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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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絶対ダメ！！絶対ダメ！！

携帯電話使用等（保持）違反の罰則 …通話、画像を注視

　する行為

改　正　前

罰　則

反則金

点　数

5万円以下の罰金

普通車　6千円

1点

改　正　後

罰　則

反則金

点　数

６月以下の懲役または

10万円以下の罰金

普通車　１万８千円

３点

令和元年中に北区内で発生した交通事故死者数は、記録の残る昭和30年以来初の０人でした。

また、区内の人身事故による死傷者数は、昨年比△171人（△23.1%）の570人でした。

これからも交通ルールを守り、交通事故のない北区にしましょう。

北警察署管内の

交通取締りに

ついてはこちら▶

北警察署・北区役所

からのお知らせ

問 合 北環境事業所（☎981-0421・FAX981-5399）

問 合 北警察署（☎981-0110） ・ 北区役所地域力推進室（☎917-6439・FAX914-5752）

令和

２年度 令和２年４月より、北区の一部の地域で　　　　  ・　　　　　　　の収集曜日を変更します。

※他の品目は変更しませんが、収集コースの見直しなどにより収集時間が変わることがあります。ご理解・ご協力をお願いします。

不燃ごみ プラ製容器包装

・　　　　　　　 の収集曜日変更について不燃ごみ プラ製容器包装

不燃ごみ
下表の対象地域について、木曜収集から水曜収集に変更します。

新しい収集曜日などは、下表のとおりです。

金　城

東志賀

光　城

金　城

東志賀

光　城

川　中

清　水

金　城

学　区 対　象　地　域

金城町２丁目（志賀公園交差点北側）、 平手町、 八代町

黒川本通５丁目（国道41号線西側）

金城町３ ・ ４丁目、 光音寺町１～４丁目、

光音寺町字野方（バス通南側）、 中丸町、 浪打町、 野方通、

萩野通１丁目（１～20番地） ・ ２丁目、 桝形町、 水草町（水草団地を含む）

金城町２丁目（志賀公園交差点南側）、 金城三 ・ 四丁目、 駒止町、

志賀南通１丁目、 敷島町、 城見通、 田幡一 ・ 二丁目、 西志賀町、 元志賀町

黒川本通２～４丁目（国道41号線西側）

光音寺町字野方（バス通北側福徳交差点より東）1919-63 ・ 65 ・ 66

光音寺町字野方1919-５ ・ 89、 中切町１～６丁目、

中切町字石原 ・ 新田 ・ 野間、 福徳町

清水一 ・ 三 ・ 四丁目、 名城一～三丁目、 柳原一～四丁目

金城一 ・ 二丁目

新収集曜日 ２年度最初

プラ製容器包装
下表の対象地域について、収集曜日を変更します。

新しい収集曜日などは、下表のとおりです。

楠

味　鋺

清　水

味　鋺

学　区 対　象　地　域

楠三～五丁目

東味鋺一～三丁目、

楠味鋺三～五丁目

名城二 ・ 三丁目

中味鋺一～三丁目、

楠味鋺一 ・ 二丁目

新収集曜日 ２年度最初

第１水曜

第２水曜

第３水曜

第４水曜

４/１（水）

４/８（水）

４/15（水）

４/22（水）

毎週月曜

毎週火曜

毎週水曜

毎週木曜

４/６（月）

４/７（火）

４/１（水）

４/２（木）

The Polar Star Jazz Orchestra

“北区の星になる”という意気込みのもと、北文化

小劇場にて活動している。これまでに定期演奏

会のほか、名古屋ジャズストリート in 大曽根や

北区区民まつりなど数々のイベントに出演し、

北区を中心に活動の幅を広げている。

日 時

場 所 上飯田児童館　　　　小学生以上～18歳未満

リュックやショルダーバッグなどのかばん、飲み物

対 象

持 物

①住民登録をするので、名前・学校名・学年・電話番号

　を覚えてくるかメモしてきてください。

②保護者は会場内には入れません。

　所定の場所にてお待ちください。

上飯田児童館（☎916-7030・FAX916-7033）

その他

問 合

日 時 3/7（土） 午後１：30 開場  ２：00 開演

場 所 北文化小劇場　　　　1,000円　※未就学児入場不可

＊Take the “A” Train　＊Fly Me to the Moon　＊Love For Sale　ほか

北文化小劇場（☎910-3366・FAX910-3367）

料 金

曲 目

問 合

遊びな
がら

社会の
しくみを

知ろう！

北文化小劇場リニューアルオープン・開館20周年記念
申込
不要

参加
無料こどものまち

～わんわんシティ～

上飯田児童館キャラクター
「ワンワン」

2/15（土） 2/16（日）
午前11：00
～午後３：00

午前10：00
～午後２：30

こどもの

まちって？

こどもたちがつくる「こどもだけのまち」

です。お仕事をしてわんわんシティの

中だけで使えるお金をもらって、食事や

買い物などを楽しもう♪

・

The Polar Star

Jazz Orchestra

4th Concert
「PSJO」に

よる4回目の

コンサート♪

