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日時

場所

6/8（月）午前10：00～午後0：30

東生涯学習センター  料理室
定員 24人（申込多数の場合は抽選）

講師 黒宮 生美子さん（ひかりの食卓 管理栄養士）
き  み  こ

料金 無料
日時

場所

6/20（土）午前10：00～11：30

イオンモールナゴヤドーム前
ノースコート催事場

内容

問合
東環境事業所

☎723-5311　FAX723-5320

持ち物 筆記用具・エプロン・三角巾・ふきん2枚・手ふきタオル・飲み物

申込

申込
・
問合

締切

往復はがきまたは電子申請

5/11（月）必着

東生涯学習センター
〒461-0004 東区葵一丁目3-21　☎932-4881

往復はがき

電子申請

往信用裏面に①講座名②郵便番号・住所③氏名
④年齢⑤電話番号、返信用表面に住所・氏名を
記入して下記へ郵送
本紙❺面をご覧ください。

土木事務所

環境事業所

上下水道局中営業所

生涯学習センター

☎935-8846

☎723-5311

☎322-7760

☎932-4881

高岳福祉会館

高岳児童館

スポーツセンター

図 書 館

☎931-8174

☎932-1718

☎723-0411

☎712-3901

文化小劇場

警 察 署

消 防 署

社会福祉協議会

☎719-0430

☎936-0110

☎935-0119

☎932-8204

《編集》東区役所地域力推進室  〒461-8640 東区筒井一丁目７番74号 ☎935-2271（代）

区役所 日曜窓口
時間：午前8時45分～正午

5月10日
6月 7 日

ともにめざそう環境首都なごや

地球にやさしい調理実習！ 食 de エコ！ 東環境事業所地域環境イベント

ふろしき包み方教室
申込不要 無料

（ふろしきが無くなり次第終了）

エコバッグとして使えるふろしきの包み方を

学び、環境にやさしい生活に役立てます。

参加者には「ふろしき」を進呈します。

写真提供：ふろしき研究会

環境デーなごや2020

新型コロナウイルス感染症の影響により行事などは中止になる場合があります。各催しの担当部署へご確認ください。

若い力が活躍するまち「東区」

　東区には、８校の高等学校（通信制を除く）があり、市内で２番目に多くの高校生が通学しているほか、大学や短期大学、専修学校も

あります。そこで、「東区まちづくり元気サポーター」として、高校生たちに日々の学校生活で学んでいることや特技を生かして、区の

事業での協働やイベント・地域活動などへのボランティア参加など、東区のまちづくりにご協力いただいています。

東区 づちま サポーターの活動紹介りく 元 気

授業の成果を発揮したデザイン制作で、

区事業を盛り上げています。

トップレベルの技術を小学生に指導しながら

交流を図っています。

振り込め詐欺防止のための

「生活安全絵合わせパズル」

イベントポスター

小学生ドッジ＆ハンドボール教室

協力校

筆耕：愛知商業高校

イラスト・図案：工芸高校

川柳：名古屋中学校・高校

広報なごや1月号掲載

新年の書

協力校 愛知商業高校

協力校 愛知商業高校

ダンスパフォーマンス

協力校
愛知商業高校、旭丘高校、工芸高校、至学館高校、

名古屋中学校・高校、明和高校、名城大学

巾着袋づくり

小学生サッカー＆ラグビー教室

協力校 名古屋高校

協力校 工芸高校

協力校 工芸高校

子ども見守り旗 協力校 工芸高校

まちサポエキシビション
　毎年12月、東文化小劇場と市民ギャラリー矢田で、高校生たちが

ステージパフォーマンスとワークショップを通じて、日ごろの活動

の成果を披露するイベント「まちサポエキシビション」を開催して

います。皆さん、ぜひ足をお運びください。

書道パフォーマンス 木製パズルの製作

総合防災訓練

協力校 名古屋高校

赤い羽根共同募金運動

ポスターや啓発物品などのデザイン

ボランティア

スポーツ教室
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新型コロナウイルス感染症の影響により行事などは中止になる場合があります。各催しの担当部署へご確認ください。

