
↓ウズベキスタン共和国タシケント市のまちなみ

今 月 の 特 集
ウズベキスタン共和国タシケント市との交流開始

市長インタビュー 「シルクロードの国ウズベキスタン。首都タシケントとナゴヤ パートナー都市」 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

令和2年（2020年） 3月号

March

867 3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／2,328,091人

●世帯／1,119,804世帯

●面積／326.50km2

（令和2年2月1日現在）

新型コロナウイルス

感染症について

■同感染症について不安のある方は、以下の相談窓口にご連絡ください。

　厚生労働省電話相談窓口　　　0120-565653（午前9:00～午後9:00）

■同感染症の感染が疑われる方は､帰国者･接触者相談センター（保健センター内）にご相談ください｡

　（月曜～金曜日の午前9：00～午後5：30）

　千種区☎753-1982　東区☎934-1218　　北区☎917-6552　　西区☎523-4618

　中村区☎481-2295　中区☎265-2262　　昭和区☎735-3964　瑞穂区☎837-3264

　熱田区☎683-9683　中川区☎363-4463　港区☎651-6537　　南区☎614-2814

　守山区☎796-4623　緑区☎891-3623　　名東区☎778-3114　天白区☎807-3917

　※月曜～金曜日の午後5：30～翌午前9：00、土曜・日曜日・祝休日の午前9：00～翌午前9：00は中保健センター☎241-3612

　※午後8：00～翌午前9：00までは、緊急の相談に対応するオンコール体制となります。

■最新情報は市ウェブサイト（www.city.nagoya.jp）をご覧ください｡

こちらからも
ご確認いただけます↓

新型コロナウイルス感染症の影響により各ページに記載のある行事などは中止となる場合があります。各催しの担当部署へご確認ください。

※今後の状況により変更と

　なる場合があります。



32

ウズベキスタン共和国
タシケント市との交流開始
ウズベキスタン共和国
タシケント市との交流開始
名古屋市が実施している都市間交流において、昨年12月にウズベキスタン共和国の首都タシケント市

と観光・文化交流分野でパートナー都市協定を締結しました。

観光文化交流局国際交流課　☎ 972-3063　FAX 972-4200問合

名古屋市の都市間交流について知ろう!

姉妹友好都市

パートナー都市

■基本情報

■特徴的な建物など

★名古屋市は東京2020オリンピック･パラリンピック競技大会において、ウズベキスタン共

和国のホストタウンです。夏から始まる大会に出場する代表選手を一緒に応援しましょう!

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会におけるホストタウン交流を深化させ、その後の継続的で実益ある都市間交流を加速させます。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会におけるホストタウン交流を深化させ、その後の継続的で実益ある都市間交流を加速させます。

文化･教育･スポーツ･経済など、さまざまな分野

で人と人とが触れ合う交流を行っています。

中央アジア最大の都市タシケント市は、近代的な雰

囲気とシルクロードの情緒どちらも楽しめます。

モスク タシケント市にはイスラム教スンニ派の方
が多く暮らしており、モスクが数多くあります。

日本のピラフのルー

ツ。牛肉や羊肉を使

用した伝統料理で、

結婚式などお祝いの

日に振る舞われます。

ウズベキスタン共和国は、平成3年（1991年）にソビエト連

邦解体により独立しました。

プロフ

14世紀にティムール朝を建国。ウズ

ベキスタンの英雄と言われています。

ティムール像

第二次世界大戦後、日本

人抑留者が建設に従事。

1966年の大地震では、他

の建物が崩壊する中、無傷

であり、日本人の仕事の丁

寧さを象徴する建物となっ

ています。

ナボイ劇場

分野を特定した都市間の連携を行っています。

ロサンゼルス市･メキシコ市･南京市･シドニー市･トリノ市･ランス市

台中市（観光分野）･タシケント市（観光・文化交流分野）

名古屋市

首都タシケント市

ウズベキスタン共和国

日本

ウズベキスタン共和国タシケント市について知ろう!ウズベキスタン共和国タシケント市について知ろう!

人口：約3,240万人（2018年国連人口基金より）

面積：44万7400㎢（日本の約1.2倍）

ウズベキスタン共和国

人口：約240万人（名古屋市約233万人）

面積：334.8㎢（名古屋市326.5㎢）

タシケント市

タシケントは、
こんな街!

↑こちらから
タシケント市の
PR動画をご覧い
ただけます

台中市
（台湾）

タシケント市
（ウズベキスタン） ロサンゼルス市

（アメリカ）

南京市
（中国）

ランス市
（フランス）

トリノ市
（イタリア）

シドニー市
（オーストラリア）

メキシコ市
（メキシコ）

料理

シルクロードの国ウズベキスタン。首都タシケントとナゴヤ パートナー都市。

↑左から社本洋典さん、河村市長、ブニヨド イブラギモフさん
　（名古屋ウズベキスタン友好協会事務局にて）

Q.夢はどうだゃあ?

ブニヨドさん「10年後にはナゴヤ･ウズベキスタ

ンの共同大学がウズベキスタンにできたら。文化交

流、産業でも、共同でできたらいいな」

ウズベキスタン、ミルジヨーエフ大統領もナゴヤ

に来てくれたよ。ええなぁウズベキスタン!!

タシケントにあるナボイ劇場。シベリア抑留から

連行された日本人が建設に協力。大地震でも無傷。

たとえ強制労働でも手抜きしない日本人。ウズベキ

スタンで日本人、尊敬されとるよ。

史的な遺跡もたくさんだよ」

Q.なんで名古屋ウズベキスタン友好協会を作っ

たの?

社本さん「2010年ごろから、日本語学校に留学

するウズベキスタン人が増えて、その相談に乗り出

したのがきっかけ。そして名古屋に住んでいる以上、

名古屋の人たちとの交流の場も作ろうと協会を立

ち上げました」

Q.首都タシケントとナゴヤがパートナー都市に

なったこと、どう思う?

ブニヨドさん「ウズベキスタンでは東京、大阪より

ナゴヤが有名。ウズベキスタンから名古屋大学へ

の留学生はこれまで500人近い。パートナー都市

になるほど親交が深まりホントにうれしいよ」

Q.10年後、両市の関係がどうなるといいかね?

社本さん「ナゴヤのサムライ織田信長とウズベ

キスタンの英雄アミール･ティムールはよく似てい

ます。お互いの歴史や文化をよく知って、ナゴヤを

中心に、ウズベキスタンと日本がどんどん仲良くな

るといいね」

まず自己紹介してちょう。河村たかしがインタ

ビュー。

ブニヨドイブラギモフさん。名古屋ウズベキス

タン友好協会理事。「タシケント国立法科大学、

名古屋大学で法律を勉強しました。子どもも4人

いて、上の子が今度千種区の小学校へ入るよ。

ウズベキスタンのおいしい果物とか野菜とかぜひ

日本の人に食べてもらおうと、最近は会社も立ち

上げました」

社本洋典さん。名古屋ウズベキスタン友好協

会代表理事。「名古屋大学法科大学院卒業後、

社会主義からの転換期にあったウズベキスタンで

法整備の支援を行いました。弁護士です。ブニヨ

ドとはウズベキスタンでの法整備支援時代からの

親友」

Q.ウズベキスタンはどんなとこ?

ブニヨドさん「砂漠の中のオアシス。大河が流れ

ているので農業が盛ん。果物と天然資源が豊富。

オアシスだからみんながそこに住みたがり、いろいろ

な民族の交差点に。シルクロードも通っていて、歴

よう すけ

 ２
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●熱田神宮 午前10:50～11:00ごろ………………

●矢場町～名古屋城 午後7:13～8:00ごろ……

画像提供：Tokyo 2020

東京2020オリンピック
聖火リレーを開催!
市民の皆さんの力で
聖火リレーを盛り上げましょう!

名古屋おしえてダイヤル　☎ 953-7584　FAX 971-4894

（教育委員会スポーツ振興課　☎ 972-3262　FAX 972-4417）

問合

交通規制あり（右図参照）

※雨天時は傘を使用せずレインコートを着用してください｡

（熱田区神宮一丁目1-1）　交通規制なし

ステージイベントなどを楽しみながら､聖火の到着を祝おう!

