広報なごや

く ら し の ガ イ ド

6
往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照
がんサポートセミナー
｢ウイズコロナ時代のがん患者･
無料
家族支援｣オンライン配信
講演｢いま、
あらためて患
者・家族への支援を考え
る｣と患者･家族支援の取
り組み事例の発表､パネ
↑ホームページ
ルディスカッション
はこちら
日時 12/18
（土）
午後1:30～3/31
（木）
講師 全国がん患者団体連合会副理事
長の松本陽子さんなど
案内 ホームページ
問合 がん相談･情報サロン｢ピアネッ
ト｣☎243-0555 FAX243-0556
（健康福祉局健康増進課
☎972-2637 FAX972-4152）

クリエイターズショップ･ループ
｢ バ レ ン タ イ ン ス ペ シ ャ ル・国 産
ローズウォーターの蒸留体験｣
アロマブランド
｢H aya｣のワーク
ショップ｡貴重な国
産バラの、香り高
いローズウォータ
―5mLを採取し、
持ち帰りできる
日時 1/29
（土）
午前11:30～午後0:10･
午後2:00～2:40
料金 3千円
人数 先着で各6人
受付 12/13
（月）正午～
問合 同所
（中区栄三丁目）
☎265-2106 FAX265-2107
ハ

ヤ

お金や共有持分を受け取るものでしたが､民法が変わり､遺産の内容に
かかわらず､お金を受け取るものになりました｡請求には金額の計算が
必要になり､期間制限のある手続きもあるので､早めに弁護士に相談す
ることをお勧めします｡
（愛知県弁護士会☎ 203-0730 FAX204-1690）
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●

国道23号通行ルール
（名古屋南部地域）
沿道環境（大気 ･ 騒音）改善のため

大型車は中央寄り走行

にご協力をお願いします。
なお、道路交通法により、大型貨物自動車などは
夜間（午後11:00～午前6:00）、最も中央寄りの
通行帯を通行しなくてはいけません。
問合 環境局大気環境対策課

☎972-2682

無料
動物愛護センターの催し
★問題犬のための
しつけ方教室
（水）
日時 ①1/19
午後1:30～
｢災害時のトイレで大切なこと～
名古屋市民大学｢人権啓発ファシ
3:30
無料
おうちで実験!トイレさんと学ぼ
リテーター養成講座｣
★パピー教室
日時 1/29
無料
日時 ②1/23
う～｣
（オンライン）
（土）～3/5（土）の土曜日
（日）③3/13（日）午後
日時 1 / 1 0（ 月 ･ 祝 ）午 前 1 0 : 0 0 ～
（2/12を除く）の全5回､午後
1:30～3:00
対象 ①市内在住の方｡抽選で15組
10:45･午前11:15～正午･午後
1:30～4:30
場所 イーブルなごや
2:00～2:45･午後3:15～4:00
（中区大井町）
（犬の同伴は抽選で4組程度）②
対象 小学生以上の方｡先着各20組
人数 抽選で20人
③市内在住で生後6カ月までの
受付 12/11
申込 電子申請か往復はがきで教育委
（土）午前9:00～
子犬を同伴できる方｡抽選で各
案内 ホームページ
員会生涯学習課分室
10組
（いずれも、登録･狂犬病予
問合 港防災センター
（港区港明一丁目）
（〒461-0001東区泉一丁目1-4）
防注射･混合ワクチン接種済み
☎651-1100（月曜･第3水曜日
☎950-5031 FAX950-5041
の犬に限る）
受付 12/17
申込 電子申請か往復はがき
休み）FAX651-6220
（金）必着
（希望日､
HP minato-bousai.jp
犬の種類･年齢･性別①は体重･
市科学館
困り事､犬の同伴希望の有無も
建設技術フェア in 中部
プラネタリウム夜間投影①｢世界
記入）で同センター
テーマは｢建設現場のDX（デジタル
の星座たち｣②｢天の川のすがた｣
（〒464-0022千種区平和公園
日時 ①1/14
トランスフォーメーション）が未来
（金）午後6:30～7:30②
二丁目106）☎762-1515
を創る｣｡建設分野の新技術を紹介
2/8（火）午後6:30～7:30
FAX762-0423
日時 12/14
受付 ①1/5
（火）
午前10:00～午後5:00・ 対象 高校生以上の方｡抽選で各350
（水）②1/9（日）
15
（水）午前10:00～午後4:00
人
③2/27（日）必着
料金 700円
場所 中小企業振興会館
（千種区吹上
申込 電子申請か往復はがき
市科学館
二丁目）
（1通5人
料金 入場無料
案内 ホームページ
展示室ボランティア養成講座 無料
まで）で同館（〒460-0008中区
日程 1/15
問合 名古屋国際見本市委員会
（土）
・29
（土）
・2/12
（土）
午
栄二丁目17-1）
前10:00～午後0:30、
2/19
（土）
☎735-4831 FAX735-4836
☎201-4486（月曜･第3金曜日
午前10：00～午後4：30、
2/26
（土）
（経済局産業立地交流室
休み）FAX203-0788
午前9:25～午後5:05のうち
☎972-2423 FAX972-4135） 受付 ①12/17
（金）
必着②12/26
（日）
～
HP www.kgf-chubu.com
2.5時間、3/19（土）午後5:00～
1/13（木）必着
7:00の全6回
対象 18歳以上
（高校生を除く）の方｡
抽選で15人
法
相
律
談 遺留分侵害額請求
受付 12/20
（月）まで
案内 ホ ー ム ペ ー ジ ･ 区 役 所 情 報
Q 先月､父が亡くなりました｡相続人は私と兄だけで､遺産全部を
配布 コーナー･図書館など
兄が相続する内容の遺言書があります｡私は何も財産を受け取
問合 同館
（中区栄二丁目）
れないのでしょうか｡
☎201-4486（月曜･第3金曜日
休み）FAX203-0788
A あなたには遺産の4分の1について遺留分があるので､お兄さん
HP
http://www.ncsm.city.
に｢遺留分侵害額請求｣をして､お金を受け取れる可能性がありま
nagoya.jp
す｡この請求は､以前は｢遺留分減殺請求｣という遺産の内容に応じて､
イン

