
今 月 の 特 集

新型コロナウイルス感染症

～一人一人ができる対策～

市長メッセージ

「力を合わせて、難局を乗り越えよう！」
　　　　　　　　　　　　　　　　 など

ぜひ読んでね！

↓手洗いをしましょう

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。市政に関する

お問い合わせは 052-971-4894　　7584@oshiete -dial.jp 名古屋おしえてダイヤル

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。

■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）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｡

新型コロナウイルス

感染症について

※今後の状況により

　変更となる場合があります。

こちらからも

ご確認いただけます↓

令和2年（2020年） 5月号

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／2,324,877人

●世帯／1,122,648世帯

●面積／326.50km2

（令和2年4月1日現在） May
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力を合わせて、難局を乗り越えよう！

～ 一人一人ができる対策 ～

新型コロナウイルス感染症

自分のため、みんなのため、そして大切な人のため。

私たちの未来のため、感染症予防策の徹底を引き続きお願いします。

やむを得ず外出する場合には、3つの「密」を避けましょう。

高齢者の皆さんへ ～日々の健康維持のために～

●帰宅時や調理の前後、食事前など

　こまめに手を洗いましょう｡

●十分な睡眠とバランスのよい食事を心掛け、免疫力を高めましょう。

●空気が乾燥すると喉の粘膜の防御機能が低下します。室内は適切

な湿度（50～60%）を保ちましょう｡

動画 ｢なごや健康体操 ひとりで体操(自宅編)｣

中京大学名誉教授の湯浅景元さん監修による

「いつでもどこでもできる」体操です。

ぜひ自宅で実践してみてください。

●咳・くしゃみをするときは、マスクをしていない

場合、ハンカチや袖などで鼻・口を覆って

「咳エチケット」を徹底しましょう。

問合 厚生労働省電話相談窓口、帰国者・接触者相談センター

※いずれも表紙参照

からだを動かしましょう

●3食バランスよく食べて、規則正しい生活をしましょう。

●毎食後・寝る前に歯磨きをしましょう。

●しっかり噛んで食べる、一人で歌の練習をする、早口言葉

などで、口周りの筋肉を保ちましょう。

食生活・口腔ケアをしっかりと

●家族・友人と電話で話しましょう。

●家族・友人と手紙・メール・SNSなどを活用し交流しましょう。

●買い物や移動など、困ったときに助けを呼べる相手を考え

ておきましょう。

人との交流も大切です

問合 健康福祉局健康増進課  ☎ 972-2627  FAX 972-4152

●人混みを避けて、一人か限られた人数で散歩しましょう。

●家の中や庭などでできる運動（ラジオ体操・スクワットなど）

をしましょう。

●家事（片付け・料理など）や庭いじり・農作業などをしましょう。

↓写真提供：国立感染症

　　　 　　 研究所

自分が感染しないために

他の人にうつさないために

↑視聴はこちら

換気の悪い

密閉空間

多数が集まる

密集場所

間近※で

会話や発声をする

密接場面
※互いに手を伸ばしたら

　届く距離

3つの条件が

そろう場所が

リスクが高い！

結果、２つのクラスターの抑え込みに成功してい

ます。しかし、いまだ感染経路不明の患者さんや

若い世代の患者さんもおり、世代を問わず感染

防止に取り組む必要性が一層高まっています。

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、引き

続き全市をあげて、全力で対応していきます。

名古屋市独自の取り組みとして、金融機関とも

連携し、商売と雇用を守ることで、市民の皆さんの

生活も守っていきます。

市民の皆さんには引き続き、手洗い・うがいをこま

めにしてもらいたいです。

どうしても外出しないといけないときは、換気の悪い

場所（密閉）、たくさんの人が集まる場所（密集）、

間近での会話など（密接）には注意してください。

今は我慢のとき。

みんなで力を合わせて、この難局を乗り越えよう！

自分を守るために、大切な人を守るために、

とにかくウチにおってちょう！ 命を守らなかんでね！

Stay at Home. Save Lives Together.

皆さんのご協力、よろしくお願いします。

市民の皆さんには感染リスクを

下げる行動へのご協力、医療

関係者の皆さんには市民の

命と健康を守るためにご尽力

していただき、本当に感謝して

います。

感染の拡大を防ぐため、全力を尽くし対応をして

いますが、残念ながらお亡くなりになられた方たちも

おみえになり、心よりお悔やみ申し上げます。

名古屋市はこれまで、早期から丁寧な対策をとった

問合
東保健センター

☎ 934-1212  FAX 937-5145

動画 「てあらにまると いっしょに てを あらおう♪」

かわいい動物キャラクターと歌で、

子どもにも楽しい手洗いをご紹介！

控えましょう！

不要不急の外出を

新型コロナウイルス感染症に関する情報は

市ウェブサイトでも提供しています｡

検索なごや健康体操

かげもと

 ２
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「不自然な傷やあざがある」｢いつも服装や身体が

不潔」といった様子の子どもや､「地域の中で孤立して

いる」保護者を見掛けていませんか？虐待の確証が

なくても、小さなサインに気付いたらまずはご連絡を

お願いします。

市では地域で親子を見守り､児童虐待を予防する｢すく

すくボランティア｣や､子育て支援の活動を手伝う｢すく

すくサポーター｣の養成講座を行っています｡詳しくは

問い合わせ先へご連絡ください。

児童虐待防止の

シンボルマークの

オレンジリボン児童虐待防止推進月間です

保護者が子どもに対して行う次の行為です｡

体罰などによらない子育てを行うには…

ひとりで悩まないで、相談してください。

児童相談所虐待対応ダイヤル

問合 子ども青少年局子ども福祉課  ☎ 972-3979  FAX 972-4438

お近くの児童相談所に

電話がつながります｡

痛ましい児童虐待が後を絶ちません。さまざまな理由

で悩みや困難を抱える親のサインに気付き、地域での

見守り・声掛けを行うことが虐待から子どもを守る

ことにつながります。

5月は

しつけと称して叩いたり、怒鳴ったりすることは子ども

の成長の助けにはならず、悪影響を及ぼす可能性が

あります。子どもと向き合うときには以下のポイント

を心掛けてみましょう。

なごやっ子SOS  ☎

24時間365日対応

言葉で攻撃する､拒否する わいせつな行為を行う

養育を十分に行わない

心理的虐待

ネグレクト

性的虐待

身体を傷つける身体的虐待

児 童 虐 待 とは…

子育てに悩む保護者や子ども自身の「SOS」に応えます。

虐待かも…と思ったら､

まずはご連絡を！

❶子どもの気持ちや考えに耳を傾けましょう

❷「言うことを聞かない」にもいろいろあることを理解しましょう

❸子どもの成長・発達によっても、できること、できないことがあります

❹子どもの状況に応じて身の周りの環境を整えてみましょう

❺注意の方向を変えたり、子どものやる気に働きかけてみましょう

❻肯定文で分かりやすく伝え、時には一緒に行動してお手本になりましょう

❼良いこと、できていることを具体的に褒めましょう

いち はや く

24時間365日対応

子どもは自らの意思で受動喫煙を避けることが困難な場合が多く、

大人や社会が受動喫煙から子どもを守る必要があります。

子どもの生活の場や子どもが利用する公共空間をはじめ、いかなる場所においても、

子どもに受動喫煙をさせることのないようにしましょう。

●子どもがいる住居の

　室内で喫煙しないよう

　努める

●子どもが同乗している

　自動車内で喫煙しないよう

　努める

「子どもを受動喫煙

から守る条例」が制定

されました

●禁煙に関する治療の普及

●受動喫煙の有害性などに関する教育推進

●屋外の分煙に関する対策

個人番号（マイナンバー）を含む個人情報の管理方法について、情報漏えいなどのリ

スクを分析し、これらに対する軽減措置をまとめた全項目評価書（案）を策定しました。

地方税に関する事務  全項目評価書  重要な変更に伴う再評価（案）

6/1（月）まで配布･募集期間

問合 財政局税務システム整備室  ☎ 265-1109  FAX 265-1118
　  a2264@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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）の他、市ウェブサイトでもご

覧いただけます。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。

皆さんの意見を市政に

パブリックコメント
皆さんのご意見を

お寄せください

問合 健康福祉局健康増進課  ☎ 972-4058  FAX 972-4152　市ウェブサイト 子どもの受動喫煙対策　条例 検索

子どもに受動喫煙をさせない

社会づくりを進めましょう！

市が行うこと市民の皆さんに協力していただきたいこと

●屋外でも子どもの

　受動喫煙の防止に

　努める

 ３
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42.1％

16.0％

10.6％

10.3％

9.4％

7.1％
4.5％4.5％4.5％

名古屋市の予算についてご紹介します｡令和2年度の一般会計当初予算額は1兆2,544億円で､
前年度当初予算額に比べ0.4%の増となりました｡

 
市民の福祉と健康
226,600円

高齢者･障害者福祉､
生活保護､子育て支援
などの費用 

 

