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KITA JAZZ!

北区では、ジャズでまちを盛り上げる「ジャズのまちプロジェクト」に取り組んでいます。

詳しくは、公式ウェブサイトをご覧ください♪
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2020年 謹賀新年

新春お年玉クイズ

笑顔が満開な
１年になります

ように♪

○○に入る

言葉を

当ててね！

北区マスコット
キャラクター

キタッコ

楠地区マスコット
キャラクター

くすのっち
あけまして
おめでとう
ございます！

光城コミュニティセンター
が開館しました！

光城コミュニティセンター
が開館しました！

対　象

応募方法

締　切

応募先

悪天候の場合、１/26（日）に延期となります。

開催の可否は、開催日当日の正午までに

北区子ども会ホームページに情報を掲載します。

上飯田福祉会館・児童館  もちつき大会上飯田福祉会館・児童館  もちつき大会

第53回北区子ども会  タコあげ大会第53回北区子ども会  タコあげ大会

名城公園  梅まつり名城公園  梅まつり

日 時 1/11（土）午前10：00～

場 所 上飯田交通遊園（福祉会館南側） ※雨天時は児童館４階ホール

日 程 2/6（木）～9（日）

2/7（金）・8（土）はスペシャルイベント♪

内 容 館内に約40本の梅林を再現します。

盆梅・花木や和菓子・梅茶の販売、茶席（有料）なども予定。

場 所
名城公園

フラワープラザ

日 時 1/19（日）午後２：30～

場 所 水分橋緑地（矢田川河川敷右岸）　　　　手作りのタコ

北区子ども会未加入で参加をご希望の方は、当日受付までお越しください。

北区役所（北区社会福祉事務所）・北区子ども会育成連絡協議会

北区役所民生子ども課民生子ども係（☎917-6514・FAX917-6512）

問 合 上飯田福祉会館（☎914-0831・FAX912-1308）

問 合 名城公園フラワープラザ（☎913-0087・FAX913-9379）

上飯田福祉会館・児童館の館内５カ所を回ると、

素敵なプレゼントがもらえます。 ※先着100人

お餅の

無料配布

１回目 午前10：30～  ２回目 午前10：55～

３回目 午前11：20～  ４回目 午前11：45～  ５回目 午後０：10～
※各回なくなり次第終了 

※子どもたちは子ども用の臼杵でお餅をつけます

スタンプ

ラリー
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持 物

その他

主 催

問 合

時間 料金

料金

出演 ７日 キメナイト（宮坂俊行・成瀬明）

８日 Misa’s Flute Band

コンサート THE Choya café 梅酒バー

午後６：00～　　　無料 時間 午後５：00
　～９：00
有料

全問正解された方の中から、抽選で30人に

マナカチャージ券（1,000円分）を

プレゼント！

問合 北区社会福祉協議会（☎915-7435・FAX915-2640）

わいわい子ども食堂プロジェクト（☎914-4554）

北区の「子ども食堂」においでよ！！
北区には、名古屋市で最も多くの子ども食堂があります。

地域のみんなの居場所「子ども食堂」にぜひお越しください。

楠地区会館で毎月開催している

「あじまわいわい食堂」におじゃましました！

子どもやその親などに無料または安価で

食事や温かな団らんを提供する取り組み
子ども食堂

って？

私たちは、子どもだけ

でなく、さまざまな世代

の方が好きな時間に

来 て 、お 話 をして 、

食事ができる「あるが

ままで居心地のいい場所」を目指して

活動しています。この場所を提供する

ことで、困りごとを気軽に相談できる

ような「緩やかな繋がり」が地域に

生まれることを期待しています。

わいわい子ども食堂プロジェクト

