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問合 東区役所企画経理室　☎934-1106　FAX935-5866

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

6月 7 日
7月 5 日

東区のめざす区の姿

い　の　ち　を　守　る

区民ニーズの把握・情報発信を進めます

官公署の連携を進めます

地域力向上を支援します

区

政

運

営

の

手

法

まちの姿 １

ひとが支え合い、

災害に強く、安心・安全で

快適に暮らせるまち

まちの姿 2

誰もが

いきいきと健康に暮らし、

活躍できるまち

まちの姿 3

歴史・文化などを

生かした

魅力にあふれるまち

区まちづくり基金へ寄附のご協力をお願いします

　区まちづくり基金は、区民の皆さまや区にゆかりのある方からご寄附をいただき、皆さまの区のまちづく

りへの想いを生かすためものです。

　ご寄附にあたっては、次の4つの「寄附金の使途」についてご指定いただくことができます。

　区まちづくり基金は、納付書を利用した銀行などでのお振り込みのほか、インターネットを利用した

クレジットカード決済でご寄附いただくこともできます。

　詳しくは、市公式ウェブサイト、区情報コーナーなどにあるリーフレットをご覧いただくか、下記までお問

い合わせください。

令和元年度実績

（うち、健康福祉・子ども子育て支援に

関する事業40,000円、その他魅力

あるまちづくり事業100,000円、使途

の指定なし249,000円）

計6件　総額 389,000円

1
防災に関する
事業

2 3
その他魅力ある
まちづくり事業

4
特に使途を
指定しない

ご寄附いただいた皆さま、

誠にありがとうございます。

健康福祉・子ども子育て
支援に関する事業

○区将来ビジョンは、区の現状や区を取り巻く社会状況の変化を踏まえ、めざす区の姿を明らかにし、

その実現に向けた令和2年度から令和5年度までの４年間の中長期の取組みを体系化するものです。

○区政運営方針は、各年度の区役所および区内官公署における取組みや目標を明らかにしたものです。

　区内官公署共通の使命を「いのちを守る」こ

ととし、この使命が達成された状態、すなわち

「いのち」が守られている状態こそがめざす区

の姿になります。これを3つの視点からめざす

まちの姿ととらえ、実現するために必要な区政

運営の留意点や方法などを3つの区政運営の

手法にまとめました。

　詳しくは、冊子「東区

将来ビジョン」をご覧く

ださい 。「 東 区 将 来ビ

ジョン」は、東区役所1階

情報コーナー、東生涯学

習センター、東図書館、

東区公式ウェブサイトで

ご覧いただけます。

東区将来ビジョン

令和2年度 東区区政運営方針

東区ときめきぷらん2020における主な取組み

　区本部の機能強化のため、消防・

土木・環境・上下水道などの関係機

関と連携し、図上訓練を実施します。

区本部における図上訓練

まちの姿１

拡充

 障害の有無や年齢に関係なく誰

でも楽しめるスポーツ「ボッチャ」を

活用し、交流会を開催します。

ボッチャを通じた交流機会の創出

まちの姿2

新規

 高校生、大学生などの若い力を東

区のまちづくりに生かしています。

まちづくり元気サポーター

まちの姿3

　安心・安全なまちの実現のた

め、区民にとって身近で気軽に無

理なくできる行動（スモールアク

ション）を促し、まちのために行動

する区民を増やすことで、地域力

を高めます。

スモールアクションプロジェクト

区政運営の手法

新規

このほかにも、さまざまな取組みを行います。詳しくは、東区公式ウェブサイトでご覧いただけます。

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。

東区将来ビジョン・東区ときめきぷらん2020を

策定しました

令和2年度 東区区政運営方針

継続
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　栄市税事務所は、NHK名古屋放送センター

ビル（東区東桜一丁目13－３）の８階にあり

ます。

　オアシス21の北東端の連絡通路を利用し、

｢６－13」と表示された低層階用エレベーター

でお越しください。

※公共交通機関をご利用ください。

※障がいのある方などは、お気軽に下記まで

　お問い合わせください。

問合　栄市税事務所管理課☎959－3300

栄市税事務所のご案内

　８月１日から有効となる後期高齢者医療被

保険者証は、未納保険料がある方などを除き

７月中旬に簡易書留でお送りします。

　不在などで受け取れない場合は、不在票を

確認し、確実に受け取るようにしてくださ

い。保管期間が過ぎると、差出人に返戻され

る場合があります。

