
↓市立高校生の海外研修の様子（ドイツ）

今 月 の 特 集
ナゴヤから､世界へ　市立高校生の海外派遣

市長インタビュー 「日本1､毎年100人ナゴヤ市立高校生 2週間の海外派遣」 など

ぜひ読んでね！

052 - 953 -7584 午前8：00～午後9：00
年中無休

よくある質問をウェブサイトで公開しています。

052-971-4894　　7584@oshiete -dial.jp

市政に関する

お問い合わせは 名古屋おしえてダイヤル

広報モニター募集中！！詳しくは10面をご覧ください

広報なごやについてのアンケートを実施中です！
こちらから→
回答できます

市長室広報課　
☎ 052-972-3134　FAX 052-972-4126

問合

アニメ・ゲームフェス NAGOYA など

く ら し の ガ イ ド

市 政 ト ピ ッ ク ス

市 政 ト ピ ッ ク ス

各 区 版

話 題 の 広 場

文化のみち雛巡り など

交通事故に注意！ など

生活･福祉/文化･芸術 など

ひな

令和2年（2020年） 2月号

February

866 2広報なごやは毎月10日までにお配りしています。　　　　　配布／区役所総務課

記事の内容（開催日・申込期限など）が原則、毎月11日以降のものを掲載しています。

広報なごや点字版・声の広報なごやをご希望の方はご連絡ください。

編集・発行／名古屋市市長室広報課  ☎052-972-3134 FAX052-972-4126

〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号　　  www.city.nagoya.jp

●人口／2,328,653人

●世帯／1,119,906世帯

●面積／326.50km2

（令和2年1月1日現在）
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ドイツ派遣

フランス派遣

イタリア派遣

オーストラリア派遣

マレーシア派遣

平成４年（1992年）に始まった市立高校生の海外派遣。令和元年度は、世界５カ国に向けて、１００人の高校生を派遣

することになりました。高校生が名古屋の親善大使として海外を訪れ、新しい発見・出会い・感動・学びや、思い通り

にいかない悔しさなど、多くの貴重な経験をしています。

●４校を訪問し、授業に参加したり、文化交流

を行ったりしました。英語で様々な日本文化

を紹介し、現地の生徒に楽しんでもらうこと

ができました。

●現地では３泊４日のホームステイをしながら、

訪問校で高校生活を体験しました。ＩＣＴ（情

報通信技術）環境の充実や生徒の積極性を

肌で感じました。

●姉妹都市であるランス市を中心に、西洋文

化・歴史・美術に関する研修や現地の方々と

の交流、市役所への表敬訪問を実施します。

●民間学校のロヒンギャスクールと、マレーシ

ア科学大学構内の幼稚園でボランティアを

行いました。異なる環境で学ぶ子どもたちと

触れ合い、異文化理解の大切さを学びました。

●養蜂園の蜂蜜採取や、伝統工芸であるバ

ティック染めを体験しました。また、３泊４日の

レウラ村のホームステイでは、素朴な暮らし

の中で人の温かさに触れました。

●フォルクスワーゲン社やコマツジャーマニー

社において、企業研修やデュアルシステムを

体験し、ドイツの先進技術やデザインを学ん

できました。

●職業訓練学校では実習に参加し、先進的な

IoT（モノのインターネット）技術を体験しま

した。ドイツの技術とモノづくりに真剣に取

り組む精神に触れることができました。

教育委員会指導室　☎ 972-3234　FAX 972-4177問合

市立高校生の市立高校生の海海外外派派遣遣

世界5カ国への海外派遣

派 遣 団 紹 介

オーストラリア派遣

フランス派遣 イタリア派遣

●姉妹都市であるトリノ市を中心に、現地校で

の授業体験や生徒との交流活動、ホームス

テイ、市役所などへの表敬訪問を実施します。

マレーシア派遣 ドイツ派遣

ドイツ
20人

令和元年度
市立高校生海外派遣

マレーシア
15人

フランス
15人

イタリア
20人

オーストラリア
30人

100人

令和元年７・８月に３カ国へ派遣しました（夏季派遣）

令和２年３月に２カ国へ派遣します（春季派遣）

ナゴヤ
から、世界へナゴヤ
から、世界へ

国際的な視野を持った人物の育成のため、名古屋市では市立高校に通う、各

学校長に推薦された生徒の中から選抜し、海外派遣を行っています。

令和元年の夏にはオーストラリア、マレーシア、ドイツへ派遣され、今年3月に

はフランスとイタリアへの派遣が予定されています。

それぞれの国の文化に触れることで高校生たちの大きな刺激となるとともに、

名古屋と訪問地の親善にも貢献しています。

ランス大聖堂 ©carmen_moya トリノ市役所

日本1､毎年100人ナゴヤ市立高校生 2週間の海外派遣

↑左から、加藤彩紀さん、安藤萌さん、河村市長、武藤陽大さん
　（市役所本庁舎市長室にて）

武藤さん「ドイツの一流マイスターのような左官

職人」

Q.さあ最後にナゴヤ市民の皆さんへのメッセージ。

3人そろって「海外派遣を実現してくださってホン

トにありがとうございます。日本の良さも再発見でき

ました。自分をさらに成長させていきます」

日本1､毎年100人ナゴヤ市立高校生の2週間

の海外派遣。経済的に困難なご家庭には特別枠

あるがね。ナゴヤの若きゃあ衆。みんな立派になっ

てちょうよ。ナゴヤのみんなが応援しとるよ。

河村たかし「そうなんだよ。学校の教科､例えば

英語､数学と同じぐらいのボリュームで将来の仕事

など人生の生き方を学校で導いてくれるとええよな。

そのことに今､ナゴヤはどえりゃあ力を入れとるよ」

Q.日本との大きな違いはどう?

安藤さん「みんなどんどん質問するし､学校行く

のが楽しそう」

加藤さん「マレーシアは多民族。いろんな言語が

使われていて。日本と全然違うなっていうのを肌で

感じました」

Q.自分が成長したことは?

加藤さん「今まで外国の事は他人事だったけど､

自分の事として捉えられるようになりました」

武藤さん「ドイツでは発言しない人は『壁の花』と

言われ､そこにいないことになるんです。物事に対し

て積極的になりました」

Q.将来何になるかね?

安藤さん「文化の違いに対応できる警察官」

加藤さん「日本にいる外国人の戸惑いに気付い

てあげられる人間」

Q.海外派遣で何が印象に残ったかね?と聞くと。

安藤萌さん。市立緑高校3年。オーストラリア派

遣団代表。

　「文化発表で柔道の飛び込み受け身を30回披

露したのですが、飛び込み台役をしてくれた地元校

の生徒に、最後の30回目の時、『I played it 30 

times, so I'm very tired. If I miss, I'm sorry.（30

回もやってとても疲れたよ。もし失敗したらゴメン）』

とジョークで話したらみんな喜んでくれて」

加藤彩紀さん。市立西陵高校3年。マレーシア

派遣団代表。

　「ロヒンギャという難民が通うスクールにボラン

ティアに行きました。狭いグラウンドしかなく良い環境

ではなかったけど､子どもたちはすごい笑顔でした」

武藤陽大さん。市立工芸高校3年。ドイツ派遣

団代表。

　「デュアルシステム（ドイツ発祥の学術的教育と

職業教育を同時に進めるシステム）は日本の職業

教育と全く違う。9歳くらいの早い段階から自分の

進路を決めるんです」

よう

わ

た

さ き
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なごや子育てアプリ

NAGOMiiを
ご活用ください
NAGOMiiを
ご活用ください

なな ごご みーみー

観覧料必要❶名古屋城

●愛知県の土雛づくし

スタンプラリー スタンプラリーポイント

2/8（土）～4/12（日）午前9:00～午後4:30

妊娠、出産、子育てと切れ目なく子育て家庭をサポートする

スマートフォン用の子育て支援情報提供アプリです。

アプリに必要事項を入力すると、「ぴよか」のカード画

像を画面に表示できます。協賛店で画面を提示するこ

とで、カードと同様に使用できます。

80歳までに約3人に1人がかかると言われており､

水膨れを伴う赤い発疹が帯状に現れ､眠れないほ

どの強い痛みを伴うことが多い疾病です｡

地域や社会の課題に対して、市民の力で解決に取り組む「ボランティア」や

「NPO」について知り、チャリティなどを通して応援するための交流イベントです。妊娠中の方や18歳未満の子どもを持つ家庭が利用でき

る子育て家庭優待カードです。市内や東海3県の協賛店

の他、右のロゴマークのある全国の店舗で割引や特典が

受けられます。

令和2年3月31日までの有効期限のカードをお持ちで紙のカードが

必要な方は、区役所民生子ども課・支所区民福祉課などで更新でき

ます（アプリでご利用の場合は更新の必要はありません）。

★子どもの生年月日などに合わせて、健診など市からのお知らせが届く

★子育てに関する市の施策や相談窓口の情報を探せる

★保育所･幼稚園や「ぴよか」協賛店の位置を地図で検索できる　など

「文化のみち」の施設を巡って

スタンプを集め、内裏雛飾りを

完成させよう!