代表 杉崎さんのお話
▶この日のメニュー

は、芋ごはん・とん

汁・から揚げ。果物

もついて栄養満点！

◀老若男女問わず

たくさんの人が一緒

にごはんを食べて

います。

区内在住・在勤・在学の方

①クイズの答え（ひらがな） ②住所・氏名・年齢

③広報なごや1月号北区版12～15面の感想 を記入のうえ、はがき・

FAX・電子メールにて下記応募先まで。

１/24（金）まで（必着）※当選者の発表は、景品の発送をもってかえさせ

ていただきます。※いただいた個人情報は、景品の発送にかかる事務にのみ使

用させていただきます。

〒462-8511（住所不要）北区役所地域力推進室

（☎917-6433・FAX914-5752）

　 a9176432@kita.city.nagoya.lg.jpe

令和２～５年度を

計画期間とする

北区将来ビジョンの

キャッチフレーズは？

〇〇〇が満開！
のまち

楠地区で

生産される

早掘りの

サツマイモは？

〇〇〇いも

毎年桜が咲く

時期に開催される

北区の春の

風物詩といえば？

黒川〇〇〇〇
流し

１

2

3

金城町3

41

志賀公園
至黒川

平手町1

中丸町2 黒川本通5

萩野通1北

又穂東
中丸町

光城
コミュニティセンター

志賀中学校

光音寺町

中丸町

クイズの

ヒントは

こちら▶

所　在　地

電 話 番 号

最寄りのバス停

中丸町３丁目２-３ ※公共交通機関をご利用ください。

市バス「中丸町」または「光音寺町」

916-3366

光城コミュニティセンターは指定避難所および

風水害時の指定緊急避難場所（２階以上）です。

地域活動の拠点や市民相互の

交流の場として、ご利用ください。

市内の

子ども食堂一覧は

こちらから▼
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◆乳幼児の健康診査（所要時間は約２時間）

【北保健センター実施分】楠分室を除く学区の方

【楠分室実施分】味鋺・西味鋺・楠・如意・楠西学区の方

健診名 実施日 受付 対象者

３（４）カ月児

１／14（火）

午後１：00

　～１：15

Ｒ１．９．１

～９．14生

１／21（火）
Ｒ１．９．15

～９．27生

１／28（火）
Ｒ１．９．28

～10．10生

１歳

６カ月児

１／15（水）

午後１：00

　～１：30

Ｈ30．６．12

～６．30生

２／５（水）
Ｈ30．７．１

～７．16生

３歳児

１／17（金）
Ｈ28．12．４

～12．24生

１／24（金）
Ｈ28．12．25

～Ｈ29．１．12生

☆正確な結果を得るために感染の機会から３カ月を経過してから受けてください。

接種の際は、医師によく相談しましょう。

詳しくはお問合せください。

市ウェブサイトにも掲載しています。

自己負担金免除制度 ＝次の方は、無料です。

①70歳以上の方

　（昭和25年３月31日までに生まれた方）

② 生活保護世帯の方（証明書原本又は介護保険料

納入通知書（第１段階のもの）の写し必要）

③ 市民税非課税世帯の方（事前にお問い合わせ

ください。　企画管理係☎917－6543）

④名古屋市医療費助成制度受給者（医療証必要）

⑤福祉給付金受給者（資格者証必要）

⑥中国残留邦人等に対する支援給付受給者　

　（本人確認証の写しが必要）

健診名 実施日 受付 対象者

３（４）カ月児 ２／４（火）
午後１：10

　～１：25

R１．10．１

～10．31生

３歳児 ２／７（金）
午後１：20

　～１：50

H29．１．６

～２．１生

◆乳がん検診〈予約制〉　　　　　　　　　あり

日時　①２／13（木）午前 ②３／２（月）午前

場所　①北保健センター ②楠分室

対象　 市内在住40歳以上の女性（今年度40歳

になる方も含む）で、昨年度中に本市の

乳がん検診を受診していない方

内容　保健師による自己触診法講習会

　　　検診（問診・マンモグラフィ）

