
★原則、２/11(火・祝)～３/10 (火)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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広報なごや1月号

お年玉クイズの答え「中国」でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。皆様からいただいたご意見は、

今後の広報なごや千種区版の紙面づくりの参考にさせていただきます。

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

誕生10周年を迎えた千種区マスコットキャラクター「こあらっち」について

ご紹介します。

第20回千種区民まつり（平成21年）

のキャラクターとして、公募により

デザインが決まりました。

誕生10周年を記念して、オリジナル缶バッジをプ

レゼントします！この紙面（広報なごや千種区版令

和2年2月号）をお持ちください。プレゼント引き

換え時に受け取りスタンプを押します。

千種区マスコットキャラクター

こあらっち

こあらっちの

プロフィール

誕生

第21回千種区民まつり（平成22年）

で、来場者による投票が行われ、

「こあらっち」という名前に決定しま

した。

楽しいことが大好きなこあらっちは、呼んでもらえたら、どこにでも駆

けつけます。こあらっちを呼ぶにはいくつかルールがあるので、詳しくは

ウェブサイトをご覧いただくか下記までお問い合わせください。

第22回千種区民まつり（平成23年）で、こあ

らっちに「特別住民票」が交付されました。

命名

こあらっちが皆さんのイベントを応援します！

区民まつりでの

区民総踊り

東山動植物園

「ズーボ」と

あいさつ運動

交通安全

キャンペーン

なごや

商業フェスタ

みんなのおかげで10周年を迎えられたよ！これから

もみんなともっと仲良くなりたいから、いろんなイベ

ントに呼んでもらえたらうれしいな！

広報なごや千種区版にもいろんな

格好で登場するよ。探してみてね。

これからも応援よろしくね！

こあらっちからのメッセージ

◆引き換え期間（無くなり次第終了）

※土日・祝休日を除く

2/12（水）～3/10（火）
午前8：45～
午後5：15

◆引き換え場所

区役所
地域力推進室
（3階3番窓口）

こあらっち缶バッジ

受け取りスタンプ欄

※コピー無効
※切り離し無効

10周年記念缶バッジ

おすすめスポットひと足早い春を探しに

出かけてみませんか？

マップ
　丸い形、色の多様さ、香り

など、桜とはまた違う魅力の

ある梅の花。寒さがまだ厳しい

時期から開花し始め、ひと足

早い春を感じさせてくれます。

あなたもひと足早い春を探し

に、出かけてみませんか？

千 種 区

平和公園

上野天満宮

天満緑道

日泰寺 ひめ池西蓮寺
東山動植物園

先着

200人
窓口にお越しの方

1人につき1個

プレゼント！

区役所にこあらっち

あての年賀状が届い

たよ！ありがとう！
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２歳前後の心のそだち教室（予約制）

　２歳前後は自我がでてきて、悩みの多い時期ではありませんか？

子どもの発達とその関わり方について、悩みの共有をしましょう。

日時　３／12（木）午前９：45～11：30　受付　午前９：30～９：45

対象・定員　 区内在住の１歳11カ月～２歳５カ月（平成29年10月～

平成30年４月生まれ）のお子さんと保護者15組（先着順）

内容　●公認心理師講話「発達と関わりについて」●交流会●親子遊び

申込　２／12（水）午前９：00より電話で

問合　保健看護担当（☎753－1984）

転入者のつどい（予約制）

　転入して何かと戸惑うことはありませんか？市外転入された方

を対象に子育て情報のご案内や参加者同士の交流会を開催します。

日時　２／17（月）午前10：00～11：30　受付　午前９：45～10：00

対象・定員　市外からの転入後間もない方30組（先着順）

内容　子育て情報のご案内、交流会など　申込　電話または窓口で

問合　保健看護担当（☎753－1984）

離乳食作り教室（予約制）

　手軽に簡単に作って、楽しく離乳食を進めましょう！

日時　３／４（水）午前10：00～11：30

受付　午前９：45～10：00

対象・定員　 ５～９カ月児（第１子）とその保護者10組（先着順）

内容　離乳食作りの実演と試食、講話

持物　赤ちゃん用のエプロン・スプーン・食器

申込　 ２／12（水）午前９：00より電話または窓口で

問合　保健感染症係（☎751－1981）

特定疾患療養中の方と家族のつどい（予約制）

日時　２／17（月）午後１：30～３：30　受付　午後１：00～１：30

対象・定員　 区内在住の神経・筋・骨・関節系の難病で療養中の方とご家

族、医療・介護関係者など（パーキンソン病・脊髄小脳変性症・