市街地の整備 57,100円

道路・市営住宅の建設などの費用

市債の返済 55,300円

 

 

人権と市民サービス 24,300円

市役所・区役所の運営などの費用 

  

都市の安全と環境 50,800円

消防・災害対策・ごみの処理などの費用

 
  

市民の経済 38,300円

産業の振興などの費用 

各会計の当初予算額

会計名と内容

合　計

令和2年度
当初予算額

4,490億円 

2兆7,481億円

令和元年度
当初予算額

4,487億円

2兆7,986億円

対前年度
伸び率

1兆2,544億円 1兆2,499億円 0.4％

1兆1,000億円1兆447億円 △5.0％

0.1％

△1.8％

特別会計
特定の収入(保険料など)によって
特定の事業(保険事業など)を
行っている会計で､一般会計と区別
して経理する必要がある会計

一般会計
市税を主な財源とし､福祉､教育､
道 路･公 園 の 整 備 など市 政の
基本的な事業を行っている会計

公営企業会計
病院・上下水道・市バス・地下鉄
事業など､主にサービスを受ける
方からいただいた料金で運営して
いる会計

市民の教育と文化 
86,300円

学校教育などの費用 

年 度年 度 当 初 予 算22令和令和

詳しくは冊子｢令和2年度予算のあらまし｣をご覧
ください｡区役所･支所､市民情報センター(市役所
西庁舎1階)で配布しているほか､市ウェブサイト
でもご覧いただけます｡

　   

一般会計の収入と支出

入
収

市 税

市 債

その他
(国･県支出金など)

5,979億円

819億円

5,746億円

収入計

1兆2,544億円

※1

出
支

人件費

扶助費

公債費

投資的経費

その他

2,727 億円

3,370 億円

1,282 億円

1,151 億円

4,014億円

支出計

※3

※4

※5

※6

1兆2,544億円

うち120億円は
臨時財政対策債※2

※1
※2

※3 

※4
※5
※6

市民税減税による減収額は93億円
国から地方交付税の代わりに地方公共団体に認めら
れる市債
生活保護費､高齢者･子ども･障害者の医療費助成､
保育所等の運営費などの経費
市債の元金返済額および利子支払額 
道路・学校など公共施設の建設や改修の経費
国民健康保険や介護保険をはじめとした他会計への
支出金など

「市民の福祉と健康」に

一番お金を使って

いるんですね

詳しくは

市の予算の内訳を

見てみましょう

一般会計の支出について

問合 財政局財政課  ☎ 972-2306  FAX 972-4120

市民 1人当たり

538,700円
市の人口は2,328,653人
(令和2年1月1日現在)

高齢ドライバーの安全運転を支える取り組みを推進します!高齢ドライバーの安全運転を支える取り組みを推進します!高齢ドライバーの安全運転を支える取り組みを推進します!
後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制装置設置の補助 運転免許の自主返納支援

●市内在住で令和3年3月31日現在65歳以上

●有効期限内の運転免許証を保有

●｢自家用｣として車検を受けている ※｢事業用｣は対象外

●車検証の使用者欄と運転免許証の氏名が同一

●令和2年4月20日以降に同装置を設置

以下の全ての要件を満たす方対象

●申請時点で市内在住

●令和3年3月31日現在70歳以上

●令和2年3月21日～令和3年3月19日の間に運転免許証を返納
※運転免許の有効期限が切れた（失効した）方は対象外

以下の全ての要件を満たす方対象

国土交通省の性能認定を受けた同装置対 象 装 置

センサー機能付き3万2千円・センサー機能無し1万6千円補助限度額

設置費総額（本体＋工賃。消費税含む）の1割相当

※故障箇所の修理・補修、改良・改造などの費用は除く

※上記負担額は国のサポカー補助金適用後の金額

自己負担額

問合 同装置設置事業助成事務局  ☎ 433-1776

受付 来年2/14（日）まで（予算額に達した場合、期間中に終了することがあります。）

!

本事業に登録された取り扱い販売店で同装置購入・設置時に申請

（国・県・市の補助金手続きを一括して行います）

※登録事業者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｡  

※申請には運転免許証・車検証・印鑑（朱肉で押すもの）が必要

申請先
・

申請方法

受付 6/1（月）～来年3/24（水）必着（予算額に達した場合、

期間中に終了することがあります。）

〒460-0003 中区錦三丁目4-6 桜通大津第一生命ビル3階

同支援事務局（株式会社アイランド・ブレイン内）

☎ 977-3696

申請先

問合 スポーツ市民局地域安全推進課  ☎ 972-3123  FAX 972-4823

運転免許証を自主返納した方に､地下鉄・市バスなどで利用できる

マナカチャージ券（5千円分）を交付します｡

必要書類を申請先に郵送申請方法

●名古屋市運転免許自主返納支援申請書

  （市ウェブサイト・区役所地域力推進室・警察署などで配布）

●申請による運転免許取消通知書（警察署などで自主返

納する際に交付）の写し

必要書類

 名古屋市 予算のあらまし 検索

 ４
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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｡
申込区分により追加要件あり｡
抽選
5/22(金)～31(日)消印有効
5/21(木)～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

対象

受付

案内
配布

外国人高齢者給付金の支給

支給額は月額1万円
大正15年4月1日以前生まれ
で､永住または特別永住許可を
受けているか､昭和36年4月1
日以降に日本国籍を取得した方
(公的年金･生活保護受給者など
を除く)｡所得制限あり
区役所福祉課･支所区民福祉課

対象

問合

高齢者日常生活用具の給付

★電磁調理器
65歳以上で寝たきりの方や､
高齢者のみの世帯の方など

★火災警報器･自動消火器
65歳以上で､寝たきりの方
か､災害時に直ちに脱出する
ことが困難なひとり暮らし
の方

原則1割の自己負担あり
区役所福祉課･支所区民福祉課

対象

対象

料金

問合

福祉向市営住宅 入居者の募集

①ひとり親世帯②障害者世帯③車い
す利用者専用④高齢者世帯･高齢者
専用⑤親子隣居･親子同居世帯(②④
は単身者向けあり)

市内在住か在勤の方で収入要件
を満たす方｡申込区分により追
加要件あり｡抽選
6/1(月)～12(金)消印有効
5/29(金)～区役所福祉課･民生
子ども課､支所区民福祉課

対象

受付

案内
配布

ひとり親家庭等就業支援講習会

パソコン講習､ライフプラン講習､経
理･総務事務入門講習など

7～9月  　　市内各所
市内在住のひとり親家庭の親か
寡婦(離婚調停･裁判中の方も申
し込みできる講習あり)｡抽選で
各10～20人程度
教材費必要
5/8(金)～29(金) 
区役所民生子ども課･支所区民
福祉課､ジョイナス.ナゴヤ(中
区栄三丁目)
☎252-8824 FAX252-8842

対象

日程 場所

料金

受付

案内
配布

公害認定患者にプール券(12枚)を

配布します

市内在住で法律･条例に基づく
公害認定患者
来年3/5(金)まで
保健センター保健予防課
保健センター保健予防課･環境
局公害保健課
☎972-2688 FAX972-4156

対象

問合

受付

配布

国民健康保険･介護保険

～交通事故などで治療･介護サービ

スを受ける場合は届け出を～

①国民健康保険加入者が､交通事故
などの治療で保険証を使う場合は､
お住まいの区の区役所保険年金課か
支所区民福祉課へ届け出をしてくだ
さい｡国民健康保険が負担した治療
費を､後日相手方に請求します｡
②同様の原因で介護サービスを利用
した場合も､届け出が必須です｡

①区役所保険年金課･支所区民
福祉課②区役所福祉課･支所区
民福祉課

問合

里親制度休日相談窓口

児童相談所職員などが対応
5/30(土)午後1:00～2:00･
午後2:30～3:30･午後4:00～
5:00
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｡先着各2組｡託児
あり
5/11(月)午前9:00～
子ども家庭支援センターさくら
☎821-7867 FAX821-7869
(子ども青少年局子ども福祉課
☎972-2519 FAX972-4438)

日時

受付

問合

対象

場所

無料

中学生の学習支援事業

参加者の募集

6月～来年3月までの毎週1回か
2回
市内各所
市内在住でひとり親家庭(児童
扶養手当受給者本人が所得制
限内)･生活保護世帯などの中学
生｡抽選で各会場12人
5/29(金)消印有効
子どもの縁の下サポーター
☎753-3741(子ども青少年局
子ども未来企画室
☎972-3199 FAX972-4204)