　　　　40～49歳（２方向撮影）

　　　　50歳以上（１方向撮影）

料金　500円

申込　①１／30（木）まで ②２／17（月）まで

自己負担金免除制度

【問合】感染症対策等担当（☎917－6552）

◆女性のための健康づくり教室

　「ピラティス」と「食事の話」〈予約制〉

日時　１／30（木）午前10：00～正午

　　　（受付　午前９：45～10：00）

場所　楠分室

対象　区内在住30～50歳代の女性 20人

内容　運動「ピラティスで楽しくエクササイズ」

　　　講話「お腹すっきり～腸活のすすめ～」

申込　電話・窓口にて先着順

【問合】楠分室（☎902－6501）

実施日　月～金曜日（祝日は除く）

時　間　電話　午前８：45～午後５：15

　　　　面接　午前９：00～午後４：30

場　所　北保健センター保健予防課　

　　　　（⑲番窓口）（☎910－6815＜専用電話＞）

北区子育て総合相談窓口
（子育て世代包括支援センター）

妊娠中のことや子育てについて

気になることがあれば、

お気軽にご相談ください。

【問合】感染症対策等担当（☎917－6552）

事業名・連絡先 実施日 受付 会場 対象･内容など

ファミリー教室（２日間コース）

【予約制】☎917－6553

①１／20（月）

②１／27（月） 午後１：15

　～１：30

北保健

センター 妊婦とその家族

出産と育児についての教室

持物　母子健康手帳、筆記具、テキスト

①２／３（月）

②２／10（月）

楠分室ファミリー教室（２日間コース）

【予約制】☎902－6501

１／15（水）

２／19（水）

午前９：15

　～９：25
楠分室

母乳相談

【予約制】

北保健センター　☎917－6554

楠分室　☎902－6501

１／16（木）

２／７（金）

午前９：00

　～11：00

北保健

センター 母乳育児や卒乳で困っている方

助産師による相談

持物　母子健康手帳、タオル１／23（木）
午前９：15

　～10：30
楠分室

子どものアレルギーとぜん息相談

【予約制】☎917－6553
１／14（火）

午前９：10

　～９：50

北保健

センター

原則15歳未満で、ぜん息・アトピーなどアレル

ギーに関して不安のある方とその保護者 ８組

専門医・管理栄養士による個別相談

おやこ歯の健康教室

【予約制】☎917－6553
１／23（木）

午後１：15

　～２：00

楠分室

１歳～就学前の子 40人

歯科検診、歯みがきの話、希望者にフッ素塗布

（料金720円※生活保護世帯のみ減免制度あり）

持物　母子健康手帳、歯ブラシ、タオル

はじめての歯みがき教室

【予約制】☎917－6553

申込　１／21（火）午前９：00～

１／28（火）
午前９：50

　～10：00

平成30年11月～平成31年３月生の子と

その保護者 20組

むし歯予防の話、歯のみがき方と実習、

個別相談

持物　歯ブラシ（現在使用中のもの）、タオル

育児相談

※個別相談のみ【予約制】

☎902－6501

１／16（木）

午前９：15

　～10：30

※個別相談は

午前10：00まで

乳幼児とその保護者 10組

育児・栄養・歯科の個別相談

子の身長・体重測定（計測のみは予約不要）

持物　母子健康手帳

健康なんでも相談

【予約制】☎902－6501
１／16（木）

午前９：30

　～10：30

保健師、管理栄養士、歯科衛生士による

個別健康相談

モグカミ離乳食教室

【予約制】☎917－6553

申込　１／20（月）午前９：00～

１／29（水）
午前10：00

　～10：15

北保健

センター

平成31年４月～令和元年５月生の子と

その保護者 16組

管理栄養士の話と試食

持物　お口ふき、赤ちゃん用エプロン、

　　　離乳食用スプーン

乳幼児すくすく相談

【予約制】☎917－6553
１／24（金）

午前９：15

　～９：45