多発性硬化症・後縦靭帯骨化症などの疾患）20人（先着順）

内容　 講話と簡単な調理実習「低栄養を防ごう～たんぱく質を上手にと

る工夫～」　千種保健センター　管理栄養士

持物　エプロン、三角巾（あれば）　申込　電話または窓口で

問合　保健看護担当（☎753－1984）

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

乳がん検診
（問診・乳房
エックス線
検査）

日時　２／26（水）午後　場所　イオンタウン千種
対象・定員　 市内在住で今年度40歳以上の女性（昨

年度受けていない方）40人（先着順）
費用　500円免有

予約制
２／25（火）までに

電話で
☎753－1982

※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

２／18（火） Ｒ１．10．19～１．10．29

２／25（火） Ｒ１．10．30～１．11．８

３／10（火） Ｒ１．11．９～１．11．18

【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

２／12（水） Ｈ30．８．２～30．８．９

２／19（水） Ｈ30．８．10～30．８．19

３／４（水） Ｈ30．８．20～30．８．27

３歳児

２／14（金） Ｈ29．１．20～29．２．２

２／21（金） Ｈ29．２．３～29．２．16

２／28（金） Ｈ29．２．17～29．２．27

【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　２／20（木）午後１：10～３：20（予約制）

保健感染症係 ☎753-1975

感染症対策等担当 ☎753-1982

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

２／13（木）
２／27（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

２／18（火）
午前９：45～10：00

平成31年３月・４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

２／10（月）
午前９：00から

電話で
☎753－1975

赤ちゃん
パクパク
教室

２／28（金）
午前９：45～10：00

（午前11：30終了予定）

令和元年５月・６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

２／25（火）
午前９：00から

電話で
☎753－1981

ニュー
ファミリー
セミナー

３／５（木）・
13（金）・26（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

３／６（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（予約不要）

２月「歯っするハッスル」

日時　２／13（木）午後１：30～３：30　受付　午後１：00～１：30

内容　●歯科講話　後藤歯科　院長　歯科医師　後藤洋さん

　　　●音楽療法　後藤洋さん、櫛田ダナヒュー謙さん

　　　●保健講話　保健師

▶２月・３月いずれのクラスも

場所　千種文化小劇場（千種三丁目６－10）

対象・定員　区内在住の65歳以上の方200人（先着順）

持物　筆記具、飲み物（水筒などふたやキャップのついた容器）

問合　感染症対策等担当（☎753－1982）

３月「食事は楽しくよく噛んで・健幸になろう♪」

日時　３／５（木）午後１：30～３：30　受付　午後１：00～１：30

内容　●音楽療法　音楽療法士　山田広美さん、木須康一さんほか

　　　●栄養講話　管理栄養士　●歯科講話　歯科衛生士

各種予防接種

２千 種 区 ⓭２

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。
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狭くなります

車に注意！ 山道に入ります

3番出口

正門

トイレ　　駐車場PWC

なごやかウォーク千種
～東山一万歩コース～

無料
申込
不要

小雨決行

東山公園を巡る全長約6.2キロメートルのコースです。ウォーキングを楽しみながら、

早春の気配を探しに行きませんか。

日程

集合

区役所地域力推進室

☎753-1825  FAX753-1924
問合

受付

2/23（日・祝）
午前9：30～10：00
※受付後随時出発　※ゴールは正午まで

東山動植物園  正門前

開催の有無については、

当日午前8：00から

「名古屋おしえてダイヤル」

（☎953-7584）へ

※参加賞あり（数に限りあり、無くなり次第終了）
※小学生以下は保護者同伴
※コース中、無舗装の道路や急な階段、坂道など、
ベビーカーでは通行困難な場所があります。



