
問合 健康福祉局地域ケア推進課

☎ 972-2549  FAX 955-3367

イラスト出典：（株）東京法規出版※体調が悪いとき、痛みがあるときは無理をしないでください。

今 月 の 特 集　　　　　　　　家の中で動かない生活をしていませんか？

市長メッセージ 「家の中での運動、皆さんも一緒にやってちょーよ。」 など

ぜひ読んでね！

健康維持のため、うちで運動を！ 【運動能力アップ体操】

8～10秒かけてゆっくり行いましょう。

上体伸ばし

両手を頭の上で組み、

天井に向かって

伸ばします。

両手を頭の上で組み、

ゆっくりと

左右に倒します。

体側伸ばし（左右）

いすに浅く腰かけます。

両手を後ろで組み、

後方に引いて背筋を伸ばし、

胸を広げます。

胸のストレッチ

背筋を伸ばし、

腰からゆっくりと

ひねります。

動画「ホームエクササイズ」はこちら→

上体ひねり（左右）

両脚を大きく開き、両手をひざの上において

上体をひねり、肩を突き出します。

股関節ストレッチ（左右）

いすに浅く腰かけます。

片脚を前に伸ばして、

かかとを床につけます。

つま先を上に向けて

前屈します。

ふくらはぎ伸ばし（左右）

背筋を伸ばしたまま、

脚を持ち上げます。

可能であれば、

持ち上げた脚の

太ももを両手で下に押し、

それに負けないよう

保持します。

脚上げ（左右）

両脚を肩幅より

少し広げて立ちます。

いすに両手を添えて、

ひざがつま先より

前に出ないようにして

ゆっくりかがみます。

※ゆっくり

10回行います。

（名古屋グランパス育成グループ・瀧圭介トレーナー監修）

スクワット

いすに触れないように、

その周りを歩きます。

物との距離を意識して

調整力を身につけます。

バランス運動

ホームエクササイズ

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。
名古屋おしえてダイヤル

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） 6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／2,330,138人

●世帯／1,127,131世帯

●面積／326.50km2

（令和2年5月1日現在）
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食事を

抜いてしまう

飼育員や植物管理人が、動物・植物の魅力や日々

の様子、見どころを個性豊かに紹介しています！

大きなゾウから小さなメダカまで約500種の動物

や四季折々の植物の情報が盛りだくさんです。

同館の生き物たちを、動画や画像で紹介します。

生き物たちの普段ののんびりした姿を見ること

ができます。

家にいる時間が長くなる中、おうちで

楽しめるインターネットサイトを集め

ました。このサイト集を見て、楽しみな

がら学びを深めてみませんか？

おうちでWEB！
東山動植物園

オフィシャルブログ

名古屋港水族館

Instagram

問合 東山総合公園

☎ 782-2111（月曜日休み）  FAX 782-2140

問合 名古屋港水族館

☎ 654-7080（月曜日休み）  FAX 654-7001

問合 健康福祉局地域ケア推進課  ☎ 972-2549  FAX 955-3367

新型コロナウイルス感染症のため、家で過ごす時間が増えています。 しかし、家の中で動かないでいると、身体や頭の働きが低下し、

歩くことや身の回りのことが行いにくくなったり、疲れやすくなったりします。 皆さんはどうしていますか？

特に高齢の方がなりやすい

健康福祉局地域ケア推進課保健師

桑原さんからのアドバイス♪一日中テレビを

見ている
誰かと

話すことも

少なくなった

インスタグラム
ウェブ

ブログはこちら→ Instagramはこちら→

動かない時間を減らしましょう。

ホームエクササイズ

（表紙掲載）を毎日

やってみましょう！

かも？！危険こんな人は！

家の中での運動、皆さんも一緒にやってちょーよ。

家の中で動かない生活をしていませんか？

座っている時間を減らしましょう。テレ

ビのコマーシャル中に足踏みをするな

ど身体を動かしましょう。

フレイル（虚弱）とは、年齢とともに心身の活力が低下した状態です。

フレイルが進むと、体の回復力・抵抗力が低下、感染症も重症化し

やすい傾向に！　しかし、運動、栄養・口腔ケア、社会参加にバランス

よく取り組むことで改善も可能です。

しっかり食べて栄養をつけましょう。

バランスの良い食事は免疫力維持に効果的。

身体を作るのに大切なタンパク質（肉・魚・大

豆製品など）をしっかり食べましょう。

お口を清潔に保ち、しっかり噛みましょう。

毎食後・寝る前の歯磨きを徹底。お口周りの筋肉

を保つため、1日3食食べ、しっかり噛みましょう。

歌を歌う、早口言葉もお勧めです。

近くにいる者同士や電話などで交流しましょう。買い

物・移動など困ったときに支え合いましょう。

要介護フレイル健康

心
身
の
活
力

加齢

悪化

改善

悪化

改善

フレイル

家族や友人との支え合いを大切にしましょう。

16面参照

　市民の皆さん、事業者の皆さん、新型コロナウイルス感染症

の拡大防止にご協力いただき、ありがとうございます。また、市民

の健康と命を守るために日々、最前線で戦っている医療関係

者の皆さんに、心より感謝を申し上げます。

　さて、名古屋市では独自の徹底した感染症の初期対応が

大きな効果を上げました。

　その後も、特にモノからヒトへの接触感染を防ぐため、皆さん

がよく触れるもの、ドアノブ・電気スイッチ・電話の３つのＤの

除菌を心掛けるなどの３Ｄ大作戦を展開しています。

　感染症対策だけでなく、商売と雇用を守る、ぬくとい支援も

行っています。

　梅雨の時期にも入って、家の中で過ごすことも多くなると思い

ます。家の中でもできる運動や、楽しめる動画とかもたくさんある

でよ。試しにやってみてちょーよ。

　市民の皆さん、よろしくお願いします。

 ２



62

「配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者からの暴力」

のことで、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。配偶者や恋

人との間でこんな経験はありませんか?

