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問 合 市バス・地下鉄テレホンセンター（☎522-0111・FAX951-3344）

交通局管理課（☎972-3864・FAX972-3932）

問 合 北区役所地域力推進室（☎917-6433・FAX914-5752）

かつて北区の楠地区は、さつまいもの一大産地でした。

庄内川が氾濫したときに流れ込んだ砂入りの土地のため、

熱持ちがよく、早掘りのいもとして人気があったと言われています。

市バス 北巡回系統の

運行経路を変更しました！
4/1（水）～

４/１（水）から、北巡回系統「光音寺町～福徳町」間を「又穂住宅東・城北つばさ

高校」経由に路線変更しました。詳しくは交通局ウェブサイトをご覧いただくか、

市バス・地下鉄テレホンセンター、市バス営業所などにお問い合わせください。
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味鋺いも農作業体験
参加者募集！

味鋺いも農作業体験
参加者募集！

参加者の皆さまに苗植えから水やり・

草取り・収穫までを行っていただきます。

日 時

場 所

対 象

定 員

区画面積

北区中味鋺の圃場（所在地は参加者に別途案内）

上記①②に参加でき、週に１度程度の水やり・草取りが可能な方

20組（１組５人まで） ※応募者多数の場合は抽選

１組あたり約10㎡　　　　　１組500円

はがき、FAX、市電子申請サービス（５面参照）にて。

希望者全員の住所・氏名・電話番号・「味鋺いも農作業体験参加希望」

と明記し、下記問合先まで。４/20（月）必着。

北・北いもの会事務局（北区役所地域力推進室内）

〒462-8511 清水四丁目17番１号（☎917-6433・FAX914-5752）

※中止の場合の予備日はいずれも翌日

❶5/16（土）
午前10：30～

苗植え
❷10/31（土）

午前９：00～

収穫

料 金

申 込

問 合

“味鋺いも”って？

世界の未来を変えるための17の目標

SDGsを知っていますか？SDGsを知っていますか？

SDGsとは

「SDGs」とは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発

目標）」の略称で、地球上にある数えきれないほどの問題の中から定めら

れた、2030年までに人類が達成すべき17の目標（右図）のことです。

“誰一人取り残さない”

