
⓬ 2 5 北 区

上半期
イベント情報 7/29（水）

午後2：00～（受付 午後1：30～）

作って楽しむJAZZ体験

場 所

内 容

主催・問合

北保健センター楠分室

手作り楽器でJAZZ体験！

　  北区役所福祉課（☎917-6575）

日 時

詳細は
お問い合わせください要申込

北文化小劇場

　  北文化小劇場（☎910-3366）

9/26（土）

朝っぱら！コンサート モーニングジャズ

場 所

日 程

主催・問合

詳細は
お問い合わせください要申込

詳しい情報はKITA JAZZ！ウェブサイトをご覧ください▶

問 合 北区役所地域力推進室

（☎917-6433・FAX914-5752）
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東海豪雨から20年東海豪雨から20年
東 海 豪 雨 とは？

いつ発生したの？
今から２０年前、平成１２年９月１１日～１２日にかけて、停滞していた秋雨前線に台風１４号から

の暖かく湿った空気が流れ込み、記録的な豪雨となりました。

どんな被害があったの？
市内河川では市内西部を流れる新川が破堤したほか、破堤３カ所、越水１７カ所、市内の３７％が

浸水しました。

北区では、負傷者２名、床上浸水２，２２１棟、床下浸水１，１７２棟の被害が発生しました。

7/11（土）午前10：30～

楠地区会館「夏まつり」

主催・問合

楠地区会館

ステージでジャズ演奏♪地元の中学生も出演

　  楠地区会館（☎901-3301）

内 容

日 時

KITA JAZZ!
　ミニコンサート

毎月

開催

場 所

日 程 6～8月の第4土曜
午後２：00～

名城公園フラワープラザ

時 間

場 所

今一度防災について

　　確認してみませんか？ ハザードマップ

大雨や巨大地震による

被害想定と日頃の備え

について確認できます。

震災避難行動マップ・地区防災カルテ
（震災避難行動マップは一部学区のみ）

災害リスクなどの

防災に関する情報

を学区ごとにまと

めています。

ナゴヤ避難ガイド

指定緊急避難場所と指定避難所

の違い、災害時の避難の仕方など

をわかりやすく説明しています。

これらはすべて区ウェブサイトに掲載しています。

また、各種ハザードマップやナゴヤ避難ガイドは、北区

役所総務課庶務係、楠支所区民生活課庶務係でも

配布しています。

問 合 北区役所総務課庶務係

（☎917-6414・FAX914-5752）

詳しい情報は区ウェブサイトをご覧ください▶

各行事に参加し、スタンプ

を集めた方に素敵な防災

用品をプレゼントします。

スタンプラリーの詳細は、

区ウェブサイトをご確認く

ださい。

７/11（土）

８/１（土）

９/6（日）

10/18（日）

日　程 行　事　名

防災講演会

防災バスツアー

北区総合防災訓練

北区区民まつり防災ブース

場　所

楠地区会館

北区内各所

志賀中学校

北区役所、

八王子中学校

不要

要

不要

不要

事前申込

東海豪雨２０年 関連行事の開催予定
北区では、東海豪雨20年に関連して防災に関するさまざまな行事を開催します。

ぜひご参加ください。

※各行事の詳細や申込方法、その他関連行事については、今後の広報なごやと区ウェブサイトでお知らせします。

内　容

東海豪雨を振り返り、今後の防災について考えるための

講演会を開催します。

親子で楽しく学べるバスツアー！　北区の防災に関する史跡や施設

を巡ります。普段は見られない防災施設内部を見学できます。

消防や警察など、各防災関係機関がさまざまな訓練を行い

ます。防災について学べるブース展示などを行います。

区民まつりで東海豪雨を振り返り、防災について楽しく学べる

ブースを出展します。

防災用品がもらえる

スタンプラリーも♪

令和2年度 北区総合水防訓練

中止のお知らせ　

例年5月末頃に開催しています北区総合水防訓練は、

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止いたします。

最寄りの指定緊急避難場所・

指定避難所

避難場所への安全な避難経路

災害時の情報入手方法、

連絡方法

備蓄品・非常持出品

詳しくはハザードマップ

などでチェック！

今すぐチェック！

□

□

□

□

北区マスコット

キャラクター

「キタッコ」
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☆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。

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26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）