問合 市特別定額給付金コールセンター

☎ 050-3085-7656  FAX 483-1434

（毎日午前9：00～午後5：30）
※区役所などに相談窓口は設置しません。

特別定額給付金

（1人一律10万円）について

身体的・性的暴行の他、子どもの健康への配慮

を怠ったり、家族に対する暴力暴言を見せてし

まうことなどの行為で、子どもの人権を著しく

侵害します。

郵送による申請をお勧めします。

 期間  9/1(火)消印有効

※令和2年4月27日時点で住民基本台帳に登録されている全世帯主宛てに、

申請書を順次発送しています｡

※住民基本台帳に登録されている住所と異なる場所に居住している場合は､

郵便物の転送の手続きをしてください｡

　（郵便局ホームページpost.japanpost.jp 参照）

※オンラインによる申請方法は事務処理に時間が掛かるため、今後手続きを

される方は、可能な限り郵送での申請をお願いします。オンライン申請をさ

れた方は、給付金を受け取るまで、届いた申請書を大切に保管してください。

給付開始時期

令和2年6月中（予定） 

※原則、世帯主名義の金融機関の口座へ振り込みます。

問合 市協力金コールセンター

☎ 228-7007  FAX 972-4138

（毎日午前9：00～午後5：00）

新型コロナウイルス感染症対策協力金

(50万円)について
市民向け 事業者向け

 案内配布  市ウェブサイト・区役所情報コーナー

県内市町村共通制度 名古屋市独自制度

愛知県･名古屋市新型コロナ
ウイルス感染症対策協力金

ナゴヤ新型コロナウイルス
感染症対策協力金

原則、4/17（金）～5/6（水・祝）の全期間において､
休業または営業時間を短縮したこと

6/30（火）消印有効

郵送

対象

名称

条件

支給額

申請期間

申請方法

50万円（1事業者当たり）  ※対象事業所･店舗が複数あっても同額

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、家にいる時間が長くなったことにより、

家庭内で配偶者からの暴力（DV）被害や児童虐待のリスクが高まっています。

DV相談＋
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う

緊急的な相談窓口（実施期間は当面の間）

①電話相談 ： ☎ 0120-279-889　日時  毎日24時間

②メール相談 ： 同ホームページのメールフォームから　日時  毎日24時間

③SNS相談（多言語対応） ： 同ホームページのチャットフォームから 

　 日時  毎日正午～午後10：00　　　　　　　　　　　

配偶者暴力相談支援センター   ☎ 351-5388  FAX 912-7414

 日時  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  FAX 912-7414

 日時  土曜･日曜日･祝休日の午前10：00～午後6：00

児童相談所虐待対応ダイヤル  ☎189
 24時間365日対応　通話料無料

お近くの児童相談所に電話がつながります。

なごやっ子SOS   ☎ 761-4152

 24時間365日対応

子育てに悩む保護者や子ども自身の「SOS」に応えます。

ユーチューブ ユーチューブ

YouTubeはこちら→ YouTubeはこちら→ ホームページはこちら→

市ウェブサイトは

こちら→

ホームページは

こちら→

郷土の歴史を学ぶ副読本「ナゴヤ歴史探検」に関

する動画をYouTubeでご覧いただけます。弥生

時代の生活から戦後の復興

と発展まで、名古屋の歴史

について学ぶことができます。

同館所蔵の代表的な作品50点をインターネット

上で公開。拡大機能があり、肉眼では気づかない

ような細部まで見ること

ができます。所蔵作品の

ぬり絵のダウンロードもで

きます。

ナゴヤ歴史探検

YouTube

問合 教育委員会指導室

☎ 972-3236

FAX972-4177

家にいながら科学と触れ合える、とっておきの動

画を配信中。個性豊かな学芸員や科学館スタッフ

が登場します。

　　　　市科学館公式

YouTubeチャンネル

問合 市科学館

☎ 201-4486（月曜・第3金曜日休み）

FAX 203-0788

インターネットで楽しむ

市美術館

問合 市美術館

☎ 212-0001（月曜日休み）

FAX 212-0005

フリーダ・カーロ

《死の仮面を被った少女》 1938年

プラス

つ な ぐ は や く

いちはやく ！
緊急の場合は、

警察（110番）へ

通報してください。

□  殴られたり、蹴られたりする

□  「バカ」などと傷つく呼び方をされる

□  何を言っても無視される

□  性的な行為を強要される

□  交友関係や電話・メールを細かく監視される

愛知県緊急事態措置に基づく
休業協力要請に応じて、休業や
営業時間を短縮した中小企業
者など

左記以外の事業者で､複合商業
施設などの休業方針により休業
を余儀なくされたテナント施設
を営む中小企業者など

詳しくは

こちら→

元気が出る

相
談
窓
口

相
談
窓
口

※詳細な交付要件は案内でご確認ください。

●この他の支援策については11面をご覧ください。●この他の支援策については11面をご覧ください。

 ３
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南海トラフ地震とは…

どんなときに発表？

キーワードに注目

南海トラフ沿いで一定規模以上の地震が発生した

場合など、南海トラフ地震発生の可能性が、通常

と比べて相対的に高まったと評価された場合に、

気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」が発表され

ます。

防災対応を取りやすいよう、キーワード（巨大地震

警戒・巨大地震注意など）とあわせて発表されます。

南海トラフ地震臨時情報の発表後、巨大地震警戒

では2週間、巨大地震注意では1週間、地震発生に備

えましょう。

市ウェブサイト  臨時情報 検索問合 防災危機管理局危機管理企画室  ☎ 972-3523  FAX 962-4030

問合 健康福祉局食品衛生課  

☎ 972-2649  FAX 955-6225

問合 同センター  ☎ 681-2211  FAX  681-2020

問合 動物愛護センター  ☎ 762-0380  FAX 762-0423

「南海トラフ地震臨時情報」を知っていますか？「南海トラフ地震臨時情報」を知っていますか？「南海トラフ地震臨時情報」を知っていますか？

「人とペットの共生するまち・なごや」を目指して「人とペットの共生するまち・なごや」を目指して
動物の命を尊重し、犬猫の殺処分ゼロを達成・維持するとともに、犬猫などのペットによる危害・迷惑が少ないまちを実現するため、

本市ではさまざまな取り組みを行っていきます。

改正のポイント

相談内容の例

　 動物を飼う方の義務が強化されました。
● ペットは適切な管理ができる数にする

● 散歩中の犬のふんをすぐに回収する

● 猫は室内で飼うよう努める  など

　 多数の犬猫を飼う方は届け出が必要になります。

　 10/1(木)～
● 犬・猫を10頭以上飼う場合は保健センターに届け出

● 届け出後、市が開催する講習会を受講

　 人とペットの共生に向けた取り組みを進めます。
● 市は、地域猫対策として、避妊去勢手術の支援や適切

な餌やりなどについて助言します。また、動物愛護セン

ターに収容した犬猫の殺処分ゼロを目指して譲渡に

努めます。

● 皆さんは、野良猫の世話をするときは周囲に迷惑が

掛からないようにしてください。

犬猫などのペットの飼い主

● 飼っている犬や猫が増えてしまい、どうしていいか分からない

● 飼い続けることが難しく、新しい飼い主に譲りたい

地域猫活動に関心がある方  

● 地域猫活動を始めるには

どうしたらいい?

● 地域猫活動について

    アドバイスが欲しい

寄附金を活用し、犬猫の殺処分ゼロなど、「人とペットの共生するまち・

なごや」の実現に向けて取り組んでいきます。

ペットの飼育や地域猫活動などの相談支援の他、

動物ふれあい活動などの動物愛護の普及を行います。

●地域猫活動とは…

野良猫の増加や迷惑防止のため、地域の方々の理解・協

力のもと、野良猫に避妊去勢手術を行った上で、ふん・

尿や餌の管理を行う活動です。避妊去勢手術費用の支

援制度があります。まずは電話でご相談ください。

南海トラフ地震の

想定震源域

西側

東側

名古屋市

最初の地震

西側（四国沖など）で

大地震！時間差で東側

（駿河湾など）で大地震が

発生するかも？

その時あなたはどうする？その時あなたはどうする？その時あなたはどうする？

日常生活を続けながら､次の行動を取るようにしましょう。

南海トラフ地震臨時情報が発表されたら皆さんへのお願い

寄附金の

詳細はこちら→

日向灘沖

駿河湾沖

駿河湾から日向灘沖を震源地として、過去に大きな

被害をもたらしてきた地震です。

ひゅうがなだする   が  わん

地震への備えの再確認

● 家具の固定

● 家族との安否確認方法の確認

● 避難場所・避難経路の確認

● 水・食料の備蓄　など

安全な防災行動

● 津波・土砂災害の危険が高い場所に近づかない

● 屋内のできるだけ安全な場所で生活する

● ベッドの頭上や高い場所に物を置かない　など

6/1●～月
「人とペットの共生サポートセンター」を

開設しました 

｢名古屋市動物の愛護及び管理

に関する条例｣を改正しました

「目指せ殺処分ゼロ！ 犬猫サポート寄附金」に

ご協力ください

き       ふ
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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

