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みんなで守ろう！子どもの笑顔！

子どもたちの笑顔は「東区の宝」です。でも、子育てをする中で悩むことはいっぱい。

子育ての悩みや不安を一人で抱え込んではいませんか？

親同士で情報交換することで、悩みや不安が解消することもあります。

交流の輪を広げ、笑顔あふれる子育てを楽しみましょう！

痛ましい児童虐待が後を絶ちません。虐待の早期発見には地域での見守り・声かけが大切です。親子を温かく

見守り、地域で子どもを虐待から守りましょう。虐待かも…と思ったら、まずは「189」にご連絡を！

あなたの連絡・相談が子どもを守るとともに、子育てに悩む保護者を支援するための第一歩となります。

地域子育て
支 援 拠 点

東保育園

子ども会では、地域における子どもたちの

健やかな成長を応援しています。

さまざまな遊びやスポーツなどの体験の中で、

年齢や学校の異なる子どもたちが交流を深めています。 東区子ども会ウェブサイト
アクセスコード

主に０～３歳のお子さんと保護者が気軽に集い、交流できる

場所です。絵本やおもちゃもあり、専門のスタッフがいます

ので、子育てに関する悩みの相談もできます。  

子育て中のみなさんが気軽に集まって、親子で遊んだり、子育て

情報の交換や友達づくりをしたりする身近な交流の場です。

ぜひお近くのサロンへお出かけください。

問合　東区役所民生子ども課　☎934-1192

子ども会活動などを
紹介しています。

※一部参加費が必要なサロンがあります。
　詳しくは東区役所民生子ども課（☎934-1192）までお問い合わせください。

子育て
サロン

※曜日によって内容や対象年齢が変わりますので、詳しくは各施設にお問い
　合わせください。

子育て家庭子育て家庭

子どもの笑顔を守りましょう！

ニコニコ
子育てガイドには、

子育てに関する

情報が満載！

ウェブサイトで

ご覧いただけます。

ニコニコ子育てガイド 検索

親子で交流の輪を広げましょう！

を応援します！

☎935-1905

場　　所　筒井町４‐25

開 設 日　月～金曜日(祝休日を除きます）

開設時間　午前９：15～11：45、
　　　　　午後１：00～３：30

地域子育て

支援センター やだっこひろば ☎768-7070

場　　所　矢田３-３-44

　　　　　やだ保育園内

開 設 日　月～金曜日(祝休日を除きます）

開設時間　午前10：00～午後３：00

※一部のIP電話からはつながりません

高岳児童館 ☎932-1718

場　　所　泉２-28-５
開 設 日　火～金曜日
　
　
開設時間　午前９：00～午後１：00

⎛　　　　　　　　　     　⎞
⎝　　　　　　　　　     　⎠

祝休日を除きます。また、
月曜日が祝休日の場合は
火曜日もお休みします。

２月２日
３月１日

名　称 日　時 ※祝休日の場合は、変更になることがあります 場　所 対　象

こさくらくらぶ 第２水曜日（１・８月は休み） 午前10：00～正 午 東桜コミュニティセンター 妊娠中の方と未就園児

やまぶきっ子 第３火曜日（１・８月は休み） 午前10：00～11：30 山吹コミュニティセンター ０～３歳の未就園児

東しらかべっ子 第２月曜日（１・８月は休み） 午前10：00～11：30 東白壁コミュニティセンター ０～３歳の未就園児

