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問合 区役所地域力推進室　☎753-1824　FAX753-1924

　千種区には外国人がたくさん暮らしています。日本

人も外国人も、お互いに文化の違いを理解し合い生活

していけるよう、多文化共生の取り組みをすすめて

います。今回は、外国人の皆さんに自分の国のお正月

についてお話しいただきました。

千種区長　大 脇  豊 彦

わたしの
国のお 月正

KHATTRI HIRA

BAHADURさん

カ　　ト　　リ　　　ヒ　ラ

 バ ハ ド ゥ ー ル　

谷口 Ninaさん
たにぐち     ニ　ナ

柳祥美さん
ユ サン  ミ

　「春節」と呼ばれる旧暦の正月（今年は1

月25日）を家族そろってお祝いします。花や

赤い紙におめでたい文字を書いたものなど

を家に飾ります。南の地域では日本の門松

のように、ミカンの木を飾ることもありま

す。また、魔よけの意味を持つ爆竹、獅子舞

や龍舞、民族舞踊などでにぎやかにお祝い

します。親しい人には赤い封筒に入ったお

年玉をあげます。食べ物は、南の地域では

魚やレタスなど縁起の良い食べ物、北の地

域では餃子を家族で作って食べます。

多文化共生推進パンフレット

区役所にて配布中！

　日々の生活に役立つ

情報を、やさしい日本語、

英語、中国語、韓国語、

ベトナム語、ネパール語

の6カ国語とイラストで

紹介するハンディタイプ

のパンフレットです。

　ぜひご活用ください。

千種区の外国人人口（国籍別内訳） 折りたたむとコンパクトな
ハンディサイズ！

　千種区には、平成31

年4月1日現在約6,500

人の外国人が暮らして

いて、16区で4番目に多

くなっています。

　国籍別では、中国が

最も多く、韓国・朝鮮、

ベトナムと続きます。

　「ソルラル」と呼ばれる旧暦の正月

（今年は1月25日）をお祝いします。福

を集めるとされる「ポクチョリ」という竹

のかごを家に飾ります。新年の朝には

「チャレ」と呼ばれる先祖供養の儀式を

家族そろって行い、お墓参りもします。

子どもたちは「ユンノリ」というすごろく

遊びや凧あげをします。食べ物は、縁起

の良い「トック」と呼ばれるおもちの入っ

たスープを食べます。

　12月31日には、カウントダウンに参加し

たり、自宅でディナーを楽しんだりします。

年が明けるとシャンパンにオリーブを入れ

たものを飲みます。新年の抱負をたてること

もあります。食べ物は、縁起の良い「ブラッ

クアイビーンズ」という豆や、「カラードグ

リーン」という葉物野菜を食べます。

　1月1日に、家族でパーティーを開きます。花火を

つけたり、お酒を飲んだりします。丸いものが縁起

が良いとされているため、丸い模様の服や丸い形

のアクセサリーなどを身に着けます。食べ物は、12

カ月を表す12種類の丸い果物を食べたり、「レチョ

ン」と呼ばれる豚の丸焼きを食べたりします。

LAI XUAN THANGさん
ライ        スアン                 タン

　「テト」と呼ばれる旧暦の正月（今年は1月25日）をお祝いしま

す。キンカンの木を家の中や外に飾ります。獅子舞も行われま

す。食べ物は、「バイン・チュン」と呼ばれる米・緑豆・豚肉を葉で

包んだ日本のちまきのようなものを家族で作って食べます。

　西暦とは異なるビクラム暦の新年をお祝いし

ます。2020年4月13日が、ビクラム暦2077年

のお正月です。新年には自宅でお祈りするだけ

でなく、寺院にお参りに行きます。特別な食べ

物はありませんが、普段より豪華なものを食べ

ます。菓子もよく食べます。

JEIEL BURRELLさん

ジェイエル       バ レ ー ル

郭玉環さん

カクギョクカン

羅艶玲さん
ラ  エン レイ

迎
春

新年あけましておめでとうございます。

区民の皆さまにおかれましては、健やかに初春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

旧年中は、区政運営にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございました。

区民の皆さまのこの一年のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

統計なごやweb版「外国人公簿人口」より作成
（平成31年4月1日現在）

中国
1,806人

台湾
114人

スリランカ
105人

韓国・朝鮮
1,249人

ネパール
580人

フィリピン
392人 ベトナム

1,148人

アメリカ
197人

ブラジル
131人

その他
820人

★原則、1/11(土)～2/10(月)の記事を掲載しています。

★費用の掲載のないものは、無料です。
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救急医療情報センター