各施設で配布するスタンプ台

紙では、施設の見どころも紹介

名古屋城総合事務所（中区本丸1-1）　☎ 231-1700　FAX 201-3646問合

無料❷名古屋陶磁器会館

●雛人形で彩る陶磁器会館 3/8（日）までの開館日、午前10:00～
午後5:00（入館は午後4:30まで）

同館（東区徳川一丁目10-3）　☎ 935-7841（月曜･祝休日休み、ただ
し2/23は開館）　FAX 935-9592

問合
入園料必要❺徳川園

●流し雛 2/23（日・祝）午後1:00～3:00。当日先着150人

同園（東区徳川町1001）　☎ 935-8988（月曜日、ただし祝休日の場合
は翌平日休み）　FAX 937-3847

問合

徳川美術館　
☎ 935-6262（月曜日、ただし祝休日の場合は翌平日休み）　
FAX 935-6261

（観光文化交流局歴史まちづくり推進室　
☎ 972-2780　FAX 972-4128）

問合

観覧料必要❻徳川美術館

●尾張徳川家の雛まつり 2/8（土）～4/5（日）の開館日、
午前10:00～午後5:00

（入館は午後4:30まで）

同館（東区徳川町1017）　
☎ 935-6262（月曜日、ただし祝休日の場合は
翌平日休み）　FAX 935-6261

問合

入館料必要❹文化のみち橦木館

●橦木館のかわいいお雛様 2/8（土）～3/8（日）の開館日、
午前10:00～午後5:00

●楽しいお琴の演奏会 2/22（土）午後1:30～3:30

同館（東区橦木町2-18）　☎ 939-2850（月曜日、ただし祝休日の場合
は翌平日休み）　FAX 939-2851

問合

入館料必要❸文化のみち二葉館

●福よせ雛 2/19（水）～24（月･休）午前10:00～午後5:00

｢福よせ雛｣制作講習会 2/20（木）～22（土）
午前10:30～正午･午後1:30～3:00

同館（東区橦木町3-23）　☎･FAX 936-3836（月曜日、ただし祝休日
の場合は翌平日休み）

問合

先着各10人人数 材料費1,500円（別途入館料必要）料金

2/11（火･祝）午前10:00～電話で同館申込

❶名古屋城 ❷名古屋陶磁器会館 

❸文化のみち二葉館 

❹文化のみち橦木館 ❺徳川園 

❻徳川美術館 

❼蓬左文庫（東区徳川町1001）

しゅ

ほう さ

もく

主 な イ ベ ン ト

文化のみち雛巡り文化のみち雛巡り

こんなことができますこんなことができます

スマートフォンで
「ぴよか」を表示できる

ようになりました！

スマートフォンで
「ぴよか」を表示できる

ようになりました！

「ぴよか」とは・・・

ブース出展

ステージイベント

期限切れにご注意ください！

子ども青少年局子育て支援課　☎ 972-3083　FAX 972-4419問合

健康福祉局感染症対策室　☎ 972-2631　FAX 972-4203問合

市内に住民登録のある50歳以上の方対象

市内指定医療機関場所

・生ワクチン（1回接種）　4,200円
・不活化ワクチン（2回接種）　10,800円（1回あたり）
※費用助成は生涯で一度限りで上記のいずれかを選択

　(効果･安全性や接種対象などに違いがあるので､医師にご相

談ください｡)

※市民税非課税世帯･生活保護世帯の方は免除制度有り

自己負担額

市民活動推進センター　☎ 228-8039（月曜日休み）　FAX 228-8073問合

2/15（土）午前11:00～午後4:00日時

ナディアパークアトリウム
（中区栄三丁目18-1）

場所

地下鉄名城線「矢場町」駅5･6番出口 徒歩5分アクセスなごや子育てアプリ 検索ダウンロードは

帯状疱疹 予防接種 検索市ウェブサイト

帯状疱疹予防接種の

費用助成を開始します
帯状疱疹予防接種の

費用助成を開始します

ほうほうたいたい じょうじょう しんしん

つながろう!未来を描こう!

ファーストキフ･フェスタファーストキフ･フェスタ

©2009 Nagoya Omotenashi 

Busho-Tai Secretariat

NPOによる活動紹介・バザーなど

名古屋おもてなし武将隊による演武&トーク

ショーや､笑いヨガ･ファッションショーなど

アンド

3/1（日）～

だい り びな

ひ なひ な

申込不要入場無料

2/8（土）～3/8（日）2/8（土）～3/8（日）

ピリ
ピリ

ズキ
ズキ

チク
チク

！

帯状疱疹とは…

 ３
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のお知らせ

3/8 日

午前6:00～午後4:20
規 制予定 時 間

マラソンフェスティバル ナゴヤ･愛知
実行委員会 交通規制問合せデスク
☎ 0570-666-401
(教育委員会スポーツ振興課
☎ 972-3262  FAX 972-4417)

問合

marathon-festival.comHP

名古屋ウィメンズマラソン2020

名古屋シティマラソン2020

名古屋ウィメンズホイールチェアマラソン2020

交通規制

●コースおよびコース周辺道路では最
長約10時間､車両の通行が禁止され
ます。

●市内では､相当の混雑･渋滞が予想さ
れますので､当日の自動車
利用は極力お控えください｡

●規制時間は目安であり､当
日の状況によって変わる場

合があります｡

桜通大津

今池

弥富通

新御園橋

交通規制時間
（予定）

凡例

交通規制区間
（マラソンコース）

※交通規制に伴い、市バスの運休・

　う回などの臨時措置を実施します。

昨年（令和元年）の市内の交通事故死者数は前年比22人減少の33人

●短時間の外出でも、全ての窓･玄関の鍵を掛ける。

●侵入の5割は窓から。補助錠を付けるなどの対策を。

●家の周囲に、脚立など足場となるものを置かない。

●帰宅が遅くなるときは明かりをつけたまま外出する、長期間留守にすると

きは新聞配達を停止するなどして、留守を悟られないようにする。

●車から離れる時は必ず鍵を掛け、車内に荷物を置かない。

●ハンドルロック･タイヤロックなど複数の盗難防止機器を使用する。

●ナンバープレート盗難防止ねじを装着する。

●明るく見通しの良い駐車場を利用する。

市民経済局地域安全推進課　☎ 972-3128　FAX 972-4823問合

●交差点など、道路を横断するとき

は左右の安全を十分確認してか

ら渡りましょう。

●早朝･夕暮れ･夜間など暗い時間帯に

外出するときは、明るく目立つ服装を

し、反射材を身に着けましょう。

高齢者の

皆さんへ

被害防止
のポイント

横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるとき

は、必ず横断歩道の手前で一時停止しましょう。
ドライバー
の皆さんへ

交通事故に注意！交通事故に注意！

空き巣・自動車関連窃盗に注意！空き巣・自動車関連窃盗に注意！

■当事者別内訳

歩行者

自転車

二輪車

四輪車

8人

9人

6人

10人

■年齢別内訳

子ども（15歳以下）

若者（16～24歳）

一般（25～64歳）

高齢者（65歳以上）

0人

3人

12人

18人

■令和元年の市内の犯罪認知件数（暫定値）

刑法犯認知件数

住宅対象侵入盗
（空き巣など）

自動車盗

部品ねらい

車上ねらい

20,223件（前年比2,291件減少）

532件（前年比292件減少）

259件（前年比89件減少）

429件（前年比257件減少）

903件（前年比188件減少）

9年連続だった政令指定都市ワースト1位を返上!

約半数は

高齢者

約半数は

歩行者･
自転車

土壌汚染対策法の改正などの動向を踏まえ､条例に基づく調査などへ

の対応について調査･審議し､中間的なとりまとめを行いました｡

計画(案)･資料などの配布･閲覧は区役所情報コーナー･市民情

報センター(市役所西庁舎1階)のほか､市ウェブサイトでもご覧

いただけます｡点字版･音声変換用テキストファイルを希望される

方は問い合わせ先へご連絡ください｡

2/28(金)必着配布･募集期間

環境局地域環境対策課 　☎ 972-2677　FAX 972-4155　   a2677@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
問合

土壌及び地下水汚染の規制のあり方について(中間とりまとめ)

意見 市政皆さんの を に

パブリックコメント
意見 市政皆さんの を に

パブリックコメント
皆さんの
ご意見を

お寄せください

市営住宅などに関する今後の中長期的な管理運営などの実施方針(案)

を策定しました｡

2/3(月)～3/4(水)必着配布･募集期間

住宅都市局住宅企画課　☎ 972-2960　FAX 972-4172　   a2942@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
問合

名古屋市営住宅等アセットマネジメント実施方針(案)

 ４



市営住宅 入居者の募集

一般､子育て･若年世帯､単身者､多家
族･多子世帯､多回数落選向けなど

市内在住か在勤､住宅に困窮､親
族と同居(単身者向け住宅を除
く)､収入要件などを満たす方｡
ただし子育て･若年世帯向けは
中学校修了前の子どもがいる世
帯など､申込区分により追加要
件あり｡抽選
2/20(木)～29(土)消印有効
2/19(水)～区役所総務課･支所
区民生活課､住まいの窓口(中区
栄三丁目)､市住宅供給公社(西
区浄心一丁目)
☎523-3875 FAX523-3863

案内
配布

受付

対象

敬老手帳をご活用ください!

提示により入場料が減額される施設
があります｡健康管理の欄や緊急連
絡先欄などもありますので､外出の
際にお持ちください｡また､希望によ
り新しいものに交換できます｡

市内在住で65歳以上の方
区役所福祉課･支所区民福祉課

対象

問合

障害者ふれあい教室

★フライングディスク
①3/1(日)②3/14(土)午前
10:00～正午

★料理教室
③3/22(日)午
前10:00～午
後2:00

①南生涯学習セ
ンター(南区東又
兵ヱ町)②緑生涯
学習センター(緑区鳴海町)③瑞
穂生涯学習センター(瑞穂区惣
作町)
15歳以上で知的障害がある方
と保護者｡先着各20人
実費負担あり
2/13(木)午前10:00～電話か
ファクスで名古屋手をつなぐ育
成会☎671-6211
FAX671-6214
健康福祉局障害企画課
☎972-2585 FAX951-3999

日時

日時

場所

対象

申込

料金

問合

子ども会に入ろう!

子ども会では､地域における子ども
たちの健全な育成を目的に､年齢の
異なる子ども同士がさまざまな遊び
やスポーツなどを行っています｡進
級や入学に合わせて､子ども会で新
しい仲間づくりや､学校や家庭では
できない活動をしてみませんか｡

区役所民生子ども課問合

国民健康保険に関する届け出

次のような場合は、速やかに加入･脱
退の届け出をしてください｡
★職場の健康保険をやめたとき(被

扶養者から外れたとき)
★市外から転入してきたとき
★子どもが生まれたとき　など
加入の届け出が遅れると､保険料を
さかのぼって一度に納める必要があ
るほか､14日以内の届け出期限を過
ぎると､届け出前の医療費が全額自
己負担となる場合があります｡

区役所保険年金課･支所区民福
祉課

問合

名古屋歯科保健医療センター(障害

者歯科)をご利用ください

地域で歯科医療を受けることが困難
な障害者に相談と診療を行っていま
す(事前予約が必要)｡

火曜～土曜日の午前9:00～午
後5:00
①名古屋北歯科保健医療セン
ター(北区平手町)②名古屋南歯
科保健医療センター(南区弥次
ヱ町)
1～3級の身体障害者手帳･1～
3度の愛護手帳をお持ちの方
①名古屋北歯科保健医療セン
ター
☎･FAX915-8844
②名古屋南歯科保健医療セン
ター☎611-8044
FAX825-4340
(健康福祉局医療福祉課
☎972-2574
FAX972-4148)

問合

診療

場所

対象

私立幼稚園で2歳児の一時預かり

を実施しています

仕事や介護などで保育が必要な場
合､幼稚園を利用できます｡

同朋幼稚園(中村区稲葉地町)･
慶和幼稚園(港区港栄四丁目)･
しらさぎ幼稚園(港区宝神五丁
目)･道徳和光幼稚園(南区道徳
北町)･むらくも幼稚園(名東区
大針三丁目)
市内在住で保育の必要性がある
と認定を受けた2歳児
各園･子ども青少年局保育企画
室☎972-2524
FAX972-4146