エコビレッジ志段味(守山区大
字吉根)・シティファミリー上社
(名東区上社一丁目)はじめ市内
39物件
親族と同居で収入要件などを満
たす方
随時
市住宅供給公社
☎523-3875 FAX523-3863

物件

対象

受付

問合

重度障害者福祉タクシー利用券の

更新

お 持 ち の タ ク
シー利用券の有効
期限が6/30(火)
の方
6/15(月)～精神障害者保健福
祉手帳･印鑑･旧タクシー利用券
を持参で区役所福祉課･支所区
民福祉課

対象

申込

6/23(火)～29(月)は

男女共同参画週間です

誰もが性別に関係なく個性と能力を
発揮できる社会の実現を目指しま
す。
★女性の権利110番　
　…弁護士による電話相談
　☎323-7

な や み ゼ ロ

830
6/29(月)午前10:00～午後
3:00

イーブルなごや(中区大井町)
☎331-5288(第3木曜日休み)
FAX322-9458

問合

日時

無料

児童手当現況届の提出は6/30(火)

まで

手当を受給中の方は区役所から送付
される所定の用紙に記入し提出して
ください。提出がない場合は6月分以
降の手当の支払いが停止されます｡

区役所民生子ども課･支所区民
福祉課

問合

病児･病後児デイケア事業の利用

料が下がりました

病気や病気の回復期で集団保育が困
難な子を､勤務の都合などで家庭で
育児ができないときに､一時的にお
預かりする制度です｡

市内22カ所
市内在住の生後6カ月～小学生
の子など(要件あり)
1日千～2千円(減免制度あり)
市ウェブサイト
子ども青少年局保育企画室
☎972-2528
FAX972-4146

施設

対象

料金

案内

問合

国民健康保険 年間保険料の確定

★令和2年度保険料の通知書を6月
中(年金天引きの世帯は7月中)に
送付します｡

★保険料の減免には申請が必要で
す｡詳しくは同封のチラシおよび
⓫面をご覧ください｡

★国の基準改正に合わせ､最高限度
額を変更しました｡医療分は61万
円から63万円に､介護分は16万
円から17万円に変更｡支援金分
19万円は変更ありません｡

区役所保険年金課・支所区民福
祉課

問合

里親制度説明 &
アンド

体験談を聞く会

6/21(日)午後1:30～4:30
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☎933-6446
FAX935-2815

（子ども青少年局子ども福祉課
☎972-2519FAX972-4438）

日時

問合

対象

場所

無料

子育て支援員(地域型保育)研修

地域型保育事業所で働くための知
識･技術を習得する全7日間の研修
★講義

8/23(日)･24(月)･29(土)･
30(日)･9/5(土)午前9:30～
午後4:00
総合社会福祉会館(北区清水
四丁目)

★見学実習
9/2(水)･3(木)午前9:00～午
後4:00
市内公立保育所

研修後市内の事業所で同支援員
として就労意欲のある方｡抽選
で55人
テキスト代など実費負担あり
6/23(火)～7/8(水)必着
市ウェブサイト､区役所情報
コーナー･民生子ども課､子ども
青少年局保育運営課 
☎972-4646
FAX972-4116

対象

料金

受付

日時

日時

場所

場所

案内
配布

子育て応援拠点 運営事業者の募集

主に3歳未満の子どもと保護者(妊娠
中の方を含む)を対象にした､一時預
かり保育や相談支援などの場を､週5
日以上､1日6時間以上開設する

市内で2年以上子育て支援活動
の実績がある法人｡選考で4カ
所
7/17(金)まで
市ウェブサイト･子ども青少年
局子育て支援課
☎972-3971 FAX972-4419

対象

受付

要項
配布

ボランティアあそびっこの募集

友達との関わりが苦手な小中学生の
遊び相手として家庭訪問などを行う

1年以上登録可能な18～29歳
(高校生を除く)で7/3(金)･4(土)
の事前研修に参加できる方｡選考
電話か直接､西部児童相談所(中
川区小城町)☎365-3278
FAX365-3281
6/26(金)まで 

申込

受付

対象

地域子育て支援拠点

運営事業者の募集

主に3歳未満の子どもと保護者を対
象にした､地域で気軽に利用できる
交流･支援の場を､週5日以上､1日5
時間以上開設する

1年以上子育て支援活動などの
実績がある法人｡選考で11カ所
7/17(金)まで
市ウェブサイト･子ども青少年
局子育て支援課
☎972-3971 FAX972-4419

対象

受付

要項
配布

国道23号通行ルール (名古屋南部地域)

沿道環境(大気･騒音)改善のため

大型車は中央寄り走行
にご協力をお願いします。

環境局大気環境対策課　☎972-2682　FAX972-4155

なお、道路交通法により、大型貨物自動車な
どは夜間（午後11:00～午前6:00）、最も中央
寄りの通行帯を通行しなくてはいけません。

問合

ジェネリック医薬品をご存じです

か?

新薬と同等の効果･
効能を持つと認め
られ､新薬よりも安
価な後発医薬品の
ことです｡ご利用
の際は医師･薬剤師にご相談くださ
い(区役所保険年金課窓口では｢希望
シール｣を配布)｡ジェネリック医薬
品へ切り替えると医療費の自己負担
の軽減が一定以上見込まれる市国民
健康保険加入者には､｢ジェネリック
医薬品差額通知｣を送付します｡

健康福祉局保険年金課
☎972-2567 FAX972-4148

問合

↑ホームページ
はこちら

特定健診やがん検診などの健診(検

診)総合情報サイトを開設します

市の健診(検診）に関する情
報を掲載したウェブサイト
を6月中旬ごろ開設します｡
なお、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため､保健セン
ターなどで実施する検診については
当面の間実施を見合わせています｡

ホームページ
健康福祉局健康増進課
☎972-2637 FAX972-4152

問合

案内

薬物乱用は｢ダメ｡ゼッタイ｡｣

覚醒剤･大麻･危険ドラッグなどの薬
物乱用は､本人の心と健康をむしば
むばかりでなく､家庭崩壊や犯罪に
つながります｡正しい知識を身に付
け､薬物乱用を防止しましょう｡

市保健所環境薬務課(健康福祉
局内)☎972-2651
FAX972-4153

問合

中止

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、6月1日(月)
　からです。

■広報なごや６月号には…
　記事の内容(開催日･申込期限など)が原則
　６月11日(木)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 31

2020/7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

2020/6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）※栄市税事務所では庁舎保守作業のため、7月5日の日曜窓口は実施しません。

こちらから
アクセス→

こちらから
アクセス→

新型コロナウイルス感染症の影響について
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。
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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

対象

申込

新型コロナウイルス感染症の影響について
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。

若年性認知症 

本人･家族交流会

7月以降の原則毎月第4土曜日
高齢者就業支援センター(昭和
区御器所通)
初期の若年性認知症と診断され
た方と家族｡各15組程度
実費負担あり
電話･ファクス･Eメールで認知
症相談支援センター
☎734-7079 FAX734-7199
　n-renkei@nagoya-shakyo.
or.jp
開催日前日の正午まで
健康福祉局地域ケア推進課
☎972-2549 
FAX955-3367