千種区休日急病診療所（内科・小児科）

　今池五丁目4-15

北歯科保健医療センター

　北区平手町1-1(クオリティライフ21城北内)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　☎263-1133
・・・・・・・・・・・・・　☎733-1191

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　☎915-8844

〒464-0841 覚王山通8-37保健センター ☎753-1951

●場所指定のないものは保健センターで実施します。

●駐車場に限りがありますので、

　公共交通機関をご利用ください。

●費用の記載の無いものは無料です。

本市が実施するがん検診などで、右の①～⑥の方は

無料です。当日証明するものをご持参ください。

①70歳以上

②生活保護世帯

③市民税非課税世帯

④市医療費助成制度受給者

⑤市福祉給付金受給者

⑥中国残留邦人等支援給付受給者

※詳しくは

お問い合わせ

ください。

区
役
所
の
日
曜
開
庁
日
は
１
月
12
日
（
日
）
、
２
月
２
日
（
日
）　

午
前
８
時
45
分
～
正
午
で
す
。

ふたご・みつごの会（予約制）

多胎児の育児をしている保護者の皆さん！

集まって交流・情報交換し、悩みや心配事を解消しましょう。

日時　２／３（月）午前10：00～11：30

受付　午前９：45～10：00

対象　 区内在住で多胎児を妊娠中の方、

　　　多胎児の乳幼児と保護者（保護者のみでも可）

内容　交流会（簡単な親子遊びもあります）

申込　電話にて

問合　保健看護担当（☎753－1984）

小学生クッキング教室（予約制）

料理の好きな子、食べることが好きな子集まれ！

みんなで楽しく料理しましょう。

日時　２／29（土）午前10：00～午後１：00　受付　午前９：45～10：00

場所　 椙山女学園大学教育学部（星が丘元町17－３）

対象　区内在住の小学生　定員　24人（先着順）

内容　 調理実習、試食（昼食をデザート付きで作ります）

持物　手拭きタオル、食器用ふきん（２枚）、エプロン、マスク、三角巾

申込　 １／23（木）午前９：00より電話または窓口で

問合　保健感染症係（☎753－1981）

相談・検査 日程・受付時間・対象・定員・内容など 申込・問合

こころの
健康相談日

毎週金曜日（第３金曜日は除く）
午後１：30～２：30
不眠など心の健康に関する相談

予約制
☎753－1981

うつ病
家族相談日

第３金曜日
午後１：30～２：30
うつ病の方を抱えた家族の相談

夜間
エイズ検査

第２金曜日
午後６：00～７：00
定員
40人（先着順） 無料、匿名、

証明書の発行なし
※ 陰性結果は当日
　判明

匿名可能
予約不要
☎753－1982

昼間
エイズ検査

毎週月曜日
午前９：30～10：15
定員
15人（先着順）梅毒検査

※いずれの相談・検査も祝休日は除く

区分 日程 対象生年月日

３・４
か月児

１／14（火） Ｒ１．９．19～１．９．28

１／21（火） Ｒ１．９．29～１．10．８

２／４（火） Ｒ１．10．９～１．10．18

【受付時間】
第１子　　　午後１：00～１：15
第２子以降　午後１：10～１：30

１歳６
か月児

１／15（水） Ｈ30．６．26～30．７．７

１／22（水） Ｈ30．７．８～30．７．19

２／５（水） Ｈ30．７．20～30．８．１

３歳児

１／17（金） Ｈ28．12．17～28．12．28

１／24（金） Ｈ28．12．29～29．１．９