問合　東区役所保険年金課 ☎934－1144

後期高齢者医療被保険者証の

更新

　分別方法や収集日に悩んだら…

　資源・ごみ分別アプリ「さんあ～る」をご利用ください！

　分別方法を簡単に検索でき、収集日をアラームでお知らせします。

※対応言語：日本語・英語・中国語・ハングル・ポルトガル語・スペイン語・

　　　　　 フィリピノ語・ベトナム語・ネパール語

※アプリ利用料無料（ただし、通信料はかかります）

　携帯電話、デジタルカメラなどに使用されている小型充電式電池

やモバイルバッテリーなど、スリーアローマークのついているもの

は、環境事業所やお近くの回収拠点（電気店など）にお持ちくださ

い。お近くの回収拠点は、一般社団法人JBRCのウェブサイトで検

索できます。

　きちんと分別された資源はリサイクルされ、さまざまなものに生まれ変わります。

大切な資源を有効利用するため、マークを目印に分別してください。

※これまで分別が多少不十分で収集していたものでも、今月は分別をし直していただくこ

　とがあります。ご不明な点があれば、収集職員に気軽にお尋ねください。

６月は

分別マナーアップ推進月間です！

モバイルバッテリーや小型充電式電池は回収拠点へ！

　

小型充電式電池 検索

　

分別アプリ　さんあ～る 検索

次のようなものが、可燃ごみに混ざっていませんか？

　プラマーク・紙マークがついていたら資源です！

マークが目印

▲スリーアローマーク

※アルカリ・マンガン乾電池は不燃ごみ、リチウム電池は発火性危険物で出してください。

側溝清掃にご協力を

　側溝や雨水ますにごみや泥が詰まると、

長雨や集中豪雨のときに、道路冠水の原因に

なります。家の周りの側溝の点検、清掃にご

協力をお願いします。

　口座振替にすると、料金支払いのために出

かける煩わしさがなくなり、支払いをうっか

り忘れることや、支払用紙を紛失する心配も

なくなります。

　ご希望の方には申し込みはがきをお送りし

ますので、下記までご連絡ください。

◎上下水道局お客さま受付センター

　（名水ダイヤル）　☎884－5959

上下水道料金のお支払いは

便利な口座振替で

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

　覚せい剤や大麻は、興味本位から、または

格好いいもののように錯覚して手を出した

り、やせる薬などとだまされて勧められたり

して、若者の使用が増加しています。

　覚せい剤などの薬物を社会から追放するた

め、自らが甘い誘いに乗らないことはもちろ

ん、周りで薬物を扱っている人を見たり、聞

いたりしたときは、

最寄りの警察署や交番

までご連絡ください。

　身近な犯罪や事故の情報をメールマガジン

「パトネットあいち」で配信

しています。

　ぜひ、ご利用ください。

「パトネットあいち」をご利用ください！

　気温や湿度が高いことなどが原因で熱中症

になると、体内の水分や塩分のバランスが崩

れて、体温の調節ができなくなり、さまざま

な症状を引き起こします。

など、熱中症が原因と思われる症状が出たと

きは119番通報し、救急車を要請してくださ

い。

・自分で水が飲めない

・体に力が入らず動けない

・全身のけいれんがある

・意識がない　

熱中症にご注意！

登録用Eメールアドレスコード▲

　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。

子どもの笑顔を守りましょう！

新型コロナウイルスに

乗じた詐欺にご注意を

　新型コロナウイルスの脅威を逆手にとり、

「お金を払えば、マスクを配布する」、

「助成金がある」などといった不審な電話が

確認されています。

　このような電話や訪問を受けた場合は一人

で判断せず、家族や最寄りの警察署に相談し

ましょう。

　また、相手が公的機関をかたった場合は、

部署や氏名を聞き、後から再度、電話で問い

合わせるなどの確認をしましょう。

　　 プラスチック製容器包装

トレー類、ボトル類、袋類、パック類

などのプラスチック製の容器や包装

　　　　　   紙製容器包装

空き箱、紙袋、包装紙、内側にアルミ

箔が貼られているパックなどの紙製の

容器や包装

大雨時、アンダーパスの通行にご注意！

　大雨のときには、アンダーパスに雨水がた

まっていることがあります。

 アンダーパスの水深が、想像している以上

に深い可能性があるた

め、無理に通行せず、

迂回（うかい）するよう

にお願いします。

大曽根駅広場南

アンダーパス

▲あおい丸君

【お知らせ】

　６／20（土）に開催を予定していた「環境デーなごや2020　ふろしき包み方教室」は新型

コロナウイルス感染拡大防止のため中止します。
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　いずれも申込不要・無料