２ ２ 千 種 区⓮

法律相談

日時　２／12（水）・25（火）、３／10（火）

　　　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

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　２／15（土）午後１：00～３：00

場所　乗西寺（仲田二丁目６－13）

対象・定員　小学生以上15人

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

 市民健康講座　「心不全との上手な付き合

い方～知っておきたい予防のポイント～」

日時　２／19（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　慢性心不全看護認定看護師　佐久間大介

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）※５月または６月採用

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、受験申込書を持参。詳

細は下記問い合わせ先へ

問合　地域力推進室（☎753－1821・℻753－1924）

令和２年度個人市民税・県民税申告会場のお知らせ

期間　３／16（月）まで（土日祝は除く）

　　　午前８：45～正午、午後１：00～５：15

場所　●栄市税事務所（東区東桜一丁目13－３

　　　　NHK名古屋放送センタービル８階）

　　　●区役所第５会議室（２階）

その他　 申告書（事務所・事業所または家屋

敷分を除く）提出時には、「個人番号」

欄にマイナンバーを記載し、本人確

認書類（マイナンバーカードなど）を

提示するか、写しの添付が必要

問合　栄市税事務所市民税課（☎959－3303）

※来場時は公共交通機関をご利用ください。

①令和元年分　確定申告会場のお知らせ

　 （所得税及び復興特別所得税・個人事業者

の消費税及び地方消費税・贈与税）

日程　２／17（月）～３／16（月）（平日のみ）

※ただし２／24（月・休）、３／１（日）は開設します

開設時間　午前９：15～午後５：00

受付時間　午前９：00～午後４：00

※会場の混雑状況により、受付を早めに終了

　する場合があります。

場所　 電気文化会館５階（中区栄二丁目２－５）

　　　※地下鉄「伏見」駅４番出口から徒歩２分

　　　※無料駐車場はありません。

　　　　公共交通機関をご利用ください。

▶①②ともに　

問合　千種税務署（☎721－4181）

● 開設期間中、税務署内では申告書の作成指

導は行っておりません。

● 作成済みの申告書などは、e－Taxまたは郵

送で提出することができます。

●  申告書などを提出する際は、申告書などへ

のマイナンバーの記載と、本人確認書類の

提示または写しの添付が必要です。

● スマートフォンやパソコンで確定申告書

が作成できる国税庁ウェブサイト（www.

