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★原則、5/11(月)～6/10(水)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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　緑のカーテンとは、

つる性植物を窓辺で

栽培することにより夏

の暑さを和らげる自然

のカーテンです。

　緑のカーテンに適した

植物として、ゴーヤや

キュウリといった実を

食べることのできる

植物や、ヨルガオやクレ

マチスなどの花を楽しめるものがあります。5月中

に苗を植えると、夏には立派なカーテンが期待

できますので、ぜひ挑戦してみてください。

緑のカーテンづくり

のご紹介

緑のカーテンづくり

のご紹介
あなたの連絡が子どもを守り、

保護者を支援します

あなたの連絡が子どもを守り、

保護者を支援します

問合 区役所民生子ども課　☎753-1873　FAX751-3120　保健センター（案内）　☎753-1975　FAX751-3545

問合 区役所民生子ども課　☎753-1873　FAX751-3120

オレンジリボンキャンペーン

　５月は「名古屋市児童を虐待から守る条例」で定める児童虐待

防止推進月間です。虐待かもと思ったら、すぐにお電話をください。

安心して子育てができるよう応援します安心して子育てができるよう応援します

地域子育て支援ネットワーク事業地域子育て支援ネットワーク事業

各 種 相 談
●子育て総合相談窓口

　（子育て世代包括支援センター）

●母乳相談　●離乳食相談

●保育案内人よる相談（保育所入所案内）　など

　　　　区内のスポーツセンターなどで親子の遊び場

として「ミニ子育て広場」を年７回開催しています。ボール

プールや絵本の読み聞かせ、親子ふれあい遊びのほか、

子育て相談や情報提供をしています。

子育てネットワークちくさ 検索

　「地域子育て支援ネットワーク事業」の詳細について

は、「子育てネットワークちくさ」のウェブサイトでもご覧

いただけます。

「子育てネットワークちくさ」とは…

子育て家庭の支援を目的とし、保育園、児童館、図書館、主任

児童委員、区役所・保健センターなどで構成されています。

千種区子育て支援情報がいど
　保育園や幼稚園の

園庭開放、地域の子

育てサロンなどの親

子で集まれる場や相

談先など、子育て情報

を掲載しています。区

役所・保健センターな

どで配布しています。

ミニ子育て広場

今回は、「子育てネットワークちくさ」が取り組んでいる「地域子育て支援ネットワーク事業」について、ご紹介します。

ぜひ

ご参加

ください

申込不要

出入自由

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

７ /14（火）

９ /17（木）

10/ ８ （木）

11/17（火）

12/15（火）

１ /19（火）

午前

10：00

～

11：30

東スポーツセンター

千種児童館

千種区役所講堂（２階）

千種文化小劇場

千種スポーツセンター

香流橋地域センター

日　時 場　所今後の予定

見 守り・訪 問
●赤ちゃん訪問
　（エンゼル訪問）

●新生児・

　乳児訪問　など

問合 名東区公害対策室（千種区担当）

☎778‐3109　FAX778-3110

平日 午前８：45～午後５：15

☎753-1873

中央児童相談所
平日 午前８：45～午後５：30　☎757-6111

休日・時間外の緊急通告　☎757-6112

区役所民生子ども課

子育てに悩む保護者や
子ども自身のＳＯＳ なごやっ子SOS（24時間365日） ☎761-4152

虐待かもと思ったら
児童相談所虐待対応ダイヤル

いち

１
はや

8
く

9
でお住まいの地域の児童相談所につながります。または下記まで。無料

問合 区役所民生子ども課　☎753-1873　FAX751-3120

　５月は区役所１階あじさいひろばでオレンジリボン

キャンペーンに関する広報・啓発コーナーを設置します。

今年は椙山女学園大学の学生と連携して飾りつけを

行います。

※6/16（火）の第1回ミニ子育て広場は、新型コロナウイルス

感染症の影響により中止になりました。今後の予定について

も、中止となる場合があります。詳しくは下記までお問い

　合わせください。

交 流・学 び の 場
●子育てサロン

●子育て広場

●ニューファミリーセミナー

●赤ちゃんパクパク教室

●はじめての歯みがき教室

●こあらっち子育て応援講座　

●乳幼児期の食事づくりの支援

　　　　　　　　　　　　など

「千種区子育て支援情報がいど」はウェブサイト