※入場の際、手荷物検査あり

午後6:30～8:10（予定） ※午後1:00～愛知県体育館（中区二の丸1-1）にて

　　　　　　　　　　　  整理券配布（なくなり次第配布終了）

時間

入場無料

名古屋城二の丸広場（中区本丸1-1）場所

発達障害のこと発達障害のこと
知っていますか? 4/2（木）～8（水）は

発達障害啓発週間
4/2（木）は

世界自閉症啓発デー

子ども青少年局子ども福祉課　☎ 972-3187　FAX 972-4438問合

発達障害とは

誰もが暮らしやすく､自分らしく生きることができる社会を目指し､
自閉症などの発達障害について理解を深めてみましょう｡

3/19（木）午後2:00～3:40･午後6:30～8:10
（開場は各30分前～）

日時

中川文化小劇場（中川区吉良町178-3）場所

当日先着各300人人数

市発達障害者支援センター
りんくす名古屋　
☎ 757-6140　FAX 757-6141

問合

4/2（木）午後4:30～7:30(ライトアップは午後6:30～)日時

オアシス21銀河の広場(東区東桜一丁目11-1)場所

LIUB（Light It Up Blue） 名古屋

世界自閉症啓発デー関連イベント

映画上映会 ｢トスカーナの幸せレシピ｣

ライトライト イットイット アップアップ ブルーブルー

無料

無料

不器用な性格の｢元一流シェフ｣と絶対味覚を

持つ｢アスペルガー症候群の青年｣が､料理を

通じて友情を深めていく心温まる物語

ワークショップ･ライブの他､水の宇宙船を青色にライトアップ

こんなことで困っています（一例です）

4/6月

注意欠陥
多動性障害 ADHD

●言葉の発達の遅れ
●コミュニケーションが苦手
●こだわりや感覚の特性

●集中できない
●じっとしていられない
●衝動的

学習障害 LD
●読み･書き･計算の特定
分野が極端に苦手

広汎性発達障害
（自閉スペクトラム症）

自閉症

アスペルガー症候群

●自閉症と共通する特性が多いが､
  言葉の発達の遅れはない

●生まれつきの脳機能の障害で､育

て方や本人の怠けが原因ではあ

りません｡

●通常子どもの頃か

ら症状が現れます

が､大人になってか

ら発達障害と分か

る場合もあります｡

障害の特性は一人一人異

なり､複数の障害が重複

することもあります｡外見

からは分かりにくい場合

や､障害による困難さと同

時に優れた能力を持つ場

合もあり､周囲に理解され

にくい障害です｡

主な特性

お互いの違いを尊重し合いましょう。

周りの理解や配慮で生きやすさが大きく変わります

セレブレーション

© 2018 VERDEORO NOTORIOUS 

PICTURES TC FILMES GULLANE 

ENTRETENIMENTO

●コミュニケーションや対人関係

を築くことが苦手な人がいます。

また、相手の表情やその場の雰

囲気を読み取るのが苦手な人が

います｡

｢ちゃんと｣｢適当に｣などのあいま

いな表現は分かりにくいので､具

体的に話をすると理解しやすくな

ります｡

こんなサポートがあります
(一例です)

●初めてのことや急な変更が苦手

な人がいます。

混乱していているときは､今後の見

通しを伝えながら､今やることの整

理をすると安

心につながり

ます｡

こんなサポートがあります
(一例です)

通行可

丸の内

伏見

矢場町

栄町

久屋大通

高岳

名古屋城

名古屋テレビ塔
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久屋大通庭園
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41

愛知県体育館

名古屋市科学館

矢場町交差点
北側付近栄三丁目

交差点
矢場町
交差点

栄交差点

桜通大津
交差点

大津橋
交差点

名城正門西側
交差点

三の丸
一丁目
交差点

❶ ❷

❸

錦通大津
交差点

❹

❺

❻

❼

❽

白川公園

市役所

線
城
名
鉄
下
地

通
大
屋
久

通
津
大

愛知
県庁

名古屋
市役所

6：15～7：15

6：20～7：55

6：25～8：00

6：30～8：05

6：30～8：25午後

午後

午後

午後

午後

オリンピック
聖火リレーコース

規制時間

規制時間帯は
一方通行規制解除

規制ポイント～❶ ❽

規制区間

6：15～7：15午後

●コース･周辺道路では車両の通行が禁止されます。
●歩行者･自転車もコース横断はできません｡
●右図❸～❻の交差点は、聖火リレー通過に必要な時間を除き、東西方向
に通行できます。
●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。