場所

対象

受付

日程

問合

無料

のびのび子育てサポート事業

提供会員講習会

子育てのお手伝いをしたい方(提供
会員)が､手助けをしてほしい方(依
頼会員)に対して､保育所などへの送
迎や預かりなどの支援を行う同事業
に関する講習会
①保育士資格保有者向け

6/4(木)午後2:00～5:10
応急手当研修センター(昭和
区御器所通)

②一般向け
6/18(木)午前9:25～午後
5:00･6/30(火)午前9:10～
午後4:00の全2回
高齢者就業支援センター(昭
和区御器所通)

市内在住で20歳以上の方(①は
保育士資格取得者)｡先着①20
人②40人｡託児あり
①5/11(月)午前10:30～②
5/18(月)午前9:00～
①同事業事務局本部(子ども青
少年局子育て支援課内)
☎962-5102 FAX972-4419
②ニチイ学館名古屋支店
☎581-1411 FAX581-1440

（子ども青少年局子育て支援課)

対象

場所

場所

日時

日時

問合

受付

無料

家族介護慰労金の支給

支給額は年額10万円
支給申請の1年以上前に要介護
4か5に認定され､市民税非課税
世帯に属し､申請以前1年間介
護保険サービス(年間7日以内
のショートステイ利用を除く｡
おおむね3カ月以上の入院期間
がある場合はその前後の期間を
合算)を利用せず在宅で過ごし
た方を介護する市民税非課税世
帯の同居の親族
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

①フライングディスク
6/6(土)午前10:00～正午

②みんなでアートを楽しもう!
6/21(日)午前10:00～正午

①千種生涯学習センター(千種
区振甫町)②南生涯学習セン
ター(南区東又兵ヱ町)
15歳以上で知的障害がある方
と保護者｡先着①20人②15人
実費負担あり
5/12(火)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

対象

料金

申込

場所

問合

民生委員･児童委員による相談

福祉･子育てに関する困り事があり
ましたら､お近くの民生委員･児童
委員にお気軽にご相談ください｡委
員には守秘義務があり､相談内容の
秘密は守られます｡
※民生委員･児童委員の

活動についてのPR動画
もご覧ください｡

区役所民生子ども課問合

無料

↑視聴はこちらから

交通事故の加害者は被害者に対し､保険加入の有無にかかわらず
損害賠償義務を負いますので､加害者はあなたにけがによる治療

費などを支払わなければなりません｡加害者が保険に入っておらず､支
払い能力もない場合は､以下のような支払いを受ける方法があります｡
★加害者の自賠責保険から
★｢無保険車傷害保険｣が付いている場合､あなたの保険から
★加害者が自賠責保険にも未加入の場合､国土交通省の保障事業への
　請求手続き
どの方法で支払いを受けられるかについては､一度弁護士にご相談ください｡
　　　　　　　　　　（愛知県弁護士会☎203-0730 FAX204-1690）

法 律 相 談 交通事故の相手が無保険だったら…

Q 自動車の交通事故でけがをしたのですが､ 相手が保険に入って
いませんでした｡ 損害は賠償してもらえないのでしょうか｡

A

生活・福祉

掲載されているイベントや行事などについては、中止や内容変更となる場合がありますので､予めご了承ください。

最新情報は各問い合わせ先へご確認いただくか、市ウェブサイトをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響について

〈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、5月1日(金)
　からです。

■広報なごや5月号には…
　記事の内容(開催日･申込期限など)が原則
　5月11日(月)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

2020/6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

24/31 25 26 27 28 29 30

2020/5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｡
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）

こちらから
アクセス→

こちらから
アクセス→

 ５
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文化のみち橦木館 木工家ウィーク

NAGOYA～かたちのなりたち～

全国各地の木工家が制作した椅子を

展示

6/5(金)～7(日)午前10:00～午

後5:00

入館料必要　　　不要

同館(東区橦木町)

☎939-2850(月曜日休み)

FAX939-2851

日時

料金 申込

問合

体感!しだみ古墳群ミュージアムの

催し

① 春 の 企 画 展 示

｢熱田台地の三

大古墳―断
だ ん

夫
ぷ

山
さ ん

古墳･大須二子

山古墳･白
し ろ と り

鳥古

墳―｣

6 / 1 4 ( 日 )

ま で の 開

館 日 ､ 午 前

9:00～午後5:00(展示室への

入場は午後4:30まで)

②講演会｢志段味古墳群と尾張氏｣

5/17(日)午後1:30～3:00

当日先着100人

①展示室入場料必要②500円

同所(守山区大字上志段味)

☎739-0520(月曜日､ただし祝

休日の場合は翌平日休み)

FAX739-0524

日時

日時

人数

料金

問合

文化のみち二葉館の催し

★ 真
ま た ろ

多 呂 人 形 展

｢久
く

遠
お ん

の光り｣

5/20(水)

～24(日)午

前 1 0：0 0

～午後5:00(5/24は午後3:00

まで)

★クラリネットコンサート｢艶めく

調べ｣

5/23(土)午後1:30～2:00

入館料必要

同館(東区橦木町)

☎･FAX936-3836(月曜日休み)

日時

日時

料金

問合

揚輝荘の催し

①スイスの伝統楽器｢アルプホルン｣

コンサート

5/17(日)午前11:00～11:30･

午後1:30～2:00

②ワークショップ｢貼り絵で夢の家

を描こう!｣

5/24(日)午後1:30～3:30

③～青もみじに囲まれて～市指定有

形文化財｢伴
ば ん  が  ろ う

華楼｣で楽しむ昼食会

6/18(木)午前11:30～午後

1:30

①②南園聴
ちょうしょう

松閣
か く

③北園伴華楼

①当日先着各50人②先着20人

③抽選で20人

①②入館料必要(②は別途500

円必要)③4,000円

①不要②5/12(火)午前9:30

～電話で③往復はがきで揚輝

荘(〒464-0057千種区法王町

2-5-17)☎759-4450(月曜日休

み) FAX759-4451

③6/2(火)必着

日時

日時

日時

料金

申込

人数

場所

受付

名古屋能楽堂 七月定例公演

初心者向けの解説付き

7/5(日)午後2:00～4:30

能｢阿
あ

漕
こ ぎ

｣･狂言｢附
ぶ

子
す

｣

小学生以上の方

学生1,000円･一般2,200円(当

日各500円増)､指定席3,200

円｡チケットは同所(中区三の丸

一丁目)･市内プレイガイドなど

で販売中

同所☎231-0088

FAX231-8756

日時

演目

対象

料金

問合

市博物館の催し

★常設展企画展示｢時の記念日100

周年記念『時』を知る｣･｢絵葉書に

見る戦前名古屋の風景｣･｢歌
か

仙
せ ん

絵
え

｣

5/27(水)～6/21(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①｢歌仙絵｣②

｢『時』を知る｣

①5/30(土)②6/6(土)午前

10:00～11:00

当日先着各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

日時

日時

料金

人数

問合

無料

空襲で焼失した旧国宝 ･ 熱田神宮鎮皇門

蓬左文庫 企画展｢祈りのこころ―

尾張徳川家の仏教美術―｣

尾張徳川家伝来の

経典･仏像などか

ら大名家の人々が

仏教に寄せた思い

をひも解く

6 / 6 ( 土 ) ～

7/12(日)の

開館日､午前

10:00～午後

5:00(入館は

午後4:30ま

で)

観覧料必要

同所(東区徳川町) 

☎935-2173(月曜日休み)

FAX935-2174

日時

料金

問合

重文 刺繍阿弥陀三尊来迎図 
部分(徳川美術館蔵)

学芸員と巡る戦争のつめ痕
あ と

～名古

屋城界
か い わ い

隈編～

6/3(水)･6(土)午後1:00～3:30

愛知･名古屋戦争に関する資料

館(中区丸の内三丁目)集合､名

古屋城(中区本丸)解散

先着各30人程度

名古屋城観覧料必要

5/13(水)午前11:00～電話で

同館☎957-3090(月曜･火曜日

休み)