SDGsは、2015年９月に国連サミットで採択されました。「国連」と聞く

と、自分とは関係のない遠い話に感じるかもしれません。しかし、SDGs

の17の目標は、子どもからお年寄りまで、すべての人が大切にされる

社会を目指し、“誰一人取り残さない”（No one will be left behind）と

いう考え方に基づいて定められています。そんな社会の実現のために、

身近なところから自分にできることを探してみませんか？

町内会・自治会は、住民が自主的に作る地域で

一番身近な組織です。子どもたちの見守り

活動やパトロール、清掃活動や防災訓練など、

持続可能な社会の実現に欠かせない活動を

行っています。

皆さまの加入が、「住み続けられるまち」を

作る助けになります。加入の際は、地域の町内

会長・自治会長までお問合せください。不明な

場合は、下記問合先までお問合せください。

名古屋市では、町内

会・自治会の活動を

マンガで紹介する

冊 子 を 公 開して

います。

北区の取り組み × SDGs
北区では、自分たちが住んでいるまちについて

考えるきっかけとなる取り組みを行っています。

サステナまち計画
若者と地元企業が立場をこえて、サステナブル（持続可能）な社会の

実現のために地域課題を解決するアイデアを提案するイベントです。

昨年度は「高齢化」をテーマに８/８（木）・24（土）に開催し、市長や

企業関係者の前で学生が独自のアイデアを発表しました。令和2年

度は「防災」をテーマに８月に開催予定です。

地域の方の意見を踏まえて、アイデアを考えました。→

まちづくりカードゲーム

「わたしたちがカエルまちの未来」
楽しみながらまちづくりについて学べるカードゲームを、八王子中学

校と共同で開発しました。カードゲームの内容は、名古屋市総合計画

や北区区政運営方針の内容を踏まえて作られました。

八王子中学校で地域の方を交えて体験会を行いました。→

ス
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町内会・自治会に入りましょう！名古屋市は

SDGs
未来都市！

エ ス デ ィ ー ジ ー ズ

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

４／14（火）

午後１：00

　～１：15

Ｒ１．11．19

～11．30生

４／21（火）
Ｒ１．12．１

～12．14生

４／28（火）
Ｒ１．12．15

～12．28生

１歳

６カ月児

４／15（水）

午後１：00

　～１：30

Ｈ30．8．2

～8．17生

４／22（水）
Ｈ30．8．18

～9．2生

３歳児

４／17（金）
Ｈ29．2．16

～３．10生

５／8（金）
Ｈ29．３．11

～３．30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。

健診名 実施日 受付 対象者

３歳児 ４／24（金）
午後１：20

　～１：50

H29．2．2

～３．５生

北区では、高齢者が住み慣れた地域で安心

して生活できるまちづくりを進める「北区

まるっとすまいる大作戦」を進めています。

今後、区民の方向けのイベントやお知らせ

などには、このロゴが掲載されます。ぜひ、

チラシなどでご確認ください。

【問合】北区役所福祉課地域包括ケア推進担当

　　　（☎917－6575・℻914－2100）

北区まるっとすまいる通信①
◆北区まるっとすまいる大作戦の

　ロゴができました！

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。

事業名・連絡先 実施日 受付 会場 対象･内容など

楠分室ファミリー教室

（２日間コース）

【予約制】☎902－6501

①４／15（水）

②５／20（水）

午前9：15

　～9：25
楠分室

①管理栄養士・歯科衛生士の話など

②助産師の話、沐浴体験など

持物　母子健康手帳、筆記具、テキスト

母乳相談

【予約制】

北保健センター　☎917－6554

楠分室　☎902－6501

４／23（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５／１（金）
午前9：00

　～11：00

北保健

センター

子どものアレルギーとぜん息相談

【予約制】☎917－6553
４／14（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
４／23（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

モグカミ離乳食教室

【予約制】☎917－6553

申込　４／13（月）午前９：00～

４／23（木）
午前10：00

　～10：15

北保健

センター

令和元年７・8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

こころの健康相談

【予約制】☎917－6572
４／22（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
４／15（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

