
↓100年間の市営交通の歩みと、未来に向けた希望をイメージ

市営交通は今年100周年！

052-953-7584 午前8：00～午後9：00
年中無休 ←ウェブサイト

市公式LINE→
名古屋おしえて
ダイヤル

よくある質問はウェブサイト
または市公式LINEへ

市政に関する
お問い合わせは 052-971-4894　　7584@oshiete -dial.jp

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。
     ０５０-3614-０７４１（２４時間受付）   FAX０５０-８８８２-９７０３   　  nagoya _ jyushinsoudan@medi-staf  fsup.com
　※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。
■同感染症陽性となった方には、保健センターからご連絡します。市ウェブサイトも参考にご確認ください。

☎

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や内容変更となる場合があります。各催しの問い合わせ先へご確認ください。

市ウェブサイトはこちら→

令和4年（2022年） 8月号

●人口／2,326,452人
●世帯／1,141,658世帯
●面積／326.50km2

（令和4年7月1日現在）

広報なごやは毎月10日までにお配りしています。　　　　　配布／区役所総務課
記事の内容（開催日・申込期限など）が原則、毎月11日以降のものを掲載しています。
広報なごや点字版・声の広報なごやをご希望の方はご連絡ください。
編集・発行／名古屋市市長室広報課     052-972-3134 FAX052-972-4126
〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号　　  www.city.nagoya.jp

☎
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市営交通はこれまで、｢市民生活｣と｢都市活動｣を支える都市基盤として、市の発展に寄与してきました。
これまで市営交通をご利用いただいた皆さまに感謝するとともに、決意を新たに、これからも安全を
第一に、安心・快適でより便利な交通サービスを名古屋の街にお届けします。

1922年（大正11年）8月1日に
市電の営業を開始。その後、
バスや地下鉄などに都市交通
の主役を譲り、1974年（昭和
49年）3月31日に廃止となる
まで走り続けた。

市営交通の創業

皆さまと歩んだ100年

市営交通100年祭開催中！

市営交通創業期の市電風景→

市電の補助機関として、バス事業を開始。
地下鉄網が整備されると、地下鉄に接続する
ように再編成された。

市バスの開業

↑開業当時のバス車両

現在の市バス・地下鉄

問合 交通局広報広聴課  ☎972-3809  FAX972-3849

100年祭の情報は以下のホームページなどから
ご確認ください。
名古屋市営交通100年祭 検索

ホームページは
こちら→

地球1周
約40,000㎞
地球1周

約40,000㎞
●現在の市バスと地下鉄の走行距離は、
1日で地球約7周分！
毎日市バスは約10万㎞、地下鉄は約19万㎞を走っています。

●これまでの市営交通の累計乗車人数は、
なんと約420億人！
現在の世界人口の約5倍です！ ※ 令和3年度決算(見込)

知っていましたか？

市営交通100年祭記念グッズ
第7弾「市電型メジャー」発売中
8/1（月）～

800円料金
場所 交通局サービスセンター

（名古屋・栄・金山） など

1922年
（大正11年）

1930年
（昭和5年）

1957年
（昭和32年）

1965年
名城線開通

2022年
100周年！

1971年
名港線開通

1977年
鶴舞線開通

1989年
桜通線開通

2003年
上飯田線開通

「1922年  市営交通の誕生」と「1930年
市バスの創業」をテーマにデザイン。第１弾
限定の購入特典として、全３種類を収める
ことができる記念台紙をプレゼントします。

620円料金
場所 地下鉄全駅・交通局サービスセンター（名古屋・栄・金山）
問合 交通局乗客誘致推進課  ☎972-3816  FAX972-3817

市営交通100周年記念 
ドニチエコきっぷ（第1弾）発売中
8/1（月）～

地下鉄の開業
初めて開通したのは、東山線

「名古屋」・「栄町」間。当時の
車両は色鮮やかな黄色（ウィ
ンザーイエロー）で、通称「黄
電」と呼ばれ、長く市民に親
しまれていた。

地下鉄開通テープカット→

2004年
名城線環状運転開始･地域巡回バス新設

そして、これから先も
走り続けます。

↑記念台紙

 ２
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●18～59歳で障害者手帳をお持ちの方、自立支援医療・小児慢性特定疾病医療・
特定医療費などを受給している方（5/30時点で該当の方）、1・2回目接種時に予診
票の｢基礎疾患を有する｣にチェックをした方

問合〈区役所の移転について〉 スポーツ市民局区政課  ☎972-3112  FAX972-4458　 
〈駅名の変更について〉 交通局運輸課  ☎972-3852  FAX972-3913