乳児～就学前の子とその保護者 10組

乳幼児の食事・歯科・育児の相談

持物　母子健康手帳

こころの健康相談

【予約制】☎917－6572

１／22・29、

２／５（水）
午前 心の健康に関する相談

うつ病家族相談

【予約制】☎917－6572
１／15（水） 午前

うつ病に関する悩みを抱える方の

ご家族のための相談

ＨＩＶ（エイズ）検査☆

梅毒検査☆

クラミジア検査

☎917－6552

１／23（木）
午後１：30

　～２：30

匿名可　原則無料

（HIV検査結果証明書が必要な方は有料、

 匿名不可）

結果通知は原則１週間後

※整理番号札は、午前11：45に設置します。

◆各種予防接種は市内の指定医療機関で

　実施しています

①ＢＣＧワクチン　

②４種混合ワクチン

　（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ）

③ＭＲワクチン（麻しん・風しん混合）

④日本脳炎ワクチン　⑤ヒブワクチン

⑥２種混合ワクチン（ジフテリア・破傷風）

⑦小児肺炎球菌ワクチン　⑧水痘ワクチン　

⑨Ｂ型肝炎ワクチン　　　ほか任意予防接種

◆桃色ほっぺ〈予約制〉

新米ママさん同士でおしゃべりしませんか？

日時　１／17（金）午前10：00～11：30

　　　（受付　午前９：30～９：50）

場所　楠分室

対象　 １カ月児健診後～３（４）カ月児健診ま

での第１子の赤ちゃんとその母親 10組

内容　ママと赤ちゃんのリラックスタイム、

　　　交流会、個別相談

持物　母子健康手帳、バスタオル

申込　電話・窓口にて先着順

【問合】楠分室（☎902－6501）

◆50～60代のあなたへ－30年前の体をとりもどせ！－

　マッスルアカデミー入門編Ｂコース〈予約制〉

年齢を重ねるにつれて体が重く感じたりしませんか？

若い頃の体に近づけるよう、一緒に運動しましょう！

日時　２／６（木）午後１：15～３：30

　　　（受付　午後１：00～１：15）

場所　北区役所　講堂

対象　市内在住20歳以上65歳未満で、１時間程度の

　　　運動が可能な方（主治医の許可がある方） 20人

内容　①現在の体力チェック（握力測定など）

　　　②自宅でできる筋力トレーニング

　　　※ 当日の健康チェックの結果によって

は見学いただく場合があります。

申込　電話・窓口にて先着順

【問合】感染症対策等担当（☎917－6552）

◆プレママプレパパ調理実習

日時　１／31（金）午前10：15～11：45

　　　（受付　午前10：00～10：15）

場所　北保健センター　栄養室

対象　妊娠中のママ・パパ 10人

内容　鉄やカルシウムを簡単にとれる料理

持物　エプロン、三角巾、手ふきタオル

申込　１／14（火）午前９：00～先着順（電話可）

【問合】保健感染症係（☎917－6553）

◆認知症講演会「受けて安心！もの忘れ検診」

　ニュースポーツ&コグニサイズ等体験会

日時　１／20（月）午後１：30～３：30

　　　（開場　午後１：00）

場所　北区役所　講堂

対象　区内在住・在勤の方 150人

講師　やまね病院院長　山根則夫氏

※手話通訳・要約筆記あり

【問合】保健看護担当（☎917－6554）

名古屋市のがん検診は市内の

協力医療機関において

500円で受診できます

自己負担金免除制度※ あり

① １歳６カ月・３歳児健康診査の当日、希望者

にフッ素塗布を実施

　（料金720円※生活保護世帯のみ減免制度あり）

　持物　歯ブラシ、タオル

②受付時間を早めて実施する場合があります。

③ 実施日の10日前までに通知が届かない方は

ご連絡ください。

【問合】保健感染症係（☎917－6553）

【問合】感染症対策等担当（☎917－6552）
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※すべて災害補償制度あり　※申込が当日のものは、すべて先着順　※★印は、先着10人に限り２講座同時申込可

