
⓬ 2 1 東 区

　 調理する人の体調に注意

症状がある場合は、ノロウイルスに感染して

いる可能性がありますので、直接食品に触れ

る作業は控えましょう。

　 適切な手洗い　　

トイレの後、調理の前、食事の前、

おむつ交換後などには、特に

念入りに洗いましょう。

　 食品はしっかり加熱

中心部まで85℃～ 90℃で、

90秒間以上加熱しましょう。

　 調理器具などの洗浄・消毒

まな板、包丁、食器、布巾などは

十分に洗浄しましょう。

消毒は、熱湯や次亜塩素酸

ナトリウム（台所用漂白剤

など）が有効です。

　 患者の吐物・便は適切に処理

患者の吐物や便には感染力のあるウイルスが

残っている可能性があります。ウイルスが飛

び散らないように、速やかに処理しましょう。

◆使い捨てマスクと手袋、エプロンを着用する。

◆ウイルスが飛び散らないように、吐物・便を

ペーパータオルなどで覆い、消毒液

（次亜塩素酸ナトリウム約0.1％）

で浸すように静かにふき取る。

◆処理後は、念入りに手洗いをする。

処理のポイント

予 防 方 法

手洗いは適切に行いましょう。抵抗力を

つけるためには栄養バランスのよい食事、

睡眠、適度な運動などが有効です。

かかってしまったら、マスクなど

を着用し、周囲の人にうつさない

ように「せきエチケット」を実践

しましょう。

また、医療機関を受診し、

安静にして十分な休養を

とることも大切です。

インフルエンザの重症化予防には

「予防接種」が大切です。

かかりつけのお医者さんにご相談

ください。

予 防 方 法

　インフルエンザの予防には、みんなの「かからない」「うつさない」という

気持ちがとても大切です。

　また、子どもや高齢者、ぜんそくや慢性心疾患、糖尿病などの持病がある方、

妊娠中の方などは、感染により重症化する恐れがあるため注意が必要です。

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。

本年も「ひと・文化・歴史が輝くまち　東区」の実現を目指し、

より一層安心・安全で快適なまちづくりに取り組んでまいります。

区民の皆さまには、引き続きご理解とご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。
東区長　大井　健司