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

母乳相談

【予約制】

楠分室　☎902－6501

５／28（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

子どものアレルギーとぜん息相談

【予約制】☎917－6553

５／12、６／９

（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

こころの健康相談

【予約制】☎917－6572

５／13・27、

６／３・10　

（水）

午前

北保健

センター

心の健康に関する相談

うつ病家族相談

【予約制】☎917－6572
５／20（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

５／28（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

※中止となる場合があります。

　電話でご確認ください。

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※

◆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、下記問合先にご確認ください。

市ウェブサイトにも掲載しています。

【問合】感染症対策等担当（☎917－6552）

市ウェブサイトの

トップページから

検索予防接種

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
は

こ
ち
ら
か
ら
↓

【問合】感染症対策等担当（☎917－6552）

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。各催しの担当部署にご確認ください。

事業名・連絡先 実施日 会場

ファミリー教室

【問合】☎917－6553
５／11・18（月） 北保健センター

楠分室ファミリー教室

【問合】☎902－6501
５／20（水） 楠分室

育児相談・健康なんでも相談

【問合】☎902－6501
５／14（木） 楠分室

おやこ歯の健康教室

【問合】☎917－6553
５／14（木） 北保健センター

はじめての歯みがき教室

【問合】☎917－6553
５／26（火）

市総合社会福祉会館（北区役所）

６階トレーニングルーム

歯と口の健康相談

【問合】☎917－6553
５／28（木） 北保健センター

モグカミ離乳食教室

【問合】☎917－6553
５／29（金） 北保健センター

歯と口の１日健康センター

【問合】☎902－6501
６／４（木） 楠分室

ファミリー教室

【問合】☎917－6553
６／１・８（月） 北保健センター

◆５～６月の以下の事業は中止します

◆【男性限定】自分で作る健康ごはん（予約制）

男性を対象とした、料理の基本を学ぶ講座

日時　７／１（水）午前９：10～正午

場所　北保健センター　栄養指導室

対象　区内在住の65歳以上の男性　８人

内容　管理栄養士の話、調理実習

持物　エプロン、三角巾、お手拭きタオル

申込　５／11（月）午前９：00～先着順（電話可）

【問合】感染症対策等担当（☎917－6552）

◆５～６月はゴキブリ防除運動期間

ゴキブリの防除の基本は、ゴキブリの習性を

理解し、ゴキブリが住みにくい環境にするこ

とです。ホウ酸団子の作り方などについて、お

知りになりたい方はお問い合わせください。

※保健センター主催のゴキブリ防除講習会は

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

　開催を見送らせていただきます。

【問合】中保健センター環境薬務室（☎265－2256）

北区まるっとすまいる通信②
北区では、高齢者の方がいきいきと暮らし続けるための

まちづくりを進めています。

【問合】北区役所福祉課地域包括ケア推進担当（☎917－6575・℻914－2100）

昨年度は、愛知学院大学名城公園キャンパスで「みなみシニア吹奏楽団」の皆さまをお招

きし、ミニコンサートや元気に過ごすための秘訣などについてのトークセッションを行

いました。そこでいただいたご意見を紹介します。

◆昨年度に実施した事業の中でお聞きした区民の皆さまの声を紹介します！

体力づくりのために一日一万歩を

課している。体力があれば新しい

ことにも挑戦できる。

素敵な場所での音楽とおしゃべりの

コラボがすごくいい。小さなコミュニ

ティでも同じようにできるといい。

声かけ運動、あいさつがおすすめ。
好奇心が重要。

興味を失うことはさみしい。

いただいたご意見を参考に、「北区まるっとすまいる大作戦」を進めて

まいります。今年度も素敵なイベントを企画中です。「広報なごや」など

でチェックして、ぜひご参加ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントが中止となる場合があります。ご了承ください。