問合

日時

場所

料金

対象

申込

受付

盲ろう者向け通訳･介助員養成講習

9/11(金)～12/25(金)の金曜
日の全16回､午前10:00～午後
3:00
あいち聴覚障害者センター(中
区三の丸一丁目)
手話か点字ができる方｡選考で
20人
教材費など必要
7/28(火)必着
あいち聴覚障害者センター
☎228-6660 
FAX221-8663
(健康福祉局障害企画課
☎972-2587 
FAX951-3999)

問合

日時

場所

料金

対象

受付

認知症介護家族支援プログラム 

受講生の募集

認知症介護の知識習得や仲間づくり
8月～来年1月の第2土曜日の全
6回
高齢者就業支援センター(昭和
区御器所通)
認知症の方の介護をしている家
族｡選考で20人
7/3(金)消印有効
区役所福祉課･支所区民福祉課､
健康福祉局地域ケア推進課
☎972-2549 
FAX955-3367

対象

受付

場所

日程

無料

案内
配布

なごやすくすくボランティア・すく

すくサポーター養成講座

両講座を受講し､同サポーターとし
て地域での子育てを応援する
★なごやすくすくボ

ランティア養成講
座…地域での子育
て支援や児童虐待
の予防活動を学ぶ

①6/25(木)午後1:30～3:30
②7/29(水)午後2:00～4:00
③8/20(木)午後1:30～3:30
④9/29(火)午後1:30～3:30
①瑞穂区役所(瑞穂区瑞穂通)
②7

な ご や

58キッズステーション
(中区栄三丁目)③熱田区役所
(熱田区神宮三丁目)④総合社
会福祉会館(北区清水四丁目)
各30人程度｡託児要相談
①6/23(火)②7/27(月)③
8/18(火）④9/25(金)必着

★すくすくサポーター養成講座…子
育て支援の活動を手伝うために必
要なことを学ぶ

⑤8/25(火)午前10:45～午
後3:25
758キッズステーション
20人程度
⑤8/24(月)まで

① ～ ④ 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
☎972-3979
FAX972-4438)
⑤758キッズステーション
☎262-2372 
FAX262-2370

人数

人数

受付

受付

問合

場所

場所

日時

日時

無料

難病治療中で子育てをしているお

母さんのつどい

臨床心理士を交えて｢療養しながら
の子育て｣について語り合う

7/7(火)午前10:00～11:30
中保健センター3階多目的室(中
区栄四丁目)
市内在住の難病治療中で子育て
中の女性｡15人程度
7/6(月)まで
電話･ファクスか直接､中保健セ
ンター保健予防課
☎265-2263 FAX265-2259

場所

対象

受付

申込

日時

無料

講演会｢ひきこもり本人と家族の

生き方を考える～それぞれの目線

から～｣

7/4(土)午後1:30～4:00
高齢者就業支援センター(昭和
区御器所通)
先着70人
6/11(木)午前9:00～電話か
ファクスでひきこもり地域支援
センター
☎483-2077 FAX483-2029

場所

人数

申込

日時

無料

養育費などに関するセミナー

①離婚時に考えたいお金の話
6/27(土)午後4:00～6:00

②養育費･面会交流
7/18(土)午後4:00～6:00

③親の離婚と子どもの気持ち
9/26(土)午後4:00～6:00

ジョイナス.ナゴヤ(中区栄三丁
目)
離婚を考えている方かひとり親
家庭の親｡抽選で各10人｡託児
あり(要予約)
ホームページ･電話･ファクスで
同所
☎252-8824 
FAX252-8842
①6/20 (土)②7/11 (土)③
9/19(土)まで
joinas-nagoya.jp

日時

日時

場所

申込

対象

無料

日時

受付

HP

障害者のしごと展　

ウェルフェアトレードマーケット

青年会議所と障害者施設が共同開発
した商品の販売･障害者施設の業務
紹介･障害者が製作した製品の展示
販売など

6/28(日)午前11:00～午後
3:00
オアシス21銀河の広場(東区東 
桜一丁目)
入場無料
ホームページ
名古屋青年会議所
☎221-8590 
FAX202-0464
(健康福祉局障害者支援課
☎972-2584 
FAX972-4149)
www.nagoyajc.or.jp

場所

料金

問合

HP

日時

応急手当研修センターで救命講習を開催します｡

応急手当を身につけましょう

講習名 日　程 時間 申込開始日

救命入門コース
①(成人)90分

7/12(日)･8/15(土)･
9/13(日) 午前10:00～

6/12(金)
②(小児･乳児)

90分
7/4(土)･8/23(日)･
9/26(土)

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
講習)

7/3(金)･9(木)･28(火)･
8/1(土)･3(月)･★11(火)･
12(水)･30(日)･9/4(金)･
12(土)･14(月)･23(水)･
28(月)

午前9:00～

6/11(木)

★7/7(火)･14(火)･22(水)･
31(金)･8/6(木)･14(金)･
17(月)･27(木)･9/2(水)･
10(木)･★14(月)

午後1:15～

④普通救命Ⅲ

(小児･乳児)
3時間

7/5(日)･10(金)･
8/17(月)･22(土)･
9/11(金)･27(日)

午前9:00～
6/12(金)

7/21(火)･8/7(金)･
9/23(水) 午後1:15～

無料

応急手当 検索

案内

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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新型コロナウイルス感染症の影響について
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。

鯱
こ

城
じょう

学園楽
ら く

陶
と う か ん

館 陶芸教室

①陶芸体験教室
7/17(金)午前10:00～正午

②夏休みこども陶芸教室
8/11(火)･18(火)･28(金)の
全3回､午前10:00～正午

市内在住の①50歳以上で陶芸
初心者②小学3年～中学生｡抽
選で①30人②40人
①2,250円②4,000円
往復はがき(①年齢②学年も記
入)で同館(〒465-0051名東区
社が丘三丁目1206)
☎･FAX701-7211
6/30(火)消印有効

日時

日時

料金

対象

申込

受付

ユースクエア

はじめてのW
ウ ェ ブ

EBサイト基礎講

座～めざせIT企業・IT事務～

受講後子ども向け講座の講師となる
8月～来年2月の全17回
15～34歳(中学生除く)の方。
抽選で７人程度
8/7(金)必着
同所(北区柳原三丁目)
☎991-8440(月曜日休み) 
FAX991-8441

対象

受付

日程

無料

案内
配布

動物愛護センター パピー教室

①7/26(日)②8/23(日)午後
1:30～3:00
市内在住で生後6カ月までの子
犬(受講日までに犬の登録･狂犬
病予防注射･混合ワクチン接種
済)を同伴できる方｡抽選で10組
電子申請か往復はがき(希望日､
犬の種類･年齢･性別も記入)で
同センター(〒464-0022千種
区平和公園二丁目106)
☎762-1515 
FAX762-0423
①6/30(火)②7/31(金)必着