問合

施設

対象

小規模保育事業所･保育所分園(名

称未定)の新規開所(4/1～)

★小規模保育事業所
北区辻町･港区秋葉一丁目･南
区大堀町･天白区原五丁目
市内在住で生後57日(事業所
によっては6カ月)から2歳の
子(3歳に達する日以降の最
初の3/31まで利用可)｡選考
で各19人

★保育所分園
①昭和区安田通(本園は昭和
区駒方町)②港区春田野一丁
目(本園は港区春田野二丁目)
市内在住で①生後57日から
②生後6カ月から2歳の子(3
歳に達する日以降の最初の
3/31まで利用可。4/1以降は
本園において保育)。選考で各
18人

(利用申込について)区役所民生
子ども課･支所区民福祉課
(施設整備について)子ども青少
年局保育企画室
☎972-2529
FAX972-4146

問合

場所

場所

対象

対象

高額医療･高額介護の

合算制度

平成30年8月～令和元年7月に医療
保険と介護保険の両方を利用し､加
入している各医療保険における世帯
内での医療費･介護サービス費の合
計自己負担額が一定額を超えた場
合､申請により超えた分の金額が支
給されます｡
★国民健康保険･後期高齢者医療に

加入の方…2月下旬から対象の方
へお知らせを送付します(市外か
ら転入された方や医療保険の種類
が変わった方にはお知らせできな
い場合があります)｡

★それ以外の医療保険に加入の方…
区役所福祉課･支所区民福祉課で
発行される介護保険の負担額証明
書を添付して医療保険者に申請し
てください｡

区役所保険年金課･福祉課､支所
区民福祉課

問合

養育支援ヘルパー事業者の募集

児童の養育支援が必要な家庭に､家
事･育児を行う者を派遣し継続的に
支援する事業を実施

介護保険事業者かベビーシッ
ターなどの派遣を主な業務とす
る法人｡選考
2/28(金)まで
子ども青少年局子ども福祉課
☎972-2519 FAX972-4438

対象

問合

受付

民間賃貸住宅｢高齢者向け優良賃

貸住宅｣ 入居者の募集

バリアフリー､緊急時対応･安否確認
サービスあり(有料)｡所得に応じた
家賃補助あり

香林館･瑞香館(守山区小幡中一
丁目)､なごやかむーどラウンジ
(中川区尾頭橋三丁目)はじめ市
内27物件
60歳以上で単身･夫婦世帯など
の要件を満たす方(物件により
所得要件あり)
随時
住宅都市局住宅企画課
☎972-2944 FAX972-4172

受付

問合

対象

物件

いきいきシニアライフしませんか!

なごやかクラブ名古屋(老人クラブ)

地域の仲間同士で､健康づくりを含
めたスポーツ･趣味などの楽しい活
動を行い､交流を深められます｡

市内在住でおおむね60歳以上
の方
区役所福祉課問合

対象

久屋大通公園に｢ミツコシマエ ヒ

ロバス｣がオープン!栄の中心を盛

り上げます! 

栄バスターミナル(噴水南のりば)跡
地を､新たな広場として3年間暫定
活用します｡東京2020オリンピッ
ク･パラリンピック競技大会に連動
したイベントが開催されるほか､飲
食店(3月上旬～)･コンビニなどを利
用できます｡

令和2年2月22日(土)～令和5
年3月ごろ
栄バスターミナル
跡地(中区栄三丁
目)
ホームページ
住宅都市局都心まちづくり課
☎972-2746
FAX972-4171

案内

問合

場所

期間

↑ホームページは
こちら

里親制度説明会

2/29(土)午後2:00～4:00
7
な ご や

58キッズステーションマルチ
ルーム(中区栄三丁目)
市内在住の方｡当日先着30人程
度｡託児あり
子ども青少年局子ども福祉課
☎972-2519 FAX972-4438

対象

場所

日時

問合

無料

納付をお忘れなく
固定資産税･都市計画税 第4期分

納期限は3月2日(月)

納税は便利な口座振替で
詳しくは納付書をご覧ください｡

生活・福祉

〈往信用裏面〉〈返信用表面〉

63

63

〈返信用裏面〉〈往信用表面〉

※記載の休所日の他に、施設などにより休みの場合があります。

■市電子申請サービスでの申し込みは…
　パソコン https://www.e-shinsei.city.nagoya.jp
　携帯電話 https://www.e-shinsei.city.nagoya.jp/m/
　　　（携帯電話用は一部機種ではご利用になれません）

■はがき・封書・ファクス・Eメールの記入は…
　右記の往復はがき記入例と同様の記入事項を
　お書きください。

■市ウェブサイトのアドレスは…
　http://www.city.nagoya.jp

■市役所への郵便物は…
　郵便番号（〒460-8508）と局・課名のみで
　届きます。

■案内書・募集要項などの配布物・市ウェブサイト
　などでの案内は…
　日にちの記載がない場合は原則、2月3日（月）
　からです。

■広報なごや2月号には…
　記事の内容（開催日・申込期限など）が原則
　2月11日(火･祝)以降のものを掲載しています。

日 月 火 水 木 金 土

※ ※ ※ ※ ※ ※ 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

2020/2月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 ※ ※ ※ ※

2020/3月

○印は区役所・支所、市税事務所・出張所の日曜窓口の実施日：午前8：45～正午
(3/29は午後2:00まで)｡取扱業務は転入・転出届の受付や各種証明書の交付など。
詳しくは区役所・支所、市税事務所・出張所、名古屋おしえてダイヤル☎953-7584

（おかけ間違いにご注意ください）

  広報なごや　令和2年2月号　●5



財源確保のため広告を掲載しています。なお、広告内容などは名古屋市が推奨するものではありません。広告

歴まちフォトワークショップ 

歴史的建造物の写真の撮り方を学ぶ
2/22(土)午後1:30～3:30
文化のみち周辺(東区)
カメラマンの
アンドリュー･ボーランドさん
カメラかスマートフォンをお持
ちの方｡抽選で15人
往復はがきかEメールでネオパ
ブリシティ(〒460-0003中区
錦三丁目15-15CTV錦ビル4階)
☎955-2772 FAX955-2770
　staff@neopub.co.jp
2/16(日)必着
観光文化交流局歴史まちづくり
推進室
☎972-2780 FAX972-4128

問合

受付

日時

場所

対象

講師

申込

無料

文化のみち二葉館 企画展｢開館15周

年 郷土ゆかりの文学資料収蔵展｣

2/5(水)～3/29(日)の開館日､
午前10:00～午後5:00

★トークイベント
2/16(日)午後1:30～3:00

入館料必要　　　　不要
同館(東区橦木町)
☎･FAX936-3836(月曜日､た
だし祝休日の場合は翌平日休
み)

問合

日時

料金

日時

申込

国際子どもと舞台芸術･未来フェ

スティバル i
イ ン

n 名古屋

世界各国と日本の劇団などによる､
子ども向け舞台作品の上演やワーク
ショップ

5/9(土)･10(日)午前11:00～
午後5:00
東区内各所
無料～1,800円｡チケットは
2/13(木)～市文化振興事業団
チケットガイド(中区栄三丁目)
などで販売
市文化振興事業団
☎249-9387 FAX249-9386

問合

日時

場所

料金

名古屋こども歌舞伎

十
と

返
が え

りの花の御
お め み え

目見得

3 / 1 ( 日 ) 午 前 1 0 : 3 0 ～ 午 後
1:00･午後2:30～5:00
青少年文化センターアートピア
ホール(中区栄三丁目)
｢弁

べ ん

天
て ん

娘
むすめ

女
め

男
お の

白
し ら

浪
な み

 浜
は ま

松
ま つ

屋
や

見
み

世
せ

先
さ き

･蔵
く ら

前
ま え

の場
ば

｣など
中学生以上1,000円･4歳～小
学生500円･3歳以下無料｡チ
ケットは市文化振興事業団チ
ケットガイド(中区栄三丁目)な
どで販売中
同センター
☎265-2088 FAX265-2187

問合

日時

場所

演目

料金

揚輝荘(南園)聴
ちょうしょう

松閣
か く

の催し

★歌とダンスの
華 麗 な る レ
ビューショー

2/16(日)
午前11:00～11:30･午後
1:30～2:00

★講演会｢織田家 末森城とその後｣
2/23(日･祝)午後1:30～
2:30

当日先着各50人
入館料必要
同所(千種区法王町)
☎759-4450(月曜日休み)
FAX759-4451

問合

料金

人数

日時

日時

名古屋城つばき展

切 花 ･ 鉢 花 ･
盆 栽 な ど 約
3 5 0 点 を 展
示 ｡ 苗 木 の 即
売や栽培相談
もあり

3/7(土)～16(月)午前9:00～午
後4:30(3/16は午後4:00まで)
名古屋城観覧料必要
名古屋城総合事務所(中区本丸)
☎231-1700 FAX201-3646

問合

料金

日時

モノづくり名古屋

ランドセルの軌跡133年展

3 / 6 ( 金 ) ～
13(金)の開館
日､午前9:00～
午後5:00
市政資料館(東
区白壁一丁目)
同館☎953-0051(月曜日休み)
FAX953-4398

問合

日時

場所

無料

楽しみながらしっかり学べる!

