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2025年は

こんな未来？

認知症の高齢者が

一人で買い物を

楽しんでいます

問　合 北区役所地域力推進室（☎917-6439・FAX914-5752）

「北区地域包括ケアみらい図」ができました！「北区地域包括ケアみらい図」ができました！

団塊の世代が75歳以上となる2025年（令和７年）をめどに、住み慣れた北区で

安心して暮らし続けられるためのまちの姿やそのために必要な取り組みを描きました。

令和2年度より、このみらい図実現のための取り組みを進めていきます。

令和２年は東海豪雨から20年の節目の年です。ウォーキングをしながら

北区の治水について学んで、災害に備えましょう。

日　時

集合場所 楠支所  ※駐車場はありません

3/14（土）
午前９：00～９：30受付
※受付後、随時出発

開催・中止に

ついては
名古屋おしえてダイヤル ☎052-953-7584

（受付時間 午前８：00～） ※ウェブサイトでもご案内しています。

開催・中止に

ついては

名古屋型友禅の糊を黒川の清流で落とす

友禅流しの実演が、桜の咲き誇る辻栄橋

周辺で行われます。また、川面に設けられた

ステージでは、ザ・ポーラスター・ジャズ・

オーケストラによる

演奏、琴の演奏、

女性会による

呈茶や辻学区

の模擬店も開催

されます。

ぜひお越しくだ

さい。

日 時

場 所

主 催

問 合

辻栄橋（地下鉄「上飯田駅」３番出口から徒歩約５分）

※駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

北区民まちづくり推進協議会、北区役所

北区役所地域力推進室（☎917-6433・FAX914-5752）

4/4（土）
午前10：00～ オープニング演奏

午前10：30～ 琴の演奏

午前11：00～ 友禅流し（糊落とし）
※中止の場合は４/5（日）に順延（オープニング演奏なし）
※天候などにより、内容が変更になることがあります。

楠地区内の治水施設や水にまつわる

史跡などをめぐるコース（6.7km）

★生棚川樋門 落合ポンプ所

★楠調節池

★洗堰緑地

★大井神社

大我麻調節池

★喜惣治神明社 ★喜惣治ポンプ所

※★のポイントは解説あり ※楠調節池の施設内見学は人数制限あり（受付は楠支所）
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名古屋おしえてダイヤル ☎052-953-7584
（受付時間 午前８：00～） ※ウェブサイトでもご案内しています。

高齢者が住み慣れた地域で自分

らしく生活できるまちづくりを

地域全体で進める取り組み

のことです。　　　

北区役所福祉課地域包括ケア推進担当

（☎917-6575・FAX914-2100）

問合

＊認知症になっても安心して暮らし続けられるまちになるために、認知症のご本人や

  区民のみなさんと、まちづくりについて考えます。

＊北区がお出かけしやすいまちになるための高齢者向けのお出かけマップを作成します。

＊高齢者が安心して暮らせるためにＩＣＴツールを使った取り組みを進めていきます。

＊「KITA JAZZ！」と連携して、みんなが参加したくなる介護予防イベントを実施します。

令和2年度

の取り組み

北区地域包括ケアみらい図の

詳しい内容や今後の取り組み

などは、区ウェブサイトへ公開

します。 区ウェブサイトはこちらから▶

楠支所
スタート
ゴール

防災フェスタ
楠支所駐車場で

住み慣れたわが家で医療や

介護のサービスを受けています

ICT技術に見守られて、

認知症の高齢者が

散歩を楽しんでいます

近所の銭湯で、高齢者が

若者に背中を流して

もらっています

毎朝公園に老若男女が

集まり、KITA JAZZ！体操

で交流しています

地域の空き家を活用して、身近な

場所でサロンが行われています

忘れがちなゴミ出し情報を

AIが教えています

近所のサロンで

気軽に“よろず相談”

しています

ご近所さんが集まって、

楽しく夜ごはんを食べています

（午後0：30まで）

北区マスコット北区マスコット

キャラクター

「キタッコ」
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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 ３／17（火）
午後１：00