対象

日時

申込

受付

無料

体感!しだみ古墳群ミュージアムの

催し

★講演会｢味
あ じ よ し

美古墳群と尾張氏｣
6/21(日)午後1:30～3:00
当日先着100人　　　500円

★夏の企画展示｢三河･外山3号墳の
埴輪たち

6/23(火)～9/13(日)の開館
日､午前9:00～午後5:00(入
場は午後4:30まで)
展示室入場料必要

★寄せ植え講座
7/5(日)午前10:00～正午
先着30人  　　2,500円
6/11(木)午前9:00～

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

日時

人数

人数

受付

料金

料金

料金

問合

岡崎市教育委員会提供

映画上映会

｢生きている地球の記録｣

グリーンイメージ国際環境映像祭で
入賞した｢溶けゆく氷河の下で｣･｢蟹
の惑星｣など6作品を上映

7/19(日)午前10:00～午後
4:08
市美術館(中区栄二丁目)
抽選で90人
往復はがきかEメール(1通5人
まで)で三菱UFJ環境財団
(〒105-0014東京都港区芝二
丁目4-3三菱UFJ銀行芝ビル)
☎03-5730-0337
FAX03-5232-0312
　eigakai@muef.or.jp
7/3(金)必着
市科学館☎201-4486(月曜･第
3金曜日休み) FAX203-0788

日時

受付

場所

人数

申込

問合

無料

市民活動推進センターの催し

①NPO講座～法人設立編～
8/7(金)午後2:00～4:00
同センター(中区栄三丁目)

②障害者スポーツ ボランティア体
験～一緒に気楽に楽しもう!～…講
義とスポンジテニスの体験

8/22(土)午前9:00～正午
障害者スポーツセンター(名
東区勢子坊二丁目)

市内在住か在勤(学)の方｡先着
各10人
①500円②無料(事前にボラン
ティア活動保険加入の必要あり)
6/11(木)午前9:00～電話･ファ
クス･Eメールで市民活動推進セ
ンター☎228-8039(月曜日休
み) FAX228-8073　　npo@
sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

料金

対象

日時

日時

場所

場所

申込

教科書展示会

小中学校･特別支援
学校などの教科書を
展示

市ウェブサイト
教育委員会指導
室☎972-3232 FAX972-4177

案内

問合

無料

障害者スポーツ大会 水泳の部 

8/23(日)午後1:00～5:00
障害者スポーツセンター
市内在住(学)または市内の障害
者福祉施設に入所･通所してい
る12歳以上で､身体障害者手帳
か愛護(療育)手帳をお持ちの方
6/30(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(水曜日休み)
FAX704-8370

日時

場所

受付

対象

無料

案内
配布

ぜんそく児のための教室

★小学生ぜんそく教室…医師講話･
レクリエーションなど

①8/10(月･祝)午前9:30～
午後3:30②10/25(日)午
前9:15～午後4:30③来年
1/24(日)午前9:15～午後
0:30の全3回
①③名古屋国際センター(中
村区那古野一丁目)②於

お

大
だ い

公
園(知多郡東浦町)｡集合は名
古屋国際センター
小学生の小児ぜんそく児と保
護者(2人1組)｡選考で40組

★おやこ教室…医師講話･呼吸介助
の実技指導など

9/6(日)･12/13(日)の全2
回､午後0:30～3:45
名古屋国際センター
市内在住で1～6歳(小学生を
除く)のぜんそく児と保護者
(2人1組)｡選考で25組

電子申請･はがき･ファクス(ぜ
んそく児の生年月日も記入)で
環境局公害保健課
☎972-2690 
FAX972-4156
6/26(金)必着

日時

日時

場所

対象

場所

申込

受付

対象

無料

瑞穂1日サッカー教室 

名古屋グランパスのスクールコーチ
によるサッカー講座

7/26(日)午前9:00～10:00･午
前10:30～11:30
パロマ瑞穂スタジアム(瑞穂区
山下通)
小学生｡抽選で各120人
2千円
電子申請か往復はがき(希望時
間･学年･保護者氏名も記入)
でパロマ瑞穂スポーツパーク
(〒467-0062瑞穂区山下通5-1)
☎836-8200 
FAX836-8206
6/26(金)必着受付

日時

対象

申込

場所

料金

中止

市長室広報課
☎972-3134 FAX972-4126

問合

自治体が発行する広報紙を無料
配信するアプリです｡発行日に
お知らせするプッシュ通知機能
や､気になる記事を切り取って
保存し､メールやSNSで情報共
有できるスクラップ機能などが
あります｡スマートフォンなど
で読むことができますので､ご
利用ください｡

行政情報アプリ「マチイロ」で
広報なごや（市版）を

配信しています

←こちらからアクセス

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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エコ･スタイル運動実施中!

市では省エネルギーの
取り組みとして､冷房
時の室温は28℃を目安
とし､職員は軽装で勤
務しています｡
ご家庭や職場でも涼しく快適に過ご
せる服装で省エネにご協力ください｡

環境局低炭素都市推進課
☎972-2662
FAX972-4134

問合

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

7/3(金)午前9:30～正午
猪高緑地(名東区猪高町)
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
6/24(水)まで受付

人数

申込

日時

場所

無料

生物多様性と

サブカルチャーの世界

6/27(土)午後2:00～4:00
市公館レセプションホール（中
区三の丸三丁目)
国立環境研究所生態リスク評価・
対策研究室長の五

ご か

箇公
こ う い ち

一さん
先着80人
6/11(木)午前9:00～電話･ファ
クス･Eメール(ふりがな･メール
アドレスも記入)でなごや環境
大学実行委員会(環境局環境企
画課内)☎･FAX223-1223(月
曜日休み)
　jimu＠n-kd.jp

人数

講師

申込

日時

場所

無料

エコパルなごやの催し

①環境映画「世界の果ての通学路」上
映会

6/21(日)午前10:30～正午・
午後2:00～3:30(受け付けは
いずれも開演の30分前～)
当日先着各50人

②エコの学校・カレットアート体験
…ごみ問題の学習とリサイクル
アート体験

7/31(金)午後1:30～3:30
小学3～6年生と保護者(2人
1組)｡抽選で15組

① 不 要 ② 電 話 ･ フ ァ ク ス ･ E
メールで同所(中区栄一丁目)
☎223-1066(月曜日休み)
FAX223-4199
　a2231066@kankyokyoku.
city.nagoya.lg.jp
②7/17(金)まで

人数

対象

申込

受付

日時

日時

無料

藤前干潟ふれあい事業

～干潟体験～

8/18(火)午前10:00～午後1:00
藤前活動センター(港区藤前二
丁目)
小学4年生以上の方(小学生は
保護者同伴)｡抽選で20人
電話･ファクス･Eメールで同事
業実行委員会(環境局環境企画
課内)
☎223-1067(月曜日休み) 
FAX223-4199
　a2662@kankyokyoku.city.
nagoya.lg.jp
8/4(火)まで

対象

申込

受付

日時

場所

無料

環境白書から実践へ

S
エスディージーズ

DGs17の目標 その先へ！

環境省職員の講演や、企業･自治
体などの取り組み紹介を通じて、
SDGs(持続可能な開発目標)の推進
を考えるオンラインセミナー

7/10(金)午後3:00～5:30
7/3(金)まで
ホームページ
なごや環境大学実行委員会(環
境局環境企画課内)
☎･FAX223-1223(月曜日休み)
www.n-kd.jpHP

案内

問合

日時

受付

無料

おんたけ休暇村の催し

①御嶽山火山マイスターと行く火山
学習登山

7/10(金)～1泊2日(4食付き)
②御嶽山絶景の滝巡りトレッキン

グ～清滝･新滝･百間滝･不易の滝～
7/21(火)～1泊2日(3食付き)

18歳以上の方｡先着各15人
①17,000円②14,500円
6/11(木)午前10:00～
同所(長野県木曽郡王滝村)
☎0264-48-2111
FAX0264-48-2874

