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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

☆ソフトバレーボール大会
【日 時】 1月28日（日）午前9時～受付
【対 象】 区内在住、在勤または在学の方
【内 容】 混合の部・女子の部・ファミリーの部による予選リーグ・決勝トーナメント。
＊ただし参加申込数により変更あり
【会 場】 志段味スポーツランド 競技場
【費 用】1チーム1,000円
【申込方法】12月26日（火）までに参加費を添えて地域力推進室へ

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

☆ちいさい人向けおはなし会「よちよち」
【日 時】１２月８日(金)・２２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
【費 用】無料
☆おはなし会
【日 時】１２月２日（土）・９日（土）午後２時３０分～３時
１２月２１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
【費 用】無料
☆えいごでたのしむおはなし会
【日 時】１２月１４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】クリスマスにちなんだ歌、絵本の読み聞かせなど
【演 者】金城学院大学の皆さん
【費 用】無料
☆スターライトシアター
【日 時】１２月１６日（土）午後２時３０分～３時
【対 象】幼児・小学生
【会 場】集会室
【内 容】暗い部屋の中で輝く絵人形のおはなし「マッチうりの少女」「ゆうづる」
【費 用】無料
☆人形げき
【日 時】１２月２２日（土）午後２時００分～２時３０分
【対 象】幼児・小学生
【会 場】集会室
【内 容】「さるかに合戦」
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守山

【出 演】人形劇グループこむすび
【費 用】無料
☆もりやますこやか音読教室
【日 時】１月１７日（水）午後１時３０分～２時４５分
【対 象】６０歳以上の方 ２０名（先着順）
【会 場】集会室
【内 容】詩や昔話などを皆さんで声に出して読みあいます。
【講 師】守山区音読リーダーの皆さん
【申 込】１２月１２日（火）午前１０時３０分から１月１２日（金）午後７時まで、来館または電
話にて受付
【費 用】無料

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)

☆図書館休館のお知らせ
【内 容】 １２月４日（月）～８日（金）まで特別整理期間のため休館します。
☆不用図書リサイクル会
【日 時】 １２月９日（土）午前１０時～午後３時
【内 容】 図書館で不用になった資料をお一人２０冊まで無償でお譲りします。
入場は入替制。午前９時より整理券を配布します。
【会 場】 集会室（２階）
☆赤ちゃんからのおはなし会
【日 時】 １２月１４日・２８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
☆冬のスペシャルおはなし会
【日 時】 １２月１７日（日）午後２時～３時
【対 象】 幼児～一般
【内 容】 絵本の読み聞かせ、工作「へんしんおりがみ トナカイをつくろう」
【会 場】 集会室（２階）
【費 用】 無料
☆ぬいぐるみのおとまり会
【日 時】 １２月１７日（日）午後３時～５時
【対 象】 幼児～小学生
【内 容】 子どもたちのぬいぐるみをお預かりして、おとまり会の様子を写真にして
後日プレゼントします。
【会 場】 志段味図書館（２階）
【申 込】 １２月２日（土） 午前１０時～電話及び来館にて受付開始。
【定 員】 ２０名（先着順）
【費 用】 無料
☆大人のためのコーヒー講座（全３回） 第１回「コーヒーの豆知識＆ペーパードリップ編」
【日 時】 １月１０日（水）午前１０時～１２時
【対 象】 一般
【内 容】 オリコーヒー オーナー小里誠氏を講師に迎え、コーヒーの楽しみ方を学びます。
各回で申込が必要です。
【会 場】 集会室（２階）
【申 込】 １２月２０日（水） 午前１０時～電話及び来館にて受付開始
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【定 員】
【費 用】
【その他】

