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参加者の小中学生の皆さまには黒川にいる

生き物を紹介するリーフレットを配布します。

黒川の中に入って、生き物を観察する会です。

新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で実施しますのでご協力をお願いします。なお、状況によっては中止を判断する場合があります。

場 所

対 象

持 物

申 込

締 切

問 合

日 時 8/15（土）午前10：00～正午

黒川（稚児宮人道橋付近）

区内在住の小中学生の子とその保護者　15組程度（1組3人まで）

たも、生き物を入れる飼育ケース、川に入れる靴、タオル、帽子、水筒など

 ※濡れても良い服装でご参加ください。

「黒川観察会希望」・住所・参加者全員の氏名・電話番号

を明記の上、はがき・ＦＡＸ・市電子申請サービスにて

下記問合先まで。応募者多数の場合は抽選。

７/20（月）必着

黒川ドリーム会事務局（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）

このリーフレットは、左記問合先窓口でも

配布しています。※なくなり次第終了

夏休み親子黒川観察会夏休み親子黒川観察会

キタッコがスポーツに挑戦中！キタッコがスポーツに挑戦中！

参加
無料

小雨
決行

北区のマスコットキャラクター

問 合 北区役所地域力推進室生涯学習担当

（☎917-6439・FAX914-5752） 問 合 北警察署交通課（☎981-0110）

北区役所公式Twitter  ＠kita_nagoya

キタッコが北区で行われているスポーツにチャレンジする

『キタッコチャレンジ』を写真と動画で北区役所公式Twitterに

投稿しています。ぜひご覧ください！
北警察署が作った、「はひふへほ

のお約束」の歌。歌って覚えて、

交通安全！事故を減らしましょう！

動画はYouTubeで

公開中。ぜひチェック

してみてください。

北区役所公式

Twitter

フォローしてね！

「　　　　　　  のお約束」を

歌って交通安全！

は ひ ふ へ ほ

「　　　　　　  のお約束」は ひ ふ へ ほ

…はしらない（道路を走らない）

…ひろがらない（道路いっぱいに広がらない）

…ふざけない（道路ではふざけない）

…へんなひとについていかない（変な人についていかない）

…ほどうをあるこう（歩道を歩こう）

は

ひ

ふ

へ

ほ

問 合 北区役所地域力推進室（☎917-6433・FAX914-5752）

北区では、ジャズでまちを盛り上げるプロジェクト

「KITA JAZZ！」を進めています。北区のテーマ曲

「Departure -Theme of Kita Ward-」に合わせた

健康体操「KITA JAZZ！体操」を知っていますか？老若

男女が楽しめる体操です。ぜひやってみてくだ

さい！体操は、KITA JAZZ!ウェブサイトから

ご覧いただけます。

名古屋で活躍するエンターテイメントグループ「祭nine.」の方々が

KITA JAZZ！体操を実践してくれました。動画・情報配信サービス「Locipo

（ロキポ）」で公開中。こちらもぜひご覧ください。 ※8月上旬に配信終了予定

お家で運動不足解消♪

「　　　　　　　　体操」をやってみよう！

「KITA JAZZ!体操」が
東海テレビ「スイッチ！」で取り上げられました。

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

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。

③受付時間を早めて開始する場合があります。

④ 感染症拡大などの状況により、日程などを

変更する場合があります。

【問合】保健感染症係（☎917－6553）

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

①７／15（水）

②８／19（水）

午前９：15

　～９：25
楠分室 対象　妊婦とそのご家族

内容　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、テキストファミリー教室（２日間コース）

【予約制】☎917－6553

①８／３（月）

②８／17（月）

午後１：15

　～１：30

北保健

センター

母乳相談

【予約制】

北保健センター　☎917－6554

楠分室　☎902－6501

７／30（木）
午前９：15

　～10：30
楠分室 対象　母乳育児や卒乳で困っている方

内容　助産師による相談

持物　母子健康手帳、タオル８／７（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
７／14（火）

午前９：10

　～９：50

北保健

センター

対象　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

内容　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

７／16、８／６

（木）

午後１：00

　～１：45

北保健

センター

対象　１歳～就学前の子　40人

内容　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　７／21（火）午前９：00～

７／28（火）

①午前９：30

　　～９：40

②午前10：50

　　～11：00

楠分室

対象　令和元年５～９月生の子と

　　　その保護者　①②とも10組

内容　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

モグカミ離乳食教室

【予約制】☎917－6553

申込　７／20（月）午前９：00～

７／30（木）
①午前10：00

②午前11：00

北保健

センター

対象　令和元年10・11月生の子と

　　　その保護者　①②とも４組

内容　 離乳食のデモンストレーション

と個別相談（試食なし）

こころの健康相談

【予約制】☎917－6572

７／22・29、

８／５（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
７／15（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