総務局総合調整室

☎972-2223 FAX972-4112

問合

申込

日時

場所

人数

料金

中止

★金融相談

経済局中小企業振興課

☎735-2000 FAX735-2104

月曜～金曜日(祝休日を除く)の午前

9:00～正午･午後1:00～4:00

★経営相談

新事業支援センター

☎735-0808 FAX735-2065

月曜～金曜日(祝休日を除く)の午前

9:00～午後5:00

日時

日時

事業者の皆さんの
無料相談窓口

★配偶者などからの暴力被害に関する相談

　窓口

●配偶者暴力相談支援センター

　☎351-5388 FAX912-7414

月曜～金曜日(祝休日を除く)の午

前10:00～午後5:00

●DV被害者ホットライン

　☎232-2201 FAX912-7414

土曜･日曜日･祝休日の午前10:00

～午後6:00

★女性のための総合相談窓口

イーブルなごや相談室☎321-2760 

※ファクスでのお問い合わせはスポーツ

　市民局男女平等参画推進室972-4206

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(いずれも祝

休日を除く)

日時

日時

日時

外出の自粛に伴い､DV被害の深刻化が心配さ
れます｡ひとりで悩まないでご相談ください。

配偶者などからの暴力 (DV)
に関する無料相談窓口

問合

①マイナンバーカード関係

以下の手続きについては、当分の間、期限を過ぎた後も通常どおり手続きできます｡
●マイナンバーカードの受け取り　　●電子証明書の更新手続き
※電子証明書の有効期限を経過した後は、更新手続きを行うまでの間、e-T

タ ッ ク ス

axなどの手続きに使えなく
　なります。

②国外からの転入(転入届)

国外からの帰国後､自宅などでの待機要請を受けている方は､新型コロナウイルス感染拡大防止の観点
から､待機要請期間経過後にお越しください｡なお､当分の間､住民基本台帳(住民票)の届け出について
は､届け出期間（異動した日から14日以内)を過ぎた後も通常通り手続きできます｡また、代理人による手
続きも可能です｡国外からの転入(転入届)に必要な書類については､市ウェブサイトで案内しています。

③転出届

以下の書類をお住まいだった区の区役所(支所管内の場合は支所）へ送付してください。
●転出届(市ウェブサイトからダウンロードできます)
●返信用封筒(返信用切手を貼り付けて宛名を書いたもの｡ただし､転出される方の中にマイナンバーカード
　をお持ちの方がいる場合は不要)
●本人確認書類の写し（運転免許証･マイナンバーカードなど）
※住民基本台帳(住民票)の届け出のうち､転入届や世帯主変更などは､郵送による手続きができません｡
※市内の他の区へ転出するときは、転出届は不要です。新しくお住まいになる区の区役所･支所で転入手
　続きをお願いします。

④住民票・戸籍などの証明

住民票の写し･戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などの証明は､区役所･支所の窓口にお越しいただかなく
ても､郵送で請求ができます｡詳しくは､市ウェブサイトで案内しています。

名古屋おしえてダイヤル☎953-7584

(区役所市民課･支所区民生活課)

区役所市民課(支所区民生活課)の手続きに関するご案内

 申請書･届出書 ダウンロードサービス 検索

転出届の様式のダウンロードは
　市ウェブサイト

新型コロナウイルス感染症に関連するお知らせ

 郵便等による請求について 検索市ウェブサイト

住民基本台帳の届出 検索市ウェブサイト

よくある質問はこちらから→

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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東山動植物園 名古屋メダカ里親プ

ロジェクト 参加者の募集

絶滅危
き ぐ

惧種である
名古屋メダカ(ニ
ホンメダカ)の飼
育･繁殖を行う里
親を募集
★個人…1人10匹

市内在住の小学3年～中学
生で､6/25(木)午後2:00～
3:30の講習会(同園入園料必
要)に参加できる方｡抽選で
30人

★学校…1校10匹
市内の小中学校｡抽選で3校

5/29(金)必着
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

受付

対象

対象

なごや森づくり講座i
イ ン

nなごや東山

の森～ヤマツツジいっぱい咲く森

づくり～

ヤマツツジの観察･株数確認､木の伐
採体験などを通して森づくりについ
て学ぶ

6/7(日)午前10:00～正午
※雨天の場合は6/13(土)に延期
平和公園くらしの森(千種区東
明町)
小学生以上の方(小学生は保護
者同伴)｡抽選で20人
電子申請かはがき(年齢も記入)
でみどりの協会(〒466-0064
昭和区鶴舞一丁目1-166)
☎731-8590 FAX731-0201
5/22(金)必着
緑政土木局緑地利活用課
☎972-2489 FAX972-4143

問合

申込

受付

日時

対象

場所

無料

ほのぼの自然体験

岩
い わ な

魚釣り･乗馬･そ
ば打ち体験など

7/23(木･祝)～
1泊2日(3食付
き)
開田高原(長野県木曽郡木曽町)
市内在住か在勤で､5歳～中学
生を含む家族｡抽選で40人
小学生以下1万5千円･中学生以
上1万9千円
6/17(水)必着
区役所地域力推進室･市スポーツ
施設･図書館
市レクリエーション協会(ス
ポーツ市民局スポーツ振興室内)
☎971-1026 FAX972-4417

問合

受付

対象

料金

日程

場所

案内
配布

農園めぐり参加者の募集

畑 を 巡 り な
が ら 野 菜 を
収穫

7/4(土)
ま た は
5(日)
天白区菅田地区の2農園
市内在住か在勤(学)の方｡抽選
で150組
1組2,150円
往復はがき(1組1通まで)で緑
政土木局都市農業課
☎972-4071 FAX972-4141
5/20(水)消印有効受付

申込

対象

料金

日程

場所

5月は不法投棄防止強調月間です

不法投棄には､5年以下の懲役もし
くは1千万円以下の罰金､またはそ
の両方が科せられます｡テレビや洗
濯機などはリサイクルが義務付けら
れていますので､適正に処分してく
ださい｡

環境事業所･環境局作業課
☎972-2385 FAX972-4133

問合

島田緑地自然生態園

自然観察会

普段は非公開
の 同 園 で ､ 自
然観察指導員
の 案 内 の も
と ､ 世 界 最 小
級のハッチョ
ウトンボなどを観察

6/20(土)･21(日)午前10:00～
正午
同園(天白区高島二丁目)
小学生以上の方(小学生は保護
者同伴)｡抽選で各60人
電子申請か往復はがき(1通5人
まで､希望日･年齢も記入)でみ
どりの協会(〒466-0064昭和
区鶴舞一丁目1-166) 
☎731-8590 FAX731-0201
6/5(金)消印有効
天白土木事務所
☎803-6644 FAX805-1594

問合

受付

対象

申込

日時

場所

無料

エコパルなごや マンスリー企画展

示｢リユース家具の展示｣

粗大ごみとして出されたまだ使用で
きる家具類を修理して展示

5/12(火)～6/20(土)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

民有地緑化助成事業

みどりの補助金

優良な緑化工事に対して工事費を
2分の1まで補助(上限500万円)

12/28(月)まで
市ウェブサイト
緑政土木局緑地維持課
☎972-2465 FAX972-4143

問合

受付

案内

掲載されているイベントや行事などについては、中止や内容変更となる場合がありますので､予めご了承ください。

最新情報は各問い合わせ先へご確認いただくか、市ウェブサイトをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響について

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57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

木曽三川流域フォトコンテスト

作品の募集

木曽三川流域の魅力を伝える写真を
募集｡入賞者には同流域の特産品を
プレゼント!
　　6/1(月)~11/6(金)必着

ホームページ･上下水道局経営
企画課
☎972-3615 FAX961-0276
www.water.city.nagoya.jp/
kisosansen

受付

HP

要項
配布

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)

★名古屋友禅教室 手描き友禅体験
…6/27(土)午後1:30～3:30｡20
人｡1,000円

農業センター　d
で ら

elaふぁーむ

〒468-0021天白区天白町大字平針字
黒石2872-3 ☎801-5221(月曜日休み)
★食農体験教室｢梅干しづくりと梅

仕事のはなし｣…6/13(土)午後
1:30～3:30｡12組(1組4人まで｡
中学生以下のみは不可)｡1人300
円｡別途材料代1組900円必要

緑化施設の催し

申し込みは5/20(水)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。

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)

★薔
ば ら

薇の香水作り～自然でやさし
い バ ラ の 香 り を 作 り ま す ～ …
6/21(日)午後1:30～3:30｡30
人｡2,500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)

★ハナショウブの魅力
と育て方…6/7(日)
午 前 1 0 : 0 0 ～ 正
午｡45人｡無料

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)
★薬草魔女の和ハーブレッスン♪

…6/20(土)午前10:00～正午｡20
人｡500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)
★コチョウランの種類と育て方…

6/14(日)午後1:30～4:00｡30
人｡1,800円

自然・環境

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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案内
配布