でもご覧いただけます。

保育案内人とは…日頃は民生子ども課におり、保育所などの利用を希望する保護者の方

一人ひとりに合わせた情報提供や相談など、きめ細やかな支援を行っています。

保育案内人がミニ子育て広場にも出向きます！
ほいくあんないびと

参加無料



5千 種 区 ⓭2

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

当面の間、中止します。
再開時期については、市ウェブサイトなどで
お知らせします。

☎753－1982

昼間
エイズ検査

梅毒検査

胃がん・
大腸がん検診

※いずれの相談・検査も祝休日は除く

子育て総合相談窓口（子育て世代包括支援センター）（☎757－7033）

　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

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

ニュー
ファミリー
セミナー

６／４（木）午後
６／19（金）午前

の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

もうすぐパパ・
ママになる人の
健康クッキング教室

６／10（水）
午前９：45～10：00

（午前11：30終了予定）

妊婦とその家族（いずれかのみでも可）
８組
栄養の話、簡単な調理と試食
※ エプロン・手拭きタオル・三角巾持参

６／８（月）
までに
電話で

☎753－1981

　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感染拡

大防止のため、各種教室など

が中止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

５、６月はゴキブリ防除
運動期間です

　これから夏に向けてゴキブリの活動が

活発になります。ゴキブリの生態や効果

的な防除方法を理解し、増えてしまう前

に対策をしましょう。

問合　住居衛生・薬務担当

　　　（☎753－1973）

ハチに刺されないために

　４、５月はスズメバチ類危害防止運動期

間です。春になって暖かくなると、アシナ

ガバチやスズメバチの女王バチが越冬か

ら目覚めて巣を作り始めます。巣が大き

くなる前に家の周りを点検して撤去しま

しょう。

問合　住居衛生・薬務担当

　　　（☎753－1973）

　毎日の子育てで大変な思いをしているお母さん、お父さん。

子育てをしていると「体重が増えない」、「泣いてばかりいる」、「落ち着きがない」など小さな

気がかりや不安が出てくるものです。

　ひとりで悩まないで「子育て総合相談窓口（子育て世代包括支援センター）」にお電話くだ

さい。子育てについてのさまざまな悩みや不安に対して、保健師などが専用電話にてご相談

に応じます。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

５／29（金）までの間、

●３・４か月児健康診査

●１歳６か月児健康診査

●３歳児健康診査

の実施を延期します。

　再開後の日程などについては、別途お知ら

せします。状況が変わりましたら、区ウェブ

サイトにおいてもお知らせしますので、ご覧

ください。

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

問合 区役所地域力推進室　☎７５３-１８２４　FAX７５３-１９２４

コミュニケーションボードを作製しました！コミュニケーションボードを作製しました！

コミュニケーションボードとは
外国人や障がいがある方など、話し言葉によるコミュニケーション

が難しい方に、わかりやすいイラストを指で示しながら意思を伝える

ことができるツールです。

千種区の外国人人口
（国籍別内訳）

統計なごやweb版「外国人公簿人口」より作成

（令和2年3月1日現在）

区役所窓口における外国人住民との意思疎通を図り、適切な案内を行うために、コミュニケーションボードを作製しました

中国
1,854人

韓国・朝鮮
1,239人ベトナム

1,236人

その他
1,012人

台湾
121人

ペルー
10人

ネパール
615人

フィリピン
431人

アメリカ
196人

ブラジル
156人

日本語、英語はもちろん、
千種区の外国人人口上位４カ国である、
中国、韓国・朝鮮、ベトナム、ネパール語

で表記しています。

母乳相談　５／21（木）は中止します（☎753－1983）



新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業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。