プチプチ 第１・３月曜日 午前10：30～正 午 東白壁コミュニティセンター 未就園児

葵子育てサロン 第３月曜日（８月は休み）　 午前10：30～11：45 葵コミュニティセンター ０～３歳の未就園児

筒井子育てサロン 第３水曜日（１・８月は休み） 午前10：30～正 午 筒井コミュニティセンター
未就園児

（きょうだいの参加可）

子育てサロンあさひっ子 第２水曜日（１・８月は休み） 午前10：00～11：30 旭丘コミュニティセンター ０～２歳の未就園児

ちびっこ集会
第２・４月曜日 午前10：00～午後１：00 本覚寺

（東区徳川2―16―16）
未就園児

（土曜日は就園児の参加可）第２土曜日 午後２：00～４：00

明倫子育てサロン 第２火曜日（１・８月は休み） 午前10：00～11：30 明倫コミュニティセンター 未就園児（東区在住）

つどいの広場♪ハーモニー♪ 毎週月曜日、第１水曜日 午前10：30～午後１：30 東区大松町４―12　水野宅 ０～３歳児

矢田子育てサロン 第３木曜日（８月は休み）　 午前10：00～11：30 矢田コミュニティセンター 未就園児

砂田橋子育てサロン 第２水曜日
砂田橋会館が休
館の場合は休み

午前10：00～正 午 砂田橋会館 未就園児

ひがしっ子
※令和2年3月末で終了

おおむね週１回
火曜日または金曜日

午前10：00～正 午

火曜日 矢田コミュニティセンター

　　　 （または矢田小学校トワイライトスクール）

金曜日 東白壁コミュニティセンター

０歳児（第１子）の子育て

をしている東区在住の

保護者（登録制）

（　　　   　　 ）
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引っ越しごみについてのご案内

「ひとつずつ  いいね!で確認  火の用心」

水道管の凍結にご注意！

令和２年度個人市民税・県民税申告会場のお知らせ

申告の際に必要な

   「本人確認書類」とは？

　申告書に記載されたマイ

ナンバーに誤りがないこと

と、申告書を提出される方

が本人であることが確認で

きる書類のことです。

　マイナンバーカード以外に

「通知カードと運転免許証」

のように、複数の書類でも

構いません。

　詳しくは、名古屋東税務

署または栄市税事務所まで

お問い合わせください。

確定申告相談会場について

◎中産連ビル２階　集会室（東区白壁三丁目12－13）

　期　間：２／17（月）～３／16（月）（土・日曜日は除く。）　

　　　　　※ただし２／24（月・休）、３／１（日）は開催

　時　間：午前９：15～午後５：00（受付終了時間：午後４：00）　

　　　　　※混雑状況により、受付終了時間を早める場合があります。

　　　　　※上記の期間以外は、税務署で確定申告の相談を行います。相談には、電話に

　　　　　　よる「事前予約」が必要となります。予約がない場合は、ご相談を受けること

　　　　　　ができない場合があります。

◎東区役所４階　講堂「税理士による無料税務相談所」 

　期　間：２／18（火）～20（木） 午前９：30～正午・午後１：00～４：00

　　　　　※混雑状況により、受付終了時間を早める場合があります。

　対　象：①給与所得者、年金受給者

　　　　　② 平成30年分の所得金額（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）が300万円以下の事業所得者、不動産