交
通
規
制

名古屋城
二の丸広場

詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか､お問い合わせください｡

オリンピック聖火リレー 検索市ウェブサイト

交通規制図

 ３
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※新型コロナウイルス感染症の影響により、催しなど

が中止となる場合があります。　 にお問い合わせい

ただくか、市ウェブサイトをご覧ください。　

入館料必要

東法人会青年部会「早咲き！桜みちまつり」実行委員会　

☎ 939-2520　FAX 939-2527 （観光文化交流局歴史まちづくり

推進室　☎ 972-2780　FAX 972-4128）

同館　☎・FAX 936-3836（月曜日休み）

東区橦木町3-23

入場料必要

名古屋城総合事務所　☎ 231-1700　FAX 201-3646

中区本丸1-1

ソメイヨシノ

久屋大通庭園フラリエ

名古屋城 大曽根

鶴舞線

平安通

市役所

久屋大通

桜通線

東山線

名城線

上小田井

中村
区役所

高畑

丸の内

高岳

車道
伏見

矢場町

栄

東谷橋

上島（西）

高蔵寺 ゆとりーとライン

あ
お
な
み
線

東谷山
フルーツパーク

小幡緑地

金屋

上飯田

線
田
飯
上

本山

八事

赤池

藤が丘 八草

公園西

御器所

今池

新瑞橋

名古屋港
金城ふ頭

荒子川
公園

金山　

上前津

線
港
名

徳重

名古屋

4

6

5

徳川園

ゆとりーとウォーク

3

8

8

7

2

1

1

2

文化のみち
二葉館

●演奏会・発表会

●文化のみち二葉館

金城学院高等学校の生徒

による合唱やハンドベルコ

ンサートなど

お抹茶や地域の和菓子の

提供（先着300人・有料）

同まつりに合わせ、文化のみち二葉館では、以下の催しが開催されます。

三味線とオカリナのミニライブ

●平安桜ミニライブ

●桜みち茶屋

消防音楽隊などのコンサートや

温室無料開放などのイベント

●ピアノとギターの演奏で
　映画音楽を楽しもう

3/15（日）午後3:00～4:00日時

●桜二胡音楽会

4/5（日）午後2:00～3:30日時

3/14（土） 3/15（日）・
4/5（日）

3/1（日）～
4/26（日）

3/20（金・祝）
～5/6（水・休）

桜まつり
3/27（金）～4/12（日）

期間中は開園時間を午後7:30まで延長

（4/6は午後4：30まで）。ライトアップされ

た桜を楽しめます。

入園料必要 ※3/15（日）は無料

同園　☎ 935-8988（月曜日休み）　FAX 937-3847

東区徳川町1001

ウメ・アンズ・アセビ・トウカイザクラ名古屋でいち早く咲くオオカンザクラ

3

●シダレザクラまつり

4/3（金）～12（日）

※開花状況による

日程

●40周年アニバーサリー

4/26（日）午前9:00～午後4:30日時

入園無料（シダレザクラまつり期間中は駐車場有料）

同園　☎ 736-3344 （月曜日休み、ただしシダレザクラまつり期間

中は無休）　FAX 736-2660

守山区大字上志段味字東谷2110

約千本のシダレザクラ・スモモ・

ナシ・リンゴの花など

4

入場無料

同園　☎ 243-0511　

FAX 243-0512

中区大須四丁目4-1

チューリップ・ネモフィラ・

ユーフォルビアなど

5

お出かけ

特集 
お出かけ

特集 春春のの

あおなみ
ウォーク

駅ちか
ウォーキング

駅ちかウォーキング

リニモ

自分で撮影した
桜の写真を提示すると
呈茶券がもらえます

午前10:30～11:00・

午後1:00～1:30

時間

午前10:00～午後3:00時間

午前11:00～11:30時間

3/13（金）午後5:00～9:00日時

桜みちライトアップ

文化のみち二葉館前

桜二胡音楽会

3/20（金・祝）～22（日）

●ステージイベント

●火縄銃の実演

●東南・西北隅櫓と

　茶席の特別公開

●市民茶会

●古武道大会

●飲食ブースなど

すみ やぐら

多肉植物やフラワー＆グリーン、

ハンドメイド雑貨の販売や講習会

アンド

多肉植物

※文化のみち二葉館へは入館できません。

花の見頃は天候などにより前後しますので、

お出掛け前に各施設へご確認ください。

料金 問い合わせ場所見頃の花など

 ４
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笹島笹島

太閤1太閤1

名古屋駅名古屋駅

椿町北椿町北

中央
郵便局北

中央
郵便局北

シンフォニー
豊田ビル
シンフォニー
豊田ビル

大名古屋
ビルヂング
大名古屋
ビルヂング

桜通桜通泥江町泥江町

西柳町西柳町

錦通錦通

広小路通広小路通

名
古
屋
駅

椿
町
線

椿
町
線

太閤
通口
太閤
通口

定期利用

１回利用 N

椿神社前椿神社前

ゆとりーとライン「大曽根」駅･「金屋」駅、あおなみ線「名古屋」駅、メイカー

ズピア内ウェルカムセンター（港区金城ふ頭二丁目7-1)を巡ると、限定コ

ラボグッズが「大曽根」駅・メイカーズピアでもらえます！（先着758人）

3/20（金･祝）～5/6（水･休）

「春の小幡緑地とマメナシの

観察ウォーク」（約6km）

午前9:00～10:00受け付け時間

名古屋ガイドウェイバス　

☎ 758-5620　FAX 758-5621

ゆとりーとライン「小幡緑地」駅スタート

「上島（西）」停ゴール

ゴールで完歩賞（飲料水）をプレゼント

（先着400人）

「桜の名所荒子川公園からリニア･鉄道館を目指して」（約8.7km）

午前8:30～11:00受け付け時間

7

6

名古屋臨海高速鉄道　☎ 383-0960　FAX 383-0956

あおなみ線「荒子川公園」駅スタート

リニア・鉄道館前（港区金城ふ頭三丁目2-2）ゴール

「文化のみちと名古屋で一番早く咲く桜

『オオカンザクラ』を楽しむ」（約7.8km）

3/14（土）午前9:30～11:00受け付け日時

地下鉄桜通線「車道」駅スタート

「高岳」駅ゴール

「春爛漫！長久手古戦場

桜まつりと藤が丘さくらまつり

を満喫する」（約8.8km）

4/5（日）午前9:30～11:00受け付け日時

リニモ「公園西」駅スタート

藤が丘さくらまつり会場（名東区藤が丘）ゴール

交通局乗客誘致推進課　☎ 972-3816　FAX 972-3817

8

名古屋市の放置自転車数は
全国ワースト
歩道に自転車などが放置されてい

ると通行の妨げになり、周りの方

の迷惑になります。

特に名古屋駅周辺では、新年度を迎えるにあたり、新たに多くの方が自転

車を利用され、放置自転車も多くなります。

緑政土木局自転車利用課　☎ 972-2877　FAX 972-4183問合

自転車駐車場 検索市ウェブサイト

健康福祉局健康増進課　☎ 972-4058　FAX 972-4152問合

受動喫煙対策 検索市ウェブサイト

名古屋駅以外の自

転車駐車場につい

ては、市ウェブサイ

トをご 覧 い ただく

か、お問い合わせく

ださい。

20歳未満の方は
喫煙エリアへ
立ち入り禁止に

飲食店やオフィス・

事業所など

原則屋内禁煙に

飲食店やオフィス・

事業所など

原則屋内禁煙に

受動喫煙のない

社会の実現のた

めに、ご理解と

ご協力をお願い

します。

自転車駐車場を

利用しましょう

自転車駐車場を

利用しましょう

無料申込不要

4/4（土）

3/20（金・祝）

3/14（土）・
4/5（日）

マメナシ

点字ブロックをふさぐ放置自転車 歩道が狭くなり歩行者が車道に

自転車駐車場の場所を事前に確認しましょう。

名古屋駅地区
自転車駐車場

屋内での
喫煙には

喫煙室の設置
が必要に

喫煙室には
標識掲示が
義務付けに

改正健康増進法が
全面施行されます 4/1（水）～

らん まん

荒子川公園

 ５



希少種シンポジウム

～生物調査からみえた｢なごやの

生きもの｣～

3/22(日)午後2:00～4:40
高齢者就業支援センター5階大
会議室(昭和区御器所通)
当日先着150人
なごや生物多様性センター
☎831-8104 FAX839-1695

問合

人数

場所

日時

無料

定住促進住宅 入居者の募集

中堅所得者向けの住宅｡子育て支援
の家賃減額制度あり

シティファミリー丸の内(中区丸
の内三丁目)はじめ市内39物件
親族と同居で所得要件などを満
たす方
随時

★シティファミリー丸の内内覧会
3/28(土)･29(日)午前10:00～
午後4:00
同所　　　不要

市住宅供給公社
☎523-3875 FAX523-3863

日時

物件

対象

受付

問合

場所 申込

重度障害者福祉タクシー利用券･

重度身体障害者リフト付タクシー

利用券の更新

現在お持ちの同券の有効期限が
令和2年3月31日の方
身体障害者･愛護(療育)のいず
れかの手帳と印鑑を持参で区役
所福祉課･支所区民福祉課
3/17(火)～

対象

受付

申込

がん患者のウィッグ(かつら)購入

費用助成の申請方法が変わります

(4/1～)

ウィッグ購入費用の3割(上限3万
円)を補助する同助成は､現在購入前
の申請が必要ですが､購入後に申請
していただく方法に変更します｡
※購入後1年以内の申請が必要です

(ただし平成31年4月1日～令和2
年3月31日に購入された方は､令
和3年3月31日まで申請可)｡

市内在住で､がんと診断され､抗
がん剤治療に伴う脱毛症状など
によりウィッグが必要な方
がん相談･情報サロン｢ピアネッ
ト｣☎243-0555(月曜･日曜日
休み) FAX243-0556
(健康福祉局健康増進課
☎972-2637 FAX972-4152)

対象

問合

小規模保育事業所(名称未定)の新

規開所(4/1～)

緑区有松･緑区神沢二丁目
市内在住で生後6カ月～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
(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

対象

場所

問合

子ども医療証の更新

新しい医療証を3/31(火)までに郵
送します(申請不要)｡4/1(水)以降の
受診時には､必ず新しい医療証をお
持ちください｡

令和2年度に小中学校に入学す
る方
健康福祉局医療福祉課
☎972-2574 FAX972-4148

対象

問合

国民健康保険料がスマートフォンな

どから納付できるようになります

(3/2～)

スマートフォンなどで納
付書のバーコードを読み
取ることで､クレジット
カードやインターネット
バンキングでの納付がで
きるようになります｡
※クレジットカードで納付する場

合､納付額に応じたシステム利用
料が必要です｡

バーコードのある納付期限内の
納付書
市ウェブサイト
区役所保険年金課･支所区民福
祉課

対象

案内

問合

もう受けましたか?

特定健康診査

令和元年度の実施期間は3/31(火)
までです｡お早めに医療機関に予約･
受診してください｡

市内医療機関(約千カ所)
40歳以上で令和元年9月30日
までに市国民健康保険被保険者
となった方
健康福祉局保険年金課
☎972-2567 FAX972-4148

対象

場所

問合

無料

里親の体験談を聞く会

3/22(日)午後2:00～4:30
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
市親和会(西部児童相談所内)
☎365-3231 FAX365-3281

対象

日時

場所

問合

無料

なごやギャンブル障害回復トレーニ

ングプログラム｢N
ナ ッ ト

AT-G
ジー

｣

ギャンブルに頼らない生活を実現す
るため､グループワークなどを通し
て学ぶ

①4～9月②10月～来年3月の
第3水曜日の全6回､午後2:00～
4:00
市精神保健福祉センターここら
ぼ(中村区名楽町)
市内在住･在勤(学)で事前面接
により参加が認められた方｡選
考で各10人程度
電話で同所☎483-3022
FAX483-2029
①4/8(水)②10/7(水)まで(空
きがあれば随時受け付け可)

場所

対象

申込

日時

受付

無料

軽自動車税(種別割)の申告を

お忘れなく

軽自動車税(種別割)は､その年の4月
1日に原動機付自転車や軽自動車な
どを所有している方に課税されま
す｡廃車･譲渡などをした場合､申告
をしてください｡
★原動機付自転車･小型特殊自動車

…市内の最寄りの市税事務所･出
張所､区役所･支所の税務窓口

★軽自動車(2輪を除く)…全国軽自
動車協会連合会 愛知事務所(港区
いろは町 軽自動車検査協会内)

　☎050-3816-1770
★2輪の小型自動車･2輪の軽自動車

…愛知運輸支局(中川区北江町)
　☎050-5540-2046

金山市税事務所徴収課
☎324-9803
FAX324-9825

問合

一時保育事業の新たな実施施設

(4/1～)

愛名保育園(港区七番町)
☎653-6016
市内在住で保育施設などを利用
していない生後6カ月～就学前
の子｡1日6人程度
1日あたり無料～2,000円(別途
飲食費300円必要)
3/16(月)～利用開始日の1週間
前まで
ホームページ
(利用予約について)
同園･区役所民生子ども課
(制度について)
子ども青少年局保育企画室
☎972-2524 FAX972-4146
aimei-hoiku.com

対象

料金

施設

受付

案内

問合

HP

子どもへの声掛けやつきまといは､下校中や遊び･習
い事の行き帰りなど､子どもだけで行動しているとき
に主に路上で発生しています｡

★子どもを犯罪から守る合言葉　　　　　　　　

を繰り返し教えましょう｡

★防犯ブザーは常に携帯し､すぐ使えるよう点検しておきましょう｡

卒業･入学･進級シーズンを迎えます

問合 市民経済局地域安全推進課☎972-3128 FAX972-4823

つ み き お に

…ついていかない

　  …みんなといつもいっしょ

　　　…きちんとしらせる

つ
み

き

…おおごえでたすけをよぶ

　  …にげる

お
に

子どもの安全について話し合いましょう

自然・環境

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…
　https://www.e-shinsei.city.nagoya.jp