７／30（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

☆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）の写しが必要）

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（医療証が必要）

⑤名古屋市福祉給付金受給者（資格者証が必要）

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。

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）

◆難病患者のための「医療生活相談会」（予約制）

難病患者さんやご家族が安心して生活できる

ための講演会・交流会を行います。

日時　８／20（木）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　10人

内容　①講話

　　　　 神経筋疾患患者さんにおける在宅療

養生活のポイントと医師に上手に症

状を伝える方法

　　　②個別相談

　　　　神経・筋系難病の疾患、症状について

　　　③交流会

講師　医師　服部優子氏

申込　７／13（月）～電話・窓口にて

【問合】保健看護担当

　　　（☎917－6554・℻911－2343）

北区まるっとすまいる通信③
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】北区東部いきいき支援センター（☎991－5432・℻991－3501）

　　　北区西部いきいき支援センター（☎915－7545・℻915－2641）

　　　北区西部いきいき支援センター分室（☎902－7232・℻902－7233）

認知症に関する知識を学べる約90分の講座で、

受講者が５人以上であればどこでも出張開催します。

「認知症の人が安心して暮らせるまち」を実現するための

取り組みです。ぜひ、お気軽に北区いきいき支援センター

にご相談ください。

◆「認知症サポーター養成講座」を受講しませんか？

健診名 実施日 受付 対象者

３（４）カ月児

７／14（火）

午後１：00

　～１：45

Ｒ１．12．29

～Ｒ２．１．16生

７／21（火）
Ｒ２．１．17

～１．30生

８／４（火）
Ｒ２．１．31

～２．17生

１歳

６カ月児

７／15（水）

対象の方へは、

別途ご案内します。

７／29（水）

３歳児

７／17（金）

７／31（金）

※

記載されているイベントや行事などについては、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で実施しますのでご協力をお願いします。

なお、状況によっては中止や内容変更となる場合があります。最新情報は、各催しの担当部署にご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響について

健診名 実施日 受付時間など

３歳児 ８／７（金）
対象の方へは、

別途ご案内します。

◆桃色ほっぺ（予約制）

新米ママさん同士お喋りしましょう。

日時　７／17（金）午前10：00～11：30

　　　　（受付　午前９：30～９：50）

場所　楠分室

対象　令和２年３月生～１カ月児健診終了後

　　　の第１子の赤ちゃんとその母親　10組

内容　親子のリラックスタイム、交流会、体重計測

持物　母子健康手帳、バスタオル

申込　電話・窓口にて

【問合】楠分室（☎902－6501）



教室名 日程 時間 対象 定員 料金 申込

名古屋グランパスチアダンス１日体験会①
８／22（土）

午前９：30～10：30 年中～小学１年生
各30人 各330円

☆８／５（水）
必着

名古屋グランパスチアダンス１日体験会② 午前10：45～11：45 小学２～６年生

夏休み子ども集中水泳教室
８／３（月）・４（火）・

５（水）・６（木）
午前９：00～10：00 小学生 36人

2,400円
（全４回）

☆７／15（水）
必着

エアロダンス ８／４（火） 午前10：45～11：45
一般 各25人 各300円

開催日時の
20分前～

窓口にて先着順

エアロビクス ８／６（木） 午前10：45～11：45

朝ヨガ
８／３（月）

午前９：30～10：30 一般

各15人 各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）

８／４（火）

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

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 ８／５（水） 午前10：45～11：45 一般

ベリーダンス
８／６（木）

午後１：30～２：30 一般女性

ズンバ 午後７：00～８：00 一般

キッズダンスサマースクール（プレキッズ）
８/６～10/15（木）
（指定木曜日）

午後３：30～４：15 年中～年長 30人 3,300円（全10回）
☆７/15（水） 

必着
キッズダンスサマースクール（キッズ） 午後４：30～５：30 小学生 30人 3,300円（全10回）

◆イベント中止のお知らせ

８月10日までの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。

◆イベント中止のお知らせ

８月10日までの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。

◆北図書館からのおすすめ絵本

『トマトさん』 田中清代作　福音館書店

夏の昼下がり、まっかにうれたトマトさんが

木からどった、とおちました。ミニトマトたち

のように小川にぽっちゃん、と飛び込みたい

けれど体が重くて小川まで

転がっていけません。

暑い夏にピッタリの絵本です。

親子でぜひ楽しんでみてください。

※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・往復はがきにて（６面参照）。各催しの必要事項は性別と年齢。〒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人のみ有効。定員を超えた場合は抽選。