所得者、雑所得者。ただし、消費税の課税事業者の場合は、平成29年分の課

税売上高が3,000万円以下の方に限ります。

　その他：譲渡・山林所得の申告、相続税、贈与税の相談は受け付けていません。

　　　　　所得の種類、相談内容によっては、中産連ビルへご案内することがあります。
※申告書には、マイナンバーの記載および本人確認書類の提示または写しの添付（税理士

　による無料税務相談所では本人確認書類の写しの添付）が必要です。

※e－Taxによる申告相談も行っています。利用者識別番号・暗証

　番号がお分かりの場合は、ご持参ください。

名古屋東税務署からのお知らせ  問合　名古屋東税務署個人課税部門　☎971－8668

確定申告書の提出はお早めに！

●所得税および復興特別所得税、贈与税の申告期限は３月16日（月）

●個人事業者の消費税および地方消費税の申告期限は３月31日（火）

日　時　３／22（日）午前９：30～（受け付けは午前９：00～）

集合場所　東山動植物園正門東側

対　象　区内在住または在勤（学）で、コース（６km）を歩ける健康な方　400人

　　　　※小学生以下は保護者同伴。急な階段や坂道があり、ベビーカーは困難。

申　込　３／12（木）までに電話、Eメールまたは下記へ直接。Eメールは、件名を

　　　　「あるけあるけ大会申込」とし、①氏名②年齢③住所④電話番号を記入

　　　　※グループでの申し込みも可。定員に達し次第、締め切り。

東区民あるけあるけ大会 参加者募集 （無料）

申込 問合　東区役所地域力推進室（３階４番窓口）☎934－1124　

　　　　　 　a9341124@higashi.city.nagoya.lg.jp

◎粗大ごみ【月１回収集】（有料）

　※30㎝角を超える大型ごみが対象です。

　※事前に以下の方法でお申し込みください。

　①電話での申し込み（収集日の７日前まで）

　　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・日曜日を除く

　②インターネットでの申し込み

 　（収集日の10日前まで）

オペラ「月の影－源氏物語－」

日　時　３／７（土）①午後１：00開演

　　　　　　　　　②午後６：00開演

　　　　３／８（日）①午前11：30開演

　　　　　　　　　②午後４：30開演

※プレトークを各回開演の30分前に開催。

会　場　芸術創造センター　ホール

料　金　１階指定席5,500円、２階自由席4,000円

※未就学児入場不可。チケットは当センター

　などで取り扱い。詳しくは下記へ。

問合　芸術創造センター　☎931－1811

木ケ崎公園テニスコート用

　駐車場を増設しました！

申し込みはこちらから▶   

　お風呂やさんで　お元気か～い

　　　　　　　　　　　（申込不要・無料）

  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　３／５（木）午後１：30～２：30　

場　所　大幸温泉（東区大幸三丁目15－６）

対　象　市内在住の65歳以上の方

問合　大幸温泉　☎721－7601

　　　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

名古屋二期会・名古屋オペラ協会・名古屋

演奏家ソサエティーによる芸創オペラ

◎市では収集しないごみ

　①エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機など

　　→家電販売店にお問い合わせください。

　②新聞、雑誌、段ボールなど

　　→地域の集団資源回収などにお出しくだ

　　　さい。

　区内で高級車を狙った自動車盗

の被害が多発しています。

　自動車盗には、スマートキーの電波を

拾って盗む手口もあります。

　自動車を離れる際は、施錠はもちろん、

電波を通さない缶にスマートキーを入れて

保管するといった防犯対策をしましょう。

   自動車盗にご注意！ ◎可燃ごみ【週２回収集】　

◎不燃ごみ【月１回収集】

　※可燃ごみ・不燃ごみは、お住まいの地域の

　　収集日を確認し、計画的に出しましょう。

　来園するお客さまに徳川園の花木や施設を

説明していただくガイドボランティアを募集

します。３／15（日）正午から説明会を開催。

対　象　花木や歴史、日本庭園に興味がある方

申　込　件名を「ボランティア希望」とし、

　　　　①住所②氏名③電話番号を記入の上、

　　　　往復はがきで当園へ

受　付　２／29（土）消印有効

申込 問合　徳川園事務所　☎935－8988

　　　　　 〒461－0023　東区徳川町1001　

　昨年、市内の住宅火災での出火原因第１

位はこんろ、第２位はたばこでした。こん

ろを使用しているときは、その場を離れな

いようにして、火災を予防しましょう。

　火災により亡くなる方の約８割が高齢者

で、火災の発見の遅れなどが原因にあげら

れます。住宅用火災警報器の

設置・点検を行い、火災の早

期発見につなげましょう。

　春の火災予防運動 ３／１（日）～７（土）

　源氏物語を題材とし、善と悪、愛と憎しみの

間をさまよう人の心の模様をお届けします。

　徳川園ガイドボランティアの募集

みんなでウオーキング！東山一万歩コースを楽しもう♪

参加記念品あり

※雨天などによる開催の有無は、当日午前８：00以降に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へお問い合わせください。名古屋おしえてダイヤル（☎953－7584）