防災･減災コンサート

ポッカレモン消防音楽隊と愛知県
警察音楽隊が夢の共演!コンサート
中の地震発生を想定したシェイク
アウト訓練や､非常食紹介･防災
グッズ作りなどができる防災体験
ブースなど

3/11(水)午後1:00～3:30(開
場･防災体験ブースは正午～)
日本特殊陶業市民会館フォレス
トホール･屋外広場(中区金山一
丁目)
2千人程度(整理券必要)｡整理券
は日本特殊陶業市民会館･中区
総務課(中区栄四丁目)･熱田区
総務課(熱田区神宮三丁目)で配
布中
日本特殊陶業市民会館
☎331-2141 FAX322-7217

問合

日時

場所

人数

無料

市美術館 コレクション解析学

画 家 の
鬼頭甕

か め

二郎の
作品｢風景｣を
学芸員が紹介
　　2/16(日)

午後2:00
～3:30
当日先着180人
同館(中区栄二丁目) 
☎212-0001(月曜日休み)
FAX212-0005

問合

人数

日時

無料

市博物館の催し

★常設展企画展
示 ｢ 馬 の 塔 の
飾り｣

3/22(日)
までの開
館日､午前
9:30～午後5:00(入場は午後
4:30まで)
常設展観覧料必要

★はくぶつかん講座｢有松絞と浮世
絵｣

2/29(土)午前10:30～11:30
当日先着100人

同館(瑞穂区瑞穂通)
☎853-2655(月曜､ただし祝休
日の場合は翌平日､第4火曜日
休み) FAX853-3636

問合

日時

日時

人数

料金

無料

義経八艘 ( はっそう )
飛びを題材にした
障泥 ( あおり )

名古屋能楽堂 三月特別公演

3/7(土)午後1:30～5:00
能｢胡

こ

蝶
ちょう

｣･｢船
ふ な

弁
べ ん

慶
け い

｣､狂言｢鍋
な べ

八
や つ

撥
ば ち

｣
小学生以上の方
学生2,100円･一般4,100円(当
日各500円増)､指定席5,200
円｡チケットは同所(中区三の
丸一丁目)･文化小劇場などで
販売中
同所☎231-0088 FAX231-8756問合

日時

対象

演目

料金

体感!しだみ古墳群ミュージアム

講演会｢群集墳を識
し

る｣

2/16(日)午後1:30～3:00
当日先着100人　　　500円
同所(守山区大字上志段味)
☎739-0520(月曜日休み)
FAX739-0524

問合

日時

料金人数

名古屋演奏家育成塾コンサート

人気投票や専門
家によるアドバ
イスを通じ､若
手演奏家を育て
応援する

3 / 7 ( 土 )
午後1:30～3:30
千種文化小劇場(千種区千種三
丁目)
1,500円(当日500円増)｡チ
ケットは同所､アイ･チケット 
(clanago.com/i-ticket)で販
売中
同実行委員会
☎762-0068 FAX764-0666
(観光文化交流局文化振興室
☎972-3172 FAX972-4128)

問合

日時

場所

料金

ナゴヤ･マーチング＆
アンド

バトン･ウェーブ

マーチングバンド･吹奏楽･バトン
トワリングの地元強豪チームによ
る競演

3/8(日)午後0:30～3:40
日本特殊陶業市民会館フォレス
トホール(中区金山一丁目)
S席1,000円･A席500円｡チ
ケットはチケットぴあ
(☎0570-02-9999､Pコード
168-293)で販売中
区役所情報コーナー･生涯学習
センター･観光文化交流局文化
振興室
☎972-3172 FAX972-4128

料金

日時

場所

案内
配布

名古屋フィルハーモニー交響楽団

平日午後のオーケストラ

3/4(水)午後2:00～4:00
県芸術劇場コンサートホール
(東区東桜一丁目)
レスピーギ:ローマの松など
小学生以上の方
1,500～7,700円｡チケットは
名フィル･チケットガイド(中区
金山一丁目)で販売中
名フィル･チケットガイド
☎339-5666 FAX322-3066

料金

問合

演目

対象

日時

場所

姉妹都市提携周年記念講座｢ワイ

ンとチーズで姉妹都市を味わう｣

姉妹都市提携60周年
のアメリカ･ロサン
ゼルス市､来年40周
年となるオーストラ
リア･シドニー市､来
年15周年となるイタリア･トリノ市
の各都市にちなんだワインとチーズ
を通して姉妹都市を知る

3/20(金･祝)午後2:00～4:30
ららぽーと名古屋みなとアクル
ス3階ららスタジオ(港区港明
二丁目)
ソムリエの島幸

ゆ き

子
こ

さん
20歳以上の方｡抽選で50人
2千円(名古屋姉妹友好都市協
会会員は千円)
往復はがき(1通4人まで｡年齢･
メールアドレスも記入)で同協
会(〒460-8508観光文化交流
局国際交流課内)
☎972-3063 FAX972-4200
2/21(金)必着

料金

受付

申込

講師

対象

日時

場所

文化・芸術

往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照5く ら し の ガ イ ド
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財源確保のため広告を掲載しています。なお、広告内容などは名古屋市が推奨するものではありません。広告

案内
配布

障害者スポーツセンターの催し

★スポセン カローリング大会

3/15(日)午後1:00～5:00

同センター(名東区勢子坊二

丁目)

身体障害者手帳･愛護(療育)

手帳･精神障害者保健福祉手

帳のいずれかをお持ちの方を

含むチーム(1チーム3人)｡抽

選で48チーム

★障害者スポーツ大会(陸上競技･フ

ライングディスクの部)

5/10(日)午前9:30～午後

3:15

パロマ瑞穂スタジアム(瑞穂

区山下通)･パロマ瑞穂北陸上

競技場(瑞穂区萩山町)

市内在住か在学または市内の

施設に入所･通所している13

歳以上で､身体障害者手帳か

愛護(療育)手帳をお持ちの方

2/29(土)必着

区役所福祉課･支所区民福祉課､

同センター☎703-6633(水曜

日休み) FAX704-8370

日時

日時

対象

対象

場所

場所

受付

練習汽船｢大成丸｣の催し

★寄港

2/28(金)

～3/3(火)

★船内一般公

　開

3/1(日)午前9:00～11:00･

午後1:00～3:30

名古屋港ガーデンふ頭(港区港町)

不要

名古屋港管理組合

☎654-7894 FAX654-7990

申込

問合

日時

日程

場所

無料 ©名古屋港管理組合

東山動植物園 バレンタインの催し

★ズーボと一緒に♥

ハッピーバレンタ

イン…園内に時々

登場するズーボを

見つけて記念撮影

2/1(土)･2(日)･

8(土)･9(日)･

11(火･祝)･14(金)｡雨天中

止

★バレンタイン限定★ワクワク･

フォトスポット…動物園内にバレ

ンタインモニュメントを設置

2/16(日)までの開園日

★キリンにドキドキ♥2人でハート

を見つけよう…キリンの♥模様探

し､記念撮影や餌やりなど

2/11(火･祝)午前11:00～(午

前10:00～キリン舎前で整理

券配布､雨天中止)

中学生以上の2人1組｡当日先

着20組

入園料必要

同園(千種区東山元町)

☎782-2111(月曜日休み)

FAX782-2140

※動物取扱業の登録内容は⓰面参照

問合

料金

日程

日程

日時

対象

ズーボ

なごや航空文化フェスタ

航 空 を テ ー マ

に し た ワ ー ク

ショップや販売

2/15(土)午

前10:00～

午後4:00

豊山町社会教育センター(西春

日井郡豊山町)

入場無料　　　不要

同フェスタ事務局

☎961-3832 FAX959-2235

(総務局空港対策室

☎972-2224 FAX972-4112)

料金 申込

問合

日時

場所

ユースクエア

まるごとフェスティバル

★青年向け…音楽･ダンスパフォーマ

ンスなど

3/1(日)午後1:00～5:00

主に34歳までの方

★小学生向け…

ゲ ー ム や 工 作

など

3/8(日)午

後2:00～

5:30

小学生

不要

同所(北区柳原三丁目)

☎991-8440(月曜日休み)

FAX991-8441

申込

問合

日時

日時

対象

対象

無料

東谷山フルーツパーク

温室おえかき大会

入賞者は後日

表彰

3 / 1 ( 日 )

ま で の 開

園日､午前

9:00～午後4:30(温室への入館

は午後4:00まで)

世界の熱帯果樹温室(受け付け

は本館事務所)

3歳～小学生

保護者は温室入館料必要

同園(守山区大字上志段味)

☎736-3344(月曜日､ただし祝

休日の場合は翌平日休み)

FAX736-2660

対象

料金

日時

場所

プリザーブドフラワーでつくる

春のブーケ

3/21(土)午後1:30～3:30 

千種図書館(千種区田代町)

抽選で20人　　　2,500円

電子申請か往復はがきで東山動

植物園（〒464-0804千種区東

山元町3-70)☎782-2111(月曜

日休み) FAX782-2140

2/20(木)消印有効

申込

人数 料金

受付

日時

場所

あおなみ線ツアーズ

★樹木医と巡る!荒子川公園調査隊

コース…樹木医による｢植物の不

思議｣講座や公園内の探検など

3/25(水)午前10:00～正午

荒子川公園(港区品川町)

★盲導犬体験コース…盲導犬と歩く

体験や視覚障害者の手引き体験な

ど

3/27(金)午後1:30～3:30

中部盲導犬協会(港区寛政町)

小学生(保護者同伴)｡抽選で各

30人

電子申請か往復はがき(1通1

コース3人まで｡希望のコース

名･年齢も記入)で住宅都市局交

通施設管理課

☎972-2791 FAX972-4170

2/29(土)消印有効

申込

受付

日時

日時

場所

場所

対象

無料

春のエンジョイウォーキング

地下鉄｢高岳｣駅発～｢大曽根｣駅着

コース(約6km)｡徳川ゆかりの地な

どを巡り春を探す

3/7(土)午前9:00～午後0:20

抽選で50組(1組5人まで)

1組500円

往復はがき(年齢も記入)で市レ

クリエーション協会

(〒460-8508教育委員会ス

ポーツ振興課内)

☎971-1026 FAX972-4417

2/21(金)必着

申込

受付

日時

人数

料金

徳川園 盆
ぼ ん

(才
さ い

)展
て ん

2/27(木)～3/1(日)午前10:00～

午後5:00(2/27は午後1:00～)

入園料必要

同園(東区徳川町)

☎935-8988(月曜日休み)

FAX937-3847

問合

日時

料金

久屋大通庭園フラリエ

石田流いけばな展

テーマは｢ひなまつり｣

2/25(火)～3/1(日)

午前10:00～午後

3:30

同園(中区大須四

丁目)

☎243-0511 FAX243-0512

問合

日時

無料

農業センターd
で ら

elaふぁーむ

しだれ梅まつり

紅白のしだれ梅約700本が咲き

競う｡朝市･青空市･展示会などの

他､3/10(火)～15(日)は名古屋

コーチングルメを楽しめる｢名古屋

コーチンまつり｣も開催

2/22 (土)～3/15 (日)午前

9:00～午後4:30

入場無料(期間中は駐車場有料)

同センター(天白区天白町)

☎801-5221(月曜日休み､ただ

し期間中は開園)

FAX801-5222

問合

料金

日時

問合

Ｑ 友人に頼まれて100万円を貸し､毎月返済してもらっていまし

たが､最近返済してくれなくなりました｡借用書をなくしてし

まったのですが､返済してもらうための訴訟を起こすことはで

きますか｡

訴訟を起こして貸金の返還を求める場合､通常は返還を求める側
が契約書や借用書によりお金を貸したことを証明することにな

ります｡借用書が無い場合も訴訟を起こすことはできますが､例えば借
金を依頼された手紙､貸すためのお金を預金から下ろした際の通帳､事
実を知っている友達の証言など､別の方法でお金を貸したことを証明
することになります｡訴訟でどの程度の証明ができるかは
個々の事案によりますので､一度弁護士にご相談ください｡