　昨年、京都市でガソリンを使用した放火火災が発生し、多くの方が

お亡くなりになりました。ガソリンその他引火性の高いものなどは

消防法令で危険物に指定され、厳しい基準が定められています。

　東消防署では、危険物による事故を防止するため、危険物を保有する事業所などへの立

入検査や消防訓練、講習会を通じて、適切な管理方法を啓発しています。この機会に危険

物の適正な取り扱いについて確認してみましょう。

身の回りの危険物を
　知っておこう！

◀地下式給水栓

　また、市立小・中学校の校門付近には、災害時に市民の皆さんが

自ら操作して、飲料水を確保できる｢地下式給水栓」を整備しています。

　お近くの施設を一度確認してみてください。

【区内の設置場所】●栄公園　●建中寺公園（東橦木公園） ●木ケ崎公園　●徳川園

　　　　　　　　　●旭丘小学校　●愛知教育大学附属小学校・中学校

応急給水施設看板▲

　地震などの災害による断水に備え、応急給水施設を整備しています。

応急給水施設では、職員などが仮設給水栓を設置して給水を行います。

「いざ」というとき、
　水道はここにあります

　元金保証、高配当をうたい文句として高額の出資を募り、お金をだま

し取る利殖勧誘事犯、頼んでもいない物を送りつけて代金を払わせる送

りつけ商法、住宅の無料点検を装って訪問し、うそを言ってまったく必

要がないリフォーム契約を迫る住宅リフォーム詐欺商法など、悪質商法

の手口は年々巧妙になってきています。

　悪質商法の被害に遭わないためには、皆さん一人一人がしっかりした心構えを持つこと

が大切です。すぐに契約などをしない、迷ったら一人で悩まず、知人や家族、警察に相談

することで、一人でも多くの方が被害に遭わないようにしましょう。

悪質商法から身を守るために

のるものか　うまい話と　くちぐるま

・火気の近くでは、消毒用アルコール、スプレー缶などの使用はやめましょう。

・ガソリンや灯油などは、性能試験に適合した専用容器を使用して保管し、

　涼しい場所で保管しましょう。

・セルフガソリンスタンドでは、給油の前に必ず静電気除去パットを触りましょう。

・アウトドア用のランタンなどは、取扱説明書を確認し、適応した燃料を使用しましょう。

日　程 内　    容

７／４（土） 起き上がりと移乗の基本

７／11（土）
らくらく外出術
～車椅子操作と移乗の基本を学ぼう～

７／18（土） 杖、歩行器、車椅子の選び方・使い方

７／25（土）
介助・生活に取り入れる、腰痛予防！
～バランスと姿勢がカギ！～

６月１日は「人権擁護委員の日」
～ あなたの街の身近な相談パートナー ～

身近なお困りごとや心配ごと、何でもお気軽にご相談ください。

　　　楽らく介護のすすめ ～心と体の健康講座～  

　※１回のみの参加も可

時　間　午後１：30～３：00　

　　　　※午後３：30まで介護に関する個別相談会開催

場　所　名古屋市総合社会福祉会館（北区清水四丁目17－１

　　　　北区役所庁舎内）７階中会議室または東西研修室 

定　員　各回20人（先着順）

申　込　５／22（金）午前10：00から

　　　　電話・ファクス・郵送・

　　　　ウェブサイトおよび窓口で直接

申込 問合　なごや福祉用具プラザ

　　　　　　（開館時間 午前10：00～午後６：00 月曜日・祝休日は休館）

　　　　　　☎851－0051　℻851－0056

　　　　　　 〒466－0015　昭和区御器所通３丁目12－１

　　　　　　　　　　　　 御器所ステーションビル３階

なごや福祉用具プラザ 北部介護者教室（４回講座・無料）

　あなたは一人ではありません。犯罪や非行からの立ち直りに

ついて一緒に考えましょう。（秘密厳守）

日　時　毎月第１・３水曜日　午前10：00～午後４：00

場　所　更生保護サポートセンター「ひがし」

　　　　東区役所３階　第５会議室