車で走行しながらスマートフォン

などを使用すること

スマートフォンやカーナビゲーション

の画面を注視すること

交通事故 運転中のスマホ使用の罰則が強化されました！！
令和元年12月1日から、道路交通法等の一部改正により、「ながら運転」（携帯電話使用等違反）の罰則が強化されました。

交通事故などの危険を生じさせた場合は、免許停止になります！！

北区マスコットキャラクター

「キタッコ」



２北 区 ⓭２

◆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

２／18（火）

午後１：00

　～１：15

Ｒ１．10．11

～10．23生

２／25（火）
Ｒ１．10．24

～11．５生

３／３（火）
Ｒ１．11．６

～11．18生

１歳

６カ月児

２／19（水）

午後１：00

　～１：30

Ｈ30．７．17

～８．１生

３／４（水）
Ｈ30．８．２

～８．17生

３歳児

２／14（金）
Ｈ29．１．13

～１．28生

２／28（金）
Ｈ29．１．29

～２．15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。

　　　　　　　　　＝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 ３／10（火）
午後１：10

　～１：25

Ｒ１．11．１

～11．30生

１歳６カ月児 ２／12（水）
午後１：20

　～１：50

Ｈ30．７．８

～８．11生

３歳児 ３／６（金）
Ｈ29．２．２

～３．５生

◆乳がん検診〈予約制〉　　　　　　　　　あり

日時　３／14（土）午後　／　場所　北保健センター

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　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　２／28（金）まで

【問合】感染症対策等担当（☎917－6552）

【問合】感染症対策等担当（☎917－6552）

◆ママのための骨コツ・ロコモ予防教室〈予約制〉

赤ちゃんとママが一緒に楽しむ教室です。

日時　３／19（木）午前９：10～11：00

　　　（受付　午前９：00～９：10）

場所　北保健センター　集団指導室・栄養室

対象　区内在住の令和元年８～10月生まれの

　　　赤ちゃんとその母親　15組

　　　※対象外のお子さんの同伴はご遠慮ください。

内容　血圧測定、保健師・栄養士の話、親子体操、試食

申込　２／26（水）午前９：00～先着順（電話可）

【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

①３／２（月）

②３／９（月）

午後１：15

　～１：30

北保健

センター
妊婦とその家族

①助産師の話、沐浴体験など

②管理栄養士・歯科衛生士の話など

持物　母子健康手帳、筆記具、テキスト
楠分室ファミリー教室（２日間コース）

【予約制】☎902－6501

②２／19（水）

①３／18（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

３／６（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２／27（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
３／10（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

２／13（木）
午後１：00

　～１：45

北保健

センター
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２／27（木）
午後１：15

　～２：00
楠分室

はじめての歯みがき教室

【予約制】☎917－6553

申込　３／10（火）午前９：00～

３／17（火）
午前９：50

　～10：00

市総合

社会福祉

会館６F

トレーニング

ルーム

平成31年１月～令和元年５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

２／13（木）

午前９：15

　～10：30

※個別相談は

午前10：00まで 楠分室

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
２／13（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　２／17（月）午前９：00～

２／27（木）
午前10：00

　～10：15

北保健

センター

令和元年５・６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

こころの健康相談

【予約制】☎917－6572

２／12・26、

３／４（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
２／19（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