４／23（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、正午に設置します。

◆各種予防接種は市内の指定医療機関で

　実施しています

○お子さまの予防接種（定期・任意）

○高齢者肺炎球菌予防接種（定期・任意）

○風しん（定期・任意）

○帯状疱疹予防接種（任意）

接種の際は、医師に相談しましょう。

詳しくは、下記問合先にお問合せください。

市ウェブサイトにも掲載しています。

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。歯ブラシ、タオル持参。

　（料金720円※生活保護世帯のみ減免制度あり）

②受付時間を早めて実施する場合があります。

③ 感染症の拡大防止のため、日程を延期する場

合があります。

※ 本欄３月号でお知らせした日程の対象で

あったお子さまの健診実施日は、それぞれ

延期していますので、ご了承ください。

④ 発熱や風邪症状、体調不良の方は、ご連絡の

うえ来所をお控えください。

⑤ 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）

名称 場所 開催日

北スポ子育て支援るーむ 北スポーツセンター（成願寺一丁目６番12号）
毎月2回月曜日

（４／13～）

かみいいだ子育て支援るーむ 上飯田児童館（上飯田南町１丁目45番地の４） 毎週火曜日（４／14～）

くすのき子育て支援るーむ 楠地区会館（楠味鋺三丁目612番地） 毎週木曜日（４／16～）

わかば子育て支援るーむ
市総合社会福祉会館（北区役所）

６階トレーニングルーム（清水四丁目17番１号）
毎週金曜日（４／17～）

時　間　午前10：00～11：30

休館日　祝日・夏休み・冬休み・春休み、会場の都合が悪い場合、

　　　　暴風・大雨警報発表時など悪天候の場合

対　象　未就園の乳幼児とその保護者　／　料金　無料

申　込　不要　※人形劇開催日は有料・要申込。詳しくは下記問合先まで。

主　催　北区子育て支援ルーム運営協議会

問　合　北区役所民生子ども課（☎917－6515・℻917－6512）　

＊『子育て支援るーむ』に遊びに来てね！～子どもと楽しく過ごしましょう～＊

市ウェブサイトの

トップページから

検索予防接種

ス
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◆４・５月はスズメバチ類危害防止運動期間です！

一般にスズメバチは害虫類を

捕まえて食べる益虫ですが、

巣に近づきすぎると刺されて

しまうことがあります。

４月中旬ごろから、女王バチが単独で巣を作

り始めます。働きバチが増える前に、住居の周

囲にハチが巣を作っていないか点検するなど

して、被害を未然に防ぎましょう。

【問合】中保健センター環境薬務室

　　　住居衛生・薬務担当（☎265－2256）

【問合】感染症対策等担当（☎917－6552）

◆「緑のカーテン」栽培講座　

　～つなげよう、ひろげよう、緑のカーテン～

つる性植物を庭やベランダなどで栽培することで、

夏の暑さを和らげる「緑のカーテン」を作りませんか。

参加者にはゴーヤの苗を差し上げます。

日時　５／22（金）午前10：00～11：30

場所　名城公園フラワープラザ

　　　花工房

対象　市内在住・在学・在勤の方

定員　40人

申込　４／17（金）午前9：00～

　　　先着順。電話・FAXにて、

　　　「北区緑のカーテン栽培講座」と参加者

　　　全員の氏名・電話番号またはFAX番号

　　　を明記し、下記問合先まで。

【問合】西区公害対策室（北西部公害対策担当）

　　　〒451－8508　西区花の木二丁目18番１号

　　　（☎523－4613・℻523－4634）

◆新型コロナウイルス感染症について

新型コロナウイルス感染症の疑いがある方は、

帰国者・接触者相談センターにご相談ください。

　・学校や会社を休み外出を控える

　・毎日体温を計測し、記録する

高齢者や

糖尿病などの

持病がある方

強いだるさ

息苦しさ

37.５度以上の発熱などの風邪症状がある場合

４日以上

続く場合
2日程度

続く場合すぐに

帰国者・接触者相談センター（☎917－6552）へ

新型コロナウイルス感染症の影響により各ページに記載のある行事などは中止と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。
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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

