
問合
区役所企画経理室
☎753-1932　FAX753-1924

千種区区政運営方針（あじさいプラン）の素案に対する 意見募集
　区のめざす姿を明らかにし、その実現に向け令和2年度に区が取り組む事業を

まとめた令和2年度千種区区政運営方針（あじさいプラン2020）の素案を作成しま

したので、区民の皆さまのご意見をお寄せください（様式は問いません）。素案は、

区役所あじさいひろば（1階）や区ウェブサイトでご覧いただけます。

募集期間 3月23日（月）まで

区役所の窓口が します混雑に非常
混雑予想カレンダーを参考に、時間に余裕をもって窓口へお越しください。

混雑予想カレンダー

3月

4月

月

2

9

16

23

30

月

6

火

3

10

17

24

31

火

7

水

4

11

18

25

水

1

8

木

5

12

19

26

木

2

9

6

13

20

27

金

3

10

土

7

14

21

28

土

4

11

時間：午前8：45～正午日曜窓口

金曜日の電話予約（本人による予約・受け取りに限る）

　住民票の写し、印鑑登録証明書は、金曜日に市民課へ電話

予約をして、翌土・日曜日に区役所で受け取ることができます。

3/20は休庁日のため、3/19に予約を受け付け、3/20・21・

22に受け取りができます。

　住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍に関する証明書の即

時交付および取次ぎを行っています。

※即時交付ができない時間帯があります。また取扱業務により
受付時間が異なります。詳細はお問い合わせください。

区役所市民課　☎753-1895予約先

栄サービスセンター　☎951-0361問合

区役所市民課　☎753-1895  FAX753-1899問合

住所変更の手続き

その他の主な手続き

栄サービスセンター

時間 午前8：00～午後7：00（日曜日・祝休日・年末年始除く）

場所 栄地下街（名鉄瀬戸線「栄町」駅改札口南）

　住民票の写し、印鑑登録証明書の交付の取次ぎができ

ます。（即時交付はできません）

地下鉄駅長室（駅情報コーナー）取次ぎサービス

時間 午前8：00～午後8：30（年末年始除く）

区内の取次ぎ駅：千種、今池、池下、本山、星ヶ丘

詳しくは 名古屋市取次ぎサービス 検索

引っ越しの区分

市外から
千種区への転入

市内他区から
千種区への転入

千種区内での引っ越し

千種区から
市外への転出

千種区から
市内他区への転出

届出期間 手続き

※予定日（届出日

より未来の日

付）では届出で

きません。

引っ越す日まで

引っ越した日から

14日以内

転入届を千種区へ

転入届を千種区へ

転居届を千種区へ

転出届を千種区へ

引っ越し先の区役所・支所へ
※転出手続きは不要

※前住所地発行の転出証明書
が必要です。（マイナンバー
カード・住民基本台帳カードを
利用した転出届【特例転出】
は証明書不要。ただし、前住
所地での手続きは必要。

※転出手続きは不要

●本人確認ができるもの
◇1つの提示で可
　運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど

◇複数提示が必要
　健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、敬老
手帳、社員証（写真付き）、学生証（写真付き）など

●前住所地発行の転出証明書（市外からの転入のみ）

●マイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード

●外国籍の方は、在留カードまたは特別永住者証明書

●代理人の場合は委任状

手
続
き
に
必
要
な
も
の

　次のものをお持ちの方は、区役所で手続きが必要です。持ち物や

手続きの詳細については下記担当窓口へお問い合わせください。

3月から
4月前半
にかけて

内容 担当窓口 電話番号

国民健康保険証

介護保険証

敬老手帳

敬老パス

身体障害者手帳・愛護手帳

児童手当
ひとり親家庭の手当など

※市外への転出のみ

後期高齢者医療保険証

子どもなどの各種医療証

保険年金課

福祉課

民生子ども課

☎753-1904

☎753-1907

☎753-1828

☎753-1834

☎753-1844

☎753-1842

区役所での手続きなどについてのお問い合わせにご利用ください！

名古屋おしえてダイヤル

☎953-7584　FAX971-4894
おかけ間違いにご注意ください。

【時間】 午前8：00～午後9：00（年中無休）

日

1

8

15

22

29

日

5

■最も混雑  ■非常に混雑  ■混雑  □日曜窓口  ■休庁日

※3/29、4/5のみ午後2：00まで

※3/22はマイナンバーカード（個人番号カード）に関する手続き
はできません。

金

※市立の小・中学校へ通うお子さんについては、通学中の学校での手続
きも必要です。
※印鑑登録は、市外へ引っ越しすると廃止されます（市内での引っ越しでは
継続できます）
※「転出届」のみ、郵送での手続きができます。住民登録のある区役所・
支所へ郵送してください。

