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平成30年１０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
小幡一丁目３－１

市バス

☎７９６－４５２７
守山区役所

☆秋のいけ花展 ～ぜひ、ご鑑賞を！～
【日 時】１０月２８日(日)午前１０時～午後４時
【場 所】区役所講堂(入場無料)

名鉄電車

小幡

※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２８日(日)午前９時１５分～
【会 場】守山スポーツセンター 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ブ員
【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１５日(月)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
守山一丁目６－１

☎７９３－６２８８
市バス

守山図書館

☆ちいさい人向けおはなし会「よちよち」
【日 時】１０月１２日(金)・２６日（金）
【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

ゆとりーとライン

守山

午前１０時３０分～午後１０時５０分

☆おはなし会
【日 時】１０月１３日（土）・２０日（土）・２７日（土）午後２時３０分～午後３時
１０月１８日（木）午後４時～４時３０分
【対 象】幼児・小学生
【会 場】おはなしのへや
【内 容】紙芝居・絵本の読み聞かせなど
☆なごやっ子読書月間記念おはなし会スペシャル
【日 時】１０月６日（土）午後２時３０分～午後３時１５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
【その他】参加者には、ささやかなプレゼントがあります。
☆えいごでたのしむおはなし会
【日 時】１０月２５日（木）午後４時～午後４時３０分
【対 象】幼児・小学生
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【会
【内
【演

場】おはなしのへや
容】季節にちなんだ歌、絵本の読み聞かせなど
者】金城学院大学の皆さん

☆東・守山・志段味・東 ゆとりーとライン沿線図書館合同
「なごやっ子読書月間スタンプラリー」
【内 容】期間中、３つの各図書館で本を借りるとスタンプを１つ押します。
２館以上回って３つスタンプを集めると全員に記念品を贈呈。
３館すべて回った方には、加えてゆとりーとライン「オリジナルピンバッジ」を贈呈
(各館２０個限定、先着順)。
【期 間】１０月１３日（土）～１１月３０日（金）
（守山図書館は１１月１２日（月）から１１月１６日（金）まで特別整理のため休館）
【対 象】乳幼児～中学生
【共 催】名古屋ガイドウェイバス（株）
☆読書週間記念図書展示「区長さんたちのお薦め本聞いちゃいました！」
【内 容】読書週間スペシャル展示として、区政にかかわる皆さんの「お薦め本」を展示・貸出。
あわせて、区役所の色々な課や区内の施設がどんな仕事をしているかを紹介します。
【期 間】１０月２０日（土）～１１月１１日（日）
☆なごやっ子読書月間「どんどんつながる！路面電車！」
【期 間】１０月２日（火）～１０月３１日（水）
【対 象】乳幼児～中高生
【内 容】電車型のカードに本の紹介を書いて館内の応募箱に入れてください。
館内の壁面にカードを連結させながら貼っていきます。
☆10月・10冊貸出のお知らせ
【期 間】１０月２日（火）～１０月３１日（水）
【内 容】１０月はなごやっ子読書月間です。本、雑誌を計１０冊まで（通常は計６冊まで）
借りることができます。本、雑誌以外の貸出点数は通常どおりです。
貸出期間は２週間で変更ありません。
☆名古屋市図書館マナーアップ２０１８
「本がよろこぶ読者になろう！キャンペーン」標語・ポスター画大募集
【期 間】１０月２日（火）～１０月３１日（水）
【対 象】幼児～小学生
【内 容】本がぬれたり、汚れたりしないためにどうしようと思いますか？
あなたの考えを標語や絵にしてぜひ教えてください。
【申 込】①標
語 図書館にある応募用紙に記入して受付へ提出してください。
②ポスター 図書館でお渡しする八つ切りの画用紙に絵を描いて、
応募用紙（図書館にあります）を作品の裏に貼って受付に提出してください。
【その他】全図書館で応募していただいた作品の複製を、守山図書館では １１月１７日（土）～
１２月７日（金）に展示します。期間中展示作品に投票していただき、
優秀作品各１点を決定します。
優秀作品は、全館で展示し、ホームページに掲載します。

志段味図書館
深沢一丁目１０１番地

☎７３６－６９０７
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１１日・２５日（木）午前１０時３０分～午前１０時５０分
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【対
【内
【会
【費

