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●人口／2,322,709人

（令和4年2月1日現在）

www.city.nagoya.jp

↓市消防団の皆さま

つな

地元名古屋のために。想いとバトンを繋ぐ

消防団員募集

※写真撮影時のみマスクを外しています

新型コロナウイルス感染症について
■ 発熱などの症状のある方は、
まずはかかりつけ医にご連絡ください｡
■ 相談する医療機関に迷う場合、
一般的な相談、
療養後も続く症状
（いわゆる後遺症）
の相談は、
受診・相談センター
（コールセンター）
にご連絡ください。

（２４時間受付） FAX０５０-８８８２-９７０３
nagoya _ jyushinsoudan@medi-staf fsup.com
☎０５０-3614-０７４１
※電話番号のお掛け間違いが発生しています。
電話番号をよくお確かめのうえ、
お掛け間違いのないようお願いします。

■ 同感染症陽性の方や濃厚接触者にあたる方は､お住まいの区の保健センター

（祝休日を除く月曜～金曜日の午前9：00～午後5：30）にご相談ください｡

■
「新型コロナウイルス感染症 自宅療養ガイド」を市公式YouTubeで公開しています。

視聴はこちら→

風水害ハザードマップが変わります！特集号をご確認ください。
市政に関する
お問い合わせは

名古屋おしえてダイヤル

052 - 953 - 7584

052 - 9 71- 4894

午前8：00～午後9：00
年中無休

7584 @oshiete - dial.jp

よくある質問をウェブサイトで公開しています。
名古屋おしえてダイヤル

２
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今 月 の 特 集

消防団は特別職の地方公務員として、消火活動などの災害対応に当たるほか、
防火防災に関する広報や指導など、地域の安心と安全を守る活動を行っています。

若い世代へ

想いを繋ぐ

～行列のできる消防団を目指して～

名古屋市では南海トラフ巨大地震が発生すると、
市内各地で同時多発的に被害が発生すること
が予想されます。市内267消防団は有事に備えて、消防隊と連携しながら日々の訓練や災害対応

一ノ瀬会長、長きにわたり
消防団へのご尽力、どえ
りゃあ感謝しとります。想
いを受け継ぐ若者に期待
しとるでよ !

に当たっています。市民の皆さまには「自分事」
として捉え、家具の転倒防止などの「地域の防災

名古屋市長 河村たかし

力」
を高める取り組みを進めていただきたいと思います。
また、近年は少子高齢化や地域への帰属意識の希薄化などの影響もあり、
消防団の将来を担う

市消防団連合会会長
よし ゆき

一ノ瀬 喜之さん

若い世代の力が不足しています。
「生まれ育った街への感謝の気持ち」、
「災害から大切な命・街を
守り抜くという使命感」。私自身が48年間の消防団活動で常に心掛けてきたこの想いを、
新たな時代
を築き切り拓いていく次世代に託し、
一人でも多くの方が消防団を志してくれることを願っています。

誰でも活躍できる地域貢献

インターネットで簡単に入団

あや こ

な

名城消防団 香川 絢子さん

つ

き

露橋消防団 八木 奈津希さん

老舗料亭の若女将業をしていた時､地元に貢献したい

「何か自分にもできること」
を探していた時に、
イン

という想いで入団。老若男女問わず、
誰でも活躍でき、

ターネットで簡単に消防団の入団申請ができるの

さまざまな視点や経験を活動に活かせるのが消防団

を知り、入団しました！消防団って、
やってみるとやり

の魅力です。地元のために、
一緒に活動しませんか？

がいがあって楽しいですよ！

若者、求む！まずは体験から

無理なく始められる！

ひろ き

あき ひろ

柳消防団 井川 博貴さん

八事東消防団 近藤 晃弘さん

何も知らずにこの世界に飛び込み、早3年。消火

身近な人に
「消防団知ってる？試しにどう？」
と誘われ

訓練における放水技術も上達！最近は友だちや夫婦

入団。当初は
「月1なら」
そんな動機でしたが、今では

で入団する方も！今、若者の力が必要です！まずは体

「人のため」
の活動に、
やりがいを持っています。消防
団と相談して自分のペースで活動に参加できますよ！

験からでも！お気軽に声を掛けてください！

入団資格 市内在住か在勤
（学）の18～65歳で、消防団活動に支障のない方
入団方法 居住・勤務・通学する場所にある消防署へ、お気軽にお問い合わせくだ

さい。インターネットからも簡単に申請できます。

処

遇 ■出動などの実績に応じた報酬制度

年額報酬や出場報酬（災害時など消防団活動の都度）
を支給します 。

■訓練中や災害対応中のケガに備えて・
・
・

公務災害補償制度が設けられています。

■一定期間、消防団員として活動すると・
・
・

階級に応じた退職報償金が支給されます。

問
↑視聴はこちら

合 消防局消防課

☎ 972-3561

FAX 951-8463

↑入団申請や消防団に
ついての詳細はこちら
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新型コロナワクチン３回目接種

無料

対象

ワクチン3回目接種の安全性と効果

接種を受けられる時期

（2回目接種日から6カ月以上
2回目接種を完了した方 接種券が届き次第
経過した日以降）

（当面18歳以上）

■ 今月の発送分
（予定）

2回目接種日

接種券発送日

8/26～9/7

3/7（月）

9/8～14

3/14（月)

9/15～22

3/22（火)

9/23～28

安全性

にちがかかります。

接種しても安全性の面で許容されます。

1・2回目接種でファイザー社ワクチンを受けた人が、3回
果 目で武田／モデルナ社ワクチンを受けた場合でも、抗体価

効

※発送日から手元に届くまでに日

接種後7日以内の副反応は、1・2回目と異なるワクチンを

が十分上昇します。

※次の方は接種券の発行申請が必

● 武田／モデルナ社のワクチンにおける３回目接種は、
2回目接種

・海外で接種を受けたことのある方

報告されています。なお、
３回目接種に用いる量は、
１・２回目接種

後と比較して、発熱や疲労などの接種後の症状が少ないことが

要です。

で用いた量の半量となります。

・2回目の接種後に本市に転入さ
れた方の一部 など

3/28（月)

接種券の発行申請は
こちら→

ストップ

STOP！コロナ差別！

■ 各医療機関での個別接種や区役所などでの集団接種の予約に

ワクチン接種は個人の選択です｡
接種しない人への差別はやめましょう｡

よくある質問と答えはこちら→

ついては接種券同封のチラシをご覧ください｡

小児(５～１１歳)へのワクチン接種
（３月から実施）
対

象

接種間隔
実施方法

使用するワクチン

接種日時点で5～11歳の方

3週間の間隔をおいて2回接種

接種券発送時期

医療機関での個別接種

※原則事前予約制で、接種券が届き次第予約できます。

※接種できる医療機関は市ウェブサイトでご確認ください。

問

合

※接種を受けることは強制ではありません。
問合 なごや新型コロナウイルスワクチンコールセンター

小児用ファイザー社ワクチン
9～11歳の方：2/28
（月）
7 ～ 8 歳 の 方：3/14
（月）

5 ～ 6 歳 の 方：決まり次第お知らせします。

なごや新型コロナウイルスワクチン子ども相談窓口
：
００～午後５
：
３０
☎０５０-３２０５-１６６１ 毎日 午前９

050-3135-2252 FAX 972-4386

新型コロナワクチンについての一般的な問い合わせはこちら

市ウェブサイトはこちら→

住民税非課税世帯等への臨時特別給付金
★家計急変世帯向け臨時特別給付金 申請必要
対象

〈住民税非課税相当の一例〉

住民税非課税世帯以外の世帯のうち、新型コ

新型コロナウイルス

１月以降の収入が減少し、世帯全員が住民税

収入が減少したこと

ロナウイルス感染症の影響を受けて、令和３年

非課税相当となった世帯（※課税者の扶養親

感染症の影響を受けて

族のみで構成される世帯などは除く）
支給金額 1世帯あたり10万円
（１回限り）
受付

案内

9/30(金)まで

市ウェブサイト

令和３年１月以降の任意の

市ウェブサイト
はこちら→

１カ月収入×１２
（年収換算）

単身または扶養親族が
いない場合

100万円

配偶者・扶養親族
（計１名）
を
扶養している場合

156万円

配偶者・扶養親族
（計２名）
を
扶養している場合

205万9,999円

障害者・寡婦・ひとり親の場合

204万3,999円

令和3年度住民税非課税世帯向け臨時特別給付金の対象世帯には、2/7（月）から
確認書を送付していますので、届いた確認書に必要事項を記入し、返送してください。
受付

