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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

☆ 春のいけ花展
【日 時】３月２５日(日)午前１０時～午後４時
【会 場】守山区役所講堂
【内 容】守山区華道連盟所属の教授者の社中によるいけ花の展示
【入場料】無料、呈茶(有料)は午後３時まで
☆ バドミントン大会
【日 時】４月１５日(日)午前９時～受付
【会 場】志段味スポーツランド 競技場
【対 象】区内在住･在学・在勤の高校生以上(ただし親子ペアに限り中学生以下も可)
【試合方法】男子ダブルス・女子ダブルスによる各トーナメント戦(敗者戦あり)
※各種目終了後、希望者はミックス交流戦あり。
【参加費】１組１，０００円
【申 込】３月２３日(金)までに参加費を添えて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

☆ちいさい人向けおはなし会「よちよち」
【日 時】３月９日(金)・２３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】３月３日（土）・１０日（土）・１７日（土）・２４日（土）午後２時３０分～３時
３月１５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

志段味図書館

☎７３６－６９０７
深沢一丁目１０１番地

ゆとりーとライン

☆赤ちゃんからのおはなし会
【日 時】 ３月８日・２２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
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上島(西)･(東)

【日 時】 ３月１０日（土）午後２時～３時
【対 象】 幼児～小学生
【内 容】 工作「ホワイトデーはこれできまり！ハートのしおりをつくろう」
【会 場】 集会室（２階）
【費 用】 無料
☆大人のおはなし会
【日 時】 ３月９日（金）午後１時～２時
【対 象】 一般
【会 場】 集会室（２階）
【申 込】 不要
【定 員】 ２０名（当日先着順）
【費 用】 無料
☆親子タイム
【日 時】 ３月１５日（木）午前１０時３０分～１１時３０分
【対 象】 乳幼児と保護者
【場 所】 児童コーナー
【内 容】 小さなお子さま連れの方が気兼ねなく図書館を利用していただけるように「親子タ
イム」を設けます。この時間内は館内（学習室を除く）にＢＧＭが流れます。
☆金城学院大学連携企画 豆本講座
【日 時】 ３月２１日（水）午後１時～３時
【対 象】 中学生～一般
【会 場】 集会室（２階）
【申 込】 ３月１１日（日）午前１０時～来館および電話にて受付開始
【定 員】 ２５名（先着順）
【費 用】 無料
☆昔ばなしのおはなし会
【日 時】 ３月２４日（土）午後２時～３時
【対 象】 幼児～一般
【会 場】 集会室（２階）
【申 込】 不要
【費 用】 無料
☆美しい姿勢教室～猫背・肩こりも解消！～
【日 時】 ３月２５日（日）午前１０時３０分～１１時３０分
【対 象】 一般
【会 場】 集会室（２階）
【申 込】 ３月１３日（火）午前１０時～来館および電話にて受付開始
【定 員】 １５名（先着順）
【費 用】 無料
☆Ｌｅｔ‘ｓ ｅｎｊｏｙ Ｅｎｇｌｉｓｈ！
【日 時】 ３月２８日（水）午前１０時３０分～１１時
【対 象】 幼児～一般
【会 場】 集会室（２階）
【費 用】 無料
☆子どもと本の講座 ストーリーテリングを楽しんでみましょう
【日 時】 ３月２９日（木）午前１０時～１１時３０分
【対 象】 一般
【会 場】 集会室（２階）
【申 込】 ３月１８日（日）午前１０時～来館および電話にて受付開始
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【定 員】
【費 用】
【その他】