ワクチンを接種する人･しない人
お互いの選択を尊重しましょう

STOP!コロナ差別
ストップ無料

中村区役所が移転、複合庁舎へ

※ささしま市税事務所（東海通出張所含む）は移転に伴い、
　本陣市税事務所に名称が変わります。
　（担当区域：西・中村・中川・港区）

中村区役所の移転改築とともに、保健センター、土木事務所、市税事務所といった
住民の皆さまに身近な行政機能が集約化され、より便利になります！

中村区松原町１-２３-１移転先

  地下鉄  東山線「本陣（中村区役所）」駅
　　　　３番出口 徒歩１分
  市バス  「本陣」停 徒歩4分
  自家用車  駐車場 91台

アクセス

鳥居通2鳥居通2鳥居通2

本陣通3本陣通3本陣通3 地下鉄東山線地下鉄東山線地下鉄東山線

NNN

外堀通り外堀通り外堀通り

市バス
「本陣」停
市バス
「本陣」停

「本陣（中村区役所）」駅３番出口「本陣（中村区役所）」駅３番出口

区役所等複合庁舎

鳥居
通

「
本
陣
」駅

千種区役所の移転
千種区役所・千種保健センターは、現庁舎の改築工事
のため、仮設庁舎に移転します。

千種区星が丘山手１０３（東星ふれあい広場）移転先
とうせい

  地下鉄  東山線「東山公園」駅 ２番出口 徒歩7分
  市バス  「新池町」停 徒歩2分
  自家用車  仮設庁舎内駐車場 44台

アクセス

東山通東山通東山通

東山動植物園　東山動植物園　地下鉄東山線地下鉄東山線

地下鉄東山線
「東山公園」駅

２番出口

地下鉄東山線
「東山公園」駅

２番出口

新池新池
千種スポーツ

センター
千種スポーツ

センター

東星
中学校
東星
中学校

市バス「新池町」停市バス「新池町」停

区役所・保健センター仮設庁舎

「東山公園」駅

NNN

4回目接種4回目接種4回目接種4回目接種

基礎疾患がある基礎疾患がある
その他重症化リスクが高いと医師が認めたその他重症化リスクが高いと医師が認めた

インターネットでの
申請はこちら→

→3回目接種日から5カ月経過後に送付
→接種券の発行申請が必要
郵送での申請

●60歳以上の方
●18～59歳で次のいずれかに当てはまる方

●60歳以上の方

●18～59歳で上記以外の方

市ウェブサイト、区役所、支所で申請書を入手してください。
※区役所・支所で申請書は提出できません。

対象者

対象者などの最新の情報については、
ウェブサイトで確認してください。

接種券の送付
市ウェブサイトはこちら→

問合 新型コロナウイルスワクチンコールセンター 
☎050-3135-2252（毎日午前9：00～午後5：30）  
FAX972-4386

大規模会場での集団接種

●イオンタウン有松（緑区鳴海町字有松裏２００） 8/31(水)まで
●中区役所ホール（中区栄四丁目1-8） 9/30(金)まで

3~4回目接種の方が対象です。

5階  区役所

地下 駐車場

フロアガイド

現庁舎での通常業務は、12/28(水)までです。（時間外窓口は来年1/3まで現庁舎で対応します）
区役所にお越しの際には、できるかぎり公共交通機関のご利用をお願いします。

限定されます。

発行申請が必要かどうかは、コールセンターで確認できます。

地下鉄の駅名が変わります！

本陣
Honjin

（中村区役所 Nakamura Ward Office）

「本陣」駅は、新たに
「中村区役所」を施設名

として付記します。
中村区役所
Nakamura Kuyakusho

太閤通
Taiko-dori

名古屋城
）eltsaC ayogaN（ ojayogaN

（　　　　　　　　  
市役所 City Hall

県　庁 Prefectural Office ）

市役所
Shiyakusho（City Hall）

　　　　　　　　 　  
県　　庁 Prefectural Office  

名古屋城 Nagoya Castle（ ）
神宮西

Jingu Nishi

熱田神宮西
Atsuta Jingu Nishi

熱田神宮伝馬町
Atsuta Jingu Teｍma-cho

伝馬町
Teｍma-cho

中村区役所の移転にあわせて駅名を変更します。 次の3つの駅名も変更します。

3回目接種から5カ月経過した

従来通り、１~3回目の接種も引き続き受けることができます。

4階  本陣市税事務所※
3階  保健センター
2階  区役所・保健センター
1階  区役所・土木事務所

 ３
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5,065
5,690 5,979 6,010

1,391 1,369 1,318 1,282 1,282 1,284

●職員などの人件費●障害福祉サービスや生活保護などの扶助費
●公共施設を建設するときなどの市債を返済するための公債費

※（   ）内は県が負担していた義務教育等にかかる教職員の給与を除いた金額です。

主
な
も
の

扶助費（福祉・医療など）

人件費（職員の人件費）

障害福祉サービス
にかかる経費

生活保護費

民間保育所等の運営
にかかる経費

2,726億円
（1,734億円）

2,537億円

372億円

863億円

267億円

1,718億円

1,391億円

5,646億円

844億円

837億円

641億円

1,284億円

区　分 平成24年（2012年）度 令和4年（2022年）度

公債費（市債の返済）

3,687億円

+472億円

+1,150億円

△26億円

+374億円

△107億円

合　計 7,697億円
（6,705億円）

+2,051億円
（+1,059億円）

+1,008億円
（+16億円）

支出が義務付けられていて、削減が難しい次の経費です。義務的経費とは

当初予算365億円に加え、新たに223億円を補正予算で計上。主な事業は次の通りです。

市税収入と義務的経費の推移（一般会計予算） 義務的経費の内訳（一般会計予算）

扶助費とは

生活保護費や高齢者・子ども・障害のある方などへの
支援に要する経費のこと

本市の財政状況は厳しい状況が続くと考えられますが、引き続き行財政改革に取り組み、必要な財源を確保していきます。

名古屋市　予算のあらまし 検索予算について詳しくは冊子「令和4年度予算のあらまし」をご覧ください。
※区役所・支所、市民情報センター(市役所西庁舎１階)で配布しています。

問合 財政局財政課
☎972-2306  FAX972-4120

夏名古屋の を楽しもう！！

入園
事前予約

必要

問合 にっぽんど真ん中祭り文化財団  ☎241-4333  FAX241-4446
（観光文化交流局観光推進課     ☎972-2219  FAX972-4200）

にっぽんど真ん中祭り

今年は、ダブルの感動と興奮をお届け!