5/31(火)まで

ごみ・資源の排出が
困難な方への市民サービス

問合

同給付金コールセンター

☎ 050 -3135-3260 FAX 228-2774

なごやか収集 を知っていますか？

なごやか収集とは、
ごみ・資源を所定の排出場所まで持ち出すことが

困難な方々を対象に支援するものです｡原則､自宅の玄関前に出さ

れたごみ・資源を収集します｡集合住宅にお住まいの場合でも、玄関
前まで収集に伺います！

集合住宅の場合

非課税相当限度額
（収入額ベース）

家族構成例

戸建ての場合

対象 下記のいずれかに該当し､親族や近所の方の協力を得ることが困難で､

お一人でごみ・資源を持ち出すことができない方

● 65歳以上の方
● 要支援者か要介護者に認定された方
● 身体障害者手帳をお持ちの方

問合 区環境事業所､環境局作業課

所が訪問調査で判断します｡なご

やか収集に関してご不明な点は、

● 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
● 愛護手帳をお持ちの方

※ 対象かどうかは各区の環境事業

各区の環境事業所までお問い合

わせください。

☎ 972-2394

FAX 972-4133

３
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市 政 ト ピ ッ ク ス

3.23は東山動植物園
きずなの広場へ行こう

「奇跡の一本松」

後継樹を名古屋に迎えて
昨年3月23日に、名古屋市が陸前高田市へ
「行政丸ごと支援」
を開始した
日から10年を記念して、東山動植物園に植樹され、3月23日を
「絆の日」
と
定めました。毎年、
「絆の日」
には陸前高田市へ思いを寄せ、東日本大震災
の記憶や教訓を振り返り、防災について考えてみませんか？

非常食などの
プレゼントあり
（無くなり次第終了）

●
「奇跡の一本松」
後継樹のライトアップ
●消防音楽隊による被災松鍵盤ハーモニカ演奏
●陸前高田物産の販売ブース など
※天候などにより、内容変更の場合あり

日時

3/23(水) 午前10：30～午後7：30
（入園は午後7：00まで）

場所

東山動植物園内きずなの広場付近
(千種区東山元町3-70)

料金

入園料必要

「絆の日」
巡回パネル展
日程

5/8
（日）
まで
（会場により異なる）
場所

区役所・支所、港防災センター
（港区港明一丁目12-20）
、
セントラルパークなど

「奇跡の一本松」
後継樹植樹

南海トラフ地震への

対策

あなたと、大切な人の命を守るために
●ハザードマップなどを確認し、避難経
路を決めておきましょう。
●家族の人数分の水・食料などを1週
間分程度備蓄しましょう。
（3日分は持ち出し袋にまとめる）

提供：東海新報社

詳しくは、市ウェブサイト→

外出先で被災した時にも使える

アプリやウェブサイトを登録しておこう！
災害時！最寄りの
避難所開設情報

名古屋市防災アプリ
現在地周辺の被害想定や避難
情報が視覚的に分かる

名城小学校
（開設中）

ホームページ上で避難所の開
設・未開設・満員などの状況を
確認できる

名古屋市防災アプリ 検索

名古屋市 避難所開設
問合 防災危機管理局危機対策室

栄小学校
（満員）
広見小学校
（開設中）

橘小学校
（開設中）

検索

☎ 972-3585 FAX 962-4030

発達障害とは、生まれつきの脳機能の障害で、育て方や本人の甘えが原因ではありません。

自閉スペクトラム症

注意欠如・多動症

コミュニケーションが苦手･
こだわりや感覚の特性あり

集中できない･じっとしてい
られない･衝動的

限局性学習症
（学習障害）

読み・書き・計算など特定分野
が極端に苦手

上記の症状があり､学校・職場･家庭などで本来の力を発揮できず周囲のサポート・理解が必要な場合に診断されます。
発達障害者支援センター所長

あさ い

とも こ

浅井 朋子さん

4/2(土)～8(金)の発達障害
ミ ラ イ

啓発週間に中部電力MIRAI

小児科医として医療機関で発達障害児の診療に携わる。平成
18年(2006年)から、同所長として、相談業務を行うスタッフへ
の助言などを行う。

タ

ワ

ー

T O W E Rを自 閉 症 啓 発シン
ボルカラーのブルーにライト
アップします。

一人一人が多様性を認め、受け入れる寛容さが大切
自閉スペクトラム症では、自分の行動が他者からどのように見られるかという視点を持ちに

くく、いわゆる
「空気を読む」
ことが苦手です。悪気なくやっていることが、誤解されやすいの

で、本人は辛いです。そんな時は、その場で起きていることについて説明し、どんな行動をと

発 達 障 害に関する相 談 窓 口

■発達障害者支援センターりんくす名古屋

ることが適切かを伝える
「解説者」
としての支援が役立ちます。

日 時

祝休日を除く月曜～金曜日の
午前8:45～午後5:15

が多様性を認め、受け入れる寛容さや穏やかなまなざしを持つという姿勢が

場 所

昭和区折戸町4-16

問 合

☎ 757-6140 FAX 757-6141

このような特性は、発達障害でなくても大なり小なり誰でもあるものです。私たち、一人一人
大切です。

ノ ート

※市公式noteでは、子ども・大人それぞれの発達障害についての
浅井所長の解説を掲載しています。→

多様性を認める社会は、発達障害の方だけでなく、誰にとっても生きやすい。
問合 子ども青少年局子ども福祉課

☎ 972-3187 FAX 972-4438
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いつもの自分と
違うところはありませんか？

3

市 政 ト ピ ッ ク ス

3月は

「自殺対策強化月間」

「こころの健康づくり」について考えてみましょう
最近、
「あまり眠れない」
・
「周りとの交流を避けるようになった」
・
「仕事や家事に取り組めない」
など、
いつもの自分と違うところはありませんか？これらはこころのサインかもしれません。一人で悩まず
相談してみましょう。

うさじ

ぴよ吉

こんなこと、ありませんか？

日常生活のリズムを整えてみましょう

□ 趣味を楽しめない
□ 休んでも体がだるい
□ 何をするのもおっくうだ
□ 仕事のミスが増えた

3密を避けて
軽い運動をする

ゆっくりお風呂に
浸かる

□ 日課をこなすのが難しい
□ 食欲がない

こころの健康 (夜間・土日)

□ 下痢・便秘が続いている
□ 寝つきが悪い、眠りすぎてしまう

報サイト
市相談窓口情
創 膏 」から､
「こころの 絆

3/3公開

朝起きたら、
太陽の光を浴びる

無料相談（面接相談・予約制）

医療機関への受診を迷っている方などの相談を受け付けています。 家族による相談も可

予約受付専用電話

☎ 962-9002

日 時 午前9:00～午後8:00
（祝休日を除く）

予定
日記に記入した自分の状態を、

う
ばん そう こ

年間の一覧表で確認できるよ。

フォン用の

この一覧表は、指定のアドレス

スマート

へ送信することができるんだ。

！
アプリが誕生

家族や主治医、カウンセラーに

自分の状況を知ってもらうため

に共有することもできるよ。

うつ病やストレス度合いのセルフ
チェックができるんだよ。いろいろ
なセルフケアメニューも用意されて
いるから活用してみよう。

Let's begin health promotion.

こころの健康づくり、はじめよう。

ストレスチェックをすると、
「こころ・か

アプリのインストールはこちら
※公開日(3/3)前にはインス
トールできません
アンドロイド

らだ・行動」
の項目別にグラフで診断

Android端末を
ご利用の方↓

結果が見られるよ。結果画面が保存

iOS端末を
ご利用の方↓

でき、過去の結果を見返せるから、そ

の時々の自分自身の状態を比較する

ことができるよ。

コア丸

聴くチカラで命を救う

周りの気付きも大切です。
悩んでいる人のサインに気付き、声を掛け、話を聴き、必要な支援につなげ

る人を
「ゲートキーパー」
といいます｡ゲートキーパーには特別な資格は必要
ありません｡勇気を出して声を掛けてみましょう。
ウェブ

● ゲートキーパー養成研修をｗｅｂで学べる！
ばんそう こう

ウェブサイト
「こころの絆創膏」では､
ゲートキーパーについて学べるほか､
人間関係･仕事･病気･家庭の悩みなど
の相談窓口や同じ悩みを抱えた人の
↑こころの絆創膏
グループの情報を検索できます｡
はこちら
名古屋市いのちの支援広報キャラクター ©becco

問合 健康福祉局健康増進課

人は自分のことを言葉で表現することができま
す。自分の困ったことや悩んでいることも人に話
すことで、気持ちが少し楽になります。でも、壁に
向かって話しても気持ちは楽にはなりません。き
ちんと聴くことができる人が聴いてくれる時に、
人はその人を信頼して話すことができるのです。

愛知いのちの電話協会
相談委員

市が実施する
「ゲートキーパー養成研修」
など

かね だ

ともひこ

兼田 智彦さん

では、悩んでいる人の話を相手の立場に立ってよく聴き、受け止めて一緒
に考え、必要な関係機関へつなぐ方法を学ぶことができます。
一人でも多くの方に、ゲートキーパーとしての意識を持っていただき、
困っている人や悩んでいる人のサインに気づき、話を聴くことによって、
大切な人のこころを支えていただきたいと思います。
☎ 972-2283

FAX 972-4152

５

６
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市 政 ト ピ ッ ク ス
日差しが温かくなり、散歩にちょう
どいい季節になってきました。気が
滅入りがちな中、たまには出かけて
気分転換しませんか。

オオカンザクラの
並木道地図

N

長久寺

芳野二
基幹バス
「白壁」
停

地下鉄桜通線
「高岳」
駅の近くには、名古屋で最も早く桜が咲く
オオカンザクラとカンヒザクラの並木道があります。昭和30年
代にこの地にあった芸能組合の方が植えたのに始まり、地域の