　12月中旬に木ケ崎公園テニスコート用駐

車場を従来の４台分から８台分に増設し、

テニスコートＡ・Ｂ各面につき４台ずつ駐

車が可能になりました。

　駐車可能台数を超

える場合は、私営駐

車場をご利用いただ

き、公園周辺の路上

には駐車しないよう

お願いします。 テニスコートＡ面用の４台▲

　寒い日は、水道管や蛇口が凍結

しやすくなります。

　凍結してしまうと、水が出なくなるだけ

でなく、水道管の破損にもつながります。

　露出している水道管には、防寒材や布、

ビニールテープを巻きつけるといった凍結

対策をしましょう。

会　場：◎栄市税事務所

　　　　（東区東桜一丁目13－３NHK名古屋放送センタービル８階）

　　　　◎東区役所税務窓口（２階６番窓口）

期　間：両会場とも、２／３（月）～３／16（月）　

　　　　※土・日曜日、祝日は除く

　　　   午前８：45～正午・午後１：00～５：15

※申告書（事務所・事業所または家屋敷分を除く）を提出する

　際は、マイナンバーの記載および本人確認書類の提示または

　写しの添付が必要です。

問合　栄市税事務所市民税課　☎959－3304

２/19、3/4（水）



2 2 東 区⓮

●リズムたいそう

日　時　２／20（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

●おもちゃ病院とんかち（部品代は自己負担）

日　時　３／１（日） 午前10：00～午後３：00

●こどものまち★たかおか

　仕事を体験しながら、子どもだけの「まち」

を楽しもう！

日　時　２／16（日）午前10：00～午後３：00

　　　　※入場は午後２：00まで

対　象　小学生～高校生

ポップスにのって運動しましょう

日時　　２／25（火）午後２：00～３：00
講師　　ミュージックサーフィン

音楽で脳トレ

日時　　３／５（木）午前10：00～11：30
講師　　岩切陽子さん

みんなで一緒に体操しましょう

日時　　３／７（土）午後２：00～３：00
講師　　堀部ふさ子さん

おなかの健康～便秘や下痢、乳酸菌について
　　　　　　　　　　　　　　　（当日先着40人）

日時　　２／20（木）午前10：00～11：30
講師　　名古屋ヤクルト販売株式会社
※午前９：30から受付で整理券を配布。
　お土産あり。血管年齢を測定します。

ア　ク　テ　ィ　ブ　特　別　行　事

（申込不要・無料）

●もの忘れ相談医の専門相談 （無料）

日　時　２／21（金） 午後１：30～３：00

申　込　２／19（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

２／12・26（水）
午後７：00

～８：00
50人 330円

２／13・27（木）
午前９：30

～10：30
50人 330円

ヨ　ガ ２／12・26（水）
午後８：10

～９：00
45人 330円

ソフト
エアロ

２／13・27（木）
午前10：45

～11：45
50人 330円

水　中
エアロ

２／12・19・26、
３／４（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　２／27（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　２／22（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

日　時　２／19（水）午前10：00～11：30

対　象　乳幼児とその保護者

●地域開放事業（年齢を問わず参加可能）

「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　２／20（木）午後１：00～２：00

講　師　稲垣弘和さん（「和の古武術」主宰）

●オープン講座  （申込不要・無料）

●福祉会館健康相談（申込不要・無料）

日　時　３／６（金）午後２：00～３：00

●60歳未満の方限定　講座見学会

　趣味の講座「楽々エクササイズ～軽運動～」

対　象　 近い将来、会館の利用を考えている

60歳未満の方や家族（高齢者）に会館

の利用を勧めたい60歳未満の方など

日　時　２／14（金） 午後１：00～２：20

受　付　当日２階窓口へ直接

●認知症予防教室「なないろ」募集

　認知症予防に効果的な運動・音楽療法・手

作業などを行います。

日　程　 ４～９月の火・水・木曜日のいずれ

か１日（毎週）

時　間　午前10：00～正午

対　象　 市内在住の65歳以上の方で、他区で

申し込みしていない方　

定　員　各曜日12人

料　金　無料　※材料費負担の場合あり

申　込　 ２／12（水）～29（土）に当館窓口で直

接。申込多数の場合は３／10（火）に抽

選。結果は３／17（火）～28（土）に館内

に掲示。

●認知症予防リーダー養成講座　受講生募集

日　時　４／10・17・24、５／８・15（金）

　　　　午前10：00～正午

　　　　※別途外部研修あり

対　象　 市内在住の60歳以上の方で、全日程

に参加できる方

定　員　５人（先着順）

料　金　無料　※外部研修時の交通費は必要

申　込　２／12（水）から当館窓口で直接

●いきいきカフェひがし（申込不要・無料）

　認知症について情報交換できます。

日　時　２／12（水）午後１：30～３：30

名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業   『さくらクラブ』参加者募集
　　筋力アップ体操や音楽療法などを通じた介護予防と、仲間づくりや住み慣れた
　地域でいきいきと暮らすことを支援します。