区役所以外での証明書の交付

引っ越した日から

14日以内

★原則、３/11(水)～４/10 (金)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。

千
種
区
公
式
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
「
名
古
屋
市
千
種
区
役
所
」
で
イ
ベ
ン
ト
情
報
な
ど
を
配
信
中
！
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区
役
所
の
日
曜
開
庁
日
は
３
月
１
日
・
22
日
・
29
日
、
4
月
5
日
・
12
日　

午
前
８
時
45
分
～
正
午
（
３
月
29
日
、
４
月
５
日
の
み
午
前
８
時
45
分
～
午
後
２
時
）
で
す
。

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

３／17（火） Ｒ１．11．19～１．11．28

３／24（火） Ｒ１．11．29～１．12．８

４／７（火） Ｒ１．12．９～１．12．18

【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

３／11（水） Ｈ30．８．28～30．９．８

３／18（水） Ｈ30．９．９～30．９．18

４／８（水） Ｈ30．９．19～30．９．27

３歳児

３／13（金） Ｈ29．２．28～29．３．11

３／27（金） Ｈ29．３．12～29．３．22

４／10（金） Ｈ29．３．23～29．４．４

【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　３／19（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

３／12（木）
３／26（木）
４／９（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

３／17（火）
午前９：45～10：00

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
むし歯菌チェック、親子でふれあい歯みがき

３／10（火）
午前９：00から

電話で
☎753－1975

赤ちゃん
パクパク
教室

３／27（金）
午前９：45～10：00

（午前11：30終了予定）

令和元年６月・７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

３／23（月）
午前９：00から

電話で
☎753－1981

子どもの
アレルギーと
ぜん息相談

４／３（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

ニュー
ファミリー
セミナー

４／９（木）午後・
17（金）午前

２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：赤ちゃんを迎えるために・育児体験な
ど／２日目：食生活、歯の健康、食品の衛生