41

名古屋高速

方の尽力で本数を増やしてきました。見頃は3月上旬から中旬
まで。ウオーキングをしながら一足早い春を楽しめます。

オオカンザクラ
（大寒桜）

ソメイヨシノより1週間ほど早く開花時期を迎え、年によって

金城学院高校

白壁

メーグル
「文化のみち二葉館」
停

文化のみち
橦木館

文化のみち
二葉館

山吹谷公園

は3月初旬に咲き始めます。中輪で薄紅色の花が下向きに咲く

飯田町

のが特徴です。

出来町通

19

2番出口を出て
すぐの交差点を
左へ曲がる

カンヒザクラ
（寒緋桜）

開花時期は3月中旬ごろで、濃紅紫色で釣り鐘状の小さな花が
咲きます。

2番出口

桜通泉二丁目

桜通線「高岳」
駅

早咲き桜みちまつり

▶3/12
（土）午前10:00～午後3：00
文化のみち二葉館･橦木館や山吹谷公園でのイベントのほか、桜の並木道では
「子どもみこし」が通ります。また、SNSフォトコンテストも開催します。
問合 「早咲き！桜みちまつり」
実行委員会

（観光文化交流局歴史まちづくり推進室

☎ 939-2520

FAX 939-2527

☎ 972-2779

FAX 972-4128）

美術館の催し

特別展「ゴッホ展－響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」
市の科学館と美術館は、どちらも市の中心にある緑豊か
な白川公園の中にあります。豊かな緑に囲まれながら、
ゆっくりした時間を過ごせます。

N

5番出口

鶴舞線

伏見通

御園座

本町通

東山線
市バス
「広小路伏見」
停
広小路通

地下鉄
「伏見」
駅

三蔵通

市科学館
市バス
「白川公園前」
停
白川
地下鉄
「大須観音」
駅

ゴッホ作品の最大の収集家であったヘレーネ・クレ
ラー＝ミュラーに焦点を当て､ゴッホの魅力に迫る特
別展。
〈糸杉〉シリーズの傑作である《夜のプロヴァ
ンスの田舎道》が16年ぶりに来日します。

錦通

白川公園
周辺地図

▶4/10(日)まで

問合 ハローダイヤル

☎ 050-5542-8600

【同館(中区栄二丁目17-25)
☎ 212-0001

FAX 212-0005】

フィンセント・ファン・ゴッホ《夜のプロヴァンスの田舎道》
1890年クレラー=ミュラー美術館蔵 ©Kröller-Müller Museum, Otterlo, The Netherlands

科学館の催し

白川通

特別展「大地のハンター展」▶3/12(土)～6/12(日)

市美術館

動物が生きていくために必要な営みであ

市バス
白川公園 「名古屋市
美術館東」
停
名古屋高速2号東山線
2番出口

る
「捕食
（捕らえて食べる）」
に注目し、ハ
ンター（捕食者）の顎と歯の進化などを
紹介。生態系におけるハンターの役割と
重要性に迫ります。
問合 同館(中区栄二丁目17-1)

☎ 201-4486

FAX 203-0788

4

■広報なごや3月号には…
記事の内容（開催日･申込期限など）が原則
3月11日（金）以降のものを掲載しています｡

/3 月

日
6
13
20
27

月
7
14
21
28

火
1
8
15
22
29

水
2
9
16
23
30

木
3
10
17
24
31

金
4
11
18
25

/4 月

2022

土
5
12
19
26

日
3
10
17
24

月
4
11
18
25

火
5
12
19
26

水
6
13
20
27

木
7
14
21
28

金
1
8
15
22
29

土
2
9
16
23
30

○印は区役所･支所､市税事務所･出張所の日曜窓口の実施日：午前8:45～正午
（3/27･4/3は午後2:00まで）
※原則毎月第1日曜日（5月･9月･1月･2月は第2日曜日）に実施｡

実施日は上記カレンダー参照

生活・福祉
引っ越しなどの際に事前に必要な
手続きが｢くらしの手続きガイド｣
で分かります
スマートフォン･パソコ
ンで質問に答えると､
引っ越し､結婚､妊娠･出
産､離婚､死亡､氏名変
更､就職･退職の際に区 ↑ホームページ
はこちら
役所などで必要な手続
き･持ち物が事前に分かります｡
案内 ホームページ
問合 スポーツ市民局区政課
☎972-3148 FAX972-4458
重度障害者福祉タクシー利用券･
重度身体障害者リフト付タクシー
利用券の更新
申込 身体障害者･愛護
（療育）･精神障
害者保健福祉いずれかの手帳を
持参で区役所福祉課･支所区民
福祉課
※郵送での更新を希望する方
は､区役所･支所から送付する
案内に同封する申出書を返送
してください｡
受付 3/17
（木）～
もう受けましたか?
無料
特定健康診査
約1万円相当の検査が受けられます｡
令和3年度の実施は3/31
（木）
までで
す｡お早めに医療機関に予約･受診し
てください｡
場所 市内医療機関
（約千カ所）
対象 40歳以上で令和3年9月30日ま
でに国民健康保険に加入した方
問合 健康福祉局保険年金課
☎972-2567 FAX972-4148
認可外保育施設等の利用料無償化
4月～入園予定の方は申請
必要
対象 0～2歳児クラスで保
育の必要性のある非
課税世帯･3～5歳児ク
ラスで保育の必要性のある世帯
（木）まで
受付 3/31
案内 市ウェブサイト
問合 子ども青少年局保育企画室
☎971-1101 FAX228-6942

取扱業務

日曜窓口を
ご利用ください

■市役所への郵便物は…
郵便番号（〒460-8508）と局・課名のみで
届きます。
■市ウェブサイトのアドレスは…
https://www.city.nagoya.jp

７

63

■案内書・募集要項などの配布物・市ウェブサイト
などでの案内は…
日にちの記載がない場合は原則、
3月1日
（火）
からです。
2022

3

〈往信用表面〉〈返信用裏面〉
63

こちらから
アクセス→

■はがき・封書・ファクス・Eメールの記入は…
右記の往復はがき記入例と同様の記入事項を
お書きください。
■市電子申請サービスでの申し込みは…
市ウェブサイト 電子申請サービス 検索

〈返信用表面〉〈往信用裏面〉

こちらから
アクセス→

※記載の休所日の他に､施設などにより休みの場合があります｡
※インターネットを使用するものには通信料がかかります｡

★転入･転出･転居届の受け付け（マイナンバーカードか通知カードをお持ちください）
､転入学関係の手続き
★住民票の写し･印鑑登録証明書など各種証明書の交付 ★転入･転出に伴う国民健康保険･国民年金などの手続き
★税務の申告･届出の受け付け､納税の受け付け など
（一部取り扱いできない業務があります｡詳しくはお問い合わせください）
問合 区役所･支所､市税事務所･出張所､名古屋おしえてダイヤル☎953-7584
（おかけ間違いにご注意ください）

子ども医療証の更新
新しい医療証を3/31（木）までに郵
送します（申請不要）｡4/1（金）以降
に受診する際は､必ず新しい医療証
をお持ちください｡
対象 令和4年4月に小･中学校に入学
する方､令和4年3月に中学校を
卒業する方
問合 健康福祉局医療福祉課
☎972-2574 FAX972-4148
県立名古屋盲学校
無料
教育相談
見えにくい､見えないなど見え方が
気になる子どもへの教育相談､社会
人･鍼 灸 マッサージによる職業自立
を目指す方への相談
日時 月曜～金曜日の午前9:00～午
後4:30
問合 同所
（千種区北千種一丁目）
☎711-0009 FAX723-6813
し ん きゅう

文化・芸術
文化のみち二葉館
名古屋伝統工芸まつり
職人による扇子･櫛･尾張仏具などの
工芸品の展示や実演･体験
日時 3/16
（水）
～21
（月･祝）
午前10:00
～午後5:00
料金 入館料必要
問合 同館
（東区橦木町）
☎･FAX936-3836
（月曜日､ただ
し祝休日の場合は翌平日休み）
く し

しゅもく

文化のみち橦木館の催し
①織りと染め～出雲織を知る…着物
の織物､染物を全国から集めて展示
日時 3/18
（金）
～27
（日）
の開館日､
午前10:00～午後5:00
（3/27
は午後3:00まで）
②ワークショップ友禅擦り込み
日時 3/20（日）･21（月･祝）午後
2:00～2:30･午後3:00～3:30
対象 小学生以上の方
（小学生は保
護者同伴）｡先着各5人
料金 入館料必要
申込 ①不要②3/11
（金）午前10:00
～電話で同館（東区橦木町）
☎939-2850（月曜日､ただし祝
休日の場合は翌平日休み）
FAX939-2851

ナゴヤファッションコンテスト
デザイン画の募集
レディス･メンズ･キッ
ズ（5･6歳）の未発表オ
リジナル作品を募集
対象 デザイン画に基づ
い た 実 制 作 が で ↑ホームページ
はこちら
き､9/14（水）のリ
ハーサルと9/15（木）の最終公
開審査会に参加できる方（2人
以上の共同作品の応募不可）
料金 審査料1点500円
受付 5/26
（木）必着
案内 ホームページ
問合 ナゴヤファッションプロモー
ション実行委員会
（ナゴヤファッ
ション協会内）
☎265-2030 FAX265-2036
（経済局次世代産業振興課
☎972-2418 FAX972-4135）
名古屋演奏家育成塾コンサート
人気投票や専門家によるア
ドバイスを通じ､クラシック
音楽の各分野の若手演奏家
を育て応援する
日時 3/12
（土）午後1:30～4:30
場所 千種文化小劇場
（千種区千種三
丁目）
人数 100人程度
料金 1 , 5 0 0 円（ 当 日 2 , 0 0 0 円 ）｡ チ
ケットは同所､アイ･チケット
（clanago.com/i-ticket）
で販売中
問合 同実行委員会事務局
☎762-0068 FAX764-0666
（観光文化交流局文化振興室
☎972-3172 FAX972-4128）
ちょうしょう か く