■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、3月2日（月）
　からです。

○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･4/5は午後2:00まで)
※3/22(日)はマイナンバーカード･電子証明書関係業務を取り扱いできません｡
※5月以降は､原則毎月第1日曜日(5月･9月･1月は第2日曜日)に実施

日曜窓口を
ご利用ください
実施日は
上記カレンダー参照

【取扱業務】★転入･転出･転居届の受け付け(マイナンバーカードか通知カードをお持ちください)､転入学関係の手続き
　　　　　★住民票の写し･印鑑登録証明書など各種証明書の交付　★転出入に伴う国民健康保険･国民年金などの手続き
　　　　　★税務の申告･届け出の受け付け､納税の受け付け　など
　　　　　(一部取り扱いできない業務があります｡詳しくはお問い合わせください)
　　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3月号には…
　記事の内容（開催日・申込期限など）が原則
　3月11日（水）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 30

2020/4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

問合

こちらから
アクセス→

こちらから
アクセス→

●　広報なごや　令和2年3月号6



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

エコパルなごや マンスリー企画展

示｢k
コ モ レ ビ

omorebi｣

｢こもれび｣を表現する自然素材を
使った作品を展示

3/3(火)～31(火)の開館日､午
前9:30～午後5:00
同所(中区栄一丁目)
☎223-1066(月曜日休み)
FAX223-4199

問合

日時

無料

セミナー｢フェアトレードタウン

なごやのススメ｣

開発途上国からの原料や製品を適正
な価格で継続的に購入する｢フェア
トレード｣と｢環境問題｣のつながり
について学ぶ

3/22(日)午後1:00～4:00
SMBCパーク栄(中区錦三丁目)
抽選で80人
電話･ファクス･Eメールで環境
局環境企画課☎972-2698 
FAX972-4134 
　a2662-01@kankyokyoku.
city.nagoya.lg.jp
3/16(月)まで

申込

受付

人数

場所

日時

無料

めざせ!!水の環
わ

復活～学んでみよ

う､水のこと～ i
イ ン

n 猪高緑地

猪高緑地の水循環についての説明と
緑地内散策

3/25(水)午後1:30～3:30
猪高緑地(名東区猪高町)
小学生以上の方｡抽選で30人
電話･ファクス･Eメール(年齢も
記入)で環境局地域環境対策課
☎972-2675 FAX972-4155
　a2675@kankyokyoku.city.
nagoya.lg.jp
3/18(水)まで

対象

申込

受付

日時

場所

無料

南リサイクルプラザ

開館時間の変更(4/1～)

★変更前(3/31まで)…午前9：00～
午後5:00

★変更後(4/1から)…午前9：00～
午後4:00

環境局減量推進室
☎972-2398 FAX972-4133

問合

なごや環境大学 共育講座

森や川での自然体験、施設見学や専
門家の講義など､「まちじゅうをキャ
ンパス」に学べる環境講座

4～9月
市内外各所
無料～5千円
講座により異なる
区役所情報コーナ
ー･生涯学習セン
ター･図書館
同大学実行委員会(エコパルな
ごや内)☎･FAX223-1223(月
曜日休み)

受付

問合

日程

料金

場所

案内
配布

市民水田 参加者の募集

田植えから収穫まで手作業の米作り
を体験

4/18(土)･5/16(土)･6/6(土)･
7/4(土)･10/17(土)･11/7(土)
の全6回
戸田川緑地西側の水田(港区西
福田一丁目)
市内在住か在勤で2～5人のグ
ループ｡抽選で28口(1口につき
水田100㎡｡1組3口まで)
1口14,400円(収穫米付き)
3/20(金･祝)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

日程

料金

場所

対象

案内
配布

みのりの農園 利用者の募集

利用者が管理組
合をつくり運営
を行う貸し農園

①令和2年
4月～令和
5年3月
②令和2年
4月～令和4年3月
①守山区瀬古東一丁目②瑞穂区
軍水町
市内在住で農園まで徒歩か自転
車で通うことができる方(初め
ての場合､3/15か16の説明会
に参加できる方)｡抽選で①18
区画②5区画
年間①1万円程度②1万5千円程
度
3/20(金･祝)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

期間

料金

対象

場所

案内
配布

農業センターd
で ら

elaふぁーむ

農業ボランティア育成講座

受講希望者説明会

栽培の基礎を
学び､市内の
農家を手伝う
同ボランティ
アの育成講座
の説明会(講
座受講には説
明会への参加
が必要)

4/4(土)午後1:30～2:30
市内在住か在勤(学)で同ボラン
ティアとしておおむね5年以上
活動できる方
3/20(金･祝)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

対象

日時

無料

要項
配布

案内
配布

障害者スポーツセンター スポーツ

教室･地域スポーツ教室

テニス(立位)･水泳･
アーチェリーなど

4～8月
身体障害者･愛護
(療育)･精神障害者
保健福祉のいずれかの手帳をお
持ちの方｡選考で各5～10人
3/17(火)必着
区役所福祉課･支所区民福祉課､
同センター(名東区勢子坊二丁
目)☎703-6633(水曜日･祝休
日の翌平日休み)
FAX704-8370

受付

日程

対象

無料

申込

受付

日時

場所

人数

S
エスディージーズ

DGsハッピーウォーク

まち歩きを通して｢自分の暮らし｣
や「 ま ち の あ り 方 ･ つ く り 方 」と
SDGs(持続可能な開発目標)の関係
を考える

3/28(土)午前10:00～2:00｡雨
天決行(荒天中止)
集合･解散は名古屋国際会議場
オアシス広場(熱田区熱田西町)
抽選で300人(小学生以下は保
護者同伴)
電話･ファクス･Eメールでなご
や環境大学実行委員会(エコパ
ルなごや内)
☎･FAX223-1223(月曜日休
み)　  jimu@n-kd.jp
3/25(水)まで

無料

案内
配布

福祉スポーツセンターの催し

①高齢者スポーツ教室…軽スポーツ･
太極拳･社交ダンス(入門)など

4～6月
②シルバーフィットネス…体力･健

康状態を測定し､運動･栄養･生活
について指導

4～9月の火曜･金曜日の2日
間コース

市内在住で60歳以上の方｡抽選
で①各30～50人②60人
①3,280円②3,000円
3/5(木)～19(木)必着
区役所福祉課･支所区民福祉
課､同センター(瑞穂区弥富町)
☎835-3881 FAX835-4094

受付

日程

日程

対象

料金

緑化施設の催し
申し込みは3/20(金･祝)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)
★クレマチスの育て方

(実技)…4/25(土)
午後1:30～4:00｡
30人｡1,500円

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)
★“農家が教える”春夏野菜作りへの

挑戦!…4/23(木)･30(木)･5/21(木)
･6/18(木)･7/16(木)の全5回､午
後2:00～4:00｡15人｡4,500円

東山動植物園(入園料必要)

〒464-0804千種区東山元町3-70
☎782-2111(月曜日休み)
★山野草の魅力とその栽培法～次

世代に残したい日本の植物～…
4/12(日)午後1:30～3:30｡25
人｡300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)
★菊の教室～菊を育てて出展しよう～

…4/19(日)･5/17(日)･
6/28(日)･7/12(日)･
8/23(日)･9/13(日)･
10/11(日)の全7回､午後
1:30～3:30｡20人｡4,000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)
★アウトドア気分で楽しめるマイ

ガーデンの活用術…4/25(土)午
前10:00～正午｡32人｡無料

スポーツ・健康

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6 く ら し の ガ イ ド

広報なごや　令和2年3月号　●7



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

市立大学

春の薬用植物園市民公開講座

同大学内で栽培している薬用植物を
紹介

4/17(金)･18(土)午前10:00～
正午
抽選で各75人　　　500円
往復はがきかEメール(1通2人
まで｡希望日も記入)で同大学薬
学部(〒467-8603瑞穂区田辺通
3-1)☎836-3402 FAX834-9309
　yakusouen@phar.nagoya-cu.
ac.jp
3/19(木)必着

申込

受付

人数 料金

日時

市科学館

サイエンスクラブ会員の募集

科学実験工作･会員向けプラネタリ
ウムの観覧･夜間観望会など｡同館レ
ストラン･ショップでの割引特典も
あり

①小学5･6年生｡先着320人
②中学生｡先着128人
①8千円②9千円
4/11(土)午前9:30～(整理券配
布は午前8:00～)直接､同館(中
区栄二丁目)☎201-4486(月曜･
第3金曜日休み) FAX203-0788

