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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

☆

秋のいけ花展 ～ぜひ、ご鑑賞を！～
【日
時】１０月２９日(日)午前１０時～午後４時
【場
所】区役所講堂(入場無料)
※午後３時まで呈茶（有料)を行います。
☆ 守山区少年柔道大会
【日
時】１０月２９日(日)午前９時１５分～
【会 場】守山ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 第２競技場
【対
象】区内在住または在学の小・中学生および守山柔道ｸﾗﾌﾞ員
【料 金】１人300円
【試合区分】幼児の部、小学生の部(学年別)、中学生の部(学年別) ※参加人数により変更あり
【申
込】１０月１３日(金)までに、料金を添えて守山区役所地域力推進室へ

守山図書館

☎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

１０月は「なごやっ子読書月間」です。行事が盛りだくさん！ぜひご来館ください。
☆なごやっ子読書月間記念「本を読んでクイズにチャレンジ！」
【期 間】１０月１日（日）～１０月３１日（火）
【対 象】どなたでも
【会 場】児童コーナー
【内 容】本を読まないとこたえられないクイズにチャレンジしませんか？
全問正解の方には、ささやかなプレゼントがあります。
☆なごやっ子読書月間記念「どくしょでんしゃ」
【期 間】１０月１日（日）～１０月３１日（火）
【対 象】幼児以上
【会 場】児童コーナー
【内 容】あなたの好きな本を電車型の紙に書いてみましょう。紙は館内に掲示します。
☆なごやっ子読書月間記念おはなし会
【日 時】１０月７日（土）午後２時３０分～３時
【対 象】幼児・小学生
【会 場】おはなしのへや
【内 容】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。
☆ちいさい人向けおはなし会「よちよち」
【日 時】１０月１３日(金)・２７日（金） 午前１０時３０分～１０時５０分
【対 象】乳幼児と保護者
【会 場】おはなしのへや
【内 容】絵本の読み聞かせ､手あそびなど
☆おはなし会
【日 時】１０月１４日（土）・２１日（土）・２８日（土）午後２時３０分～３時
１０月１９日（木）午後４時～４時３０分
【対 象】幼児・小学生
【会 場】おはなしのへや
【内 容】紙芝居・絵本の読み聞かせなど
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☆歴史の里 しだみ古墳群 ワクわく！おはなし・工作会
【日 時】１０月１４日（土）午前１０時３０分～１１時３０分
【対 象】幼児・小学生
【会 場】集会室
【内 容】宝剣・かんむりの工作、ぬり絵、紙芝居、ＤＶＤ上映
「歴史の里」マスコットキャラクター「しだみこちゃん」に会えますよ！
☆なごやっ子読書月間記念「小学生のためのストーリーテリング」
【日 時】１０月２１日（土）午前１０時３０分～１１時３０分
【会 場】おはなしのへや
【内 容】本を使わない語りだけのおはなし会。プログラム：「なら梨とり」他
【語 り】波の会、図書館職員
☆えいごでたのしむおはなし会
【日 時】１０月２６日（木）午後４時～４時３０分
【対 象】幼児・小学生
【会 場】おはなしのへや
【内 容】ハロウィーンにちなんだ歌、絵本の読み聞かせなど
【演 者】金城学院大学の皆さん
☆講座「知っ得！災害時に役立つロープワーク」
【日 時】１０月２８日（土）午前１０時～１１時３０分
【対 象】一般 ２０名（先着順）
【会 場】集会室
【内 容】ロープについての基礎知識と、災害や緊急時などに役立つ結び方などをご紹介します。
普段の生活にもきっとお役に立ちます。この機会に、いろいろな結び方を体験してみま
せんか？ご参加をお待ちしています。
【費 用】無料
【講 師】藤田保健衛生大学医療科学部 保健体育 教授 羽田道信氏
【申 込】１０月１２日（木）午前１０時３０分から来館または電話にて受付

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)