教室名 日程 時間 対象 定員 料金 申込

MIXエアロ
毎週木曜日

（第５木曜日、

１／２、祝日を

除く）

午後６：45～７：45

中学生

以上

30人
各回

270円

★当日午後６：30～

ボディケア・ピラティス 午後８：00～９：00 45人 ★当日午後７：30～

かんたんエアロ＆トレーニング

毎月

第１・２・３

月曜日

（祝日を除く）

午後２：10～３：10 20人

各回

400円

当日午後１：50～

からだスッキリ！骨盤調整ヨガ 午後３：20～４：20 20人 当日午後３：00～

ZUMBA 午後６：30～７：30 30人 当日午後６：00～

おやすみリラックスヨガ 午後７：45～８：45 30人 当日午後７：15～

パーソナル

トレーニング

Ⅰ 午後４：30～５：30 １人 各回6,500円

受講日の２週間前

までに窓口にて
Ⅱ 午後５：30～６：30 １人 各回6,500円

ペア 午後７：50～８：50
各回

２人１組

各回２人で

11,000円

ポールde体幹トレーニング６

２／３・10、

３／２・９（月）

（全４回）

午後１：00～２：00 20人

各2,000円
窓口にて

随時受付

ポールウォーキング６ 午後２：10～３：10 20人

女性のための楽ラク！

健康リズム運動６
午後４：40～５：40 20人

からだメンテナンス６ 午後６：40～７：40 20人

姿勢改善ポールウォーク６ 午後７：50～８：50 20人

教室名 日程 時間 対象 定員 料金 申込

親子水遊びⅢ ２／18～３／17（火）午前10：30～11：30
１歳６カ月以上の

未就学児とその保護者

15組

30人

3,700円

（５回） ☆１／29（水）

必着
ベビーサイン体験会⑨ ２／14（金） 午前10：30～11：30

６カ月～１歳６カ月の

赤ちゃんとその保護者

15組

30人
600円

ヨガ&フィットネス １／20・27、２／10（月）午後７：00～８：00

一般

各40人

各回

270円

開催日時の

20分前～窓口

にて先着順

エアロダンス
毎週火曜

（１／14～）
午前10：45～11：45 各50人

エアロビクス 毎週木曜 午前10：45～11：45 各50人

朝ヨガ 毎週月曜

（１／20～）

午前９：30～10：30 一般 各30人

各回

400円

骨盤エクササイズ 午前10：45～11：45 一般女性 各30人

フラダンス（プルメリア）

毎週火曜

（１／14～）

午後０：40～１：40 一般女性 各30人

フラダンス（ハイビスカス） 午後１：50～２：50 一般女性 各30人

キッズダンス 午後７：00～８：00 小学生 各30人

ファイティング

エクササイズ
毎週水曜 午前10：45～11：45 一般 各30人

ベリーダンス
毎週木曜

午後１：30～２：30 一般女性 各30人

ズンバ 午後７：00～８：00 一般 各30人

　記載のないものは市内在住60歳以上の方が対

象です。申込は電話・会館にて（会館利用には

利用証が必要）。要予約のものは先着順。

◆お茶会（初釜）

日時　１／16（木）午前10：30～午後１：00

対象　どなたでも

料金　350円（呈茶券前売）

◆合同作品展

日時　１／30（木）・31（金）

　　　午前９：00～午後５：00

　　　※１／31（金）は午後３：00まで

◆煎茶会

日時　１／30（木）午前10：00～

料金　400円（煎茶券前売）

◆アラカルト講座

①男の体操教室（要予約）

日時　１／22（水）午後２：30～４：00

対象　市内在住60歳以上の男性　15人

②おんがく体操教室（要予約）

日時　１／17（金）午後１：00～２：00

③脳活レクリエーション（要予約）

日時　１／14（火）午後１：00～２：00

④口腔体操

日時　２／１（土）午後１：00～２：00

◆出張講座

①のんびり体操教室in水草

日時　１／16（木）午後１：30～２：30

場所　ＵＲ水草団地　集会室