◆上飯田第二団地

日時　７／15（水）午前10：00～11：00

教室名 日程 時間 対象 定員 料金 申込

初級エアロビクスⅠ
８／６（木）

午後６：45～７：45

中学生
以上

15人
各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 20人 ★当日午後７：40～

かんたんエアロ＆トレーニング

８／３（月）

午後２：10～３：10 10人

各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 10人 当日午後３：00～

ZUMBA（ズンバ） 午後６：30～７：30 15人 当日午後６：00～

おやすみリラックスヨガ 午後７：45～８：45 15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
各１人

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 6,500円

ペア 午後７：50～８：50 ２人１組 ２人で11,000円

◆イベント中止のお知らせ

８月10日までの開催予定のイベントはすべて中止し

ます。それ以降のイベントの開催可否は、随時お知ら

せします。ご理解のほど、よろしくお願いします。

◆所在地変更のお知らせ

セミリニューアル改修工事のため下記へ移転

しました。

【場所】志賀本通２丁目41番地

　　　志賀本通ハイツ１階・２階

【期間】令和２年７月１日～令和３年３月末

※新しい所在地の詳細や開館時期などは随時、

　上飯田福祉会館ウェブサイトや掲示など

　にてお知らせします。

記載されているイベントや行事などについては、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で実施しますのでご協力をお願いします。

なお、状況によっては中止や内容変更となる場合があります。最新情報は、各催しの担当部署にご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響について

　

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止と

　セミリニューアル改修工事のため、７月は

　イベントを開催しません。ご理解のほど、

　よろしくお願いします。

◆じどうかんであそぼう

日時　①８／１（土）午前10：00～正午

　　　②８／８（土）午後１：00～３：00

対象　乳幼児とその保護者 各日６組

内容　児童館にあるおもちゃで遊べます。　

申込　①②とも７／18（土）～　

◆ちびっこからだあそび

日時　８／６（木）午前10：30～11：30

対象　２歳～未就園児とその保護者 ６組

内容　 テーマに沿って親子で体を使ってふれ

あい遊びをします。ままさん、ぱぱさん

のストレッチタイムもあります。

申込　７／22（水）～

※ 上記◆の申込は各日午前10：30～先着順（電

話のみ）

◆ナイト児童館

日時　８／７（金）午後５：00～８：00

　　　※中学生は午後７：00まで

対象　中学生から18歳未満

内容　まんがやボードゲームで遊べます。

◆所在地変更のお知らせ

セミリニューアル改修工事のため下記へ移転

しました。

【場所】山田町４丁目84番地

【期間】令和２年７月１日～令和３年３月末

７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。

７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。

各問合先にご確認ください。

2 7 北 区⓲



7北 区 2 ⓳

◆法律相談（予約制）　※面談時間は20分

日時　７／27（月）、８／６（木）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　７／15（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　７／15（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