市公式noteでは、「にっぽんど真ん中祭り」
コロナ禍での開催だからできたことを紹介しています。→

らいがてらさか

どまつり
応援団長の
寺坂 頼我さん

市街地開催

オンライン
開催

8/26（金）~28（日）

久屋大通公園会場（メインステージ）など市内10カ所
午前9:50～午後9:00(8/26は午後5:00～)

9/1（木）午後4:00～9:00
9/3（土）・4（日）午前9:00～午後9:00

9/2（金）午前11:00～午後9:00

視聴はホームページから→

［義務的経費］ 
扶助費

人件費

公債費

市税
一般会計

上の表を見てみると、１０年前と比べて扶助費が大きく増えています。
市税の伸びが期待できない中、利用者の増加などにより、今後も
増加が見込まれます。

の財政状況市

※平成29年度から、県が負担
　していた義務教育等にかか
　る教職員の給与を市が負担
　することになり、人件費が増
　えています。
※平成30年度以降の市税収入
　には上記に伴う税源移譲を
　含んでいます。
※令和2年度から、会計年度
　任用職員制度を導入する
　ことになり、人件費にはその
　金額を含んでいます。

新型コロナウイルス感染症対策

53億3,150万円

新型コロナウイルスワクチン接種事業
60歳以上の方や18歳以上で基礎疾患を有する
方などを対象とした４回目の接種

か

69億3,000万円

中小企業事業展開支援
コロナ禍において原油価格等高騰の影響を受ける
市内中小企業の支援として、事業転換・事業多角化
のための経費に対する補助

17億2,550万円

学校・保育所等給食費に係る物価高騰対応支援
コロナ禍における物価高騰の中でも、保護者負担
を増額せずに現在の給食の水準を維持するため、
高騰する食材費の増額分を支援

上のグラフを見てみると、義務的経費はどんどん増えています。
平成21年度以降、義務的経費が市税収入を上回る状態が続いています。

開園時間を午後8:30まで延長  （入園は午後8:00まで）

予約方法など
詳しくは、こちら→

※感染症まん延状況によっては中止となる場合があります。
　ご来園の際は必ず公式ウェブサイトを確認してください。

入園料必要　中学生以下は無料
問合
料金

同園(千種区東山元町3-70)
☎782-2111(月曜日休み)  FAX782-2140

※駐車場が混雑し入園に大変時間を要することがあるため、
　公共交通機関をご利用ください。

飼育員などによるスペシャルなお話やクラフト体験

夕暮れアニマルトーク・宵のボタニカルトーク

キーワードラリー達成者にオリジナル特製竹うちわプレゼント

ナイトZOO＆GARDENスペシャルラリー

8/5（金）~7（日）・13（土）・14（日）・20（土）・21（日）

他にも、
楽しいイベントが

たくさん！

他にも、
楽しいイベントが

たくさん！
先着800人
（各日）

か

今年のどまつりは過去最多500チーム以上が参加
©にっぽんど真ん中祭り

市街地開催では目を見張る演出で街はお祭り一色に！
全国のグルメも大集結します。オンラインでは国内外の
チームが地域色豊かな映像をお届け！
感動！興奮！熱気！がぎゅっと詰まった7日間。ぜひお楽しみ
ください!

 ４
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土曜·日曜日·祝休日などに開催

間伐材などを使った
タペストリー作り

などのワークショップ
を行っています。

かんばつ

☎223-1066  FAX223-4199問合
月曜日（祝休日の場合は翌平日）休館日

午前9:30～午後5:00開館時間

地元を歩いて、まだまだ知らない魅力を発見しよう！ おすすめのスポットを市職員が紹介します。

今回紹介してくれるのは、ソレイユプラザなごや
(なごや人権啓発センター)の村松さん
今回紹介してくれるのは、ソレイユプラザなごや
(なごや人権啓発センター)の村松さん

車いす体験、妊婦･高齢者の疑似体験やタッチパ
ネルパソコンでの人権学習などを通じて、さまざ
まな立場の人の人権を尊重することについて楽
しく学べる

バーチャルスタジオやパネル展示で、コパくんと
一緒にごみや資源などの身近な環境問題から温
暖化などの地球規模の環境問題まで学べる

消費生活に関する相談を受け付け。
併設するくらしの情報プラザではくらしに役立つ
情報を図書やDVDなどで提供

スロープの上り
下りを体験しよう！
坂道は意外と腕の
力が要るんです！

点字で名刺を作る
ワークショップやボッチャなどの
パラスポーツを体験できるイベントあり

無料無料 無料

☎684-7017  FAX684-7018問合
月曜日（祝休日の場合は翌平日）休館日

午前9:00～午後5:00開館時間

お気に入りスポットを、SNSに「＃なごやを歩こう」のタグ付けで投稿してね！

メキシコの翼

公園内には、彫刻などの美術作
品がいっぱい！ あなたはいくつ見
つけられるかな？

☎201-4486  FAX203-0788問合

月曜日（祝休日の場合は翌平日）・
第3金曜日･9/6(火)･7(水)、
ただし8/15(月)･19（金）は開館

休館日

午前9：30～午後5:00
（入館は午後4:30まで）

開館時間

自然にできた美しい原石から、磨かれてキラキラ
輝く宝石、技巧を凝らしたジュエリーまで。
宝石の全てがわかる展覧会！

特別展 『宝石 地球がうみだすキセキ』

フェルナンド・ボテロ
《モナ・リザの横顔》
2020年
油彩/カンヴァス

☎212-0001  FAX212-0005問合

月曜日(祝休日の場合は翌平日)、
ただし8/15(月)は開館

休館日

午前9:30～午後5:00
（9/23を除く金曜日は午後8:00まで。
入館はいずれも閉館時間の30分前まで）

開館時間

日本では26年ぶりとなるボテロの大規模展。
世界初公開作品を含む油彩・水彩・素描70点を
展示し、彼の画業をたどる

特別展 『ボテロ展 ふくよかな魔法』

クーラーバッグや
クッションシート など

むらまつ

コアラの
ハッピー

コパくん

ソレイユ博士

市公式noteで
紹介しています→

12階 ソレイユプラザなごや

13階 エコパルなごや

11階 市消費生活センター

錦通

東山線

広小路通

白川通鶴舞線

若宮大通

名古屋高速２号東山線

白川公園

市科学館

市美術館

中学生以下は無料

　～　とでんきの科学館(中区
栄二丁目)を周って３つ以上のス
タンプを集めた方に、ソレイユプ
ラザなごやで景品をプレゼント！！
ぜひ参加してね！！ 

1 5

日時 祝休日を除く月曜～土曜日､
午前9:00～午後4:15
(土曜日は電話のみ)