　インフルエンザは急激に高熱、頭痛、

関節痛、せき、のどの痛み、鼻水などの

症状が起こります。

　インフルエンザは感染した人のせきや

くしゃみで放出されたウイルスを健康な

人が吸い込むことによって感染します。

　また、感染した人が

ウイルスのついた手で

触れたドアノブなどに

健康な人が触れ、その

手で目や鼻、口に触れ

ることによっても感染

します。

　ノロウイルスは、感染力が強く、便

や吐物を介して感染します。

　また、感染した人が調理などをして、

ノロウイルスに汚染された食品を食べ

ることにより食中毒が起こります。

　生や加熱不十分な二枚貝（牡蠣など）

を食べた場合にも食中毒が起こること

があります。

　感染すると、１～ 2日後に下痢、おう

吐、腹痛、吐き気などの症状が現れ、

発熱を伴うことも

あります。

　感染しても症状

が現れない場合も

ありますが、便に

はウイルスが排泄

されます。

インフルエンザは…

ノロウイルスは…

感 染 症 対 策感 染 症 対 策の はできていますか？

「てあらにまるといっしょにてをあらおう！」
東区では、子どものころから楽しく適切な手洗い方法を覚えることができるように、

手洗い動画「てあらにまるといっしょにてをあらおう」を制作し、公開しています。

冬場の感染症対策として、家族みんなで適切な手洗いの習慣を身につけましょう！

東区オリジナル手洗い動画

問合 東保健センター 保健予防課 感染症対策等担当　☎934-1218

問合 東保健センター 健康安全課 食品衛生・動物愛護等担当　☎934-1212

「かからない」ためには 「うつさない」ためには

てあらいぬ
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文化財を火災から守りましょう！

　毎年１月26日は、文化財防火デーです。

　昭和24年１月26日に法隆寺の壁画が焼損

したことを契機に制定されました。

　東区には、建中寺をはじめ後世に残すべ

き貴重な文化財が数多くあります。

　首里城やノートルダム大聖堂の

火災も記憶に新しいところです。

　地域で力を合わせ火災から守り

ましょう。

◎東区文化財防火デー消防訓練のお知らせ

日　時　１／24（金）午前10：00～10：30

場　所　建中寺（東区筒井一丁目７－57）

学童保育所　４月からの入会者向け説明会のご案内

　児童館や留守家庭児童育成会の学童保育所では、異なる年齢の子どもたちの中で、指導員

が遊びなどを通して、放課後の児童の安全で豊かな生活と発達を支える保育をしています。

　説明会の開催日程は以下のとおりです。入会申込書は各施設で配布します。申込書の配布

および受け付けの期間については、直接ご希望の施設にお問い合わせください。

　なお、高岳児童館留守家庭児童クラブについては、１／４（土）から

入会申込書を配布し、申込書の受け付けは説明会と同じ期間で実施

します。面接日は入会申込書の受け付けの際に決定します。

実施場所 所在地・電話番号 日　　時

筒井・葵学童クラブ

（対象学区：葵・筒井）

代官町25番７号

☎937－5534

１／25（土）午後７：30～

２／８（土）午後７：30～

赤塚学童保育所

（対象学区：山吹・東白壁）

赤塚町12番地

☎936－3616

合同で説明会を開催します。
①１／18（土）午後７：00～

（徳川学童保育所にて）
②２／２（日）午前10：00～

（赤塚学童保育所にて）

徳川学童保育所

（対象学区：旭丘・明倫）

新出来一丁目８番23号

☎936－6563

第三矢田学童保育クラブ

（対象学区：矢田・砂田橋）

大幸一丁目６番９号

☎722－8936

１／25（土）午後７：00～

２／６（木）午後７：00～

高岳児童館

留守家庭児童クラブ（※）

泉二丁目28番５号

☎932－1718

１／15（水）～26（日）

午前９：00～午後５：00で随時

※　 トワイライトルーム開設地域（対象学区：山吹・葵・砂田橋）在住の児童は入会

できません。詳しくは、電話で高岳児童館へお問い合わせください。

水道メータの検針にご協力を

　上下水道局では、２カ月に一度、職員が

水道メータの点検に伺います。以下の点に

ご協力をお願いします。

○ 水道メータボックスの上には、物を置

かないでください。また、駐車車両の

一時的な移動にもご協力ください。

○ 犬は、出入り口や水道メータボックス

から離れた場所につないでください。

事件・事故　緊急事案は110番

警察の相談ダイヤルは＃9110

　強盗、ひったくりなどの犯罪被害に遭っ

たり、目撃した際は、迷わず、落ち着いて

110番してください。事件解決のキーワー

ドは「すばやい通報」です。

　緊急性のない相談などは

110番ではなく、「＃9110」の

相談ダイヤルを利用してく

ださい。

