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ハナミズキマップ
　区の木「ハナミズキ」は街路樹（並木）と

して、区内に約1,600本植えられており、

市内16区で最も多くなっています。４月

から５月にかけて花が咲き、秋には紅葉や

赤い果実も楽しめます。

 春、新しい生活がスタートする季節です。入学や引っ越しなどで慣れない

道を通る方も多いこの時期、子どもや高齢者を交通事故から守るため

に、交通安全についてあらためて考えてみませんか。

問合 区役所地域力推進室　☎753-1821　FAX753-1924

なくそう！

日泰寺
参道

鏡池通

春岡通

仲田

歩行中の年齢別死傷者数（2019年）
警察庁ウェブサイトより作成

子どもの保護者の方へ

・近くに横断歩道があるときは、

無理な横断や時間のかかる斜め

横断は避け、遠回りでも横断歩

道を利用しましょう。

・暗い時間帯に外出するときは、

反射材を身に付け、明るく目立

つ服装を心がけましょう。

ご高齢者の方へ

・運転中に子どもや高齢者を見かけたら、速度を落

とす、間隔をあける、一時停止するなどの配慮をし

ましょう。

・子どもや高齢者が道路を横断しようとしていると

きは、一時停止し、渡り切るのを確認してからゆっく

り発進しましょう。

・歩道や路肩帯に立っている子どもや高齢者を見か

けたら、横断するかもし

れないと考え、注意しま

しょう。

・通学路や住宅街などで

は、子どもの急な飛び出

しに注意しましょう。

自動車やバイク、自転車を

運転される方へ・子どもと大人では目の高さが大き

く異なります。大人なら見通せる場

所でも、子どもには見通せないこと

もあります。子どもと一緒に通学路

などを歩き、子どもの視点から危険

箇所を確認して、安全な歩き方を

教えましょう。

問合

千種土木事務所

☎781-5211　FAX782-2974

区役所地域力推進室

☎753-1823　FAX753-1924
秋の様子
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　歩行中の事故では、一人で行動する

ことが多くなる５～９歳や体力・判断力

の低下などがみられる高齢者において、

死傷者数が多くなっています。子どもや

高齢者の事故を防ぐためには、保護者

やご家族など周囲の方や

ドライバーの方の理解と

配慮が必要です。

「５～９歳」と「高齢者」は特に注意！

★原則、4/11(土)～5/10(日)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
！



4千 種 区 ⓭2

区
役
所
の
日
曜
開
庁
日
は
４
月
５
日
・
12
日
、
５
月
10
日　

午
前
８
時
45
分
～
正
午
（
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）
※4月は中止です。

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

4／14（火） Ｒ１．11．19～１．11．28

4／28（火） Ｒ１．11．29～１．12．8

【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

4／15（水） Ｈ30．8．28～30．９．8

4／22（水） Ｈ30．９．９～30．９．18

３歳児
4／24（金） Ｈ29．３．12～29．３．22

５／8（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（☎753－1983）

日時　4／16（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

4／16（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

4／21（火）
午前９：45～10：00

令和元年５月・６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

4／14（火）
午前９：00から

電話で
☎753－1975

赤ちゃん
パクパク
教室

4／24（金）
午前９：45～10：00

（午前11：30終了予定）

令和元年６月・７月・8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

4／20（月）
午前９：00から

電話で
☎753－1981

ニュー
ファミリー
セミナー

５／７（木）午後・
15（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

子どもの
アレルギーと
ぜん息相談

５／15（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

日程 時間 会場

４／16（木）

午後１：30
～３：00

日泰寺境内（正門東）

４／17（金） 竹越公園

４／20（月） 富士見公園

※いずれも雨天決行

　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。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、各種教