揚輝荘（南園）聴松閣の催し
①～春の訪れを告げるやすらぎの音
色～T rio L uceが贈る｢クラシッ
ク名曲コンサート｣
日時 3/20
（日）
午前11:00～11:30・
午後1:30～2:00（いずれも1
時間前～着席券配布）
②インテリアフラワー･ハーバリウ
ム作り
日時 3/27
（日）午後1:30～3:30
人数 ①当日先着各23人②先着10人
料金 入館料必要
（②は別途500円必要）
申込 ①不要②3/11
（金）午前9:30～
電話で同所（千種区法王町）
☎759-4450（月曜日休み）
FAX759-4451
ト リ

オ

ル ー チ ェ

名古屋城の催し
★名古屋城つばき展
日程 3/5
（土）～14（月）
★名古屋城春まつり…イベントス
テージ･隅櫓･火縄銃の実演など
日程 3/19
（土）～5/5
（木･祝）
★名古屋城桜まつり…開園時間を午
後7:30まで延長
日程 3/25
（金）～4/10（日）
料金 観覧料必要
（中区本丸）☎231-1700
問合 同所
FAX201-3646
す み やぐら

お く ら じょう ほ う か ん

名古屋城｢西の丸御蔵城宝館｣
熱田神宮｢剣の宝庫 草薙館｣
開館記念･特別コラボ
2館の観覧券を御蔵城宝館
（中区本丸）
か草薙館
（熱田区神宮一丁目）
の窓口で
提示すると､先着500人に限定グッズ
をプレゼント
（土）～
日程 3/12
料金 観覧料必要
問合 名古屋城振興協会☎231-1655
FAX231-1617
（名古屋城総合事務
所☎231-1700 FAX201-3646）
なぎ

ほう さ

蓬左文庫春季特別展
｢広重の旅風景 雨･雪そして人｣
日時 4/10
（日）
～
5/22（日）
の開館日､
午前10:00
～ 午 後
東海道五拾三次之内
5:00（ 入 館 箱根 湖水図（個人蔵）
は午後4:30まで）
料金 観覧料必要
問合 同所
（東区徳川町）☎935-2173
（月曜日､ただし祝休日の場合は
翌平日休み）FAX935-2174
文化小劇場･青少年文化センター･
能楽堂の休館
天井などの落下防止対策工事のため
★瑞穂･中川文化小劇場…令和5年4
月1日～令和6年3月31日
★青少年文化センター
（ホールなど）
…
令和5年4月1日～令和6年8月31日
★能楽堂…令和6年4月1日～10月
31日
※再開館後の利用申し込みは休館中も
受け付け（文化小劇場は日曜日､青
少年文化センターは火曜日を除く）
問合 観光文化交流局文化振興室
☎972-3175 FAX972-4128

８
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く ら しのガイド

7
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

新型コロナウイルス感染症の影響について

掲載されているイベントなどは、中止や内容変更となる場合がありますので､あらかじめご了承ください。
最新情報は各問い合わせ先へご確認いただくか、市ウェブサイトをご覧ください。
イベントなどに参加する場合は､感染症対策にご協力をお願いいたします。

教養・実用
庄内緑地グリーンプラザ
講座｢生活改善のすすめ｣
運動不足解消や姿勢の見直しなど
の､より良い生活習慣を学ぶ｡運動実
技あり
日時 5/27
（金）午前10:00～11:30
人数 抽選で27人
料金 300円
申込 電子申請か往復はがき
（1通1人
まで）で同所（〒452-0818西
区山田町大字上小田井字敷地
3527）☎503-1010（月曜・第3
水曜日休み）FAX503-0133
受付 4/15
（金）消印有効
なごっちフレンズ
無料
登録会員の募集
子どもが身近な地域や
名古屋のことを主体的
に考えるイベントなど
の情報を提供
↑ホームページ
期間 4月～来年3月
はこちら
対象 市内在住か在学で
令和4年度に小学5年～高校生
の方
申込 ホームページ・ファクス・郵送で
子ども青少年局企画経理課
☎972-3081 FAX972-4437
受付 随時

高齢者就業支援センター講座・講習
①就業にも役立つパソコン/入門
日時 4/11
（月）～25（月）の月曜・
水 曜・金 曜 日 の 全 7 回 ､ 午 前
10:00～正午
②清掃講習～プロの仕事を学ぶ!フ
ロア清掃編～
日時 4/19
（火）午前9:30～正午
③除草（手作業）従事者養成講習
日程 4/27
（水）～6/2（木）の全7回
対象 市内在住の①②55歳以上の方
（①はパソコン初心者）
③58歳以
上で､4/14
（木）
午前10:00～正午
の事前説明会
（無料）
に参加し､受
講後市シルバー人材センターに
除草の会員として就業できる方｡
抽選で①10人②30人③20人
料金 ①11,600円②500円③3,000円
案内 ホームページ 受付 3/22
（火）
まで
問合 同センター
（昭和区御器所通）
☎842-4691 FAX842-4894
HP www.bes-c.com
ウ

ェ

ブ

大都市制度講演会（Web講演会）
｢指定都市を再考する-名古屋市の
無料
位置づけと方向性-｣
日程 3/31
（木）まで
講師 大阪大学大学院法学研究科教授
の北村亘さん
申込 不要
案内 市ウェブサイト
問合 総務局大都市・広域行政推進室
☎972-2208 FAX972-4418
わたる

応急手当を身につけましょう 無料
救命講習を開催します｡救命入門コース（①成人②小児・乳児）③普通救
命Ⅰ
（成人）④普通救命Ⅲ（小児・乳児）
日 時
4/16（土）
・5/15（日）
・6/11（土）午前10:00～11:30
4/17
（日）
・5/28
（土）
・6/26
（日）
午前10:00～11:30・午後1:30～3:00
4/4
（月）
・8
（金）
・★12
（火）
・14
（木）
・20
（水）
・22
（金）
・24
（日）
・26
（火）
・
5/6
（金）
・7
（土）
・10
（火）
・13
（金）
・16
（月）
・20
（金）
・25
（水）
・6/3
（金）
・
6
（月）
・8
（水）
・12
（日）
・17
（金）
・★20
（月）
・22
（水）
・29
（水）
午前9:00～正午
③
4/4
（月）
・6
（水）
・11
（月）
・15
（金）
・18
（月）
・21
（木）
・24
（日）
・27
（水）
・5/2
（月）
・
7
（土）
・9
（月）
・11
（水）
・17
（火）
・19
（木）
・23
（月）
・★25
（水）
・27
（金）
・6/2
（木）
・
3
（金）
・7
（火）
・10
（金）
・12
（日）
・20
（月）
・24
（金）
・28
（火）
午後1:30～4:30
4/5
（火）
・28
（木）
・5/9
（月）
・26
（木）
・6/10
（金）
・25
（土）
午前9:00～正午
④
4/16
（土）
・20
（水）
・5/15
（日）
・31
（火）
・6/13
（月）
・30
（木）
午後1:30～4:30
① ②

講習

場所 応急手当研修センター
（昭和区御器所通）
対象 市内在住か在勤
（学）
で①②小学4年生以上の方③④中学生以上の方

（★は女性のみ）

人数 先着各①17人②8組
（子ども同伴可）③④15人
申込 ①②④3/14
（月）③3/11（金）午前8:45～電話で同センター

☎853-0099 FAX853-1682 市ウェブサイト 応急手当 検索

少年少女発明クラブ
中学生科学実験教室
日程 5/15
（日）
・6/12
（日）
・7/24
（日）
・
31
（日）
・9/4
（日）
・25
（日）
の全6回
場所 なごやサイエンスパーク先端技
術連携リサーチセンター（守山
区大字下志段味）
対象 令和4年度に中学1～3年生にな
る方｡抽選で36人
料金 1万円 受付 4/6
（水）必着
ホームページ
・
区役所情報コー
案内
配布 ナー・経済局次世代産業振興課
☎972-2419 FAX972-4135
HP nagoya-hatsumei.org
食育セミナー｢朝食のすすめ｣を
無料
動画で配信します!
｢時間がない｣｢食欲がない｣
な ど の 悩 み を 解 消する
時短朝食や免疫力アップ
の朝食レシピなどを紹介
日時 3 / 2 2（ 火 ）午 前
鈴木あゆみさん
10:00～
講師 フ ー ド コ ー デ ィ ネ ー タ ー の
鈴木あゆみさん
案内 市ウェブサイト
問合 健康福祉局健康増進課
☎972-3078 FAX972-4152

無料
消費生活センターの催し
①塩水で走る電池ミニカーを作ろう!
日時 3/25
（金）午前10:00～正午
②お買い物ごっこで学ぼうお金のこ
と&みんなで危険を安全に
日時 3/25
（金）午後2:00～4:00
対象 市内在住の①小学3～6年生と
保護者（2人1組）②小学生と保
護者
（2人1組）
｡先着①8組②6組
申込 ①3/16（水）②3/17（木）午前
10:00～電話で同センター（中
区栄一丁目）☎222-9679
FAX222-9678
アンド