　留守家庭児童育成会では、土地や建物を提供していただける方を

探しています。無償でお貸しいただける場合は、固定資産税が原則

非課税になります。詳しくは下記までお問い合わせください。

土地・建物を

探しています

日　時　２／16（日）午前10：00～11：30

　　　　（受け付けは午前９：30～）

対　象　区内在住の方（小学生以下は保護者同伴）

募集人数　50人（申込多数の場合は抽選）

申　込　 １／24（金）までに、往復はがきに参加者

全員の①住所②氏名③年齢④電話番号を

記入して下記へ郵送（当日消印有効）

※録音、撮影、携帯電話の持ち込みはできません。

※午前10：00～午後３：00まで刑務作業製品の展示

　即売会を開催予定。

申込 問合　〒461－8586　東区白壁一丁目１　

　　　　　 名古屋拘置所　庶務係　☎951－8586

　　　　　 （ダイヤル案内「５」の次に「５」）

日　時　１／13（月・祝）成人の日

　　　　午前10：30～　　　　

　　　　（受け付けは午前10：00～）

場　所　ウィルあいち（東区上竪杉町１）

対　象　平成11年４月２日～

　　　　平成12年４月１日生まれの方

第１部　新成人を祝う記念式典　

第２部　新成人実行委員会による企画

※当日は公共交通機関でご来場ください。

問合　東区役所地域力推進室　☎934－1124

　ダンス、民踊、楽器演奏、

コーラスなど、区内で活動

するグループの皆さんによ

る楽しいステージです。

対　象　 市内在住、原則60歳以上、健康で

働く意欲があり、現在常勤の仕事

に就いていない方

日　時　１／17（金）午後２：00～３：45

　　　　（受け付けは午後１：30～）

場　所　東区在宅サービスセンター研修室

　　　　（東区泉二丁目28－５）

持ち物　①会費300円 ②筆記用具 ③写真

　　　　 ２枚（縦３㎝×横2.5㎝） ④配分金 

振込先金融機関の通帳（写し可）

　　　　⑤緊急連絡先

申込 問合　（公社）名古屋市シルバー人材

　　　　　 センター北部支部 ☎938－3628

日　時　２／11（火・祝） 午後１：30～４：00

場　所　東区役所４階　講堂

第１部　パネルディスカッション

　　　　「東区の水災害を考える」

第２部　講演

　　　　「南海トラフ地震にどのように向き合うか」

　　　　講師　山岡耕春さん

　　　　　　　（名古屋大学大学院教授）

問合　東区社会福祉協議会　☎932－8204

日　時　２／12（水） 午前10：00～

場　所　東区役所４階　講堂

内　容　中部電力株式会社中営業所と障害

　　　　福祉サービス事業所の方々による　

　　　　「福祉事業所における停電対策」を

　　　　テーマにしたパネルディスカッション

※研修会終了後、非常食の試食会

　を開催します。

申　込　２／５（水）までに下記へ

申込 問合　東区障害者基幹相談支援センター本部

　　　　　 ☎932－7584　℻932－7585

　１月は、不燃ごみ・粗大

ごみの収集日が１週ずつ

後ろにずれますので、ご注

意ください。

※粗大ごみの収集は、事前

　申込制（有料）です。

申込　粗大ごみ受付センター 0120－758－530

　　　（携帯電話からは052－950－2581（有料））

　　　受付時間 午前９：00～午後５：00

　　　（祝日可、土・日曜日は休み）

 不燃ごみ・粗大ごみの収集日について

　在宅保健師会「あいち」の保健師が、健康づくりの話や、簡単な体操を行います。

　※悪天候などにより中止する場合があります。

日　時　２／５（水）午後１：00～２：00

場　所　弘法湯（東区豊前町３－38）

対　象　市内在住の65歳以上の方

問合　弘法湯　☎935－0410

　　　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

　大幸緑道には、サザンカの木が道に沿っ

て数多く植えられています。

　毎年１月ごろになると、赤いかわいらし

い花がたくさん咲きます。近くにお越しの

際はぜひお立ち寄りください。

サザンカの小道

落ち葉清掃のお礼

　落ち葉の盛りもようやく過ぎました。

　昨年からの落ち葉清掃へのご協力に、心

より感謝いたします。

　夢ステージ・ひがし （申込不要・無料） 東区成人の日のつどい

名古屋拘置所　施設見学会（無料）
シルバー人材センター

出張入会説明会開催！

お風呂やさんで お元気か～い（申込不要・無料）

問合　東区役所民生子ども課　☎934－1192

日　時　２／２（日）

　　　　午前10：30～午後４：30（開場：午前10：00）

場　所　東文化小劇場

問合　東区役所地域力推進室　☎934－1123

　　　東文化小劇場　☎719－0430

収集曜日 １月

第１水曜日 ８日

第２水曜日 15日

第３水曜日 22日

第４水曜日 29日

　