☆なごやっ子読書月間 赤ちゃんからのおはなし会
【日 時】 １０月１２日・２６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
☆なごやっ子読書月間 おはなしと工作会
【日 時】 １０月１４日（土）午後２時～３時
【対 象】 幼児～小学生
【内 容】 工作「ハッピーハロウィン！かぼちゃのバッグをつくろう」
【会 場】 集会室（２階）
【費 用】 無料
☆秋から冬のガーデニングを楽しもう！～シクラメン・パンジー・ビオラなどを使った寄せ植え作
り～」
【日 時】 １０月２５日（水）午後１時～２時３０分
【対 象】 一般 ２０名（先着順）
【会 場】 集会室（２階）
【費 用】 １，５００円
【申 込】 １０月１３日（金）１０時から来館及び電話で受付開始します
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☆なごやっ子読書月間 Let’s enjoy English!
【日 時】 １０月２８日（土）午前１０時３０分～１１時
【対 象】 幼児～一般
【会 場】 集会室（２階）
【内 容】 洋書絵本の読み聞かせ、てあそびなど
【費 用】 無料
☆なごやっ子読書月間 スタンプカードでガチャポンちゃれんじ！
【日 時】 １０月２８日（土）・２９日（日）開館時間中
【対 象】 幼児～小学生
【会 場】 志段味図書館 カウンター
【費 用】 無料
【その他】 １０月１４日（土）～２７日（金）までスタンプカードを配布します。
児童書を１０冊借りるごとにガチャポンが1回できます。（１人最大２回まで）
景品がなくなり次第終了。詳細は志段味図書館まで
☆なごやっ子読書月間 秋のスペシャルおはなし会
【日 時】 １０月２９日（日）午後２時～３時
【対 象】 幼児～小学生
【会 場】 集会室（２階）
【内 容】 絵本の読み聞かせなど
【費 用】 無料
☆３館合同企画 志段味図書館×守山生涯学習センター×志段味地区会館 歴史の里最前線「発掘
現場を訪ねてみよう！」
【日 時】 １１月７日（火）午前１０時～１２時
【対 象】 一般 ３０名（先着順）
【会 場】 大塚・大久手古墳群地区 大塚３号墳 勝手塚古墳（発掘現場見学）※雨天中止
【費 用】 無料
【申 込】 １０月１１日（水）１０時から来館及び電話で受付開始します（３館）
【その他】 集合場所：勝手塚神社境内

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

☆ なかよしｔｉｍｅ
【日 時】 １０月４日（水）・１８日（水）・２４日（火）・２７日（金）
午前８時４５分～１１時４５分
【会 場】 体育室
【対 象】 乳幼児・保護者
【費 用】 無料
【内 容】 自由に遊べる乳幼児だけの時間♪親子やお友だちと一緒に、ボールやおもちゃの車
すべり台等で元気に楽しく遊びましょう。
☆ 移動児童館 in 志段味地区会館
【日 時】 １０月４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】 ボール遊び、育児・健康相談
☆ まちのお医者さんのおはなし
【日 時】 １０月５日（木） 午前１０時３０分～１１時３０分
【対 象】 乳幼児・保護者
【会 場】 クラブ室
【費 用】 無料
【内 容】 守山区でクリニックを開いているお医者さんが、乳幼児のかかりやすい病気や、
予防接種について教えていただきます。
☆ 勉強・宿題おたすけ隊
【日 時】 １０月６日（金）・１３日（金）・２０日（金）・２７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
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【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】 １０月１１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。
☆ ちゅうりっぷとあそぼう
【日 時】 １０月１１日（水） 午前１０時３０分～１１時１５分
【費 用】 無料
【会 場】 体育室
【対 象】 乳幼児・保護者
【内 容】 もりやま子育て隊「ちゅうりっぷ」のふれあい遊びなど。
☆ おはなしであそぼう
【日 時】 １０月１２日（木）・２５日（水） 午前１０時３０分～１１時 【費 用】 無料
【会 場】 クラブ室または体育室
【対 象】 乳幼児・保護者
【内 容】 ハートの会による絵本や紙芝居でのお話し遊び、わらべうたなど。
☆ バルーンであそぼう
【日 時】 １０月１５日（日） 午後１時３０分～３時３０分
【対 象】
乳幼児・小学生・中学生・高校生・保護者
【会 場】 体育室 【費 用】 無料
【内 容】 バルーンの先生と一緒にカラフルな風船でバルーンアートなどを楽しみます。
☆ 移動児童館 in 志段味地区会館
【日 時】 １０月１８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】 親子コンサート、育児・健康相談、身体測定
☆ フリーベビマビクス
【日 時】 １０月２７日（金）午後１時３０分～２時１５分
【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
【費 用】 無料
【内 容】 申込不要のベビーマッサージ＆ママビクスです。
【持 物】 バスタオル
※兄弟姉妹を連れての参加・入室はできません。
※参加者多数の場合、入場を制限することがあります。
☆ ハロウィン
【日 時】 １０月３１日（火） 午前８時４５分～午後４時５０分
【会 場】 児童館内
【対 象】 乳幼児・小学生・中学生・高校生・保護者
【費 用】 無料
【内 容】 魔法使いやおばけなどの衣装を着てハロウィンを楽しもう♪
当日受付で「トリック・オア・トリート」というと何かいいことがあるかも…♪