●消費生活相談(電話･面談) ☎222-9671

☎222-9677  FAX222-9678問合
日曜日･祝休日休館日

午前9:00～午後5:00
●くらしの情報プラザ
開館時間

くろーない

 ５



市営住宅 入居者の募集
一般､子育て･若年世帯､単身者､多家
族･多子世帯など

市内在住か在勤､住宅に困窮､親
族と同居(単身者向け住宅を除
く)､収入要件などを満たす方｡
申し込み区分により追加要件あ
り｡抽選
8/22(月)～31(水)消印有効
8/19(金)～区役所総務課･支所
区民生活課､住まいの窓口(中区
栄三丁目)､市住宅供給公社(西
区浄心一丁目)
☎523-3875 FAX523-3863

対象

受付
案内
配布

ひとり親家庭等就業支援講習会
パソコン講習､在宅就業に関する基
礎知識､ライフプランを考える講習
など

10～12月  　　市内各所
市内在住でひとり親家庭の親か
寡婦(一部の講習は離婚調停･裁
判中の方も申し込み可)｡抽選で
各10～20人程度
教材費必要
8/5(金)～26(金) 
8/5(金)～区役所民生子ども
課･支所区民福祉課､ジョイナ
ス.ナゴヤ(中区栄三丁目)
☎252-8824 FAX252-8842

対象
日程 場所

受付
料金

案内
配布

お薬手帳を携帯しましょう
災害時にお薬手帳があると､カルテ
や薬歴が失われた場合でも､記載情
報を基に薬の選択をスムーズに行う
ことができます｡普段からお薬手帳
を活用し､携帯するようにしましょ
う｡

健康福祉局環境薬務課
☎972-2651 FAX972-4153

問合

家族介護慰労金の支給
支給額は年額10万円

支給申請の1年以上前に要介護
4か5に認定され､市民税非課税
世帯に属し､申請以前1年間(お
おむね3カ月以上の入院期間が
ある場合はその前後の期間を合
算)で介護保険サービス(年間7
日以内のショートステイ利用を
除く)を利用せず在宅で過ごし
た方を介護する市民税非課税世
帯の同居の親族
区役所福祉課･支所区民福祉
課

対象

問合

注意事項 夏の新型コロナウイルス感染症予防のポイント!
掲載されているイベントや行事などについては、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。

いきいきシニアライフしませんか!
なごやかクラブ(老人クラブ)

地 域 で ､ 健 康 づ く り を 含 め た ス
ポーツ･趣味･防災などの活動を行
い､交流を深める仲間を募集

市内在住でおおむね60歳以上
の方
区役所福祉課

対象

問合

がん患者の①ウィッグ(かつら)
②乳房補整具 購入費用助成

購入費用の3割(上限①3万円②2万
円､人工乳房が含まれる場合は4万
円)を補助｡1人各1回まで｡購入後1
年以内の申請が必要

市内在住で､がん治療に伴う①
脱毛などでウィッグが必要な方
②外科的治療などによる乳房の
変形で乳房補整具が必要な方
市ウェブサイト
がん相談･情報サロン｢ピアネッ
ト｣☎243-0555(月曜･日曜日･
祝日休み) FAX243-0556
(健康福祉局健康増進課
☎972-2637 FAX972-4152)

対象

問合
案内

各種手当･給付金の
現況届･所得状況届の提出

①～③11月以降④～⑨8月以降も受
給を希望される方は､届け出が必要
です｡
①児童扶養手当…現況届
②県遺児手当…所得状況届
③ひとり親家庭手当…所得状況届
④経過的福祉手当…現況届
⑤障害児福祉手当…現況届
⑥特別障害者手当…現況届
⑦外国人障害者給付金…現況届
⑧特別児童扶養手当…所得状況届
⑨県在宅重度障害者手当…所得状況

届
①～③･⑨8/31(水)まで④～⑧
8/12(金)～9/12(月)
　　 ①～③区役所民生子ども
課･支所区民福祉課④～⑨区役
所福祉課･支所区民福祉課

受付

提出先 問合

こまめに
手洗い・手指消毒

エアコン使用中も
こまめに換気

イベント参加時も
感染症対策を徹底

中学生の学習支援
参加者の募集

来年3月までの週1か2回
市内各所
市内在住でひとり親家庭(所得
要件あり)･生活保護世帯などの
中学生｡先着各会場12人
8/12(金)午前10:00～
区役所民生子ども課･支所区民
福祉課
子どもの縁の下サポーター
☎753-3741
FAX753-3742(子ども青少年
局子ども未来企画室
☎972-3199 FAX972-4204)

対象

受付

場所
日程

問合

無料

案内
配布

HIV･性感染症検査会
HIV･梅毒･B型肝炎･C型肝炎の採血
による検査｡匿名で実施。事前予約
必要｡検査結果は後日､パソコン・ス
マートフォンで確認できます｡

9/4(日)午前10:00～午後4:00
ナディアパーク6階(中区栄三
丁目)
ホームページ
健康福祉局感染症対策室
☎972-2631 FAX972-4203
www.h i v - s t i gu ide . c i t y .
nagoya.jp

HP

場所
日時

案内
問合

無料

DV被害者とその子どものための
｢親子支援｣プログラム

心のケアや､親子のより良い関係作
りのための取り組み

①9/10(土)～11/19(土)の
全 6 回 ② 1 2 / 1 7 ( 土 ) ～ 来 年
3/11(土)の全6回
DV被害を受け､現在パート
ナーと離れて暮らす女性と①
小学4年～中学1年生②小学1
～3年生の子｡選考で各8組程
度
①9/5(月)②12/12(月)まで。
空きがあれば前日まで受け付
け可
子ども青少年局子ども福祉課
☎972-2519 FAX972-4438