問合　東保護区保護司会事務局（東区役所総務課内）☎934－1113

保護司による相談

危険物安全週間６／７（日）～13（土）

【危険物を取り扱う際の注意点】

　道路の下には、電気、ガス、水道といっ

た生活を支える施設があります。

　これらの施設の工事を一度に

行うと道路の通行が困難になる

ため、関係機関が調整した上で、

順番を定めて入れ替わり工事を

行っています。

　ご理解、ご協力をお願いします。

　自転車や原動機付自転車を道路上に放置

すると、通行や緊急時の救助活動などの妨

げとなります。

　駅周辺など右記の標識が設置

されている自転車等放置禁止区

域に放置すると、即時撤去の対

象となります。

　他人の迷惑にならないよう、自転車など

は自転車駐車場に停め、マナーを守って正

しく利用してください。

５月は放置自転車追放月間です

同じ場所で何度も

工事をするのはどうして？

◀ウェブサイトは

　こちらから

問合　東区役所総務課　☎934－1112

【特設人権相談】（予約不要・無料・秘密厳守）

日　時　６／１（月）午後１：30～３：30

場　所　東区役所３階　第４会議室

  問合　東区役所地域力推進室　☎934－1121　℻935－5866

・通学路などでの交通安全運動

・防犯灯の設置や地域安全パトロール

・道路・公園などの清掃活動

・祭りや盆踊りなど地域行事の開催

・掲示板や回覧板などによる行政などからの情報の伝達

こんな活動をしています！

   町内会・自治会に入りませんか

　自分たちの地域をより良くしていくために、町内会・自治会

の活動に参加してふれあいの輪を広げ、お互いに助け合えるま

ちづくりに取り組みましょう。

　加入については、お住まいの地域の町内会長・自治会長さん

にご相談ください。なお、町内会長・自治会長さんが分からな

いときは、下記までお問い合わせください。

新型コロナウイルスの更なる感染拡大を

防止するため、法律相談を４／19（日）から

当分の間、中止しています。

ご理解、ご協力をお願いします。

新型コロナウイルスの更なる感染拡大を

防止するため、５月に開催を予定してい

た行政相談を中止いたします。

ご理解、ご協力をお願いします。

問合　東区役所地域力推進室　☎934－1122

区役所無料法律相談

無料行政相談
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●福祉会館健康相談（申込不要・無料）

日　時　６／５（金）午後２：00～３：00

申　込　当日開始30分前から先着順

レッスン 日　程 時　間 定員 料金（１回）

エアロ

ビクス

５／13・20・27、

６／３・10（水）

午後７：00

～８：00
50人 330円

５／14・21・28、

６／４（木）

午前９：30

～10：30
50人 330円

ヨ　ガ
５／13・20・27、

６／３・10（水）

午後８：10

～９：00
45人 330円

水　中

エアロ

５／13・20・27、

６／３・10（水）

午前11：00

～正午
40人 620円

ソフト

エアロ

５／14・21・28、

６／４（木）

午前10：45

～11：45
50人 330円

●一回参加型スポーツ教室

　（中学生以上対象）

●おはなし会

日　時　６／６（土）午後２：30～３：00

　　　　６／10（水）午後４：00～４：30　　　

対　象　幼児、小学生

※特に記載がない場合は申込不要・無料

●徳川園（北門大型バス駐車場）

日　時　６／10（水）午後１：45～２：45

※ ６月から開始と終了の時刻を変更しますの

で、ご了承ください。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、記載している講座などが中止となる可能性があります。
詳細は施設へご確認ください。