象】乳幼児と保護者
容】絵本の読み聞かせ,わらべうたなど
場】集会室（２階）
用】無料

☆なごやっ子読書月間 おはなしと工作会
【日 時】１０月１３日（土）午後２時～午後３時
【対 象】幼児～小学生
【内 容】工作「 こわい？モンスターポシェット 」
【会 場】集会室（２階）
【費 用】無料
☆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２７日（土）午前１０時３０分～午前１１時
【対 象】幼児～小学生
【内 容】季節に１回のスペシャルなおはなし会です。
【会 場】集会室（２階）
【費 用】無料
☆かぎ針で編む 花の立体ブローチ
【日 時】１１月１４日（水）午後１時３０分～午後３時３０分
【対 象】一般
【内 容】かぎ針一本で編める素敵なブローチを作りましょう。
【会 場】集会室（２階）
【費 用】５００円
【定 員】１６名（先着順）
【申 込】１０月２８日（日）１０時～電話及び館内にて受付開始
☆志段味図書館まつり 館長と行く 図書館探検ツアー！
【日 時】１１月１８日（日）
①午前９時４５分～午前１０時３０分
②午後２時３０分～午後３時１５分
【対 象】幼児～小学生（保護者同伴可）
【内 容】志段味図書館館長と一緒に図書館内を探検するツアー。
【会 場】志段味図書館内

守山児童館
小幡一丁目３－１５

☎７９６－１５０１
市バス

守山区役所

名鉄電車

小幡

☆なかよしｔｉｍｅ
【日 時】１０月３日（水）・４日(木)・１７日（水）・２６日（金）
午前８時４５分～午前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 志段味スポーツランド
【日 時】１０月３日（水） 午前１０時３０分～午前１１時３０分（午前１０時１５分～受付開始）
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【会
【内

場】志段味スポーツランド
【対 象】乳幼児・保護者
容】ちゅうりっぷとあそぼう、育児・健康相談、身体測定

【費

用】無料

☆まちのお医者さんのおはなし
【日 時】１０月４日（木） 午前１０時３０分～午前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。
☆わくわくハロウィン(準備)
【日 時】１０月４日（木）・２７日（土） 毎回午後２時３０分～午後４時３０分
【対 象】小学生・中学生・高校生・保護者【会 場】クラブ室
【費 用】無料
【内 容】ハロウィンの準備♪
☆勉強・宿題おたすけ隊
【日 時】１０月５日（金）・１２日（金）・１９日（金）・２６日（金）
毎回午後５時３０分～午後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！

☆おもちゃ病院
【日 時】１０月１０日（水） 午前１０時～午前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１０日（水）午前１０時３０分～午前１１時１５分【費
【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。

用】無料

☆おはなしであそぼう
【日 時】１０月１１日（木）・２４日（水）午前１０時３０分～午前１１時
【会 場】クラブ室または体育室 【対 象】乳幼児・保護者
【費 用】無料
【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。
☆移動児童館 in 大森会館
【日 時】１０月１７日（水）午前１０時３０分～午前１１時３０分（午前１０時１５分～受付開始）
【会 場】大森会館
【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
※公共交通機関でお越しください。
☆フリーベビマビクス
【日 時】１０月２６日（金）午後１時３０分～午後２時１５分
【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＆ママビクスです。
※兄弟姉妹を連れての参加・入室はできません。
☆バルーンであそぼう
【日 時】１０月２８日（日）午後１時３０分～午後３時３０分
【対 象】乳幼児・小学生・中学生・高校生・保護者
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【会
【費
【持

場】
用】
物】

体育室
無料
バスタオル

【会
【費

場】体育室
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。

☆ハロウィン
【日 時】１０月３１日（水）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

2018

【期

間】１０月６日(土)～１０月８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

２日（火）～１０月８日（月・祝）

☆ ｢ カ

キ 展 ｣

・・【期

間】１０月１３日（土）～１０月２１日（日）

☆ ｢ リンゴ 展 ｣

・・【期

間】１０月２７日（土）～１１月１１日（日）

《講習会》
☆ ｢これからはじめる鉢物果樹 ｣

・・・

【会

場】本館大会議室

【日

時】１１月１７日(土)

【内

容】これから家庭で鉢物果樹をはじめる方向けの講座です。

【対象・定員】一般

午後１時３０分～午後３時３０分

３０名

【費

用】２００円

【講

師】フルーツパーク職員

☆ ｢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１８日(日)

【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。

午前１０時３０分～正午

【対象・定員】小学生以下と保護者

２０組（１組４名まで）

【費

用】無料

【講

師】ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（株）

☆ ｢カリンシロップ作り｣
【会

・・・

場】無料休憩所
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【日

時】１１月１８日(日)

【内

容】当園産のカリンを使ってシロップを作ります。

【対象・定員】一般

午後２時～午後４時

１５組（１組５名までに）

【費

用】1500円

【講

師】フルーツパーク職員

☆ ｢リンゴジャム作り｣

・・・

【会

場】無料休憩所

【日

時】１１月２４日(土)