室などが中止・延期になる場合があります。詳

しくは、各担当部署へお問い合わせください。

各種予防接種

「春の自然観察会」参加者募集

　春の茶屋ケ坂公園を散策しながら、楽しい時間を過ごしませんか。

自然観察指導員が案内します。（雨天決行、荒天中止）

日時　５／13（水）午前10：00～正午　場所　茶屋ケ坂公園

※午前10：00までに、茶屋ケ坂公園日時計広場に集合。

対象　区内在住・在勤・在学の方　定員　30人（先着順）

申込　4／13（月）午前10：00から電話で

問合　名東区公害対策室（千種区担当）（☎778－3109）

飼い犬の登録と狂犬病予防集合注射のお知らせ（予約不要）

　生後91日以上の犬を飼うには、登録と毎年１回の狂犬病予防

注射が必要です。動物病院で注射を受けるか、日程表を参考にお

近くの会場へお越しください。今年から会場を下記３会場に集

約しました。

費用　

①登録済みの犬：3,500円

　（注射料金：2,950円、狂犬病予防注射済票交付手数料：550円）

②登録手続きの済んでいない犬：6,500円

　（①の料金＋登録申請手数料：3,000円）

★登録のある犬については、必ず通知はがきをご持参ください。

★ 事故防止のため、会場へは飼い犬をきちんとコントロールで

き、犬の健康をよくご存じの方がお越しください。

★ 会場に来られない方は、動物病院で注射を受け、必要な手続き

を行ってください。（上記注射料金は動物病院によって異なる

場合があります）

★ 飼い犬の死亡、転居、犬を譲り受けた場

合は保健センターへ届け出てくださ

い。

問合　食品衛生・動物愛護担当

　　　（☎753－1971）

２歳前後の心のそだち講座（予約制）

　２歳前後には「自我が育つ」といわれますが、親にとっては悩みの多

い時期。この時期のお子さまの発達や関わり方を学び、子育てのヒン

トを見つけませんか？

日時　５／28（木）午前９：45～11：30　受付　午前９：30～９：45

対象　 区内在住の１歳11か月～２歳５か月（平成29年12月～平成30年６月

生まれ）のお子さんと保護者

定員　15組（先着順）

内容　●親子ふれあい遊び　●講話「２歳児の心のそだち」　●交流会

申込　4／21（火）午前９：00から電話で

問合　保健看護担当（☎753－1983）

ママロコモ予防教室「ママのためのビューティー講座」

　（予約制）

　いつまでも元気なママでいるためには、今から運動機能を維

持していくことが重要です。赤ちゃんと一緒に体操をしなが

ら、ご自身の身体のケアをしませんか？

日時　 ５／27（水）、６／24（水）の２日間１コース

　　　いずれも午前９：25～11：30

受付　午前９：10～９：25

対象　 区内在住の６か月以上１歳未満の第１子の乳児と母親

定員　20組（先着順）

内容　１日目

　　　●ロコモ度チェック　●保健師講話

　　　●ママと子のエクササイズ

　　　２日目

　　　●歯科衛生士講話　●管理栄養士講話・試食

　　　●ママと子のエクササイズ

申込　 4／28（火）午前９：00から電話または窓口で

問合　感染症対策等担当（☎753－1982）

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

日時 ５/28（木） 午前10：00～正午

場所 生涯学習センター体育室 定員

問合 生涯学習センター  ☎722-9666  FAX722-9696

申込

生涯学習センター・区役所共催　人権尊重のまちづくり事業

オリ・パラ応援企画

ボッチャを 体験 しよう！

本紙５面を参照し、電子申請サービスまたは往復はがきにて生涯学習
センター（〒464-0072　振甫町3-34）へ。５/８（金）必着。

　ボッチャとは、障害がある人のために考案されたスポーツで、ジャックボールと
呼ばれる白い球に、赤、青それぞれ６球ずつのボールをどれだけ近づけられるか
を競う、パラリンピックの正式種目です。障害のあるなしにかかわらず同じ競技
に取り組むことで、様々な違いや価値観を認めあい、お互いの個性や生き方を尊
重しあう人権尊重のまちづくりをすすめます。