２／27（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

◆認知症講演会〈申込不要〉

日時　２／21（金）午後１：30～３：30

　　　（開場　午後１：00）

場所　愛知学院大学名城公園キャンパス　明倫ホール

対象　区内在住・在勤の方　350人

内容　第１部　映画上映「徘徊ママリン87歳の夏」

　　　第２部　講演会「その後のママリン」

　　　※第２部のみ手話通訳・要約筆記あり

講師　酒井章子氏（映画出演者）

【問合】保健看護担当（☎917－6554）

◆難病患者のための「医療生活相談会」〈予約制〉

日時　２／21（金）午後１：30～３：30

　　　（受付　午後１：00～１：20）

場所　北保健センター　集団指導室

対象　難病患者さんとそのご家族　15人

内容　①音楽療法「歌ってリハビリテーション

　　　　～心と体に音楽を～」

　　　②講話「訪問看護、訪問リハビリの紹介」

講師　①音楽療法士　佐溝章代氏

　　　②北区訪問看護ステーション

　　　　認定看護師、理学療法士

申込　電話・窓口にて下記問合先まで

【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

※ 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）

◆胃がん・大腸がん検診〈予約制〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　あり

日時　３／14（土）午前　／　場所　北保健センター

対象　市内在住40歳以上の方（今年度40歳になる

　　　方も含む）で、下記①は昨年度中に本市の

　　　胃がん内視鏡検診を受診していない方

内容　①胃がん検診（問診・胃部エックス線検査）

　　　②大腸がん検診

　　　　（問診・免疫便潜血検査＜２日法＞）

料金　①②とも500円　／　申込　２／28（金）まで

【問合】感染症対策等担当（☎917－6552）

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）

【問合】

北区社会福祉協議会（☎915－7435）

北区東部いきいき支援センター（☎991－5432）

北区西部いきいき支援センター（☎915－7545）

北区西部いきいき支援センター分室 （☎902－7232）

北 区 地 域 包 括 ケ ア 通 信 ⑦

◆「北区おでかけマップ」をご存知ですか？

北区では、気軽に立ち寄り、介護予防や仲間

づくりができる場所の情報を集めた「北区

おでかけマップ」を作成しています。

このマップを見て、ぜひお近くのサロンな

どへお出かけしてみませんか。

最新版については、北区社会福祉協議会の

ウェブサイトに掲載しています。

ウェブサイトは

こちらから↓

自己負担金免除制度

自己負担金免除制度

自己負担金免除制度

自己負担金免除制度



　

※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
２／13（木）

午後６：45～７：45

中学生

以上

30人
各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

３／２・９

（月）

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（ズンバ） 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～

卓球トップ選手に

教えてもらおう！
３／７（土） 午前９：30～11：30 小中学生 20人 無料

２／11（火）午前９：00～

先着順（電話可）

教室名 日程 時間 対象 定員 料金 申込

ベビーサイン体験会⑩ ３／13（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

２／26（水）

必着☆

ヨガ&フィットネス
毎週月曜日

（２／24を除く）
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
毎週火曜日

（２／11を除く）
午前10：45～11：45

各50人

エアロビクス 毎週木曜日 午前10：45～11：45

朝ヨガ 毎週月曜日

（２／24を除く）

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

フラダンス（プルメリア）

毎週火曜日

（２／11を除く）

午後０：40～１：40 一般女性

フラダンス（ハイビスカス） 午後１：50～２：50 一般女性

キッズダンス 午後７：00～８：00 小学生

ファイティング

エクササイズ
毎週水曜日 午前10：45～11：45 一般

ベリーダンス
毎週木曜日

午後１：30～２：30 一般女性

ズンバ 午後７：00～８：00 一般

　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。

◆民踊発表会

日時　２／22（土）午前10：00～午後１：00

◆カラオケ大会

日時　２／29（土）午前10：00～午後２：00

◆アラカルト講座

①男の体操教室（要予約）

日時　２／12・26（水）

　　　午後２：30～４：00

対象　市内在住60歳以上の男性　15人

②脳活レクリエーション（要予約）

日時　２／20（木）午後１：00～２：00

◆出張講座

①のんびり体操教室in水草

日時　２／20（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　２／27（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　２／25（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　２／18（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　２／22（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パズルで脳トレ