【内

容】当園産のリンゴを使ってジャムを作ります。

【対象・定員】一般

午後２時～午後４時

【費

１５組（１組５名まで）

☆ ｢渋柿をおいしく食べよう｣

【講

用】１５００円

師】フルーツパーク職員

・・・

【会

場】無料休憩所

【日

時】１１月２５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～午後３時３０分

１５組（１組５名まで）

【費

【講

用】６００円

師】フルーツパーク職員

【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・シロップ・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/
東谷山フルーツパークホームページ
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

FAX７５８－２０１５

小幡・守山区役所南

名鉄電車

小幡

☆わいわいサロン
【日

時】１０月１２日（金）午前１０時～正午

【会

場】守山区社協 研修室

【対

象】どなたでも（一般）

【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。

と

コープあいち小幡店２階
【費

の２か所
用】

無

料

☆本の録音テープ貸出
【日

時】１０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）

用】

無

【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。

【費

☆子ども点字教室
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料

【日

時】１０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）

用】

無

【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

【費

料

教えます。
☆折り紙を楽しむ会
【日

時】１０月１３日（土）午前１０時～午前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）

【内

容】おしゃべりをしながら、折り紙を楽しみます。

【費

用】

無

料

【費

用】

無

料（材料代実費）

☆手芸広場
【日

時】１０月２７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）

【内

容】おしゃべりをしながら手芸を楽しみます。裁縫道具とボンドをお持ちください。材料の数
に限りがあるので、ご自分で作りたい物を持参してもよいです。（講師はいません）

☆おもちゃ病院
【日

時】１０月２７日（土）午前１０時～午後２時３０分【会

【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。

【費

場】
用】

守山区社協 ロビー
無料（材料代実費）

【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２７日（土）午前１０時～午前１１時

【会

【対

象】どなたでも（一般）

【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。

【費

用】

場】
無

守山区社協 研修室
料

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～午後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

【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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用】

無

料

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
もりやまファインセレクション２
kojikojimohejiの The World Music in Europe
【日 時】１０月２５日（木）
午後３時３０分～午後３時
【対 象】一般
【内 容】バグパイプとピアノの手回しオルガンのコンサート
【料 金】全自由席１，１００円 事業団友の会会員（前売のみ）９００円
障がい者手帳等をお持ちの方（本人と付き添い1名まで）９００円
【問合せ】守山文化小劇場 796-1821
☆ 守山区認知症講演会
【日 時】１０月２６日（金） 午後１時３０分～午後３時３０分
【対 象】一般
【内 容】認知症講演会 介護は十人十色
【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

守山福祉会館
小幡一丁目３－５

☎７９３－６３３０
市バス

守山区役所

名鉄電車

小幡

＊福祉会館の利用には、利用証が必要です。利用証は、お住いの区の福祉会館に、身分証を提示し
ていただき、利用申込書（台帳）を記入いただきますと、すぐ発行されます。
☆楽チャレ講座 太極拳
【日 時】１０月３日（水)
午前１０時３０分～正午
【対 象】福祉会館の利用証をお持ちの６０歳以上のひとり暮らし方
【場 所】守山福祉会館 大広間
【費 用】無料
【申 込】当日、自由参加
☆ウキウキ食堂（ランチサロン）
月に一度の一緒にランチをして、楽しい時間を過ごしましょう。
【日 時】１０月１３日（土)
午前１１時～午後１時
【対 象】福祉会館の利用証をお持ちの６０歳以上のひとり暮らし方
【場 所】守山福祉会館 多目的室
【内 容】簡単なゲームなどと楽しいランチ
【費 用】５００円
【申 込】９月２０日（木）から福祉会館窓口で。先着１２名
☆秋まつり「野点」
【日 時】１０月２７日（土)
午前１０時３０分～午後２時
【対 象】名古屋市民どなたでも（利用証なしの方も、おこしいただけます。年齢不問）
【内 容】お抹茶（饅頭付）・パン・野菜等の販売
【申込み】当日、自由参加、お抹茶は、なくなり次第、終了。
☆健康体操
【日 時】１０月９日（火)
午後１時３０分～午後２時３０分
【対 象】市内在住で福祉会館の利用証をお持ちの６０歳以上の方
【申込み】当日、自由参加
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☆医師による健康講話
【日 時】１０月３０日（火)
午後１時３０分～午後２時３０分
【対 象】市内在住で福祉会館の利用証をお持ちの６０歳以上の方
【内 容】骨粗しょう症と脊椎圧迫骨折
【定 員】５０名
【申込み】１０月１３日（土)までに会館窓口へ
応募者多数の場合、公開抽選
☆楽チャレ講座 エアロビっくり運動
【日 時】１１月７日（水)
午前１０時３０分～正午
【対 象】市内在住で福祉会館の利用証をお持ちの６０歳以上の方
【定 員】４０名
【申込み】１０月２２日（月)までに会館窓口へ
応募者多数の場合、公開抽選
☆おしゃべりサロン
【日 時】１０月２４日（水）午後１時３０分～３時
【会 場】守山福祉会館 多目的室
【対 象】市内在住で福祉会館の利用証をお持ちの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。今回は「ええとこ守山案内人」の方に、守山区内の史跡・名所に
ついてお話いただきます。
☆ドクターひろしの健康相談
【日 時】１０月９日（火） 午後１時～午後２時
【対 象】市内在住で福祉会館の利用証をお持ちの６０歳以上の方
【申込み】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
【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】１０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
【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
☆福祉会館のお風呂のお休みの変更
１０月から、福祉会館のお風呂は、毎月、５日と１５日がお休みになります。
（１０月から、毎月５日と１５日に２００円で、市内の公衆浴場が利用できるようになります）
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守山生涯学習センター
守山三丁目２－６