申込

対象

料金

少年少女発明クラブ

中学生科学実験教室

5/17(日)･6/14(日)･7/19(日)･
26(日)･8/2(日)･23(日)の全6
回､午前10:30～午後0:30
先端技術連携リサーチセンター
(守山区大字下志段味)
中学新1～3年生｡抽選で24人
1万円　　　4/10(金)消印有効
市ウェブサイト･市民経済局次
世代産業振興課
☎972-2419 FAX972-4135

対象

受付

場所

料金

日時

案内
配布

案内
配布

クリエイティブ･カフェ

｢都市の暮らしをより良くするた

めのデザイン･アクション｣

なぜ都市戦略にデザインが必要かに
ついて、分野を超えて新しい社会シ
ステムを生み出しているカナダ・モ
ントリオール市の取り組みを通して
考える

4/24(金)午後6:00～8:00
ナゴヤイノベーターズガレージ
(中区栄三丁目)
先着80人程度
3/11(水)午前9:00～
ホームページ､ユネスコ･デザイ
ン都市なごや推進事業実行委員
会(観光文化交流局文化振興室
内)☎972-3172
FAX972-4128
creative-nagoya.jpHP

受付

人数

場所

日時

無料

手話奉仕員養成講習会

①5/15(金)～来年2/26(金)の全
35回②5/18(月)～来年3/22(月)
の全35回､午後1:30～3:30･
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)の令和2年
4月1日現在18歳以上で①手話
経験のない方②手話の学習経験
か聴覚障害者との交流が1～2
年ある方｡抽選で①各40人②各
40人
5千円(別途教材費必要)
4/12(日)必着
ホームページ
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)
meishinren.or.jpHP

料金

受付

案内

問合

対象

場所

日時

消費生活センター 春休み親子消費

者教室｢おこづかいゲーム&
アンド

飲み物

の糖度を測ろう｣

3/25(水)午前10:00～正午
市内在住の小学3～5年生と保
護者｡先着10組
3/18(水)午前10:00～電話で
同センター(中区栄一丁目)
☎222-9677 FAX222-9678

申込

対象

日時

無料

高齢者就業支援センターの催し

★調理業界 高齢者能力活用セミ
ナー&

アンド

シニア就職フェア
3/13(金)午後1:00～3:30
おおむね55歳以上の方
不要

★清掃講習～プロの仕事を学ぶ!フ
ロア清掃編～

4/21(火)午前9:30～正午
市内在住で55歳以上の方｡抽
選で30人
300円　　　3/23(月)まで

★除草(手作業)従事者養成講習
4/22(水)～5/28(木)の全7回
市 内 在 住 の 5 8 歳 以 上 で ､
4/14(火)午前10:00～11:00
の事前説明会(無料)に参加で
き､受講後市シルバー人材セ
ンターで除草の会員として就
業できる方｡抽選で24人
3,000円　　  3/23(月)まで

同センター(昭和区御器所通)
☎842-4691 FAX842-4894

申込

料金

料金

受付

受付

日時

日程

日時

対象

対象

対象

問合

無料

鯱
こ

城
じょう

学園楽陶館 高齢者陶芸教室

★入門コース
①4/20(月)～6/15(月)の月
曜日(5/4を除く)の全8回､午
後1:00～3:00

★研究コース(経験者向け)
4/30(木)～7/16(木)の木曜
日の全12回､②午前9:30～
11:30③午後1:00～3:00

市内在住で60歳以上の方｡抽選
で①～③30人
①1万8千円②③2万4千円(別
途材料費必要)
往復はがき(希望番号･年齢も記
入)で同館(〒465-0051名東区
社が丘三丁目1206)
☎･FAX701-7211
3/25(水)消印有効

料金

申込

日時

日時

対象

受付

鯱城学園公開講座｢国産ジェット

旅客機の開発について｣

3/18(水)午前10:00～11:30
鯱城ホール(中区栄一丁目)
当日先着750人
同学園
☎222-7521
FAX222-7523

日時

場所

人数

問合

無料

なごっちフレンズ登録会員の

募集

子どもたちが身近な地域
や名古屋のことを主体的
に考えるイベントなどの
情報を提供｡登録者には
｢なごっちピンバッジ｣を進呈

4月～来年3月
市内在住か在学の新小学5年
生～高校生
随時
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･子ども青少年局企画
経理課
☎972-3081 FAX972-4437

受付

対象

期間

無料

なごっち

案内
配布

ジョイナス.ナゴヤ セミナー

｢働くための基礎知識｣

雇用保険や健康保険など社会保険に
ついての知識を深める

3/29(日)午前10:00～正午
市内在住のひとり親家庭の親ま
たは寡婦の方｡抽選で20人｡託
児要予約
ホームページ･電話･ファクスで
同所(中区栄三丁目)
☎252-8824 FAX252-8842
3/21(土)まで
joinas-nagoya.jp

申込

受付

HP

対象

日時

無料

市民公開講座｢ケアマネジャーに

相談してみよう!!～介護保険って

何?～｣

3/15(日)午前10:00～正午
KDX桜通ビル8階中外製薬会議
室(中区丸の内三丁目)
当日先着120人
市腎友会☎･FAX218-1622
(健康福祉局介護保険課
☎972-2591 FAX972-4147)

問合

人数

場所

日時

無料

応急手当を身につけましょう

応急手当研修センターで救命講習を開催します｡
無 料

対象

申込

市内在住か在勤(学)で①②小学4年生以上の方③④中学生以上の
方(ウィメンズ救命講習は女性のみ)｡先着各33人｡ただし､②は先
着各10組(子ども同伴可)
申し込み開始日の午前8:45～電話で同センター(昭和区御器所通)
☎853-0099 FAX853-1682

他にも講習はあります｡詳しくは市ウェブサイト

講 習 名 日　程 時　間 申込開始日

①(成人)
　90分

4/18(土)･5/10(日)･
6/6(土)

午前10:00～

3/13(金)
②(小児･乳児)
　90分

4/26(日)･5/30(土)･
6/14(日)

午前10:00～
午後1:15～

③普通救命Ⅰ
　(成人)3時間
　(★はウィメンズ
　  救命講習)

4/8(水)･★13(月)･19(日)･
29(水･祝)･5/9(土)･13(水)･
19(火)･25(月)･6/2(火)･
7(日)･★17(水)･23(火)

午前9:00～

3/12(木)
4/3(金)･6(月)･17(金)･
21(火)･5/7(木)･11(月)･
★21(木)･29(金)･6/5(金)･
16(火)･25(木)･29(月)

午後1:15～

④普通救命Ⅲ
　(小児･乳児)
　3時間

4/7(火)･25(土)･5/1(金)･
6/13(土)･19(金)

午前9:00～

3/13(金)
4/15(水)･5/10(日)･
25(月)･6/24(水）

午後1:15～

救
命
入
門
コ
ー
ス

救命講習 検索

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6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

文化のみち橦
し ゅ も く

木館 展示｢織りと染
め～但馬ちりめんを知る～｣

3/14(土)～29(日)の開館日､午
前10:00～午後5:00
入館料必要

★ワークショップ｢友禅の摺
す

り込み｣
3/21(土)午後2:00～3:30
小学生以上の方(小学生は保
護者同伴)｡先着10人
3/11(水)午前10:00～電話で
同館(東区橦木町)

同館☎939-2850(月曜日休み)
FAX939-2851

日時

日時

対象

料金

問合

申込

揚輝荘(南園)聴
ちょうしょうかく

松閣の催し
①アコース

ティック
デ ュ オ
｢比

ひ

翼
よ く

鳥
ど り

｣
コンサー
ト

3/15(日)午前11:00～11:30･
午後1:30～2:00

②フラワーアレンジメント教室
3/20(金･祝)午後1:30～3:30

①当日先着各50人②先着20人
入館料必要(②は別途300円必
要)
①不要②3/11(水)午前9:30～
電話で同所(千種区法王町)
☎759-4450(月曜日休み)
FAX759-4451

日時

日時

料金

人数

申込

文化のみち二葉館の催し
①｢なごや･産業発展の礎 文化のみ

ちゆかりの起業家たち｣展
3 / 1 8 ( 水 ) ～ 2 2 ( 日 ) 午 前
10:00～午後5:00

②伝統芸能体験講習会｢三味線(初心
者向け)｣

3/28(土)午後1:00～1:45
③伝統芸能体験講習会｢正調名古屋

甚句･どどいつ｣
3/28(土)午後2:00～2:45

②③先着15人
入館料必要
①不要②③3/11(水)午前10:00～
電話で同館(東区橦木町)
☎･FAX936-3836(月曜日休み)

日時

日時

日時

料金

人数

申込

名古屋フィルハーモニー交響楽団
市民会館名曲シリーズ ボヘミアン
クラシックス

4/7(火)午後6:45～8:45
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)
ドヴォルザーク:交響曲第8番ト
長調など
小学生以上の方
2,200～7,900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