東区・地震を考える集い（申込不要・無料）

　 東区障害者自立支援連絡協議会 防災研修会

　「災害時、停電になったら 

　　どうなる？　どうする？」（無料）  

1/15、2/5（水）



2 1 東 区⓮

●リズムたいそう

日　時　１／16（木）午前10：30～11：30 

対　象　歩ける乳幼児とその保護者

持ち物　飲み物

※特に記載がない場合は無料・自由参加

●おもちゃ病院とんかち（部品代は自己負担）

日　時　１／12、２／２（日） 午前10：00～午後３：00

認知症予防体操「コグニサイズ」

日時　　１／28（火）午後２：00～３：00
講師　　ベネッセスタイルケア作業療法士

アレンジフォークダンス

日時　　１／29（水）午後２：00～３：00
講師　　横川珠姫さん

笑いヨガ（当日先着50人）

日時　　１／30（木）午後２：00～３：00
講師　　南川広幸さん
※午後１：30から受付で整理券を配布

アクティブ特別行事

『地域開放事業』

（申込不要・無料・年齢を問わず参加可能）

●もの忘れ相談医の専門相談（無料）

日　時　１／17（金）午後１：30～３：00

申　込　１／15（水）までに電話で

●一回参加型スポーツ教室（中学生以上対象）

レッスン 日　程 時　間 定員 料金（1回）

エアロ
ビクス

１／15・22・29、
２／５（水）

午後７：00
～８：00

50人 330円

１／16・23・30、
２／６（木）

午前９：30
～10：30

50人 330円

ヨ　ガ
１／15・22・29、
２／５（水）

午後８：10
～９：00

45人 330円

ソフト
エアロ

１／16・23・30、
２／６（木）

午前10：45
～11：45

50人 330円

水　中
エアロ

１／15・22・29、
２／５（水）

午前11：00
～ 正午　 

40人 620円

申　込　当日開始30分前から先着順

●ベビーマッサージ＆ヨガ

日　時　１／23（木）午前10：30～11：30

対　象　首が据わった０歳児とその保護者　

持ち物　ヨガマットまたはバスタオル、

　　　　飲み物、動きやすい服装

　　　　※ジーンズ、タイツは不可

●土曜おはなし会

日　時　１／25（土） 午前10：30～11：00

対　象　乳幼児（保護者同伴）～小学２年生

●ももちゃんひろば

　歯科衛生士の話も聞けます。

日　時　１／15（水）午前10：00～11：30

対　象　乳幼児とその保護者

申込期間　１／14（火）～２／８（土）

申込方法　ファクスまたは窓口で直接

　　　　　※１人１講座まで

　　　　　※申込多数の場合は抽選

　　　　　※同一講座の受講は３回まで

やさしい折り紙 （定員25人）

日時　第２・４木曜日　午後０：30～２：20
内容　指先を使った脳トレです。初心者向け。

音楽de健康＜音楽療法＞ （定員50人）

日時　第１・３金曜日　午後０：30～２：20
内容　 音楽を通して、心とからだを健康に

します。

座ってゆったり健康体操（★） （定員45人）

日時　第２・４土曜日　午後１：00～２：20
内容　座ってゆっくりと運動を行います。
　　　体力に自信がない方向けです。

懐メロ健康体操（★★） （定員45人）

日時　第２・４金曜日　午前10：00～11：30
内容　 懐かしいメロディに合わせ、楽しく

からだを動かします。

60歳からの健康体操（★★） （定員40人）