市立大学
春の薬用植物園市民公開講座
同大学内で栽培してい
る薬用植物を紹介
日時 5 / 1 4（ 土 ）午 前
10:00～正午・午後 ↑ホームページ
はこちら
1:30～3:30
人数 抽選で各75人 料金 500円
案内 ホームページ
受付 4/15
（金）必着
問合 同大学薬学部
（瑞穂区田辺通）
☎836-3402 FAX834-9309
イーブルなごや公開講座
特別展にみる女性たちアメリカン・
コミックスにみる女性キャラクター
手話通訳・要約筆記あり
日時 3/19
（土）午後2:00～3:30
人数 当日先着160人
（託児は要予約）
料金 無料
（託児は40円）
案内 ホームページ
問合 同所
（中区大井町）☎331-5288
（第3木曜日休み）FAX322-9458
HP e-able-nagoya.jp

名古屋都市センター
設立30周年記念企画展
無料
｢わたしの好きな名古屋｣展
名古屋の成り立ち・魅
力・強みなどを展示で紹
介｡名古屋らしさについ
て考える講演会もあり
日時 4/6
（水）
～5/29
（日） ↑ホームページ
はこちら
の開館日､午前
10:00～午後6:00
（土曜・日曜日・
体感!しだみ古墳群ミュージアムの
祝休日は午後5:00まで）
催し
★SNS写真募集…名古屋の｢好きなも
の｣｢自慢できるもの｣｢名古屋らし ★春の企画展示｢初公開!
桜 神 明 社 古墳の埴輪｣
いと感じるもの｣などの写真や文章
… 蓋 形埴輪など出土品
を､InstagramかTwitterの本セン
の展示
ター公式アカウント＠nui_nagoya
（水）
～6/12
（日）
日時 3/23
をフォローし､｢＃わたしの好きな
の開館日､午前9:00～
名古屋｣をつけて投稿｡抽選で25人
午後5:00
（入場は午後4:30まで）
にアスナル金山お買物券2千円分
料金 展示室入場料必要
をプレゼント
★｢しだみこちゃんすごろく｣配布 無料
受付 4/1
（金）～5/20（金）
…自宅で古墳時代を楽しく遊ぶこ
案内 ホームページ
とができます｡
問合 同センター
（中区金山町一丁目）
問合 同所☎739-0520
（月曜日､ただ
☎678-2212（月曜日､ただし祝
し祝休日の場合は翌平日休み）
休日の場合は翌平日休み）
FAX739-0524
FAX678-2210
さくら し ん め い し ゃ
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スポーツ・健康

福祉スポーツセンターの講座
①シルバーフィットネス…体力・健
康状態の測定と､運動・栄養・生活
についての指導
日程 4～9月の火曜・金曜日の2日間
②高齢者スポーツ教室…軽スポーツ・
健康体操・太極拳
日程 4～6月
手話奉仕員養成講習会
日時 ①5/16（月）～来年2/27（月） 対象 市内在住で60歳以上の方｡抽選
午後1:30～3:30・午後6:30～8:30
で①30人②各15～25人
料金
②5/19（木）～来年2/16（木）
①3,000円②3,280円
受付 3/5
午後1:30～3:30・午後6:30～8:30
（土）～19（土）必着
③5/20（金）～来年2/17（金）午 案内 区役所福祉課・支所区民福祉課､
後1:30～3:30④5/20（金）～来 配布 同センター（瑞穂区弥富町）
年2/17（金）午後6:30～8:30､
☎835-3881 FAX835-4094
いずれも全35回
場所 名身連福祉センター
春のレクリエーション教室
（中村区中
①春の高齢者なごやか健康教室
村町）
対象 市内在住か在勤
日時 5/11
（水）
～6/15
（水）
の毎週水
（学）で令和4年
曜日の全6回､午後1:00～2:30
4月1日現在18歳以上の①③手
場所 天白スポーツセンター
（天白
話経験のない方②④手話の学習
区植田三丁目）
経験か聴覚障害者との交流が
②春の女性フォークダンス教室
1～2年ある方｡抽選で各20人
料金 5千円
日時 5/12
（木）
～6/30
（木）
の毎週木
（別途教材費必要）
受付 4/16
曜日の全8回､午後0:45～2:45
（土）必着
案内 ホームページ
場所 昭和スポーツセンター
（昭和
問合 名身連聴覚言語障害者情報文化
区吹上二丁目）
対象 ①市内在住か在勤で65歳以上
センター☎413-5885（水曜日
の方②女性｡抽選で各40人
休み）FAX413-5853
料金 ①3,500円②4,000円
（健康福祉局障害企画課
☎972-2587 FAX951-3999） 受付 4/25（月）必着
HP meishinren.or.jp
案内 3/8（火）～区役所地域力推進
配布 室・生涯学習センター・図書館
問合 市 レ ク リ エ ー シ ョ ン 協 会（ ス
小児慢性特定疾病児童等自立支援事
業講演会
「将来の夢は何？自分らし
ポーツ市民局スポーツ振興室内）
い進路について考えてみよう」無料
☎971-1026 FAX972-4417
Zoomによるオンラインで開催
日時 3/24
（木）午後3:00～4:45
対象 中学生以上の小児慢性特定疾病
医療受給者と保護者・申請予定
の方｡抽選で30組
受付 3/17
（木）まで
徳川園の催し
案内 市ウェブサイト
①黒 門くらふ
問合 子ども青少年局子育て支援課
と市…手作
☎972-2629 FAX972-4419
り 工 芸 体
験・販売､軽
里親制度説明 & 体験談を聞く会 無料
食など
日時 3/27
日時 3/20
（日）午後2:00～4:30
（日）午前10:00～午後
場所 高齢者就業支援センター
（昭和
4:00
区御器所通）
②ガーデンライブ…日本庭園を眺め
対象 市内在住の方｡当日先着60人程
ながら生演奏を楽しむ
日時 3/20
度。
託児あり
（日）午後1:30～2:00・
区役所民生子ども課
・
支所区民
3:30～4:00
案内
配布 福祉課・保健センター
人数 当日先着各80人
問合 市里親会こどもピース
料金 ①入場無料②入園料必要
問合 同園
☎933-6446 FAX935-2815
（東区徳川町）
（子ども青少年局子ども福祉課
☎935-8988（月曜日休み）
☎972-2519 FAX972-4438）
FAX937-3847
ズ

ー

ム

レジャー

く ろ も ん

アンド

堀川フラワーフェスティバル
ハンギングバスケット作成者の募集
作品は5/6
（金）
～
21（土）に開催す
る同フェスティ
バルで展示（作品
返却は5/22）｡作
成の代行プラン
あり
日時 4/14
（木）
～18
（月）
午前10:00～
正午・午後1:00～3:00
場所 堀川納屋橋南側｢納屋橋ゆめ広
場｣（中区栄一丁目）
人数 先着各30人
料金 2 , 0 0 0 円（ 以 前 に 参 加 し バ ス
ケット持参の方は1,500円）
申込 3/11（金）午前9:30～ホーム
ページ・電話・Eメール
（希望日時も
記入）
でトラベルコンシェルジュ
☎908-0191
（日曜日・祝日休み）
info@nagoyantour.com
問合 緑政土木局河川計画課
☎972-2891 FAX972-4193
HP horikawa.flower-festival.com
東山動植物園 春まつり
絶滅危惧種の
動 物・植 物 を
見てまわる
ウオークラ
リーなど
日時 3/19
（土）～5/8（日）の開園日､
午前9:00～午後4:50（入園は
4:30まで）
★ ア ニ マ ル ト ー ク・ボ タ ニ カ ル
トーク…飼育員・植物管理人が動
物・植物の特徴や魅力を紹介
日程 期間中の土曜・日曜日・祝休日｡
雨天中止
★植物園 桜の回廊フェスティバル
…多種多様な桜が見頃を迎える｡
スタンプラリー・ウオーキングなど
日程 3/19
（土）～4/10（日）
料金 入園料必要
案内 ホームページ
問合 同園
（千種区東山元町）
☎782-2111
（月曜日､ただし祝休
日の場合は翌平日）FAX782-2140
HP w w w . h i g a s h i y a m a . c i t y .
nagoya.jp
※動物取扱業の登録内容は⓬面参照
き

ぐ

東山動植物園 宵の八重桜さんぽ
植物園エリア
（一部）
の開園時間を延長
日時 4/2
（土）～10（日）の開園日､日
没～午後7:30（入園は午後7:00
まで）
料金 入園料必要
問合 同園
（千種区東山元町）
☎782-2111
（月曜日､ただし祝休
日の場合は翌平日）FAX782-2140
※動物取扱業の登録内容は⓬面参照
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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
無料
港防災センター企画展
東日本大震災による陸前高田市の被
害状況・これまでの本市の支援・両市
の交流などをパネルで紹介
日時 5/8
（日）
までの開館日､午前9:30～
午後4:30
問合 同センター
（港区港明一丁目）
☎651-1100
（月曜・第3水曜日､
ただし祝休日の場合は翌平日休
み）FAX651-6220

3

｢なごや 堀川クルーズ｣
名古屋城近くから乗れる!!
～堀川水上散歩～
名古屋城前 朝日橋(中
区三の丸一丁目)～納屋
橋(中区栄一丁目)の乗
船場を結ぶガイド付き
の舟を運航｡乗船者には ↑ホームページ
はこちら
乗船場周辺の協力店で
受けられる特典あり
日時 3/12
（土）～5/29（日）の土曜・
日曜日・祝日､午前9:00～午後
4:30（名古屋城桜まつり開催
期間中の3/25～4/10は午後
7:30まで）
料金 小学生250円・中学生以上500
円（片道）
案内 ホームページ
問合 東山ガーデン
☎659-6777 FAX659-6779
（住宅都市局名港開発振興課
☎972-2785 FAX972-4161）
ハ