２５名（先着順）
無料
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

☆ ハニットくんの魔法のランプ
【日 時】 ３月１日（木）～４月８日（日）開館時間中 【費 用】 無料 【会 場】 ゆうぎ室
【内 容】 児童館に置いてほしいおもちゃ大募集！児童館にあったらいいなと思うおもちゃを
魔法のランプにお願いしてみよう☆
☆ 子育てなんでも相談
【日 時】 ３月２日（金） 午前１０時３０分～正午 【費 用】 無料
【会 場】 ゆうぎ室
【対 象】 子育て中の方
【内 容】 なごやっこ相談員が子育て相談に応じます。
☆ ともだちをつくろう
【日 時】 ３月２日（金）・９日（金）・１６日（金） 午前１０時３０分～１１時３０分
【会 場】 体育室
【対 象】 幼児・保護者 【費 用】 無料
【内 容】 たくさんのお友だちと一緒に親子体操や、季節の手作り遊びなど。
☆ 勉強・宿題おたすけ隊
【日 時】 ３月２日（金）・９日（金）・１６日（金）・３０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！
☆ 移動児童館 in 生涯学習センター
【日 時】 ３月７日（水） 午前１０時３０分～１１時３０分（午前１０時１５分～受付開始）
【会 場】 生涯学習センター
【対 象】 乳幼児・保護者
【費 用】 無料
【内 容】 ともだちをつくろう（体を動かして遊びます）、子育て相談
※公共交通機関をご利用ください。
☆ フリーベビマビクス
【日 時】 ３月９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
【持 物】 バスタオル
【内 容】 申込不要のベビーマッサージ＆ママビクスです♪
※兄弟姉妹をつれての参加・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。
☆ パレットのうたってあそぼう
【日 時】 ３月２０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！
☆ こどものまち
【日 時】 ①３月２６日（月） 午後１時～３時３０分
（受付時間：午後１２時４５分～３時）
②３月２７日（火） 午前９時３０分～午後１２時３０分
（受付時間：午前９時１５分～正午）
※２日間開催
【会 場】 児童館内
【対 象】 小学生・中学生・高校生
【費 用】 無料
【内 容】 子どもたちによる手作りのまちです。こどものまちだけで使えるお金を使って、
まちの中で遊んだり、働いたりすることができます。
※お家で遊ばなくなった「おもちゃ」などを持ってきて、こどものまちで使えるお金に換える
ことができます。引き取りは３月１日（木）～１５日（木）まで受け付けます。
※故障品、汚れのあるもの等の引き取りはできません。
☆ おもちゃ病院
【日 時】 ３月２８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
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【費
【内

用】
容】

無料（修理にかかる部品代は実費）
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。
☆ みんなで楽しい映画館
【日 時】 ３月２９日（木） 午後３時～４時５０分
【会 場】 体育室
【対 象】 小学生・中学生・高校生
【費 用】 無料
【内 容】 子どもたちが考えて、準備している映画館です。
夏休みに開催したときは、天井に上映し寝転がってみる映画館でした♪
何を上映するかはお楽しみに♪
※内容は小学生以上向けになると思いますが、乳幼児・保護者の参加も大丈夫です。
※当日、冷えるかもしれないので、寒さ対策をしてきてください。

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７日（土）～４月１６（月）

９日（月）・１６日（月）は臨時開園

※シダレザクラの開花状況により日程を変更することがあります。
【内

容】約１０００本のシダレザクラの開花に合わせ、くだもの即売や焼き芋などの模擬店、大道
芸などが催され賑わいます。

☆「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（木）～４月２２日（日）
【内

【締

切】４月２７日（金）必着

容】園内の風景・スナップ作品を募集します。後日、入賞作品の展示を行います。
入賞作品には賞品等を授与します。

【規格等】カラープリント四つ切（ワイド判不可、合成加工不可）未発表のもの
１人３点以内
《展示会》

【対

象】一般

【会場】：くだもの館企画展示室

☆ドライフルーツ・ナッツ展
【日

時】３月３日（土）～３月１８日（日）

【内

容】ドライフルーツとナッツの紹介と展示です。

《体験講座》

【会場】：本館大会議室及び果樹園

☆見て食べて楽しむ春の園内ガイドツアー
【日

時】4月21日(土)