日時

料金

対象

演目

場所

問合

ナゴヤファッションコンテスト
デザイン画の募集

レディス･メンズ･キッズ(5･6歳)の
未発表オリジナル作品

デザイン画に基づいた実制作
ができ､9/16(水)のリハーサ
ルと9/17(木)の最終公開審査
会に参加できる方(共同応募不
可)
審査料1点500円
5/21(木)必着
ナゴヤファッションプロモー
ション実行委員会(ナゴヤファッ
ション協会内)
☎265-2030 FAX265-2036
(市民経済局産業労働課
☎972-2412 FAX972-4139)

対象

受付

料金

問合

白鳥庭園 句界庭園
①高校生俳句大合戦

3/28(土)午後1:00～4:00
②俳句プレイランド…気になる俳句

を絵にするワークショップなど
3/28(土)･29(日)午前10:00～
午後4:00

③俳句エキサイトマッチ…若手俳人
と参加者が共に作る俳句ゲーム

3/29(日)午後2:00～2:40
入園料必要(②は別途300円必
要)
同園(熱田区熱田西町)
☎681-8928(月曜日休み)
FAX681-9288

日時

日時

日時

料金

問合

体感!しだみ古墳群ミュージアム
ミニ展示｢志段味古墳群前史～縄文
時代の歴史の里 しだみ古墳群～｣

3/17(火)～
2 2 ( 日 ) 午 前
9 :00～午後
5:00(展示室
への入場は午
後4:30まで)
展示室入場料必要
同所(守山区大字上志段味)
☎739-0520(月曜日休み)
FAX739-0524

日時

料金

申込

西大久手古墳の発掘調査で
出土した矢じり

市博物館 常設展企画展示｢浮世絵
にみる有松絞店｣

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
同館(瑞穂区瑞穂通)
☎853-2655(月曜･第4火曜日
休み) FAX853-3636

日時

料金
問合

歌川広重｢東海道五拾三次之内 鳴海 名物有松絞｣

文化小劇場の休館
天井等落下防止対策工事のため休館
します｡
★港文化小劇場…令和3年4月1日～

令和4年1月3日
★東･緑文化小劇場…令和3年4月1

日～令和4年3月31日
※再開館後の利用申し込み(利用月

の12カ月前から受け付け)は休館
中も受け付け(港･緑文化小劇場は
日曜日を除く)

観光文化交流局文化振興室
☎972-3175 FAX972-4128

問合

Nagoyaチラシデザイン大賞
応募作品展

① 3 / 1 0 ( 火 ) ～ 1 5 ( 日 ) 午 前
9:30～午後7:00(3/15は午
後5:00まで)②3/18(水)～
23(月)･3/25(水)～30(月)午前
9:00～午後8:00
①市民ギャラリー矢田第7展示
室(東区大幸南一丁目)②ナディ
アパーク7階文化情報ひろば
(中区栄三丁目)
市文化振興事業団
☎249-9387 FAX249-9386

日時

場所

問合

無料

名古屋港水族館 特別展｢びっくり
生物大集合 ～究極の技をもつ水の
生きものたち～｣

3/14(土)～5/31(日)の開館日
入館料必要
同館(港区港町)☎654-7080
(月曜日休み｡ただし3/30･4/6･
5/4･25は開館)FAX654-7001

※動物取扱業の登録内容は⓰面参照

問合

日程

料金

旅まつり名古屋
国内外の観光情報の提供･郷土芸能
の披露･特産品の販売を通して旅
の魅力を伝える｡ご当地キャラク
ターも登場

3/14(土)･15(日)午前10:00～
午後5:00
久屋大通公園エディオン久屋広
場･エンゼル広場(中区)
入場無料
同実行委員会(名古屋観光コン
ベンションビューロー内)
☎202-1677 FAX231-0922

問合

日時

場所

料金

休養温泉ホーム松ケ島
｢湯

ゆ

ったり健康宿泊プラン｣
健康に役立つイベントと食事のプラン

①7/15 (水)②9/16 (水)③
10/21(水)～各1泊2日(3食付
き)
市内在住で65歳以上の方(同伴
者は20歳以上)｡先着各80人
60歳以上･ひとり親家庭･身体
障害者手帳などをお持ちの方
8,500円､一般8,800円
①4/10 (金)②6/11 (木)③
7/10(金)午前9:00～電話か
ファクスで同所(三重県桑名市)
☎0594-42-3330(水曜日休み)
FAX0594-42-3396

申込

日程

対象

料金

堀川フラワーフェスティバル
ハンギングバスケット制作者の募集

作品は5/8(金)～
23(土)開催の同
フェスティバル
で展示(作品返却
は5/24)

4/9 (木)～
13(月)午前
10:00～･午後1:00～
堀川錦橋南側｢みのりの広場｣
(中村区名駅五丁目)
各40人程度
2,000円(以前に参加しバス
ケット持参の方は1,500円)
ホームページ･電話･Eメール(希
望日時も記入)でトラベルコン
シェルジュ☎528-4151
　info@nagoyantour.com
希望日の前日まで
緑政土木局河川計画課
☎972-2891 FAX972-4193
horikawa.flower-festival.com

申込

受付

問合

HP

日時

場所

人数

料金

なごや福祉用具プラザ～プラザまつ
り｢福祉用具プラザへ行こう!｣

講演会･健康教室･介護用ロボットの
展示など

3/15(日)午前10:00～午後4:00
同所(昭和区御器所通)
不要(講演会と健康教室は事前
申し込み必要｡)
ホームページ
同所☎851-0051 FAX851-0056
(健康福祉局障害企画課
☎972-2587 FAX951-3999)
www.nagoya-rehab.or.jp/plaza

日時

場所

申込

案内

問合

HP

無料

文化・芸術

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6 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

市立大学病院 医師事務作業補助者

(各種診断書作成補助業務)の募集

月曜～金曜日の午前8:30～午
後5:00
病院での医療事務経験者で診療
報酬請求事務能力認定資格か診
療報酬に関する資格をお持ちの
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

ネット･モニターの募集

市の施策や事業について､インター
ネットで年10回程度のアンケート
に回答｡謝礼あり

令和2年5月～令和4年3月
市内在住の令和2年4月1日現在
18歳以上で､インターネットと
電子メールを利用できる環境に
ある方｡選考で500人
4/20(月)まで
市ウェブサイト
市民経済局広聴課
☎972-3140 FAX972-3164

期間

対象

受付

案内

問合

墓参りの交通案内

お彼岸の時期は墓地周辺の道路が混
雑します｡墓参りは公共交通機関を
ご利用ください。

【平和公園】
①地下鉄｢星ヶ丘｣駅から臨時バスを

運行
3/17(火)～21(土)

②一方通行規制
3/20(金･祝)･22(日)午前
7:00～午後4:00

【八事霊園】
③駐車禁止などの交通規制…期間中

は同霊園駐車場は利用できませ
ん｡最寄りは地下鉄｢八事｣駅､市バ
ス｢八事｣･｢山手通五丁目｣停

3/20(金･祝)午前7:00～午後
5:00

【みどりが丘公園】
④地下鉄｢徳重｣駅から臨時バスを運

行
3/20(金･祝)～22(日)

①④交通局自動車運転課
☎972-3869 FAX972-3932
②東山総合公園☎782-2111
(月曜日休み) FAX782-2140
③八事霊園･斎場管理事務所
☎832-1750 FAX832-7759

日時

日時

日程

日程

問合

八事霊園納骨堂

使用者の募集

★長期納骨壇
10年　　　100人程度
2 5 , 0 0 0 円 ( 市 外 在 住 者
37,500円)

★短期納骨壇
1年　　　200人程度
1,000円(市外在住者1,500
円)

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

期間

期間

料金

料金

人数

人数

問合

受付

ユースクエア企画委員の募集

毎月第2･4水曜日の午後7:00～
9:00に同所の事業企画や地域貢献
活動などを行う

15～34歳(中学生は除く)の方｡
選考で20人程度
随時
同所(北区柳原三丁目)☎991-8440
(月曜日休み) FAX991-8441

問合

受付

対象

おんたけ休暇村のお知らせ

★セントラル･ロッジ再開館(4/24～)
…平成29年6月25日に長野県南
部で発生した地震により休館中で
すが､4/24(金)以降の予約を受け
付けています｡

★キャンプカウンセラーの募集…
夏休みに同所を利用する小学生
などにキャンプの指導･助言を行
う｡4/12(日)･19(日)に市内で説
明会あり

4年制大学の新1年生｡60人
程度 ※説明会に不参加の方
も申し込み可
4/30(木)まで

同所(長野県木曽郡王滝村)
☎0264-48-2111
FAX0264-48-2874

問合

対象

受付

定期券の購入はお早めに

3月末～4月上旬は､定期券発売窓口
が混雑します｡通勤定期券や継続購
入の学生定期券は､地下鉄全駅に設
置されているマナカ対応券売機での
購入が便利です｡ただし､区間の変更
や在学確認が必要な定期券などは､
駅長室(｢上小田井｣駅･｢上飯田｣駅を
除く)か交通局サービスセンターで
お求めください｡