ル

キ ャ ン

Haru Can!!
～ U 20スプリングキャンプ～
脱出ゲームや野外での炊飯など
日時 3/19
（土）
午後6:00～3/20
（日）
午後5:00
場所 青少年宿泊センター(緑区大高町)
対象 中学1年生～20歳の方｡抽選で
20人
料金 千円
受付 3/17
（木）まで
問合 同所☎624-4401
（月曜日休み）
FAX624-4403
アンダー

ゆとりーと「小幡緑地の桜と
無料
マメナシの観察ウォーク」
ゆとりーとライン｢小幡緑地｣駅～イ
オン守山店（守山区笹ヶ根三丁目）の
約6kmのコース｡ゴールした方先着
400人に完歩賞あり
日時 4/3
（日）午前9:00～10:30受付
申込 不要
案内 ホームページ
問合 名古屋ガイドウェイバス
☎758-5620 FAX758-5621
HP www.guideway.co.jp
かんおう

白鳥庭園 観桜会
①福よせ雛展示
日時 3/26
（土）
・
2 7（ 日 ）
午前9:30～
午後4:00
②郡上本染展
日時 4/2（土）
・
3（日）午前
9:30～午後4:00
料金 入園料必要
（着物で来園された
方は無料）
問合 同園
（熱田区熱田西町）
☎681-8928（月曜日休み）
FAX681-9288

❿

4
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7
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

なごや環境大学の催し
①各種共育講座…森や川での自然体
験､施設見学や専門家の講義など
まちじゅうをキャンパスに学ぶ
日程 4～9月 場所 市内外各所
市民水田で､田植えから収穫まで
料金 無料～4千円
手作業の米作りを
受付 3/1(火）
体験してみませんか?
以降順次締め切り
日程 4/16
（土）
･5/14
（土）
･6/4
（土）
･
案内 区役所情報コーナー･生涯学
配布 習センター･図書館など
7/9
（土）
･10/15
（土）
･11/5
（土）
の全6回
②ガイドブック表紙デザイン & 活
場所 戸田川緑地西側の水田
動紹介展 無料
（港区西
日時 3/18
（金）
～20(日)午前10:00
福田一丁目）
対象 市内在住か在勤の①2～5人の
～午後4:00(3/18は午後
1:00～)
グループ②20～35人程度の団
場所
ナディアパーク アトリウム
体｡抽選で①28口（1口につき水
（中区栄三丁目）
田100㎡｡1組3口まで）②3区画
料金 ①1口14,400円
（エコパルなごや内）
（収穫米付き） 問合 同実行委員会
☎･FAX223-1223
（月曜日休み）
②面積により異なる
受付 3/18
（金）消印有効
たんぼの楽校
案内 市ウェブサイト･区役所情報コー
配布 ナー･緑政土木局都市農業課
田植えから収穫
☎972-4071 FAX972-4141
までを体験｡生
き物と自然につ
みのりの農園 利用者の募集
いて学ぶ
利用者が管理組合を作り運営を行う 日程 4/10（日）･
貸し農園
24（日）･
期間 令和4年4月～令和7年3月
5/15
（日）･6/19
（日）
･7/3
（日）
･
場所 瑞穂区軍水町
8/28
（日）
･10/16
（日）
･11/6
（日）
･
対象 市内在住で農園まで徒歩か自転
27
（日）
の全9回
車で通うことができる方（初め 場所 農業文化園･戸田川緑地（港区春
ての場合､3/13(日)･16（水）の
田野二丁目）
説明会に参加できる方）｡抽選で 対象 小学生と保護者（2人1組）｡抽選
21区画
で24組
料金 年間1万5千円程度
料金 4,500円
受付 3/20
（日）消印有効
受付 3/20
（日）消印有効
市ウェブサイト･区役所情報コー
問合 同園☎302-5321
案内
（月曜日休み）
配布 ナー･緑政土木局都市農業課
FAX303-6116
☎972-4071 FAX972-4141
せん定枝を使ったぶたカエルづくり
日時 3/19
（土）午前10:30～11:10･
荒子川公園ガーデンプラザ
午後1:00～1:40
バラ
（メルヘンケニギン）の
場所 エコパルなごや
（中区栄一丁目）
栽培
（実技）
対象 3～12歳の方（小学3年生以下
日時 4/16
（土）午後1:30～4:00
人数 抽選で30人
は保護者同伴）｡先着各20人
料金 500円
料金 千円
申込 3 / 1 1（ 金 ）午 前 9 : 3 0 ～ 電 話 ･
申込 電子申請か往復はがき
（1通1人
ファクス･Eメールで同所
まで）で同所（〒455-0055港区
☎223-1066（月曜日休み）
品川町2-1-1）☎384-8787
FAX223-4199
（月曜･第3水曜日休み）
ecopal@n-kd.jp
FAX384-5664
受付 3/20
（日）消印有効
Plogging Tour NAGOYA
緑化センター
無料
in 徳川園･出来町
春のハンギングバスケット（実技） ごみ拾いとジョギングを組み合わせ
日時 4/24
（日）午後1:30～4:00
たフィットネスで身体も街も奇麗に
人数 抽選で22人 料金 3千円
日時 3/19
（土）午前8:30～10:30
申込 電子申請か往復はがき
（1通1人
場所 明倫公園
（東区出来町一丁目）
まで）で同所（〒466-0064昭和
対象 小学生以下は保護者同伴｡先着
区鶴舞一丁目1-168）
50人
☎733-8340（月曜･第3水曜日
案内 市ウェブサイト
休み）FAX733-5350
問合 環境局作業課
受付 3/20
（日）消印有効
☎972-2385 FAX972-4133

自然・環境

これって どうやって 捨てればいいの!?
【今月号の問題】

【2月号の答え】

市では収集しません!

アンド

がっこう

プ

イン

ロ

ギ

ン

グ

ツ

ア

ー

電話機
答えは､翌月号に掲載します｡ごみ
分別アプリ｢さんあ～る」でも答え
を確認できます｡
資源 ･ ごみ分別アプリ 検索
問合 環境局作業課☎972-2385
FAX972-4133
食材使い切り親子クッキング教室

日時 3/29
（火）
午前10:30～午後1:00
場所 北生涯学習センター
（北区黒川

本通）

対象 小学生と保護者
（2人1組）｡抽選

で6組
料金 1組千円
受付 3/17
（木）必着
案内 市ウェブサイト
問合 環境局資源化推進室
☎972-2379 FAX972-4133
で

ら

農業センターdelaふぁーむ
農業ボランティア育成講座
無料
受講希望者説明会
栽培の基礎を学び､市内の農家を手
伝う同ボランティアの育成講座の説
明会（講座受講には説明会への参加
が必要）
日程 4/9
（土）午後
対象 市内在住か在勤
（学）で同ボラン
ティアとしておおむね5年以上
活動できる方｡抽選で80人
受付 3/18
（金）消印有効
要項 市 ウ ェ ブ サ イ ト ･ 区 役 所 情 報
配布 コーナー･同センター（天白区
天白町）☎801-5221（月曜日休
み）FAX801-5222
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
とフードドライブを開催します!
家庭にある手つかずの食品を回収し
ます｡食品はフードバンクを通じて
福祉団体などに届けられます｡
日時 3/19
（土）･20（日）正午～午後
3:00（試合開始まで）
場所 ド ル フ ィ ン ズ ア リ ー ナ 入 場
ゲート前（中区二の丸）
案内 市ウェブサイト
問合 環境局資源化推進室
☎972-2379 FAX972-4133

テレビ
家電販売店へ依頼するか､
指定引き取り場所へご自身
で搬入してください

木のストロー
無料
手作りワークショップ
間伐材を薄くスライスしたものを巻
き上げて､木のストローを作ります｡
日時 3/27
（日）午前11:00～正午
場所 IMOM SPACE
（中区錦二丁目）
対象 小学生以上の方
（小学生は保護
者同伴）｡抽選で20人
申込 電話･ファクス･Eメールで環境
局環境企画課☎972-2684
FAX972-4134 a2669@
kankyokyoku.city.nagoya.lg. jp
受付 3/18
（金）まで
かんばつ

イ

ム

オ

ム

ス

ペ

ー

ス

職員などの募集
※会計年度任用職員については､再
度の任用の可能性があります｡
家庭療養指導員（保健師）
市内の気管支ぜん息などの患者の家
を訪問し､体調確認や服薬などにつ
いての療養指導を行う
対象 保健師資格取得者｡選考で若干人
受付 4/28
（木）まで
要項 市ウェブサイト･環境局公害保
配布 健課☎972-2688
FAX972-4156
会計年度任用職員（交通指導員）
学童の登下校時における交通指導･
通学路の交通安全パトロールなど
期間 採用月～来年3月
勤務 月曜～金曜日の午前7:00～午
後5:00のうち5時間
人数 選考で各区若干人
（募集なしの
区あり）
受付 随時
問合 スポーツ市民局地域安全推進課
☎972-3123 FAX972-4823
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外国語指導アシスタント
小学校･特別支援学校で英語の授業
の支援を行う
試験 4/5
（火）～8（金）のうち1日
期間 4月～来年3月
対象 英検2級以上の能力があり､英
語での日常会話が可能な方｡選
考で240人程度
受付 3/31
（木）まで
案内 市ウェブサイト
問合 教育委員会指導室☎972-3232
FAX972-4177