市バス・名鉄電車

☎７９１－７１６１

守山自衛隊前

ゆとりーとライン

守山

☆【親学関連講座 幼児教育講演会】
一人ひとりが みんなたいせつ ～子どもの心に気づいていますか？～
【日 時】１０月３日（水）午前１０時２０分～正午
【会 場】中区役所ホール
【講 師】児童文学作家 くすのき しげのり
【定 員】４００名（当日先着順・無料）
小さなお子様も受講可能ですが、保護者向けのお話です。
☆無料パソコン相談
【日 時】１０月２７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】１０月９日（火）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１７日（水）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。
☆【守山生涯学習まつり】 ～センターの楽しき学び４０年～
【日 時】１０月２０日（土）午前９時４０分～午後５時
１０月２１日（日）午前１０時～午後３時
【会 場】守山生涯学習センター
【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の展示や舞台発表、
１日体験教室、バザーなど楽しい催し物がいっぱいです。また特別出演として、
守山東中学校吹奏楽部、至学館高等学校ダンス部も出演します。
お誘い合わせの上、ぜひお越しください。
☆【守山生涯学習まつり・史跡散策会】 ～尾張成瀬家縁の寺社とすいどう道を巡る～
【日 時】１０月２０日（土）午後１時３０分～午後３時３０分
【定 員】どなたでも ３０名
【講 師】ええとこ守山案内人
【費 用】無料
【申 込】１０月２０日（土）午後１時から守山生涯学習センター中庭で先着順で受け付けます。
定員を超えた場合は、参加希望者（子どもの人数や安全面の配慮等）の状況を見て、
可能であれば受付します。
☆天空のアグリパークでくんせい大作戦

～美味しいチーズ・ソーセージのくんせいを作ろう～

【日

時】１１月１１日（日）午前１０時～正午

【講

師】天空のアグリパーク農園主

山田組

平田
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朱美

【会

場】天空のアグリパーク

【定

員】小・中学生とその保護者

【費

用】親子１組1,200円

【申

込】往復はがき、またはインターネットにて１０月２３日（火）必着

☆ワードでお絵かき講座

２０組

1人追加ごと３００円

～図形を使ってチューリップや紅葉を描いてみよう！～

【日

時】１１月１３日（火）・１４日（水）・１５日（木）午前１０時～正午

【講

師】パソメイト守山

【定

員】一般１２名（パソコン持込無しの場合は１０人）

【費

用】1,500円（教材費込）

【申

込】往復はがき、またはインターネットにて１０月２３日（火）必着

☆【公開講座】<女性セミナー>
女性のまなざしで描く世界

～歌と言葉に魂をこめて～

【日

時】１０月２４日（水）午前１０時～正午

【講

師】歌手・ボイスパフォーマー

【定

員】５０名（当日先着順・事前申込不要・無料）

白樺

八靑

☆【志段味図書館・守山生涯学習センター共催】
歴史さんぽ、中志段味「村絵図の里」を歩く
【日

時】１１月３０日（金）午前１０時～正午

【ガイド】ええとこ守山案内人
【見学コース】志段味村役場跡碑～八幡神社～秋葉社～常楽院～天白・元屋敷跡
【定

員】一般

２０名

【費

用】無料（志段味支所玄関集合・現地解散）

【申

込】１１月２日（金）１０時より志段味図書館・守山生涯学習センターに来館、
または、電話にて受付を開始し、定員になり次第締切

【持ち物】飲み物、タオル、筆記用具
☆【歴史講演会】古代尾張氏とヤマト政権
【日 時】１１月８日（木）午後１時３０分～午後３時３０分
【講 師】中京大学名誉教授 野原 敏雄
【定 員】５０名（当日先着順・事前申込不要・無料）
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