日時　第１・３火曜日　午前10：00～11：30
内容　 脚力低下や腰痛予防などのために

筋力をつけていきます。

もっと元気に健康体操（★★★） （定員40人）

日時　第２・４水曜日　午後１：00～２：20
内容　 今の元気をいつまでも維持できる

ように、全身を動かしていきます。

やさしいヨガ （定員30人）

日時　第２・４土曜日　午前10：00～11：30
内容　呼吸に合わせて身体を動かします。

初めての太極拳 （定員40人）

日時　第２・４木曜日　午前10：00～11：30
内容　太極拳の基本動作を中心とした、
　　　８つの型を練習していきます。

男性体力づくり（★★★）※男性限定（定員25人）

日時　第１・３月曜日　午前10：00～11：30
内容　足腰を鍛え、いつまでも元気に過ご
　　　せるようにしていきます。

初めてのフラダンス※女性限定 （定員40人）

日時　第２・４月曜日　午後１：00～２：20
内容　初心者向け。基本からゆっくりと
　　　学びます。

●半年講座（４～９月）

 ・原則無料ですが、教材費・材料費が必要な

　講座もあります。

 ・体操講座は★が多いほど運動がハードに

　なります。

 ・12／16（月）～２／８（土）に開催する体操講座

　のみ見学できますが、体験はできません。

　詳細は当館までお問い合わせください。

　  　　市内在住の60歳以上の方対象

　  　 　　 前期「趣味の講座」

●通年講座（４～３月）

「美」文字 （定員40人）

日時　第２月曜日　午前９：30～11：30
内容　 筆ペンやボールペンを使い、のし袋

などの美しい書き方を学びます。

初めての絵手紙 （定員28人）

日時　第３火曜日　午後０：30～２：20
内容　季節に合わせて画材を選び、作品
　　　をつくります。

初めての健康マージャン （定員20人）

日時　第１金曜日　午前９：15～11：45
内容　頭脳スポーツ「健康マージャン」を
　　　楽しむ講座です。初心者向けです。

やさしいリラックス体操（★） （定員40人）

日時　第２水曜日　午前10：00～11：30
内容　呼吸法を取り入れて、ゆったりと
　　　運動を行います。

体幹を感じる健康体操（★★） （定員40人）

日時　第２火曜日　午後１：00～２：20
内容　 安定した姿勢・バランスの良い動き

ができるようにします。

アレンジフォークダンス（★★） （定員40人）

日時　第３金曜日　午前10：00～11：30
内容　 フォークダンスなど、さまざまなダ

ンスの動きを取り入れた体操を行い
ます。

エアロびっくり健康体操（★★★） （定員40人）

日時　第２月曜日　午前10：00～11：30
内容　 エアロビクスを取り入れた、動きの

ある体操。足腰に自信のある方向け

●「古武術でいろいろラクになる！

　～護身術、スポーツ、介護に応用」

日　時　１／31（金）午後２：00～３：00

講　師　稲垣弘和さん（「和の古武術」主宰）

●なごや福祉用具プラザ地域介護教室

　「ろっこつ体操“カキラ”の体験と便利な

　福祉用具の紹介」

日　時　２／１（土）午後２：00～３：30

講　師　木村珠美さん

　　　　（介護予防・認知症予防かきら認定指導者）

小さなアーティスト ＜料金：2,000円＞

日程　土曜日（月１回）
時間　午前10：00～11：00
対象　年中・年長児と保護者　12組
内容　素材を五感で感じ、道具の使い方を
　　　体験しながら、創造性を養います。