対象

受付

日程

問合

無料

親族後見人のための
①専門職アドバイザーによる個別
相談会②意見交換会

9/1 (木)･11/17 (木)･来年
1/5(木)･来年3/16(木)午後
1:30～3:30
市総合社会福祉会館(北区清水
四丁目)
市内在住の家族の後見人(保佐
人･補助人)として活動している
方｡抽選で各①3組②10人程度
開催日の8日前まで。②は空き
があれば当日まで受け付け可
成年後見あんしんセンター
☎856-3939 FAX919-7585
(健康福祉局地域ケア推進課
☎972-2549 FAX955-3367)

対象

場所

受付

日時

問合

無料

市民の森づくりin中津川
育樹作業と乙女渓谷でのウオーキン
グ･木工体験(コース選択制)

9/17(土)午前7:15～午後7:00
市民の森(岐阜県中津川市)など｡
集合は愛知県自治センター西側
歩道(中区三の丸二丁目)
抽選で40人
5,500円(交通費･弁当代など)
電話かEメールでツーリズムデ
ザイナーズ☎629-5828(午前
11:00～午後4:00)
　 info@tourismdesigners.com
8/19(金)まで
名古屋城総合事務所
☎231-1700 FAX201-3646

場所

料金

受付

申込

問合

人数

日時

島田緑地自然生態園
自然観察会

普段は非公開の同園で､自然観察指
導員の案内のもと､湿地に咲くシラ
タマホシクサなどを観察

9/17(土)･18(日)午前10:00～正午
同園(天白区高島二丁目)
小学生以上の方(小学生は保護
者同伴)｡抽選で各60人
電子申請か往復はがき(1通5人
まで､希望日･年齢も記入)でみ
どりの協会(〒466-0064昭和
区鶴舞一丁目1-166) 
☎731-8590 FAX731-0201
9/2(金)消印有効
天白土木事務所
☎803-6644 FAX805-1594

場所

受付

申込

問合

対象

日時

無料

生活・福祉

自然・環境

〈往信用裏面〉〈返信用表面〉

63

63

〈返信用裏面〉〈往信用表面〉

こちらから
アクセス→

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｡

■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。

■市ウェブサイトのアドレスは…
　https://www.city.nagoya.jp

■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｡

■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､8/1(月)からで

す。

■広報なごや８月号には…
　記事の内容(開催日･申込期限など)が原則､
　8/11(木・祝)以降のものを掲載しています｡

■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○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｡

取扱業務は転入・転出届の受付や各種証明書の交付など。詳しくは区役所・支所、市
税事務所・出張所、名古屋おしえてダイヤル☎953-7584（お掛け間違いにご注意く
ださい）
※栄市税事務所では庁舎保守作業のため、8/7の日曜窓口は実施しません。

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

2022/9月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

2022/8月

●　広報なごや　令和4年8月号6



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。広告

生きもの一斉調査～陸
り く

貝
が い

編～
身近な自然に生息する陸貝｢カタツ
ムリ｣などの分布状況を調べる

10/8(土)～10(月･祝)午前
10:00～正午
市内の公園･緑地(40カ所程度)
小学生以上の方(小学生は保護
者同伴)｡抽選で1カ所10人程度
8/24(水)必着
ホ ー ム ペ ー ジ ･ 区 役 所 情 報
コーナー･なごや生物多様性セ
ンター(天白区元八事五丁目)
☎831-8104 FAX839-1695
www.bdnagoya.jp

場所

受付

HP

対象

日時

無料

案内
配布

竹藪
や ぶ

のビフォー＆
アンド

アフター
森の観察や竹の間伐体験など

9/3(土)午前10:00～正午(雨天
の場合､9/4に延期)
大高緑地(緑区大高町)
高校生以上の方｡抽選で15人
電子申請かはがき(年齢も記入)
でみどりの協会(〒466-0064
昭和区鶴舞一丁目1-166)
☎731-8590 FAX731-0201
8/17(水)必着
緑政土木局緑地利活用課
☎972-2489 FAX972-4143

場所

問合

申込

受付

対象

日時

無料収穫体験 イモ掘りの部
①サツマイモ
②サツマイモ
とラッカセイ
③サツマイモ
とサトイモ

10/8(土)･9(日)
①港区春田野農園(港区春田野
一丁目)②港区西茶屋第2農園
(港区新茶屋四丁目)③中川区中
島新町農園(中川区中島新町二
丁目)
市内在住か在勤(学)の方｡抽選
で各①②35組③80組
1組①千円②③2千円
往復はがき(1組1通まで｡農園
名も記入)で株式会社H

ホ ー プ

OPE
(〒460-0003中区錦一丁目
17-13名興中駒ビル4階)
8/20(土)消印有効
緑政土木局都市農業課
☎972-4071 FAX972-4141

場所

問合

申込
料金

受付

対象

日程

打ち水大作戦!
庭先やベランダなどに水をまく打ち
水は､周りの温度を下げる効果があ
ります｡貯めた雨水などを使えばさ
らにエコ。打ち水で暑い夏を涼しく
過ごしましょう。

環境局地域環境対策課
☎972-2675 FAX972-4155

問合

生きもの調査隊
～アリの種類を調査せよ!!～

8/30(火)午前10:00～正午
なごや生物多様性センター
小学5年～中学生｡抽選で20人
電 子 申 請 か は が き で 同 セ ン
ター(〒468-0066天白区元八
事五丁目230)☎831-8104 
FAX839-1695
8/22(月)必着

場所

受付

申込
対象

日時
無料

藤前干潟ふれあい事業
①ひがたにくるトリ､どんなトリ?…

野鳥の観察､模型の色塗り体験
8/24(水)午前10:00～正午
野鳥観察館(港区野跡四丁目)

②ヨシ原の人気者 カニとトビハゼ
に会おう!