各回２０名（先着順）
５００円
託児定員４名（先着順・申込時にお申出ください）

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

☆ 勉強・宿題おたすけ隊
【日 時】 １２月１日（金）・８日（金）・２２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！
☆ パパママビクス
【日 時】 １２月２日（土） 午前１０時３０分～１１時３０分
【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
【内 容】 申込不要のベビーマッサージ＆パパママビクスです♪
【持 物】 バスタオル
☆ おもちゃのひろば
【日 時】 １２月６日（水） 午前１０時３０分～正午 【費 用】 無料 【会 場】 体育室
【対 象】 乳幼児・保護者
【内 容】「カプラ」などの世界のおもちゃで遊ぶことができます。
☆ なかよしｔｉｍｅ
【日 時】 １２月１２日（火）・２０日（水） 毎回午前８時４５分～１１時４５分
【費 用】 無料
【会 場】 体育室
【対 象】 乳幼児・保護者
【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♪
☆ おもちゃ病院
【日 時】 １２月１３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。
☆ 移動児童館 in 志段味地区会館
【日 時】 １２月１３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】 自由あそび（運動）、子育て相談
☆ 「カプラ」であそぼう
【日 時】 ①１２月１４日（木） 午後３時～４時３０分
②１２月２５日（月） 午後２時～４時
【会 場】 クラブ室
【対 象】 小学生・中学生・高校生
【費 用】 無料
【内 容】 「カプラ」(木の板)を使って、みんなで作品をつくろう☆
テーマ：①かまくら
②クリスマス
☆ 児童館クリスマス会
【日 時】１２月１６日（土） ①午前１１時００分～正午 ②午後２時３０分～４時
【会 場】体育室
【対 象】①乳幼児・保護者 ②小学生・中学生・高校生
【費 用】無料
【内 容】①親子でクリスマスコンサート♪グループ「まあみぃ」による、素敵な音色のクリスマス
ソング♪＆サンタさんも♪
②MVC（守山区ボランティアサークル）のお兄さんお姉さんとミニゲームやビンゴ大会♪
プレゼントも♪
※①②両方参加してもいいですよ。
☆ パレットのうたってあそぼう
【日 時】 １２月１９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
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【日 時】 １２月２０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、育児・健康相談、身体測定
☆ おはなしであそぼう★スターライト
【日 時】 １２月２２日（金） 午後２時３０分～３時
【費 用】 無料
【会 場】 体育室
【対 象】 乳幼児・小学生・中学生・高校生・保護者
【内 容】 暗闇で光るパネルシアター「ブラックライトシアター」を行います。
☆ １ねんパーティー
【日 時】 １２月２７日（水） 午後２時３０分～４時３０分
【費 用】 無料
【会 場】 児童館内
【対 象】 小学生・中学生・高校生 【持 物】 手をふくハンカチ等
【内 容】 今年もたくさん遊んだ児童館をピカピカに大掃除をして、みんなで今年や来年の話を
しながら、ジュースで乾杯し、１年を締めくくりましょう♪大掃除のあとの一杯は
きっと美味しい！！！
☆ けしごむ工房
【日 時】 １月２１日(日) 午後２時３０分～４時３０分
【対 象】 小学生・中学生・高校生
【会 場】 クラブ室
【定 員】 １２名
【費 用】 無料
【内 容】 ９月の「けしごむ工房」に参加できない子が多かったので、再度開催します♪
不思議な粘土でオリジナル消しゴムを作ります。他にはない、素敵なおもしろい
消しゴムを作ってみませんか？
【申 込】 往復はがき、または児童館窓口にて１月１０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。
１月１０日(水)必着。申込多数の場合は公正なる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

《講習会》
☆ カキの剪定と育て方
【日

時】１月６日（土）・７日（日）（2回とも同じ内容です。）午前10時～12時

【対

象】一般

【内

容】カキの剪定方法など育て方を解説します。（座学と実習）【講

【会

場】東谷山フルーツパーク

各日５０名（往復ハガキか、電子申請による申込）

【費

用】無

師】長縄

料
光延

本館大会議室と果樹園

☆ 柑橘のマーマレード作り
【日

時】１月１３日（土）午後２時～４時

【対

象】１５組（１組５名まで）（往復ハガキか、電子申請による申込）

【内

容】本園産の柑橘でマーマレード作りを体験します。【講

【費

用】１５００円

【会

場】東谷山フルーツパーク

師】ﾌﾙｰﾂﾊﾟｰｸ職員
無料休憩所

☆ キウイの剪定と育て方
【日

時】１月１３日（土）午前10時～12時

【対

象】一般

【内

容】キウイの剪定方法など、育て方を解説します。（座学と実習）

【講

師】長縄

５０名（往復ハガキか、電子申請による申込）
光延

【会

場】東谷山フルーツパーク

【費

用】無

料

本館大会議室と果樹園

☆ ブルーベリーの剪定と育て方
【日

時】１月２７日（土）・２８日（日）（2回とも同じ内容です。）午前10時～12時

【対

象】一般

各日４０名（往復ハガキか、電子申請による申込）
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【費

用】無

料

【内

容】ブルーベリーの剪定方法など、育て方を解説します。（座学と実習）

【講

師】ﾌﾙｰﾂﾊﾟｰｸ職員

【会

場】東谷山フルーツパーク

本館大会議室と果樹園

上記いずれの講習も
【申込期間】12月1日～12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

〈ふりがな〉（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守山区上志段味字東谷2110

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/

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】 １２月８日（金）午前１０時～正午
【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。
☆ 本の録音テープ貸出
【日 時】 １２月９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】 １２月９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】 １２月９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。
☆ おもちゃ病院
【日 時】 １２月２３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】 １２月１６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。
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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