１／31（金） Ｈ29．１．10～29．１．19

【受付時間】
午後１：00～２：00
※ 当日希望者はフッ素塗布
（720円）を行います。歯ブ
ラシをお持ちください。

※ ３歳児健診では、健診終
了後に図書館ボランティ
アによる絵本のおはなし
会を実施します。

子育て総合相談窓口（☎757－7033）

　（子育て世代包括支援センター）

月～金曜日（祝休日は除く）

電話＝午前８：45～午後５：15

面接＝午前９：00～午後４：30

母乳相談（☎753－1984）

日時　１／16（木）午後１：10～３：20（予約制）

相談・教室 日程・受付時間 対象・定員（先着順）・内容 申込（予約制）・問合

親子
むし歯予防
教室

１／16（木）
１／30（木）

午前９：00～10：00

０歳から就学前の乳幼児と保護者30組
歯科検診・歯科相談・栄養相談、
フッ素塗布（希望者のみ720円）
生活保護世帯のみ減免制度あり（要証明）
※ 歯ブラシ・タオル・母子健康手帳持参

☎753－1975

はじめての
歯みがき
教室

１／21（火）
午前９：45～10：00

平成31年２月・３月生まれの第１子と保護者
20組
むし歯菌チェック、親子でふれあい歯みがき

１／14（火）
午前９：00から

電話で
☎753－1975

赤ちゃん
パクパク
教室

１／31（金）
午前９：45～10：00

（午前11：30終了予定）

平成31年４月・令和元年５月生まれの第１子
と保護者20組（参加は１組１回まで）
お口の手入れ、離乳食の話（試食）
※ 赤ちゃん用のエプロン・スプーン・食器持参

１／27（月）
午前９：00から

電話で
☎753－1981

ニュー
ファミリー
セミナー

２／６（木）・
21（金）・27（木）の

午前３日間

受講時におおむね５～８カ月の妊婦とその家
族24人
１日目：出産前の準備／２日目：食生活、歯の健
康、食品の衛生／３日目：赤ちゃんのお風呂に
ついて、パパの妊婦体験

☎753－1975

子どもの
アレルギーと
ぜん息相談

２／７（金）
午後１：45～２：45

市内在住で15歳未満の方
アレルギー専門医による診察・相談・指導
（保健・栄養）

☎753－1975

　市内指定医療機関で実施しています。接種

の際は、医師によく相談しましょう。

千種つるかめセミナー　つるクラス１月

　「運動で認知症予防」（予約不要）

日時　１／28（火）午後１：30～３：30　受付　午後１：00～１：30

場所　区役所講堂（２階）

対象　区内在住で65歳以上の方　定員　50人（先着順）

内容　運動講話・実技　健康運動指導士　植屋節子さん

　　　保健講話　保健師

持物　 筆記具、タオル、飲み物、動きやすい服装、運動靴

問合　感染症対策等担当（☎753－1982）

千種つるかめセミナー　かめクラス　かめクッキング２月　

　「口腔ケア・バランスのとれた食事を学ぶ」（予約制）

日時　２／６（木）午後１：20～３：30　受付　午後１：00～１：20

場所　保健センター栄養室（地下１階）

対象　区内在住で65歳以上の方　定員　16人（先着順）

内容　歯科講話、栄養講話と調理実習・試食

持物　 筆記具、手拭きタオル、食器用ふきん（２枚）、エプロン、

　　　マスク、三角巾

申込　電話または窓口で　問合　感染症対策等担当（☎753－1982）

各種予防接種

感染症対策等担当 ☎753-1982

保健感染症係 ☎753-1975

2020年 新春お年玉クイズ＆広報なごや千種区版アンケート
　クイズ、アンケートに答えていただき、クイズに正解された方の中から、抽選で35人の方にマナカチャージ券