（愛知県弁護士会☎203-0730 FAX204-1690）

Ａ

借用書がなくても訴訟は起こせる?
法

律
相

談

スポーツ・健康

レジャー

往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照5 く ら し の ガ イ ド
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財源確保のため広告を掲載しています。なお、広告内容などは名古屋市が推奨するものではありません。広告

受付

問合

農業センターd
で ら

elaふぁーむ

園芸ボランティア説明会

同センター内の野菜の手入れ･除草
や食農体験の手伝いなどを行うボラ
ンティア募集の説明会

2/19(水)･21(金)午前10:00〜
正午
20歳以上の方｡抽選で10人程度
電 子 申 請 か は が き で 同 セ ン
ター(〒468-0021天白区天白
町大字平針字黒石2872-3)
☎801-5221(月曜日休み)
FAX801-5222
2/17(月)必着

申込

受付

日時

対象

エコパルなごやの催し

①マンスリー企画展示｢生物多様性
条約会議C

コ ッ プ

OP1
テ ン

0から10年 未来に
届いたおりがみメッセージ｣

2/28(金)までの開館日､午前
9:30〜午後5:00

②出張!下水道科学館〜つかめる水
を作ろう〜
…ペットボト
ルのリサイク
ルについて学
びながら､つか
める水を作る

2/23(日･祝)午前10:30〜
11:30･午後2:00〜3:00
小学生以下の方(未就学児は
保護者同伴)｡先着各25人

③自然木を使ったキリンづくり
3 / 1 5 ( 日 ) 午 前 1 1 : 2 0 〜
11:50･午後1:30〜2:00
3〜12歳の方(小学3年生以下
は保護者同伴)｡先着各25人
500円

①不要②③2/11(火･祝)午前
9:00〜電話･ファクス･Eメール
(希望時間も記入)で同所(中区
栄一丁目)
☎223-1066(月曜日休み)
FAX223-4199
　a2231066@kankyokyoku.
city.nagoya.lg.jp

申込

料金

対象

対象

日時

日時

日時

無料

無料

①水質環境目標値市民モニター

②湧き水モニターを募集します!

市内の河川･ため池や湧き水につい
て調査する｡謝礼あり

令和2年4月〜令和5年3月
市内在住か在勤(学)で18歳以
上の方を代表とする2人以上の
グループ｡抽選で①35グループ
②10グループ
2/20(木)必着
区役所情報コーナー･環境局地
域環境対策課
☎972-2675 FAX972-4155

受付

期間

対象

案内
配布

チャレンジファーマーカレッジ

受講生の募集

野菜の栽培や収穫物
販売の手法などを学
ぶ

4/4(土)〜来年
3/14(日)｡実習
20回･座学14回程度
農業センターd

で ら

elaふぁーむ
市内在住か在勤(学)の令和2年4
月1日現在20歳以上で､過去3年
以内に野菜の栽培経験があり､
修了後市内の農地で耕作する意
欲がある方など｡選考で8人
3万5千円
2/29(土)消印有効
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･同センター(天白区天
白町)☎801-5221(月曜日休み) 
FAX801-5222

受付

料金

日程

場所

対象

案内
配布

貸し農園 利用者の募集

①憩
い こ

いの農園…10園
②コミュニティ農園…4園
③農業センター市民菜園…1園
④分区園…3園

4月〜来年3月(②は令和5年3
月まで)
市内在住の方(②は徒歩･自転車
で通うことができ､除草などの
共同作業に参加できる方)｡抽選
年額4千〜1万円
2/20(木)消印有効
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･緑政土木局都市農業
課☎972-4071 FAX972-4141

受付

料金

期間

対象

要項
配布

小型家電のリサイクルに

ご協力ください!

小型家電には､貴金属な
ど有用金属が含まれて
います｡総合スーパーや
区役所など市内58カ所
に回収ボックスを設置
していますので､リサイ
クルにご協力ください｡

携帯電話･パソコン･デジタルカ
メラなど､おおむね縦15㎝×横
40㎝×奥行25㎝以下の小型家電
環境局資源化推進室
☎972-2379 FAX972-4133

問合

対象

①手話通訳者養成講習会

②要約筆記者養成講習会(手書き

コース･パソコンコース)

①4/9(木)〜来年3/25(木)の
全45回､午後1:30〜3:30②
4/16(木)〜来年2/11(木･祝)の
全43回､午後6:30〜8:30
名身連福祉センター(中村区中
村町)
市内在住か在勤(学)で令和2年
4月1日現在20歳以上の方(①
は手話上級者)｡選考で①15人
②各コース10人
①8千円②9千円(いずれも別途
教材費必要)
2/29(土)必着
市ウェブサイト
名身連聴覚言語障害者情報文化
センター☎413-5885(水曜日
休み) FAX413-5853
(健康福祉局障害企画課
☎972-2587 FAX951-3999)

問合

料金

受付

案内

対象

場所

日時

少年少女発明クラブ

｢ものづくり教室｣ 参加者の募集

市内6教室(千種･東･西･瑞穂･中川･
天白)で実施

4月〜来年1月の土曜･日曜日の
全8回
小学4年〜中学生｡抽選で各
16〜30人程度
1万円
2/28(金)消印有効
ホ ー ム ペ ー ジ ･ 区 役 所 情 報
コーナー･市民経済局次世代産
業振興課
☎972-2419 FAX972-4135
nagoya-hatsumei.org/2122HP

料金

受付

対象

日程

案内
配布

地域の国際化セミナー

｢変わる地域､とまどう人々

~その『もやもや』の先に~」

文化の違いなどから住民の間に生じ
る葛藤をテーマに､多文化共生の地
域づくりについて考える

3/8(日)午後1:00〜4:30
名古屋国際センター別棟ホール
(中村区那古野一丁目)
先着150人
2/11(火･祝)午前10 :00〜
ホームページ･電話･Eメールで
同センター☎581-5689(月曜
日休み)FAX581-5629
　 seminar-vol@nic-nagoya.
or.jp
nic-nagoya.or.jpHP

申込

人数

場所

日時

無料

クリエイターズショップ･ループ

ワークショップ｢自分だけの形で

つくる真
しんちゅう

鍮ブローチ｣

アクセサリーショップの｢S
サ ワ コ

AWAKO 
K

カ タ オ カ

ATAOKA｣による製作体験
2/23(日･祝)午後1:00〜2:00･
午後3:00〜4:00
小学生以上の方｡先着各5人(小
学生は保護者同伴)
1点2千円
2/13(木)午前11:30〜
同所(中区栄三丁目)
☎265-2106 FAX265-2107

受付

問合

対象

料金

日時

戸田川緑地管理センター

〒455-0873港区春田野二丁目3204
☎302-5321(月曜日休み)
★森の生き物さがしと草だんごづ

くり…3/22(日)午前10:00〜午
後2:30｡小学生と保護者(2人1
組)｡12組｡1人100円

緑化施設の催し
申し込みは2/20(木)まで(消印有効)に電子申請・往復はがき

(1通で1人1講座まで｡催し名･希望日時と対象が中学生以下

の講座は学年も記入)で各施設へ｡抽選

※この他にもさまざまな講座があります｡詳しくは区役所情
報コーナー･地下鉄駅･生涯学習センターなどで配布の｢行
こうよ公園｣か同ホームページをご覧ください。

こちらからアクセス

荒子川公園ガーデンプラザ

〒455-0055港区品川町2-1-1
☎384-8787(月曜・第3水曜日休み)
★木の実で作るデコレーション･

部屋飾り…3/21(土)午後1:30〜
4:00。20人｡2,800円

庄内緑地グリーンプラザ

〒452-0818西区山田町大字上小田井字敷地3527
☎503-1010(月曜・第3水曜日休み)
★カトレヤ､その他の洋ランの栽培

と管理(実技)…3/8(日)午後1:30〜
4:00｡30人｡2,000円

名城公園フラワープラザ

〒462-0846北区名城一丁目2-25
☎913-0087(月曜・第3水曜日休み)
★サギソウの育て方教室…3/14(土)

午後1:30〜3:30｡30人｡1,000円

緑化センター

〒466-0064昭和区鶴舞一丁目1-168
☎733-8340(月曜・第3水曜日休み)
★小

しょうひん

品ツバキの接ぎ木
と管理方法(実技)…
3/21(土)午後1:30〜
4:00｡32人｡1,000円

自然・環境

教養・実用

往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照5く ら し の ガ イ ド
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財源確保のため広告を掲載しています。なお、広告内容などは名古屋市が推奨するものではありません。広告

高齢者就業支援センター 講座･講習

①調理補助スタッフ養成講習
3 / 4 ( 水 ) ･ 6 ( 金 ) ･ 9 ( 月 ) ･
12(木)･13 (金)の全5回､
午前10:00～午後3:00

② 就 業 に も 役 立 つ パ ソ コ ン / パ
ワーポイント(基礎)

3/6(金)･10(火)･13(金)･
17(火)の全4回､午後1:30～
3:30

③サービス介助基礎研修
3/10(火)午後1:30～3:30

市内在住で55歳以上の方(②は
パソコンの基本操作ができる
方)｡抽選で各20人
①1,500円②7,300円③1,000円
電子申請･電話･ファクスで同セ
ンター(昭和区御器所通)
☎842-4691 FAX842-4894
2/20(木)まで受付

対象

申込

料金

日時

日時

日時

鯱
こ

城
じょう

学園楽陶館 陶芸体験教室

3/13 (金)午前
10:00～正午
市内在住の50歳
以上で陶芸初心
者｡抽選で30人
2,250円
往復はがき(年齢
も 記 入 ) で 同 館
(〒465-0051名
東区社が丘三丁目1206)
☎･FAX701-7211
2/29(土)消印有効受付

対象

申込

料金

日時

鯱城学園 学生の追加募集

定員に達していない募集区分の追加
募集

4月
市内在住で昭和35年4月1日以
前生まれの方｡抽選
授業料年額4万8千円(別途実費
負担あり)
2/17(月)～3/31(火)必着
区役所福祉課･生涯学習セン
ター･同学園(中区栄一丁目)
☎222-7521 FAX222-7523

受付

対象

料金

入学

案内
配布

市立大学芸術工学部･大学院芸術

工学研究科 卒業･修了制作展

2/18(火)～24(月･休)午前
10:00～午後7:00(2/24は午後
5：00まで)
市民ギャラリー矢田(東区大幸
南一丁目)･同大学北千種キャン
パス(千種区北千種二丁目)
同大学芸術工学部
☎721-1225 FAX721-3110