nta.go.jp）の「確定申告書等作成コーナー」

もご利用ください。

● 令和２年１月から、スマートフォン専用画

面をご利用いただける方の範囲が広がりま

した。ぜひご利用ください。

②税理士による「無料税務相談所」のご案内

日時　２／17（月）～27（木）（土日祝は除く）

　　　午前９：30～午後４：00（昼休みは交代制）

※ 定員になり次第、終了させていただく場合

があります。

場所　区役所講堂（２階）

対象　

1 平成30年分の所得金額が、300万円以下の

事業所得者、不動産所得者、雑所得者（年

金受給者を除く）の方（青色事業専従者給与

額・青色申告特別控除額または事業専従者

控除額を控除する前の金額）

2 1の方で消費税の課税事業者である場合、平

成29年分の課税売上高が3,000万円以下の方

3給与所得者および年金受給者

※ 所得金額が高額な方や相談内容が複雑な方の

ほか、次に該当する方は相談できません。確

定申告会場（電気文化会館）をご利用ください。

　●譲渡・山林所得の申告をする方　

　●贈与税の申告をする方

　●消費税の新規課税事業者のうち、申告書

　　作成に長時間を要する方

相談員　名古屋税理士会千種支部所属の税理士

その他　申告書にはマイナンバーの記載およ

　　　　び本人確認書類の写しの添付が必要

☆税務署では、電話受付を自動音声により案内しています。

※ 所得税及び復興特別所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税、贈与税の申告に関する

ご相談は「０」を選択し、確定申告電話相談センターへ。　※３／16（月）まで利用可能

※税理士による「無料税務相談所」に関する問い合わせは「２」を選択し、税務署へ。

千種区老人クラブ連合会「演芸大会」

　日頃の練習の成果を披露します。

日時　２／26（水）正午から

場所　千種文化小劇場（千種三丁目６－10）

問合　福祉課（☎753－1942）

簡単な水漏れの調べ方

　「使用量が多い・・・」こんなときはまず水

道メータをチェックしてみましょう。

　家の中のすべてのじゃ口を閉めてから、水

道メータの赤い針やパイロット（金属の円盤）

を確認してください。回っていれば、どこか

で水が漏れています。水道メー

タがどこにあるか分からない場

合や、水道を使っていないのに

水道メータが回っている場合は、

お気軽にお問い合わせください。

春の火災予防運動　３／１（日）～７（土）

全国統一防火標語

～ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心～

　春先は空気が乾燥し、火災が発生しやすい時季

です。また、令和元年中の千種区内の出火原因ワー

スト３は放火（疑いを含む）、たばこ、電気火災でし

た。あなたの大切な家族や財産を守るため次の事項

に注意し、火災が起きないようにしましょう。

●家の周りに燃えやすいものを置かない。

●ごみは収集日の朝に出す。

●寝たばこをしない。

●灰皿に水を入れ、こまめに掃除する。

●電気器具の点検、清掃をする。

粗大ごみの出し方

　粗大ごみは①月１回収集②有料③事前申込

制です。粗大ごみの申込は「粗大ごみ受付セ

ンター」にて受付しています。

【粗大ごみ受付センター】

（固定電話からは）　 　　0120－758－530

（県外・携帯電話からは）　052－950－2581

受付時間　午前９：00～午後５：00（土日は除く）

申込期限　電話…収集日７日前まで

　　　　　インターネット…収集日10日前まで

※ 収集日に出せない場合は、環境事業所で手続

きの上、ご自身で処理施設まで搬入すること

もできます（搬入物や時間に制約あり）

エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯

機・衣類乾燥機の廃棄

　上記は家電リサイクル法対象品ですので、

家電販売店での引き取りか、ご自身で指定引

き取り場所へ搬入してください。

新聞・雑誌・段ボール・古着・古布の廃棄

　地域の集団資源回収・リサイクルステーション・

古紙リサイクルセンターなどをご利用ください。

検索

※ 詳しくは、ウェブサイトをご覧いただく

か、環境事業所へお問い合わせください。

認知症市民講座「口腔ケアによる認知症予防」

日時　２／13（木）午後１：30～３：00

場所　千種区休日急病診療所（２階）（今池五丁目４－15）

講師　千種区歯科医師会　糸山暁さん

※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）

「高齢者はつらつ長寿推進事業」参加者募集!!