（1,000円分）をプレゼントします。さらに、応募者全員にこあらっちグッズをプレゼントします。

①広報なごや千種区版（12～15面）の紙面は読みやすい

ですか？　（文字の大きさ・量、色調など）

②特に読む記事はどれですか？

　A：特集面（12面）　　B：保健センターだより（13面）

　C：ちくさくらしのガイド（14面、15面）

③今後どのような話題を特集してほしいですか？

④その他、広報なごや千種区版へのご意見・ご感想

クイズの答え、アンケートの回答

（①～④必須）、住所、氏名、電話番

号を記入し、はがき・ファクス・E

メールのいずれかで下記問い合わ

せ先へ。応募は1人1通。1/31

（金）必着。

※いただいた個人情報は賞品の

発送のみに使用いたします。

※当選者発表は賞品の発送をもっ

て代えさせていただきます。

千種区に住んでいる

外国人の国籍で一番

　　　　多いのは？

広報なごや
千種区版
アンケート

応募方法

ク イ ズ

区役所地域力推進室　☎753-1823  FAX753-1924  〒464-8644（住所記入不要） 　 a7531821@chikusa.city.nagoya.lg.jp問合
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法律相談

日時　１／14（火）・28（火）、２／12（水）

　　　午後１：00～４：00

定員　16人

申込　名古屋おしえてダイヤル（☎953－7584）

※各相談日の１週間前から先着順受付

受持区域　

揚羽町、霞ケ丘、汁谷

町、御影町、富士見台、

光が丘など

区内交番のご紹介　第１０弾

　「富士見台交番」

管内の茶屋ケ坂公園に

は、千種区の花である

アジサイが約6,000株

植えられているそうで

す。

希望ケ丘４信号交

差点の北西角にあ

ります。

認知症市民講座「成年後見・認知症をとりまく問題」

日時　１／16（木）午後１：30～３：00

場所　区役所講堂（２階）

講師　今池法律事務所弁護士　山下陽子さん

※申込不要、当日自由参加

主催　認知症地域連携の会、地域包括ケア推進会議　ほか

問合　福祉課（☎753－1839・℻751－3120）

地域の防災リーダーのための、災害とボラ

ンティアに関する勉強会

日時　１／18（土）午後１：00～３：00

場所　水の歴史資料館

対象・定員　小学生以上15人

内容　 女性目線に立った防災・減災について

費用　300円

申込　 参加日、参加者全員の氏名、学年（年齢）、

性別、住所、電話番号、メールアドレスを

電子メールで下記問い合わせ先へ。

問合　災害ボランティアちくさネットワーク（浅野）

　　　☎090－8548－0164

　　　 ：tamaki.asano@gmail.com

千種区・名東区区民ボウリング教室（初心者向け）

日時　２／７・14・21・28（いずれも金曜日）

　　　午前10：00～正午（全４回）

場所　星が丘ボウル（星が丘元町16－45）

対象　区内在住・在勤・在学（高校生以上）の方

定員　40人（先着順）

費用　2,400円（教材費・傷害保険料を含む）

※シューズはレンタル（料金別途）または購入可能

申込　 １／９（木）～24（金）の間に下記問い合わ

せ先または星が丘ボウル（☎781－5656）へ

問合　地域力推進室（☎753－1825・℻753－1924）

１月26日は「文化財防火デー」

　文化財防火デーは、昭和24年１月26日に法

隆寺の金堂が炎上し、壁画が焼損したことを

きっかけに定められました。

　区内には、日泰寺大書院鳳凰台、東山植物

園温室前館、揚輝荘、草結庵などの貴重な文