手話通訳者認定試験

6/28(日)
名身連福祉センター(中村区中
村町)
20歳以上で､手話講習などを2
年以上受講し､手話技術などを
習得した方
5/31(日)必着
区役所福祉課･支所区民福祉
課､名身連聴覚言語障害者情報
文化センター(名身連福祉セン
ター内)☎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

受付

日程

対象

場所

無料

なごやナースキャリアサポートセ

ンター トピックス研修会

テーマは｢意思決定への支援(ACP)｣
6/6(土)･7/4(土)･8/22(土)･
9/12(土)午後1:30～4:30
市内在勤の看護職員｡各30人程度
500円
開催日の1週間前まで
同センター(東区葵一丁目)
☎936-4883 FAX979-4560

料金

受付

問合

日時

対象

市民企画運営講座｢なごやか市民

教室｣ボランティア講師の募集

持っている知識や技能を生かして､
各区生涯学習センターで講座を行う

20歳以上の方｡選考で80人
6/22(月)必着
ホームページ
教育委員会生涯学習課分室
☎･FAX321-1579(第3木曜日
休み)
www.suisin.city.nagoya.jp

受付

案内

問合

HP

対象

生涯学習相談員ボランティア養成

講座

6/2(火)～7/28(火)の火曜日の
全9回､午後1:30～3:30
イーブルなごや(中区大井町)
抽選で20人　　　4,500円
5/19(火)必着
教育委員会生涯学習課分室
☎･FAX321-1579(第3木曜日
休み)

問合

受付

日時

人数 料金

場所

イーブルなごや 

精神的DV･モラハラと心のセルフ

ケア

6/27(土)午前10:00～11:30
女性｡20人程度
無料｡託児は40円
電話で同所(中区大井町)
☎321-2760(第3木曜日休み)
FAX322-9458
6/26(金)まで(託児は6/20ま
で)

受付

申込

料金

日時

対象

高齢者就業支援センター 講座･講習

①就業にも役立つ
パソコン/ホーム
ページ作成入門

6/15(月)～
7/1 (水)の
月曜･水曜･
金曜日の全
8回､午後1:30～3:30

②就業にも役立つパソコン/デジタ
ル写真(基礎)

6/22(月)･24(水)･29(月)･
7 / 1 ( 水 ) の 全 4 回 ､ 午 前
10:00～正午

市内在住の55歳以上で①ワード
の操作ができる方②パソコンの
基本操作ができる方｡抽選で各
20人
①14,800円②7,100円
5/20(水)必着
同センター(昭和区御器所通)
☎842-4691 FAX842-4894

受付

問合

料金

日時

日時

対象

イーブルなごやの催し

女性起業家ビギナーズサロン

5/30(土)～7/4(土)の土曜日
の全5回(6/27を除く)､午後
1:30～4:00
女性｡30人程度
5,000円｡託児は別途40円
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
5/29(金)まで(託児は5/23ま
で)
e-able-nagoya.jp

受付

HP

申込

料金

日時

対象

ソレイユプラザなごや

人権セミナー

①オール1の落ち
こぼれ､教師に
なる～いじめ､
引きこもり､天
涯孤独の絶望を
乗り越えて～

6/19(金)午
前10:30～
午後0:30
元高校教師の宮本延

ま さ は る

春さん
②私たちは｢部落差別｣にどう向き

合っていくか～一緒に考えるとい
うこと～

6/20(土)午後2:00～4:00
とよなか国際交流協会職員の
三木幸

ゆ き

美
み

さん
市内在住か在勤(学)の方｡抽選
で①50人②80人
電子申請･電話･ファクスで同所
(中区栄一丁目)
☎684-7017(月曜日休み)
FAX684-7018
6/2(火)まで受付

申込

日時

日時

講師

講師

対象

無料

宮本延春さん

代筆･代読支援員養成講習

視覚に障害のある方が読み書きをす
る際の介助に必要な知識や技能を学
ぶ

6/3(水)･4(木)の全2回､午前
9:30～午後5:00
高齢者就業支援センター(昭和
区御器所通)
18歳以上の受講後市内で同支
援員として活動できる方｡20人
テキスト代2千円
ファクス･Eメール･はがき(ふり
がな･年齢･受講動機も記入)で
日々のくらし相談室
(〒456-0062熱田区大宝一丁
目1-1A棟014号)
☎211-7461 FAX211-7465
　s h i k a k u - s o u d a n @
nagoya-l ighthouse.jp
5/20(水)消印有効
健康福祉局障害企画課
☎972-2587 FAX951-3999

問合

料金

申込

受付

日時

対象

場所

掲載されているイベントや行事などについては、中止や内容変更となる場合がありますので､予めご了承ください。

最新情報は各問い合わせ先へご確認いただくか、市ウェブサイトをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響について

ユースクエア ぼくらのサードプレ

イス(第三の居場所)

コミュニケーションに不安がある
などの青少年が集まってグループ
ワークやゲームを通して交流する

5/24(日)･6/28(日)･7/26(日)
の全3回､午後1:00～3:00
15～34歳の方(中学生を除く)｡
抽選で12人
5/23(土)まで
同所(北区柳原三丁目)
☎991-8440(月曜日休み)
FAX991-8441

対象

受付

問合

日時

無料

少年少女発明クラブ

①ラベルライター分解組み立て教室
7/25(土)･8/1(土)･2(日)･
16(日)午前10:00～正午･午
後1:00～3:00･午後4:00～
6:00
ブラザーミュージアム(瑞穂
区塩入町)

②3次元設計教室…3
スリーディー

D C
キ ャ ド

ADと3D
プリンターを使った設計体験

7/27(月)･28(火)､7/30(木)･
31(金)､12/24(木)･25(金)の
各2日間
株式会社シーアールイー(中
区金山一丁目)

①小学4年～中学生と保護者②
中学生｡抽選で①各20組②各
10人
①1組千円②3千円
①6/19(金)②6/26(金)消印有
効
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･経済局次世代産業振
興課
☎972-2419 FAX972-4135

料金

場所

場所

対象

受付

日時

日程

案内
配布

市立大学

夏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

6/19(金)･20(土)午前10:00～
正午
同大学田辺通キャンパス薬学部
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
学部事務室(〒467-8603瑞穂
区田辺通3-1)☎836-3402
FAX834-9309　 yakusouen@
phar.nagoya-cu.ac.jp
5/22(金)必着

人数

料金

場所

申込

受付

日時

市科学館 プラネタリウム一般投影 

5月｢世界の星空めぐり｣

5/31(日)までの開館日
当日先着各回最大345人
大人800円､高校･大学生500
円､中学生以下無料
同館(中区栄二丁目)
☎201-4486(月曜､第3金曜日
休み) FAX203-0788

問合

日程

人数

料金

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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動物愛護センターの催し

①問題犬のためのし
つけ方教室

6/17(水)午
後 1 : 3 0 ～
3:30

②犬のしつけ方教室
6/27(土)午
後2:00～3:30

市内在住の方(①は登録･狂犬病
予防注射･混合ワクチン接種が
済んでいる犬の同伴可)｡抽選で
①15組(うち犬同伴は4組程度)
②30人
電子申請か往復はがき(希望日､
犬の種類･年齢･性別･体重･困り
事､①は犬の同伴希望の有無も
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
①6/3(水)②5/31(日)必着

対象

受付

申込

日時

日時

無料

荒子川公園

ラベンダーフェア

約20種類3千株のラベンダーが見頃
を迎える｡コンサート･体験教室など
も開催

6/6(土)～21(日)午前9:00～午
後4:30
同園ガーデンプラザ(港区品川
町)☎384-8787(月曜･第3水曜
日休み) FAX384-5664

問合

日時

徳川園の催し

★盆
ぼ ん せ き

石展…石と白砂で描いた伝統的
な縮景芸術

5/22(金)～24(日)午前10:00～
午後4:30(5/22は正午～)

★和傘の展示…28種1700株のハナ
ショウブを背景に展示

6/6(土)～21(日)の開園日､
午前9:30～午後5:00

入園料必要
同園(東区徳川町)☎935-8988
(月曜日休み) FAX937-3847

日時

日時

料金

問合

スポ･レク教室

レ ク リ エ ー シ ョ
ン イ ン デ ィ ア
カ ･ ソ フ ト バ
レーボール･ミニ
テニスなどを家族
やグループで楽し
む

6/27(土)午前9:40～午後2:45
中スポーツセンター(中区栄一
丁目)
抽選で100人
300円　　　6/18(木)必着
区役所地域力推進室･市スポーツ
施設･図書館
市レクリエーション協会(ス
ポーツ市民局スポーツ振興室内)
☎971-1026 FAX972-4417