日時　２／12（水）午後２：00～３：00

⑦パルロと体操

日時　２／19（水）午後２：00～３：00

⑧懐メロコンサート

日時　３／４（水）午後２：00～３：00

※⑥⑦⑧の場所はハローステーション、定員は15人

◆コグニサイズ体験会

日時　①２／26（水）　②３／２（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　３／３（火）午後１：00～２：00

◆無料介護相談

日時　３／３（火）午後２：00～３：00

◆無料健康相談

日時　①２／14（金）　②２／28（金）

　　　午後２：00～３：00

講師　①内科医　新居敬弘氏

　　　②整形外科医　林一成氏

◆市民公開講座・糖尿病教室合同開催

　「糖尿病の最新情報」

日時　２／20（木）午後１：30～３：00

場所　２階大ホール（座席に限りあり）

講師　内分泌・糖尿病内科医　伊藤峻介氏

　　　栄養管理科副部長　山嶋淑己氏

◆大曽根住宅

日時　３／３（火）午後２：00～３：30

◆乳幼児向けおはなし会

日時　２／14・28（金）午前11：00～11：30

◆おはなし会

日時　２／12・19・26、３／４（水）午後３：30～４：00

　　　２／22（土）午後２：00～２：40

◆ストーリー・テリング（語り）のおはなし会

日時　３／７（土）午前11：00～11：30

対象　５歳以上

◆かげえ人形げき「ブレーメンのおんがくたい」

日時　３／７（土）午後１：30～２：30

◆暮らしのセミナー「これから注意すべき感染症」

日時　２／27（木）午前10：00～11：30

定員　30人

講師　西部医療センター看護師　伊藤真早代氏

申込　２／13（木）午前９：30～先着順（電話可）

◆おもちゃ病院

日時　３／８（日）午前10：00～午後３：00

◆おはなし会

日時　２／22（土）午後２：30～３：00

　　　３／５（木）午後４：00～４：30

◆ちいさい子のおはなし会

日時　２／13（木）・28（金）午前11：00～11：30

◆おもちゃ病院

日時　２／16（日）午前10：00～午後３：00

◆おはなし工作会

日時　２／15（土）午前11：00～11：30

◆講演会「子どもの口腔機能の発達と子育て」

日時　２／29（土）午前10：00～11：30

定員　20人

講師　藤田医科大学医学部形成外科

　　　近藤俊氏

申込　２／11（火）午前９：30～先着順（電話可）

◆赤ちゃんと楽しむわらべうた（子どもと本の講座）

日時　３／７（土）午前10：00～11：00

定員　４～８カ月児とその保護者　10組

講師　名古屋コダーイセンター　高橋理恵氏

申込　２／12（水）午前９：30～先着順（電話可）

※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。

※２／17（月）～３／１（日）は、空調設備更新のため全館臨時休業

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～

◆おやこdeヨガ

日時　２／14・28（金）午前10：00～11：30

対象　首が座っている未就学児とその保護者　30組

持物　飲み物、ウェットティッシュ、動きやすい服装

申込　先着順（電話可）

◆子ども将棋教室

日時　２／22（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）

◆なかよし広場（地域交流事業）

日時　２／20（木）午前10：00～11：30

対象　０歳児とその保護者　／　内容　絵本の話

◆屋内遊園「わんだふるぱーく」

日時　２／21（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で遊べます。

◆ちびっこからだあそび

日時　３／５（木）午前10：00～11：30

対象　歩行可能な未就園児とその保護者

内容　親子でふれあいながら身体を使って遊びます。

持物　飲み物、タオル、動きやすい服装

◆わんぱくせいさく隊「おやこ七宝焼き」

日時　３／７（土）午前10：00～正午

対象　小学生とその保護者　10組程度

料金　１人300円

申込　２／22（土）～

◆ぱぱままたいむ「ベビーマッサージ」

日時　３／15（日）①午前10：00～10：45

　　　　　　　　②午前11：00～11：45

対象　首が座っている０歳児と

　　　その保護者　各10組

料金　300円（オイル代）

申込　２／29（土）～

◆初心者向け　パソコン広場

日時　２／14・28（金）午前10：00～正午

対象　文字入力のできる方　14人

申込　各日２日前の午前10：00～先着順（電話可）

２ ２ 北 区⓮



◆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）

２／27（木）
午後１：30～３：30
北区東部いきいき
支援センター会議室

２／14（金）
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）

２／19（水）
午後２：00～３：30
場所　同上

２／26（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）

２／20（木）
午後１：30～３：30
場所　同上

２／26（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）　

日時　２／25（火）、３／９（月）

　　　午後１：00～４：00（面談時間は20分）

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　２／19（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　２／19（水）午後１：30～３：30