化財があります。これらの文化財を次世代に

引き継ぐため、文化財の火災予防にご協力お

願いします。

下水道に油を流さないでください

　下水道に油を流すと、下水管のつまりや悪

臭の原因にもなります。調理後のフライパン

や皿についた油汚れは、キッチンペーパーな

どでふき取って処分してください。

　河川や海などの水環境を守るためにも下水

道へ油を流さないようお願いします。

学区 名称 所在地 電話 入所説明会日程 説明会場

内　山

大　和
大和学童保育所

神田町５－８

千種公園うたの森２階

711－

7385

①１／19（日）午前10：00～正午

②２／15（土）午前10：00～正午
学童

上　野

上野学童保育所

ありんこクラブ
赤坂町４－70－２

721－

1347

１／23（木）入学説明会終了後

　　　　　　　　　～午後５：00
学童

ちくさキッズ 下方町３－３－１
722－

2648
個別対応※

高　見

高見学童保育 振甫町２－70－２
723－

1057

①１／24（金）入学説明会終了後

②随時

①高見小学校

②学童

千種児童館

留守家庭児童クラブ
振甫町３－34

722－

8222
個別対応※

春　岡

田　代
春岡田代こどもクラブ 春岡一丁目17－25

751－

7930
個別対応※

田　代

見　付
とんぼ第２学童保育所 穂波町３－44

753－

2254
個別対応※

東　山

見　付
とんぼ第１学童保育所 鹿子町７－24

781－

8513
１／11（土）午前11：00～午後２：00 学童

星ケ丘 星ヶ丘子どもクラブ
星ケ丘１－５

（アーバンラフレ星ヶ丘内）

090－

3832－

0341

①１／18（土）午後４：30～５：30

②１／30（木）入学説明会終了後

③随時

①③学童

②星ケ丘小学校

自由ケ丘 自由ヶ丘学童保育
徳川山町５－７

（金児荘内）

763－

4016

随時（午前10：00～午後７：00）

※事前に電話でお問い合わせください
学童

富士見台

富士見台学童保育所 希望ケ丘２－５－５
762－

4704

１／24（金）入学説明会終了後　　

　　　　　　　　～午後０：30

※富士見台学童、

　富士見台第二学童の合同開催

第二学童

富士見台第二学童保育所 富士見台３－２
722－

6102

宮　根

宮根学童保育所

宮根台二丁目９－１
773－

1191

①１／28（火）入学説明会終了後

　　　　　　　　　～午後０：30

②２／22（土）午後７：00～８：00

※宮根学童、宮根第２学童の合同開催

宮根学童
宮根第２学童保育所

千代田橋 千代田橋学童保育所
竹越二丁目１－26

ORENOビル３階

711－

0145

①１／31（金）入学説明会終了後

②２／８（土）午後６：00～７：00

①千代田橋小学校

②学童

留守家庭児童育成会個別説明会のご案内　　　問合　民生子ども課（☎753－1831）

　共働きなどで、学校から帰宅しても保護者が留守の小学生のために、留守家庭児童育成会

（学童）や留守家庭児童クラブがあります。詳しくは、各学童に直接お問い合わせください。

※ ちくさキッズ、千種児童館留守家庭児童クラブ、春岡田代こどもクラブ、とんぼ第２学童

保育所は個別説明会を実施しません。

新入学のお子さんの保護者の皆さまへ　就学通知書のお知らせ　問合　市民課（☎753－1896）

　令和２年４月に小中学校へ入学されるお子さんの家庭に「就学通知書」をお届けします。

小学校　平成25年４月２日～平成26年４月１日生まれのお子さんへ１月中にお届けします。

中学校　在学中の小学校を通じて２月中にお届けします。