☎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。

各種予防接種

日時　３／14（土）午後１：30～３：20（開場午後１：00）

場所　区役所講堂（２階）

対象　心の健康などに関心のある市民の方

定員　150人（先着順）

講師　日本福祉大学　教授　青木聖久さん

問合　工房さんりん舎（☎723－5533）

主催　ＮＰO法人アダージョちくさ

共催　保健センター

令和元年度　精神保健福祉講演会

誰もが自らの人生の主人公
～32年間の精神障がいのある本人や

家族との追体験を通して～

事前申込

不要

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。

感染症対策等担当 ☎753-1982

保健感染症係 ☎753-1975

日程

椙山女学園大学社会連携センター

☎781-1239（午前9：00～午後5：00）
問合

時間

5/9～6/27の土曜日
午前9：10～10：40、午前10：50～午後0：20

場所 椙山女学園大学（星が丘元町17-3）

対象 区内在住の18歳以上の女性

定員 20人（定員超過の場合は抽選）

申込期間 3/11（水）～4/10（金）

申
込
方
法

往復はがきに、

※1日2講座受講します。
※6/27（土）のみ1講座（午前10：50～午後0：20）

精神障害・難病などの福祉制度利用に関する
受付窓口が変わります

　精神障害・難病・障害児等福祉制度の利用に関する受付窓口が、3/23（月）以降

以下のとおり変更になります。

　地震や豪雨などの自然災害に対する防災の実践

的知識を多方面の分野から修得します。（大学の授業

を学生と聴講します。）

●氏名（フリガナ） ●生年月日

●郵便番号・住所 ●電話番号

「〒464-8662  星が丘元町17-3  椙山女学園

大学社会連携センター安全学担当」まで

変更前（3/19（木）まで）

変更の対象となる事業

変更後（3/23（月）から）

窓口

問合 ☎753-1981　FAX751-3545 ☎753-1845　FAX751-3120

精神障害

難病

障害児等
福祉

自立支援医療（精神通院）、精神障害者保健福祉手帳、タク

シー料金助成制度、NHK放送受信料の減免、自動車税等減

免に係る証明書交付

自立支援医療（育成医療）、障害児通所支援サービス、小児慢性特定疾病医療

福祉特別乗車券、

障害福祉サービス、

市営住宅の福祉向

入居募集、日常生

活用具給付制度

特定医療費助成制度（指定難病）、愛知県特定疾患医療給付

事業、先天性血液凝固因子障害等治療研究事業、スモンの

はり・きゅう及びマッサージ施術事業、補装具費支給制度

※表に掲載されていない事業（精神保健福祉相談など）については、引き続き保健予防課が窓口となります。

区役所福祉課
（1階18番窓口）

保健センター保健予防課
（地下1階18番窓口）

（自然災害）安安全全学学安安全全学学 聴講無料

を記入の上、

区役所共催　椙山女学園大学公開講座

詳細はこちら

全8日間
（15講座）

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、イベントが中止になる場合があります。詳しくは各施設へお問い合わせください。
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法律相談