【対

象】一

【内

容】春の園内を楽しみ、季節のフルーツデザートを味わいます。

般

午後2時～3時30分
【定

【費

用】１５００円

員】定員３０人

☆親子ナシ栽培教室（３回継続）
【日

時】4月22日・5月20日・8月26日
午前10時～11時30分

（いずれも日曜日）
【費
【定

用】１５００円

【対

象】小学４～6年生と保護者

【内

容】ナシの摘花から収穫までの栽培を体験します。
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員】親子２０組（１組４名まで）
（収穫日は土産付）

☆親子リンゴ栽培教室（４回継続）
【日

時】4月29日・6月3日・9月23日・11月11日（いずれも日曜日）
午前10時～11時30分

【費
【定

用】１５００円

【対

象】小学４～6年生と保護者

員】親子２０組（１組４名まで）

【内

容】リンゴの摘花から収穫までの栽培を体験します。
オリジナルの絵文字リンゴを作って収穫します。（収穫日は土産付）

上記いずれの講習も
【申込締切】３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〉（親子リンゴ栽培教室・親子ナシ栽培教室はお子様名・学年・保護者名
（参加者全員）もお願いします。）・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

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/
◎ 春の訪れ【春まつり】のご案内
３月１日（木）～４月２２日（日）は

【春まつり】を催します。

２月上旬から実ウメ・花ウメなどが見ごろを迎えはじめます。
３月中旬からアンズ・スモモ・モモなど果樹の花が見ごろを迎え、４月初旬のシダレザクラへ
と咲き次いでいきます。この時期ハナモモ・ナシ･リンゴも相前後して咲きます。そんな果樹の
花を楽しんでいただくお祭りです。
東谷山フルーツパークで、春の訪れを満喫してみませんか。
『ストロベリーフェア』
【日時】3/17(土)～25(日)
美味しいイチゴを贅沢に使ったデザートや、イチゴの即売を行います。

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】 ３月９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】 ３月１０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】 ３月１０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】 ３月１０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
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【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】 ３月２４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】 ３月２４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】 ３月２４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。
☆

第３回もりやま健康フェスティバル
【日 時】 ３月１１日（日）午前１０時～午後３時
【会 場】 守山区役所 講堂
【対 象】 どなたでも（一般）
【費 用】 無 料
【内 容】 「アクティブシニアチャレンジポイント事業」の表彰式と特別賞の抽選会、歩行姿勢などの
健康チェック、ミニ介護予防講座、高齢者サロンの紹介など。

【申

込】

【持ち物】

不要。当日、会場へ直接お越しください。
運動靴、タオル、お茶

☆ やってみよう！手話 受講者募集！
【日 時】 ４月１９日（木）～７月１２日（木）毎週木曜日（※祝日除く）
午前１０時～１２時（全 12 回）
【会 場】 守山区社会福祉協議会（研修室）
【対 象】 区内在住、在学、在勤の方
【費 用】 テキスト代として５００円
【定 員】 先着２０名程度
【申 込】 ３月１２日（月）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 ＦＡＸ758-2015

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

☆守山文化小劇場・守山の文化を考える会２０周年プレ企画
百花繚乱 LaLaライブ！
【日 時】 ３月４日(日) 午後２時～
【対 象】 一般
【内 容】 多彩なゲストとのトーク、そしてステージでの魅力あふれる生演奏
【会 場】 守山文化小劇場
【問合せ】 守山文化小劇場 796-1821
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名鉄電車