無料

15歳以上の方（中学生を除く）48人

協力 社会福祉協議会



法律相談

日時　４／14・28、５／12（いずれも火曜日）

　　　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

①昭和の散歩道

日時　４／21（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）

▶①②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

②健康講話「アルツハイマー病　薬より、

　　生活＝栄養・運動・睡眠・勉強が主役」

日時　５／８（金）午後１：30～２：30

定員　30人（先着順）

申込　４／11（土）より電話または窓口で

 点訳ボランティア養成講座　受講者募集

日時　５／11～７／13の月曜日（全10回）

　　　午前10：00～正午

場所　社会福祉協議会

対象・定員　 講座終了後、区内ボランティアグルー

プにて活動をしていただける方20人

費用　2,300円（教材費・保険料）

申込　４／28（火）までに電話またはファクスで

町内会・自治会に加入しませんか

　近所の親睦を深めながら、盆踊りなどの地

域行事や交通安全・防犯・防災活動などに取

り組んでいます。加入のお問い合わせは、お

住まいの地域の町内会・自治会役員まで。

　連絡先が分からない場合は、

下記問い合わせ先へご相談いた

だくか、区役所１階ロビーに設

置の「町内会・自治会お問い合わ

せポスト」をご活用ください。

問合　地域力推進室（☎753－1822・℻753－1924）

千種区家具転倒防止ボランティアによる

　家具固定希望世帯を募集します

対象　 区内在住でご自身での家具転倒防止が

困難と認められる世帯

費用　転倒防止器具（L字型金具など）実費

　　　施工費用（原則家具など３点まで無料）

申込　申込書記入の上、持参または郵送、

　　　ファクスで下記問い合わせ先へ

※ 申込書は区役所、消防署の窓口で配布するほか、

区ウェブサイトからもダウンロードできます。

問合　区役所総務課（☎753－1811・℻762－5044）

　　　消防署総務課（☎764－0119・℻752－1119）

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

採用区分　 大和・上野・東山・星ケ丘・宮根

学区（各１人）※７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。

　　　４／20（月）必着。詳細は下記問い合わせ先へ。

問合　地域力推進室（☎753－1821・℻753－1924）

受持区域　内山、今池一・四・五丁目など

区内交番のご紹介　

　「今池交番の女性の活躍」

　建て替え工事が終わり、
新しくなった今池交番と
共に地域の皆さまに寄り
添っていきますので、こ
れからもよろしくお願い
します。

　千種区で一番忙しい今池交番では、５人の

女性警察官が勤務しています。細かなところ

にも気付く繊細さと、男性警察官にも負けな

い気力で、日々の勤務に励んでいます。

【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／

悪質な訪問販売にご注意を

　上下水道局の委託であると装い、高額な浄水器

の購入をすすめたり、強引に排水管などの点検・

清掃・修理を行い、高額な代金を請求する悪質な

訪問販売が報告されています。不審に思ったとき

は、職員証の提示を求めるか、お客さま受付セン

ターまたは担当の営業所へご連絡ください。

プラスチック製容器包装の出し方

　商品を入れたもの（容器）・商品を包んだも

の（包装）が対象です。対象となるものについ

ては、「プラスチック製容器包装マーク」がつ

いています。

　電化製品などの緩衝材、卵のパック類、コ

ンビニ弁当の容器などが対象です。「資源用

指定袋」または「透明・中身の見える半透明の

袋」に入れて出してください。

　タッパー、プラスチック製ハンガー、ビデ

オテープ、CD、DVD、洗面器、ポリバケツ

などの30cm角以下のプラスチック製の商品

そのものは可燃ごみに出してください。

　消防団では、男女を問わず学生・会社員・自営

業など地域のさまざまな方が、地域を守るため活

躍しています。あなたの入団を待っています！