●東保健センター読み聞かせボランティア

　養成講座（全２回）

６／５（金）午後２：00～３：30

内容　 ボランティアの心得、乳幼児絵本の

読み聞かせ・紙芝居の演じ方

講師　東図書館　司書

６／12（金） 午後２：00～３：30

内容　０～３歳の子どもの発達とあそび

講師　エリア支援保育所（東保育園）保育士

対　象　講座終了後、ボランティアとして

　　　　活動してくださる方

定　員　15人（先着順）

申　込　５／13（水）午前10：00～窓口で直接

　　　　　　　　　午前10：30～電話も可

●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　６／10（水）午後１：30～３：30

対　象　区内在住・在宅で、以下のいずれか

　　　　 に該当し、本人も、同居する方も寝具

を干すことが困難な方

　　　① 介護保険制度の要介護・要支援の認

定を受けている次の方

　　　　・65歳以上の一人暮らしの方

　　　　・65歳以上の方のみの世帯

　　　②次の障害者手帳をお持ちの方

　　　　・身体障害者手帳１・２級

　　　　・愛護手帳１・２度

　　　　・精神障害者保健福祉手帳１・２級

　　　③ 上記①もしくは②に準ずる世帯で、

当協議会が必要と認める方

　　　（同居者が18歳未満の方のみなど）

料　金　１人500円　※生活保護世帯は無料

申　込　５／11（月）～22（金）に、

　　　　 ①氏名②住所③電話番号など連絡先

を電話またはファクスで当協議会へ

　日ごろ、布団など寝具を干すことが困難な

方を対象に、寝具を１日お預かりし、クリー

ニングを行います。クリーニング中は代わり

の寝具の貸し出しも行います。

　お預かりする寝具の枚数制限など、詳細は

当協議会までお問い合わせください。　

寝具クリーニングサービスのご案内

オープン講座は新型コロナウイル

ス感染症拡大の影響により当面の

間、実施を見合わせています。

詳細は施設へお問い合わせくださ

い。

当初予定しておりました、

「健康歌声vol.26」、「ひがシネマ

『素晴らしき哉、人生！』」は新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響に

より中止となりました。

詳細は施設へお問い合わせくださ

い。

５月の「おはなし会」、「赤ちゃんか

らのおはなし会」などの催しは、新

型コロナウイルス感染症拡大の影

響により中止となりました。

詳細は施設へお問い合わせくださ

い。

５月の「いきいきカフェひがし」、

「もの忘れ相談医の専門相談」、「認

知症家族教室」は新型コロナウイ

ルス感染症拡大の影響により中止

となりました。

詳細は施設へお問い合わせくださ

い。

●認知症予防リーダー養成講座

　受講生募集

　地域でのボランティアのために学び、地域

で生かしませんか。

日　時　７／３・10・17・31、８／７（金）

　　　　午前10：00～正午

　　　　※上記以外に外部研修あり

対　象　市内在住の60歳以上の方

料　金　無料（外部研修は別途交通費が必要）

定　員　若干名

申　込　５／11（月）～６／１（月）に電話で

●パソコン相談会（無料）

日　時　５／27、６／３（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　５／17（日）

　　　　午前10：00～午後２：30

●公開講座（申込不要・当日先着66人・無料）

名古屋と焼き物の歴史　

日時　５／20（水）午前10：00～正午

講師　梶原義実さん

　　　（名古屋大学大学院准教授）

母として、女性として

～家づくりから私が得たこと～　

日時　６／４（木）午前10：00～正午

講師　大脇ちさとさん

　　　（空き室対策アドバイザー）

児童館の行事は、新型コロナウイ

ルス感染症拡大の影響により実施

を見合わせています。

詳細は施設へお問い合わせくださ

い。

●建中寺公園（公園内南東）

日　時　６／10（水）

　　　　午後３：00～４：00
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　※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

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

５／13（水）
6／10（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

赤ちゃんの子育て教室
（予約制） ☎934－1219

５／13（水） 中止となりました。

むし歯予防教室
（予約制） ☎934－1217

５／14（木） 中止となりました。

砂田橋育児相談
 ☎934－1219

（場所：砂田橋会館）
５／18（月） 中止となりました。

赤ちゃんのお食事相談
（３回食コース）
（予約制） ☎934－1216

５／27（水） 中止となりました。

子育て相談    　　　
　 　　 ☎934－1219

５／28（木） 中止となりました。

母乳相談
（予約制） ☎934－1219

５／28（木）
午後１：00
　～２：45

母乳についてお困りの方

赤ちゃんのお口
スクスク教室

（予約制） ☎934－1217
6／１（月）

午後１：00
　～１：10

令和元年10月～令和２年１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

令和元年6～９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

マタニティセミナー
（２日間コース）
（予約制） ☎934－1217

6／５（金）
6／24（水）

午後１：10
　～１：20

もうすぐお父さん、お母さんになる方
（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、お父
　　　　 さんの妊婦体験、赤ちゃんの保育と
　　　　 衣類など
※２日目はお父さんの参加お勧め日です。