日時

場所

料金 受付

人数

問合

要項
配布

ぜんそく児のための教室

①水泳教室
…市内6
カ所でそ
れぞれ5
回の連続
教室｡事前説明会あり

7～8月(午後に2時間程度)
②音楽教室…歌の練習な

ど
7/24(金･祝)･29(水)･
31(金)･8/7(金)･
19(水)･21(金)の全6回､午前
10:00～11:30
音楽プラザ(中区金山一丁目)

小児ぜんそく児の①年中～小
学4年生②小学生｡選考で①各
30～50人②40人
5/29(金)必着
環境局公害保健課
☎972-2690 FAX972-4156

日程

日時

場所

受付

問合

対象

無料

掲載されているイベントや行事などについては、中止や内容変更となる場合がありますので､予めご了承ください。

最新情報は各問い合わせ先へご確認いただくか、市ウェブサイトをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響について

保育士就労サポート研修

保育士資格があ
り現在保育関係
の仕事をしてい
ない方が､市内
の保育所などで
働くための全2日の研修(講義のみ
参加も可)｡就労案内あり
★講義

7/13(月)午前9:30～午後
3:30
あい★彡ワーク4階ハロー
ワークセミナールーム(中区錦
二丁目)

★見学実習･交流会
7/14(火)午前9:00～午後
3:30
公立保育所･あい★彡ワーク

保育士資格取得者で研修後市内
の保育所などで就労意欲のある
方｡抽選で50人｡託児あり(抽選
で10人程度)
実習時の給食代230円程度必要
往復はがき(託児希望の有無も記
入)で子ども青少年局保育運営課
☎972-4646 FAX972-4116
5/18(月)～6/22(月)必着

料金

場所

場所

受付

申込

対象

日時

日時

名古屋国際センター 外国人児童･

生徒サポーター研修～入門編～

外国人の子ども
と保護者の現状
や 課 題 を 理 解
し､関わり方を
考える

6/14(日)･
28(日)･
7/12(日)の全3回､午後1:30～
4:30
選考で40人
一般1,500円･学生1,000円
ホームページ･電話･Eメールで
同センター(中村区那古野一丁
目)
☎581-5689(月曜日休み)
FAX581-5629
　seminar-vol@nic-nagoya.or.jp
5/12(火)～23(土)
nic-nagoya.or.jp

料金

人数

申込

受付

HP

日時

名古屋城検定①初級②中級③上級

11/14(土)①③午前10:30～②
午後2:30～
市公会堂(昭和区鶴舞一丁目)
①一般2,000円･中学生以下
1,000円②③一般3,000円･中
学生以下1,500円※いずれも保
護者と同時受験の場合､保護者
1人につき中学生以下1人無料
6/8(月)～10/30(金)必着
ホ ー ム ペ ー ジ ･ 区 役 所 情 報
コーナー･図書館
名古屋城PRイベント実行委員
会(三晃社内)
☎961-7580 FAX951-4492
(名古屋城総合事務所
☎231-1700 FAX201-3646)
www.nagoyajo.city.nagoya.jp

料金

場所

問合

HP

受付

日時

案内
配布

受付

問合

対象

期間

市長室広報課
☎972-3132 FAX972-4126

来年3/31(水)まで
市内在住か在勤(学)で､お
おむね15人以上を目安と
し､市内に会場を用意でき
る方
実施希望日の20日前まで

市ウェブサイト

市の取り組みやまちづくりに関し
て知りたいこと､疑問に思うことに
ついて市の職員が説明に伺います｡
全199テーマの中から､テーマを1
つ選んで､お申し込みください｡

市政出前トーク

検索 市政出前トーク

※新型コロナウイルス感染症拡大

　防止のため ､ 実施希望日によっ

　ては延期 ･ お断りさせていただ

　く可能性があります。

無料

(出典：首相官邸ホームページ)

レジャー 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5 く ら し の ガ イ ド
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災害時医療救護班員の募集

発災時に中学校に参集し､避難所な
どで医師と医療救護活動などを行う

看護師･薬剤師･保健師などの資
格取得者か医療事務員の方
ホームページ･保健センター企画
管理係･市医師会(東区葵一丁目)
☎937-7801 FAX937-6323
健康福祉局保健医療課
☎972-2623 FAX972-4154
ishikai.nagoya

問合

HP

対象

案内
配布

人とペットの共生推進協議会公募

委員の募集

年2回程度平日に開催される会議に
出席し､意見交換を行う｡謝礼あり

令和2年8月～令和4年7月
市内在住で20歳以上の方｡選考
で1人
5/8(金)～29(金)消印有効
5/8(金)～市ウェブサイト･保健
センター･健康福祉局食品衛生課
☎972-2649 FAX955-6225

期間

対象

受付

要項
配布

｢健康なごやプラン21｣推進会議

市民委員の募集

年2～3回程度開催する会議に出席
し､市民の健康増進や生活習慣病予
防などを図る計画を推進するための
意見交換を行う｡謝礼あり

令和2年8月～令和4年3月
市内在住で20歳以上の方｡選考
で2人
5/28(木)必着
市ウェブサイト･健康福祉局健
康増進課
☎972-2637 FAX972-4152

期間

対象

受付

要項
配布

市美術館ボランティアの募集

来館者の作品鑑賞や小中学生向け体
験学習の支援などを行う｡選考後､10
月～来年3月に全9回の養成講座あり

令和3年4月～令和6年3月(更
新あり)
平成13年4月1日以前生まれな
どの要件を満たす方｡選考で40
人程度
7/15(水)必着
区役所情報コーナー･図書館･市
美術館(中区栄二丁目)
☎212-0001 FAX212-0005

期間

対象

受付

要項
配布

名古屋創業準備ルーム

｢D
ド リ ー ム

ream n
ナ ビ

abi☆｣利用者の募集

創業準備のためのスペースを提供｡
専 門 家 に よ る 連 続 1 0 回 の セ ミ
ナーや創業相談もあり

7月～12月
名古屋ビジネスインキュベータ
白金(昭和区福江二丁目)
市内で創業を目指す方｡選考で
14人
登録料5千円
6/9(火)必着
新事業支援センター
☎883-8711 FAX882-0566

問合

受付

料金

対象

場所

危険な動物(特定動物)の飼育には

許可が必要です!

法令の改正により､大型のネコ科動
物や毒ヘビなど危険な動物の交雑種
を飼っている方も､許可が必要にな
りました｡

5/31(日)まで
動物愛護センター
☎762-0380 FAX762-0423

問合

受付

工業統計調査にご回答ください

6/1(月)現在の従業者数や製造品
出荷額などを調査｡5月中旬から
調査員証を持った調査員が伺いま
す｡今年から､回答方法が郵送･イン
ターネット回答のみになりました｡

市内で製造業を営む事業所
区役所総務課･総務局統計課
☎972-2253 FAX972-4114

問合

対象

地下鉄名城線･名港線へのホーム

柵設置とダイヤ改正

転落･接触事故防止のためホーム柵
を順次設置｡また､5/23(土)に地下
鉄のダイヤ改正を実施
★名港線…｢名古屋港｣駅から順に

｢金山｣駅まで
7月ごろまでに順次稼働予定

★名城線…｢東別院駅｣から順に右回
りで全駅

7月ごろ～来年3月で順次稼
働予定

交通局駅務課
☎972-3957 FAX972-3913

問合

期間

期間

高齢者向け優良賃貸住宅

建設事業者の募集

建設費の一部を補助
高齢者向けに賃貸住宅を建設す
る市内の土地所有者など｡選考
で40戸程度
8/18(火)～8/31(月)

★説明会
5/29(金)午後2:00～3:30
市役所西庁舎 
80人程度
5/26(火)まで

市ウェブサイト
住宅都市局住宅企画課
☎972-2944 FAX972-4172

案内

問合

受付

人数

受付

場所

対象

日時

無料

名古屋市認知症の人と家族が安心し

て暮らせるまちづくり条例の施行

認知症は誰もがなり得る身近な病気
です｡同条例により､認知症の人と家
族をはじめ､全ての市民が安心して
暮らせるまち･なごやの実現を目指
します｡

市ウェブサイト
健康福祉局地域ケア推進課
☎972-2549 FAX955-3367

問合

かかりつけ医を持ちましょう

かかりつけ医とは､患者さん自身や家
族の健康管理をしてくれる身近な医
師のことです｡普段の健康状態や過去
の病歴などを把握しているので､適切
な治療が受けられ､必要な時は専門の
医療機関を紹介してもらうことがで
きます｡

