
▲アダプトサイン例

　平成30年４月からの施設利用の受付・面接を行いま

す。現在入所保留中の方、転園希望の方も再度申し込み

が必要です。

●申し込みできる方

　市内在住の方で、保護者が次のいずれかの事情でお子

さんの保育ができない場合

①家庭内・外で仕事をしている　②産前・産後８週間

③病気やけが、または精神・身体に障がいがある

④病気などの親族を常時介護している

⑤学校に通っている　⑥仕事を探している

●利用申込書の交付場所

　第一希望の施設または区役所民生子ども係

●申し込みの受付・面接　右表のとおり第一希望の保育施設で

※ 利用申込書は事前に必要事項を記入・押印し、お持ちください。

※ 面接日に都合の悪い方は、10／16（月）～12／11（月）ま

でに区役所民生子ども係までお申し込みください。

※ お子さんに発達の遅れ（集団保育が可能な程度）がみら

れる場合には、利用申込書とあわせて「発達質問票」を

11／15（水）までにご提出ください。

※ 必ず一度は希望する施設にはお子さんと一緒に見学へ

お出かけください。

問合南区役所民生子ども課民生子ども係

　　☎823－9396　℻823－9426

　子どもが声を掛けられたりつきま

とわれたりするケースは、「子ども

が一人で行動している時」が圧倒的

に多くなっています。声掛けやつき

まといは、連れ去りなどの重大な事

件に発展する恐れがあります。

●知らない人にはついていかない

●みんなといつも一緒

● 出かける時や何かあった時はきち

んと知らせる

● 知らない人に連れて行かれそうに

なったらおおごえで助けを呼ぶ

●怖いと思ったら、すぐにげる

　被害に遭わないためにも、「つみ

きおに」の合言葉をご家庭で守る「我

が家のルール」にして、習慣づける

ようにしてください。

問合南警察署　☎822－0110　℻821－0099

　これからの季節は、空気が乾燥し、火災が発生しやすくなり

ます。家族で話し合い、家庭内の防火チェックをしましょう。

①調理中はコンロから離れない。

②家の周りに燃えやすいものを置かない。

③暖房器具の周囲に燃えやすいものを置かない。

④電気器具は正しく使い、たこ足配線はしない。

平成29年度全国統一防火標語

「 火の用心　ことばを形に　習慣に 」

問合南消防署　☎825－0119　℻822－6133

　まちの安全を一緒に見守っていただける企業・

団体を対象とした街路灯パートナーを募集してい

ます。期間は３年間で、期間中の電気料相当額と

して１本につき６万円（蛍光灯の場合１万円）をご

寄附いただきますと、企業名・団体名・店舗名が

入ったアダプトサインを街路灯に貼ります。

問合南土木事務所　☎612－3211　℻614－3516

　　道路利活用課　☎972－2847　℻972－4185

　在宅保健師会「あいち」の保健師

が楽しく健康づくりの話、かんた

んな体操を行います。参加無料、

申し込み不要。

日時：10／15（日）

　　　午後２時30分～３時30分

場所：桜台温泉

　　　（桜台１－19－４、☎811－2724）

対象：市内在住の65歳以上の方

問合 上記公衆浴場

　　名古屋浴場商業協同組合

　　☎322－5735　℻321－2645

　　健康福祉局高齢福祉課

　　☎972－2544　℻955－3367

　この検査は、映像を見ながら筆記形

式で行います。参加無料。脳を鍛えて

認知症を予防しましょう。

日時：11／15（水）午前10時～11時30分

場所：区役所３階大会議室

対象：区内在住の65～85歳の方

定員：50人（先着順）

申込10／16（月）～、下記へ電話で。

問合南区北部いきいき支援センター分室

　　☎698－7370　℻698－7380

　国や特殊法人などの仕事に対す

る苦情や意見・要望など、お気軽

にご相談ください。（相談無料、

申し込み不要、秘密厳守）

日時：10／19（木）

