院
【日 時】 ５月２７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 場】 守山区社協 研修室
（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 用】 無 料
【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。
☆

庄野アナウンサーの「音読リーダー養成講座」受講者募集！
【日
【会
【費

時】６月７日（水）、７月６日（木）、８月２日（水） ３回連続講座
午前１０時～１１時３０分
※日程については、変更する場合があります
場】 守山区社会福祉協議会 研修室 【対 象】 区内在住・在勤の１８歳以上の方
用】 無 料
【講 師】庄野 俊哉氏

【内

容】

文章を声に出して読む“音読”は、記憶力アップや脳の活性化につながると言われてい
ます。東海テレビの庄野俊哉アナウンサーから音読のイロハを学び、あなたも音読リー
ダーとなって、地域のサロンやイベントに出かけませんか？そして、賑わいのある守山、
「音読区（おんどく）・音楽区（おんがく）・守山区（もりやまく）」を一緒に築きま
しょう。

☆

【定

員】３０名

【申

込】５月１１日（木）午前９時より先着順受付。（定員になり次第締め切ります。）

【申込先】守山区社会福祉協議会

電話758-2011

ボランティア・ＮＰＯ応援助成

参加者募集！

ＦＡＸ758-2015

以下の団体を対象に、応援助成事業を実施します。ふるってご応募ください。

【対象団体】
守山区内で活動する非営利の次の団体
①法人格をもたない任意団体（ボランティア等）
②特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）
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※今年度中に本会から他の助成を受ける、または市全域を対象とする活動団体を除く
【対象事業】
平成２９年度に区内で実施する地域福祉活動。※同一団体同一事業の申請は３回まで。
【交付金額】
総額 50 万円、１団体 10 万円まで。プレゼンテーションの結果によって金額が決まります。
【申請】
窓口にて申請書を配布。必要事項記入のうえ、郵送または来所にて。5 月 19 日（金）必着。
【審査】
一次：書類審査
二次：公開プレゼンテーション審査会。１団体１０分間。６月１９日（月）午後１：３０～

守山文化小劇場

☎７９６－１８２１

小幡南一丁目２４－１０（アクロス小幡３Ｆ）

市バス

小幡・守山区役所南

名鉄電車

小幡

☆守山東中学校吹奏楽部 スプリングコンサート２０１７
【日 時】５月３日（水） 午後３時～午後５時
【対 象】一般
【内 容】吹奏楽部コンサート
【料 金】入場無料
【会 場】守山文化小劇場
【問合せ】守山東中学校 791-6348
☆愛知室内オーケストラ＆（公財）名古屋市文化振興事業団
わくわくクラシックコンサート
みんなでくわしく知ろう！オーケストラ！
【日 時】５月５日（金） 午後１時３０分 ワークショップ午前１１時～１２時（定員５０名：小学生）
【内 容】愛知室内オーケストラ演奏会
【対 象】一般（０歳から入れます！）
【料 金】全自由席：おとな2,000円、事業団友の会会員・障がい者手帳等お持ちの方1,900円（前売のみ）
子ども（３歳～中学生以下）700円、親子ペア2,500円（子ども３歳～中学生以下）
【会 場】守山文化小劇場
【問合せ】守山文化小劇場 796-1821
☆ 守山文化小劇場施設事業
もりやま合唱フェスタ２０１７ 第１９回
【日 時】５月２１日（日） １２時３０分
【対 象】一般
【内 容】区内の合唱団による交歓演奏会
【料 金】入場無料
【会 場】守山文化小劇場
【問合せ】守山文化小劇場 796-1821