時　間　【午前】午前10：00～正午

　　　　【午後】午後１：30～３：30

期　間　４～９月の６カ月間　毎週１回

対　象　市内在住の65歳以上の方 　

　　　　※本事業に初めて参加される方優先

定　員　各会場24人 

料　金　無料（別途材料費などが必要）

申　込　 ２／28（金）必着で、郵送、電話または直

接当協議会へお持ちください。

記載事項

専用の申込はがき、または官製はがきに　　　

①氏名（ふりがな） ②住所 ③電話番号

④生年月日（年齢）  ⑤参加希望会場

を記載してください。

※ 専用の申込はがきは当協議会、区役所など公

共施設で配布

※本人からの申し込みに限ります。 

※１人１会場まで（市内での重複申し込み不可）

※ 申込多数の場合は３／５（木）午後３：00から高

岳げんき館にて公開抽選。結果は郵送。

月

午前
山吹コミュニティセンター
（白壁一丁目52－２）

午後
筒井コミュニティセンター
（筒井一丁目14－24）

火

午前
旭丘コミュニティセンター
（徳川町1303－２）

午後
明倫コミュニティセンター
（出来町二丁目８－15）

水

午前
葵コミュニティセンター
（葵三丁目２－９）

午後
東白壁コミュニティセンター
（主税町４－41）

金

午前
矢田コミュニティセンター
（矢田南四丁目５－26）

午後
サンコート砂田橋集会所
（砂田橋一丁目１）

●認知症サポーター養成講座（無料）

日　時　２／28（金） 午後２：00～３：30

場　所　東図書館２階　集会室

申　込　２／26（水）までに電話で

●第19回 福知山市 佐藤太清賞公募美術展

　（名古屋展・無料）

日　時　３／10（火）～15（日）

　　　　午前10：00～午後６：00

　　　　※最終日は午後５：00まで

場　所　第１・３・４展示室

内　容　絵画・日本画の巡回公募美術展。

　　　　審査を経て選ばれた表彰作品を展示。

●健康歌声 vol.25（全自由席）

日　時　２／18（火） 午前10：15～（開場は30分前）

内　容　懐かしい歌を、身体を動かしながら

　　　　楽しく歌うコンサートです！ 

料　金　1,000円

出　演　ソプラノ祥愛（さちあ）

●『ぶんしん０・１・２』

　ブンブンリボンとあそぼう！

　～おやこであったかコンサート～

日　時　３／４（水） 午前10：30～（開場は15分前）

内　容　乳幼児と保護者向けの音楽コンサート

料　金　ペア500円／シングル300円

●Clarinet×映像（全自由席）

日　時　２／22（土） 午後２：30～（開場は30分前）

内　容　クラリネット演奏と映像作品のコラ

　　　　ボレーション 

料　金　一般2,500円／高校生以下1,500円

　　　　※当日500円増。未就学児入場不可。

出　演　Clarinet Ensemble みたらしだんご

※特に記載がない場合は申込不要・無料

●木いちごサロン（エリア支援保育所共催）

　保育士さんと話ができます。

日　時　２／13（木） 午前10：00～11：00

対　象　未就園児とその保護者、妊婦さんと

　　　　その家族

●パパとあそぼう

日　時　２／29（土）午前10：30～11：30

対　象　首が据わった０歳児と

　　　　その保護者　

●アイシングクッキーづくり

　講師はプロのパティシエです。

日　時　２／29（土） 午後２：00～４：00

対　象　小学生～高校生　16人（先着順）

料　金　300円

申　込　 ２／15（土）午前10：00から窓口で直接。

受付開始時に定員超過の場合は抽選。

定員に満たない場合、午前10：30から

電話も可。

●子育て講座（東図書館共催・無料）

日　時　３／11（水）午前10：00～11：00

場　所　東図書館　※現地に直接

対　象　未就園児とその保護者　

定　員　15組（先着順）

内　容　読み聞かせとふれあいあそび

申　込　２／20（木） 午前10：00から電話で

●おしゃべりサロン（無料）

日　時　３／３（火） 午前10：00～11：30

場　所　筒井コミュニティーセンター　

　　　　（東区筒井一丁目14－24）

　　　　※現地に直接

対　象　１歳以上の幼児と

　　　　その保護者

定　員　10組（先着順）　

申　込　２／14（金）

　　　　午前10：00から電話で

●パソコン相談会（無料）

日　時　２／26、３／４（水） 午後１：30～３：30

申　込　当日午後１：00から先着順

●おもちゃ病院とんかち（部品代は自己負担）

日　時　２／16（日）午前10：00～午後２：30
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●徳川園（北門大型バス駐車場）

日　時　２／26（水）午後１：40～２：40

●建中寺公園（公園内南東）

日　時　２／26（水）午後３：00～４：00

問合　保健予防課保健看護担当

　　　☎934－1219

●お元気会（いきいき教室・出張型・無料）

　心もからだも健康でいきいきと過ごしてい

ただけるよう簡単な体操やレクリエーション

などを行います。

日　程　２／25（火）

受　付　午後１：30～

場　所　市営山田東荘集会所

こころの健康相談日（予約制）☎934－1217

日程　毎週水曜日（２／19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　２／19（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

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　

●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　●麻しん・風しん混合　

◎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

※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

２／13（木） R１.10.４～ R１.10.20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）

２／27（木） R１.10.21～ R１.11.６生

【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
２／21（金） H30.７.17～ H30.８.９生