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》
☆秋のフルーツフェア

2017

【期

間】１０月７日(土)～１０月９日(月･祝）午前９時～午後４時３０分

【内

容】 毎年恒例の｢秋のフルーツフェア」を開催します。
果物即売会や、音楽隊などのステージパフォーマンスそして小さなお子様も楽しめるくだも
のゲームなどで家族一日楽しんでください。

《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

午前９時～午後４時３０分

☆ ｢秋のくだもの 展｣

・・

【期

間】１０月

３日(火)～１０月９日(月・祝）

☆ ｢ カ

キ 展 ｣

・・

【期

間】１０月１４日(土)～１０月２２日(日）

☆ ｢ リンゴ 展 ｣

・・

【期

間】１０月２８日(土)～１１月１２日(日）
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《講習会》
☆ ｢親子で楽しむレモンセミナー ｣

・・・

【会

場】本館大会議室

【日

時】１１月５日(日)

午前１０時～１１時３０分

【内

容】レモンの力をお話や実験を通じて、おいしく学びます。

【対象・定員】小学生以下と保護者
【講

【費

用】無料

２０組（１組４名まで）

師】ﾎﾟｯｶｻｯﾎﾟﾛﾌｰﾄﾞ&ﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ㈱

☆ ｢家庭で育てる鉢物果樹｣

・・・

【会

場】本館大会議室

【日

時】１１月１８日(土)

【内

容】家庭で育てることのできる鉢物果樹の育て方を学べる講座です。

【対象・定員】一般

午後１時３０分～３時３０分

２０名

☆ ｢クリスマスの押し花｣

【講

・・・

【会

【費

師】ﾌﾙｰﾂﾊﾟｰｸ職員

場】本館大会議室

【日

時】１１月１９日(日)

【内

容】クリスマスツリーやサンタの可愛い押し花額を作ります。

【対象・定員】一般

午前１０時～１２時

２０名

☆ ｢カリンシロップ作り｣

【講

・・・

【会

【費

午後２時～４時

【内

容】当園産のカリンを使ってシロップを作ります。

【費

１５組（１組５名まで）
・・・

【会

【講

時】１１月２５日(土)

午後２時～４時

【内

容】当園産のリンゴを使ってジャムを作ります。

【費

１５組（１組５名まで）

☆ ｢渋柿をおいしく食べよう｣

・・・

用】１５００円
師】ﾌﾙｰﾂﾊﾟｰｸ職員

場】無料休憩所

【日

【対象・定員】一般

立田淳子

場】無料休憩所

時】１１月１９日(日)