　～１：15

Ｒ１．11．19

～11．30生

１歳

６カ月児
３／18（水）

午後１：00

　～１：30

Ｈ30．８．18

～９．２生

３歳児 ３／13（金）
Ｈ29．２．16

～３．10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。

市ウェブサイトにも掲載しています。

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）

健診名 実施日 受付 対象者

３（４）カ月児 ４／７（火）
午後１：10

　～１：25

R１．12．１

～12．31生

１歳

６カ月児

３／11（水）
午後１：20

　～１：50

Ｈ30．８．12

～９．７生

４／８（水）
Ｈ30．９．８

～10．７生

【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

①４／６（月）

②４／20（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

①３／18（水）

②４／15（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

３／26（木）
午前９：15

　～10：30
楠分室 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４／９（木）
午前９：00

　～11：00

北保健

センター

おやこ歯の健康教室

【予約制】☎917－6553

３／12（木）

４／９（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

育児相談

※個別相談のみ【予約制】

☎902－6501

３／12（木）

４／９（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

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

３／12（木）

４／９（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　３／16（月）午前９：00～

３／24（火）
午前10：00

　～10：15

北保健

センター

令和元年６・７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、赤ちゃん用のお茶

乳幼児すくすく相談

【予約制】☎917－6553
３／27（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

３／11・25（水）

４／１・８（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
３／18（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