問合

受付

日程

日程

対象

料金

徳川園 七夕ゆかたフォトサービス

ゆかたで来園された方
にその場で写真を撮っ
てプレゼント
      6/28(日)午後
       2:00～4:00
 　当日先着30組

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

問合

人数

日時

料金

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｢家庭でできるス

モーク料理｣…7/19(日)午後1:30～
3:30｡12組(1組4人以内。中学生以
下のみでの参加不可)｡1人300円(別
途材料費1組2,000円必要）

緑化施設の催し

申し込みは6/20(土)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

東谷山フルーツパーク

〒463-0001守山区大字上志段味字東谷2110
☎736-3344(月曜日休み)
★夏休みサボテン教室…サボテ

ン に つ い て 学 び 寄 せ 植 え を 作
る｡7/26(日)午前10:00～11:30｡
対象は小学生｡30人｡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)

★カバープランツの魅力と管理…
7/11(土)午後1:30～4:00｡45人｡無料

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)

★ドライフラワーボックス&
アンド

ハーバ
リ ウ ム 作 り … 7 / 2 5 ( 土 ) 午 前
10:00～正午｡対象は小学生と保
護者(2人1組)｡15組｡1組2,500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)
★家庭菜園～楽しく作

ろ う 健 康 野 菜 ～ …
7/11(土)午後1:30～
4:00｡30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)
★観葉植物の水耕栽培♪～緑を暮ら

しに～…7/16(木)午前10:00～
正午｡20人｡1,000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)

★アーティフィシャルフラワー(造
花)教室…7/30(木)午前10:00～
正午。20人。2,500円

新型コロナウイルス感染症の影響について
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。

自然・環境 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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Nagoya P
ポ ッ プ

OP U
ア ッ プ

P A
ア ー テ ィ ス ト

RTIST
パフォーマーの募集

地下鉄駅･商業施設などでパフォー
マンスを行う

10月～来年9月
7/3(金)消印有効
図書館､文化小劇場､ナゴヤ･パ
フォーマー事業実行委員会(市
文化振興事業団内)
☎249-9385 FAX249-9386

期間
受付

要項
配布

市博物館 常設展企画展示｢エルモ
社と小型映画｣･｢江戸時代の火縄
銃｣･｢写真で見る昭和のまつり｣

6/24(水)～
8/23(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､ただし祝休
日の場合は翌平日､第4火曜日
休み) FAX853-3636

日時

料金

問合

国産初の16ミリ映写機｢エルモ
A型｣(同館蔵)

なごや子どものための巡回劇場
名古屋オペラ協会 音楽劇｢葉っぱ
のフレディ｣

① 8 / 6 ( 木 ) ② 8 / 7 ( 金 ) 午 前
11:00～11:45･午後2:00～
2:45
①西文化小劇場(西区花の木二
丁目)②名東文化小劇場(名東区
上社一丁目)
750円｡チケットは6/11(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
☎249-9385 FAX249-9386

日時

料金

場所

問合

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

8/7(金)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9番
｢新世界より｣など
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
名フィル事務局
☎339-5666
FAX322-3066

日時

料金

演目

場所

問合

文化のみち橦木館｢開館記念 ハル･
カルテットコンサート｣

7/4(土)午後2:00～3:00
先着20人　　　入館料必要
6/11(木)午前10:00～電話で同
館(東区橦木町)☎939-2850(月
曜日休み) FAX939-2851

日時

申込
人数 料金

文化のみち二葉館の催し
①やまと絵展

6/18(木)～
21(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

6/27(土)午後1:00～1:45
③伝統芸能体験講習会 甚

じ ん

句
く

を歌う(宮
の熱田)と都

ど

々
ど

逸
い つ

にふれる(お題:夏)
6/27(土)午後2:00～2:45

②③先着各15人 
入館料必要
① 不 要 ② ③ 6 / 1 1 ( 木 ) 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
人数

料金
申込

揚輝荘(南園)聴松閣の催し
★クラリネッ

トとピアノ
に よ る ｢ ト
リオファミ
リア 名曲コ
ンサート｣

6/21(日)午前11:00～11:30･
午後1:30～2:00
当日先着各50人
入館料必要

★ワークショップ｢フェルトでグッ
ズを作りましょう!｣(中級編)

6/28(日)午後1:30～3:30
先着20人
300円(別途入館料必要)
6/11(木)午前9:30～電話で
同所

同所(千種区法王町)
☎759-4450(月曜日休み)
FAX759-4451

日時

人数
料金

日時
人数
料金
申込

問合

城山･覚王山 写真コンクール作品
展 作品の募集

6/11(木)～30(火)必着
揚輝荘(南園)聴

ちょう

松
しょう

閣
か く

☎759-4450(月曜日休み)
FAX759-4451

受付
問合

新型コロナウイルス感染拡大を予防するための｢新しい生活様式｣

他の人と十分な距離を取る！ マスクをつけましょう！

• 人との間隔はできるだけ

2m(最低1m)空けましょう。

• 遊びに行くなら、屋内より屋

外を選びましょう。

こまめに手を洗いましょう！

2m

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

新型コロナウイルス感染症の影響について
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。

• 会話をする際は可能な限り真

正面を避けましょう。

• 外出時、屋内にいるときや会

話をするときは、症状がなく

てもマスクを着用しましょ

う。

• 家に帰ったらまず手や顔を洗

いましょう。できるだけすぐ

に着替え、シャワーを浴びま

しょう。

• 手洗いは30秒程度かけて水と

石けんで丁寧に洗いましょう。

新たな感染者の数が限定的となっても、再び感染が拡大しないようご協力をお願いします。

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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名城公園北園と新たな公園施設に
ついての意見募集

県体育館の移転に伴い､同園北園と
新たな公園施設についての意見を募
集します

6/30(火)まで
市ウェブサイト･区役所情報
コーナーなど
総務局総合調整室
☎972-2223 FAX972-4112

受付

問合

案内
配布

市有地等の売り払い･貸し付け
一般競争入札による(郵送での受け
付け)

7/29(水)開札
6/24(水)～29(月)必着
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･財政局資産経営戦略
室
☎972-2318 FAX972-4122

受付

日程

案内
配布

災害用備蓄飲料水
｢名水｣の販売

災害に備え､1人1日
3リットル､3日分以
上の飲料水を備蓄し
ましょう｡

配達の販売受け
付けは6/3(水)～
来年3/16(火)｡上下水道局営業
所などでの窓口販売は通年
1箱2,400円(税込み｡490mL缶
24本入り)
※窓口販売は200円引き、高齢

者のみの世帯など災害時に配
慮が必要となる世帯は100円
引き(割引の併用不可)

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

料金

期間

ユースクエアの休館
改修工事に伴い休館します。

来年4/1(木)～12/28(火)
同所☎991-8440(月曜日休み)
FAX991-8441

問合

期間

救助実施市になりました
令和2年4月､本市は災害救助法に基
づく救助実施市になりました｡大規
模災害時には市の権限で避難所運営
や仮設住宅設置などが可能になった
ことから､被災者の需要を適切に踏
まえた救助を迅速に実施します｡

防災危機管理局危機管理企画室
☎972-3523 FAX962-4030

問合

相続登記の手続きをお忘れなく
固定資産税は原則1月1日時点の登
記簿上の所有者に課税されます｡土
地や家屋の所有者が亡くなった場
合､法務局への手続きをお願いしま
す｡なお､登記が年内に完了しない場
合は市税事務所にご連絡ください｡