◆乳幼児健康診査を受診される予定の皆さまへ

新型コロナウイルス感染症対策の状況などか

ら４／16（木）～５／29（金）までの間、３カ月児

健康診査、１歳６カ月児健康診査、３歳児健康

診査の実施を延期します。

振替の日程などについてのご案内は、別途お

知らせします。公式ウェブサイ

トにおいても、状況が変わりま

したらお知らせしますので、ご

覧ください。

【問合】保健感染症係（☎917－6553）

◆新型コロナウイルス感染症について

〈日常生活での予防法〉

・飛沫感染を防ぎましょう

　 咳やくしゃみをするときは、マスクをして

いない場合、ハンカチや袖などで鼻・口を覆

いましょう。

・接触感染を防ぎましょう

　 不特定多数の人が触るものを触った手で、

目・鼻・口を触るのはやめましょう。こまめ

に手を洗いましょう。

〈家族に感染が疑われる場合〉

・部屋を分けましょう

・換気をしましょう

・マスクをつけましょう

・こまめに手を洗いましょう

・感染者のお世話はできるだけ限られた方で

・手で触れる共有部分を消毒しましょう

・汚れたシーツ・衣服などを洗濯しましょう

・ゴミは密閉して捨てましょう

３つの条件がそろう場所では、集団発生のリ

スクが高くなります。このような場所を避け

ましょう。

換気の悪い

密閉空間

多数が集まる

密集場所

間近で会話や発声をする

　　密接場面

〈集団発生を防ぐために〉

【問合】感染症対策等担当（☎917－6552）
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◆おはなし会

日時　６／３・10（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　６／６（土）

　　　午前11：00～11：30

対象　５歳以上

※ ５月に開催予定のイベントはすべて中止します。

ご理解のほど、よろしくお願いします。

教室名 日程 時間 対象 定員 料金 申込

親子水遊びⅠ
６／16～７／14
の毎週火曜日

午前10：30～11：30
１歳６カ月以上の
未就学児と保護者

15組30人 3,900円（５回）
５／27（水）

必着☆

ノルディックウォーキング講座Ⅰ ６／20、７／18（土） 午前10：00～11：30 一般 20人 1,000円（２回）
６／６（土）

必着☆

ベビーサイン体験会② ６／12（金） 午前10：30～11：30
６カ月～１歳６カ月
の赤ちゃんと保護者

15組30人 600円
５／27（水）

必着☆

ハーブ美人講座② ６／26（金） 午前10：30～11：30

一般

15人 2,000円（材料費込）
６／10（水）

必着☆

エアロダンス 毎週火曜日 午前10：45～11：45 各50人

各回300円

開催日時
の20分前～
窓口にて
先着順

エアロビクス 毎週木曜日 午前10：45～11：45 各50人

ヨガ&フィットネス 毎週月曜日 午後７：00～８：00 各40人

朝ヨガ 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 毎週月曜日 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 午後０：40～１：40

フラダンス（ハイビスカス） 毎週火曜日 午後１：50～２：50

キッズダンス 毎週火曜日 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 毎週木曜日 午後７：00～８：00 一般