町内会･自治会に加入しませんか?
町内会･自治会は､地域の方々が自主
的につくる任意の自治組織です｡阪
神淡路大震災では､約8割の方が地域
住民などに救助されたと言われてい
ます｡もしもの時あなたや家族の命
を救うかもしれません｡加入するに
は､お住まいの地域の町内会長･自治
会長（ご不明なときは区役所地域力
推進室）にお問い合わせください｡動
画「もしも町内会がなくなったら」を
ご覧ください｡
案内 市ウェブサイト
問合 区役所地域力推進室･スポーツ
市民局地域振興課☎972-3118
FAX972-4458

3
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く ら し の ガ イ ド

新型コロナウイルス感染症対策を
徹底しましょう!
新しい生活に向けて人の移動が増加し､感染リスクが高まる時期です｡
引き続き感染対策を徹底しましょう｡
★体調が悪ければ行動を控えましょう
感染動向やワクチン
に関する情報などを
★歓送迎会など大人数の会食は
ホームページで発信中!→
控えましょう
問合 防災危機管理局危機対策室☎972-4063 FAX962-4030

保健所運営協議会委員
墓参りの交通案内
4/1（金）～特得60バス定期の
年1回の審議会に出席｡謝礼あり
彼岸の時期は墓地
平日利用が昼間時間帯のみに
期間 令和4年7月～令和6年6月
周辺の道路が混雑
変わります
対象 市内在住で20歳以上の､地域保
します｡墓参りは公
★利用可能時間帯…平日は午前
地域の世話やき活動～「声かけ」と 共 交 通 機 関 を ご 利
健に関する活動を行う方｡選考
10:00～午後4:00､土曜･日曜日･
「見守り」
で顔見知りの環境づくり～ 用ください｡また､
で2人
祝休日は終日
受付 3/25
「地域の子どもは地域で守り育てる」 混雑を避け時期をずらすなど分散し ★払い戻し…3/31（木）以前に新規･
（金）消印有効
を合言葉に､子どもたちを温かく見 ての墓参りにご協力ください｡
継続購入し､有効期間満了日が
要項 市ウェブサイト･健康福祉局保
配布 健医療課☎972-2624
守 り ､ 顔 見 知 り の 環 境 を つ く り ま 【平和公園】
4/1（金）以降の場合､希望により
しょう｡
FAX972-4154
①地下鉄「星ヶ丘」駅から臨時バスを
日割り金額を払い戻します｡
場所 地下鉄駅長室
★近所の子どもたちのお手本となる
運行
（「上小田井」駅･
日程 3/18
よう良いことを率先して行う
（金）～21（月･祝）
「上飯田」駅を除く）など
受付 3/15
★子どもたちに積極的に声を掛ける ②一方通行規制
（火）～
市からのお知らせ
日時 3/19（土）･21（月･祝）午前
問合 交通局経営企画課☎972-3859
★良い行いは褒め､危険な遊びや
ルール違反は注意する
7:00～午後4:00
FAX972-3938
動物愛護センター パピー教室 無料 ★周りの大人たちと積極的にあいさ 【八事霊園】
子犬の正しいしつけ方や接し方につ
つや会話をする
定期券の購入はお早めに
③駐車禁止などの交通規制…期間
問合 子ども青少年局青少年家庭課
いて､実演を交えた講義
中､同霊園駐車場は利用できませ 3月末から4月上旬は､定期券発売窓口
日時 ①4/24（日）②5/22（日）午後
☎972-3257 FAX972-4439
ん｡最寄りは地下鉄「八事」駅､市バ が混雑します｡通勤定期券や継続購入
1:30～3:00
の学生定期券は､地下鉄全駅に設置さ
ス「八事」･「山手通五丁目」停
日時 3/19
対象 市内在住で､登録･狂犬病予防
犬の鑑札･済票を
（土）～21（月･祝）午前 れている自動券売機での購入が便利
市委託動物病院で交付します
注射･混合ワクチン接種済みの
です｡ただし､区間の変更や在学確認
7:00～午後5:00
生後6カ月までの子犬を同伴で 市から送付するお知らせはがきを持 【みどりが丘公園】
が必要な定期券などは､駅長室
（
「上小
きる方（1組2人まで）｡抽選で各 参すると､狂犬病予防注射と同時に ④地下鉄
駅･｢上飯田」
駅を除く）
か交通局
「徳重」
駅から臨時バスを運行 田井」
日程 3/19
交付されます｡
10組
サービスセンターでお求めください｡
（土）～21（月･祝）
問合 ①④交通局自動車運転課
申込 電子申請か往復はがき
日程 3/2
（水）～
（希望日､
【自動券売機】
対象 市内で犬を飼っている方
犬の種類･月齢･性別も記入）で
★新規･継続定期券…通用開始日の
☎972-3869 FAX972-3932
料金 交付手数料･注射費用など必要
同センター（〒464-0022千種
14日前から購入可能
②東山総合公園☎782-2111
案内 市ウェブサイト
区平和公園二丁目106）
【駅長室･交通局サービスセンター】
（月曜日休み）FAX782-2140
問合 健康福祉局食品衛生課
☎762-1515 FAX762-0423
★通用開始日が3/30
（水）
～4/14
（木）
③八事霊園･斎場管理事務所
受付 ①4/10
☎972-2649 FAX955-6225
（日）②5/8
（日）必着
の新規定期券
（他社線との連絡定期
☎832-1750 FAX832-7759
券を除く）
…3/15
（火）
から購入可能
★通用開始日が上記以外の新規定期
回収日の前日に出された古紙を狙った｢古紙の持ち
券や他社線との連絡定期券…通用
去り｣が増えています｡古紙の持ち去りを見掛けた
開始日の14日前から購入可能
ら｢持ち去り通報ダイヤル ☎972-7530｣へご連
問合 市バス･地下鉄テレホンセンター
絡を!
☎522-0111 FAX951-3344
問合 環境局減量推進室
（交通局営業課☎972-3818
☎972-2398 FAX972-4133
FAX972-3901）
か ん さ つ

すみひょう

古紙の朝出しに
ご協力ください !

無 料 相 談 窓 口
仕事･家計･住ま
いなど生活全般
に関する相談

仕事･暮らし自立サポートセンター
①名駅
（中村区名駅南一丁目）
☎446-7333 FAX446-7555
sigoto.kurasi@support-nagoya.jp
②大曽根
（北区大曽根四丁目）
☎508-9611 FAX508-9612
shigoto.kurashi@oozone.jp
③金山
（熱田区新尾頭二丁目）
☎684-8131 FAX684-8132
kanayama@support-nagoya.jp

月曜～金曜日と①第2･3②第1･5③第4土曜日の午前9:00～午後
5:00(祝休日休み｡①火曜日②木曜日③金曜日は午後8:00まで)｡対象は
市内在住で生活にお困りの方(生活保護受給者を除く)

消費生活相談

消費生活センター（中区栄一丁目）
☎222-9671 FAX222-9678
HP seikatsu.city.nagoya.jp

月曜～金曜日は面接･電話相談､土曜は電話相談のみ（祝休日休み）｡
いずれも午前9:00～午後4:15｡対象は市内在住か在勤（学）の方
※Eメールによる相談もホームページから受け付けています｡

認知症電話相談

認知症コールセンター☎734-7089 FAX734-7199

月月曜･水曜～金曜日の午前10:00～午後4:00､火曜日の午後2:00～
8:00(祝休日休み)｡認知症の不安などの相談｡社会福祉士などの専門職･
介護経験者が対応｡対象は認知症の方や家族など
犯罪被害者等
支援の相談

犯罪被害者等総合支援窓口
☎972-3042 FAX972-6453

電話相談は月曜～金曜日の午前8:45～午後5:30（祝休日休み）｡面接相
談は予約制｡専任の相談員が対応｡対象は犯罪被害者や家族･遺族
（犯罪捜査や当事者間の仲裁などに応じる窓口ではありません）
弁護士による
法律相談

名古屋おしえてダイヤル ホームページはこちら→
予約受付☎953-7584（1週間前から予約可）

民事問題の面接相談（20分）｡対象は市内在住か在勤（学）の方｡予約制
★市民相談室
（市役所西庁舎）
…月曜～金曜日の午後1:00～4:00
（祝休日休み）
★区役所…月2回､午後1:00～4:00（日程はお問い合わせください）
★県弁護士会名古屋法律相談センター（中村区名駅三丁目）…日曜日の午
後1:30～4:30
※ファクスでのお問い合わせはスポーツ市民局広聴課 972-3164
※ホームページからの予約も受け付けています。
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市からのお知らせ
ネット・モニターの募集
市の施策や事業について､インター
ネットで年10回程度のアンケート
に回答｡謝礼あり
期間 令和4年5月～令和6年3月
対象 市内在住の令和4年4月1日時点
で18歳以上のインターネット
と電子メールを利用できる方｡
選考で500人
受付 4/18
（月）まで
案内 市ウェブサイト
問合 スポーツ市民局広聴課
☎972-3140 FAX972-3164
上下水道モニターの募集
年4回程度のアン
ケートに回答｡浄水場
や水処理センターなど
の施設見学あり｡モニ
ター登録時にオリジナ ↑ホームページ
ルグッズを進呈｡謝礼
はこちら
あり
期間 令和4年5月～令和6年3月
対象 市 内 在 住 で 1 8 歳 以 上 の イ ン
ターネットを利用できる方（平
成28年度以降の同モニター経
験者と市職員を除く｡上記ネッ
ト･モニターとの兼任可）｡選考
で500人
受付 4/18
（月）まで
要項 ホームページ·区役所情報コー
配布 ナー・上下水道局広報サービス課
☎972-3642 FAX972-3710