３／26（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

◆食育教室「春休み企画　おとうふをつくろう」―ついでに嫌いな野菜も好きになっちゃうかも―

日時　３／25（水）午後１：15～３：00（受付　午後１：00～１：15）

場所　北保健センター　栄養指導室　／　対象　小学生とその保護者 10組

内容　豆腐作り（おとうふ工房いしかわ）と試食

申込　３／11（水）午前９：00～先着順

【問合】保健感染症係（☎917－6553）

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）

生後91日以上の犬は、登録と毎年１回の

狂犬病予防注射が必要です。

料金　3,500円（登録済の犬）　

　　　6,500円（未登録の犬）

実施日

時間・場所（雨天決行）

午前10：30

　～11：30

午後１：00

　～２：00

４／６（月） 成願寺公園 名北公園

４／７（火） 楠公園
喜惣治

第二公園

４／８（水） 味鋺公園 大山公園

４／９（木） 川中公園 味鋺西公園

４／10（金） 志賀公園 北保健センター

４／13（月） 宮前北公園 味鋺東公園

４／14（火） 飯田公園 ながた公園

４／15（水） 東志賀公園 大杉公園

◆犬の登録と狂犬病予防集合注射会場のお知らせ

※登録済の犬は、通知はがき（１頭につき１枚）をご持参ください。

※事故防止のため、飼犬の行動を制御できる方がお連れください。

※ 集合注射を利用しない場合は、動物病院で狂犬病予防

注射を受け、必要な手続きは動物病院にご確認ください。

※自家用車での来場はご遠慮ください。

＜犬の飼主の皆さまへ＞

◇ 転居、飼犬の死亡、犬を譲り受けた場合は保健センターへ

届け出てください。

◇飼犬のふん尿の始末は飼主が責任を持って行いましょう。

◇犬の散歩はリードをつないで行いましょう。

　散歩中の放し飼いは条例で禁止されています。

【問合】食品衛生・動物愛護等担当（☎917－6547）

精神障害・難病・障害児等福祉関係についての福祉制度利用に関する申請受付窓口が、

北保健センター保健予防課・楠分室（支所管内）から福祉課・区民福祉課（支所管内）に変わります。

４／１（水）以降、下記の対象事業は、変更後の窓口にて手続きをしていただくようお願いします。

区分 事業名

精神障害

自立支援医療（精神通院）、精神障害者保健福祉手帳、福祉特別乗車券、

障害福祉サービス、移動支援・地域活動支援、重度精神障害者タクシー料金助成制度、

市営住宅の福祉向入居募集、NHK放送受信料の減免、日常生活用具給付制度

難病

特定医療費助成制度（指定難病）、愛知県特定疾患医療給付事業、福祉特別乗車券、

障害福祉サービス、先天性血液凝固因子障害等治療研究事業、

スモンのはり・きゅう及びマッサージ施術事業、市営住宅の福祉向入居募集、

日常生活用具給付制度、補装具費支給制度

障害児等福祉 自立支援医療（育成医療）、障害児通所支援サービス、小児慢性特定疾病医療

※精神保健福祉相談など上表に記載のない事業は、引き続き北保健センター保健予防課が窓口です。

【問合】　３／31（火）まで　北保健センター保健予防課（☎917－6553）

　　　　　　　　　　　 北保健センター楠分室（精神・難病等）（☎901－2284）

　　　　４／１（水）から　北区役所福祉課（☎917－6528）・北区楠支所区民福祉課（☎901－2274）

４／１（水）～ 精神障害・難病等の福祉制度申請窓口が変わります市民課・保険年金課 窓口混雑予想

＜開庁時間＞　

平日　午前８：45～午後５：15

日曜　３／22☆、４／12　午前８：45～正午

　　　３／29、４／５　午前８：45～午後２：00

☆ ３／22（日）はマイナンバーカード、電子証明書

に関する手続きはできません

＜住民票の異動届に必要なもの＞

・本人確認ができるもの　・転出証明書（転入届の方）

・異動する方全員のマイナンバーカードまたは通知カード

・お持ちの方は、在留カード、特別永住者証明書、住基カード

※代理人が届出する場合には、委任状が必要

【問合】北区役所（☎911－3131〔代表〕・℻914－5752）

　　　楠支所（☎901－2261〔代表〕・℻902－1840）

大変混雑

混雑

休庁日

日 月 火 水 木 金 土

３／８３／９ 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 ４／１ ２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９ 10 11

12 13 14 15 16 17 18

＜４／１（水）以降の受付窓口の場所＞

○北区役所庁舎２階　福祉課　28番　　○北区楠支所庁舎２階　区民福祉課　12番

＜窓口変更の主な対象事業＞
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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

３／12・19・26（木）

午後６：45～７：45

中学生

以上

30人
各回

270円

★当日午後６：30～

ボディーケア・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

（３／16、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（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～

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 ２人１組
各回２人で

11,000円

ポールde体幹トレーニング１

４／６・13・20、

５／11・18（月）

（全５回）

午後１：00～２：00

20人 各2,500円 ４/１（水）～

窓口にて

随時受付

基礎からのポールウォーキング１ 午後２：10～３：10

からだメンテナンス１ 午後６：40～７：40

姿勢改善ポールウォーク１ 午後７：50～８：50

女性のための楽ラク！

健康リズム運動１

４／６・13・20、

５／11、６／１（月）

（全５回）
午後４：40～５：40

ゼロスタートランニング１
４／６～７／13の

指定月曜日（全９回）
午後５：50～６：50 20人 4,500円

Kick.Box.Fit.Ⅰ

４／９（木）

午後６：45～７：45 30人 300円 ★当日午後６：30～

ボディーケア・ピラティスⅠ 午後８：00～９：00 40人 300円 ★当日午後７：40～

教室名 日程 時間 対象 定員 料金 申込

ヨガ&フィットネス
３／16までの

毎週月曜日
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
３／24までの

毎週火曜日
午前10：45～11：45

各50人

エアロビクス
３／19までの

毎週木曜日
午前10：45～11：45

朝ヨガ
３／16までの

毎週月曜日

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）

３／17までの

毎週火曜日

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

３／18までの

毎週水曜日
午前10：45～11：45 一般

ベリーダンス
３／19までの

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。

◆喫茶周年祭

日時　３／30（月）午前10：00～午後２：00

対象　どなたでも

内容　数量限定の特別メニューをお楽しみに！

◆出張講座

①のんびり体操教室in水草

日時　３／19（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　３／26（木）午後２：00～３：00

場所　ＵＲ尾上団地　集会室

③男のスイーツ教室（要予約・事前支払）

日時　３／17（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

④楠料理教室

日時　３／21（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

⑤脳活レクリエーション

日時　３／11（水）午後２：00～３：00

⑥パルロと体操

日時　３／18（水）午後２：00～３：00

※⑤⑥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　①３／25（水）　②４／６（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

◆健康講話

日時　３／13（金）午後２：30～３：30

講師　内科医 新居敬弘氏

◆無料健康相談

日時　３／27（金）午後２：00～３：00

講師　整形外科医 林一成氏

◆上飯田第二団地

日時　３／11（水）午前10：00～11：00

◆大曽根住宅

日時　４／９（木）午後２：00～３：30

◆おはなし会

日時　３／11・18・25、４／１・８（水）

　　　午後３：30～４：00

◆乳幼児向けおはなし会

日時　３／13・27、４／10（金）

　　　午前11：00～11：30

◆土曜日おはなし会

日時　３／14・28（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　４／４（土）午前11：00～11：30