【マナカ対応券売機】
★新規･継続定期券…通用開始日の

14日前から購入可能
【駅長室･交通局サービスセンター】
★通用開始日が3/30(月)～4/14(火)

の新規定期券(他社線との連絡定期
券を除く)…3/15(日)から購入可能

★通用開始日が上記以外の新規定期
券や他社線との連絡定期券…通用
開始日の14日前から購入可能

市バス･地下鉄テレホンセン
ター☎522-0111 FAX951-3344
(交通局営業課☎972-3818
FAX972-3901)

問合

上下水道モニターの募集

年4回程度のアンケート
に回答｡浄水場やダムな
どの施設見学あり｡オリ
ジナルグッズなど謝礼
あり

令和2年5月～令和4年3月
市内在住の令和2年4月1日現
在18歳以上で､インターネット
を利用できる環境にある方(た
だし､平成26年度以降の同モニ
ター経験者と市職員を除く)｡選
考で500人
3/2(月)～4/20(月)
ホームページ·区役所情報コー
ナー･上下水道局広報サービス
課☎972-3642 FAX972-3710

期間

対象

受付

要項
配布

↑ホームページ
はこちら

南陽工場設備更新事業に係る

見解書の縦覧･公聴会

【縦覧】
3/10(火)～24(火)の開庁･開
所日
環境局地域環境対策課･港区
役所(港区港明一丁目)･南陽
支所(港区春田野三丁目)･環
境学習センター(中区栄一丁
目)･野鳥観察館(港区野跡四
丁目)

【公聴会】
4/25(土)午後1:30～(陳述の
申し出がない場合は中止)
南陽工場(港区藤前二丁目)

★陳述人の募集……希望する方は
意見の要旨の提出が必要

市内在住の方､その推薦を受
けた学識経験者や市内在勤の
方など｡選考で10人
3/10(火)～4/8(水)必着

環境局地域環境対策課
☎972-2697 FAX972-4155

日程

日時

場所

場所

受付

対象

問合

(仮称)大江川下流部公有水面埋立

てに係る環境影響評価方法書の縦

覧･意見募集など

①縦覧
3/25(水)～4/23(木)の開庁･
開所日
環境局地域環境対策課･港区
役所(港区港明一丁目)･南区
役所(南区前浜通)･環境学習
センター(中区栄一丁目)･南
生涯学習センター(南区東又
兵ヱ町)

②意見募集…郵送･Eメールか直接､
環境局地域環境対策課

 asesu-iken@kankyokyoku.
city.nagoya.lg.jp

3/25(水)～5/8(金)必着
③実施事業者による閲覧機会の提供

3/25(水)～4/23(木)の開庁日
緑政土木局河川工務課

④実施事業者による方法書説明会
3/27(金)午後7：00～
大江ホール(港区本星崎町)

①②環境局地域環境対策課
☎972-2697 FAX972-4155
③④緑政土木局河川工務課
☎972-2897 FAX972-4165

日程

日程

日時

場所

場所

場所

受付

問合

犬の鑑札済票を市委託動物病院で

交付します(3/2～)

市送付の通知はがきなどを持参で､
狂犬病予防注射と同時に交付｡委託
病院一覧は市ウェブサイトでご覧い
ただけます｡

市内で犬を飼っている方
交付手数料･注射費用など必要
健康福祉局食品衛生課
☎972-2649 FAX955-6225

問合

対象

料金

固 定 資 産 税 の 縦 覧

日時

問合

対象

4/1(水)～30(木)の開庁日､午前8:45～正午･午後1:00～5:15
固定資産税の納税者(運転免許証･パスポートなど本人確認できる
ものを持参)

市税事務所固定資産税課･
財政局固定資産税課　☎972-2343　FAX972-4124

区役所･支所でも､その区役所･支所分の縦覧が可能です｡

場所

栄市税事務所
(東区東桜一丁目）
☎959-3307

ささしま市税事務所
(中村区名駅南一丁
目）☎588-8007

金山市税事務所
(中区正木三丁目)
☎324-9807

担当

区域

千種･東･北･中･
守山･名東区

西･中村･中川･港区
昭和･瑞穂･熱田･
南･緑･天白区

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6く ら し の ガ イ ド
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中小企業向けの情報

★小規模企業生産性向上設備投資補
助金…受け付けは9/30(水)まで

新事業支援センター
☎735-0808 FAX735-2065

問合

4/1(水)～市衛生研究所が移転し

ます

市民の健康を守るための科学的･技
術的拠点として､検査研究能力を充
実･強化しました｡
★移転先…守山区大字下志段味字穴

ケ洞2266-132
同所☎737-3711 FAX736-1102問合

認知症カフェ運営に助成

月千～4千円を助成
昨年10月～今年3月の間に市内
で認知症カフェを運営し､一定
の要件を満たす団体｡選考
4/3(金)まで
認知症相談支援センター
☎919-6622 FAX913-8553
(健康福祉局地域ケア推進課
☎972-2549 FAX955-3367)

受付

問合

対象

いざ!という時のために水道の元栓

の位置を確認しましょう

地震が起きた時､自宅の水道管から
漏水した場合や指定避難所などに避
難する際は､水道メータの近くにあ
る｢元栓｣を閉めましょう｡漏水があ
ると､水道の復旧に時間がかかった
り､復旧時に水が噴き出したりする
恐れがあります｡

上下水道局経営企画課
☎972-3675 FAX961-0276

問合

生産緑地の指定申し出

3/2(月)～4/10(金)
市街化区域内の農地を今後30
年間農地として管理される方
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☎972-2463
FAX972-4141

受付

対象

案内
配布

タウンミーティング(名城公園北園

と新たな公園施設について)

県新体育館の計画地である名城公園
北園について市民の皆さまの意見･
提案を伺う

①3/20(金･祝)②3/23(月)午後
6:30～8:30(開場は午後6:00)
①北文化小劇場(北区志賀町)
②愛知学院大学名城公園キャン
パスアガルスホール(北区名城
三丁目)
市内在住の方か施設利用者｡当
日先着各200人
総務局総合調整室
☎972-2223 FAX972-4112

日時

場所

問合

対象

無料

町内会･自治会に加入しましょう

町内会･自治会は､地域の方々が自主
的につくる任意の自治組織ですが､
災害時には､町内会･自治会を通して
近所付き合いのあるところほど､地
域による救助が進み､復旧も早いと
され､安心･安全な暮らしを支えてい
ます｡加入するには､お住まいの地域
の町内会長･自治会長(ご不明なとき
は区役所地域力推進室)にお問い合
わせください｡
※パラパラ漫画ムービー｢も

しも町内会がなくなった 
ら…｣もぜひご覧ください｡

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
↑視聴は
　こちらから

★ゲートキーパー研修講師の派遣
…職場などでのゲートキーパー研修に講師(臨床心理士)を派遣

市内に会場を用意できる方
電話かファクスで健康福祉局障害企画課
開催希望日の2カ月前まで

★自死遺児支援セミナー｢親を自死で亡くした子ども
や自死遺族がサポートにつながるために｣

3/25(水)午前10:00～11:30
ウインクあいち(中村区名駅四丁目)
グリーフサポートあいちこどもの森代表の野々山尚

た か

志
し

さん
50人程度
電話･ファクス･Eメールで同事務局
☎･FAX202-3013　　info@gk-kenshu.com
3/24(火)まで

※名古屋市では､各種無料相談を実施しています｡下記の無料相談窓口
をご覧ください｡

　　健康福祉局障害企画課☎972-2283 FAX951-3999

受付

対象

日時

場所

講師

人数

申込

申込

受付

問合

【大切な人のこころを支えるゲートキーパー】

家族､友人､同僚など身近な人が悩んでいるとき､あなた
はどうしますか?悩んでいる人のサインに気付き､声を
掛けたり話を聴いて必要な支援につなげ､見守る｢ゲート
キーパー｣について学び､できることを考えてみませんか。

あなたの身近な人は悩みを抱えていませんか？

★ウェブサイト｢こころの絆
ば ん

創
そ う

膏
こ う

｣でゲート
キーパーについて学べます!ぜひご覧ください｡

ホームページは
こちら→

無料

無料 ｢うさじ｣　　｢うさじじ｣
名古屋市いのちの支援
応援キャラクター
©becco

｢ぴよ吉｣　｢うさじ｣

市こころの健康

(夜間･土日)無料相談

予約専用電話☎962-9002

(予約は祝休日を除く午前9:00～午後8:00)