☆ ｢リンゴジャム作り｣

用】２０００円

師】ふしぎな花倶楽部

【日

【対象・定員】一般

用】無料

【会

【講

用】１５００円
師】ﾌﾙｰﾂﾊﾟｰｸ職員

場】無料休憩所

【日

時】１１月２６日(日)

【内

容】干し柿の作り方や、アルコールを使った脱渋方法など、渋柿の活用方法の体験です。

【対象・定員】一般

午後１時３０分～３時３０分

１５組（１組５名まで）

【費
【講

用】６００円
師】ﾌﾙｰﾂﾊﾟｰｸ職員

【申込期間】１０月１日～１０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（組）１講座まで)講習会名・講習月日・住所・氏名〈ふりが
な〉（ﾚﾓﾝセミナー（お子様の学年も）・渋柿・ｼﾛｯﾌﾟ・ジャム作りは参加者全員の氏名）・
電話番号を記入のうえ、
〒463-0001守山区大字上志段味字東谷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】 １０月１３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。
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小幡

☆

本の録音テープ貸出
【日 時】 １０月１４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】 １０月１４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。
☆ 折り紙を楽しむ会
【日 時】 １０月１４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】 おしゃべりをしながら、折り紙を楽しみます。
☆ 手芸広場
【日 時】 １０月２８日（土）午前１０時～正午
【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】 １０月２８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。
☆ 健康もりモリッス体操クラブ ～運動は“元気の薬”～
【日 時】 １０月２８日（土）午前１０時～１１時３０分 【会 場】 守山区社協 研修室
【対 象】 どなたでも（一般）
【費 用】 無料
【内 容】 年代を問わず楽しめる、レクリエーションやゲームを中心とした体操クラブです。
わいわいがやがやみんなで楽しみましょう。
【その他】 事前申し込み不要。運動のしやすい服装、水分を持参してください。
☆ 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。

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

☆ 第８回認知症講演会 認知症になっても安心して住み続けられるまちへ
【日 時】 １０月１２日（木） 午後１時３０分～午後３時
【対 象】 一般
【内 容】 認知症講演会「６２歳の体験記。軽度認知症障害！？」
【料 金】 無料（先着順定員４００名 事前申込不要）
【会 場】 守山文化小劇場
【問合せ】 守山区東部いきいき支援センター 758-2013
守山区西部いきいき支援センター 758-5560
☆守山文化小劇場施設事業 まちの音楽家シリーズコンサート２０１７
マチュピチュから吹く風 ～南米民族音楽・フォルクローレへの誘い～
【日 時】 １０月２５日（水） 午後１時３０分～
【対 象】 一般
【内 容】 南米民族音楽コンサート（未就学児入場不可 有料託児サービス有）
【料 金】 全自由席一般1,000円 友の会会員900円（前売のみ）
障がい者手帳等をお持ちの方900円
ほか
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【会 場】 守山文化小劇場
【問合せ】 守山文化小劇場 796-1821
☆なごや芝居の広場 「暮しの詩」上演に向けて プレ企画第１弾
１回目みんなで読もう「見よぼくらの一銭五厘の旗」２回目みんなで作ろう「一銭五厘の旗」
【日 時】 1回目１０月２４日（火） ２回目 ２７日（金） 両日：午後２時～午後４時
【対 象】 一般（先着２５名）
【内 容】 ２４日・・・みんなで読もう！ 花森安治作＝「見よぼくらの一銭五厘の旗」
２６日・・・みんなで作ろう！ 「一銭五厘の旗」
【料 金】 参加費1,500円（２回分）
【会 場】 守山文化小劇場 練習室
【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