問合　北区役所総務課庶務係（☎917－6416）

◆行政書士による相続・許認可手続

　無料相談（予約優先）

日時　２／26（水）午前10：00～正午、午後１：00～４：00

問合　愛知県行政書士会西北支部（☎982－7827）

※上記◆の場所は全て北区役所３階　相談室

◆黒川の美化にご協力を！

区内を流れる黒川（堀川）は、川沿いに遊歩道があ

り、散歩やジョギングなど市民の皆さまに親し

まれています。そんな憩いの場所が汚れていて

は台無しです。犬の糞やゴミは持ち帰る、動物に

むやみにエサやりをしないなど、皆さまが気持

ちよく利用できるよう、ご協力をお願いします。

◆３／１（日）～７（土）は『春の火災予防運動』

　～ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心～

空気が乾燥して、火災が発生しやすい時季を迎え

ます。住宅で火災が発生したときに、いち早く知ら

せてくれる「住宅用火災警報器」の設置はお済みで

すか？住宅用火災警報器が作動して

大きな火災にならなかった例が多く

報告されています。古くなると電子

部品の寿命や電池切れなどで、火災

を感知しなくなることがあるため、

10年を目安に交換しましょう。

◆水道管の凍結にご注意ください

寒い日が続くと、水道管が凍結しやすくなります。破

損事故を防ぐため、屋外にあるじゃ口や露出した水道

管に防寒材や布などを巻き、その外側をビニール袋な

ど水を通しにくい製品で覆います。その上からビニー

ルテープなどを巻きつけて固定し、防寒しましょう。

　　　　　　凍結した場合はじゃ口を開けてタオル

　　　　　　などをかぶせ、ぬるま湯をゆっくりかけ

　　　　　　てとかしてください。あわてて熱湯をか

　　　　　　けると水道管が破損することがありま

　　　　　　すのでご注意ください。

◆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　２／22（土）午後１：30～４：00

場所　飯田コミュニティセンター（平安２－３－24）

問合　北区障害者基幹相談支援センター

　　　（☎910－3133・℻916－3665）

◆ボランティアグループ「ムクムク」の読み聞かせ

日時　２／20（木）午前11：00～11：30

場所　１階ロビー

対象　未就園児とその保護者

内容　歌遊び、パネルシアター、大型絵本

◆料理教室「お雛様のおもてなし料理」

日時　２／21（金）午前10：00～正午

場所　２階実習室　／　定員　20人

料金　1,000円　／　講師　梶田みゆき氏　

申込　２／15（土）まで（電話可）

◆３Ｂ体操

日時　２／28（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

new!
令和２年４月から新しい

◆寸劇、体験で学ぶ！交通安全教室

　～高齢者から子供まで～

日時　２／15（土）午前10：00～正午

場所　ソーネおおぞね

定員　100人（当日先着順）

講師　愛知県警　交通安全教育チーム「あゆみ」

内容　寸劇による交通講話、運転・歩行能力

　　　診断、弦楽アンサンブルによる

　　　オープニングコンサートなど

問合　北区東部いきいき支援センター（☎991－5432）

名称　学びメイク辻町保育室（仮称）

場所　辻町３－49　プラチナムハイツ辻町１階

運営　（株）ミライメイク　☎908－9300

◆説明会

日時　２／22（土）午前10：30～

場所　ミユキモール（西区庄内通１－40）

問合　上記運営元まで

◆入所手続き

申込　３／10（火）までに下記問合へ申請書などを提出

問合　北区役所民生子ども課民生子ども係

　　　（☎917－6518・6519　℻917－6512）

曜日 会場 定員

月 辻コミュニティセンター 30人

火 楠地区会館 20人

水 川中コミュニティセンター 30人

木 金城コミュニティセンター 30人

金 大杉コミュニティセンター 30人

◆フレンドリークラブ参加者大募集

　～高齢者はつらつ長寿推進事業～

健康体操、指先を使った物づくり、レクリエー