精神科医などによる面接相談(予約制)｡対象はうつ病などを疑う症状のた
め医療機関にかかるかどうか迷っている方や家族など
※ファクスでのお問い合わせは健康福祉局障害企画課951-3999

思春期の

精神保健相談

市精神保健福祉センターここらぼ(中村区名楽町)
☎483-2095

第1･2木曜日､第3金曜日､第4火曜日の午後2:00～4:00(祝休日休み)｡臨
床心理士などによる面接相談(予約制)｡対象は市内在住か在勤(学)で､思春
期における悩みを抱えている方や家族
※ファクスでのお問い合わせは同所483-2029

依存症相談
市精神保健福祉センターここらぼ(中村区名楽町)
☎483-3022

第1火曜日･第3月曜日の午後2:00～4:00､第1金曜日･第4水曜日の午後
2:30～4:30､第2水曜日の午前10:00～正午(祝休日休み)｡専門相談員に
よる面接相談(予約制)｡対象は市内在住か在勤(学)で､アルコール･薬物･
ギャンブルなどの依存に悩む方や家族など
※ファクスでのお問い合わせは同所483-2029

女性のための

総合相談

イーブルなごや相談室(中区大井町)
☎321-2

つ な が ろ う

760

月曜･火曜･金曜～日曜日の午前10：00～午後4：00､水曜日の午前10：00～
午後1：00･午後6：00～8：00(祝日休み)｡家族関係や女性に対する暴力な
どの相談｡面接相談は予約制｡対象は女性
※ファクスでのお問い合わせは総務局男女平等参画推進室972-4112

名古屋盲学校

見え方についての相談

名古屋盲学校(千種区北千種一丁目）
☎711-0009 FAX723-6813

月曜～金曜日の午前9:00～午後4:30(祝休日休み)｡対象は見えにくい､見
えないなど見え方についてお困りの方や家族｡社会人で見え方の気にな
る方の相談も可

自死遺族相談
市精神保健福祉センターここらぼ(中村区名楽町)
☎483-2095

第3火曜日の午前10:00～正午(祝休日休み)｡臨床心理士による面接相談(予約
制)｡対象は市内在住で大切な人を自死で亡くされ､不安などを抱えている方
※ファクスでのお問い合わせは同所483-2029

ボランティア活動

などに関する相談

市民活動推進センター(中区栄三丁目)
☎228-8039 FAX228-8073

火曜～日曜日の午前9:00～午後9:30(日曜･祝休日は午後6:00まで)｡対象
はボランティアをしてみたい方やボランティアを募集したい団体の方など

住まい･空き家

利活用の相談
住まいの相談コーナー(中区栄三丁目)☎242-4555

★各種制度･相談窓口の案内など…午前10:00～午後7:00(木曜､第2･4水
曜日休み)

★税金､法律､登記･契約･相続､住宅取引､設計､リフォーム､分譲マンショ
ン管理､民間賃貸住宅入居に関する専門家による特別相談…相談日は
お問い合わせください。

※ファクスでのお問い合わせは住宅都市局住宅企画課972-4172

認知症電話相談 認知症コールセンター☎919-6633

月曜･水曜～金曜日の午前10:00～午後4:00､火曜日の午後2:00～
8:00(祝休日休み)｡認知症の不安などの相談｡社会福祉士などの専門職･介
護経験者が対応｡対象は認知症の方や家族など
※ファクスでのお問い合わせは913-8553

男性相談 相談専用ダイヤル☎050-3537-3644

水曜日の午後6:00～8:00･第4日曜日の午前10:00～正午(祝休日休み)｡
家族･仕事･人間関係などの相談｡男性の相談員が対応｡対象は男性
※ファクスでのお問い合わせは総務局男女平等参画推進室972-4112

無 料 相 談 窓 口 案 内

消費生活相談

消費生活センター(中区栄一丁目) ☎222-9671

(月曜～金曜日) ☎222-9690(土曜･日曜日)
FAX222-9678　   seikatsu.city.nagoya.jp

月曜～金曜日は面接･電話相談､土曜･日曜日は電話相談のみ(祝休日休み)｡
いずれも午前9:00～午後4:15｡対象は市内在住か在勤(学)の方
※Eメールによる相談もホームページから受け付けています｡

HP

ひとり親家庭の母

などの就業相談

ジョイナス.ナゴヤ(中区栄三丁目) ☎252-8824　

FAX252-8842　　 joinas-nagoya.jp

月曜～金曜日の午前10:00～午後6:00･土曜日の午前10:00～午後
4:00(祝休日休み)｡就業に関する相談など｡キャリアカウンセラーによる
就業相談や臨床心理士による心理カウンセリングは予約制｡対象はひと
り親家庭の親･20歳未満の子･寡婦の方

HP

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6 く ら し の ガ イ ド

広報なごや　令和2年3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３月１日●部数／１，１００，１５０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
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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

ナゴヤでしょ!
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）

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。

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/nagoya ※3/20の放送は午前11:33ごろ～HP

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

3/15

3/22

3/29

青少年交流プラザ

子ども応援委員会

大切な人のこころを支えるゲートキーパー

3/17

3/24

3/31

農業文化園

ナゾトキ街歩きゲーム｢地下迷宮に眠る謎2020｣

放送休止

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

※3/20の放送は3/19の午前10:16ごろ～

東山動植物園春まつり 3/14（土）～5/6（水・休）

｢多様な魅力を持つ植物園へのチャレンジ!｣
をテーマにした講演とパネルディスカッション東山再生フォーラム

開園時間 午前9:00～午後4:50（入園は午後4:30まで）

アクセス 地下鉄東山線｢東山公園｣駅3番出口 徒歩3分

東山総合公園（〒464-0804千種区東山元町3-70）
☎ 782-2111　FAX 782-2140

問合

www.higashiyama.city.nagoya.jpHP

月曜日（祝休日の場合は翌平日）休園日

高校生以上500円､市内在住65歳以上100円（顔写真付きの
年齢･住所が確認できるものを持参）､中学生以下無料

入園料

※動物取扱業の登録内容は欄外参照

3/14　～
6/14

土

日

開館時間 午前9:30～午後5:00（入場は午後4:30まで）

アクセス 地下鉄東山線･鶴舞線｢伏見｣駅5番出口 徒歩5分

同館（中区栄二丁目17-1）　☎ 201-4486　FAX 203-0788問合

月曜日（祝休日の場合は翌平日）･第3金曜日｡ただし､3/20（金･祝）は開館休館日

一般1,600円､高校･大学生900円（学生証持参）､小中学生500円観覧料

3/20（金･祝）下水道科学館
リニューアルオープン

下水道の仕組みや役割について楽しく学ぶことができる施設です｡

開館30周年を迎え､展示室を一新してリニューアルオープンします!

●暮らしと下水道　●下水処理のしくみ

●なごやの下水道の歴史と未来

●災害への備え　●下水管の維持管理
展示室

体験型の
ゲームや展示で
分かりやすく
解説!

動

飼育員が動物の特徴や魅力を紹介

各動物舎前場所

日時

飼育員さんのアニマルトーク 講演会｢コビトカバの未来｣

物園

多種多様な桜が次々と見頃を迎える桜

の回廊｡スタンプラリーなど楽しいイベ

ントが盛りだくさん!

3/14（土）～4/12（日）の開園日日程

植
桜の回廊フェスティバル

物園

3/14（土）～4/29（水・祝）の土曜･日
曜･祝日､午後1:30～・午後2:00～・
午後2:30～・午後3:00～※雨天中止

市科学館
特別展

ロシア連邦サハ共和国の永久

凍土から近年発掘された､世

界初公開を含む太古の生物の

冷凍標本を展示します｡平成

17年（2005年）に愛･地球博

で展示されたユカギルマンモ

スも再来!マンモスを通じて､

生命とは何か?や､未来のため

に最先端の生命科学技術がで

きることを考えます｡

3/22（日）午後1:00～3:30日時 動物会館場所

150人程度人数高知県立牧野植物園長の水上元さん講師

はがき･電話･Eメール（❻面右上記入例参照）で東山総合公園
　  higashiyama-k@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

申込

入園料必要料金 3/18（水）必着受付

マンモス展
～その『生命』の過去と未来～

動物会館場所

当日先着100人人数

日時 3/20（金･祝）午後1:30～2:30

講師 いしかわ動物園獣医師の堂前弘志さん

開館時間 午前9:30～午後4:30

アクセス 地下鉄名城線｢名城公園｣駅1番出口 徒歩5分

同館（北区名城一丁目3-3）　☎・FAX 911-2301問合

月曜日（3/19まではリニューアルに伴い休館中）休館日 無料入館料

愛称が「メタウォーター下水道科学館なごや」になります

みず かみ はじめ

⓰