●おはなし会

日　時　７／４（土）

　　　　　午後２：30～３：00

　　　　７／８（水）

　　　　　午後４：00～４：30

対　象　幼児、小学生

●赤ちゃんからのおはなし会

日　時　７／９（木）

　　　　　午前11：00～11：30

対　象　乳幼児とその保護者

　対　象　主に東区内で活動中の法人格を

　　　　　有しない任意団体（ボランティア

　　　　　団体や町内会など）が令和２年度

　　　　　末までに実施する地域福祉活動

　種　類　事業経費助成および

　　　　　備品購入助成

　助成額　１件５万円まで

　審査方法　書面による１次審査、発表形式の

　　　　　２次審査により可否・助成額を

　　　　　決定

　申　込　７／10（金）必着で

　　　　　郵送または

　　　　　直接、当協議会へ

　※募集要項などに

　　ついては､当協議会

　　までお問い合わせください。

●一回参加型スポーツ教室

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。

●福祉会館健康相談（申込不要・無料）

日　時　７／３（金）午後２：00～３：00

●オープン講座

　オープン講座は、新型コロナウイルス

　感染症の感染拡大の影響により

　当面の間、実施を見合わせることとなり

　ました。

　開催時期など詳細は、福祉会館まで

　お問い合わせください。

●認知症家族サロン（無料）

日　時　６／17（水）

　　　　午後１：30～３：30

申　込　６／15（月）までに電話で

●もの忘れ相談医の専門相談（無料）

日　時　６／17（水）

　　　　午後２：00～３：30

申　込　６／15（月）までに電話で

●認知症サポーター養成講座（無料）

日　時　６／19（金）

　　　　午後６：00～７：30

定　員　30人（先着順）

申　込　６／17（水）までに電話で

●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　７／８（水）

　　　　午後１：30～３：30

 東区のボランティア活動を

　　　　　　   助成金で応援します！

●ひがシネマ

　　「巴
パ

里
リ

のアメリカ人」

　懐かしの名画をワンコインで上映

日　時　７／10（金）

　　　　①午前10：30～

　　　　②午後２：00～

　　　　③午後６：30～

料　金　500円（障害者手帳を

　　　　お持ちの方は450円）

　　　　※全席自由席。チケットの取り扱い

　　　　　は劇場窓口へ

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

　前期講座・事業などにつきましては、

　原則、すべて中止となりました。

　詳細は当センターまでお問い合わせ

　ください。

６月開催分の催しは、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大の影響により

中止となりました。

詳細はお問い合わせください。

「てあらにまる」とは・・・

　「手洗い」と「動物（アニマル）」をかけ合わせて生まれた、

手洗いの方法を教えてくれるキャラクターで、全部で９種

類です。

　

てあらにまる 検索

動画・リーフレット・

楽譜はこちらから➡

　東区では、子どものころから正しい手洗い方法が覚えられ

るよう、子ども向けの手洗い動画「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。

　感染症対策や夏場の食中毒に備えて、適切な手洗いを実践

しましょう！

児童館の行事は、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大の影響により

実施を見合わせています。

詳細はお問い合わせください。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

　６月・７月開催分の

　一回参加型スポーツ教室は

　中止となりました。
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事　業　名 日程 受付 対　象　・　内　容

１歳の子育て教室
（予約制）☎934－1219

６／16（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
10組）。子どもの発達と子育てのポイントなど

母乳相談
（予約制）☎934－1219

６／18（木）
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

６／24（水）
午前10：15
　～10：30

令和元年10～11月生まれ（先着８組）
離乳食でお困りの方

子育て相談
　　　　　☎934－1219

６／25（木）､
７／９（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

マタニティセミナー
（２日間コース）
（予約制）☎934－1217

７／１（水）、
７／22（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
　　　　 保育と衣類の話など 
※２日目はお父さんの参加お勧め日です。

砂田橋子育て相談
　　　　　☎934－1219

（場所：砂田橋会館）
７／６（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

赤ちゃんの子育て教室
（予約制）☎934－1219

７／８（水）
午前10：00
　～10：15

５カ月～１歳の誕生日前までの赤ちゃんと
その保護者
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）

子どものアレルギーと
ぜん息相談

（予約制）☎934－1217
７／８（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

むし歯予防教室
（予約制）☎934－1217

６／25（木） 中止となりました。

　※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

こころの健康相談日（予約制）　☎934－1217

日程　毎週水曜日（６／17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　６／17（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防止のため
当面の間、中止いたします。