　健康づくりや生きがいづくりなど、介護予

防を目的とした集いで、毎週１回ご参加いた

だくものです。お友達同士やご夫婦一緒のご

参加、お試し体験など大歓迎です。

期間　４～９月（週１回）

場所　区内８会場の中から１つを選択

　　　※詳しくはお問い合わせください

対象　市内在住の65歳以上の方

定員　各会場20人程度（定員超過の場合は抽選）

内容　手工芸、はがき絵、音楽など

費用　無料（ただし材料費月100円）

申込　２／28（金）までに電話または窓口にて

令和２年度保育施設の利用申し込み

　追加受付のご案内

　令和２年４月から保育施設を利用開始した

い方の追加受付を行います。

対象となる方

①12／10（火）までに申し込みをされていない方

② 申し込みを12／10（火）までに行ったが、保

留となっている方

対象となる保育施設

　定員に満たなかった施設、または３／10

（火）までに辞退・退所などにより利用可能枠

ができた施設

※ ご希望の保育施設に利用可能枠がない場合

もあります。あらかじめご了承ください。

申込　３／10（火）までに下記問い合わせ先へ

①の方： 民生子ども係で配布している必要書

類を提出してください。

②の方： 再申し込みは不要ですが、申し込み

内容に変更がある場合は、必要書類

の追加提出などが必要です。

※結果通知は３月下旬の予定です。

問合　民生子ども課（☎753－1842・℻751－3120）

名古屋市　資源・ごみ

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。

165,877
87,769

（令和２年１月１日現在）

２／２、３／１



２千 種 区 ２ ⓯

２／14（金）午後　千代が丘団地（集会所前）

　　18（火）午後　仲田公園

　　20（木）午前　高牟神社（南鳥居の横）

　　27（木）午前　名古屋商業高校（グラウンド南西角）

　　28（金）午前　春岡二丁目（天理教名京大教会内）

３／３（火）午前　千種小学校（東通用門）

　　４（水）午前　千代田橋小学校（西通用門）

　　６（金）午後　茶屋ケ坂公園（園内北東角）

▶１人８冊まで借りられます。

　午前10：00～11：00、午後２：00～３：30

初心者向けパソコン相談室（１人30分）

日時　２／27（木）午前10：00～11：45

　　　３／９（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　２／13（木）・27（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　２／22（土）午前11：00～11：45