入団要件　 年齢18歳以上65歳以下の男女

　　　　　区内在住・在勤・在学の方

活動内容　 防火・防災意識の啓発、知識・技

術の普及、火災・地震・風水害時

の防災・減災活動

問合　千種消防署または各消防団へ

 東部介護者教室　「楽らく介護のすすめ　

　～心と体の健康講座～」

日時　①５／19（火）　②５／26（火）

　　　③６／２（火）　④６／９（火）

　　　午後１：30～３：00（※１回のみの参加も可）

※午後３：30まで介護に関する個別相談会を実施

場所　障害者スポーツセンター２階会議室

　　　（名東区勢子坊二丁目1501）

定員　各回40人（先着順）

内容　

① 足ゆびストレッチ＆トレーニング

　～生涯自分の足で歩くために～

②知っておきたい、高齢者に多い病気とその対応

③生活習慣を整えて熱中症対策！

④障害者スポーツを知ろう

　～障害者スポーツセンターの見学と体験～

申込　４／14（火）午前10：00から

　　　 電話・ファクス・郵送・窓口・ウェブサイトにて

問合　 なごや福祉用具プラザ（〒466－0015　昭和区御

器所通３－12－１御器所ステーションビル３階）

　　　（☎851－0051・℻851－0056）

　　　http：／／www.nagoya－rehab.or.jp

ボランティア・NPO応援助成　申請団体募集

　～赤い羽根共同募金配分金を活用した一般公募助成～

対象団体　 ボランティアグループ、特定非営

利活動法人

対象事業　 「助け合い・支え合い」活動の推進に寄与する

活動で、令和２年度内に区内で実施するもの

助成金額　総額30万円（１団体：上限５万円）

申請　６／５（金）までに申請書類を窓口に提出

※申請書類は窓口およびウェブサイトにて

※書類・プレゼンテーション審査あり

※助成時期は８月下旬予定

※詳しくはお問い合わせください

賛助会員募集

　地域での福祉事業を支援するための経費を

賛助（応援）していただく令和２年度の賛助会

員を広く募集します。

賛助会費　個人会員　１口：500円

　　　　　法人・団体会員　１口：5,000円

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
　４／15（水）

午後１：30～３：30
４／20（月）

午後１：30～３：30

もの忘れ
相談医による
個別専門相談

　４／21（火）
午後２：00～３：30

４／24（金）
午後２：00～３：30

定員３人 定員３人

家族教室（上半期）
（全５回コース）

内容：医師による
認知症講話、参加
者の交流など

４／23、５／28　
６／25、７／16、

８／27
（いずれも木曜日）
午後１：30～３：30

４／21、５／19　
６／16、７／21、

８／18
（いずれも火曜日）
午後１：30～３：30
※会場：千種区役所

定員10人 定員10人

※申し込みはご都合のよいセンターへ

４／14（火）午前　千種小学校（東通用門）

　　15（水）午前　千代田橋小学校（西通用門）

　　16（木）午前　春岡二丁目（天理教名京大教会内）

　　25（土）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

ちくちく手づくりの会

日時　４／16（木）午前10：00～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「かしわもち」

費用　材料費実費

持物　鉛筆、はさみ、針、もめん糸（白・黒）

おはなし会

●こぐまちゃんの会（乳幼児向け）

日時　４／23（木）午前11：00～11：30

●ババールの会（小学校低学年向け）

日時　４／11（土）午前10：30～11：00

　　　５／９（土）午前10：30～11：00

●ナルニアの会（小学校中・高学年向け）

日時　４／11（土）午前11：15～正午

　　　５／９（土）午前11：15～正午

子ども読書の日記念　絵本とおはなしをき

く会スペシャル（幼児・小学校低学年向け）

日時　４／25（土）午前11：00～正午

内容　 おはなし会と工作（絵本のカバーでバッグづくり）

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、行事などが中止・延期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。