　★次の方は区役所市民課で手続きが必要です。

　①国立や私立の学校へ入学される方（入学許可証などを持参）

　②外国籍のお子さんで、市立の小学校へ入学を希望される方

　　のうち、まだ申請手続きが済んでいない方

特別な事情がある場合を除き、実際に

お子さんが住んでいない

他学区への市立小中学校

通学は認められていません

しない　させない　越境入学

指定緊急避難場所が使用できなくなります

　香流橋地域センターは改修工事が予定されてお

り、下記の期間は指定緊急避難場所として使用でき

ません。指定避難所としては使用が可能です。近隣

の方は、お近くの指定緊急避難場所を

ナゴヤ避難ガイドなど防災マップでご

確認いただき、避難してください。

期間　１／14（火）～10／14（水）

問合　総務課（☎753－1811・℻762－5044）

アジサイ寒肥講習会（申込不要）

日時　１／24（金）午前10：00～正午（小雨決行）

場所　茶屋ケ坂公園児童園（※駐車場はありません）

内容　 アジサイの施肥の仕方や育て方を学びま

す。動きやすい服装でお越しください。

問合　地域力推進室（☎753－1823・℻753－1924）

私の街のいきいきライフ～自分らしい最後

に向けて、あなたの願いは何ですか？～

日時　２／５（水）午後１：30～３：30

場所　区役所講堂（２階）

内容　第１部　ACP ～私の想いをつないで帳について～

　　　第２部　訪問歯科診療について

　　　第３部　わたしのつながりの振り返り

※申込不要、当日自由参加

主催　地域包括ケア推進会議

共催　千種区医師会、千種区歯科医師会　ほか

問合　福祉課（☎753－1839・℻751－3120）

地域女性活動促進事業講演会

　女性のための防災対策

　～大切なあなたを守るために～

日時　１／21（火）午後１：30～３：30

場所　区役所講堂（２階）

定員　200人（先着順、申込不要）

講師　災害ボランティアちくさネットワーク

　　　代表　浅野環さん

問合　地域力推進室（☎753－1825・℻753－1924）

 市民健康講座　「腎不全治療の最前線

　－HD・PD・腎移植・腎再生医療まで－」

日時　１／15（水）午後２：30から

場所　救急・外来棟多目的ホール（４階）

定員　200人（※申込不要、当日先着順）

講師　腎臓内科副部長　友齊達也

クリーンパートナーになりませんか！

　美化推進重点区域でまちの美化活動を行う

団体を募集しています！

活動要件　

○ 市民、事業者による環境美化を主な目的と

したボランティアグループおよび地域貢献

に努める企業グループであること

○ 美化推進重点区域を含む区域で、原則10人

以上で月１回以上清掃活動が実施できること

千種区の美化推進重点区域　

○ 広小路通（千種橋～覚王山）地区

○四谷通地区

　詳細や登録の手続きなどについては環境事

業所にお問い合わせください。

交通指導員を募集します

勤務内容　 小学校の登下校指導、交通安全教室など

募集学区　 大和・上野・東山・星ケ丘・富士見台

学区（各１人）※令和２年４月１日採用

勤務時間　 午前７：00～午後５：00の間であら

かじめ指定する時間

申込　 電話連絡の上、下記問い合わせ先へ履

歴書を持参。１／21（火）必着

問合　地域力推進室（☎753－1821・℻753－1924）

165,990
87,841

（令和元年12月１日現在）

１／12、２／２

駐車場に限りがありますので、
公共交通機関をご利用ください。
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１／16（木）午前　名古屋商業高校（グラウンド南西角）