守山区役所

名鉄電車

小幡

☆自由参加講座「太極拳」
【日 時】 １０月４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
【申し込み】事前申し込み不要 当日、自由参加
☆ シルバーボランティア劇団「かがやき」公演
【日 時】 １０月５日（木）午後２時～３時
【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
【定 員】 当日、先着５０名
☆ 自由参加講座「転ばぬ先の杖」
【日 時】 １０月３０日（月）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
【内 容】 正しい杖の使い方と正しい歩き方を、楽しく伝授します。
【申し込み】事前申し込み不要 当日、自由参加
☆ 健康講和「ロコモティブシンドローム対策～健康寿命を延ばす方法～」
【日 時】 １１月２日（木）午後１時３０分～３時
【会 場】 守山福祉会館 大広間
【対 象】 市内在住で６０歳以上の方 ４０名
【費 用】 無 料
【講 師】 ひろし整形外科 理学療法士 芝 由則先生
【申込み】 １０月２日（月）～１０月２０日（金）
応募者多数の場合、１０月２１日（土）午前１１時 公開抽選
☆ 「カラオケの日」をご利用ください
【日 時】 １０月７日 １４日 ２１日 ２８日 いずれも土曜日
午前９時から正午 時間内、出入り自由。
ただし、２８日は、１０時１５分まで。続けて、野点にご参加ください。
【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】事前申し込み不要 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。
☆ 地域ふれあいイベント「野点」
【日 時】 １０月２８日（土）午前１０時３０分～午後２時
【会 場】 守山福祉会館 大広間等
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【対

象】

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、若い方のみでも、ご参加いただけます。
【内 容】 お抹茶・喫茶コーナー お子様のお菓子のすくいとり、人形劇等
抹茶無料 饅頭代・コーヒー代等は別途実費
各コーナーなくなり次第、終了
☆ オレンジカフェ「やっとかめ」
【日 時】 １０月２１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】 １０月２５日（水）午後１時３０分～３時
【会 場】 守山福祉会館 多目的室
【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。
☆ ドクターひろしの健康相談
【日 時】 １０月１０日（火） ２４日（火） 午後１時～２時
【対 象】 市内在住で６０歳以上の方
【申し込み】当日窓口申し込みで可。事前申し込みも受け付けます
【費 用】 無 料
☆ 入浴施設をご利用ください
【日 時】 毎月１５日及び９月５日を除く、月曜日から土曜日（休館日を除く）下表の時間
【対 象】 ６０歳以上の名古屋市民
【費 用】 無 料
日にち
女 性
男 性
１日から１４日
午後１時から２時
午後２時１０分から３時１０分
１６日から 月末
午後２時１０分から３時１０分
午後１時から２時
＊入浴施設は１か所のため、男女入れ替わっての利用となります。
＊タオル、石鹸は、ご持参ください。
＊平成２９年６月から、入浴時間は上記の時間に変更になっています。