わくわくアート ＜料金：3,000円＞

日程　日曜日（月１回）
時間　午前10：00～11：30
対象　小学生　15人
内容　手仕事体験を通して脳や五感を刺
　　　激し、製作を楽しんでいきます。

囲碁クラブ ＜料金：1,000円＞

日程　日曜日（月１回）
時間　午前10：00～11：30
対象　年長～小学３年生　30人
内容　囲碁の基本的なルールを学びます。

将棋クラブ ＜料金：1,000円＞

日程　日曜日（月１回）
時間　午前10：00～11：30
対象　小学生～高校生　40人
内容　将棋の基礎から学びます。

母親卓球クラブ ＜料金：500円＞

日程　火曜日
時間　午前９：30～11：30
対象　児童館の行事に協力できる方　20人
内容　卓球を通じて交流の場を提供します。

【通年クラブ】 ※料金は全日程分

★★令和２年度クラブ員募集★★

【半期クラブ】 ※料金は全日程分

申　込
２／１（土）～７（金）必着で、本紙❺面を参照し、

①希望するクラブ名②参加者氏名（ふりがな）

③学校名・学年（令和２年度の学年）

④郵便番号・住所⑤電話番号⑥生年月日・年齢

⑦保護者氏名⑧お子さんのことで注意すること

を記入し、往復はがきで当館へ

※申し込みは１人につき１枚のみ

※①は第２希望まで記入可

※「母親卓球クラブ」は③・⑦・⑧の記入不要

※申込多数の場合は抽選。結果は２／12（水）

　以降に通知

ヒップホップダンスクラブ ＜料金：500円＞

日程　４～７月の土曜日
時間　午前10：00～正午
対象　小学生～中学生　30人
内容　 初心者を中心に、みんなでダンスを

楽しみましょう。

※対象学年は、令和２年度の学年

※ 日程および時間は、都合により変更になる

場合があります。各クラブの詳細は、当館

までお問い合わせください。

●プレママ・プレパパ・ベビーサロン（無料）

日　時　２／21（金）午前10：00～11：30

場　所　砂田橋保育園　※現地に直接

　　　　（砂田橋三丁目２－101－118）

対　象　 妊婦さん、１歳未満の乳児とその保

護者　10組（先着順）

申　込　２／４（火）午前10：00から電話で

●パソコン相談会（無料）

日　時　１／22、２／５（水）午後１：30～３：30

申　込　当日午後１：00から先着順

●東ふれあいサロン「新春　東お笑い寄席」

　（当日先着66人・無料）

日　時　１／12（日）　

　　　　午前10：00～正午

講　師　社会人落語

　　　　「楽語の会」

●市民健康講座（無料・申込不要・先着200人）

　「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～　

場　所　救急・外来棟４階　多目的ホール

講　師　友
と も な り

齊達也（腎臓内科副部長）

●オープン講座（申込不要・無料）

●おもちゃ病院とんかち（部品代は自己負担）

日　時　１／19（日）午前10：00～午後２：30

●福祉会館健康相談（申込不要・無料）

日　時　２／７（金）午後２：00～３：00

できるかな　冬「たぴおかじどうかん」

日時　１／26（日）午後１：30～３：00
定員　16人（先着順）　　料金　300円
申込　１／12（日）午前10：00から窓口で直接。
　　　受付開始時点で定員超過の場合は抽
　　　選。定員に満たない場合は午前10：30
　　　から電話も可。

七宝焼きをしよう！

日時　２／９（日）午後２：00～４：00
定員　16人（先着順）　　料金　300円
申込　１／25（土）午前10：00から窓口で直接。
　　　受付開始時点で定員超過の場合は抽
　　　選。定員に満たない場合は午前10：30
　　　から電話も可。

