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平成30年７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

☆軟式野球大会
【日

時】９月２日(日)午前８時45分（開会式）～

および毎日曜日

【対

象】区内在住または在勤の社会人チームおよび愛知県軟式野球連盟守山支部登録チーム

【会

場】小幡緑地西園野球場（開会式）はじめ区内各球場

【内 容】トーナメント方式

【申込方法】８月２日(木)午後６時30分～７時に守山区役所４階第４会議室で受付、
その後組合せ抽選
【費

用】１チーム10,000円

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】７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
【費 用】無料
☆おはなし会
【日 時】７月７日（土）・１４日（土）・２８日（土）午後２時３０分～３時
７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
【費 用】無料
☆スターライトシアター
【日 時】７月２１日（土）午後２時３０分～３時
【対 象】幼児・小学生
【会 場】集会室
【内 容】光る絵人形を使った、うたとおはなし
☆第８回矢田川自然体験学習（連続講座）
【日 時】①７月２６日（木）②８月２日（木） 午前１０時～１１時３０分
【対 象】小学生とその保護者 １５組（先着順、２回とも参加できる方）
【会 場】①集会室 ②矢田川橋緑地
【内 容】①講座「矢田川・庄内川の外来種ってどんなの？」
「矢田川の生き物にさわってみよう！」
②現地学習「矢田川に入って水の生き物と遊ぼう！」
【費 用】保険料等１００円
【講 師】ＲＡＣインストラクター 佐藤輝彦氏
【申 込】７月１１日（水）午前１０時３０分から７月１９日（木）まで 来館または電話にて受付
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☆「電池なしでも動かせるレーシングカー」を作ろう！
【日 時】７月２８日（土）①午前１０時～正午 ②午後１時３０分～３時３０分
①と②は同じ内容です。
【対 象】小学３～６年生 各１２名（先着順、３・４年生は保護者同伴）
【会 場】集会室
【費 用】材料費1,600円
【持ち物】持ち帰り用の袋
【申 込】７月１４日（土）午前１０時３０分から来館または電話にて受付
☆自由研究おうえん実験教室「発見！香りのふしぎ」
【日 時】８月１日（水）午前１０時３０分～正午
【対 象】小学生（１・２年生は保護者同伴） １０名
【会 場】集会室
【内 容】ミネラルウォーターからオレンジジュースがつくれちゃう？クイズや実験をとおして、
香りのふしぎについて学ぼう！
【費 用】無料
【講 師】名古屋市食品衛生検査所（食品安全・安心学習センター）職員
【申 込】７月１４日（土）午後１時から来館または電話にて受付
☆まるはちの日＋（プラス）開館４６周年記念 なごや伝統工芸「絞（しぼり）」にチャレンジ
【日 時】８月８日（水）午後２時～４時
【対 象】小学生～一般（小学１～３年は保護者同伴） ２０名
【会 場】集会室
【内 容】ハンカチやＴシャツを簡単な紋の技法で染める体験をします。
【費 用】染料費実費（ハンカチ５０円、タオルハンカチ１００円、Ｔシャツ４００円）
【持ち物】染めたいもの（ハンカチ、タオルハンカチ、Ｔシャツ）１点（綿100%、化繊不可、新品で
なくても可、できれば白色）、エプロン、軍手、ゴム手袋
※汚れてもよい服装でお越しください。
【講 師】緑区ルネッサンスフォーラム会員 蟹江喜代子氏
【申 込】７月１８日（水）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

☆赤ちゃんからのおはなし会
【日 時】 ７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
☆おはなしと工作会
【日 時】 ７月１４日（土）午後２時～３時
【対 象】 幼児～小学生
【内 容】 工作「くるくるまわる ふうりんをつくろう！」
【会 場】 集会室（２階）
【費 用】 無料
☆音読と運動しながら発想法
【日 時】 ７月７日（土）午前１０時００分～１１時３０分
【対 象】 小学１～４年生と保護者
【会 場】 集会室（２階）
【申 込】 ６月２３日（土）午前１０時～来館および電話にて受付開始
【定 員】 １０組（先着順）
【その他】 持ち物：筆記用具
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上島(西)･(東)