守山生涯学習センター
守山三丁目２－６
☆ 平成２９年度

曜日 時間帯
火

午前

後期

☎７９１－７１６１
市バス・名鉄電車

守山自衛隊前

ゆとりーとライン

守山

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）

講座名
防災・減災・無事おかえりなさい
～自然災害への備えを考える～

対象
定員

費用

応募締切

一般
３０人

無料

11月29日（水）
必着

【申 込】 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。
☆ 秋の土づくりと燻製づくり
美味しいチーズ・ソーセージの燻製をつくろう
～微生物をコントロールしよう～
【日 時】 １１月１２日（日）午前１０時～正午（集合 午前９時３０分）
【講 師】 天空のアグリパーク農園主 平田朱美
【費 用】 親子1組 1,200円 1名追加ごと200円（親・子関係なく）
【定 員】 小・中学生とその保護者 ２０組（大人1名・子ども1名）
【会 場】 天空のアグリパーク（守山区上志段味東谷2110-20）
【内 容】 「天空のアグリパーク」でチーズとソーセージの燻製と秋の土づくりを楽しむ。
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【申 込】 往復はがき・インターネットにて、１０月１１日（水)必着
☆ 無料パソコン相談
【日 時】 １０月２８日（土）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】 １０月１１日（水）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】 １０月１８日（水）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】 当センター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。
☆ 守山生涯学習まつり～みんなで楽しくセンターまつり～
【日 時】 １０月２１日（土）午前９時４０分～午後５時
１０月２２日（日）午前１０時～午後３時
【内 容】 日頃、守山生涯学習センターで活動しているグループによる作品展示や舞台発表、
１日体験教室、バザーなどの楽しい催し物がいっぱいです。
【対 象】 どなたでも参加できます。
☆【守山生涯学習まつり・史跡散策会】守山のルーツと史跡・名所めぐり
【日 時】 １０月２１日（土）午後１時３０分～３時３０分
【講 師】 ええとこ守山案内人
【費 用】 無料
【対 象】 どなたでも（小学３年生以下は保護者同伴）
【定 員】 ３０名（先着順）
【内 容】 センター周辺を史跡散策して地域の歴史や名所を再発見します。
【申 込】 当日午後１時～守山生涯学習センター中庭にて受付
☆【公開講座】〈女性セミナー〉自分らしく輝くために～アルパとともに～
【日 時】 １０月２６日（木）午前１０時～正午（開場 午前９時３０分）
【講 師】 アルパ奏者 奥村陽子
【対 象】 女性
☆【公開講座】〈なごや学〉守山区の城郭とその時代
【日 時】 １０月２８日（土）午後１時３０分～３時３０分（開場 午後１時）
【講 師】 守山郷土史研究会 楠昌明
☆【公開講座】「〇〇だから」とは？～ステレオタイプから偏見が生じるメカニズム～
【日 時】 １１月６日（月）午前１０時３０分～１２時３０分（開場 午前１０時）
【講 師】 名古屋大学情報学研究科教授 唐沢穣
*上記の公開講座はすべて、
【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
☆ マメナシのある風景・秋の観察会
～サルも食べないマメナシの実の観察～
【日

時】

１０月２９日（日）午前１０時～正午

【内

容】

①実験「マメナシの実の糖度は？食用ナシと比べてみよう！」
②土壌診断「マメナシが育つ土と根の秘密の関係とは？！」
③体験「厳しい夏を乗り越えたマメナシの実生をさがしてみよう！」

【会

場】

雨池公園、蛭池

【費

用】

無料
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【定

員】

６０名先着順

【申

込】

当日受付

【集合場所】檀ノ浦公園
【備

考】

午前９時３０分～
名鉄瀬戸線「大森・金城学院前」下車徒歩５分

開催可否は、当日午前８時～名古屋おしえてダイヤル（☎953-7584）へ

☆【３館合同企画（志段味図書館・守山生涯学習センター・志段味地区会館）】現地学習
歴史の里最前線「発掘現場を訪ねてみよう！」
【日 時】 １1月７日（火）午前１０時～正午
【講 師】 歴史の里マイスターの会
【費 用】 無料
【対 象】 一般
【定 員】 ３０名
【内 容】 大塚古墳・白鳥塚古墳・勝手塚古墳の発掘現場見学。
【申 込】 ３館の各窓口または往復はがきにて、１０月３１日（火)必着
【備 考】 集合（解散）場所；ゆとりーとライン「上志段味」
☆ 保護者のためのネットモラル教室
～子どもたちに、ネットモラルをどう伝えますか？～
【日 時】 １２月８日（金）午前１０時～正午
【費 用】 無料
【対 象】 保護者
【定 員】 ３０名
【内 容】 子どもたちが、安全で気持ちよくコミュニケーションをとることができるように、
スマホを使ってネットの“今”を体験し、ネットモラルについて考える。
【申 込】 往復はがき・インターネットにて、１１月８日（水)必着
【備 考】 スマートフォンは、準備します。
*体育棟使用のお知らせ
平成３０年２月末まで、体育棟工事のため体育室が終日使用できません。

10