対象　５歳以上

※一般は15歳以上（中学生を除く）

◆Ｓｐｒｉｎｇ　Ｌｉｖｅ　２０２０

　～地域ふれあいコンサート～

日時　３／25（水）

　　　午後１：00～（午後０：30開場）

内容　 市内の中学校ジャズバンド部のうち最も

歴史があり、各地で積極的に活動している

若葉中学校ジャズアンサンブル部の軽快で

陽気な演奏をお楽しみください。

出演　若葉中学校ジャズアンサンブル部

料金　無料（全自由席）

問合　市立若葉中学校（☎913－2345）

　　　北文化小劇場（☎910－3366）

◆おはなし会

日時　３／14（土）午後２：30～３：00

　　　４／２（木）午後４：00～４：30

◆ちいさい子のおはなし会

日時　３／12（木）・27（金）、４／９（木）

　　　午前11：00～11：30

◆おもちゃ病院

日時　３／15（日）午前10：00～午後３：00

※ おもちゃ病院は３／15（日）お預かり、４／19（日）修理品

お渡しをもって終了します。今後は北図書館のおも

ちゃ病院をご利用ください。（毎月第２日曜日）

◆春のおはなし会スペシャル

日時　３／28（土）午後２：30～３：15

対象　幼児～小学生とその保護者

◆３Ｂ体操

日時　３／27（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

◆料理教室「世界料理めぐりイタリア」

日時　４／３（金）午前10：00～午後０：30

場所　２階実習室

定員　20人

講師　梶田みゆき氏

料金　1,000円

持物　エプロン、三角巾

申込　 ３／11（水）午前10：00～先着順（電話可）

◆健康体操

日時　４／８（水）午前10：00～11：30

場所　２階体育室

講師　前田洋子氏

申込　当日受付
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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

医師の
専門相談

（予約制
３人まで）

３／18（水）
午後２：00～３：30
北区東部いきいき
支援センター会議室

３／18（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）

３／19（木）
午後１：30～３：30
場所　同上

３／18（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　３／23、4／13（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　３／18（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　３／18（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