　　　午後１時30分～３時30分

場所：区役所１階エントランスホール

※ 毎月、休庁日を除く第２木曜日

に定例相談を実施しています。

行政苦情110番　☎0570－090110

問合総務省中部管区行政評価局

　　☎972－7415　℻972－7419

日時：10／11（水）午前10時～午後３時

場所：区役所３階区民相談室

内容： 官公署に提出する書類や権

利義務・事実証明に関する

書類の作成

問合愛知県行政書士会　☎931－4068

作品コンクール優秀作品（ポスター・書道）展示
日時：10／31（火）までの開庁時間中

南区長賞、南区共同募金委員会会長賞

11／１（水）～30（木）の開庁時間中

愛知県共同募金会作品コンクール南区代表作品

場所：区役所１階情報コーナー

問合南区共同募金委員会

　　（南区社会福祉協議会内）

　　☎823－2035　℻823－2688

平成30年度　保育施設利用申し込みのご案内

行政相談週間10／16（月）～22（日）

赤い羽根共同募金ご協力お願いします！

連れ去り防止！つみきおに街路灯パートナー募集

11／９（木）～15（水）は秋の火災予防運動

行政書士による無料相談

脳の健康チェック（ファイブ・コグ）

お風呂やさんで  お元気か～い

　お子さんの遊び場や保護者同士

の交流の場として開設していま

す。当日は、区役所職員、保健

師、保育士、各学区の主任児童委

員などがお世話します。体操や音

楽などの講座も同時開催。12月は

クリスマスイベントを開催します。

日時： 10／27、11／24、12／22、

１／26、２／23、３／23（金）

　　　午前10時～11時30分

場所：区役所２階講堂

対象：未就園児とその保護者

※ 上記のほか公立保育園・イオン

モール新瑞橋でも開催予定。

問合南区役所民生子ども課　

　　☎823－9372　℻823－9426

対象学区
明治、伝馬、豊田、道徳、
呼続、大磯、桜、菊住、春日野

笠寺、星崎、笠東、大生、宝、
宝南、白水、千鳥、柴田

場所
善常会リハビリテーション病院
４階ホール

（松池町１－11）

南区在宅サービスセンター
（南区役所庁舎５階）

家族教室
内容：認知症に関する知識・介護方法などの講話と交流会

10／13（金）13：30～15：30 10／24（火）13：30～15：30

医師の
専門相談

10／27（金）14：00～15：30 
定員：３人

10／17（火）14：00～15：30 
定員：３人

家族
サロン

内容：介護の悩みや不安を話し合う交流会

10／27（金）13：30～15：30

申し込み・
問い合わせ

北部いきいき支援センター 南部いきいき支援センター

☎811－9377　℻811－9387 ☎819－5050　℻819－1123

対象：区内在住の認知症高齢者を介護する家族

申込 開催日前日までに対象の問い合わせ先の窓口または電話で。先着順。

　子どもが好きで、扶養控除の

範囲内で働きたい方におすすめです。

職務内容： 学童の登下校時の交通指導、

交通安全教育・啓発活動

募集人数：各学区１人

勤務場所：区内の学区

勤務時間： 午前７時～午後５時の間で

指定された時間（週25時間）

申込 下記へ事前連絡の上、自筆の履歴書

（写真貼付）を持参。10／20（金）まで。

※勤務場所・待遇など詳細は下記まで。

問合南区役所地域力推進室

　　☎823－9323　℻811－6360

交通指導員募集　上下水道局の委託を装い訪問し、給水管や排水管を清掃・修

理して高額な代金を請求したり、浄水器の購入を勧めたりする

販売が増加しています。おかしいと思われた時は、下記までお

問い合わせください。また、販売目的や内容をよく確認し、不

必要な場合はきっぱりと断りましょう。

問合お客さま受付センター（名水ダイヤル）　☎884－5959　℻872－1296

　　上下水道局港営業所　☎661－5226  ℻651－2269