ション、脳トレ、参加者企画など楽しく行って

います。皆さまのご応募をお待ちしています。

<開催日時および会場>

①午前10：00～正午

②午後１：45～３：45（水・金はありません）

期間　４～９月

対象　市内在住65歳以上の方で会場まで

　　　おひとりで通える方

申込　２／28（金）まで

　　　※定員を超えた場合は抽選。新規優先

◆令和２年度個人市民税・県民税申告会場の

　お知らせ

〈受付時間〉

午前８：45～正午、午後１：00～５：15

〈期間と受付場所〉

①２／３（月）～３／16（月）※土・日・祝日は除く

　栄市税事務所（東区東桜一丁目13番３号　

　NHK名古屋放送センタービル８階）および

　楠支所２階　会議室

②２／３（月）～３／13（金）※土・日・祝日は除く

　北区役所２階　研修室

③３／16（月）

　北区役所３階　第３会議室

※ 申告書（事務所・事業所または家屋敷分を除く）

にはマイナンバーを記載し、本人確認書類を

　提示するか写しを添付してください。

問合　栄市税事務所市民税課（☎959－3304）

◆名古屋北税務署からのお知らせ

　～令和元年分の申告と納税について～

〈申告・納税期限〉

所得税・復興特別所得税・贈与税…３／16（月）まで

個人事業者の消費税・地方消費税…３／31（火）まで

〈確定申告会場〉

期間　２／17（月）～３／16（月）

　　　※土・日・祝日は除く。ただし、２／24（月・祝）、

　　　　３／１（日）に限り開設。

時間　午前９：15～午後５：00

　　　（受付は午後４：00まで）

　　　※会場の混雑状況により、早めに受付

　　　　を終了する場合があります。

場所　中産連ビル　２階集会室

　　　（東区白壁三丁目12番13号）

　　　

　　　

　　　※無料駐車場はありません。

　　　　公共交通機関をご利用ください。

　　　　基幹バス・路線バス「清水口バス停」

　　　　から徒歩約５分

　　　　名鉄瀬戸線「清水駅」または「尼ヶ坂駅」

　　　　から徒歩約７分

注意　・ 申告書には、マイナンバーを記載し、

本人確認書類を提示するか写しを添

付してください。

　　　・ 上記の期間、北税務署でも申告書の提出

はできますが、申告の相談は行いません。

問合　名古屋北税務署（☎911－2471）

　　　（自動音声に従い、番号を選択）

◆「野鳥観察会」参加者募集

日時　２／29（土）午前９：00～正午

場所　名城公園（小雨決行）

対象　市内在住・在勤・在学の方

定員　40人（応募者多数の場合は抽選）

講師　日本野鳥の会会員

内容　野鳥の観察を通じて身近な自然を感じてみ　

　　　ませんか。くわしく、わかりやすい解説付き

　　　で、初心者でも気軽にご参加いただけます。

料金　無料（粗品進呈）　　　

申込　電話・ファックス・はがきにて。

　　　「野鳥観察会希望」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。

　　　２／19（水）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）

◆名城レディースフォトクラブ写真展

日程　２／21（金）～24（月・祝）

出展　名城レディースフォトクラブ

◆春蘭展

日程　３／７（土）・８（日）　／　出展　名城愛蘭会

◆早春の山野草展

日程　３／７（土）・８（日）　／　出展　金城山草会

※上記◆は午前９：00～午後４：30（最終日は午後４：00まで）

小規模保育施設が開設されます

曜日 会場 定員

月 六郷コミュニティセンター 30人

火 楠西コミュニティセンター 30人

木 東志賀コミュニティセンター 30人

◆ＫＩＴＡ　ＪＡＺＺ！ミニコンサート

日時　２／13（木）①午前11：00～②午後１：00～

場所　イオン上飯田店３Ｆなごみ広場

出演　牛嶋としこ氏、湯田大道氏

問合　北区役所地域力推進室（☎917－6433）

　　　※３月は開催されません

★
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