問合

場所

日時

無料

市民公開講座｢あなたや あなたの

大切な人が がんになったら｣

医師やがん治療体験者による講演･
パネルディスカッション

3/24(火)午後1:00～3:30
市立大学病院病棟･中央診療棟
3階大ホール(瑞穂区瑞穂町)
300人程度
電子申請･電話･ファクスでがん
相談･情報サロン｢ピアネット｣
☎243-0555(月曜日休み)
FAX243-0556
3/17(火)まで
健康福祉局健康増進課
☎972-2637 FAX972-4152

申込

受付

問合

人数

場所

日時

無料

動物愛護センターの催し

★犬のボランティア譲渡会
①3/1(日)午前11:00～午後
3:00
譲渡の際に諸経費必要

★施設見学会
②3/12(木)③3/20(金･祝)
午後2:00～3:30
市内在住の方｡抽選で各30人

①不要②③電子申請か往復は
がき(希望日も記入)で同セン
ター(〒464-0022千種区平和
公園二丁目106)
☎762-1515 FAX762-0423
②2/27(木)③3/6(金)必着

申込

受付

日時

日時

料金

対象

無料

イーブルなごや公開講座

｢特別展にみる女性たち やなせた

かしとアンパンマン展｣

市博物館特別展の関連講座｡手話通
訳･要約筆記あり

2/12(水)午後2:00～3:30
当日先着100人
同所(中区大井町)☎331-5288
(第3木曜日休み) FAX322-9458

問合

人数

日時

無料

市立大学の授業公開

①経済学部…｢財務分析｣
②人文社会学部…｢教職概

論1｣など
③芸術工学部…｢都市住環

境論｣
4～7月の全15回
①②同大学滝子キャンパス(瑞
穂区瑞穂町)③同大学北千種
キャンパス(千種区北千種二丁
目)
市内在住か在勤で20歳以上の
方｡抽選で各5～20人
1講座3千円
3/6(金)消印有効
2/5(水)～ホームページ
同大学山の畑事務室
①☎872-5805 FAX872-1531
②☎872-5062 FAX872-1531
芸術工学部事務室
③☎721-1225 FAX721-3110

問合

場所

対象

料金

受付

案内

日程

↑ホームページ
はこちら

イーブルなごやの催し

①老齢年金の正しい知識と75歳ま
での働き方

2/25(火)･3/3(火)･10(火)の
全3回､午後2:00～4:00
20人程度

②自助グループ応援セミナー｢グ
ループのチカラ｣

3/14(土)午後1:30～4:00
40人程度

①1,500円②無料(いずれも託
児は有料)
ホームページ･電話か直接､同所
(中区大井町)☎331-5288(第3
木曜日休み) FAX322-9458
①2/24(月･休)まで(託児は
2/18まで)②3/13(金)まで(託
児は3/7まで)
e-able-nagoya.jp

受付

HP

料金

申込

日時

日時

人数

人数

市食品衛生検査所

｢野菜について知ろう!｣

卸売市場と同検査所の見学や野菜に
関するクイズなど

3/6(金)･12(木)午後1:30～
3:30
市内在住か在勤(学)の方｡先着
各20人
2/12(水)午前9:00～電話かE
メール(希望日も記入)で同検査
所(熱田区川並町)
☎671-3385 FAX671-3383
　a6713371@kenkofukushi.
city.nagoya.lg.jp

申込

対象

日時

無料

こころの健康フェスタなごや

総合内科専門医の
おおたわ史絵さ
んによるトーク
ショーや｢ゲート
キーパーセミナー｣
などのステージ発
表､ハンドリフレ
などの体験イベ
ントを通じて､こころの健康づくり
や精神疾患への理解を深める

3/7(土)午前10:30～午後4:00
ナディアパークアトリウム(中
区栄三丁目)
不要
市精神保健福祉センター
☎483-2095 FAX483-2029

問合

申込

場所

日時

無料

市科学館の催し

①市民観望会｢月と金星をみる会｣
3/7(土)午後6:15～8:30
抽選で250人(中学生以下は
保護者同伴)

②プラネタ リ ウ ム夜間投影｢ビッ
グバン宇宙論｣

3/20(金･祝)午後6:30～7:30
高校生以上の方｡抽選で350人

①高校生以上700円･中学生以
下300円②700円
往復はがき(①高校生以上･中学
生以下の人数も記入②1通5人
まで)で同館(〒460-0008中区
栄二丁目17-1)
☎201-4486(月曜･第3金曜日
休み､ただし3/20は開館)
FAX203-0788
①2/15(土)②2/28(金)必着受付

申込

料金

人数

対象

日時

日時

地域で防犯市民講座を

開きませんか

空き巣・振り込
め詐欺･ひった
くりなどの被
害を防ぐ方法
に つ い て ､ 地
域安全指導員
が会場に出向
き､30分～1時間程度の講義を行い
ます｡

月曜～金曜日の午前10:00～
午後8:00､土曜･日曜日･祝休日
の午前10:00～午後4:00
市内在住か在勤(学)で10人以
上を集め､市内に会場を用意で
きる方
開催希望日の10日前まで
市民経済局地域安全推進課
☎972-3128 FAX972-4823

受付

問合

対象

日時

無料

低 温 や け ど に ご 注 意 !

消費生活センター相談ダイヤル(祝休日を除く)
☎222-9671(月曜～金曜日 午前9:00～午後4:15) FAX222-9678
☎222-9690(土曜･日曜日 午前9:00～午後4:15)

問合

湯たんぽ･電気毛布･使い捨てカイロなどを使う際､心地よく感じる程
度の温度でも､長時間皮膚に接することで｢低温やけど｣が起きること
があります｡軽傷に見えても症状が重くなる場合もあるので、痛みや違
和感がある時はすぐに医療機関を受診しましょう｡

＜以下のことに気を付けましょう＞

★製品の使用方法をよく読み､守る ★長時間同じ部位を温めない
★カバーなどを付ける ★病人･乳幼児･高齢者の使用には周りが注意を払う

広報なごや　広告募集中！

名古屋市内全戸に配布している広報なごやに広告を掲載しませんか？
募集枠や申込方法など、詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。

受付 市長室広報課 ☎972-3132 FAX972-4126
　touroku-kohonagoya@shicho.city.nagoya.lg.jp

広報なごや紙面広告 検索

往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照5 く ら し の ガ イ ド
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会計年度任用職員(①母語学習協力

員②時給制学校司書)の募集

市立小中学校で①日本語指導の補助
や､翻訳･通訳など②図書館の資料管
理･貸し出し､児童生徒や教員への支
援などを行う

①2月下旬②3/9(月)
①4月～来年3月②5月～来年3
月
選考で①若干人②20人程度
①2/17(月)②2/25(火)必着
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･教育委員会指導室
☎972-3232
FAX972-4177

試験

期間

人数

受付

要項
配布

市立大学病院

医師事務作業補助者(外来クラーク)

の募集

外来での患者の呼び出し､予約票･処
方箋の受け渡し､電子カルテへの代
行入力を行う

月曜～金曜日の週3～5日､午
前8:30～午後5:00または午前
8:30～･午前9:00～4時間以上
医療事務経験者でパソコンの基
本操作ができる方。選考で若干
人
随時
ホームページ
同病院医事課
☎858-7122 FAX858-7124
w3hosp.med.nagoya-cu.ac.jp

勤務

対象

受付

問合

HP

案内

会計年度任用職員(①介護保険料徴

収事務員②介護人材確保推進員)の

募集

2/26(水)
4月～来年3月
①区役所②健康福祉局介護保険
課
①債権回収などの従事経験があ
る方②介護保険に関する知識を
有し､エクセルの入力などパソ
コンの基本操作ができる方｡選
考で①若干人②1人
2/17(月)必着
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･健康福祉局介護保険
課
☎972-2537 FAX972-4147

試験

期間

勤務

対象

受付

要項
配布

食育推進懇談会市民構成員の募集

食育の推進に関する意見交換を行う
会議(令和2年度4回､令和3年度1回
程度)に出席｡謝礼あり

令和2年4月～令和4年3月
市内在住の20歳以上の方｡選考
で2人
2/20(木)必着
市ウェブサイト･健康福祉局健
康増進課
☎972-3078 FAX972-4152

期間

対象

受付

要項
配布

契約認定調査員(介護保険)の募集

要介護認定の調査を行う
4月～来年3月
介護支援専門員の資格取得者
で､認定調査員新任研修を受講
した方｡選考で若干人
3/4(水)消印有効
市ウェブサイト､区役所福祉課･
支所区民福祉課
健康福祉局介護保険課
☎750-7881 FAX750-7884

問合

期間

対象

受付

要項
配布

会計年度任用職員(①夕刻保育対応

保育士②休日保育対応保育士)の募

集

3/3(火)か5(木)
4月～来年3月
保育士資格取得者で､実務経験
のある方｡選考で①20人程度
②2人程度
2/20(木)消印有効
市ウェブサイト･子ども青少年
局保育運営課☎972-2527
FAX972-4116

試験

期間

対象

受付

要項
配布

会計年度任用職員(小児慢性特定疾

病児童等自立支援員)の募集

2/27(木)
4月～来年3月
保健師か社会福祉士の資格取得
者｡選考で1人
2/19(水)必着
市ウェブサイト･子ども青少年
局子育て支援課
☎972-2629 FAX972-4419

試験

期間

対象

受付

要項
配布

厚生院(特別養護老人ホーム･附
ふ

属
ぞ く

病院･救護施設)職員の募集

受け付け･選考･採用は職種(看護師･
介護員など)により異なる

市ウェブサイト･同院(名東区勢
子坊二丁目)
☎704-5462 FAX704-2780

要項
配布

名古屋高速道路モニターの募集

年1～3回程度のアンケートへの回
答や年2回程度の会議への出席な
ど｡図書カードの謝礼あり

4月～来年3月
愛知･岐阜･三重県在住で自らの
運転で名古屋高速道路を利用す
る方｡選考で50人
2/3(月)～28(金)
ホームページ
名古屋高速道路公社
☎919-3164 FAX919-3166
www.nagoya-expressway.or.jp

期間

対象

受付

案内

問合

HP

猫の飼主を募集しています!