※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　※申込に★印は、先着10人に限り、２講座同時申込可

※一般は15歳以上（中学生除く）　※☆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。

◆大曽根住宅

日時　５／28（木）午後２：00～３：30

◆上飯田第二団地

日時　６／３（水）午前10：00～11：00

◆おはなし会

日時　６／４（木）午後４：00～４：30

※ ５月に開催予定のイベントはすべて中止します。

ご理解のほど、よろしくお願いします。

５月に開催予定のイベントはすべて中止します。

ご理解のほど、よろしくお願いします。

教室名 日程 時間 対象 定員 料金 申込

Kick．Box．Fit．Ⅰ
毎週木曜日

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

ポールde体幹トレーニング２

６／８～７／20の
指定月曜日（５回）

午後１：00～２：00

20人
2,500円
（５回）

窓口にて先着順

基礎からのポールウォーキング２ 午後２：10～３：10

女性のための楽ラク！健康リズム運動２ 午後４：40～５：40

からだメンテナンス２ 午後６：40～７：40

姿勢改善ポールウォーク２ 午後７：50～８：50

◆【公開講座】名古屋が生んだ日本初の理学博士

　～伊藤圭介の生涯～

日時　５／26（火）午後１：30～３：30

講師　 名古屋大学名誉教授・圭介文書研究会

山内一信氏

◆【公開講座】多様な性、どのように支えたらいいの？

　～自分の家族や友人がＬＧＢＴと知ったら～

日時　５／29（金）午前10：00～正午

講師　 ＬＧＢＴの家族と友人をつなぐ会理事

浦狩知子氏

※上記◆は全て、対象はどなたでも48人、

　 申込は当日先着順（受付は当日開始30分前～）、

要約筆記付。

◆ゆらすぽ健康教室

　～からだゆらしてみんなで健康～

日時　５／27、６／10（水）午前10：00～正午

講師　JOAゆらすぽインストラクター

　　　藤堂将行氏　

定員　30人

料金　1,000円

申込　 往復はがき･市電子申請サービス（５面

参照）にて。５／13（水）必着。

◆〈北スポーツセンター共催〉

　健康体操でロコモ予防！

日時　６／４（木）午後１：00～２：30

講師　北スポーツセンター職員

　　　スポーツプログラマー

定員　15人

料金　300円

申込　 往復はがき･市電子申請サービス（５面

参照）にて。５／13（水）必着。

◆〈名城公園フラワープラザ共催〉

　リサイクル植木鉢で箱庭作り！　

日時　６／23（火）

　　　午後６：00～８：00

講師　名城公園フラワープラザ所長

　　　有馬孝一氏

定員　30人

料金　2,500円（材料費含）

申込　 往復はがき･市電子申請サービス（５面

参照）にて。５／28（木）必着。

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。各催しの施設にご確認ください。



5北 区 2 ⓯　
◆移動児童館「あおぞら広場」　※当日参加、雨天中止

日程　①５／13（水）in大我麻公園

　　　②５／20（水）in柳原公園

　　　③６／３（水）in上飯田南公園

　　　④６／10（水）in東志賀公園

時間　午前10：00～11：30

対象　乳幼児とその保護者

◆ちびっこからだあそび

日時　６／４（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

◆わんだふるぱーく

日時　５／15（金）午前10：00～11：30

対象　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

◆わんぱくせいさく隊「パパとつくろう」

日時　５／24（日）午前10：30～正午

対象　小学生 ８人

料金　200円

申込　先着順（電話可）

◆わんぱくせいさく隊「七宝焼き」

日時　６／14（日）午前10：00～正午

対象　小学生 10人

料金　300円

申込　５／30（土）～先着順（電話可）

◆なかよし広場（地域交流事業）

日時　５／21（木）午前10：00～11：30

対象　０歳児とその保護者 

内容　ふれあい遊びと交流会

◆オセロ大会（選考会）

上位４人は６／28（日）に開催される「市児童館

交流オセロ大会」に出場していただきます。

日時　６／６（土）午後２：00～４：00

対象　小学生 16人

申込　５／23（土）～先着順（電話可）

◆こぐま会とあそぼう

日時　５／16（土）午後３：00～４：30

対象　幼児以上～18歳未満児（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す。

◆パパママたいむ「バランスボール」

日時　６／17（水）午前10：30～11：30

対象　首がすわっている０歳児とその保護者 10組

申込　５／30（土）～先着順（電話可）

◆パパママたいむ「ベビーマッサージ」

日時　５／31（日）

　　　①午前10：00～10：45

　　　②午前11：00～11：45

対象　首がすわっている０歳児とその保護者 各10組

料金　300円（オイル代）

申込　５／16（土）～先着順（電話可）

※ 行事は中止となる場合がございます。詳細

は児童館にお電話をいただくか、児童館

ウェブサイトをご覧ください。

申込が必要なものは、申込開始日の午前10：00～

※電話の場合は午前10：30～

◆法律相談（予約制）　※面談時間は20分

日時　５／25、６／８（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週間前から電話にて先着順

※中止の場合あり