健康福祉局保健医療課
☎972-2623 FAX972-4154

問合

産前･産後ヘルプ事業者の募集

家事や育児が困難な妊娠中または出
産後間もない方へ､ヘルパーを派遣｡
受け付けは随時

介護保険事業者やベビーシッ
ターなどの派遣を主な業務とす
る法人｡要件あり｡選考
子ども青少年局子育て支援課
☎972-3083 FAX972-4419

対象

問合

市立学校教員の募集

市立の高等学校･中学校･小学校･幼
稚園･特別支援学校の教員･養護教
員･栄養教員を募集

7/18(土)
来年4月
種別に応じた教諭普通免許状取
得(見込み)者で昭和46年4月2
日以降生まれの方(講師特例の
条件を満たす方は､昭和36年4
月2日以降生まれの方)｡選考
5/18(月)～29(金)
市ウェブサイト
教育委員会教職員課
☎972-3243 FAX972-4177

試験

採用

対象

受付

案内

問合

要項
配布

会計年度任用職員(児童虐待対応支

援員)の募集

5/30(土)
7月～来年3月
社会福祉事務所
業務に必要な資格か実務経験の
ある方など｡選考で4人程度
5/18(月)必着
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･子ども青少年局子ど
も福祉課
☎972-3979 FAX972-4438

試験

対象

勤務

期間

受付

要項
配布

会計年度任用職員(福祉制度案内

員)の募集

5/27(水)
7月～来年3月
東区役所･天白区役所
社会福祉士･精神保健福祉士･介
護支援専門員･障害者相談支援
専門員･保健師のいずれかの資
格取得者か､高齢者･障害者の相
談援助の実務経験が3年以上あ
る方｡選考で2人
5/15(金)必着
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･健康福祉局総務課
☎972-2509 FAX972-4145

試験

対象

勤務

期間

受付

要項
配布

名古屋高速道路公社

技術職員(土木)の募集

7/19(日)　　　
来年4月
平成2年4月2日～平成11年4月
1日生まれか､平成11年4月2日
以降生まれで大学(短期大学を
含む)か高等専門学校卒業(見込
み)の方｡選考で若干人
5/15(金)～6/12(金)消印有効
5/14(木)～ホームページ･同公
社(北区清水四丁目)
☎919-5635 FAX919-5655
www.nagoya-expressway.or.jp

試験

対象

採用

受付

HP

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
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

対象

勤務

受付

問合

HP

案内

子ども読書推進企業の募集

子どもの読書活動の推進に取り組む
企業(団体)を募集｡登録された企業
は､市ウェブサイトなどで紹介

市ウェブサイト
教育委員会生涯学習課
☎972-3252 FAX972-4178

案内

問合

期間

地下鉄アクセスガイドの配布

点字と音声による地下鉄｢丸の内｣駅
の構内案内｡点字版･デイジー版･テ
キストデータ版あり

同駅を利用する視覚障害のある方
電話かEメール(版名も記入)で市
総合リハビリテーションセンター
☎835-3523 FAX835-3745
　sikaku@nagoya-rehab.or.jp

対象

申込

無料

閲覧

納付をお忘れなく
令和2年度軽自動車税(種別割)

納期限は6月1日(月)

がん検診と特定健康診査･健康診査などに関するお知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため､区役所･保健セン
ターなどで実施を予定していた以下の集団健診(検診)について､当
面の間実施を見合わせます。
1．市国民健康保険加入者を対象とした｢特定健康診査｣
2．後期高齢者医療加入者を対象とした｢後期高齢者健康診査｣
3．１，２の会場で同時に実施する｢胃がん･大腸がん･肺がん検診｣
4．保健センターなどで実施する｢胃がん･大腸がん･乳がん検診｣

区役所･保健センターなどでの集団健診(検診)実施の見合わせ

市内協力医療機関での個別健診(検診)の受診について

がん検診などの「2019年度無料クーポン券」の有効期限の延長

(特定健康診査について)
健康福祉局保険年金課☎972-2567 FAX972-4148
(後期高齢者健康診査について）
健康福祉局医療福祉課☎972-2573 FAX972-4148

（がん検診について）
健康福祉局健康増進課☎972-2637 FAX972-4152

新型コロナウイルス感染症を考慮し､大腸がん検診･乳がん検診･
子宮がん検診･骨粗しょう症検診･歯周疾患検診の｢2019年度無料
クーポン券｣の有効期限を来年3/31(水)まで延長します｡

問合

愛知県に新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が出さ
れている期間は､1,2の健診､名古屋市の胃がん･大腸がん･肺がん･
子宮がん･乳がん･前立腺がん検診､骨粗しょう症検診､もの忘れ検
診､C型･B型肝炎ウイルス検査､歯周疾患検診､在宅寝たきり者訪
問歯科診査について､受診をお控えください｡
また､宣言解除後も風邪症状などがある場合は､医療機関とご相談
の上､健診(検診)受診の延期などの対応をお願いします。

職員などの募集 市からのお知らせ

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

❿
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令和2年度所得証明･非課税証明

(令和元年分所得)の発行

6/1(月)～

※市民税･県民税の全額が給与

から特別徴収(天引き)されて

いる方は､5/14(木)～

市税事務所管理課

日程

問合

安心･安全･快適まちづくり活動に

助成

防犯･交通安全･清掃などの地域活動

を行う団体に助成

1年以上の活動実績があり､2学

区以上にまたがって活動する5

人以上の非営利団体

5/29(金)まで

区役所地域力推進室･スポーツ

市民局地域安全推進課

☎972-3124 FAX972-4823

対象

受付

要項
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)

県の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んの意

見･提案を伺う

①5/22(金)午後6:30～8:30②

5/23(土)午後2:00～4:00

①北区役所講堂(北区清水四丁

目)②愛知学院大学名城公園キャ

ンパス明倫(北区名城三丁目)

市内在住の方･名城公園利用者｡

当日先着各100人程度

総務局総合調整室

☎972-2223 FAX972-4112

対象

問合

日時

場所

無料

ブロック塀などの撤去費用助成

10万円･撤去費用の2分の1以内･1

メートルあたり6千円のいずれか低

い金額(一部地区では上乗せの場合

あり)を助成

道路に面する高さ1メートル以

上のブロック塀など

住宅都市局耐震化支援室

☎972-2921 FAX972-4179

対象

問合

ドリームジャンボ宝くじの発売

1等･前後賞合わせて5億円｡ドリーム

ジャンボミニ(1等1千万円)も同時発売

5/8(金)～6/5(金)｡抽選は

6/12(金)

1枚300円

※売り上げの一部は市の収益とな

り､学校･公園の整備や図書館･博

物館の運営などに使われます｡

財政局資金課

☎972-2308 FAX972-4107

期間

問合

価格

改葬許可の申請は郵送でも行えます

ご遺骨を現在収めている墓地･納骨

堂から他の墓地･納骨堂に移す「改

葬」を行う場合､改葬許可の申請が必

要です｡申請は郵送でも行えます｡

市保健所環境薬務課(健康福祉局

内)☎972-2644 FAX972-4153

問合

上下水道局職員や委託業者を装った

次のような訪問販売などにご注意を!

★新型コロナウイルス感染症に便乗

した悪質商法

★依頼した覚えのない給水管や排水

管の有料での点検･清掃･修理､水

質･水圧の調査

上下水道局職員がご家庭を訪問する

場合には職員証を携帯しています｡

不審に思われたときは職員証の提示

を求めるか､お問い合わせください｡

上下水道局お客さま受付セン

ター☎884-5
ゴ ク ゴ ク

959 FAX872-1296

問合

感震ブレーカー設置費の助成

大きな地震が起きたときに､電気を

自動的に止める器具で､地震時の出

火を減らすことができます｡設置前

の申請が必要です｡

来年1/29(金)まで

防災危機管理局危機管理企画室

☎972-3523 FAX962-4030

問合

受付

防災スピーカーの試験放送

全国一斉に防災スピーカーの試験

放送を行います(音声｢これは､Jア

ラートのテストです｣×3回､｢こち

らは､こうほうなごやです｣×1回)｡

ご理解とご協力をお願いします｡

5/20(水)午前11:00

防災危機管理局危機対策室

☎972-3526 FAX962-4030

日時

問合

カンピロバクター食中毒に注意!

カンピロバクター食中毒が市内で多

発しており､昨年は過去5年間で発

生件数が最多となりました｡カンピ

ロバクターは鶏などに存在する細菌

で､鶏の刺身･レバ刺しなど､生また

は半生の鶏肉料理により食中毒とな

ることがあります｡｢新鮮な鶏肉だか

ら生でも大丈夫｣は間違いです｡飲食

店では生または半生の鶏肉料理は避

け､中心部まで十分に加熱された鶏

肉料理を選びましょう!