　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～

◆突き出し看板の設置ルールを守りましょう

道路の上空に看板を設置する場合には、基準

を満たしたうえで道路占用の許可を受ける必

要があります。道路の安心・安全を守るため

に定められていますので、看板設置の際には

ルールを守るようお願いします。（道路占用の

許可は、屋外広告物条例による許可とは別で

必要となりますのでご注意ください。）

◆地域防災の要！北区消防団員募集！

消防団は、「自分たちの町は自分たちの手で守

る」という精神のもと、地元住民を中心に組織

されています。　

北区消防団は、地域の防災リーダーとして、日

頃から有事に備えて訓練などに励むと同時に、

地域住民の方々のために、防火防災広報、応急

手当の指導などの活動を行っています。

しかし、ここ数年、消防団員数が減少傾向にあ

り、皆さまの期待に応える消防団活動が十分

に行えているとはいえません。地域を災害か

ら守るために北区消防団で活動しましょう！

＜入団条件＞

①学区内に居住、勤務または

　通学されている方

②18歳以上65歳以下で

　健康な方（性別は問いません）

③日本国籍をお持ちの方

＜処遇＞

・ 消防団員は、「非常勤特別職の地方公務員」で

あり、条例に基づき報酬が支給されます。

・ 公務災害補償、退職報償金（５年以上活動した

場合）などの制度があります。

☆詳しくは下記問合先または最寄りの消防団まで

問合　北消防署総務課（☎981－0119）

◆北区自立支援連絡協議会総会

　「80歳と50歳 長期化するひきこもりの深層」

日時　３／27（金）午後１：30～３：30

　　　（午後１：00開場）

場所　市総合社会福祉会館７階　大会議室

講師　愛知教育大学　准教授　川北稔氏

　　　※手話通訳・要約筆記あり

◆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　３／14（土）午前10：00～正午

場所　楠コミュニティセンター（若鶴町126）

※上記◆の問合は、北区障害者基幹相談支援センター

　（☎910－3133・℻916－3665）

◆ごみ案内所を開設します！

資源やごみの分け方・出し方、

収集日などを分別推進員が

説明します。

日時　３／23（月）～4／10（金）※土曜を除く

　　　〔平日〕午前９：00～午後５：00

　　　〔日曜〕午前９：00～午後２：00

場所　北区役所・楠支所の１階ロビー

◆剪綵切り絵展～花・はな・ハナＸＸⅧ～

日程　３／13（金）～15（日）

出展　グループ彩

◆現代押し花アート展

日程　３／13（金）～15（日）

出展　日本レミコ押し花学院

◆デコパージュ＆アートリュミエール展

日程　３／25（水）～29（日）

出展　アトリエ・ノリコ

※上記◆は午前９：00～午後4：30

　（最終日は午後4：00まで）

◆北区キッズ走り型教室　参加者募集

日時　4／25（土）※受付は各開始30分前～

　　　①小学１年生以下の部　午後１：30～２：10

　　　②小学２年生以上の部　午後３：00～4：00

場所　北スポーツセンター　第１競技場

対象　区内在住の未就学児～小学６年生　各部25人

講師　プロマラソンランナー

　　　ランニングスクールＦＲＯＧ　代表　原田拓氏ほか

内容　子どもたちに向けた

　　　「正しい走り型」の指導

料金　500円（保険料含む）

申込　３／24（火）必着

　　　①氏名（参加者および保護者）

　　　 ②住所③電話番号④年齢⑤学年を明記の上、

はがき、FAX、電子メールにて下記問合先

まで（電話不可・グループ申込不可）

　　　※学年は、令和２年4月時点のもの

　　　※必ず保護者が同伴してください。

　　　※応募多数の場合は抽選

　　　※結果は4月上旬に書面にてお知らせ。

問合　地域力推進室（生涯学習担当）

　　　（☎917－6439・℻914－5752）

　　　〒462－8511　清水四丁目17番１号

　　　 a9176437@kita.city.nagoya.lg.jp

◆町内会・自治会に加入されていますか

　　　　　　　　町内会・自治会とは、住みよ

　　　　　　　　い地域をつくるため、地域

　　　　　　　　住民や事業者の皆さまが手

　　　　　　　　を取り合って、様々な活動

　　　　　　　　を行う住民自治組織です。

名称、成り立ち、団体の規模などは地域によっ

て様々で、地域住民の皆さま自身が運営の

ルールや取り組む活動を決めています。

加入については、区役所１階に設置した「町内

会加入申込専用ポスト」に申込票を投函して

いただくか、下記問合先までご連絡ください。

問合　地域力推進室（☎917－6434）

◆ＫＩＴＡ ＪＡＺＺ！ミニコンサート中止のお知らせ

イオン上飯田店の休業に伴い、３月のミニコ

ンサートは開催しません。

問合　地域力推進室（☎917－6433）

◆おやこdeヨガ

日時　３／13・27（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　３／14・28（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）

◆おもちゃ病院☆パンダ

日時　３／14（土）午前10：00～午後２：00

内容　壊れたおもちゃの修理

◆人形劇

日時　３／28（土）午前10：20～11：30

対象　０歳児～18歳未満児とその保護者　100人

内容　人形劇とミニミニコンサート

申込　３／14（土）午前10：00～整理券配布

　　　※整理券のない方は入場できません。

◆こぐま会とあそぼう

日時　３／21（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

◆ぱぱままたいむ「わんだふるぱーくＳＰ」

普段お仕事のパパさんの来館お待ちしています！

日時　4／５（日）午前10：00～11：30

対象　未就学児とその保護者　

内容　 普段は出していない大きなおもちゃで

遊べます。

◆水道の使用開始・中止のお届けはお早めに

引っ越しのシーズンです。水道の使用開始・中止

のお届けは、早めに下記までご連絡ください。

インターネットは24時間受け付けています。

　　　　

　（☎884－5959・℻872－1296）

　　　受付時間（年中無休）

　　　平日　午前８：00～午後７：00

土日・休日　午前８：00～午後５：15

上下水道局公式ウェブサイトはこちらから↑

ゴ　ク　ゴ　ク

【お客さま受付センター】

◆初心者向け　パソコン広場

日時　３／13・27（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）

※4月からは「休止」とさせていただきます。

「名城薔薇ボランティア」

「名城公園花ボランティア」

募集中！

◆共同募金へのご協力ありがとうございました

昨年の共同募金運動期間中に、以下のご寄付

が寄せられました。

　赤い羽根共同募金　　　8，652，064円

　歳末たすけあい募金　　　233，239円

これらのご寄付は、主に北区の地域福祉の向

上や福祉団体の事業に役立てられます。

問合　北区共同募金委員会（北区社会福祉協議会内）

　　　（☎915－7435・℻915－2640）

◆拡大プチサロンふくちゃん・きたちゃん

　～ふくしがきた～開催中止のお知らせ

３／25（水）に開催を予定してい

た上記イベントは、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のため、

中止とさせていただきます。

ご理解のほど、よろしくお願いします。

・   ・　　　・　・

ふく
ちゃん

きた
ちゃん