◆認知症高齢者を介護する家族支援事業

対象　区内在住の認知症高齢者を

　　　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）

７／15（水）
午後２：00～３：30
北区東部いきいき
支援センター会議室

７／22（水）
午後２：00～３：30
北区在宅サービス
センター研修室

家族
サロン

（介護の
悩み相談）

７／16（木）
午後１：30～３：30
場所　同上

７／22（水）
午後１：30～３：30
場所　同上

家族教室 ７・８月の開催は中止します。

◆新鮮な水を使用できる「直結給水」に

　しませんか？

受水槽を経由せずに配水管から直接蛇口まで

新鮮な水道水をお届けする「直結給水」の普及

を促進しています。

集合住宅・事務所ビルなどの中高層の建物で

も、直結給水にすることで、新鮮な水をご使用

できます。

ほかに、省エネルギー、維持管理費の節約など

さまざまなメリットがあります。詳細は、お問

い合わせください。

◆－想いと笑顔をつなげよう－

名城公園なごやかベンチ寄附募集

市の公園を魅力的にして

いくため、市民や企業の

皆さまからあたたかい

メッセージとご寄附を

頂戴して、新しいベンチを

設置する事業です。

ベンチには寄附者さまのお名前とメッセージを

記した真ちゅう製のプレートを取り付けます。

人生の記念や想い出、大切な人への感謝をメッ

セージにして、公園のベンチで語らいませんか？

<募集公園>　名城公園

　　　　　　　※ 上記以外でご希望がありまし

たらお問い合わせください。

<価格>

　　　210,000円　　　　　160,000円

　　（背付きベンチ）　　（背無しベンチ）

【問合】緑政土木局緑地利活用室

　　　（☎972－2489）

　　　北土木事務所

　　　（☎911－8165）

◆夏休み昆虫教室

庄内緑地・名城公園で昆虫採集をします。

身近な自然に生息している生き物を探そう！

日時　①８／２（日）午前10：00～正午

　　　②８／４（火）午後６：30～８：00

　　　③８／９（日）午前10：00～正午

場所　①庄内緑地　②③名城公園

対象　市内在住の小学生とその保護者

　　　（子どものみの参加不可）

定員　①③各50人　②25人

　　　（応募者多数の場合抽選）

料金　無料

　　　（タモと虫かごを子ども１人につき１つ進呈）

申込　 電話・はがき・℻にて。「夏休み昆虫教室」・

希望日・郵便番号・代表者の住所・参加者

全員の氏名・電話番号を明記し、下記問

合先まで。当選者には持ち物など案内

送付。７／20（月）午後５：00必着。

【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）

～工場からのお願い～

小型充電式電池や

モバイルバッテリーを

ごみや資源の収集に

出すと、ごみ収集車や工場で火災が起きる原

因となります！上記のマークがついた電池な

どが目印です。ごみや資源に出さずに、お近く

の回収拠点（各区の環境事業所・電気店など）

にお持ち込みください。

回収拠点は一般社団法人JBRC

のホームページで検索できます。

【問合】環境局工場課

　　　（☎972－2287）

◆東海豪雨20年　関連事業について

７／11（土）に楠地区会館で開催を予定してい

た防災講演会および、８／１（土）に開催を予定

していた防災バスツアーは、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。

北区では防災について身近に

学んでいただける企画を検討

中です。詳細が決まりましたら、

今後の広報なごやおよび区公式

ウェブサイトでお知らせします。

【問合】北区役所総務課

　　　（☎917－6414・℻914－5752）

◆名古屋市北名古屋工場が完成しました！

北名古屋工場は可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ

を処理する工場です。

〇所在地　北名古屋市二子四反地15番地１

〇処理能力

　（可燃ごみ）660ｔ／日

　（不燃ごみ・粗大ごみ）

　　　　　50ｔ／５時間

ごみを処理するときに出る熱を利用して電気

をつくります。つくられた電気は工場内で使

用し、余った電気は売却します。工場について

の詳細は工場を運営する北名古屋クリーンシ

ステムのホームページをご覧ください。

令和２年10月に開催を予定しておりました

北区区民まつりは、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止のため中止となりました。

開催を楽しみにされていた皆さまには大変申し訳

ございませんが、ご理解いただきますようお願いします。

【問合】北区区民まつり実行委員会事務局

　　　（北区役所地域力推進室内）（☎917－6433・℻914－5752）

　　こんな方におすすめ

　　□毎日、新鮮な水を使いたい

　　□電気代を少しでも節約したい

　　□環境に優しい生活をしたい

令和２年度北区区民まつり

記載されているイベントや行事などについては、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で実施しますのでご協力をお願いします。

なお、状況によっては中止や内容変更となる場合があります。最新情報は、各催しの担当部署にご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響について

◆作って楽しむジャズ体験

　マラカスギロべえとミニジャズコンサート

日時　７／29（水）午後２：00～

　　　（開場　午後１：30～）

場所　北保健センター楠分室

内容　ペットボトルで簡単に

　　　できる「マラカスギロ

　　　べえ」を作って、プロの

　　　演奏家と一緒にジャズに合わせて

　　　リズムに乗ろう。

対象　区内在住の65歳以上の方 10人

料金　無料

申込　電話・℻・電子メールのいずれかにて。

　　　氏名・住所・電話番号・生年月日を下記

　　　問合先まで。７／20（月）必着（先着順）。

【問合】北区役所福祉課地域包括ケア推進担当

　　　（☎917－6575・℻914－2100）

　　　（ a9176521@kita.city.nagoya.lg.jp）

◆【なごや環境大学共育講座】青空遊園

　～堀川上流（黒川）で川遊び！川を楽しむ！～

日時　７／12・19・26（日）午前10：00～正午

場所　堀川（黒川）・稚児宮人道橋

定員　各日20人

料金　１組600円

内容　魚とり

申込　電話または電子メールにて。参加日・氏名・

　　　学年（年齢）・性別・連絡先（メールアドレス

　　　または電話番号）を下記問合先まで。

【問合】川ナビ歩こう会（佐藤）

　　　（☎070－2226－3816）

　　　（ kawa.nabi1105@gmail.com）

◆安心・安全で快適なまちづくり区民大会

　中止のお知らせ

８月上旬に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の感染拡大防止

のため、中止します。それに伴い、柳原通商店

街で実施予定でした「安心・安全・快適キャン

ペーンパレード」も中止します。ご理解のほど、

よろしくお願いします。

【問合】北区役所地域力推進室

　　　（☎917－6435・℻914－5752）

“きた・きたフェスタ”中止のお知らせ
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