市税事務所固定資産税課問合

｢名古屋市都市計画マスタープラ
ン2030｣を策定しました

人口構造･動態の変化やリニア中央
新幹線の開業などを見据えた､新た
な都市づくりのあり方をとりまとめ
たプラン

市ウェブサイト･区役所情報
コーナー
住宅都市局都市計画課
☎972-2712 FAX972-4164

問合

閲覧

なごやみらい企業創出プロジェクト
NAGOYA M

ミ ラ イ

IRAI I
イ ノ ベ ー タ ー ズ

NNOVATORS 
研究会参加者募集

女性の創業や､中小企業のICT(情
報通信技術)を活用した新商品･新
サービスの創出を目指す

①1年以内に創業を目指すか創
業後5年未満の女性(学生可)②
ICTに興味のある中小企業｡選
考で①15人程度②20社程度
ホームページ
6/30(火)必着
経済局次世代産業振興課
☎972-2418 FAX972-4135
nagoya - innovat ion . jp/
nagoya-mirai

受付

問合

案内

対象

HP

無料

デザイン活用支援事業者の募集
デザインの専門家を派遣し､商品開
発などへの支援･アドバイスを行う

原則市内に事業所があり､1年
以上事業を継続している中小企
業｡選考で5社程度
負担金8万円(試作品などの製
作費は別途自己負担)
6/19(金)まで
経済局次世代産業振興課
☎972-2418 FAX972-4135

受付

料金

問合

対象

県優秀技能者被表彰候補者の募集
優れた技能を有し､後進の指導
や育成を通じて技術水準の向上
に貢献した､産業団体などに属
さない市内の事業所(自営業を
含む)に勤務する方｡選考
7/3(金)必着
経済局労働企画室
☎972-3146 FAX972-4129

受付

問合

対象

中小企業向けの情報
★事業資金の融資…従業員数･営業

実績などの制限あり
市信用保証協会
☎212-3011
小規模事業金融公社
☎735-2123 FAX735-0400

問合

保健センターなどの保健師の募集
7/5(日)
原則来年4月
昭和61年4月2日以降生まれの
同資格取得(見込み)者｡選考で
12人程度
6/17(水)消印有効
市ウェブサイト･保健センター･
健康福祉局職員課
☎972-2505 FAX972-4145

試験
採用

対象

受付

要項
配布

知的障害者を対象とした職員の募集
軽作業･文書の仕分けなどを行う

8月中旬～
来年4月以降
昭和50年4月2日～平成15年4
月1日生まれで愛護(療育)手帳
をお持ちの方｡選考で1人
7/17(金)消印有効
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･総務局人事課
☎972-2125 FAX972-4115

試験
採用

対象

受付

要項
配布

会計年度任用職員（難病等健康相
談員)の募集

7/7(火)
8月～来年3月
保健師の資格取得者｡選考で8
人程度
6/30(火)必着
市ウェブサイト･健康福祉局健
康増進課
☎972-2627 FAX972-4152

試験
期間

対象

受付

要項
配布

会計年度任用職員(日額制学校給食
調理業務員)の募集

9月～来年3月
中学校卒業以上の方｡選考で9
人程度
7/15(水)消印有効
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･教育委員会教職員課
☎972-3238 FAX972-4177

期間

対象

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か午前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

勤務

対象

受付

問合

HP

案内

市立大学病院 医師事務作業補助者
の募集

各種診断書の作成補助やデータ入
力･電話対応などを行う

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

雨水ますのふたの上の清掃にご協
力をお願いします!

雨水ますは雨を下水管に流すための
入口です｡ゴミや落ち葉で詰まると､
浸水の原因となる恐れがあります｡
雨水ますの上部はいつもきれいにし
ておくようご協力をお願いします｡

上下水道局保全課
☎972-3742 FAX961-0304

問合

農薬の適正使用のお願い
農薬は､使用方法を誤ると人への健
康被害や環境への悪影響をもたらす
場合があります｡子どもや病気の方、
体の弱い方への配慮からも､次のこ
とを守ってください｡
★病害虫や雑草の発生予防など､農

薬を使用しない方法を考えましょ
う｡

★農薬を使用する場合は､近隣に周
知し､飛散防止に努めましょう｡

緑政土木局都市農業課
☎972-2499 FAX972-4141

問合

吹付けアスベスト対策補助制度
★分析調査費…15万円まで
★除去などの改修費…3分の2まで

(上限120万円)
市内にある建築物(解体時を除
く)｡契約前の相談･申請必要
住宅都市局建築安全推進課
☎972-2935 FAX972-4159

対象

問合

木造住宅の耐震改修助成
工事費の5分の4以内(上限100万
円､ただし市民税非課税世帯は150
万円)を助成｡2段階に分けて行う改
修助成もあり

昭和56年5月以前に着工した2
階建て以下の木造住宅で､市の
無料耐震診断で判定値1.0未満
のもの
住宅都市局耐震化支援室
☎972-2921 FAX972-4179

対象

問合

建築物などの定期報告制度
有資格者による建築物･建築設備な
どの調査･検査結果を定期的に市に
報告しなければなりません｡

建築基準法令で指定された特定
建築物の所有者･管理者
10/30(金)までか12/28(月)ま
で(用途により異なる｡報告の際
は事前予約必要)
市ウェブサイト
住宅都市局建築安全推進課
☎972-2923 FAX972-4159

対象

案内

問合

受付

健康福祉局健康増進課
☎972-2637 FAX972-4152

問合

市公式ウェブサイトでは､他にもご家庭で
楽しめる映像を掲載しています｡

みんなで｢Nagoyaモーニングダンス｣を踊ろう！

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて､名古屋ゆかりの
アーティストであるD

ダ

A P
パ ン プ

UMPのT
ト モ

OMOさんからグッドモーニン
グの起床の動きをイメージした「NAGOYAモーニングダンス」を提
供していただきました。みなさん、ぜひ踊ってみてください。

←こちらから視聴できます

まるはっちゅ～ぶ 検索

納付をお忘れなく
個人市民税･県民税 第1期分

納期限は6月30日(火)

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｡

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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犯罪被害者等
総合支援窓口

スポーツ市民局人権施策推進室内☎972-3042

電話相談は月曜～金曜日の午前8:45～午後5:30(祝休日休み)｡面接相談
は予約制｡専任の相談員が対応｡対象は犯罪被害者や家族･遺族
ファクスでのお問い合わせはスポーツ市民局人権施策推進室972-6453

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

無 料 相 談 窓 口 案 内

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

仕事･家計･
住まいなど
生活全般に
関する相談

仕事･暮らし自立サポートセンター
①名駅(中村区名駅南一丁目)☎446-7333 FAX446-7555
　　 sigoto.kurasi@support-nagoya.jp
②大曽根(北区大曽根四丁目)☎508-9611 FAX508-9612
　　 shigoto.kurashi@oozone.jp
③金山(熱田区新尾頭二丁目)☎684-8131 FAX684-8132
　　 kanayama@support-nagoya.jp

月曜～金曜日と①第2･3②第1･5③第4土曜日の午前9:00～午後5:00(祝
休日休み｡①火曜日②木曜日③金曜日は午後8:00まで)｡対象は市内在住
で生活にお困りの方(生活保護受給者を除く)