動物愛護センターには､子猫だけで
なく大人の猫も多く収容されていま
す｡大人の猫は子猫に比べて落ち着
いており､健康状態も安定している
などのメリットもありますので､ぜ
ひ飼うことを考えてみてください｡

火曜～日曜日の午前9:30～午
後4:30
動物愛護センター(千種区平和
公園二丁目)
市内在住の20歳以上で､猫を飼
育できる住宅にお住まいの方
譲渡の際に3,400円(諸経費)
同センター
☎762-1515 FAX762-0423

場所

対象

日時

料金

問合

東山動物園

ガイドボランティアの募集

土曜･日曜･祝休日に来園者へ動物の
説明や園内の案内を行う

18～75歳で､月3回程度の活動
ができる方｡選考で30人程度
2/9(日)～3/8(日)必着
ホームページ･同園(千種区東山
元町)☎782-2111(月曜日休み) 
FAX782-2140
www.higashiyama.city.nagoya.
jp

※動物取扱業の登録内容は⓰面参照

対象

受付

HP

要項
配布

アジア競技大会エンブレム(シンボ

ルマーク)の意見募集

一般公募で寄せられたエンブレム採
用候補5案に対する意見を募集

2/10(月)～25(火)必着
ホ ー ム ペ ー ジ ･ 区 役 所 情 報
コーナー･総務局アジア競技大
会推進室☎972-2231
FAX972-4205
ag2026-emblem.org

受付

HP

要項
配布

市立特別支援学校高等部(普通科)

生徒の募集

①西養護学校(中川区小本一丁目)
　☎354-3881 FAX354-3879
②南養護学校(熱田区三本松町)
　☎871-7390 FAX871-7392
③天白養護学校(天白区植田山二丁

目)☎781-5610 FAX782-1630
④守山養護学校(守山区小幡一丁目)
　☎794-5466 FAX795-2615

2/20(木)　　　4月
市内在住で知的障害があり､中
学校か中学校に準ずる学校を卒
業した方｡選考で①56人程度②
99人程度③35人程度④59人程
度
願書の提出は2/7(金)～14(金)
　  各特別支援学校

試験 入学

対象

受付

要項配布

身近な場所での猫の譲渡会

①2/15(土)･16(日)午後1:00～
5:30､2/17(月)～21(金)午後
1:00～4:00②2/22(土)午後
1:00～5:30
①イオンモール熱田(熱田区六
野一丁目)②緑区役所(緑区青山
二丁目)
入場無料　　　不要
健康福祉局食品衛生課
☎972-2649 FAX955-6225

日時

申込

場所

料金

問合

市バス･地下鉄が好きな子集まれ!

｢ハッチーキッズクラブ｣会員の募集

交通局施設の見学
会などのイベント
参加や､オリジナル
会員証･一日乗車
券･グッズ割引券進
呈などの特典あり

4月～来年3月
令和2年度に小学4～6年生にな
る方
年会費千円
3/19(木)まで
地下鉄駅･市バス営業所･交通局
サービスセンター
交通局乗客誘致推進課
☎972-3816 FAX972-3817

受付

問合

期間

対象

料金

案内
配布

八事霊園 墓地使用者の募集

市内に6カ月以上継続して在住
している方｡先着150区画程度
170,100～4,638,900円
2/14(金)午前10:00～
※2/14(金)のみ午前8:45～

9:30に事前受け付け･抽選あ
り

八事霊園･斎場管理事務所(天白
区天白町)
☎832-1750 FAX832-7759

受付

問合

価格

対象

無戸籍者のための相談窓口

日本国籍を有するものの､出生の届
け出がされていないことにより戸籍
に記載がない方について､法務局､区
役所･支所で手続きの支援を行って
いますので､ご相談ください｡

区役所市民課･支所区民生活課､
名古屋法務局
☎952-8072 FAX952-8112

問合

無料

｢名古屋市プレミアム付商品券購

入引換券｣をお持ちの方はお早め

にご購入ください

市民税非課税者で申請した方と3歳
未満の子どものいる子育て世帯主の
方に発送した購入引換券での購入期
間は2/28(金)まで､商品券の使用期
間は3/31(火)までです｡
※なお､購入のための申請受け付け

は終了しています｡
市民コールセンター
☎050-3085-6824
(市民経済局地域商業課
☎･FAX526-4135)

問合

越境入学はやめましょう

地域で子どもを育てることの大切さ
から､特別な事情がある場合を除き､
市立小･中学校へは､子どもが実際に
居住している学区の学校へ入学する
ことになっています｡越境入学(住所
を偽り､他学区の学校へ入学するこ
と)は､子どもを地域から遠ざけてし
まいます｡越境入学が明らかになっ
たときは､本来の学校へ転校してい
ただきます｡

教育委員会学事課
☎972-3217 FAX972-4175

問合

広報モニターの募集
広報なごや(月1回発行)･市政広報テレビ番組(毎週2番組)を見て､意
見･提案を毎月報告｡期間中1回意見交換会もあり｡活動状況に応じて
マナカチャージ券(約1万3千円分)を進呈

期間

対象

受付

要項
配布

第Ⅰ期…4～9月､第Ⅱ期…10月～来年3月｡期間の指定は不可
市内在住で令和2年4月1日現在18歳以上の方(令和元年度の経験
者と公務員を除く)｡選考で各32人
2/28(金)消印有効
市ウェブサイト･区役所情報コーナー･市長室広報課
☎972-3134 FAX972-4126

市からのお知らせ

職員などの募集

往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照5く ら し の ガ イ ド

●　広報なごや　令和2年2月号10



区政協力委員の一斉改選(4月)
区政協力委員は､地域と行政を結ぶ
パイプ役として､町内会や自治会ご
とにおおむね1人委嘱されます｡任
期は2年で市や区の広報･広聴活動
への協力､交通安全運動､町を美しく
する運動などのほか､災害対策委員
を兼務して災害対策に協力します｡

区役所地域力推進室･市民経済
局地域振興課☎972-3118
FAX972-4458

問合

東京2020協賛ジャンボ宝くじの
発売

1等･前後賞合わせて3億円｡東京
2020協賛ジャンボミニ(1等･前後
賞合わせて3千万円)も同時発売

2/28(金)まで
1枚300円

※売り上げの一部は市の収益とな
り､学校･公園の整備などに使われ
るほか､東京オリンピック･パラリ
ンピック競技大会の開催にも活用
されます｡

財政局資金課
☎972-2308 FAX972-4107

問合

期間
価格

下水道に油を流さないでください
下水道に油を流すと､排水管や下水
管が詰まったり悪臭が発生したりす
る恐れがあります｡調理後の器具な
どは､付着した油汚れを拭き取って
から洗ってください｡

上下水道局給排水設備課
☎972-3737 FAX972-3677

問合

4月から上下水道料金のクレジッ
トカード払いが可能になります

申し込みの際､｢水道ご
使用量のお知らせ｣に
記載の｢お客さま番号｣
と｢装置番号｣が必要で
す｡

4/1(水)〜
ホームページ
上下水道局お客さま受付セン
ター☎884-5

ゴ ク ゴ ク

959
FAX872-1296

受付

案内

問合

↑ホームページ
はこちら

地域包括ケアシステムのキャッチ
コピーが決定!

高齢者が可能な限り住み慣れた地域
で暮らすことができる体制である｢地
域包括ケアシステム｣を表現する親し
みやすいキャッチコピーが｢この場所
がいい､ずっと支えて､支えられて｣に
決定しました｡

健康福祉局地域ケア推進課
☎972-2548 FAX955-3367

問合

水道の使用開始･中止のお申し込
みはお早めに!

使用中止の際､｢水道ご使用量のお知
らせ｣がある場合は､記載の｢お客さ
ま番号｣をお知らせください｡

ホームページ･電話･ファクスで
上下水道局お客さま受付セン
ター☎884-5

ゴ ク ゴ ク

959 FAX872-1296
www.water.city.nagoya.jp

申込

HP

点字版･音声コード版納税通知
(令和2年度分)の送付

個人市民税･県民税､固定資産税･都
市計画税の納税通知書に同封

電話か直接､市税事務所･出張
所､区役所･支所税務窓口
2/17(月)まで(現在利用中の方
は申し込み不要)
市ウェブサイト
財政局税制課
☎972-2276 FAX972-4123

申込

受付

案内

問合

個人市民税･県民税の申告
以下の方は申告が必要です｡
★昨年中に営業･農業･不動産などに

よる所得があった方
★給与所得のみで､昨年中に退職し､

令和2年1月1日現在就職していな
い方

★公的年金などの所得のみで､医療
費控除などを受ける方

ただし､所得税の確定申告をした方
(令和2年1月1日現在市内に事務所･
事業所または家屋敷があるが､その
事務所などが所在する区に住所がな
い方を除く)は申告不要です｡

3/16(月)まで
※所得税の確定申告については税務

署へお問い合わせください｡
市税事務所市民税課･財政局市
民税課
☎972-2352 FAX972-4123

受付

問合

｢地域の世話やき活動｣の推進
｢地域の子どもは地域で守り育てる｣
を合言葉に､地域の大人として次の
ような活動を通して子どもたちを温
かく見守り､顔見知りの環境をつく
りましょう｡
★近所の子どもたちのお手本となる

よう良いことは率先して行う
★子どもたちに積極的に声を掛ける

ほか､良い行いは褒め､危険な遊び
やルール違反は注意する

★周りの大人たちと積極的にあいさ
つや会話をする

子ども青少年局青少年家庭課
☎972-3257
FAX972-4439

問合

｢令和2年度名古屋市食品衛生監視
指導計画(案)｣に対する意見の募集

食の安全･安心が確保されるよう､効
果的な監視指導を実施するための計
画

2/28(金)まで
市ウェブサイト･保健センター･
市保健所食品衛生課(健康福祉
局内)
☎972-2646 FAX955-6225

受付

計画
（案）
配布

市政資料館
公文書の公開

昭和63年度までに完結した公文書
を新たに公開

2/21(金)以降の開館日
同館(東区白壁一丁目)
☎953-0051(月曜､ただし祝休
日の場合は翌平日､第3木曜日
休み) FAX953-4398

日程

問合

無料

市立斎場における残骨灰は適正に
処理しています

八事斎場(天白区天白町)と第二斎場
(港区東茶屋三丁目)の残骨灰は､処
理業者に委託し､残骨･有価物･その
他の含有物に選別しています｡残骨
と有価物は本市に返還させ､残骨は
八事霊園内の保管庫に納め､有価物
は売却し､本市の収入としています｡
その他の含有物は委託業者において
法律に基づき適切に処理を行ってい
ます｡

健康福祉局環境薬務課
☎972-2642 FAX972-4194

問合

中小企業向けの情報
★中小企業共済会のご案内…市内中

小企業を対象に､退職金共済制度
や､各種慶弔給付金､レジャー施設
の割引などの福利厚生制度を実施

中小企業共済会
☎735-2131 FAX735-2134

★事業資金の融資…従業員数･営業
実績などの要件あり

市信用保証協会
☎212-3011
小規模事業金融公社
☎735-2123 FAX735-0400

★環境保全･省エネルギー設備資金
融資…省エネルギー設備の導入､
低公害車の購入､公害防止設備の
導入などに必要な資金を融資｡利
子補助制度あり

環境局大気環境対策課
☎972-2674 FAX972-4155

問合

問合

問合

ご近所SNS｢マチマチ｣を活用した
情報発信を開始します

日 本 最 大 の 地 域 限 定 型
ソーシャル･ネットワーキ
ング･サービス(SNS)｢マチ
マチ｣では､地域の情報を
共有したり､地域のつなが
りを作ったりすることができ､災害
時の活用にも効果が期待されていま
す｡市との協定に基づき､同サービス
を通じた市からの情報発信も行いま
すので､ぜひご登録･ご活用くださ
い｡

市民経済局地域振興課
☎972-3129 FAX972-4458

問合

↑ホームページ
はこちら

子どもの権利相談室

『なごもっか』の動画を制作しました!