市保健所食品衛生課(健康福祉

局内)☎972-2646

FAX955-6225

問合

愛知県弁護士会と包括連携協定を

締結しました

地域包括システムへの支援･行政課題

解決に向けた意見交換会の開催など

の幅広い分野で協力していきます｡

総務局総合調整室

☎972-2223 FAX972-4112

問合

5月は自転車安全利用促進強調月間

5月26日は自転車盗難防止ツー(2)･

ロック(6)の日です

以下の点を守りましょう｡

★自転車は車道が原則､歩道は例外

★車道は左側を通行

★歩道は歩行者優先で､車道寄りを

徐行

★安全ルールを守る

★子どもや65歳以上の方はヘル

メットを着用

★自転車損害賠償保険などへの加入

★自転車から離れるときは､カギを

2つ以上かける

スポーツ市民局地域安全推進課

☎972-3123 FAX972-4823

問合

5月は放置自転車追放月間です

自転車･原動機付自

転車を道路に放置す

ると､通行の妨げと

なり､周りの人の迷

惑となります｡自転

車などでお出かけの際は､自転車駐

車場をご利用ください｡

緑政土木局自転車利用課

☎972-2877 FAX972-4183

問合

マンション管理組合の

皆さまへ

★マンション管理組合登録制度…関

係法令の最新情報やマンション管

理に役立つセミナーなどを案内

★分譲マンション専門家派遣事業…

管理組合への助言や学習会の講師

として専門家を派遣

市内の分譲マンション管理組合

など

市ウェブサイト･住まいの窓口

(中区栄三丁目)･住宅都市局住

宅企画課

☎972-2960 FAX972-4172

対象

無料

案内
配布

縦覧
･

問合

都市計画案の縦覧

都市計画用途地域･特別用途地区･高

度利用地区･特定用途誘導地区･防火

地域及び準防火地域･風致地区･公園

(城山公園･熊野公園)･第二種市街地

再開発事業(鳴海駅前)･地区計画(錦

二丁目7番地区)の変更､地区計画(名

古屋駅･伏見･栄都市機能誘導地区)

の決定｡いずれも概要は市ウェブサ

イトでも閲覧可｡期間中､意見書の提

出も受け付け

5/13(水)～27(水)の開庁日､午

前8:45～正午･午後1:00～5:15

住宅都市局都市計画課

☎972-2798 FAX972-4164

日時

縦覧
･

問合

筒井土地区画整理事業

事業計画の変更縦覧

設計概要･施行期間･資金計画書など

の変更

5/13(水)～26(火)午前8:45～

午後5:15

住宅都市局大曽根北･筒井都市

整備事務所(東区豊前町)

☎935-7141 FAX935-3223

日時

地価公示価格の閲覧(令和2年1月1

日時点)

区役所総務課･支所区民生活課､

図書館､住宅都市局まちづくり

企画課

☎972-2955 FAX972-4162

閲覧

中小企業向けの情報

★中小企業人材確保相談窓口…採用

活動や人材の定着などに関する相

談｡予約制｡無料

なごや人材サポートデスク

☎733-2112 FAX733-2115

★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

市セクシュアル･マイノリティ電話相談 相談専用電話 ☎321-5061

毎月第2金曜日の午後7:00～9:00｡対象は性的少数者(セクシュアル･マ
イノリティ)の当事者や家族･友人など
※ファクスでのお問い合わせはスポーツ市民局男女平等参画推進室972-4206

がんに関する

相談

がん相談･情報サロン｢ピアネット｣

☎243-0555 FAX 243-0556

火曜～土曜日の午前10:00～午後4:00(祝休日休み)｡がんの不安などの電
話相談など｡がん治療体験者などの｢ピアサポーター｣が対応

高齢者排せつケア電話相談
高齢者排せつケアコールセンター

☎364-8172

月曜～金曜日の午前10:00～午後4:00(祝休日休み)｡排尿･排便･介護方法に
関することなどの相談｡看護師などの専門職が対応｡対象は排せつでお悩み
の高齢者や家族など
※ファクスでのお問い合わせは健康福祉局高齢福祉課955-3367

空き家問題110番 相談専用電話 ☎223-2355

6/8(月)午前10:00～午後4:00｡愛知県弁護士会による空き家に関する電話
法律相談
※ファクスでのお問い合わせはスポーツ市民局地域振興課972-4458

無 料 相 談 窓 口 案 内

アジア競技大会エンブレムが決定
令和8年に愛知県と名古屋市で開催するアジア

競技大会の大会エンブレムを決定しました｡ス

ポーツのもつ躍動感を自由な曲線で描き､人々が

｢ひとつ｣に集い､未来へ向かう様を表しており､

愛知県の花「カキツバタ」や名古屋城の｢金のしゃ

ちほこ｣などの色を使用しています｡

総務局アジア競技大会推進室

☎972-2231 FAX972-4205

問合

マイナポイントの申し込みを区役所･支所で支援します

マイナポイントってなに？
マイナンバーカードをお持ちの
方が､事前に申し込みを行い､申
し込み時に選択したキャッシュ

レス決済サービス
でチャージや支払
いを行うと､最大
で5千円分のポイ
ントが付与される
予定です。

申し込みに必要な機器(スマート

フォンなど)をお持ちでない方･機

器の操作に不慣れな方などに､区

役所･支所の臨時窓口で申し込み

手続きの支援をします｡

6/1(月)～来年3/31(水)

総務局情報化推進課

☎972-2266 FAX972-4113

市ウェブサイト

期間

問合

マイナポイント 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

⓫
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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５月１日●部数／１，１０７，６4０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 : ☎581-0100  website : www.nic-nagoya.or.jp

 

ZIP-FM 77.8MHz  
FM 93.7MHz
AM 1053kHz

市政広報テレビ・ラジオ番組
テレビ番組（字幕放送あり）

ナゴヤでしょ!
中京テレビ 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/金曜日 午前0：48～0：53、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/
※5/4の放送は5/7の午前10：16ごろ～
HP

名古屋市だより
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｢FRIDAY MUSIC PUZZLE｣内で放送

CBCラジオ

※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。

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

施設や行催事などを紹介します。

NAGOYA CITY I LOVE NAGOYA!

5/17

5/24

5/31

6/7

新型コロナウイルス感染症関連の

内容を予定しています。

新型コロナウイルス感染症関連の

内容を予定しています。

5/12

5/19

5/26

6/2

6/9

 

HP www.nagoyatv.com/omotenashi2020/

放

送

予

定

放

送

予

定

4ch

グリーンウェイブとは、国連が定める「国際生物

多様性の日」である5月22日の午前10時（各国

現地時間）に、世界中で植樹を行い、生物多様性

を理解するきっかけとする活動です。地球上を

東から西へ、波のように緑が広がっていく様子

を緑の波（グリーンウェイブ）と表現しています。

植樹は家庭の庭やベランダでも手軽に取り組

めます。植樹をして、生物多様性の大切さについ

て考えてみましょう。 問合 環境局環境企画課　☎ 972-2698  FAX 972-4134

問合 市長室広報課　☎ 972-3134  FAX 972-4126

問合 市長室広報課　☎ 972-3134  FAX 972-4126

問合 なごや生物多様性センター  

☎ 831-8104  

FAX 839-1695

5/22　 は国際生物多様性の日です金

「なごや生物多様性センター」（天白区）には

多くの生きものの情報が蓄積されています。

それらを掲載したウェブサイトを開設しました。

子どもから大人まで、楽しみながら学べます。

ぜひご活用ください！
↑こちらから
　アクセス！

ペットの飼い主としての心構えをセルフ

チェックしながら学べます。葛飾北斎が描い

た「北斎漫画」がモチーフ！

生きものの写真を多数掲載！

環境学習やSNSによる情報発信など、

自由に使用できます。

撮影者：H.H. 撮影者：かれっくす 絶滅危惧種 外来種

なごやで見つかった

生きものに関する最新の話題や

豆知識など

なごやに生息する希少な生きものや､

確認されている外来種を紹介

生物多様性や環境に関する

イベントなどの開催情報

ペット､オーライ?

名古屋市役所職員の仕事は、意外と知られ

ていないことばかり！椙山女学園大学の学

生が取材してくれました。

学生取材！名古屋市職員の仕事

カメには

歯がない!?

● 地元でとれたものや旬のものを食べる

● 環境に優しい商品を購入する

● 自然の中へ出掛けて自然や生き物に触れてみる

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

名古屋市の施策や施設などを動画で分かり

やすく紹介しています。

視聴は

こちらから！

視聴は

こちらから！

検 索まるはっちゅ～ぶ

⓰
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