HP

HP

HP

消費生活相談
消費生活センター(中区栄一丁目)
☎222-9671(月曜～土曜日) FAX222-9678
　 seikatsu.city.nagoya.jp

月曜～金曜日は面接･電話相談､土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

問合 市長室広報課☎972-3132 FAX972-4126アドレスが　http://www.city.nagoya.jp/　であることをご確認ください｡

名古屋市公式ウェブサイトになりすました偽のホームページが見つかっています｡

スポーツ市民局地域安全推進課☎972-3128 FAX972-4823問合

対策

マスクや消毒液不足に乗じてお金を騙し取ろうとする詐欺にご注意ください｡
★｢10万円を払えば新型コロナウイルスが終息するまで､毎月マスクを配布し

ます｡｣
★｢消毒液が入荷したので､送ります｡お金を振り込んでください｡｣
★息子や孫を名乗り､｢俺だけど､マスクある?｣
★ドラッグストアを装い｢マスクを無料配布します｣｢本日マスクが入荷しまし

た｣など､偽のマスク入荷メール

★在宅でも留守番電話にしておき､犯人と直接会話をしないようにしましょ
う｡

★お金を要求する電話が掛かってきたら､必ず家族や警察に相談し､すぐに振
り込まない(手渡さない)ようにしましょう｡

マスク不足･消毒液不足に乗じた詐欺

｢給付金10万円配布につき､お客様の所在確認｣などと､携帯電
話会社を名乗り給付金の手続きを装う不審なメールや､市役所
や区役所を名乗る給付金の手続きを装う詐欺にご注意くださ
い｡

★メール本文中のURLには絶対にアクセスしないで下さい｡ト
ラブルに巻き込まれる恐れがあります｡

★市役所や区役所などがATMの操作をお願いすることは､絶対
にありません｡

★市役所や区役所などが給付のために手数料の振込みを求める
ことは､絶対にありません。

★迷ったら一人で判断せず、家族や警察に相談しましょう｡

対策

特別定額給付金に乗じた詐欺

新型コロナウイルスや特別定額給付金に乗じた詐欺とみられる電話やメール､戸別訪問が相次いでいます｡

新型コロナウイルスや特別定額給付金に乗じた詐欺などにご注意ください!

新型コロナウイルス感染症 感染拡大に伴う各種対応

①全額②減少した事業収入などにかかる保険料額×前年の所得に応
じた減免割合を申請により免除

主たる生計維持者の①死亡･重篤傷病②事業収入などが減少した
世帯
区役所保険年金課･支所区民福祉課､
(6/2～)保険料コールセンター☎0570-007-584

国民健康保険料の減免

対象

問合

①全額②減少した事業収入などにかかる保険料額×前年の所得に応
じた減免割合を申請により免除

65歳以上の第一号被保険者で､主たる生計維持者の①死亡･重篤
傷病②事業収入などが減少した方
区役所福祉課・支所区民福祉課

介護保険料の減免

対象

問合

収入が大幅に減少したなどの事情により､お支払いが困難な方はご相
談ください｡

(市税の納税について)市税事務所徴収課･出張所
(上下水道料金の支払いについて)上下水道局営業所

市税の納税･上下水道料金の支払いの猶予

問合 感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください｡
名古屋おしえてダイヤル☎953-7584 FAX971-4894

市税に関する証明は郵送で申請できます

問合

児童一人につき1万円｡対象者(公務員を除く)には6月初旬にチラシを
送付､6月末頃支給予定です｡

令和2年4月分の児童手当の受給者･令和2年3月まで中学3年生だった
児童がいる3月分の児童手当の受給者｡いずれも特例給付の方は除く
市ウェブサイト
不要(公務員は申請が必要､別途所属庁から案内あり)
子ども青少年局子ども未来企画室☎972-4393 FAX972-4202

子育て世帯への臨時特別給付金の支給

案内
申込

対象

問合

市国民健康保険加入者の被用者で､新型コロナウイルス感染症に
感染した方､または発熱などの症状があり､感染が疑われる方
区役所保険年金課･支所区民福祉課

被用者などへの傷病手当金の支給
対象

問合

1年以内(感染拡大の状況などにより更新可)
市内在住か市内で勤務していた方で､解雇などにより現住居から
退去を余儀なくされる方
最低家賃額を3割減額した額(月額8,100～19,000円)｡敷金なし
住民票の写し(入居希望者全員分･続柄のあるもの)･解雇などが証
明できる書類･居住している住居からの退去を余儀なくされるこ
とが分かる書類を持参し､直接､市住宅供給公社(西区浄心一丁目)
☎523-3875 FAX523-3863

仕事を解雇された方などへの市営住宅の提供

料金

期間
対象

申込

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６月１日●部数／１，１０８，３７０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）

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

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/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!

6/14

6/21

6/28 ナゴヤの子ども元気・笑顔プロジェクト

7/5 車の急発進抑制装置設置の補助

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。

HP www.nagoyatv.com/omotenashi2020/

放

送

予

定

放

送

予

定

4ch

問合 市長室広報課　☎ 972-3134  FAX 972-4126

  各番組　HP で、放送終了後に番組を視聴できます。

6/16 Nagoyaモーニングダンス

6/23 Nagoyaモーニングダンス

6/30 おうちでWEB！

7/7 おうちでWEB！

ウェブ

消防学校で使う資器材を

「地産地消」とは、地元で生産されたものを地元で消費することです。

なごや産の野菜「なごやさい」をおいしく食べて、地産地消を

進めると、良いことがいっぱいあります。

問合 健康福祉局健康増進課　☎ 972-3078　FAX 972-4152

6月は食育月間

消防学校における新人消防官の訓練の様子

6/30（火）まで受付

ふるさと納税の一つで、自治体が使途を明確にして寄附を募るものです。

※市内在住の方が寄附をした場合、税控除を受けられますが、返礼品を

受け取ることはできません。

ガバメントクラウドファンディングとは?

問合 市消防学校　☎ 736-2731　FAX 736-44626月中旬～9月中旬期間

地産地消のススメ

野菜・果物を使った、栄養バランスが良く、彩り豊かな料理の写真を募集！

優秀作品10件には、食品・飲料品などの詰め合わせをプレゼント！

「＃ベジフルなごや」フォトコンテスト

管理栄養士の
山本理江さん

野菜ソムリエ・
イラストレーターの

べじこさん

Instagram・Facebookで「名古屋市健康増進課」アカウントを

フォローし、「＃ベジフルなごや2020」を付けて写真を投稿

応募方法
インスタグラム フェイスブック

「農」との触れ合いについての情報

や食育に関するレシピ・コラム・お役

立ち情報などを掲載しています。

審査員

ガバメントクラウドファンディング

ウェブサイト「なごや食育ひろば」

をご覧ください。

輸送距離が短く

エネルギーやCO2

を削減できる！

環境に良い

身近に

畑などがあれば、

農業体験もできる！

緑を守る

農作業は地域の

伝統文化と深く

関わっている！

伝統文化を

守る

直売や交流活動で、

消費者ニーズが

直接伝わる！

生産者に

声が届く

新鮮なうちに

食べられるので、

栄養いっぱい！

新鮮で

おいしい

撮影した料理は残さず食べましょう。

Instagramは
こちら

Facebookは
こちら

消防学校の訓練では、火災・救急・救助と

いった現場を想定し、多くの資器材を利用し

ますが、実際の現場では使用しない旧式の

資器材が多く、教育の効果を十分に発揮で

きていない現状があります。そこで、ガバメン

トクラウドファンディングを実施し、最新の資

器材を購入するための寄附を募集します。

購入するための寄附を募集します！
きき ふふ

ホームページはこちら→
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