本市と陸前高田市の
市民交流事業への助成
会場使用料・交通費など対象経費の
2分の1（上限10万円）を補助しま
す｡事業実施前に相談・申請必要
対象 主に市内で1年以上継続的に活
動している団体
案内 市ウェブサイト
問合 防災危機管理局危機対策室
☎972-3585 FAX962-4030
ナ

イ

コ

ス

市水防情報システム（NICOS）が
新しくなりました
市内の雨量や河川の状
況などを確認できます
案内 ホームページ
問合 防災危機管理局
↑ホームページ
危機対策室
はこちら
☎972-3526 FAX962-4030
軽自動車税（種別割）の申告を
お忘れなく
その年の4月1日時点で原動機付自
転車や軽自動車などを所有している
方に課税されます｡廃車･譲渡などを
した場合､申告をしてください｡
★原動機付自転車･小型特殊自動車
…市税事務所･出張所､区役所･支
所の税務窓口
★軽自動車（2輪を除く）…全国軽自
動車協会連合会 愛知事務所（港区
いろは町）☎050-3816-1770
★2輪の小型自動車･2輪の軽自動車
…愛知運輸支局（中川区北江町）
☎050-5540-2046
問合 金山市税事務所徴収課
☎324-9803 FAX324-9825

固定資産税の縦覧
期間 4/1(金)～5/2(月)の開庁日､午前8:45～正午･午後1:00～5:15

対象 固定資産税の納税者(運転免許証･運転経歴証明書･パスポートなど

本人確認できるものを持参)
栄市税事務所

ささしま市税事務所

金山市税事務所

☎ 959-3307

☎ 588-8007

☎ 324-9807

場所 ( 東区東桜一丁目） ( 中村区名駅南一丁目） ( 中区正木三丁目 )
担当

千種 ･ 東 ･ 北 ･ 中 ･
昭和 ･ 瑞穂 ･ 熱田 ･
西 ･ 中村 ･ 中川 ･ 港区
守山 ･ 名東区
南 ･ 緑 ･ 天白区

区役所･支所でも､その区役所･支所分の縦覧が可能です｡
問合 市税事務所固定資産税課
財政局固定資産税課☎972-2343 FAX972-4124

市政広報テレビ・ラジオ番組
テレビ番組（字幕放送あり）
メ〜テレ

日曜日 午後 10:55 ～ 11:00
（再放送 / 金曜日 午前 1:53 ～ 1:57､金曜日 午後 1:45 ～ 1:50）

いざ!という時のために
水道の元栓の位置を確認しましょう
地震が起きた時､自宅の給水管から
漏水した場合や指定避難所などに避
難する場合は､水道メータの近くに
ある｢元栓｣を閉めましょう｡漏水が
あると､水道の復旧に時間がかかっ
たり､復旧時に水が噴き出したりす
る恐れがあります｡

3/20 先進技術がふ化する街ナゴヤ
3/27 放送休止

HP www.nagoyatv.com/koala/

問合 上下水道局防災危機管理室

☎972-3675 FAX951-1208

パーセント

30％ のプレミアム付き商品券
参加店舗募集
6月下旬発売予定の｢金
シャチマネー｣(電子)や
｢名古屋で買おまい★プ
レミアム商品券｣(紙)が
利用できる店舗を募集 ↑ホームページ
はこちら
(一方のみでも可)
対象 市内で小売業･サービス業など
を営む店舗
受付 4/8
（金）
まで 案内 ホームページ
問合 同商品券参加店舗専用コールセ
ンター☎562-0212
FAX050-3852-0970
（経済局地域商業課
☎972-3407 FAX972-4138）

ェ

ス

コ

中小企業向けの情報
★中小企業等経営強化法に基づく先
端設備等導入計画の認定申請受け
付け…認定後取得した対象資産の
固定資産税が3年間免除されるな
どの支援制度あり
★法律相談窓口…経営における法律
上の悩みについて弁護士が助言｡
予約制｡無料
問合 経済局中小企業振興課
☎735-2100 FAX735-2104

問合 市長室広報課 ☎972-3134 FAX972-4126

おもてなし隊なごや（出演：名古屋おもてなし武将隊）
6ch

LOVE NAGOYA!

施設や行催事などを紹介します。
3/14 藤前干潟プロムナード

最新の放送予定
はこちら↓

3/21 とだがわこどもランド
3/28 放送休止

名古屋市だより

月曜・金曜日 午前10：00ごろ～

CBCラジオ

月曜日は
「BRUNCH STYLE」
内､金曜日は
「FRIDAY MUSIC PUZZLE」
内で放送
HP zip-fm.co.jp/blog/lovenagoya/
※ 3/21 の放送は 3/22 の午前 10:16 ごろ～

AM 1053kHz
FM 93.7MHz

火曜・木曜日 午前11：28ごろ～ 水曜日 午前8：17ごろ～
金曜日 午後4：24ごろ～

火曜・木曜日は
「つボイノリオの聞けば聞くほど」
内､水曜日は
「多田しげおの気分爽快!!
～朝からP・O・N」
内､金曜日は
「ドラ魂キング」
内で放送
HP hicbc.com/radio/Nagoya

Useful information for foreign residents is provided by the City of Nagoya website and
the Nagoya International Center.
City of Nagoya website : www.city.nagoya.jp/en

月曜日 午後 6:57 ～ 7:00
（再放送 / 金曜日 午前 0:48 ～ 0:53､土曜日 午前 5:15 ～ 5:20）

メ〜テレ

HP www.nagoyatv.com/omotenashi2021/

ラジオ番組

●The

高濃度PCBの処理期限が迫ってい
ます
昭和28～47
年（ 1 9 5 3 ～
1972年）に国
内で製造され
た変圧器･コ
ンデンサーや
コンデンサー
昭 和 5 5 年
（1980年）までに製造されたX線発
生装置･溶接機には､有害物質である
PCB
（ポリ塩化ビフェニル）
が使用さ
れたものがあります｡高濃度PCB使
用機器を保有している方は､3/31ま
でにJESCO豊田☎0565-25-3405
へ処理委託をしてください｡中小企
業などは中小企業者等軽減制度によ
り処理費用が軽減されます｡感電の
恐れもあり大変危険ですので､確認
作業は必ず電気主任技術者などにご
相談ください｡
問合 環境局廃棄物指導課
☎972-2392 FAX972-4132
ジ

放送予定

放送予定

最新の放送予定
はこちら↓

3/13 高齢者就業支援センター

ZIP-FM 77.8MHz

のとおり営業時間を短縮した飲食店などの事業者
①午前5:00～午後9:00に短縮（酒類の提供は午前11:00～午後
8:00）②午前5:00～午後8:00に短縮（酒類の提供なし）
※県の｢ニューあいちスタンダード（あいスタ）｣認証店は①②のい
ずれか｡それ以外の店は②のみ
売上高に応じて2万5千～10万円
交付（中小企業など）
金額（大企業）
売上高減少額の4割（最大20万円）
※1店舗1日あたりの金額
※①②の選択により金額が異なる
ホームページ
はこちら→
案内 ホームページ
問合 同コールセンター
☎228-7310（毎日午前9:00～午後5:00）FAX954-6923
※申し込み開始日や詳しい交付金額はホームぺージでご確認ください

※各番組 HP で、
放送終了後に番組を視聴できます。

市政情報を分かりやすくお伝えします。

NAGOYA CITY I

対象 まん延防止等重点措置(1/21～)の実施にともない､休業または次

※都合により放送内容や放送日時が
変更になることがあります。

コアラが住む街なごや
6ch

県感染防止対策協力金（営業時間短縮要請枠）

●Nagoya

Nagoya International Center
website

International Center : ☎052-581-0100 website : www.nic-nagoya.or.jp

名古屋市広報課
フェイスブック

www.facebook.com/nagoyakoho

●動物取扱業の登録／名古屋市
事業所：名古屋市東山総合公園
（千種区東山元町３―７０） 種別：展示 登録番号：０７０１０２７ 登録日：平成１９年６月１日 有効期限：令和４年５月３１日 動物取扱責任者：黒邉 雅実
●動物取扱業の登録／公益財団法人名古屋みなと振興財団 事業所：名古屋港水族館
（港区港町１―３） 種別：展示 登録番号：０６１１０２５ 登録日：平成１８年９月１９日 有効期限：令和８年９月１８日 動物取扱責任者：阿久根 雄一郎
●発行日／令和４年３月１日●部数／1，115，020部●配布／区役所総務課
（全戸配布・無料）
●印刷／中日高速オフセット印刷㈱

広報なごやは、
再生紙
（古紙パルプ配合率7５％以上、
白色度70％）
を使用しています。

⬆次の面から区版です。（⓭～⓰面）区版の表紙は⓰面です。

⓬