持物　飲み物、タオル

②らくらく体操

日時　１／23（木）午後２：00～３：00

場所　ＵＲ尾上団地　集会室

③のんびり体操教室in中丸

日時　１／14（火）午後１：30～２：30

場所　ＵＲ中丸団地　集会室

④男のスイーツ教室（要予約・事前支払）

日時　１／21（火）午後１：30～４：00

場所　北生涯学習センター

対象　市内在住60歳以上の男性　24人

講師　名古屋学マイスター北グルメ会

料金　500円

持物　エプロン、三角巾、ハンカチ

⑤楠料理教室

日時　１／18（土）午前10：00～正午

場所　楠地区会館

定員　24人　／　料金　500円

持物　エプロン、三角巾、ハンカチ

⑥パルロと体操

日時　１／15（水）午後２：00～３：00

場所　ハローステーション

定員　15人

⑦懐メロコンサート

日時　２／５（水）午後２：00～３：00

場所　ハローステーション

定員　15人

◆コグニサイズ体験会

日時　①１／22（水）　②２／３（月）

　　　　午後２：00～３：00

場所　①ハローステーション

　　　②ソーネおおぞね

◆すこやか健康講座

日時　２／４（火）午後１：00～２：00

◆無料介護相談

日時　２／４（火）午後２：00～３：00

◆健康講話（整形外科）

日時　１／24（金）午後２：30～３：30

講師　整形外科医　林一成氏

◆【公開講座】頑張ってきた自分にエールを送る

　～笑顔でココロとカラダのバランスを～

　（要約筆記付き）

日時　１／22（水）午前10：00～正午

場所　北生涯学習センター　視聴覚室

定員　48人

講師　笑顔クリエイター®・

　　　フリーアナウンサー

　　　丹羽てる美氏

料金　無料

申込　当日午前９：30～先着順

◆第13回きたきた福祉の日

日時　２／９（日）午前10：00～午後３：00

　　　（模擬店は午後１：15まで）

内容　市内で活動する

　　　知的障害者を

　　　対象とする青年

　　　学級同士と地域

　　　の人との交流を

　　　目的としたお祭りです。

　　　いろいろなイベントや模擬店を行います。

料金　無料（模擬店などは有料）

◆初心者向け　パソコン広場

日時　１／24（金）午前10：00～正午

対象　文字入力のできる方　14人　

料金　無料

申込　１／22（水）午前10：00～先着順（電話可）

◆市民公開講座「学ぼう！すい臓の病気」

日時　１／21（火）午後３：00～４：00

場所　２階大ホール（座席に限りあり）

講師　第一消化器内科副部長　平野敦之氏

◆大曽根住宅

日時　１／21（火）午後２：00～３：30

◆上飯田第二公団

日時　１／29（水）午前10：00～11：00

◆乳幼児向けおはなし会

日時　１／24（金）午前11：00～11：30

◆土曜日おはなし会

日時　１／11・25、２／８（土）午後２：00～２：40

◆おはなし会

日時　１／15・22・29、２／５（水）

　　　午後３：30～４：00

◆ストーリー・テリング（語り）のおはなし会

日時　２／１（土）午前11：00～11：30

対象　５歳以上

◆おもちゃ病院

日時　１／12、２／９（日）午前10：00～午後３：00

◆おはなし会

日時　１／11・25、２／８（土）午後２：30～３：00

　　　２／６（木）午後４：00～４：30

◆ちいさい子のおはなし会

日時　１／24（金）午前11：00～11：30

◆おもちゃ病院

日時　１／19（日）午前10：00～午後３：00

※一般は15歳以上（中学生を除く）　※☆印の申込は、市電子申請サービス・往復はがき（５面参照）。各催しの

必要事項は全員の性別と年齢。〒462－0021成願寺１－６－12北スポーツセンターまで。はがき１枚につき１人

（１組）のみ有効。定員を超えた場合は抽選。　※年末年始12／29（日）～１／３（金）は休館日。
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◆認知症の方を介護する家族支援事業