日時　３／24（火）、４／14（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

迷惑駐車はやめましょう

　消防車や救急車を119番で呼んだ人は、１秒

でも早く到着してほしいと思っています。し

かし、消防車両の走行や活動を

妨げる迷惑駐車があれば、火災

が拡大したり、病気が悪化して、

命に関わる最悪の事態に陥るこ

ともあります。火災や救急はひ

とごとではありません。皆さん、

迷惑駐車はやめましょう。

 ちくさだれでも広場～赤ちゃんからおば

あちゃんおじいちゃんまで、一緒に遊ぼ

う、食べよう、ふれあおう～

日時　３／26（木）午前10：30～午後１：30

場所　千種区在宅サービスセンター

内容　 軽食（先着50食）、伝承あそび、紙芝居、工作など

費用　大人100円（18歳以下は無料）

※区内在住の方対象、申込不要

あなたの建物に、正しい住居番号を

　市では、わかりやすいまちづくりをめざし

て「住居表示に関する法律」に基づき、市街地

において、住居表示制度を進めています。

　正しい住所を使用していただくため、住居

表示を実施した町（住所を「（町名）○番○号」

と表すところ）で、次に該当する方は、区役

所総務課へ届出をしてください。

　　　　　＜届出が必要な方＞

　●建物を新築した方

　●建物の出入口を変更した方

　●建物を取り壊した方

　住居表示を実施した町名は、市ウェブサイ

トでご確認いただけます。

問合　総務課（☎753－1813・℻753－1924）

認知症市民講座

①もっと知りたい！認知症のこと－基礎編－

　※認知症サポーター養成講座を同時開催

日時　４／９（木）午後１：30～３：00

場所　区役所講堂（２階）

講師　黒川医院院長　黒川豊さん

　　　いきいき支援センター職員

※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

②休講のお知らせ

　３／12（木）に予定しておりました認知症市

民講座は、新型コロナウイルスの感染拡大に

伴い、休講いたします。

▶①②ともに

問合　福祉課（☎753－1839・℻751－3120）

授産製品の特別販売を実施します

日時　３／17（火）・18（水）

　　　午前10：00～午後３：00

※授産製品が無くなり次第、終了します。

場所　区役所あじさいひろば（１階）

問合　福祉課（☎753－1844・℻751－3120）

水道の使用開始・中止のお届けはお早めに

　引っ越しのシーズンです。水道の使用開

始・中止のお届けは、引っ越しが決まったら

早めに下記までご連絡ください。インター

ネットからのお届けも受け付けています。

【お客さま受付センター】

（☎884－5
ゴ ク ゴ ク

959・℻872－1296）

　受付時間　（年中無休）

　　平日：午前８：00～午後７：00

　　土日・休日：午前８：00～午後５：15

上下水道局ウェブサイト

http：／／www.water.city.nagoya.jp／

受持区域　

内山、今池一・四・

五丁目など

区内交番のご紹介　第12弾

　「今池交番」

今池交番は老朽化に伴う

建て替え工事のため、一

時的に閉鎖しています。

３月末には、新しい交番

が完成予定です。

今池北信号交差点の

東方に建設中です。

発火性危険物の出し方

　対象品目は「スプレー缶類・カセット式ガ

スボンベ、使い捨てライター、リチウム電池

（非充電式）」などです。出す際の注意点は３

つあります。

① スプレー缶類は中身を完全に使い切って穴

をあけずに出す

② 「資源用指定袋」か「透明または中身の見え

る半透明の袋」に入れる

③ 可燃ごみの収集日に、

　可燃ごみから少し離して出す

③昭和の散歩道

日時　３／17（火）午後２：15～３：00

内容　 昭和37～38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）

▶①～⑤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

申込　 ①②本紙６面を参照し、往復はがき（講座名・

氏名・フリガナ・性別・郵便番号・住所・電

話番号を明記）または窓口で。３／31（火）必着

　　　※定員超過の場合は抽選

　　　（〒464－0076　豊年町15－９）

　　　④３／11（水）より電話または窓口にて

①ボーカルレッスン

日時　５～９月の第２木曜日

　　　午後１：30～３：00

定員　25人（未受講者優先）

②旅行英会話

日時　５～10月の第４水曜日 午後１：30～３：30

定員　30人（未受講者優先）

④アンサンブル華コンサート

日時　３／28（土）午後２：00～３：00

定員　35人（先着順）

⑤健康相談（申込不要）

日時　４／10（金）午後１：30～２：30

都まつり（自由参加）

日時　３／13（金）・14（土）午前10：00～午後３：00

※13日…演芸発表会・作品展示

※14日…作品展示

共同募金にご協力ありがとうございました

　お寄せいただいた寄付金は、区内の福祉推

進のために役立てさせていただきます。

　　　＜令和元年度千種区内実績額＞

　　　　赤い羽根共同募金　　

　　　　　　9,473,574円　　

　　　　歳末たすけあい募金　

　　　　　　1,079,229円　　

問合　千種区共同募金委員会（☎763－1531）　

　　 （千種区社会福祉協議会内）