Kick．Box．Fit．Ⅰ 毎週木曜日
（第５木曜日

を除く）

午後６：45～７：45

中学生
以上

30人 各回
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 ★当日午後７：40～

かんたんエアロ＆トレーニング

毎月
第１・２・３

月曜日
（祝休日を除く）

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
各回

２人１組
各回２人で
11,000円

親子ふれあい遊び＆
ママエクササイズ

５／19～６／23の
毎週火曜日

午前10：15～11：30
１歳半～
３歳児と

その保護者
15組

3,300円
（６回） ▲上記参照

４／21（火）必着

J－POPダンス
５／13～７／15の

毎週水曜日
午後４：45～５：45 小学生 20人

3,300円
（10回）

教室名 日程 時間 対象 定員 料金 申込

ピラティス（春夏コース）
４／24～10／９（金）

午前９：30～10：30 一般女性 25人 4,000円（10回）

４／15
（水）
必着

バレトン（春夏コース） 午前10：45～11：45 一般 25人 4,000円（10回）

ほのまき体操

４／24～３／12（金）

午後１：30～２：30 一般 30人 10,000円（20回）

こども体操（幼児） 午後３：30～４：30 年中・年長 20人 14,000円（20回）

こども体操（小学生） 午後４：45～５：45 小学１～３年生 20人 14,000円（20回）

キッズダンス
ステップアップコース

午後６：30～７：30 小学生 30人 8,000円（20回）

親子であそぼ！Ⅰ ５／７～７／９（木） 午前９：15～10：15
１・２歳児と
その保護者

30組
60人

5,500円（10回）

４／22
（水）
必着

ソフトバレーボール ５／９～１／９（土） 午前９：30～11：30 小学生 50人 7,650円（15回）

弓道 ５／９～７／11（土） 午後１：00～３：00 一般 25人 5,500円（10回）

テニス ５／12～７／14（火） 午前９：45～11：45 一般 45人 8,400円（10回）

エアロダンスレッスン
タイム（託児付）Ⅰ

５／12～６／９（火） 午前10：45～11：45
２歳以上の
未就学児と
その保護者

10組
20人

3,150円（５回）

★サタデースイミング
　こども水泳

５／９～７／11（土） 午前９：00～10：00

小学生

35人 7,000円（10回）

★水泳（小学生火曜）Ⅰ ５／12～７／14（火） 午後５：00～６：00 45人 6,000円（10回）

★水泳（小学生水曜）Ａ
５／13～２／17（水）

午後４：30～５：30 45人 18,000円（30回）

★水泳（小学生水曜）Ｂ 午後５：40～６：40 45人 18,000円（30回）

水泳（一般）Ⅰ ５／12～７／14（火） 午後６：30～８：00 一般 25人 6,600円（10回）

リラックスヨガⅠ ５／13～７／15（水） 午後１：00～２：30 一般 45人 3,300円（10回）

ベビーサイン体験会① ５／８（金） 午前10：30～11：30
６カ月～１歳半の

赤ちゃんと
その保護者

15組
30人

600円

ハーブ美人講座① ５／22（金） 午前10：30～11：30 一般 15人
2,000円

（材料費込み）

５／６
（水・休）

必着

　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（組）のみ有効。定員を超えた場合は抽選。※★マークは重複不可。

※▲印の申込は往復はがき・市電子申請サービスにて（５面参照）。各催しの必要事項は性別、子の氏名（ふりがな）。
　〒462－0844清水四丁目17番17号黒川トレセンまで。はがき１枚につき１人（組）有効。応募多数の場合は必着日翌日抽選。
　結果は電子メールまたは返信はがきにて通知。重複申込無効。申込の解除、受講料の返却不可。