令和3年12月号

FAX972-4155

高齢者就業支援センターの講習
①就業にも役立つパ
ソコン/ワード（応
用）
日時 1/12（水）～
3 1（ 月 ）の 月
曜･水曜･金曜日の全9回､午
前10:00～正午
②就業にも役立つ/はじめてさわる
パソコン
日時 1/12
（水）･14（金）の全2回､
午後1:30～3:30
対象 市内在住で55歳以上の方
（①は
ワードの基本操作ができる方）｡
抽選で各10人
料金 ①15,700円②2,500円
申込 ホームページ･電話･ファクスで
同センター（昭和区御器所通）
☎842-4691 FAX842-4894
受付 12/20
（月）まで
HP www.bes-c.com
東山動植物園
大人のための動物講座
生物多様性の大
切さや自然との
共生について楽
しく学ぶ
★｢動物福祉:何の
ため､誰のため｣
日時 2/5
（土）午後2:00～3:00
★｢メダカ博士による大人のメダカ
講座｣
日時 2/6
（日）午後2:00～3:00
対象 高校生以上の方｡抽選で各60人
料金 入園料必要
申込 電子申請か往復はがき
（1通1人
まで｡希望の講座名･ふりがなも
記入）で同園（〒464-0804千種
区東山元町3-70）
☎782-2111（月曜日休み）
FAX782-2140
受付 1/10
（月･祝）必着
※動物取扱業の登録内容は⓬面参照

サブスクの請求トラブルに注意！
パソコンメーカーの公式サイトと勘違いして有料質
問サイトを利用し、月額料金を請求された

広告 財源確保のため広告を掲載しています。なお、広告内容などは名古屋市が推奨するものではありません。

お試しで登録した動画配信サービスの解約を忘れ､
利用していないのに料金を請求された

サブスクを契約している間はサービスを利
用していなくても料金が請求されます｡また サブスクリプション
（サブスク）
とは…定
無料期間の間に解約しなければ､自動的に有
額制で商品・サービ
料サービスに移行し､定期的に定額料金が引 スを利用できるサー
き落とされることもあります｡
ビス
★契約をする前に､無料期間や契約条件など
を確認しましょう｡
★クレジットカードや携帯電話のキャリア決済､銀行口座などの利用明
細で、
利用していないサブスクの支払いがないか毎月確認しましょう。
問合 消費生活センター相談ダイヤル☎ 222-9671 FAX222-9678
（祝休日を除く月曜日～土曜日午前 9:00 ～午後 4:15）