☆守山文化小劇場施設事業
Ｋｏｊｉｍａ（小島一宏）×Ａｒｃａｄｉａ（アルカディア）スペシャルコンサート
【日 時】 １２月 ２日（土）
午後４時～
【対 象】 一般（未就学児入場不可）
【内 容】 アナウンサー小島一宏氏とアルカディアのコンサート。
【料 金】 全自由席一般2,000円 友の会会員1,800円（前売のみ）
障がい者手帳等をお持ちの方1,800円
【会 場】 守山文化小劇場
【問合せ】 守山文化小劇場 796-1821
☆守山東中学校吹奏楽部 ウィンターコンサート２０１７
【日 時】 １２月２３日（土）
午後２時～午後３時３０分
【対 象】 一般
【内 容】 中学校吹奏楽部演奏会
【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
☆金城学院大学＆
金城学院大学 みんなのクリスマスコンサート
～リリー・ミューズの贈り物～
【日 時】 １２月２５日（月）
午後２時～
【対 象】 一般（４歳以上）
【内 容】 金城学院大学 みんなのクリスマスコンサート
【料 金】 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 大学生以下500円（４歳以上入場可）
【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

☆

守山区役所

名鉄電車

楽チャレ講座「そば打ち」
【日 時】 １２月１８日（月）①②のいずれかのコースをお申し込みください。
①午前９時３０分～１２時 ②午後１時～３時３０分
【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】 １，３００円
【定 員】 ①８人 ②１０人
【申込み】 １１月２２日から１２月６日 福祉会館窓口にて。
応募者多数の場合、７日（木） 午前１１時から公開抽選
☆ クリスマスイベント
【日 時】 １２月２５日（月）午後１時３０分から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
【申込み】 当日、自由参加
【内 容】 クリスマスを歌とゲームなどで楽しみましょう
☆ オレンジカフェ「やっとかめ」
【日 時】 １２月 ７日（木） 午後１時３０分～３時
時間内で出入り自由
１２月１６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
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小幡

【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】 １２月２７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】 １２月１２日 ２６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
☆ 「カラオケの日」をご利用ください
【日 時】 １２月２日 ９日 １６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】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
☆

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。

☆

認知症予防リーダー養成講座受講生募集
認知症予防に関する知識や手法を学び、地域に広めていただく方を養成します。
回
日程
講座内容
会場
１
１月 １０日（水）
午後１時～３時
守山福祉会館
〇 認知症予防リーダーとは
２
１月 １７日（水）
多目的室
〇 認知症の理解とサポート
午後１時～３時
＊１月２５日
（認知症サポーター養成講座）
３
１月 ２５日（木）
２月 ５日
〇 地域で活動するための心得
午前９時３０分
及び
〇 認知症予防教室での実習の見学
～午後３時３０分
日程未定の１回
〇 認知症予防教室での実践
４
１月 ３１日（水）
は、区外の会場
〇 リーダー活動の実際
午前１０時～正午
で、名古屋市内
〇 回想法研修
受講生の全体の
５
１月 ３１日（水）
研修になりま
午後１時～３時
２月７日から４月２５日までの間
す。（会場まで
６
２月
５日（月）
に、実習の準備のために自主的に集
の交通費は各自
午前９時３０分
まっていただくことがあります。
ご負担いただき
～午後３時３０分
ます）
７
２月
７日（水）
午後１時～３時
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８

９

４月２５日（水）
午前１０時１５分
～１１時４５分
日程未定

コグニサイズ研修

【対 象】 名古屋市民で６０才以上の方
【費 用】 無 料（外部研修の交通費は実費負担）
【定 員】 ５名
【申し込み】福祉会館窓口でお申し込みください。１２月１４日（木）締め切り

守山生涯学習センター
守山三丁目２－６

☎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

☆ 無料パソコン相談
【日 時】 １２月２２日（金）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】 １２月１１日（月）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】 １２月１５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】 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。
☆ バルーンアートで楽しみましょう～みんなを笑顔にしよう～
【日 時】 ２月３日（土）・１０日（土）午前１０時～正午
【講 師】 バルーンクラフト代表 洪城美和
【費 用】 ８００円（４００円×２回） 同伴の保護者は無料
【定 員】 小・中学生 ４０名
小学１～３年生は子１人に対し保護者１人同伴
小学４年生以上は子１人でも保護者同伴でも可
【会 場】 当センター本館棟３階 視聴覚室
【申 込】 往復はがき・インターネットにて、１月１０日（水)必着
*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。
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