上下水道局の委託を装った訪問販売にご注意を

　下校後、保護者が仕事などで不在にしているご家庭の児童のため

に学童保育所があります。来年度に向けて学童保育所ごとに入所説

明会を行いますので、入所をお考えの方はぜひご参加ください。

学童保育所名 所在地（電話番号） 説明会日時

みはらし台（笠東）
学童保育所

白雲町12
（☎823－3217）

11／４（土）、２／３（土）
午前10時30分～、午後７時～各日２回開催

道徳学童保育の会
豊田一丁目10－12

（☎692－3489）
11／11（土）午後１時～

ちどり児童会

三吉町６－17
名古屋キリスト教
社会館３階

（☎612－1346）

10／28（土）学童まつり
11／23（木・祝）社会館バザー
両日ともに見学可。入所資料を配
布します。

宝・宝南児童クラブ
元塩町１－25

（☎611－0951）
２／２（金）・10（土）午後７時～

問合南区役所民生子ども課　☎823－9391　℻823－9426

南区出張子育てサロン　みつばち
～みんなで子育てみなみっ子～

認知症高齢者を介護する家族支援事業

学童保育所　入所説明会のご案内

面接日 時間 保育施設名 区分 保育可能年齢 所在地 電話番号

10／17

（火）

午前 明治保育園 保 ６カ月～ 豊一丁目24－３ 691－9743

午後 曽池ひかり幼稚園 認 ６カ月～ 曽池町二丁目40 823－3801

18（水） 午前 本星崎保育園 保 ６カ月～ 星宮町217 822－8216

19（木） 午後 五条保育園 保 ６カ月～ 五条町３－１ 691－2255

20（金）
午前 芝保育園 保 ６カ月～ 芝町152－１ 822－4855

午後 宝生保育園 保 ６カ月～ 宝生町２－１ 613－1181

23（月）
午前 大生幼児園 認 産休明け～ 西又兵ヱ町３－74 611－4852

午後 認定こども園　葵第二幼稚園 認 ※１ 白水町26 611－6758

24（火） 午後 菜の花保育園 保 産休明け～ 三吉町６－17 612－3361

25（水） 午前 豊田保育園 保 ６カ月～ 忠次一丁目３－26 691－5590

26（木） 午後 宝保育園 保 産休明け～ 浜田町４－120 611－4754

27（金） 午後 神松保育園 保 ６カ月～ 神松町１－12 611－7898

30（月） 午前・午後 道徳保育園 認 産休明け～ 観音町６－20 692－4001

31（火） 午後 ニチイキッズ元鳴尾保育園 保 ６カ月～ 元鳴尾町268－１ 819－5036

11／１

（水）

午前 さくらのこ保育園 保 ６カ月～※２ 鳥栖二丁目１－12 883－9527

午後 よびつぎ保育園※３ 認 産休明け～ 汐田町７－25 811－2701

２（木） 午前 マナ第２保育園 保 ６カ月～ 呼続三丁目11－23－２ 811－5433

６（月） 午後 ほしざき保育園 保 産休明け～ 鳴尾二丁目47 612－1775

７（火） 午後 みなみほいくえん 保 産休明け～ 氷室町２－６ 691－0373

８（水） 午後 箱舟保育園 保 ６カ月～ 鳥栖一丁目15－32 823－3040

9（木） 午後 明円ひかり園 認 ６カ月～ 明円町183 613－8472

13（月） 午前・午後 他区保育所、小規模・事業所内保育事業所、平成30年新設園希望の方※４…区役所第２会議室 823－9396

15（水） 午後 笠寺幼児園 認 産休明け～ 笠寺町大門63 811－2883

16（木） 午後 白水保育園 認 産休明け～ 鶴見通１－３－11 611－0439

時間：午前：９時30分～11時30分　午後：１時30分～４時　区分：保…保育所　認…認定こども園

保育可能年齢：「産休明け」は生後57日目から　※１…２歳クラスから　※２…２歳クラスまで

※３…平成30年４月より認定こども園に移行予定　※４…葵第一幼稚園
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