　※料金の表記がないものは無料

問合　保健予防課保健感染症係 ☎934－1217

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、5月実施予定の教室や相談などを見合わ

せております。また、記載している講座などが中止となる可能性がありますので、開催

の有無は各問い合わせ先へご確認ください。

５月・６月はゴキブリ防除運動期間

対　象　おおむね７カ月～１歳未満の

　　　　赤ちゃんとお母さん 20組（先着順）

※託児はありませんが、お子さんと一緒に

　ご参加いただけます。

申　込　５／11（月）午前９：00から電話で

申込 問合　保健予防課感染症対策等担当　

　　　　　 ☎934－1218　

【１日目】ロコモ予防
　　　　　６／２（火）午前９：30～11：30

場所　東区役所４階　講堂
内容　体組成計での測定、ロコモ予防に
　　　効く食事、エクササイズなど
※動きやすく、靴下の脱げる服装で
※試食あり

【２日目】乳がん予防
　　　　　６／30（火）午後１：40～３：10

場所　東区役所３階　第４会議室
内容　医師による乳がん予防の話、
　　　自己触診法の解説

産後ママのボディケア講座
（２日間コース・予約制・無料）

日　時　6／12（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　

持ち物　母子健康手帳・エプロン・ふきん・

　　　　ハンドタオル・三角巾（バンダナ）

申　込　５／11（月）から電話で

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。

暖かくなると、ゴキブリの活動が活発になります。ゴキブリ防除の基本は、

ゴキブリが住みにくい環境にすることです。ゴキブリの習性を理解し、効果的

な防除を行いましょう。

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、５月に予定していた以下の健康診査の

実施を見合わせております。

　今後の開催については状況に応じて決定し、お知らせします。

子育て総合相談窓口（無料）
子育て世代包括支援センター

子育て総合相談窓口（無料）
子育て世代包括支援センター

　 ｢子どもの発達に不安がある｣

　 ｢離乳食の進め方がわからない｣

　 ｢育児に自信が持てない」

　 ｢妊娠・出産の心配事を相談したい」

　このようなときには

 お気軽にご相談ください。

 保健師などがご相談に応じます。

相談日　月～金曜日（祝休日・年末年始除く）

時　間　電話相談　午前８：45～午後５：15

　　　　面接相談　午前９：00～午後４：30

※体重測定などの希望がある方は事前に

　お電話ください。

問合　子育て総合相談窓口　☎979－3588

「チビッ子歯科相談室」は新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響により中止とな

りました。

問合　保健予防課保健感染症係　

　　　☎934－1217

事業中止のお知らせ

こころの健康相談日（予約制）☎934－1217

日程　毎週水曜日（５／20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　５／20（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

新型コロナウイルス感染症拡大のため、
当面の間、中止いたします。

　♪飲食店でのテイクアウトは

　　　おいしく、安全に♪

テイクアウトを利用する食事は、おいし

く、安全に食べられるよう、次のことに

気をつけましょう。

●おいしいうちに、早く食べる。

　一度の食事で食べきれる量を注文しま

　しょう。

　●すぐに食べないときは消費期限・

　保存方法を確認する。

　表示を確認し、表示がない場合はお店

　の人に聞きましょう。　

問合　食品衛生・動物愛護等担当

　　　☎934－1212

　・３（４）カ月児健康診査　・１歳６カ月児健康診査　・３歳児健康診査

　次の講座は新型コロナウイルス感染症

　拡大の影響により開催を中止します。

　・お元気会（５／14（木））

　・いきいき健幸教室（５／19（火））

※運動のできる服装・靴で、飲み物持参のこと

対　象　区内在住で65歳以上の方

定　員　25人

申　込　6／２（火）までに電話で

申込 問合　保健予防課感染症対策等担当

　　　　　 ☎934－1218　

脳トレ編～楽しく脳を活性化！～

日時　6／３（水）午後１：30～３：30
場所　東区役所４階　講堂

●いきいき健幸教室（予約制・無料）