 ボードゲームで遊ぼう！

日時　３／14（土）午後１：30～４：00

場所　千種児童館

対象・定員　 小学校低学年の児童とその保護

者（子どものみの参加可）20人

申込　電話または窓口にて

 サロンマップを改訂しました

　区内にあるサロン（地域の中の「たまり場」）

のマップを更新しました。区社協窓口や区役

所あじさいひろばなどで配布しています。

　ぜひご活用ください。

②縁の下の縁日（Festa dos baixistas）

日時　５／24（日）午後２：00開演

場所　正法寺（愛知専門尼僧堂）

定員　80人　費用　前売2,500円／当日3,000円

出演　 ダンカン・フォックス（コントラバス・ヴィオローネ）、

田作幸介（ファゴット）、小原道雄（チェンバロ）

協賛　ポルトガル大使館、木下インターナショナル（株）

①お花見ウォーク～覚王山の桜と二胡のしらべ～

日時　４／４（土）午前９：30から

場所　 日泰寺山門～西国八十八か所（一部）～善篤寺～正法寺

～大林寺～西蓮寺（演奏会）～日泰寺山門または奉安塔

定員　60人　費用　500円

出演　森幸江（二胡）、TOMO（ギター）

③ファイナルコンサート「ふれあいコンサート」

日時　６／６（土）午後２：00開演

場所　千種文化小劇場

定員　200人　費用　大人500円／中学生以下300円

④ファイナルコンサート「音　鳴らしく」

日時　６／６（土）午後７：00開演

場所　千種文化小劇場　定員　245人　

費用　前売2,800円／当日3,000円（中学生以下は一律2,000円）

出演　 白樺八靑（声）、濱田千枝（フルート）、吉田奈津

（鍵盤）、田中りえ（ダンス）、牛島宏樹（映像）、

堀場眼助・馬場祥（音響）、甲斐英子（デザイン）

申込　 ①② 本紙６面を参照し、コンサート名、大

人・子どもの各参加人数、お持ちの方

はファクス番号・Eメールアドレスを

記入し、郵送・電話・ファクス・Eメー

ルのいずれかで下記問い合わせ先へ

　　　③④ 千種文化小劇場、名古屋市文化振興事

業団が管理運営する文化施設窓口にて

問合　ちくさ・文化の里づくりの会（高木康光）

　　　☎080－4062－8016・℻751－8016

　　　 ：bunkanosato@gmail.com

▶①～④ともに

主催　ちくさ・文化の里づくりの会

協力　千種区役所、み・ちくさ案内人の会

共催　③④ （公財）名古屋市文化振興事業団

やまのて音楽祭  2020
歴史ある寺社などを舞台に、音楽を通して地域の魅力を発信します。

今年で18回目を迎える、市民の手作りで開催している音楽祭です。

（完成予想図）

166,012
87,828

（令和２年２月１日現在）

３／１・22・29、４／５・12

３／29、４／５は午後２：00まで
※取扱業務など詳細は担当各課へ

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。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、イベントが中止になる場合があります。詳しくは各施設へお問い合わせください。
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３／18（水）午後　覚王山日泰寺

４／２（木）午前　高牟神社（南鳥居の横）

　　３（金）午後　千代が丘団地（集会所前）

　　７（火）午後　仲田公園

　　９（木）午前　名古屋商業高校（グラウンド南西角）

ちくちく手づくりの会

日時　３／19（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「たくさんはさもうサンドイッチ」

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

初心者向けパソコン相談室（１人30分）

日時　３／24（火）午前10：00～11：45

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　３／12・26、４／９

　　　（いずれも木曜日）

　　　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　３／28（土）午前11：00～11：45

●ババールの会（小学校低学年向け）

日時　３／14（土）午前10：30～11：00

●ナルニアの会（小学校中・高学年向け）

日時　３／14（土）午前11：15～正午

人形劇「はらぺこあおむし」「ぞうのはなは

なぜ長い」（自由参加）

日時　３／26（木）午前10：30～11：20

対象　乳幼児～小学３年生

内容　人形劇と手あそび

2020年　揚輝荘　春の親子フェスティバル

日時　４／４（土）・５（日）

場所　揚輝荘北園

内容　 野外コンサート、お茶会、着物イベン

ト、大道芸パフォーマンス、親子ゲー

ムコーナーなど

講習会
①春の植物園

～大木の幹と根っこの観察～
②春の山野草寄せ植えをつくろう

日時
４／４（土）

午後１：30～３：30
４／26（日）

午前10：00～正午

場所 植物会館　研修室 植物会館　研修室

定員 30人 30人

講師（敬称略） 元東山植物園長　森田高尚 園芸研究家　横田直樹

費用 無料 2,000円

申込
本紙６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３／20（金・祝）消印有効　（〒464－0804　東山元町３－70）