◆行政相談

５／20（水）に実施予定でしたが中止します。

【問合】北区役所地域力推進室（☎917－6435）

◆人権相談（予約不要）

日時　５／20（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

◆５月は「放置自転車追放月間」

道路上に自転車や原動機つき自転車を放置す

ると、歩行者の通行の妨げになり、事故の原因

や救急活動の支障となります。市では、自転車

等放置禁止区域内に放置された自転車などの

撤去を計画的に行っています。必ず自転車駐

車場を利用しましょう。

【北区内の自転車等放置禁止区域】

名城公園・黒川・志賀本通・

平安通・上飯田・

大曽根の各駅周辺

※自転車等放置禁止

　区域内には、右の

　マークがあります。

◆５月は「不法投棄防止強調月間」

ごみや不用になった物を

道路や他人の敷地に放置

すると、不法投棄として

罰せられます。

また、決められた曜日・

場所に出さない場合、

不法投棄とみなされることがあります。

不法投棄を目撃された方は、車両ナンバーな

どの通報にご協力ください。

【問合】不法投棄通報専用ファックス

　　　（℻0120－245－318）

　　　環境局事業部作業課

　　　（☎972－2385・℻972－4133）　

　　　北環境事業所

◆北部介護者教室

　楽らく介護のすすめ～心と体の健康講座～

「家族のための介護技術」をテーマに４日間の

講座を開催します。４回シリーズですが、１回

のみの参加もできます。

日程　①７／４（土）

　　　②７／11（土）

　　　③７／18（土）

　　　④７／25（土）

時間　午後１：30～３：00

　　　※終了後、午後３：30まで介護に関す

　　　　る個別相談会を行います。

場所　市総合社会福祉会館（北区役所）７階

　　　中会議室または東西研修室

定員　各回20人

内容　①起き上がりと移乗の基本

　　　② らくらく外出術～車椅子操作と移乗

の基本を学ぼう～

　　　③杖、歩行器、車椅子の選び方・使い方

　　　④ 介助・生活に取り入れる、腰痛予防！

～バランスと姿勢がカギ！～

申込　 ５／22（金）午前10：00～☎・℻・郵送・

　　　窓口・ウェブサイトにて先着順

【問合】なごや福祉用具プラザ

　　　〒466－0015　

　　　昭和区御器所通３－12－１

　　　御器所ステーションビル３階

　　　（☎851－0051・℻851－0056）

◆第28回北区バドミントン大会中止のお知らせ

６/21（日）に北スポーツセンターにて予定してい

た第28回北区バドミントン大会の開催を中止しま

す。また、同日に開催を予定していたチャレンジバ

ドミントンについても中止します。

◆今後の区主催スポーツイベントについて

今後の区主催スポーツイベントも開催中止と

なる可能性があります。あらかじめご了承く

ださい。

【問合】北区役所地域力推進室

　　　（☎917－6439・℻914－5752）

◆６月１日は人権擁護委員の日です

人権に関する悩みや問題は、下記までお気軽

にご相談ください。相談は無料で、秘密は守ら

れます。

<北区の人権擁護委員>

　河野豊子氏、宮前隆文氏、栗木智法氏、

　下野谷順子氏、小林いく子氏

<全国共通相談ダイヤル>

　午前８：30～午後５：15（土・日・祝除く）

　・みんなの人権110番（☎0570－003－110）

　・子どもの人権110番（☎0120－007－110）

　・女性の人権ホットライン（☎0570－070－810）

【問合】名古屋法務局人権擁護部

　　　（☎952－8111･℻952－8156）

◆「環境デーなごや」に関するイベント中止について

６／６（土）に開催を予定していた下記イベン

トは中止します。

①クリーンキャンペーンなごや2020

②黒川清掃

③環境バザー

④資源・ごみの分別クイズとフードドライブコーナー

【問合】①北区役所地域力推進室

　　　　（☎917－6435・℻914－5752）

　　　②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）

　　　③北区役所地域力推進室

　　　　（☎917－6439・℻914－5752）

　　　④北環境事業所

　　　　（☎981－0421・℻981－5399）

◆認知症高齢者を介護する家族支援事業の

　中止について

５月に東部いきいき支援センター、西部いき

いき支援センターで開催を予定していた下記

の事業は、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止のため中止します。

・認知症家族教室

・医師（もの忘れ相談医）による専門相談

・認知症家族サロン

◆もしもに備えて、水の備蓄をしましょう！

人が生きていくためには、

１人１日あたり３ℓの飲み

水が必要です。ご家庭でも、

３ℓ×ご家族の人数×３日

分以上の水を備蓄しましょう。

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。

◆総合治水をご存じですか？（新川流域）

　５／15（金）～21（木）は総合治水推進週間です

総合治水とは、洪水や

浸水被害の防止を図る

ため、川幅をひろげた

り、川底を掘るなどの

「河川の改修」と、学校

や公園内に雨水を貯め

たり、雨水を地下に浸透

させる施設を作るなど

の「流域内での対策」を

一体的に進めるものです。

総合治水を進めるためには、市民の皆さまのご

協力が必要です。総合治水を市民の皆さまにご

理解いただくため、図や写真を用いてわかりや

すく説明したパネル展示を行います。

日時　６／１（月）～４（木）

　　　午前８：45～午後５：30

場所　市役所西庁舎　２階ロビー

【問合】緑政土木局河川計画課（☎972－2893）