ちくちく手づくりの会

日時　２／20（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「つぶつぶいちご」

費用　材料費実費

持物　鉛筆、はさみ、針、もめん糸（白・黒）

名古屋市博物館連携企画

　「みんなでアンパンマンの絵を描こう！」

日時　２／15（土）午前９：30～午後３：00

　　　（受付は午後２：30まで）

内容　 アンパンマンやアンパンマンに登場す

るキャラクターの絵を描いてくれた方

には、アンパンマンのしおりをプレゼ

ント。描いてくれた絵は３／３（火）～

22（日）の開館時間中に千種図書館で展

示。どなたでも参加できます。

多文化共生座談会「外国につながる子ども

から大人までの学びへのサポート～日本

語・暮らし・文化～」

日時　２／22（土）午後２：00～３：00

定員　30人（申込先着順）

内容　 外国にルーツを持つ学生による「日本

語・暮らし・文化」の学びや支援体験

の報告。図書館から情報の紹介など

協力　公益財団法人名古屋YWCAグローバルスクール

申込　 ２／11（火・祝）午後２：00から窓口また

は電話にて受付

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

認知症高齢者家族支援事業

①昭和の散歩道

日時　２／18（火）午後２：15～３：00

内容　 昭和35～36年にタイムスリップし当時の出来

事や流行歌で思い出に花を咲かせませんか。

定員　25人（※申込不要、当日先着順）

【講習会】プリザーブドフラワーでつくる春のブーケ

日時　３／21（土）午後１：30～３：30

場所　千種図書館集会室（１階）

定員　20人

講師　花工房　知　吉岡知恵さん

費用　2,500円

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２／20（木）消印有効

　　　（〒464－0804　東山元町３－70）

【公開講座】【千種区役所共催】〈人権問題特

別講演会〉意識を変えれば世界が変わる

　～パラリンピアンから学び、気づくこと～

日時　２／22（土）午前10：00～正午

定員　60人（当日先着順）

内容　 リオ、アテネのパラリンピック柔道で

銀メダリストとなった講師の話を聞

き、障がいの有無を超えた社会の実現

に大切なことを考えてみませんか？

　　　※手話通訳・要約筆記あり

講師　 2016リオパラリンピック

　　　柔道銀メダリスト・

　　　名古屋盲学校教諭

　　　廣瀬誠さん

じどうかんまつり

日時　３／１（日）午前10：00～午後３：00

内容　模擬店、ゲーム、マジック、工作など

　　　どなたでも参加できます。

費用　模擬店のみ有料

移動児童館in千種文化小劇場（自由参加）

日時　３／３（火）午前10：30～11：15

場所　千種文化小劇場（千種三丁目６－10）

対象　乳幼児と保護者

内容　 「音と絵本のお話会」の先生方と、お話パペット・

大型絵本を楽器・声・体を使って楽しみましょう

ベビーマッサージ＆ママビクス

日時　２／27（木）午前10：30～11：15

対象・定員　３～10カ月の乳児と保護者20組

申込　２／13（木）午前10：30から電話可

　　　※１人で２組分申込可

▶①～④ともに　福祉会館の利用証が必要

対象　①～③市内在住で60歳以上の方

　　　④市内在住で65歳以上の方

③認知症予防リーダー養成講座

日時　４／24（金）開講　

　　　※全８回（外部での研修３回）

定員　５人（先着順）

内容　 認知症予防に関する知識や手法を学び、

地域に広めていただく方を養成します。

申込　２／12（水）から窓口にて

②健康講話「人生100歳時代を考える」

日時　３／６（金）午後１：30～２：30

定員　30人（先着順）

申込　２／12（水）から電話または窓口にて

④認知症予防教室　くらぶ６・５

日時　４～９月の６カ月間　午前10：00～正午

　　　毎週火曜・水曜・木曜の３クラス

定員　各クラス７人（定員超過の場合は抽選）

内容　体操や音楽療法、脳トレなど

申込　２／12（水）～29（土）までに電話または窓口にて

クラブ名 日程
回数

（年間予定）
対象 定員

費用
（年間）

リトミック
第２・４金曜日

午前10：30～11：30
15回

２歳以上の幼児と
保護者

20組 無料

親子体操
第２・４水曜日

午前10：30～11：30
15回

２歳以上の幼児と
保護者

20組 無料

造形クラブ
毎週木曜日

午後２：30～４：30
34回 ５歳児～小学生 40人

材料費
14,000円

卓球クラブ
第１・３土曜日
午前10：00～正午

16回 小学３～６年生 20人 無料

おてつだいクラブ 行事開催日 15回程度 小学３年生～中学生 20人 無料

令和２年度児童館クラブ員募集　　　　　　　　（※対象年齢は令和２年４月１日現在）

申込　 本紙５面を参照し、往復はがきにクラブ名・住所・お子さんと保護者の氏名（ふりが

な）・生年月日・年齢・性別・電話番号、小学生は学校名・新学年を記入（返信用表面に

は郵便番号・住所・お子さんの氏名を記入）して当館へ。（〒464－0072　振甫町３－34）

　　　※１人１クラブのみ申込可。おてつだいクラブのみ重複可、窓口または電話申込可。

募集期間　２／12（水）～２／29（土）必着　　

公開抽選　３／６（金）午後２：30から。当落の結果は、返信はがきで通知します。

入会手続　３／15（日）に説明会を実施。各クラブの説明会の時間は当選はがきでお知らせします。

エブリ・ブリリアント・シング

　～ありとあらゆるステキなこと～

日時　２／18（火）・19（水）午後７：00開演

内容　 世界で一大旋風を巻き起こした一人舞台の本邦

初演に佐藤隆太が挑む！観客と一緒に物語を紡

いでいく新感覚の演劇体験をお楽しみください。

費用　7,800円（全席指定）

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
２／19（水）

午後１：30～
　　３：30　

２／20（木）
午後１：30～
　　３：30　

医師による
個別専門

相談

日時
２／18（火）

午後２：00～
　　３：30　

２／28（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
２／12（水）

午後２：00～
　　３：30　

※申込はご都合のよいセンターへ

教室名 日程 対象 定員 費用

①ソフトエアロビクス ２／17、３／２・９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

２／18・25、３／３の火曜日
午後７：00～８：00

20人 620円

④仕事帰りにエアロⅢ
２／18・25、３／３の火曜日

午後７：30～８：30
50人 330円

⑤創美ヨガⅢＡ ２／12・19、３／４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
２／12・19・26、３／４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

２／13・20・27、３／５の木曜日
午前11：00～正午

なし
プール

入場料のみ

揚輝荘特別企画－０才からの音楽鑑賞－

　ようこそおどりだす音のひろばへ

　「にじいろ音楽隊」スイートコンサート

日時　２／22（土）午前11：00～、午後１：30～

場所　聴松閣多目的ホール

定員　各回50人（申込先着順）

内容　 老若男女が楽しめる観客参加型のライ

ブです。乳幼児のお子様も一緒にお楽

しみいただけます。

費用　無料（別途入館料が必要）

申込　電話にて受付