9/23(金･祝)午前9:30～
11:30
稲永ビジターセンター(港区
野跡四丁目)

③ラムサール条約登録20周年記念
藤前干潟写真コンテスト…応募者
全員に参加賞あり

①小学1～3年生(保護者同伴)｡
抽選で①40人②30人
①②電話･ファクス･Eメール(学
年も記入)で同実行委員会(エコ
パルなごや内)
☎223 -1067 (月曜日休み) 
FAX223-4199 　ecopal@
n-kd.jp
① 8 / 1 7 ( 水 ) ② 9 / 7 ( 水 ) ③
8/31(水)まで
同実行委員会

場所

場所

受付

申込

問合

対象

日時

日時

無料 エコパルなごやの催し
① S

エス

D
ディー

G
ジー

s
ズ

に貢献する植物サボテ
ン!?サボテン寄せ植えをやってみ
よう! 

8/19(金)午前10:30～11:00
②家庭の古糸を活用!かんたんアク

セサリー作り講座
8/23(火)午前10:30～正午

①小学3～6年生②小学6年生ま
での子(保護者同伴可)｡先着で
①15人②20人
②1組600円
8/11(木･祝)午前9:30～電話･
ファクス･Eメールで同所(中区
栄一丁目)☎223-1066(月曜日
休み) FAX223-4199 
　a2231066@kankyokyoku.
city.nagoya.lg.jp

申込
料金

対象

日時

日時

無料

市民公開講座｢元気で長生きの秘
ひ

訣
け つ

～高知発いきいき百歳体操で筋
力アップ!～｣

9/3(土)午後1:30～3:00
①市立大学病院(瑞穂区瑞穂町)
②オンライン
市内在住の方｡①抽選150人②
制限なし
電子申請か往復はがき(参加方
法も記入)で同病院地域包括ケ
ア推進･研究センター
(〒467-8602瑞穂区瑞穂町字
川澄1)
☎853-8501 FAX853-8507
8/22(月)必着

日時

対象

場所

無料

申込

受付

障害者スポーツセンター
東海障害者水泳記録会

10/16(日)午前9:30～午後5:00
身体障害者･愛護(療育)･精神障
害者保健福祉のいずれかの手帳
か特定医療費受給者証などをお
持ちの方
8/30(火)必着
区役所福祉課･支所区民福祉課､
同センター(名東区勢子坊二丁
目)☎703-6633(水曜日休み) 
FAX704-8370

日時
対象

無料

受付
案内
配布

障害者ふれあい教室
フライングディスク

9/11(日)①午前9:00～正午②
午前10:00～正午
①瑞穂生涯学習センター(瑞穂
区惣作町)②南生涯学習セン
ター(南区東又兵ヱ町)
15歳以上で知的障害のある方
と保護者｡先着①20人②15人
実費負担あり
8/17(水)午前10:00～電話･
ファクスか直接、名古屋手をつ
なぐ育成会
☎671-6211 FAX671-6214
健康福祉局障害企画課
☎972-2585 FAX951-3999

日時

場所

対象

料金
申込

問合

パラスポーツを
知ってみよう!

パラスポーツの種目の紹介や競技用
具の展示､ボッチャ体験など

9/30(金)までの開館日
スポーツ振興会館2階スポーツ
資料展示室(南区東又兵ヱ町)
市教育スポーツ協会
☎614-7501 FAX614-7525

日程
場所

無料

問合

成人ぜんそく教室
ぜんそく･肺機能に関する講話､水中
リラックス体操､呼吸器リハビリなど

①9/27(火)･10/7(金)･31(月)･
11/2(水)･28(月)②10/14(金)
午後1:15～4:00
①熱田保健センター(熱田区神
宮三丁目)②ルネサンス名古屋
熱田24(熱田区五本松町)
市内在住で20歳以上の方｡先着
各20人
8/22(月)午前9:00～電子申
請･電話･ファクス(性別･年齢･
プール経験･公害患者は認定番
号も記入)で環境局公害保健課
☎972-2688 FAX972-4156

日時

場所

対象

無料

申込

骨粗しょう症検診
骨粗しょう症とは､骨がもろくなり､
骨折が起こりやすい状態のことで
す｡寝たきりを防ぐためにもぜひ受
診しましょう｡

市内の協力医療機関約800カ所
市内在住で令和4年4月1日時点
で40･45･50･55･60･65･70
歳の女性
健康福祉局健康増進課
☎972-2637 FAX972-4152

場所
対象

無料

問合

なごや健康カレッジ
大学と連携した健
康づくりに役立つ
講義･運動･レクリ
エーションなど

9月上旬～
12月下旬
市内各所
市内在住で40歳以上の方(講座
により異なる)
無料～3千円
8/19(金)以降順次締め切り(講
座により異なる)
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･健康福祉局健康増進
課☎972-3078
FAX972-4152

場所

日程

対象

受付
料金

案内
配布

緑化施設の催し

東山動植物園(入園料必要)
〒464-0804千種区東山元町3-70
☎782-2111(月曜日休み)
★ボタニカルアート教室(入門)…

9/10(土)･24(土)･10/8(土)･22(土)
の全4回､午後1:30～3:30｡中学
生以上の方｡25人｡千円(必要な方
は別途画材代)

緑化センター
〒466-0064昭和区鶴舞一丁目1-168
☎733-8340(月曜・第3水曜日休み)
★緑化講習会｢雑木の庭～もっと

庭を楽しもう～｣…9/3(土)午後
1:30～4:00｡45人｡無料

申し込みは8/20(土)まで(消印有効)に電
子申請･往復はがき(1通1人1講座まで｡
催し名･希望日時と対象が中学生以下の
講座は学年も記入)で各施設へ｡抽選

スポーツ・健康

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6 く ら し の ガ イ ド
広報なごや　令和4年8月号　●7



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。広告

名古屋まつり 郷土英
え い け つ

傑行列
三英傑(信長･秀吉･家康)の募集

10/15(土)･16(日)に
開催の同まつりに出演

市内在住か在勤で
令和4年4月1日現
在25歳以上の方
(信長役は乗馬が
できる方)｡選考で3人
8/18(木)消印有効
ホ ー ム ペ ー ジ ･ 区 役 所 情 報
コーナー･財政局資産経営戦略
室 ☎972-2316 FAX972-4122
nagoya-festival.jp