1総合水防訓練中止のお知らせ

　例年５月下旬に開催しておりました「総合

水防訓練」につきましては、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため、中止いたします。

①千種華道協会からのお知らせ

　例年５月下旬に開催しておりました「春のい

けばな展」につきましては、新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため、中止いたします。

千種華道協会について

　千種華道協会は華道の発

展ならびに区民の文化向上

を目的として昭和26年に創

立、現在は区内の各流派39

人の会員が所属しており、

このたび創立70周年を迎え

ました。

イラストデザイン　

名古屋市立菊里高校教諭　今岡祐介

③区民ソフトバレーボール大会

日時　６／21（日）午前９：15受付

場所　生涯学習センター　体育室

対象　区内在住・在勤・在学の

　　　方を含むチーム　　　

　　　※１チーム４人以上６人以下

部門　上級の部、初級の部

費用　１チーム1,200円（傷害保険料を含む）

申込　 ５／29（金）までに費用を添えて下記問

い合わせ先へ

　　　※チーム申し込みに限る

　　　※部門を重複しての申し込みは不可

▶①～③ともに

問合　地域力推進室（☎753－1825・℻753－1924）

認知症市民講座　休講のお知らせ

　５／14（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感染拡大防止

のため、休講いたします。

問合　福祉課（☎753－1839・℻751－3120）

６月１日は人権擁護委員の日です

　人権問題でお困りのときは、お気軽にご相

談ください。相談無料・秘密厳守です。

みんなの人権110番：☎0570－003－110

子どもの人権110番： 0120－007－110

女性の人権ホットライン：☎0570－070－810

インターネット人権相談：http：／／www.jinken.go.jp／

問合　名古屋法務局人権擁護部（☎952－8111）

水害に対する心がけ

　近年、局地的豪雨や

大型台風などによる浸

水被害や土砂災害が各

地で発生しています。

被害を最小限にするた

めに平時から「洪水・内

水ハザードマップ（避難

所マップ）」を確認し、

いざという時にどのよ

うに行動すればよいか

事前に準備をしておき

ましょう。

粗大ごみ・不燃ごみの収集日

　粗大ごみ・不燃ごみは月１回収集してお

り、地域ごとに週と曜日が異なります。出す

週を誤りやすいため、今一度、収集日をご確

認ください。

　粗大ごみ・不燃ごみの収集日は、収集する

「当月」の「第何回目」の「どの曜日」であるかを

ご確認ください。

2災害への備え

　地震・風水害に対する備えはできています

か？家族で防災情報の収集方法や、避難方法

についての話し合いを行い、確認しておきま

しょう。「名古屋市防災アプリ」を使えば、地

震・風水害の防災情報や、帰宅支援情報など

をスマートフォンやタブレットでご確認いた

だけます。

　また、備蓄品・非常持出品の

準備も行いましょう。１人７日

分程度を用意し３日分は非常持

出品として、すぐに持ち出せる

ようにしてください。

▶1・2ともに

問合　総務課（☎753－1811・℻762－5044）

165,283

87,728
（令和２年４月１日現在）

５／10、６／７

あなたの熱意が千種を守る！

　昨年の秋から、小川巡査が千種署に配属さ

れています。小川巡査は剣道四段で、中学か

ら大学までに５度の全国大会優勝を果たして

います。昨年には、愛知工業大学名電高等学

校や椙山女学園高等学校への剣道出稽古を兼

ねた交通安全や防犯活

動を積極的に実施しま

した。小川巡査のよう

に、熱意をもって自分

の特性を生かす、前向

きな若人を募集してい

ます。

上下水道料金のお支払いは便利な口座振

替・クレジットカード払いで

　上下水道料金のお支払いは口座振替・クレ

ジットカード払いが便利です。払込用紙を紛