【受付】午後１：05～２：00

３歳児
３／２（月） H29.１.５～ H29.１.27生

【受付】午後１：05～２：00

事　業　名 日程 受付 対　象　・　内　容

赤ちゃんのお口
スクスク教室

（予約制） ☎934－1217
２／17（月）

午後１：00
　～１：10

令和元年６～９月生まれ
乳歯を守る方法・お口の発達と食べさせ方の話

午後２：00
　～２：10

平成31年２月～令和元年５月生まれ
親子で楽しく歯みがき、赤ちゃんのお口チェック

母乳相談

（予約制） ☎934－1219
２／19（水）

午後１：00
　～２：45

母乳についてお困りの方

赤ちゃんのお食事相談
（２回食コース）

（予約制） ☎934－1216
２／26（水）

午前10：15
　～10：30

令和元年６～７月生まれ（先着12組）
離乳食でお困りの方。試食あり

むし歯予防教室
（予約制） ☎934－1217

２／27（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

１歳の子育て教室

（予約制） ☎934－1219
３／３（火）

午前10：00

　～10：15

１歳～１歳６カ月の幼児とその保護者

（先着15組）

子どもの発達と子育てのポイントなどのお話

マタニティセミナー
（２日間コース）
（予約制） ☎934－1217

３／４（水）
３／25（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。

砂田橋育児相談

  　　　  ☎934－1219
（場所：砂田橋会館）

３／９（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

※料金の表記がないものは無料

日　時　３／６（金）午前９：30～正午　　場　所　東保健センター１階　栄養指導室

対　象　妊婦さんとその家族　12人　※妊婦さんお一人でも参加可

持ち物　母子健康手帳・エプロン・三角巾（バンダナ）・ハンドタオル・ふきん

申　込　３／３（火）までに電話で下記へ

申込 問合　保健予防課（管理栄養士）　☎934－1216　

　プレママ・プレパパクッキング（予約制・無料）

　お料理のあまり得意でない方向けの調理実習です。離乳食にも応用できるメニューです。

日　程　２／25（火） 午前

内　容　問診とマンモグラフィによる検査

対　象　 市内在住の令和元年度中に40歳以上

になる女性で、平成30年度中に市の乳

がん検診を受診されていない方  40人

料　金　500円

※70歳以上の方は無料

　がん検診料金免除制度あり

申　込　２週間前までに電話で

※妊娠中または妊娠の可能性

　のある方、授乳中の方は受診

　できません。

申込 問合　保健予防課感染症対策等担当

　　　　　 ☎934－1218

●神経系難病の患者と家族のつどい　

　　　　　　　　　　（予約制・無料）

日　時　３／６（金）午後１：30～３：30　　

場　所　東保健センター１階　多目的室

内　容　講話と交流会

　講話　「知って得する　自助具＆難病相談室」

　講師　・小川晃弘さん

　　　　（株式会社松本義肢製作所 介護福祉士）

　　　　・難病相談室　医療ソーシャルワーカー

申　込　２／12（水）から電話で

申込 問合　保健予防課保健看護担当

　　　　　 ☎934－1219

問合　保健予防課保健感染症係
　　　☎934－1217

●おはなし会（幼児、小学生対象）

※特に記載がない場合は自由参加・無料

●赤ちゃんからのおはなし会

日　時　２／13（木）・28（金） 午前11：00～11：30

対　象　乳幼児とその保護者

●朗読を楽しむ会「小川洋子を聞こう」

日　時　２／15（土） 午後２：00～３：15

内　容　「なごやかわぎつね」の皆さんによる

　　　　朗読

定　員　30人（当日先着順）

●ルリユール講座（中学生～一般対象）

日　時　２／29（土）午後１：30～３：30

内　容　ルリユールとは製本のことです。

　　　　お気に入りの文庫本の表紙を、オリ　

　　　　ジナルのカバーに付け替えましょう。

講　師　飯田治代さん

定　員　15人（先着順）

料　金　500円

持ち物　文庫本、カッターナイフ、はさみ、　

　　　　鉛筆、ものさし、カッター板

申　込　２／15（土）　

　　　　 午前10：00～窓口で直接

　　　　午前10：30～電話も可

日　程 時　間

２／12（水） 午後４：00～４：30

２／15・22、３／７（土） 午後２：30～３：00

●市民健康講座（無料・申込不要・先着200人）

　「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～　

場　所　救急・外来棟４階　多目的ホール

講　師　佐久間大介

　　　　（慢性心不全看護認定看護師）