皆さんは「子どもの権利」について知っていますか？
困っている子どもの権利を守るとともに、子どもの
権利について広く普及啓発を行う、子どもの権利相
談室「なごもっか」について絵本風のアニメーショ
ンを通してご紹介します。

問合 (子どもの権利相談室｢なごもっか｣について)
子ども青少年局子ども未来企画室分室
☎211-8071 FAX211-8072
(動画の制作について)
市長室広報課☎972-3132 FAX972-4126

←視聴はこちら

なごや子ども条例マスコットキャラクター
なごっち

労働相談
市民相談室(市役所西庁舎1階)
☎972-3163 FAX972-3164

月曜〜金曜日の午前9:00〜11:45･午後1:00〜3:45(祝休日休み)｡賃金･
解雇･労働災害などの相談｡専任の相談員が対応｡対象は市内在住か在勤
(学)の方

交通事故相談
市民相談室(市役所西庁舎1階)
☎972-3162 FAX972-3164

月曜〜金曜日の午前8:45〜午後5:00(祝休日休み)｡交通事故の一般的な諸
問題の相談｡対象は市内在住か在勤(学)の方

架空請求
ホットダイヤル

消費生活センター(中区栄一丁目)
☎222-9674  　seikatsu.city.nagoya.jp

月曜〜金曜日の午前9:00〜午後4:15(祝休日休み)｡対象は市内在住か在
勤(学)の方

HP
看護職復職相談

なごやナースキャリアサポートセンター(東区葵一丁目)
☎936-4880 FAX979-4560

電話相談は月曜〜金曜日の午前8:45〜正午･午後1:00〜5:15(祝休日休
み)｡面接相談は予約制｡対象は市内在住か市内で復職を希望する現在未就
業の看護師など

無 料 相 談 窓 口 案 内

返還へ 未来志向の 対話と交流

2月は北方領土返還運動
全国強調月間です

往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照5 く ら し の ガ イ ド

広報なごや　令和2年2月号　●11
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●動物取扱業の登録／名古屋市　　事業所：名古屋市東山総合公園（千種区東山元町３―７０）　種別：展示　登録番号：０７０１０２７　登録日：平成１９年６月１日　有効期限：令和４年５月３１日　動物取扱責任者：黒邉　雅実
●動物取扱業の登録／公益財団法人名古屋みなと振興財団　事業所：名古屋港水族館（港区港町１―３）　種別：展示　登録番号：０６１１０２５　登録日：平成１８年９月１９日　有効期限：令和３年９月１８日　動物取扱責任者：阿久根　雄一郎

●発行日／令和２年２月１日●部数／１，０９９，4７０部●配布／区役所総務課（全戸配布・無料）●印刷／中日高速オフセット印刷㈱ 広報なごやは、再生紙（古紙パルプ配合率7５％以上、白色度70％）を使用しています。

 

  

  

Useful information for foreign residents is provided by the City of Nagoya website and 
the Nagoya International Center.
●The City of Nagoya website ： www.city.nagoya.jp/en　　●Nagoya International Center ： ☎052-581-0100  website ： www.nic-nagoya.or.jp

 

ZIP-FM 77.8MHz

 

 AM 1053kHz
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93.7MHz

市政広報テレビ･ラジオ番組
テレビ番組 （字幕放送あり） 各番組　 で、放送終了後に番組を視聴できます。HP

名古屋市政情報番組 （出演：林修さん） （出演：名古屋おもてなし武将隊）ナゴヤでしょ!

特別番組「サンドウィッチマンが認知症とガチで向き合ってみましたTV」

中京テレビ4ch 6ch日曜日 午後5：25～5：30（再放送/火曜日 午前1：29～1：35）

CBCテレビ　5ch 2/11（火･祝）午後3：50～4：50 再放送2/22（土）午後2：00～3：00､2/24（月・休）午前1：25～2：25､2/27（木）午後11：59～午前0：59

おもてなし隊なごや
メ～テレ 火曜日 午後6：56～7：00（再放送/木曜日 午前1：55～1：58､土曜日 午前5：17～5：20）

市政情報を分かりやすくお伝えします。

タレントのサンドウィッチマンさんが認知症の人やその家族､専門医な
どの話を聞きながら､認知症について視聴者と一緒に考えます｡ 市長室広報課　☎ 972-3132　FAX 972-4126問合

HP www.ctv.co.jp/nagoyade

ラジオ番組 各回の放送内容は市ウェブサイトで案内しています。市ウェブサイトラジオ広報 各番組　HP で、放送終了後に番組を配信しています。

月曜･金曜日 午前10：00ごろ～

zip-fm.co.jp/blog/lovenagoya/HP

名古屋市だより
月曜日 午後3：40ごろ～　火曜･木曜日 午前11：28ごろ～
水曜日 午前8：17ごろ～　 金曜日 午後4：24ごろ～

hicbc.com/radio/nagoyaHP

名古屋市広報課

フェイスブック
www.facebook.com/nagoyakoho

月曜日は「BRUNCH STYLE」内､金曜日は「GOODY」内で放送

CBCラジオ

市長室広報課　☎ 972-3134　FAX 972-4126問合

※都合により放送内容や放送日時が

　変更になることがあります。

月曜日は「北野誠のズバリ」内、火曜･木曜日は「つボイノリオの聞けば聞くほど」内、水曜

日は「多田しげおの気分爽快!!～朝からP･O･N」内、金曜日は「ドラ魂キング」内で放送

2/16

2/23

3/1

3/8

なごやの街路樹

若者･企業リンクサポート

名古屋国際センター

駐輪場を利用しよう！

2/11

2/18

2/25

3/3

3/10

市美術館特別展「没後90年記念 岸田劉生展」

市博物館特別展「やなせたかしとアンパンマン展」

犬千代ルート

蓬左文庫･徳川美術館

水の歴史資料館 

HP www.nagoyatv.com/omotenashi2019/

施設や行催事などを紹介します。

NAGOYA CITY I LOVE NAGOYA!

放
送
予
定

放
送
予
定

※2/24の放送は2/25の午前10：16ごろ～

サンドウィッチマンさん

テレビ

2/20（木）～交通局サービスセンター（地下鉄「名古屋」･「栄」･「金山」駅構内）･
オアシス21iセンター･金山観光案内所など　※地下鉄駅では販売しません｡

2/20（木）～8/30（日）

2/15（土）
午前9:30
～午後7:00 2/16（日）

午前10:00
～午後6:00

交通局乗客誘致推進課　☎ 972-3928　FAX 972-3817問合

同実行委員会　☎ 954-1080　FAX 954-1160

（観光文化交流局MICE推進室　☎ 972-3169　FAX 972-4201）

問合

観光文化交流局ナゴヤ魅力向上室　☎ 972-2406　FAX 972-4199問合

2,300円（税込み） ※市バス･地下鉄全線を利用できる専用一日乗車券（大人券）1枚付き
 ※販売場所までの交通費は自己負担

販売場所

アクセス あおなみ線「金城ふ頭」駅
徒歩8分

ポートメッセなごや 第1展示館
（港区金城ふ頭二丁目2）

場所

1,500円（税込み。当日300円増） 料金

❶謎解きキットに書かれた謎を解き、導き出された場所へ移動

❷指定された場所へ到着すると、また新たな謎や暗号が。謎解きキットの指示に従って

名古屋の街を探索しながら謎を解きましょう。

❸最後の答えを公式ホームページで入力して正解するとクリア！

※難易度は小学校高学年以上の方を対象に設定

平成30年に開催し､ご好評いただいた「地下迷宮に眠

る謎」の第2弾｡全国で35万人以上を動員したナゾトキ

街歩きゲームの最新作を、地下鉄を使って楽しもう! 

魅力的な撮影スポット満載の金城ふ頭は､「コスプレイヤーにやさしいまち」を目指しま

す。撮影可能スポットや注意点などはホームページをご確認ください｡

「地下迷宮に眠る謎」「地下迷宮に眠る謎」「地下迷宮に眠る謎」「地下迷宮に眠る謎」

アニメ･ゲームフェス NAGOYAアニメ･ゲームフェス NAGOYAアニメ･ゲームフェス NAGOYAアニメ･ゲームフェス NAGOYA

金城ふ頭エリアは「コスプレサポートタウン」へ金城ふ頭エリアは「コスプレサポートタウン」へ

遊
び
方

参 加 方 法

ナ ゾ ト キ 街 歩 き ゲ ー ム

●人気アニソン歌手（アニメ主題歌を歌う歌手）･声優･VTuber

のステージ

●有名コスプレイヤーの来場　●一流eスポーツ選手の実演

●来場者が声優･コスプレ･eスポーツを体験できるコーナーも!

※1 コンピューターゲームなどを使った対戦競技

※2 バーチャルYouTuber｡動画投稿サイトなどで配信･投稿をするCGキャラ

クター､またそのキャラクターを用いて動画配信･投稿を行う人

※6歳未満（保護者同伴）･市内在住65歳

　以上（敬老手帳持参）の方は無料

※別途料金が必要なイベントあり

↑ホームページ

　はこちら

ホームページ

はこちら→

世代を問わず楽しめる参加型エンターテインメント!

謎解きキットを入手!

アニメ･eスポーツ（※1）･コスプレ･VTuber（※2）の楽しさを一つの会場で体感できる! 
ブイチューバー

マイス

ユーチューバー

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

は
こ
ち
ら
←

地下迷宮2020

金額

⓰