講座名 日程 時間 対象 定員 料金 申込

①
〈なごや学〉
名古屋が生んだ薬学・本草学の偉人
～伊藤圭介の功績をたどって～

５／26～
６／30（火）

午後 一般 30人
1,200円
（５回）

４／23
（木）
必着

②
【託児付】〈親学関連講座〉
児童期の子どもを支えるワンポイント
～子どもとの生活、レベルアップ～

６／10～
７／15（水）

午前
子育てに
関心の
ある方

30人
1,200円
（５回）

③
【愛知学院大学連携講座】
くらしの法律・基礎知識　シリーズ５

６／18～
７／16（木）

夜間 一般 40人
1,500円
（５回）

④
踏み出そう　相手を受けとめる　第一歩
～知って　見つめて　自分ごと～

５／29～
７／10（金）

午前 一般 30人
無料

（６回）

⑤
〈なごや環境大学共育講座〉
それはごみ？それとも資源？
～リサイクルの歴史と現状から学ぼう～

８／26～
９／30（水）

午前 一般 24人
600円

（５回）

６／25
（木）
必着

⑥
消費者トラブル解消法と生活設計
～安心・安定した生活のために～

８／28～
９／25（金）

午前 一般 30人
無料

（５回）

⑦
【北区社会福祉協議会共催】
災害が起きた後…自分のために備えましょう！
～きた災害ボランティアの取り組みから学ぶ～

８／22～
９／12の

（土）・（日）
午前 一般 24人

無料
（５回）

＊北生涯学習センター　　令和２年度前期講座のご案内＊

◆おもちゃ病院☆パンダ

日時　４／11、５／９（土）

　　　午前10：00～午後２：00

◆ちびっこからだあそび

日時　４／16、５／７（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、汗拭きタオル

◆屋内遊園「わんだふるぱーく」

日時　４／17（金）午前10：00～11：30

対象　未就園児とその保護者

◆こぐま会とあそぼう

日時　４／18（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　飲み物、タオル

◆わんぱくせいさく隊

　「プラバンキーホルダー作り」

日時　４／19（日）午後２：00～３：30

対象　小学生～18歳未満児

◆ちびっこたいそう

日時　４／14（火）午前10：00～11：30

対象　１歳児とその保護者

持物　親子ともに上靴、飲み物、タオル

◆とびきりシネマ！

日時　４／26（日）①午前10：30～11：30

　　　　　　　 ②午後２：00～４：00

対象　①幼児以上とその保護者

　　　②小学生以上

内容　人気アニメをみんなで見よう！

◆わんぱくせいさく隊

　「オリジナルかばん作りをしよう！」

日時　５／５（火・祝）午後２：00～４：00

対象　18歳未満児（幼児は保護者同伴）

◆子ども将棋教室

日時　４／11・25（土）午後１：00～２：00

対象　小学生以上 各10人※保護者の入場不可

申込　先着順（電話可）

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～

◆デコレーションクッキーを作ろう！

日時　５／５（火・祝）午後２：00～４：00

対象　小中学生 24人　／　料金　500円

持物　エプロン、三角巾、マスク、ハンドタオル２枚、

　　　 食器ふきタオル２枚、筆記用具、19cｍ

のクッキーが入る箱や容器

申込　４／15（水）必着

◆【環境デーなごや2020】

　まだ使える食材がスイーツに変身！

　～「もったいない」を「おいしいね」にかえて～

日時　５／31（日）午前10：00～正午

対象　小中学生とその保護者 12組24人

　　　（大人・子ども　各１人）

持物　エプロン、三角巾、ふきん２枚、手ふきタオル

申込　４／23（木）必着

※上記◆の申込は、往復はがき・

　市電子申請サービスにて（５面参照）

◆３Ｂ体操

日時　４／24（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

◆移動児童館

日時　４／25（土）午前10：00～11：30

場所　１階児童室

対象　未就園児の親子 30組

内容　親子で遊びます。

料金　無料　／　申込　当日受付

申込　往復はがき・市電子申請サービスにて（５面参照）。各催しの必要事項は、氏名のふりがな。
　　　市外在住の方は、勤務先や通学先の区名も明記。各講座ごとに１人１通のみ有効。

☆詳しい内容は、北生涯学習センター発行の「講座のご案内」をご覧ください。

【問合】北生涯学習センター（☎981－3636・℻981－3590）

※一般は15歳以上（中学生を除く）※申込は往復はがき・市電子申請サービスにて（５面参照）。

新型コロナウイルス感染症の影響により各ページに記載のある行事などは中止となる場合があります。各催しの施設へご確認ください。

　　　〒462－0841黒川本通２－16－３北生涯学習センターまで。定員を超えた場合は抽選。



４北 区 ２ ⓯

　　　　　令和２年４月より、北区の一部

　　　　　地域で不燃ごみ・プラ製容器包装

　　　　　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を変更する場合が

あります。ご理解とご協力をお願いします。

各地域の収集日は、

ウェブサイトにて確認いた

だくか、上記問合先まで

お問合せください。

◆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）

４／23（木）
午後１：30～３：30
北区東部いきいき
支援センター会議室

４／15（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）

４／15（水）
午後２：00～３：30
場所　同上

４／22（水）
午後２：00～３：30
場所　同上

家族
サロン

（介護の
悩み相談）

４／16（木）
午後１：30～３：30
場所　同上

４／22（水）
午後１：30～３：30
場所　同上

◆法律相談（予約制）　※面談時間は20分

日時　４／27、5／11（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　４／15（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　４／15（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　４／22（水）午前10：00～正午、