◎小学生～高校生が対象の事業



1東 区 2 ⓯

　※料金の表記がないものは無料事　業　名 日程 受付 対　象　・　内　容

子どものアレルギーと
ぜん息相談

（予約制） ☎934－1217
１／15（水）

午後１：45
　～２：45

０～15歳未満の方とその保護者 （先着５組）
小児アレルギー専門医・管理栄養士・保健師によ
る個別相談

子育て相談 
 ☎934－1219

１／16（木）
２／６（木）

午前９：30
　～10：30

乳幼児とその保護者
体重測定、保健師・管理栄養士・歯科衛生士によ
る育児相談

むし歯予防教室
（予約制） ☎934－1217

１／23（木）
２／６（木）

午後１：10
　～１：30

１歳児
歯の検診、歯の相談
持ち物　母子健康手帳・タオル・
　　　　子ども用歯ブラシ
　　　　※フッ化物塗布希望者は
　　　　　720円（料金免除制度あり）

午後１：45
　～２：15

２歳児～
未就学児

砂田橋育児相談
 ☎934－1219

（場所：砂田橋会館）
１／27（月）

午前10：00
　～11：00

乳幼児とその保護者
体重測定、保健師・管理栄養士・歯科衛生士
による育児相談

赤ちゃんのお食事相談
（３回食コース）
（予約制） ☎934－1216

１／29（水）
午前10：15
　～10：30

平成31年２月～３月生まれ （先着12組）
離乳食でお困りの方。試食あり

母乳相談

（予約制） ☎934－1219
１／30（木）

午後１：00
　～２：45

母乳についてお困りの方

赤ちゃんの子育て教室

（予約制） ☎934－1219
２／５（水）

午前10：00
　～10：15

５カ月から１歳の誕生日前までの赤ちゃんと
ママ
赤ちゃんの発達に合わせた関わりについて

（お話・遊び・交流会）

マタニティセミナー
（２日間コース）
（予約制） ☎934－1217

２／５（水）
２／12（水）

午後１：10
　～１：20

もうすぐママ、パパになる方（１人での参加も可）
【１日目】 歯と栄養の話など（試食あり）
【２日目】 助産師による話、もく浴実習、パパ　
　　　　 の妊婦体験、赤ちゃんの保育と衣類
　　　　 など
　　　　　※２日目はパパの参加お勧め日です。