☆Let’s Enjoy English!
【日 時】７月２５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
☆シールをあつめてガチャぽんラリー！
【日 時】７月１４日（土）～９月２日（日）
【対 象】幼児～小学生
【会 場】志段味図書館
【費 用】無料
【その他】期間中の各週来館ごとにシールを配布。全て揃えるとガチャぽんが１回できます。詳
細は志段味図書館まで。
☆おいしい夏バテ対策！～東洋医学からみる夏バテ予防の食事～
【日 時】７月２９日（日）午前１０時～１１時
【対 象】一般
【会 場】集会室（２階）
【申 込】７月１４日（土）午前１０時～来館および電話にて受付開始
【定 員】１６名（先着順）
【費 用】無料
☆調べ学習講座～夏休みの自由研究お助け隊～
【日 時】７月３０日（月）①午前１０時～正午 ②午後１時～３時
【対 象】小学４年生～中学生（保護者同伴可）
【会 場】集会室（２階）
【申 込】７月１６日（月）午前１０時～来館および電話にて受付開始
【定 員】１２名（先着順）
【費 用】無料
【その他】①と②で内容が違います。①のみの参加は可。持ち物：筆記用具と記録用紙。
☆理科工作教室「コップロボットを作ろう！」
【日 時】 ８月４日（土）①午前１０時～１１時半 ②午後１時半～３時
【対 象】 幼児～小学生（小学３年生以下は保護者同伴）
【会 場】 集会室（２階）
【申 込】 ７月２１日（土）午前１０時～来館および電話にて受付開始
【定 員】 各回２０名（先着順）
【費 用】 ５５０円
【その他】 持ち物：単三電池１本、持ち帰り用袋。
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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

☆夏休み教室
行事名
夏休み
図画教室
夏休み
工作教室
夏休み
卓球教室

【申

日時
８月２３日（木）
午前１０時～正午

会場
クラブ室

対象
小学生

定員
２０名

８月２４日（金）
午後２時～４時

クラブ室

小学生

２０名

体育室

①小学生
②中学生・
高校生

①・②
各１０名

８月２５日（土）
①午前１０時～１１時
②午前１１時～正午

内容等
夏をテーマに静物画を
描きます。
持物：水彩絵の具用具一
式
ダッシュカートをつくり
ます。
持物：はさみ
講師による卓球レッスン

※上記３教室とも費用は無料です。
※複数教室申込可能。ただし往復はがき１枚につき１行事１名での申込です。
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。
８月１０日（金）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。

☆たなばた飾りを飾ろう
【日 時】７月１日（日）～７日（土） ※休館日を除く
【費 用】 無料
【会 場】児童館内
【対 象】 乳幼児・小学生・中学生・高校生・保護者
【内 容】たなばた飾りや、願いごとを書いた短冊をつくって児童館内に飾ろう！！
☆七夕イベント☆星のおはなし☆
【日 時】７月１日（日） 午前１０時～１１時３０分 【会 場】 クラブ室 【費 用】 無料
【対 象】小学生・中学生
【内 容】 星の先生がいろいろな星情報を教えてくれます。
☆歯みがき指導
【日 時】７月３日(火) 午前１０時３０分～１１時３０分 【対 象】 乳幼児・保護者
【会 場】ゆうぎ室
【費 用】 無料
【内 容】保健センター歯科衛生士による歯のおはなしと歯の健康相談
☆「カプラ」ルーム
【日 時】７月６日(金) 午前９時～午後４時５０分 【対 象】 幼児・小学生・中学生・高校生
【会 場】クラブ室 【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。
☆勉強・宿題おたすけ隊
【日 時】７月６日（金）・１３日（金）・２０日（金） 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！
☆４コマまんが投票
【日 時】７月１０日（火）～３１日（火） 午前８時４５分～午後５時（開館時間中）
【会 場】ゆうぎ室
【費 用】 無料
【対 象】幼児・小学生・中学生・高校生・保護者
【内 容】みなさんの投票で優秀作品が決まります！事務室前の箱に投票してください。
☆おもちゃ病院
【日 時】７月１１日（水） 午前１０時～１１時３０分
【会 場】図書室
【対 象】乳幼児･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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☆フリーパパママビクス
【日 時】７月１４日（土） 午前１０時３０分～１１時３０分
【会 場】体育室
【対 象】 首がすわった生後３～９ヵ月の子と保護者
【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＆パパママビクスです。
※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、入室を制限することがあります。
☆移動児童館 in 志段味地区
【日 時】７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
☆おはなしであそぼう★スターライト
【日 時】７月２５日（水） 午前１０時３０分～１１時 【会 場】 体育室
【費 用】無料
【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
☆おばけやしき
【日 時】７月２８日（土） ①午前の部
②午後の部 ※時間は実行委員会で決まります。
【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】おばけやしき実行委員の子どもたちが考えたおばけやしき。こわいおばけや、
やさしいおばけ♪子どもたちによる手作りのおばけやしきを体験しよう♪
☆ボウリングへ行こう
【日 時】８月３日(金) 午前９時４５分～午後２時３０分 【対 象】小学生 【定 員】２０名
【行 先】東名ボール（児童館で集合・解散）
※ガター無しのボウリングです。
【費 用】2,000円（ゲーム代・貸靴代・昼食代・バス代を含む）
【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学校名・学年 ⑥住所・電話番号(昼間連絡可能) ⑦靴のサイズ
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。
７月１１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