対象

受付

HP

案内
配布

名古屋城夏まつり
盆踊り･飲食などの縁日ブース･ス
テージイベントなど

8/6(土)～15(月)午前9:00～午
後9:00(入場は午後8:30まで)
観覧料必要
ホームページ
名古屋城総合事務所
☎231-1700 FAX201-3646
www.nagoyajo.city.nagoya.
jp/fes2022-2023

日時

料金
案内
問合

HP

金城ふ頭に遊びに行こう!
スタンプラリー(夏)

参加すると先着でグッズをプレゼン
ト｡さらに､4つ全部集めた方には抽
選で賞品をプレゼント

9/30(金)まで
レゴランド®･ジャパン､メイ
カーズ ピア(いずれも港区金城
ふ頭二丁目)､リニア･鉄道館(港
区金城ふ頭三丁目)など
各施設入場料など必要
市ウェブサイト
金城ふ頭まちづくり協議会(住
宅都市局名港開発振興課内)
☎972-2777 FAX972-4161

日程
場所

料金
案内
問合

｢クルーズ名古屋｣謎解きゲーム
～中川運河と名古屋港で宝探し～

子どもも楽しめる初級編･
大人向けの上級編あり

来年1/9(月・祝)ま
での土曜･日曜日･
祝休日(対象区間を
運航しない日あり)
ささしまライブ乗船場(中川区
運河町)～①ガーデンふ頭乗船
場(港区港町)②金城ふ頭乗船
場(港区金城ふ頭三丁目)の乗船
者｡途中乗下船の方は除く
小学生①450円②750円･中学生
以上①900円②1,500円･未就学
児は大人1人につき1人無料
ホームページ
東山ガーデン
☎659-6777 FAX659-6779
(住宅都市局名港開発振興課
☎972-3975 FAX972-4161)

日程

対象

料金

案内
問合

↑ホームページ
はこちら

久屋大通庭園フラリエ
ハンドメイドフェスタ

アクセサリーや雑貨のブースが勢ぞ
ろい｡キッチンカーもやってくる｡

8/11(木･祝)以降の第2木曜日､
午前10:00～午後3:00
入園無料
同園(中区大須四丁目)
☎243-0511 FAX243-0512

日時

料金
問合

まちなみデザイン20選｢居心地が
良いまちなか空間｣市民投票

市民の皆さま
から投稿して
いただいた市
内の｢お気に
入りの風景｣
の中からあな
たの1番にご
投票ください!
★ウェブ投票

8/17(水)～
9/19(月・祝)

★会場投票…投稿写真のパネルを見
て投票

① 8 / 2 5 ( 木 ) ～ 2 7 ( 土 )
午 前 1 0 : 0 0 ～ 午 後 5 : 0 0
② 9 / 9 ( 金 ) ･ 1 0 ( 土 ) 午 前
10:00～午後5:00(9/10は午
後7:00まで)
① 金 山 総 合 駅 連 絡 通 路 橋
② イ オ ン モ ー ル N a g o y a 
Noritake G

ガ ー

ard
デ

en
ン

(西区則武
新町三丁目)

ホームページ
住宅都市局ウォーカブル･景観
推進室☎972-2732 
FAX972-4485

日程

日程

場所

案内
問合

↑ホームページ
はこちら

鶴舞公園奏楽堂の夕景

下水道科学館まつり
下水道について楽し
く学ぶ①スタンプラ
リー･クイズラリーな
ど②名城水処理セン
ター見学ツアー③訪問
科学実験～愛知教育大
学学生から学ぶ～

①9/1(木)～30(金)の開館日
②9/10(土)･11(日)③9/10(土)
抽選で②各10人③各35人
8/31(水)まで
ホームページ
同館(北区名城一丁目)
☎･FAX911-2301(月曜日､た
だし祝休日の場合は翌平日休
み)

日程

人数

案内
受付

問合

↑ホームページ
はこちら

無料

親子デザインワークショップ
｢音が鳴る!絵が変わる!牛乳パック｣

8 / 2 8 ( 日 )
午 前 1 0 : 3 0
～正午･午後
1:30～3:00
ナディアパーク(中区栄三丁目)
5歳～小学生と保護者(2人1
組)｡抽選で各20組
500円
ホームページ･往復はがき･ファ
クスでユネスコ･デザイン都市
なごや推進事業実行委員会(観光
文化交流局文化芸術推進課内)
☎972-3172 FAX972-4128
8/17(水)必着
www.creative-nagoya.jp

日時

場所

料金

対象

申込

HP
受付

無料

揚
よ う

輝
き

荘(南園)聴
ちょうしょう

松閣
か く

の催し
①定期公演｢スイスの伝統楽器<ア

ルプホルン>コンサート｣
8 / 2 1 ( 日 ) 午 前 1 1 : 0 0 ～
11:30･午後1:30～2:00

②開館9周年記念｢クラシック名曲
コンサート｣

8 / 2 9 ( 月 ) 午 前 1 1 : 0 0 ～
11:30･午後1:30～2:00

③ワークショップ｢木目込み人形作
り｣教室

9/25(日)午後1:30～3:30
①②当日先着各28人③抽選で
10人
①③入館料必要(③は別途700
円必要)
①②不要③はがきで同所
(〒464-0057千種区法王町
2-5-17)☎759-4450(月曜
日休み、ただし8/29は開館) 
FAX759-4451
③9/15(木)必着

日時

日時

日時
人数

料金

申込

受付

市民半額鑑賞会
さまざまな公演を通常
料金の半額で楽しめま
す｡

11月～来年1月
御園座(中区栄一
丁目)
抽選で各50人
8/17(水)消印有効
ホームページ･図書館･市文化振
興事業団(中区栄三丁目)
☎249-9387 FAX249-9386