※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）

●Ｂ型肝炎　●Hib（インフルエンザ菌b型）

●小児肺炎球菌　●水痘（みずぼうそう）

●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）

●麻しん・風しん混合　●ＢＣＧ　●日本脳炎

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。

問合　保健予防課感染症対策等担当☎934－1218

　日　時　７／７（火）午後１：30～３：30　

　場　所　東保健センター１階 多目的室

　内　容　・講話と体操「体の使い方の

　　　　　　アドバイス」

　　　　　・理学療法士による個別相談

　　　　　　（希望者のみ）

　　　　　・交流会

　申　込　７／３（金）午後５：00までに電話で

　申込 問合　保健予防課保健看護担当

　　　　　　 ☎934－1219

　６月に開催を予定して

　いました健康のつどいは、

　新型コロナウイルス感染症の

　拡大防止の観点から

　中止とさせていただきます。

　

　問合　企画管理係☎934－1205

（予約制・無料）　◆神経系難病の　　　

　　患者と家族のつどい　　　　 

　第65回東区健康のつどい
　中止のお知らせ

◎お元気会（いきいき教室・出張型・無料）

日　程　①６／23（火）②７／９（木）

受　付　午後１：30～

場　所　①市営山田東荘集会所

　　　　②市営筒井荘集会所

問合　保健予防課保健看護担当☎934－1219

蚊の退治はボウフラ（幼虫）から

　蚊を減らすには、ボウフラを発生させ

ないことが大切です。

　ボウフラは、水たまりの中で10日から

２週間かけて蚊になるので、週に１回は

家の周りを点検し、たまり水をなくしましょう。

　また、蚊は草むらなどに潜み、近づく人から血を

吸います。草刈りなどを行い、風通しを良くしましょ

う。外出する時は、肌の露出の少ない服装を心がけ、

虫よけ剤などを使用しましょう。

問合　中保健センター環境薬務室☎265－2256

◎いきいき健幸教室（予約制・無料）

　今年度各コース１回ずつご参加いただけま

す。今年度すでに参加いただきましたコース

にはご参加いただけません。

対　象　区内在住で65歳以上の方

定　員　各回とも20人（先着順）

申　込　６／11（木）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

栄養編～かしこく食べてイキイキ元気！～

 日時　６／23（火）午後１：30～３：30
 場所　東区役所３階　第４会議室

お口の健康編～歌って健康なお口に～

 日時　７／21（火）午後１：30～３：30
 場所　東区役所３階　第４会議室

◎おいしい健康食教室（予約制・無料）

日　時　７／７（火）午前10：00～正午

場　所　東保健センター１階　栄養指導室

内　容　・ミニ講話｢シニアの食事のポイント｣

　　　　・簡単な調理実習　

対　象　区内在住の65歳以上の方。８人（先着順）

持ち物　エプロン・三角巾（バンダナ）・

　　　　手ふき・食器用ふきん　　　　　

申　込　６／11（木）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

区　分 日　程 対象者（生年月日） 持ち物

３（４）カ月児
６／18（木）、
７／２（木）

新型コロナウイルス感染防止のため中
止または延期となっている日程がある
ことから、６月以降実施分の対象者に
ついてはあらためてお知らせします。

母子健康手帳

１歳６カ月児
６／19（金）、
７／３（金）

中止 　新型コロナウイルス感染防止のため、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。３歳児 ６／29（月） 中止

　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。開催の有無は各問い合わせ先へご確認ください。　

お口の健康を考えよう！

　　　　　　　　　お家でできる

　　　　　　　　　「お口のケア」を

　　　　　　　　　やってみよう！

①口
こう

腔
くう

ケア

　・ 歯ブラシは自分の歯に合ったものを 

選び、毛先が開いたら交換しましょう。

　・ 歯と歯の間のケアをしましょう。 

（糸ようじや歯間ブラシを使ってみよう）

　・舌もやさしく磨きましょう。

②お口または顔の筋肉を動かしてみよう

　・食事はよくかんで食べましょう。

　・洗口液または水でブクブクうがいを

　 しましょう。

　・ 声を出して笑いま　　　　　　　　

しょう。

問合 保健予防課　　　　　　　　　　　

保健感染症係☎934－1217