※展示会、講習会ともに別途入園料が必要

展示会 東山植物園の歴史展

日程 ３／３（火）～29（日）　※植物会館工事により期間が変更になる場合あり

時間 午前９：00～午後４：45（最終日は午後４：00）　※休園日は除く

場所 植物園植物会館展示室

認知症サポーター養成講座

　「認知症について学ぼう」

日時　３／26（木）午後２：00～３：00

対象・定員　小学４～６年生（１～３年生も可）20人

内容　 DVDやクイズで認知症について学び、

簡単な工作をします。参加者にはオレ

ンジリングをプレゼント

申込　３／12（木）午前10：30から（電話可）

　　　※ひとりで２人分申込可

１さいのお誕生日会（自由参加）

日時　３／12（木）午前10：30～11：30

対象　１・２・３月で１歳の幼児

内容　 手形とり・保育士による

　　　子育て支援情報の提供と

　　　手あそびなど

※大変混雑が予想されます

※終了後、クラブ室でランチができます

　（参加自由・ランチは各自持参）

ベビーマッサージ

日時　３／21（土）午前10：30～11：30

対象・定員　３～10カ月の乳児と保護者12組

申込　３／11（水）午前10：30から（電話可）

※先着順、初めての方優先

ぴよぴよパーク（自由参加）

日時　３／22（日）

　　　午前10：00～11：30

対象　乳幼児と保護者

内容　 広いホールで大型遊具などを使って

　　　自由に遊びましょう。

※託児は満２歳以上の未就学児対象。費用は別途1,590円

申込　３／30（月）～４／12（日）正午までに窓口または電子申請サービス（６面参照）で。

　　　定員超過の場合は、４／14（火）に抽選を行います。

　　　抽選結果発表は４／16（木）午前10：00以降です。

令和２年度第１期スポーツ教室

教室名 日程 回数 対象 定員 費用

成人水泳Ⅰ
５／７～７／16の木曜日

午後２：00～３：00
10回 一般 15人 5,770円

キッズ水遊びⅠB
５／７～７／16の木曜日

午後３：30～４：30
10回

年少～年長の
未就学児

20人 6,300円

ジュニア水泳ⅠC
～水慣れから
　　　泳ぎの基礎まで～

５／７～７／16の木曜日
午後４：30～５：30

10回 小学１～３年生 20人 6,300円

健康ピラティスⅠ
（※託児付き）

５／９～７／11の土曜日
午前９：15～10：15

10回 一般 60人 3,150円

健康体操Ⅰ
５／９～７／11の土曜日

午前10：30～11：30
10回 一般 60人 3,150円

アーチェリーⅠ
５／９～６／27の土曜日

午後１：00～３：00
８回 一般 30人 4,200円

レベルアップスイミングⅠ
５／11～７／13の月曜日

午前10：00～11：00
10回 一般 15人 5,770円

キッズ水遊びⅠA
５／12～７／14の火曜日

午後３：30～４：30
10回

年少～年長の
未就学児

20人 6,300円

ジュニア水泳ⅠA
～水慣れから
　　　泳ぎの基礎まで～

５／12～７／14の火曜日
午後４：30～５：30

10回 小学１～３年生 20人 6,300円

ジュニア水泳ⅠB
～泳ぎの基礎から
　　　　クロールまで～

５／12～７／14の火曜日
午後５：30～６：30

10回 小学４～６年生 20人 6,300円

仕事帰りにエアロⅠ
５／12～７／14の火曜日

午後７：30～８：30
８回 一般

50人
（先着順）

１回
330円

親子deハッピー水遊びⅠ
５／13～７／22の水曜日

午前10：00～11：00
10回

６カ月以上の
乳幼児と保護者

15組 6,300円

ベビーマッサージ＆
産後ボディーメイクⅠ

５／13～７／15の水曜日
午前10：45～11：45

10回
２カ月～１歳未満
の乳児と保護者

30組 5,250円

キンダー水遊びⅠ
５／13～７／22の水曜日

午前11：00～正午
10回

２歳以上の
未就園児

10人 6,300円

腰痛・肩こりに効く
簡単トレーニング
～プールで行う水中運動～

５／13～７／22の水曜日
午後１：00～２：00

10回 一般 15人 5,770円

キッズ体操Ⅰ
５／13～７／15の水曜日

午後３：30～４：30
８回

年少～年長の
未就学児

50人 4,200円

わんぱくジュニア体操Ⅰ
５／13～７／15の水曜日

午後４：45～５：45
８回 小学１～４年生 50人 4,200円

創美ヨガⅠA
５／13～７／15の水曜日

午後６：45～７：45
８回 一般

30人
（先着順）

１回
330円

創美ヨガⅠB
５／13～７／15の水曜日

午後８：00～９：00
８回 一般

30人
（先着順）

１回
330円

アクアコアⅠ
５／13～７／22の水曜日

午後７：00～８：00
10回 一般

20人
（先着順）

１回
620円

ジュニアフットサル
６／13～10／24の土曜日

午後０：30～２：30
10回 小学１～６年生 50人 5,250円

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
３／18（水）

午後１：30～
　３：30

３／23（月）
午後１：30～

　３：30

医師による
個別専門

相談

日時
３／17（火）

午後２：00～
　３：30

３／27（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
３／24（火）

午後２：00～
　３：30

※申込はご都合のよいセンターへ