《展示会》・・・・【会

場】くだもの館企画展示室

☆東谷山フルーツパークの四季展
【日

時】７月７日(土)～７月２２日(日)

午前９時～午後４時３０分（休園日は除く）

☆ミツバチ展
【日

時】７月２５日(水)～８月５日(日)

午前９時～午後４時３０分（休園日は除く）

【内

容】ミツバチに関する展示をします。

《催し》
☆夏休みクイズラリー
【日

時】７月２１日(土)～９月２日(日) まで

小・中学生対象（無料）

受付時間：午前９時～午後３時（休園日は除く）園内を巡りながらのくだものクイズラリーです。
【会

場】東谷山フルーツパーク

【受

付】本館事務室窓口
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☆ブルーベリー収穫体験
【期

間】７月下旬～8月下旬の毎週 水曜・土曜日に実施予定

【場

所】東谷山フルーツパーク

【受

付】ブルーベリー園(午前１０時～１１時３０分予定)

ブルーベリー園

※

収穫量に限りがあり、なくなり次第終了（雨天中止）

※

他にもリンゴ･ナシなど収穫が見込めれば、土、日曜、祝日に臨時収穫体験を

行います。開催日前日の夕方にはﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載します。
お電話(052-736-3344)での問合せもできます。(いずれも雨天のときは中止)
《講習会》
☆①ブルーベリージャム作り
【日

時】８月４日(土)、８月５日（日）午後２時～４時
（２回とも同じ内容です。申込の際には必ず講習日を記入してください。）

【対

象】一般１５組(１組５人まで）

【費

【内

容】ブルーベリーの収穫とジャム作りを体験します。

【講

師】ﾌﾙｰﾂﾊﾟｰｸ職員

用】2,000円

☆②親子で楽しむ森のクラフト体験
【日

時】８月１８日（土）午前１０時～正午

【対

象】小学生とその保護者

【内

容】間伐材を使ってオリジナルキーホルダーのクラフトを体験します。

【講

師】愛知県緑化センター職員

１５組(１組４人まで）

【費

用】１００円

☆③ブドウジャム作り
【日

時】８月１８日（土）午後２時～４時

【対

象】一般１５組(１組５人まで）

【内

容】ブドウの収穫とジャム作りを体験します。

【講

師】ﾌﾙｰﾂﾊﾟｰｸ職員

【費

用】2,000円

☆④夏のくだもの収穫体験ツアー
【日

時】８月１９日（日）午前１０時～１１時３０分

【対

象】一般１５組(１組４人まで）

【内

容】ブドウ、ナシ、ブルーベリーを収穫しながら園内をめぐります。

【講

師】フルーツパーク職員

【費

用】1,500円

上記いずれの講習も
【申込期間】７月１日(日)～７月２０日（金）（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・申込者の氏名（①②③④は同伴者全員の
氏名）（②はお子様の学年と氏名）・申込者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/
◎果樹園芸相談
◎休 園 日