守山福祉会館

☎７９３－６３３０

小幡一丁目３－５
☆

市バス

野立
【日 時】
【会 場】
【対 象】

守山区役所

名鉄電車

小幡

５月１３日（土）午前１０時３０分～午後２時
守山福祉会館 大広間等
名古屋市民なら、どなたでも。お子さん、お孫さんとご一緒にどうぞ。
高齢者同伴でなくても、ご参加いただけます。
【内 容】 お抹茶・喫茶コーナー等
抹茶無料 饅頭代・コーヒー代等は別途実費
☆ 楽チャレ講座 もりピィ・ウォーク
【日 時】 ５月２３日（火）午前９時４５分～午後１２時３０分
【集 合】 守山スポーツセンター 竜泉寺・チベット仏教寺院強巴林等をまわります。
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【対 象】 市内在住で６０歳以上の方
【参加費】 拝観料・軽食（ザンビーア）代 ６２０円
【定 員】 ３０名
【申込み】 ５月１５日（月）まで 応募者多数の場合は５月１６日（火）公開抽選 １１時
☆ オレンジカフェ「やっとかめ」
【日 時】 ５月２０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】 ５月２４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。
☆ 医師による健康相談
【日 時】 ５月９日（火） ２３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】 ５月６日 １３日 ２０日 ２７日 いずれも土曜日
午前９時から正午 時間内、出入り自由。
（５月１３日は野立開催のため、１０時１５分まで）
【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。

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

【人権問題特別講演会】
性同一性障がいから考える「多様な性」
～「私たちがそこにいるのが当たり前」を伝えたくて～
【日 時】 ５月１４日（日） 午前１０時～正午（開場 午前９時３０分～）
【講 師】 株式会社 Ｇ－ｐｉｔ ｎｅｔ ｗｏｒｋｓ 太田有矢
☆
【守山土木事務所・守山区役所共催】《公開講座》
なぜ、「マメナシ」は守山区に多く自生するのか ～日本全国のうちの４割が守山区に！？～
【日 時】 ５月２５日（木） 午前１０時～正午（開場 午前９時３０分～）
【講 師】 名古屋工業大学教授 増田理子
☆
<なごや環境大学共育講座>《公開講座》
名古屋の里山、愛知の里山 ～考えてみませんか、自然と人の関わり～
【日 時】 ５月２０日（土） 午前１０時～正午（開場 午前９時３０分～）
【講 師】 金城学院大学薬学部准教授 吉田耕治
☆
《公開講座》
知っていますか、認知症のあれこれ ～予防はどうする？早期発見のポイントは？～
【日 時】 ５月３０日（火） 午前１０時～正午（開場 午前９時３０分～）
【講 師】 名古屋柳城短期大学准教授 大崎千秋
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☆

【環境デーなごや２０１７】《公開講演会》
なんで？どうして？植物の“なまえ” ～植物の名前の由来と人々の暮らし～
【日 時】 ６月３日（土） 午前１０時～正午（開場 午前９時３０分～）
【講 師】 元東山植物園長 森田高尚
*上記の《公開講座》・《公開講演会》はすべて、
【費 用】 無料
【定 員】５０名
【申 込】 当日先着順（事前申込不要）
【会 場】当センター３階 視聴覚室
☆ 家族を喜ばせる「男の手料理」（全３回）
【日 時】 ６月１０日（土）・１７日（土）・２４日（土） 午後１時３０分～午後３時３０分
【講 師】 料理講師 杉山妙子
【費 用】 1,200円×3回
【定 員】 男性 ２４名
【会 場】 当センター３階 料理室
【内 容】 家族とのコミュニケーションのために、世のお父さん方！家族が喜ぶ料理を学び、
腕をふるいます。
【持ち物】 エプロン・三角巾・マスク・筆記用具
【申 込】 往復はがき・インターネットにて、 ５/２３(火)必着
☆ はじめてのスマートフォン基礎編・応用編
【日 時】 ７月６日・２０日（木） 午後１時３０分～午後３時３０分
【講 師】 ＫＤＤＩプリシード㈱
【費 用】 無料
【定 員】 １０名
【会 場】 当センター３階 第１集会室
【内 容】 スマートフォンの基礎操作からより楽しく使える方法を学びます。
【申 込】 往復はがき・インターネットにて、 ６/２(金)必着
☆ 無料パソコン相談
【日 時】 ５月２９日（月）①午前１０時～ ②午前１１時～ （お一人１時間以内）
【費 用】 無料
【定 員】 各回とも６名
【会 場】 当センター３階 第１集会室
【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】 ５月１１日（木）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】 ５月１９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
【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。
*体育棟使用のお知らせ
平成２９年８月中旬～平成３０年２月末、体育棟工事のため体育室が終日使用できません。
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