失する心配もなく、期限直前に慌てることも

ありません。申込方法はウェブサイトをご確

認いただくか、下記問い合わせ先までお気軽

にご連絡ください。

【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

●『ちび竜』（絵本）

文　工藤直子　絵　あべ弘士　出版　童心社

紹介　 竜の成長物語。力強く迫力のある絵が

魅力的な絵本です。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

休館しています

　開館しましたら、ぜひまたご利用ください。

今回はおすすめの児童書を３冊紹介します。

　新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、

５／31（日）まで閉館中のため、

予定していた行事は中止いたし

ます。今後についてはウェブサ

イトなどよりご確認ください。

●『ねこと王さま』（物語）

作・絵　ニック・シャラット　訳　市田泉

出版　徳間書店

紹介　 しっかりもののねこが知恵を働かせて

王様を助け、困難を乗り越えていく楽

しいお話です。

●『谷川俊太郎詩集たったいま』（詩）

詩　谷川俊太郎　絵　広瀬弦　出版　講談社

紹介　 声に出して読みたくなる「かっぱ」や新

作の「何か」など38作品が収録されてい

ます。

認知症高齢者家族支援事業中止のお知らせ

　家族サロン、医師による個別専門相談、認知

症サポーター養成講座につきましては、新型コ

ロナウイルス感染拡大防止のため、東部・西部

いきいき支援センターともに中止いたします。

５／13（水）午後　覚王山日泰寺

　 19（火）午後　仲田公園

　 21（木）午前　高牟神社

　 　　　　　　（南鳥居の横）

　 22（金）午後　千代が丘団地（集会所前）

　 26（火）午前　千種小学校（東通用門）

　 28（木）午前　名古屋商業高校（グラウンド南西角）

　 28（木）午前　千代田橋小学校（西通用門）

６／２（火）午後　茶屋ケ坂公園（園内北東角）

　 ５（金）午前　春岡二丁目（天理教名京大教会内）

▶１人８冊まで借りられます。

　午前10：00～11：00、午後２：00～３：30

（都福祉会館HP）

法律相談

日時　原則毎月第２・４火曜日

　　　午後１：00～４：00

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

４／19（日）から当面の間、相

　談を中止しております。今後

　については区ウェブサイトよ

　りご確認ください。

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

② 第71回千種区民ソフトテニス大会延期の

お知らせ

　６／14（日）（予備日６／28（日））に東山公園テ

ニスセンターで開催を予定しておりました

「第71回千種区民ソフトテニス大会」につきま

しては、新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、延期いたしま

す。開催時期は未

定です。開催時期

が決まりましたら、

お知らせいたしま

す。

2 5 千 種 区⓮
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おしゃべりカフェ（自由参加）

日時　５／28（木）午前10：00～11：30

対象　９～12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）

持物　①②③室内シューズ、④⑤ヨガマット（お持ちの方）、⑥水着・スイミングキャップ

申込　①～⑥ともに開始30分前から

公園で遊ぼうin大和公園（自由参加）

日時　５／14（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。

ベビーマッサージ

日時　５／16（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　５／12（火）午前10：30から（電話可）

