
※新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、定員が限られていて入場できない場合がございます。ご了承ください。

14 15 16 17 18 19 20

多目的室 本の森（図書館） 多目的室 集会室2 おはなしのいえ

11:00～11:30 休館日 13:00～14:00 10:00～12:00 15:00～15:15

おたのしみ がん教室「まなびや」 子育て相談 おはなし会

おはなし＆映画会 ※先着50名 多目的室 ※先着順　７名

※先着３５名 おはなしのいえ 19:00～21:00

15:00～15:15 手話による講義

おはなし会 「手話の基礎知識」

※先着順　７名

多目的室 ※要事前申込

18:30～20:00 活動室

守山市倫理法人会 ①9:30～10:00

ナイトセミナー     ストレッチYoga

※有料 ②10:15～11:45

姿勢矯正エクササイズ

スタイルエクサ+K

※要事前申込

ギャラリー

9:00～21:00

守山市内企業展示会

21 22 23 24 25 26 27

多目的室 本の森（図書館） 活動室 おはなしのいえ 活動室 多目的室 活動室

9:30～11:30 休館日 15:00～19:00 15:00～15:15 ①9:30～10:00 13:30～16:30 ①9:30～

初心者釣り教室 多目的室 クラッシックバレエ おはなし会     ストレッチYoga がん相談 ②10:45～

※要事前申込 10:00～12:00 今井結子バレエスタジオ ※先着順　７名 ②10:15～11:45 ※要事前申込 夏の製作＆おはし

守山古文書講座 ※要事前申込 姿勢矯正エクササイズ おはなしのいえ えんぴつの持ち方教室

※要事前申込。有料 スタイルエクサ+K 15:00～15:15 ※要事前申込

※要事前申込 おはなし会 集会室2

活動室 ※先着順　７名 14:00～

15:00～16:30 多目的室 公開朗読会

フラダンス教室 10:00～11:30

※要事前申込・有料 小津学区人権学習会

集会室2

10:30～11:30

うちわのおはなし会

28 29 30 31 1 2 3

集会室２ 本の森（図書館） 多目的室 おはなしのいえ 集会室2 本の森（図書館） ギャラリー

13：00～15：00 休館日 10:00～12:00 15:00～15:15 10:00～12:00 休館日 10:00～16:00

中高生サポーター 女声コーラスの練習 おはなし会 子育て相談 1DAY SHOP

多目的室 コールサンライフ ※先着順　７名 多目的室 多目的室

14：00～15：30 多目的室 10:00～11:30 13:30～15:00

ビブリオトーク 15:30～18:00 みんなで楽しく歌おう 図書館友の会　例会

※観覧は事前申込不要 クラッシックバレエ

今井結子バレエスタジオ 活動室

※要事前申込 ①9:30～10:00

活動室 ストレッチYoga

9:30～11:00 ②10:15～11:45

TARA Ayurveda&Yoga 骨盤矯正エクササイズ

ヨガレッスン スタイルエクサ+K

※要事前申込・有料 ※要事前申込

活動室

　　ギャラリー 15:00～16:30

9:00～21:00 フラダンス教室

守山市内企業展示会 ※要事前申込。有料

4 5 6 7 8 9 10

活動室 本の森（図書館） 多目的室 おはなしのいえ 多目的室 集会室２ 多目的室

10:30～11:00 休館日 10:00～12:00 15:00～15:15 13:30～15:30 13:30～16:30 9:00～12:00

かみしばい 女声コーラス練習 おはなし会 もういちど古典の会 がん相談 マンドリン合奏練習

コールサンライフ ※先着順　７名 ※要事前申込。有料 ※要事前申込 集会室２

多目的室 おはなしのいえ 14:00~16:00

15:30～18:00 15:00～15:15 守山ビデオクラブ例会

クラッシックバレエ おはなし会 多目的室

今井結子バレエスタジオ ※先着順　７名 14:00~15:30

※要事前申込 活動室 DELA MUSIQUE

10:00～14:00 歌とトランペット

ベビーマッサージ撮影会

※要事前申込。有料

11 12 13 14 15 16 17

多目的室 本の森（図書館） 多目的室 多目的室 集会室2 おはなしのいえ

11:00～11:30 休館日 9:00~12:00 10:30～ 10:00～12:00 15:00～15:15

おたのしみ 多目的室 女声コーラス練習 大人のための映画会 子育て相談 おはなし会

おはなし＆映画会 10:00～12:00 コールサンライフ 「真昼の決闘」 多目的室 ※先着順　７名

※先着３５名 守山古文書講座 多目的室 ※先着６０名 ①9:30～10:00

多目的室 ※要事前申込。有料 15:30～18:00 おはなしのいえ ストレッチYoga

13:30～16:30 クラッシックバレエ 15:00～15:15 ②10:15～11:45

パーキンソン病 今井結子バレエスタジオ おはなし会 骨盤矯正エクササイズ

介護のつどい ※要事前申込 ※先着順　７名 スタイルエクサ+K

※要事前申込

活動室

15:00～16:30

フラダンス教室

※要事前申込。有料

※有料と記載のあるイベントは参加費が必要になります

※主催者の都合により、イベントが記載内容から急遽変更となる可能性がございます。

9:00～21:00

～９月は敬老月間・アルツハイマー月間～　いきいきとした高齢者の活動を紹介します！

イベントカレンダー ～本の森・つながる森・木もれび広場～

日 月 火 水 木 金 土

（守山市手話奉仕員養成講座の聴講）

ギャラリー

9：00～21：00

日本政策金融公庫展示

※要事前申込(小津会館で受付)

　　ギャラリー

※守山市立図書館イベントカレンダーに掲載されている情報についての正確さには万全を期していますが、本イベントカレンダーの情報の利用に伴って生じた

いかなる損害についても責任を負いません。

　　9：00～21：00

　　守山市内企業展示会

LOVEハーモニー(混声） 「りゅうえいさんのお話」

ギャラリー

9:00～21:00

～９月は敬老月間・アルツハイマー月間～　いきいきとした高齢者の活動を紹介します！

ギャラリー

2022. 8-9月