165,970
87,800

（令和２年３月１日現在）

４／５・12、５／10

※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。

2 4 千 種 区⓮



4千 種 区 2 ⓯

持物　①②室内シューズ　　申込　①②ともに開始30分前から

展示会
植物（ミドリ）

のチカラ
原色

ドライフラワー展
春の山野草展 春の野生蘭展

日程 3／31（火）～4／12（日）4／14（火）～19（日） 4／21（火）～26（日）4／28（火）～5／６（水・休）

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

講習会 身近な自然をみつめよう（初夏編） 春の野生蘭を楽しむ

日時 5／3（日・祝）午後１：30～4：00 5／６（水・休）午前10：00～正午

定員 20組（小学生と保護者） 30人

講師（敬称略） 職員およびボランティア 名古屋野生蘭同好会　吉田篤

費用 無料 無料

公園で遊ぼうin上野公園（自由参加）

日時　4／16（木）午後3：00～4：00

内容　 児童館の遊具をもって公園に出かけま

す。外遊びを楽しみましょう。

※雨天などで中止の場合あり

おもちゃ病院（自由参加）

日時　4／18（土）午前10：00～午後２：00

　　　※正午～午後１：00は除く

内容　おもちゃの修理（１人２品まで）

費用　無料（部品交換は実費）

ベビーマッサージ

日時　4／18（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　4／11（土）午前10：30から（電話可）