対象　区内在住の認知症の方を介護する家族

申込先
北区東部いきいき
支援センター

北区西部いきいき
支援センター

対象学区

六郷、六郷北、飯田、

宮前、名北、辻、杉村、

東志賀、城北

大杉、清水、金城、

光城、川中、味鋺、

西味鋺、楠、如意、楠西

家族教室

（認知症

の講話・

交流会）

１／23（木）

午後１：30～３：30

北区東部いきいき

支援センター会議室

１／15（水）

午後１：30～３：30

北区在宅サービス

センター研修室

医師の

専門相談

（予約制

３人まで）

１／15（水）

午後２：00～３：30

場所　同上

１／22（水）

午後２：00～３：30

北区在宅サービス

センター連絡調整室

家族

サロン

（介護の

悩み相談）

１／16（木）

午後１：30～３：30

場所　同上

１／22（水）

午後１：30～３：30

北区在宅サービス

センター研修室

◆法律相談（予約制）　※面談時間は20分

日時　１／27、２／10（月）午後１：00～４：00

申込　名古屋おしえてダイヤル（☎953－7584）

　　　開催日の１週間前から電話で申し込み

◆行政相談（予約不要）

日時　１／15（水）午後１：30～３：30

問合　北区役所地域力推進室（☎917－6432）

◆人権相談（予約不要）

日時　１／15（水）午後１：30～３：30

問合　北区役所総務課庶務係（☎917－6416）

※上記◆の場所は全て北区役所３階　相談室

◆今年4月に小・中学校に入学されるみなさまへ

　もうすぐ新入学　就学通知書をお届けします

小学校　 平成25年４月２日～平成26年４月１日

生まれのお子さんへ、１月中に自宅

へお届けします。

中学校　在学中の小学校を通じて１月中に

　　　　お届けします。なお、国立・私立の

　　　　小学校などに在学中のお子さんに

　　　　は、自宅へお届けします。

※就学通知書が届かないときや内容に疑問

　がある場合は、下記問合先までお問い合わ

　せください。

　

　

