
参加グループ

アンサンブル2000 /癒しの茶道塾 /インド舞踊トリダーラ / 梅美会 / ええとこ守山案内人 / 絵手紙やっと亀の会 /エマリエ /合唱団ねむの木

琴伝流大正琴名古屋ゆうの会 / さくらグループ /  カトレアハーモニカクラブ（守山支部） / 三土会 / ディベルテ / 川柳あまやどり

クラリネット・フィルハーモニー名古屋 /  雅会 / ぜに太鼓ひびき・絆/ ゴスペルグループ ウタウコト。/ フォト楽 / 彫ろう会 / パソメイト守山

託児グループコアラの会 / 旅スケッチ/ 手あみ同好会 / パステルアート 萌の会 / ベストフレンド / 大正琴同好会 / 腹話術「夕鶴の会」

ボタニカルアートききょう / まじゃりも / 守山うまいもんマイスターの会 / 守山オカリナアンサンブル / 友禅染Ｂ / 守山きりえグループ / 遊画

東白川村産直販売 / 守山劇場ボランティア / 守山写真同好会 / 守山陶芸クラブ / 遊墨会 / 楽陶会 / 歴史の里マイスターの会 / アメンボ

ちぎり絵・絵てがみサークル・プァリコイリマ（新日本婦人の会）/ グルーポ・ゴチャ/ ＣＯＣＯ壱番屋/ 銭太鼓さわやか / ハラウ・フラ・オハナ

料理Ａグループ / ラズベリーハウス/ 萌作業所 / 至学館高校ダンス部 /  緑丘高校 ﾀﾞﾝｽ部・吹奏楽部 / 金城学院大学ＭＧＣ 【順不同】

守山生涯学習まつり

～集う、学ぶ、絆をつくるセンターまつり～

守山生涯学習センター会場

日時

回4１第

2019年10月19日 20日土 日
9：40～17：00 10：00～15：00

主催 守山生涯学習まつり実行委員会



体育室

１０月１９日（土） １０月２０日（日）

１０：００～ 緑丘高校 吹奏楽部 吹奏楽 １０：００～ プァリコイリマ フラダンス

１０：４０～ ぜに太鼓ひびき・絆 銭太鼓 １０：２０～ ゴスペルグループ ウタウコト。 ゴスペル

１１：２０～ 梅美会 民踊 １０：５０～ 腹話術「夕鶴の会」 腹話術

１３：００～ グルーポ・ゴチャ フォルクローレ １１：２０～ 琴伝流大正琴名古屋ゆうの会 大正琴アンサンブル

１３：４０～ 銭太鼓さわやか 銭太鼓 １３：００～ ベストフレンド キーボード演奏

１４：１０～ ハラウ・フラ・オハナ フラダンス １３：３０～ 緑丘高校ダンス部 ダンス

１５：００～ インド舞踊トリダーラ インド舞踊

１５：３０～ まじゃりも フラメンコ

１６：２０～ 至学館高校ダンス部 ダンス

視聴覚室

１０月１９日（土） １０月２０日（日）

１０：００～ 合唱団ねむの木 合唱 １０：００～ 大正琴同好会 大正琴

１０：５０～ アンサンブル２０００ オーケストラ演奏 １０：５０～ クラリネットフィルハーモニー名古屋 演奏

１３：００～ 守山オカリナアンサンブル オカリナ演奏 １１：３０～ アメンボ 朗読

１３：５０～ カトレアハーモニカクラブ ハーモニカ演奏 １３：００～ 金城学院大学ＭＧＣ マジック

１３：４０～ ディベルテ マンドリン演奏

展示内容

●川柳 ●手あみ ●パステルアート

●ボタニカルアート ●水彩画

●植物画 ●写真 ●絵手紙

●水墨淡彩画 ●きりえ作品

●書道 ●絵手紙 ●水墨画

●着物リメイク・スラッシュキルトバック

●絵てがみ・ちぎり絵●活動報告展示

●木彫り作品 ●陶器作品●日本画

●絞り染め・マーブル染め小物作品

体験コーナー

 守山きりえグループ（干支きりえ色紙）

 三土会 （日本画スケッチ・模写）

 雅会 （水彩画）
 クイズラリー （小学生以下）
 歴史の里マイスターの会

（古代組紐作り）
 さくらグループ （ニット・小物作り）

（１９日のみ）
 学習相談 （相談会）

 癒しの茶道塾 （茶道）

 ぜに太鼓ひびき・絆 （銭太鼓体験）

 ラズベリーハウス （アレンジフラワー）

バザー・チャリティーコーナー

 東白川村産直販売 （産直）

 エマリエ （七宝焼き）

 さくらグループ （着物リメイク・小物）

 守山陶芸クラブ （陶芸品）

 楽陶会 （陶芸品）

（１９日のみ）
 癒しの茶道塾 （お呈茶 ４００円）

 守山うまいもんマイスターの会
（どんぐりクッキー・ どんぐりこんにゃくおでん）

 COCO壱番屋 （カレー）

 萌作業所 （手作り品）

 料理Aグループ （花ちらし）

 パソメイト守山 （ポチ袋・名刺実演販売）

ｽﾃｰｼﾞ協力ＡＰ：守山劇場ボランティア

ｽﾃｰｼﾞ協力ＡＰ：守山劇場ボランティア

名古屋市 守山生涯学習センター

〒463-0067 名古屋市守山区守山三丁目２－６
［ＴＥＬ］791-7161 ［Ｆａｘ］791-7162
★駐車台数に限りがありますので、公共交通機関を
ご利用ください。
・ゆとり―とライン：「守山」下車、東隣１分
・市バス「守山自衛隊」下車３分
・名鉄瀬戸線「守山自衛隊前」下車５分

「お出かけの際はゆとりーとラインで！」

＜警報等発表の場合＞
名古屋市に以下いずれかの警報が発令された場合や災害時には、
まつりを中止いたします。
①暴風警報 ②大雨警報(浸水害) ③大雨警報(土砂災害)
④洪水警報 ⑤震度５弱以上の地震発生
⑥東海地震注意情報または警戒宣言発表
※午前７時現在の警報等発表→１日中止。

ただし、午前１１時の段階で警報等解除の場合は午後１時から開始
※午前１１時現在の警報等発表→午後中止

開催の有無は、名古屋おしえてダイヤル０５２－９５３－７５８４（当日朝８：００～）で

お問合せの再には、電話番号のおかけ間違いにご注意下さい。

ｽﾃｰｼﾞ発表