※先着順、初めての方優先

おしゃべりカフェ（自由参加）

日時　4／23（木）午前10：00～11：30

対象　3～８カ月の乳児と保護者

内容　 お母さん同士のおしゃべりの時間♪保育

士による子育ての情報提供もあります。

※終了後、同じ部屋でランチができます。

　（参加自由、ランチは各自持参、午後１：00まで）

ふれあい体操

日時　4／24（金）午前10：30～11：30

対象・定員　歩ける１歳児～未就園児と保護者20組

内容　 親子でスキンシップしながら体操と最

後はママメインのエアロビクス！

申込　4／14（火）午前10：00から窓口受付

　　　午前10：30から電話可（先着順）

おもちゃ図書館（自由参加）

日時　4／25（土）午前10：00～午後3：00

　　　※正午～午後１：00は除く

こどもの日企画　じどうかんシネマ（自由参加）

日時　5／5（火・祝）

　　　幼児向け……午前10：00～11：30

　　　小学生向け…午後１：00～3：00

対象　幼児と保護者・小中高生

おはなしランド（自由参加）

日時　4／16（木）、5／７（木）午前11：00～11：30

対象　乳幼児と保護者

講座名 日時 対象・定員 費用

Ⓐ
「そうなんだ！」で開く人権の扉

～カギは「正しく知ること」～

5／18～７／13の月曜日（全６回）

午前10：00～正午
一般30人 無料

Ⓑ
【東山植物園共催】〈なごや学マイスター講座〉植物の魅

力を発見・発信！～植物園ガイドマイスターになろう～

5／20～７／15の水曜日（全６回）

午前10：00～正午

一般30人
受講後マイスター

として活動できる方

無料

Ⓒ 仲間と共に！障がい者ふれあい太鼓教室
5／23～10／24の土曜日（全６回）

午前10：00～11：30

自閉症・情緒障がい・
知的障がいなどの
ある方とその家族

25人

無料

Ⓓ
【託児付】〈親学関連講座〉「いいね♪」の親子ふれあ

い講座～子育てのヒントを見つけませんか～

６／11～７／16の木曜日（全5回）

午前10：00～正午

幼児期の子をもつ保護者、
子育てに関心のある方

30人
1,200円

Ⓔ
〈なごや学〉千種区の自然を感じる

～緑豊かな公園を巡って～

６／5～７／3の金曜日（全5回）

午前10：00～正午
一般30人 1,200円

Ⓕ
突然の災害から身を守るには

～大雨・洪水発生時の被害を想定して～

８／20～９／17の木曜日（全5回）

午後１：45～3：45
一般30人 無料

Ⓖ
【椙山女学園大学共催】世界の文化と食を学ぼう！

～「イタリア」「ブルキナファソ」編～

８／21～９／18の金曜日（全4回）

午前10：00～正午

（２・4回目は午後０：30まで）

一般36人 2,400円

⑤【環境デーなごや2020関連事業】

　　「もったいない」から始めるエコ食スタイル

日時　６／６（土）午前10：00～午後０：30

対象・定員　一般24人　費用　教材費200円

内容　 楽しく料理をしながら環境にやさしい

食について考えてみませんか

④ フォト「仏像を撮る！」

　　～覚王山八十八ヶ所を巡りながら～

日時　5／21（木）午前９：30～正午

対象・定員　一般20人　費用　500円

③ はじめてのスマホ教室～簡単操作で、電

話もメールもラジオも楽しめる！～

日時　5／19（火）・26（火）午後１：45～3：45

対象・定員　一般20人　費用　600円

②【千種区役所共催】初心者のための俳句教室

日時　5／15、６／19、７／17、８／21、９／18

　　　（いずれも金曜日）午後１：45～3：45

対象・定員　一般15人　費用　2,500円

①【史跡散策事業】

　　古井の里と尾張六地蔵の芳珠寺を巡る

日時　5／12（火）午後１：30～3：30

対象・定員　一般45人　費用　受講料300円

初心者向けパソコン相談室（１人30分）

日時　4／13（月）午後１：30～3：15

　　　4／22（水）午前10：00～11：45

申込　各日、終了時刻の30分前までに窓口で

▶①～⑤ともに

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センターへ。

　　　（〒464－0072　振甫町3－34）

締切　①4／23（木）　

　　　②③④4／28（火）　⑤5／８（金）

講習会 苔玉で新和風の寄せ植えをつくろう

日時 5／31（日）午前10：00～正午

定員 30人

講師（敬称略） 園芸研究家　吉田篤

費用 2,000円

講習会 食虫植物入門
親子で香育！

植物の香りで虫よけスプレー作り

日時 5／10（日）午後１：30～3：30 5／16（土）午前10：00～11：30

定員 30人 30人

講師（敬称略） 食虫植物懇話会　山本康博 フィトラボ　松本イズミ

費用 200円 300円

第29回企画展「揚輝荘と日本の近代庭園」

期間　4／11（土）～６／28（日）

場所　聴松閣展示室６（２階）※要入館料

内容　 日本の近代庭園の歴史、全国各地の日

本庭園、揚輝荘の庭園の特徴などのパ

ネル展示

第29回企画展「貼り絵で描くイラスト作品展

～春の森から始まる物語～」

期間　4／11（土）～６／28（日）

場所　聴松閣展示室７（２階）※要入館料

内容　 千種区徳川山町を拠点にイラスト作品

制作や音楽活動をされている田邊武士

さんのイラスト作品展を開催。

　　　 5／24（日）はワークショップ「貼り絵で

夢の家を描こう！」を開催予定。

Ⓑすべて東山植物園での現地学習、Ⓓ託児は６／11時点で満２歳以上の未就学児対象（定員８人、費

用300円、申込時に託児希望・子の氏名・ふりがな・生年月日を記入）、Ⓔ２回目以降は現地学習、

Ⓕ２回目は現地学習、Ⓖ会場はすべて椙山女学園大学星が丘キャンパス、２・4回目は調理実習

対象　 市内在住・在勤・在学の方

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センターへ（〒464－0072　振甫町3－34）

※ １講座につき１人１通のみ有効、定員超過の場合は抽選、結果は電子メールまたは返信は

がきで通知。現地学習の交通費などは自己負担。

締切　ⒶⒷⒸ4／23（木）　ⒹⒺ5／14（木）　ⒻⒼ７／21（火）

申込　 講習会はいずれも本紙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。4／20（月）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。都合により変更・中止の場合があ

ります。

揚輝荘イブニングイベント

　パッション!!「石川慶子　フラメンコの夜」

日時　4／18（土）午後5：30開演

場所　聴松閣多目的ホール（地下）

定員　 60人

内容　 聴松閣多目的ホールの独特な雰囲気の

中で、情熱的なフラメンコを楽しんで

いただきます。

費用　1,800円（入館料、ワンドリンク含む）

申込　聴松閣受付または電話にて

ワークショップ

　「インテリアフラワー・ハーバリウム作り」

日時　4／26（日）午後１：30～3：30

場所　聴松閣多目的ホール（地下）

定員　 20人（申込先着順）

内容　 自分だけのオリジナル室内装飾品作り

を楽しんでいただきます。

費用　500円（別途入館料が必要）

申込　4／11（土）午前９：30から電話にて

前期主催講座受講者募集

（ ）

教室名 日程 対象 定員 費用

①ソフトエアロビクス 4／13、20、27（いずれも月曜日）
　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

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、行事などが中止・延期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。