問合　北区役所市民課（☎917－6446・℻914－5752）

　　　楠支所区民生活課市民係（☎901－2263・℻902－1840）

◆KITA　JAZZ！メンバーズを募集しています！

北区と一緒にKITA JAZZ！を盛り上げていただ

ける店舗やアーティストの方を募集しています。

要件　 KITA JAZZ！の広報に協力する区内の店舗や区内

ジャズイベントに出演したことのあるアーティスト

特典　 KITA JAZZ！ウェブサイトにて紹介、

グッズの提供

申込　申込書を下記問合先へ提出。詳しくは

　　　KITA JAZZ！ウェブサイトにて。

　申込が必要なものは、申込開始日の午前10：00～

先着順（電話可）※電話の場合は午前10：30～

◆おもちゃ病院☆パンダ

日時　１／11、２／8（土）午前10：00～午後２：00

◆なかよし広場（地域交流事業）

日時　１／16（木）午前10：00～11：30

対象　０歳児とその保護者

内容　歯の話

◆屋内遊園「わんだふるぱーく」

日時　１／17（金）午前10：00～11：30

対象　未就園児とその保護者

内容　 ４階ホールで大きなおもちゃを使って

遊べます。

◆こぐま会とあそぼう

日時　１／18（土）午後３：00～４：30

対象　幼児以上（幼児は保護者同伴）

内容　 北区子ども会ボランティアサークルこぐま会

のお兄さんお姉さんと遊びましょう！

持物　タオル、飲み物

◆子ども将棋教室

日時　１／25（土）午後１：00～２：00

対象　小学生以上 10人※保護者の入場不可

申込　先着順（電話可）

◆ちびっこからだあそび

日時　１／30（木）午前10：00～11：30

対象　歩行可能な未就園児とその保護者

持物　動きやすい服装、飲み物、タオル、古ハガキ

内容　親子でふれあいながら身体を使う遊び

◆赤い羽根共同募金運動の期間延長を実施します

１～３月の間、「障がいのある方を

対象とした防災対策への支援」を

テーマに設定し、募金運動を実施

します。ぜひご協力お願いします。

〈問合・募金の受付〉

北区共同募金委員会（北区社会福祉協議会内）

（☎915－7435・℻915－2640）

◆街路灯パートナーをご存知ですか？

企業や団体などに、街路灯１本あたり３年分

の電気料相当額をご寄附いただくとともに、

名古屋市と協働して街路灯の維持管理を行っ

ていただくものです。

現在、北区内では以下の企業に街路灯パート

ナーとしてご協力いただいており、街路灯に

アダプトサイン（協力者表示）を設置していま

す。（五十音順敬略）

・エフシーテック㈱

・㈱オカシズ

・東海カッター興業㈱

・中西電機工業㈱

・㈱ヒメノ

・朋和設備工業㈱

◆毎年１月26日は「文化財防火デー」

昭和24年１月26日、法隆寺金堂の火災で国宝の

壁画を消失したことを契機に、貴重な文化財を

火災から守るために定められました。

北消防署では、文化財を保存・管理している建

物の防火指導を実施しています。文化財は国民

の貴重な財産であり、みんなで守っていかなけ

ればなりません。区民の皆さまも火災予防に心

がけ、貴重な文化財を火災から守りましょう。

◆悪質な訪問販売にご注意を

上下水道局からの委託であるかのように

装って、高額な浄水器の購入を勧めたり、な

かば強引に給水管や排水管の点検・清掃・修

理を行って、高額な代金を請求する悪質な訪

問販売が報告されています。

上下水道局では、浄水器の販売はしていませ

ん。また、お客さまからの依頼なしに訪問し

て、有料で宅地内の給水管・排水管の点検・清

掃・修理などを行うことはありません。販売

目的や内容を確認し、必要がなければきっぱ

り断りましょう。ご不審に思われたときは、

職員証の提示を求めるか、担当の営業所へご

連絡ください。

◆お風呂やさんで　お元気か～い

在宅保健師会「あいち」の保健師が楽しく健康

づくりの話、かんたんな体操を行います。

※悪天候などにより中止の場合あり

日時　２／５（水）午後２：00～３：00

場所　日の出湯（杉村１－21－12）

対象　市内在住の65歳以上の方

申込　不要　／　料金　無料

問合　日の出湯（☎914－6475）

　　　名古屋浴場商業協同組合　

　　　（☎322－5735・℻321－2645）

　　　健康福祉局高齢福祉課　　

　　　（☎972－2544・℻955－3367）

◆「エコだよ！料理教室」参加者募集

日時　１／30（木）午前10：30～午後１：00

場所　北生涯学習センター　料理室

対象　市内在住・在勤・在学の方（高校生以上）

定員　36人（応募者多数の場合は抽選）

講師　栄養士・日本栄養士学会会員

　　　（元・鈴鹿大学講師） 小堀美知留氏

内容　 食材丸ごと使い切り。財布にも環境に

も優しい料理を作っておいしくいただ

きます。身近な食から、環境のためにで

きることを考えましょう。

料金　無料　　　

申込　電話・ファックス・はがきにて。

　　　 「エコだよ！料理教室」と申込者全員の

氏名、住所、電話番号を明記し下記問合

先まで。１／17（金）午後５：00必着

問合　西区公害対策室

　　　〒451－8508　西区花の木二丁目18番１号

　　　（☎523－4613・℻523－4634）

◆北区福祉地域相談

生活に困っている方・ご家族などどなたでも

お気軽にご利用ください。障害者手帳の有無

は問いません。

日時　１／11（土）午後１：00～４：00

場所　楠西コミュニティセンター（喜惣治１ｰ367）

問合　北区障害者基幹相談支援センター

　　　（☎910－3133・℻916－3665）

◆カセット式ガスボンベの処理は適切に！

カセット式ガスボンベやスプレー缶などを、不燃

ごみや空き缶に混ぜて排出すると、収集車や工場

の火災の原因となり大変危険です。以下の方法で

排出いただくようご協力をお願いします。

①中身を完全に使い切って

②穴をあけずに※　　

③可燃ごみの収集日に、

　資源袋か透明・半透明袋

　に入れて

※中身を使い切れない場合はご相談ください。

◆花と盆石展

日時　１／11（土）～13（月・祝）

　　　午前９：00～午後４：30

　　　（最終日は午後４：00まで）

出展　花修会

◆古典芸能を楽しむ会

日時　１／18（土）

　　　午前10：30～

場所　２階体育室

内容　講演他

講師　狂言和泉流野村派

　　　十四世 野村又三郎氏

◆３Ｂ体操

日時　１／24（金）午前10：00～11：30

場所　２階体育室　／　講師　栁川晃子氏

料金　300円　／　申込　当日受付

“しない　させない　越境入学”

市立の小・中学校は特別な事情がある場合

を除いて、お子さんが実際に生活している

学区の学校へ通学することになっています。

住所を偽り他学区の学校へ通学することは

認められません。

　次の方は、所定の手続きが必要です。

　下記問合先までお越しください。

　★国立・私立の小・中学校へ入学される方

　　（入学する学校長の入学承諾書などを

　　お持ちください。）

　★外国籍の方で市立の小学校を希望され、

　　手続きをしていない方

問合　北区役所地域力推進室（☎917－6433・℻914－5752）
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