小幡

【料

金】

全自由席 一般 前売 2,000円 （当日2,500）学生 前売 1,500円（当日2,000円）
友の会会員 1,800円(当日2,000円)
障がい者手帳等をお持ちの方 1,800円
※未就学児入場不可 ※学生：高校生以下
☆ 守山中学校合唱部フレンドシップコンサート
【日 時】 ３月２７日（火） 午後１時３０分～午後３時
【対 象】 一般
【内 容】 合唱部コンサート
【会 場】 守山文化小劇場
【問合せ】 守山中学校 791-7141
【料 金】 入場無料
☆ 守山東中学校合唱部 第４回 春の演奏会
【日 時】 ３月２８日（水） 午後５時～午後６時４５分
【対 象】 一般
【内 容】 合唱部演奏会
【会 場】 守山文化小劇場
【問合せ】 守山東中学校 791-6348
【料 金】 入場無料（要整理券）
☆ 守山北中学校吹奏楽部第１４回定期演奏会
【日 時】 ３月２９日（木） 午後１時３０分～午後３時
【対 象】 一般
【内 容】 定期演奏会
【会 場】 守山文化小劇場
【問合せ】 守山北中学校（石田） 793-9696
【料 金】 入場無料
☆ 平成２９年度下期なごや子どものための巡回劇場
劇団 うりんこ 「ともだちや～あいつもともだち～」
【日 時】 ３月３０日（金） 午前１１時～ 午後２～
【対 象】 一般
【内 容】 なごや子どものための巡回劇場
【会 場】 守山文化小劇場
【問合せ】 守山文化小劇場 796-1821
【料 金】 700円（3歳から大人まで共通）全自由席

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

☆ 楽チャレ講座「アレンジフォークダンス」
【日 時】 ４月～９月の第３木曜日 半年コース 午後１時３０分～３時
４月１９日 ５月１７日 ６月２１日 ７月１９日 ８月１６日 ９月２０日
【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】 フォークダンスを取り入れ、楽曲に合わせて、みんなで楽しく踊り、身体を動かし
ます。
【定 員】 ４０名
【申し込み】３月１日（木）～１７日（土） 守山福祉会館窓口へ
応募者多数の場合１９日（月）公開抽選
☆ 認知症予防教室
【日 時】 ４月から９月の６か月間
火曜日コース 水曜日コース 木曜日コースのいづれか午前１０時～正午
【会 場】 守山福祉会館 多目的室
【対 象】 名古屋市民で６５歳以上の方
【費 用】 無 料（実費負担はあり）
【内 容】 認知症予防に効果的といわれる、さまざまなプログラム（体操、回想法、音楽療法
等）を行います。
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【定 員】 各コース１２名
【申し込み】守山福祉会館窓口へ ３月１５日（木）
応募者多数の場合、３月１６日（金） 午後１時３０分 公開抽選
☆ 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
４月
４日（水）
〇 認知症予防リーダーとは
午後１時～３時
〇 認知症の理解とサポート
（認知症サポーター養成講座）
２
４月 １１日（水）
〇 地域で活動するための心得
午後１時～３時
〇 認知症予防教室での実習の見学
３
４月 １８日（水）
〇 認知症予防教室での実践
午後１時～３時
守山福祉会館
〇 リーダー活動の実際
４
４月 ２５日（水）
多目的室
午前１０時～正午
５月２日から７ 月２５日までの間 区外の会場で、
５
５月
２日（木）
に、実習の準備のために自主的に集 名古屋市内受講
午後１時～３時
生の全体の研修
まっていただくことがあります。
６
７月２５日（水）
が３回ありま
午前１０時１５分
す。（日程未
～１１時４５分
定、会場までの
７
日程未定
交通費は各自ご
午前９時３０分
負担）
～午後３時３０分
回想法研修
８
日程未定
午前９時３０分
～午後３時３０分
９
日程未定
コグニサイズ研修
午後１時～５時
【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。３月１５日（木）締め切り
☆ オレンジカフェ「やっとかめ」
【日 時】 ３月 １日（木）午後１時３０分～３時
３月１７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】 ３月２８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】 ３月２７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
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【日

時】

３月３日 １７日 ２４日 ３１日 いずれも土曜日
（３月１０日はお休みです）
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
女 性
男 性
午後１時から２時
午後２時１０分から３時１０分
＊入浴施設は１か所のため、男性の入浴時間・女性の入浴時間が決まっています。
＊平成３０年２月から、男性・女性の入浴時間が固定時間に変更となっていますので、
ご注意ください。
＊タオル、石鹸は、ご持参ください。

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】 ３月２４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】 当センター本館棟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】 ３月１２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】 ３月１６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】 当センター本館棟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
体育棟工事が終了し、平成３０年３月１日より体育室の使用が可能となりました。
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