　　　　　　　 午後１：00～午後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

◆名城公園の行為許可申請について

公園でイベントなどをするときは行為許可申

請が必要です。名城公園（一部区域を除く）の

行為許可の申請やお花見などに関する問合は、

下記問合先までお願いします。

問合　名城公園フラワープラザ

　　　（☎913－0087・℻913－9379）

◆単体ディスポーザを使用しないで！！

ディスポーザ（台所の生ごみを砕いて水と

いっしょに下水道へ流す装置）を使用して

生ごみを流すと、排水管の詰まりや悪臭の

原因となることがあります。

また、下水処理のうえでも

放流水質の悪化につながる

ため、単体ディスポーザの

使用、設置を認めていません。

詳しくは、上記問合先まで

ご相談ください。

◆さくらそう展

日程　４／14（火）～19（日）

　　　※４／15（水）休館日

出展　名古屋さくらそう同好会

◆プリザーブドフラワーアート作品展

日程　４／21（火）～26（日）

出展　お花の時間

◆クレマチス展

日程　5／２（土）～5（火・祝）

出展　東海クレマチスの会

◆ふる里の歴史と自然を楽しもう

日程　5／８（金）～10（日）

出展　北・ふる里探索の会

※上記◆は午前９：00～午後４：30

　（最終日は午後４：00まで）

「名城公園花ボランティア」

「名城薔薇ボランティア」 募集中！

◆「春の堀川（黒川）一斉大そうじ」を行います！

　～黒川をきれいにしましょう～

日時　４／18（土）午前10：00～11：00

　　　※小雨決行

場所　北清水親水広場およびその周辺

持物　軍手などの清掃道具

　　　※ゴミ袋は事務局で準備します。

問合　黒川ドリーム会事務局

　　　（北区役所地域力推進室内）

　　　（☎917－6433・℻914－5752）

※当日の開催の有無は

　「名古屋おしえてダイヤル」

　（☎953－7584）

　（受付時間　午前８：00～）

◆2020北区春のいけばな展中止のお知らせ

４／19（日）に開催を予定していた上記のイベント

は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中

止いたします。関係者の皆さま、並びに楽しみにさ

れていた皆さまには、大変ご迷惑をおかけします

が、ご理解くださいますようお願いいたします。

問合　北区役所地域力推進室（☎917－6439）

◆【なごや環境大学】「樹木博士」

　～樹木で衣・食・住の森のめぐみを考えてみよう！～

日時　5／10（日）

　　　午前10：00～午後０：30

場所　名城公園

定員　20人

内容　樹木を観察しながら、

　　　生活の中での樹の利用を

　　　学び、クイズなども交え、

　　　より楽しく樹木を知ってもらう。

料金　500円

申込　 参加者氏名、学年（年齢）、性別、住所、電話番

号、メールアドレスを電子メールか電話に

て下記問合先まで。応募多数の場合は抽選。

問合　森林インストラクター会“愛”

　　　（☎080－5164－1797）

　　　 dudymoose@gmail.com

◆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　４／11（土）午後１：00～３：00

場所　如意会館（六が池町39－２）

問合　北区障害者基幹相談支援センター

　　　（☎910－3133・℻916－3665）

◆令和２年度西区・北区ソフトテニス大会

日時　5／17（日）午前８：45～

　　　※予備日5／24（日）

場所　名城庭球場

対象　区内または西区在住・

　　　在勤・在学の中学生以上の方

種目　①一般男子の部②一般女子の部

　　　③中学生男子の部④中学生女子の部

　　　※①②は高校生含む・シニアのブロックあり

料金　①②は１組500円、③④は１組300円

申込　 ４／17（金）までに参加費をお持ちのうえ

下記問合先まで

問合　北区役所地域力推進室

　　　（☎917－6439・℻914－5752）

　　　

◆上飯田第二団地

日時　４／16（木）午前10：00～11：00

◆土曜日おはなし会

日時　４／11、5／９（土）午後２：00～２：40

◆おもちゃ病院

日時　４／12、5／10（日）

　　　午前10：00～午後３：00

◆おはなし会

日時　４／15・22（水）午後３：30～４：00

◆乳幼児向けおはなし会

日時　４／24、5／８（金）午前11：00～11：30

◆子ども読書の日記念おはなし会

日時　４／25（土）午前10：30～11：30

◆ストーリーテリングのおはなし会

日時　5／２（土）午前11：00～11：30

対象　5歳以上

◆おはなし会

日時　４／11、5／９（土）午後２：30～３：00　

◆ちいさい子のおはなし会

日時　４／24（金）午前11：00～11：30

◆子ども読書の日記念　おはなし会

日時　４／25（土）午後２：30～午後３：15

◆子ども読書の日記念　いちごばたけをつくろう！

日程　４／21（火）～5／６（水・休）

内容　 子どもたちに好きな本の題を書いても

らい掲示します。

　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。

◆出張講座

①のんびり体操教室in中丸

日時　４／13（月）

　　　午後１：30～２：30

場所　ＵＲ中丸団地　集会室

②脳トレ体操教室

日時　４／15（水）午後２：00～３：00

場所　ハローステーション

定員　15人

③男のスイーツ教室（要予約・事前支払）

日時　４／21（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

④らくらく体操

日時　４／23（木）午後２：00～３：00

場所　ＵＲ尾上団地　集会室

⑤楠料理教室

日時　４／28（火）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

◆コグニサイズ体験会

日時　４／22（水）午後２：00～３：00

場所　ハローステーション

◆無料健康相談

日時　①４／24（金）　②5／８（金）

　　　午後２：00～３：00

講師　①整形外科医 林一成氏

　　　②内科医 新居敬弘氏
不燃ごみ・プラ製容器包装の

収集曜日変更についてお知らせ！

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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