　 17（金）午後　仲田公園

　 21（火）午前　千種小学校（東通用門）

　 22（水）午前　千代田橋小学校（西通用門）

　 24（金）午後　茶屋ケ坂公園（園内北東角）

２／５（水）午後　覚王山日泰寺

ちくちく手づくりの会

日時　１／16（木）午前10：15～正午

対象・定員　一般30人（当日先着順）

※ 託児はありませんが、小さいお子さんと一緒に参加できます

内容　 小さいお子さんのための手づくりおも

ちゃ「おにはそと？」

費用　材料費実費

持物　鉛筆、はさみ、針、もめん糸（白・黒）

▶１人８冊まで借りられます。

　午前10：00～11：00、午後２：00～３：30

ライブパフォーマンス2019

日時　１／19（日）午後１：00開演

内容　 障がい者と健常者が同じ舞台に立ち、障がいの

あるなしといった垣根を飛び越え、観客も含め

て楽しむことを目的としたダンスイベントです。

出演　ダンスサークルトライアングル、

　　　車いすダンス名古屋ビバーチェ

ワークショップ「フェルトでグッズを作りましょう！」

日時　１／26（日）午後１：30～３：30

場所　聴松閣多目的ホール

定員　 20人（先着順）

講師　 エクステンションプログラム講師　佐橋世津子さん

費用　300円（別途入館料が必要）

申込　１／11（土）～25（土）までに電話で

初心者向けパソコン相談室（１人30分）

日時　１／20（月）、２／10（月）午後１：30～３：15

申込　終了時刻の30分前までに窓口で

おはなし会

●こぐまちゃんの会（乳幼児向け）

日時　１／23（木）午前11：00～11：30

●絵本とおはなしをきく会〈幼児・小学校低学年向け）

日時　１／25（土）午前11：00～11：45

●ババールの会（小学校低学年向け）

日時　１／11（土）、２／８（土）午前10：30～11：00

●ナルニアの会（小学校中・高学年向け）

日時　１／11（土）、２／８（土）午前11：15～正午

持物　①②④室内シューズ、⑤⑥ヨガマット（お持ちの方）、③⑦⑧水着・スイミングキャップ

申込　①～⑧ともに開始30分前から

教室名 日程 対象 定員 費用

①ソフトエアロビクス １／27、２／３・10の月曜日
①午前９：30～10：30
②午前10：45～11：45

中学生
以上

各60人 各330円
②エアロビクス

③やさしい
　アクアビクスⅢ

１／14・21・28、２／４の火曜日
午後７：00～８：00

20人 620円

④仕事帰りにエアロⅢ
１／14・21、２／４の火曜日

午後７：30～８：30
50人 330円

⑤創美ヨガⅢＡ １／15・22、２／５の水曜日
⑤午後６：45～７：45
⑥午後８：00～９：00

各30人 各330円
⑥創美ヨガⅢＢ

⑦アクアコアⅢ
１／15・22・29、２／５の水曜日

午後７：00～８：00
20人 620円

⑧プリベントアクア＆
　ウォーキング

１／16・23・30、２／６の木曜日
午前11：00～正午

なし
プール

入場料のみ

認知症高齢者家族支援事業

場所
東部いきいき
支援センター

西部いきいき
支援センター

家族サロン 日時
１／15（水）

午後１：30～
　３：30

１／27（月）
午後１：30～

　３：30

医師による
個別専門

相談

日時
１／21（火）

午後２：00～
　３：30

１／24（金）
午後２：00～

　３：30

定員 ３人 ３人

認知症
サポーター
養成講座

日時
１／28（火）

午後２：00～
　３：30

※申込はご都合のよいセンターへ

　在宅保健師会「あいち」の保健師が楽しく健

康づくりの話、かんたんな体操を行います。

①松の湯（松軒二丁目８－12）（☎721－1098）

日時　１／15（水）午後１：15～２：15

②娯楽湯（春岡二丁目24－20）（☎762－7051）

日時　２／５（水）午後２：40～３：40

▶①②ともに

対象　市内在住の65歳以上の方

※申込不要。悪天候などにより中止になる場合あり

問合　上記公衆浴場

　　　名古屋浴場商業協同組合（☎322－5735）

　　　健康福祉局高齢福祉課（☎972－2544）

①昭和の散歩道（昭和33～34年にタイムスリップ）

日時　１／21（火）午後２：15～３：00

内容　当時の出来事や流行歌で思い出を振り返ります。

定員　25人（※申込不要、当日先着順）

②回想法って、何だろう？

日時　１／22（水）午前10：00～11：00

定員　12人（先着順）

申込　電話または窓口にて

③スマホ教室

日時　１／23（木）午前10：00～正午

定員　20人（先着順）

講師　ソフトバンク（株）担当者