毎週

毎週

火・土曜日

午前１０時～正午

午後１時～４時

月曜日（祝・休日のときは直後の平日）１２月２９日～１月３日
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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】７月１３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】７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】７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】７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】７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】７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。
☆肩をもみもみ～、気持ちももみもみ～
「健康もりモリッス！体操ボランティア養成講座」参加者募集！
【日 時】７月２８日（土）午前１０時～正午
【会 場】 守山区社協 研修室
【対 象】年代問わず誰でも
【費 用】 無 料
【講 師】長谷川圭亮氏（志段味スポーツランド）
【定 員】 先着３０名
【申 込】７月１１日（水）９時～
【内 容】受講後に地域での普及活動を手伝ってくださる方を募集します。レクリエーション
や肩もみなど、交流をしながら行う体操です。ぜひ、この機会にご参加ください！
【問合先】守山区社会福祉協議会 電話：７５８－２０１１ ＦＡＸ：７５８－２０１５
☆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
歌声ひろば SING! sing! シング！
【日 時】７月４日（水） 開演：午前１０時３０分～
【対 象】一般
【内 容】懐かしい歌、楽しい歌、思い出の歌などリクエストしてソングリーダーと一緒に
歌いましょう
【料 金】前売 1,100円 当日 1,300円 全席自由
【会 場】守山文化小劇場
【問合せ】守山文化小劇場 052-796-1821
☆名古屋市文化振興事業団PRESENTS
張濱 二胡コンサート
【日 時】７月６日（金） 開演：午後７時～
【対 象】一般
【内 容】中国楽器・二胡の第一人者チャンビンが贈るプレミアムなコンサート。心に染みわたる
珠玉のステージをお楽しみください。
【料 金】3,000円（全席指定）
【会 場】守山文化小劇場
【問合せ】守山文化小劇場 052-796-1821

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

☆おしゃべりサロン
【日 時】７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。
☆暑気笑い寄席
【日 時】７月３０日（月）午前１０時３０分～１１時３０分
【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】不要 当日、自由参加
☆ドクターひろしの健康相談
【日 時】７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 込】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
【定 員】５名
☆認知症予防リーダーを派遣します。
地域の高齢者の集まりに、認知症予防リーダーを派遣します。
【費 用】無 料
【内 容】体操、回想法、楽しい脳トレレクリエーションなど。詳細はお尋ねください
☆「カラオケの日」をご利用ください
【日 時】７月7日、14日、21日、28日いずれも土曜日午前９時～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 込】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
福祉会館を利用の際には、公的機関の発行した身分証を提示の上、利用証を作成していただく必
要があります。
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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】７月２８日（土）①午前１０時～ ②午前１１時～ （お一人１時間以内）
【会 場】当センター３階 第１集会室
【費 用】無料
【定 員】各回６名
【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】７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】７月２０日（金）午前１０時～正午
【会 場】当センター１階 ロビー
【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）
【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。
☆親子でふれあい♪音と音楽を楽しもう♪
いろいろな楽器にふれ、音と音楽を楽しみます。
親子で楽しく活動し、ふれあいを深めましょう。
【日

時】７月２２日（日）午前１０時～正午

【講

師】日本音楽療法学会認定音楽療法士 柴田

【会

場】当センター３階

【定

員】知的障がいなどのある小中高生とその保護者 １２組

【費

用】無料

【申

込】当館、事務所窓口に、定員になり次第、〆切。

朋子

視聴覚室

☆【トライアルサマー】ペーパークイリングを楽しみましょう！
～夏休みの思い出づくりに～
「ペーパークイリング」は、細長い紙をクルクル巻いてパーツを作り、それを組み合わせて
作る作品です。ペーパークイリングの技法を学び、ヒマワリやアサガオなどの
夏をテーマにしたうちわづくりを行います。ペーパークイリングを楽しみながら
夏休みの思い出づくりをしてみませんか。
【日

時】７月２８日（土）午前１０時～正午

【講

師】レガーロ

【会

場】当センター２階

【定

員】小中学生２４人

【受講料】１５０円
【申

青木

直美
美術室

材料費：２００円

込】当館、事務所窓口にて、定員になり次第、〆切。
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