※３歳児には尿検査を実施します。

※１歳６カ月児健康診査終了後から午後３：30まで、図書館の「おはなし会」を実施しています。

区　分 日程 対象者（生年月日） 持ち物

３（４）カ月児

１／23（木） R１.９.17～R１.10.３生 母子健康手帳

※ １歳６カ月児または３歳児

で、フッ化物塗布を希望され

る方は、以下のものをお持ち

ください。

　・タオル

　・子ども用歯ブラシ

　・フッ化物塗布費720円

　 （料金免除制度あり）

【受付】第１子 午前８：50～９：10
　　　　第２子以降 午前９：05～９：25

１歳６カ月児
１／31（金） H30.６.17～H30.７.16生

【受付】午後１：05～２：00

３歳児

１／20（月） H28.11.21～H28.12.12生

２／３（月） H28.12.13～H29.１.４生

【受付】午後１：05～２：00

問合　保健予防課保健感染症係　☎934－1217

●ちびっこ食育教室（予約制・無料）

日　時　２／14（金）午前10：00～11：30　　　

場　所　東保健センター１階　栄養指導室

対　象　おおむね１歳６カ月～３歳のお子

　　　　さんとその保護者　10組（先着順）

内　容　①幼児食の調理実演・試食　

　　　　②個別相談

持ち物　母子健康手帳・食事用エプロン・

　　　　スプーン・お茶など

申　込　１／14（火）午前９：00から電話で

申込 問合　保健予防課（管理栄養士）

　　　　　 ☎934－1216

●おはなし会

日　時　１／18・25、２／１（土）

　　　　午後２：30～３：00

対　象　幼児、小学生

※特に記載がない場合は無料・自由参加

●赤ちゃんからのおはなし会

日　時　１／９（木）・24（金） 午前11：00～11：30

対　象　乳幼児とその保護者

●おはなしと工作の会（小学１～６年生対象）

日　時　①１／11（土） 午後２：00～３：00

　　　　②２／８（土） 午後２：00～３：00

内　容　①耳で聞く世界のおはなしと

　　　　　工作「こめくいネズミを作ろう」　

　　　　②耳で聞く世界のおはなしと　　　

　　　　　 工作「かんたんクレーンゲームを

作ろう」

●小さいお子さんのための布おもちゃ作り

　「おててにきんぎょ」を作ります。

日　時　１／29（水）午前10：00～正午

講　師　ちくちく手づくりの会

定　員　15人（先着順）※お子さんと参加可

料　金　400円程度

持ち物　布の切れるはさみ、針

申　込　１／15（水）午前10：00～窓口で直接

　　　　　　　　　午前10：30～電話も可

●赤ちゃんと楽しむわらべうた

日　時　１／30（木）午前10：30～11：00

講　師　高橋理恵さん

対　象　 ８カ月～１歳６カ月の乳幼児とその

保護者　

定　員　12組（先着順）

申　込　１／16（木）午前10：00～窓口で直接

　　　　　　　　　午前10：30～電話も可

●徳川園（北門大型バス駐車場）

日　時　１／15（水）午後１：40～２：40

●建中寺公園（公園内南東）

日　時　１／15（水）午後３：00～４：00

こころの健康相談日（予約制）☎934－1217

日程　毎週水曜日（１／22を除く）
受付　午後３：00～５：00
内容　専門医による心の健康に関する相談。
　　　ご家族からの相談も可（秘密厳守）

うつ病家族相談日（予約制）　 ☎934－1217

日程　１／22（水） 
受付　午後３：00～５：00
対象　うつ病に関する悩みを抱える方の
　　　ご家族
内容　ご本人への関わり方などの相談に
　　　専門医が応じます。（秘密厳守）

エイズ相談・検査、梅毒検査　☎934－1218

日程　毎週火曜日
受付　午後２：00～３：00
対象　感染不安のある方（匿名可）

　※料金の表記がないものは無料

◎指定医療機関で受けることができる予防接種（要予約）

問合　保健予防課感染症対策等担当☎934－1218

　

持ち物　母子健康手帳・シール式接種券

※Hibおよび小児肺炎球菌は、接種開始月齢により接種回数が異なります。

※詳しくは保健センターまたは指定医療機関にお問い合わせください。

●Ｂ型肝炎　●Hib（インフルエンザ菌b型）　●小児肺炎球菌　●麻しん・風しん混合

●ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ（４種混合ワクチン）　●水痘（みずぼうそう）

●ＢＣＧ　●日本脳炎

　※料金の表記がないものは無料

●赤ちゃんと一緒に！産後ママのボディ

　ケア講座（２日間コース・予約制・無料）

対　象　 おおむね７カ月～１歳未満の乳児と

とママ

ロコモ予防教室（離乳食にも使える試食付き）

日時　２／７（金） 午前９：30～11：30
場所　東区役所４階　講堂

乳がん予防講座

日時　２／20（木）午前10：00～11：30 
場所　東区役所３階　第４会議室

申　込　２／６（木）までに電話で下記へ

申込 問合　保健予防課感染症対策等担当
　　　　　 ☎934－1218

日　時　１／22（水） 午前９：30～11：30

場　所　東区役所４階　講堂

対　象　20歳～60歳代の女性

内　容　 エクササイズ、体組成計での測定、

講話（試食付き）

申　込　１／21（火）までに電話で下記へ

申込 問合　保健予防課感染症対策等担当
　　　　　 ☎934－1218

●女性のための健康セミナー

　～キレイを保つエクササイズと食事～

　（予約制・無料）

　内　容　第１部「人生100年時代～最期までボケないためには～」

　　　　　　　　　講師　長谷川潤さん（ＡＯＩ名古屋病院副院長）

　　　　　第２部「楽しく運動♪心も身体も“活き活き体操”Ｖｅｒ.４」

　　　　　　　　　講師　杉山元宏さん（東スポーツセンター健康運動指導士）

東区健康のつどい（申込不要・無料）
日　時　１／23（木）午後２：00～３：40

場　所　東区役所４階　講堂

問合　健康安全課企画管理係　☎934－1205

●ファン・デ・ナゴヤ美術展（無料）

　絵画・彫刻・造形・インスタレーションに

よる企画公募美術展

日　時　１／９（木）～26（日）午前９：30～午後７：00

※１／14（火）・20（月）は休館日

※１／13（月・祝）・19（日）・26（日）は午後５：00まで

場　所　第１～７展示室