申込　１／９（木）から電話または窓口にて

▶①②③ともに　福祉会館の利用証が必要

対象　市内在住で60歳以上の方

令和２年度趣味講座受講者募集

　（内容は初心者対象となっています）

実施期間　令和２年４月～令和３年３月

対象　市内在住で60歳以上の方

　　（誕生日が昭和35年４月１日以前の方）

費用　無料（材料費・教材費が必要な講座あり）

　　　※用具類は各自持参

所要時間　１時間30分

※マージャンは３時間、美文字は２時間

申込　氏名（フリガナ）、性別、住所、電話番号、

　　　講座名を記入し、はがきまたは窓口で。

　　　２／７（金）必着（〒464－0076豊年町15－９）

※講座はＡ群・Ｂ群から１講座ずつ申し込み可能。

　同じ群から重複しての申し込みは不可。

抽選結果　２／17（月）館内に掲示

　　　　　（定員に満たない場合は随時募集）

受講手続　３／12（木）までに窓口で

【講習会】きれいにつくる山野草

日時　２／９（日）午後１：30～３：30

場所　星が丘テラス「コミュニティールーム」EAST１階

定員　15人

講師　名古屋山草倶楽部　松見勝弥さん

申込　 本紙５面を参照し、電子申請サービスまたは

往復はがきで当園へ。締切１／20（月）消印有効

　　　（〒464－0804　東山元町３－70）

【公開講座】〈なごや環境大学共育講座〉

　森林破壊が雨を減らす～昨今の気候変動との関係は？～

日時　１／25（土）午前10：00～正午

定員　60人（先着順）

講師　 名古屋大学宇宙地球環境研究所

　　　水文気候学研究室教授　檜山哲哉さん

【公開講座】写真で伝える私の生き方

　～仕事も家庭も私らしく～

日時　１／23（木）午前10：00～正午

定員　60人（先着順）

講師　 AS　YOU　WISH代表

　　　フォトグラファー　島田純子さん

【公開講座】〈文化財保護室共催〉文化財から発見！

地域の歴史文化～名古屋市歴史文化基本構想～

日時　１／24（金）午前10：00～正午

定員　60人（先着順）

講師　 教育委員会文化財保護室学芸員

企画展「城山・覚王山まちあるき」

期間　１／18（土）～３／29（日）

場所　聴松閣展示室６（２階）

内容　城山覚王山地区の名所・見所のパネルを展示

費用　無料（別途入館料が必要）

企画展「伊藤次郎左衛門祐民展」

期間　１／18（土）～３／29（日）

場所　聴松閣展示室７（２階）

内容　祐民の功績などに関するパネル・グッズを展示

費用　無料（別途入館料が必要）

パパとあそぼう（自由参加）

日時　１／11（土）午前10：30～11：30

対象　６カ月～未就学児と保護者

小麦粉粘土あそび（自由参加）

日時　１／18（土）午前10：00～11：30

対象　２歳～小学生と保護者

お正月あそび＆ボラさんとあそぼう（自由参加）

日時　１／19（日）午後１：30～３：30

対象　幼児と保護者・小中高生

内容　巨大カルタ・ゲーム企画など

You ！ヒーローになっちゃいなよ！

日時　１／26（日）午前10：30～11：30

対象・定員　３歳～５歳の幼児と保護者

　　　　　　計15組（各年齢５人ずつ）

内容　ヒーロー気分で運動にチャレンジ

　　　専門学校の生徒が楽しく指導します。

申込　１／12（日）午前10：30から電話可

　　　※ひとりで２人分申込可

講座名 日程 定員

Ａ群

さわやかヨガ体操Ａ 第１月 午前10：00 30人

さわやかヨガ体操Ｂ 第３月 午前10：00 30人

フラダンス 第１火 午後１：30 35人

水曜の健康体操 第１水 午前10：00 50人

金曜の健康体操 第１金 午前10：00 50人

リズム体操 第１木 午前10：00 40人

意身功 第２木 午後１：30 30人

社交ダンス 第２土 午前10：00 20人

リハビリ体操 第４土 午前10：00 50人

Ｂ群

茶道（表千家） 第１月 午前10：00 14人

カラオケレッスン 第１月 午後１：30 25人

美文字Ａ 第４月 午前10：00 20人

美文字Ｂ 第１火 午後１：30 20人

俳句 第２火 午後１：00 24人

はじめての日本画（顔彩） 第４火 午後１：00 24人

絵手紙 第１水 午前10：00 24人

洋画（水彩） 第４水 午前10：00 25人

発声から学んで歌おう 第４木 午前10：00 35人

ジャズ 第４木 午後１：30 30人

詩吟（吟道彩峰流） 第２金 午後１：00 30人

コーラス 第３金 午後１：30 35人

午前の健康マージャン 第４金 午前９：30 23人

午後の健康マージャン 第４金 午後１：30 23人