※先着順、初めての方優先

七宝焼教室

日時　５／24（日）午後１：30～４：00

対象・定員　年長児と保護者、小学生18人

費用　300円

申込　５／15（金）午前10：00から窓口受付

　　　午前10：30から電話可（先着順）

※１人で１人分のみ申込可、子ども優先

オセロ交流会

日時　６／６（土）

　　　午後２：00～４：00

対象・定員　小学生16人

内容　 上位４人は６／28（日）開催の児童館交

流オセロ大会に出場できます

申込　５／23（土）午前10：30から電話可（先着順）

おはなしランド（自由参加）

日時　５／21（木）、６／４（木）午前11：00～11：30

対象　乳幼児と保護者

おもちゃ図書館（自由参加）

日時　５／23（土）午前10：00～午後３：00

　　　※正午～午後１：00は除く

おもちゃ病院（自由参加）

日時　５／16（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）

⑤親子で挑戦！科学工作2020

日時　６／13（土）午前10：00～正午

対象・定員　小学生とその保護者20組40人

費用　１組1,050円（材料費を含む）

④ 〈親学関連講座〉

　　「いいね♪」の親子ふれあい講座～子育て

　　のヒント見つけませんか～【託児付】

日時　６／11・18・25、７／９・16（いずれも木曜日）

　　　午前10：00～正午

対象・定員　 

幼児期の子を持つ保護者、

子育てに関心のある方30人

（うち託児付８人）　

費用　1,200円（託児の方は別途おやつ代300円）

③〈なごや学〉千種区の自然を感じる

　　～緑豊かな公園を巡って～

日時　６／５・12・19・26、７／３

　　　（いずれも金曜日）

　　　午前10：00～正午

対象・定員　一般30人

費用　1,200円

②【公開講座】千種区の自然

　　～公園の緑から感じる魅力～

日時　６／５（金）午前10：00～正午

講師　み・ちくさ案内人の会　桶谷蔵太郎さん

定員　60人（当日先着順）

①【公開講座】依存症とわたし

　　～「正しく知ること」が第一歩～

日時　５／18（月）午前10：00～正午

講師　 一般財団法人ワンネスグループセレニティ

パークジャパン名古屋代表　池田秀行さん

定員　60人（当日先着順）

初心者向けパソコン相談室（１人30分）

日時　６／８（月）午後１：30～３：15

申込　終了時刻の30分前までに窓口で

※ ５／11（月）・19（火）については、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止のため、中止いた

します。

▶③～⑦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　③④⑤５／14（木）

　　　⑥⑦６／４（木）

プール天井工事延長に伴う休館日延長のご案内

　プール天井工事延長

に伴い、下記のとおり

休館日を延長します。

ご不便をおかけします

が、ご理解とご協力を

お願いいたします。

⑥親子で挑戦！「天神みくじ寿し」を作ろう

日時　６／28（日）午前10：00～午後０：30

対象・定員　小・中学生とその保護者計24人

　　　　　　（保護者１人につき子２人まで可）

内容　 新たなご当地グルメ「天神みくじ寿し」

を親子で作って食べましょう。

費用　受講料：小・中学生150円、保護者300円

　　　教材費：１人400円

⑦楽しいバランスボールエクササイズ

　　～バランスボールで心も体もリフレッシュ～

日時　６／29、７／６・13・20（いずれも月曜日）

　　　午前10：00～11：30

対象・定員　一般15人

費用　2,000円

教室名 日程 対象 定員 費用

①ソフトエアロビクス ５／11・18・25、６／８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仕事帰りにエアロⅠ
５／12・19・26、６／９の火曜日

午後７：30～８：30
50人 330円

④創美ヨガⅠＡ ５／13・20・27、６／10の水曜日
④午後６：45～７：45
⑤午後８：00～９：00

各30人 各330円

⑤創美ヨガⅠＢ

⑥アクアコアⅠ
５／13・27、６／３・10の水曜日

午後７：00～８：00
20人 620円

ベビーマッサージ＆パパママビクス

日時　５／17（日）午前10：30～11：15

対象・定員　３～10カ月の乳児と保護者15組

申込　５／13（水）午前10：00から窓口受付

　　　午前10：30から電話可（先着順）

※１人で１組分のみ申込可

＜当初休館期間＞

　令和元年９／２（月）～令和２年７／19（日）

＜休館延長期間＞

　令和２年７／20（月）～10／31（土）

＜営業開始日＞

　令和２年11／１（日）午前10：00から

展示会 花季さつき展示会

日程 ５／26（火）～31（日）

時間 午前９：00～午後４：45（最終日は午後４：00）

場所 植物園植物会館展示室

講習会 初夏の野生蘭の楽しみ 故郷の森林～里山と奥山～

日時 ６／14（日）午前10：00～正午 ６／28（日）午後１：30～３：30

定員 30人 30人

講師（敬称略） 名古屋野生蘭同好会　吉田篤 元東山植物園長　森田高尚

費用 無料 無料

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。

５／20（水）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

講習会
〈大学連携〉植物ミステリーハンター

～植物（食虫植物）の謎を科学する～
親子教室

セントポーリアを楽しむ

日時 ６／６（土）午後１：30～３：30 ６／７（日）午前10：00～正午

定員 20組（小学生とその保護者） 30人

講師（敬称略） 名古屋大学博物館　西田佐知子 東海セントポーリア協会　井上和也

費用 無料 1,000円

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業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。