日程
場所

人数
受付
案内
配布

↑ホームページ
はこちら

文化のみち二葉館の催し
①朗読｢江戸川乱歩を読む｣

8/21(日)午後1:30～3:00
②｢色紙姫きもの｣制作講習会

9 / 1 5 ( 木 ) ～ 1 7 ( 土 ) 午 前
10:30～正午･午後1:30～3:00

②中学生以上の方｡先着①30人
②各6人
入館料必要(②は別途千円)
①8/11(木･祝)午前10:00～②
9/3(土)午前10:00～電話で同
館(東区橦木町)
☎･FAX936-3836(月曜日休み)

日時

日時

対象

料金
申込

文化のみち橦
し ゅ

木
も く か ん

館の催し
①和紙スイーツ展～たからもの～

9/9(金)～10/10(月･祝)の
開館日､午前10:00～午後
5:00(10/10は午後3:00まで)

②ワークショップ 和紙で作る｢カッ
プケーキ｣

9/24(土)･25(日)午前11:00～
正午･午後2:00～3:00
小学生以上の方(小学生は保
護者同伴)｡先着各5人

入館料必要
①不要②9/9(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

日時

日時

対象

料金
申込

テレビ放送
●面下参照12 文化庁メディア芸術祭 地方展

★映像作家の岩
い わ

井
い

澤
さ わ

健
け ん

治
じ

さんによる｢音楽｣､映像作
家の湯

ゆ

浅
あ さ

政
ま さ

明
あ き

さんによる｢映像研には手を出す
な!｣などのアニメーション映像作品の上映やマン
ガの平面展示

★映像作品を中心とした体験型のアート作品の展示
★ファミリー向けのワークショップなど

9/3(土)～19(月･祝)午前11:00～午後5:00
金城ふ頭メイカーズピア(港区金城ふ頭二丁目)
ホームページ
あそびのダイナミクス～こころのインタラク
ション展事務局☎304-8722 FAX304-8702
(観光文化交流局文化芸術推進課
☎972-3172 FAX972-4128）

日時
場所
案内
問合

↑ホームページ
はこちら

無料

岡田憲一 「巨人の眼」

レジャー

文化・芸術

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6く ら し の ガ イ ド
●　広報なごや　令和4年8月号8



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。広告

卵1個･お吸い物のもと1袋･具材(ゆでうど
ん1/2袋･かにかまぼこ1本･ねぎ5cm･しい
たけ1個･その他しめじなどお好みで)

① どんぶりわんにお吸い物のもとと指定の半量の熱湯を入れ､かき混
ぜた後､残り半量は水を入れる。

② 卵を①のわんに割り入れ､よくほぐす｡
③ 具材を食べやすい大きさに切り､電子レンジで600w 

1分ほど加熱する｡
④ ②に③を入れ､わんにふんわりとラップをして電子レ

ンジで200w5分ほど加熱する｡

ホームページ｢なごや食育ひろば｣でも情報発信中→

1人分栄養価
エネルギー117kcal 食塩相当量2.2ｇ

＊材料(1人分)

所要10分

緑保健センター
保健予防課
加藤さん

小田巻蒸しはうどんの入った茶碗蒸しのこと｡どん
ぶりひとつで軽い昼食になります｡電子レンジでも
失敗なく作れます｡

健康福祉局健康増進課☎972-3078 FAX972-4152問合

管理栄養士
オススメ 簡単！ズボラひとり飯 ～作って食べて健康に～

料理を作ったら｢ ＃
ハッシュタグ

ズボラひとり飯なごや｣をつけて、
I
イ

n
ン

s
ス

t
タ

ag
グ

r
ラ

am
ム

に投稿しよう！（アレンジ料理歓迎）
健康増進課SNSで紹介することがあります｡

なんちゃって小
お

田
だ

巻
ま き

蒸
む

し

ナゴヤファッションコンテスト
発表会 観覧者の募集

プロモデルによる最終公開審査受賞
作品などのファッションショー

9/15(木)午後4:00～4:45
デザインホール(中区栄三丁目)
中学生以上の方｡抽選で50人
はがき･ファクス(年齢も記入)
で ナ ゴ ヤ フ ァ ッ シ ョ ン プ ロ
モーション実行委員会
(〒460-0008中区栄三丁目18-1)
☎265-2030 FAX265-2036
8/17(水)必着
経済局次世代産業振興課
☎972-2418 FAX972-4135

場所
日時

対象
申込

受付
問合

無料

市博物館常設展企画展示
｢古墳時代の形いろいろ｣
｢春

しゅん

江
こ う

院
い ん

の襖
ふすま

絵
え

｣｢虫送り｣

8/21(日)までの開館日､午前
9:30～午後5：00(入場は午後
4:30まで)
常設展観覧料必要
同館(瑞穂区瑞穂通)
☎853-2655(月曜日･第4火曜
日休み､ただし8/15は開館)
FAX853-3636

日時

料金
問合

狩野英秀 芦鷺図襖絵 春江院蔵

名古屋城検定①初級②中級③上級
11/12(土)①午前10:30～午後
0:10②午後2:30～4:10③午前
10:30～午後0:20
市公会堂(昭和区鶴舞一丁目)
①中学生以下1,000円･高校生
以上2,000円②③中学生以下
1,500円･高校生以上3,000円
※いずれも保護者と同時受験の
場合､保護者1人につき中学生
以下1人無料
10/21(金)必着
ホ ー ム ペ ー ジ ･ 区 役 所 情 報
コーナー･図書館など
名古屋城検定係(三晃社内)
☎961-7580 FAX951-4492
(名古屋城総合事務所
☎231-1700 FAX201-3646)
www.nagoyajo.city.nagoya.jp

日時

場所
料金

問合

HP

受付
案内
配布

市芸術特賞･奨励賞 自他薦の募集
市内を中心に芸術創造活動を行
い､市の芸術文化の振興に大きな
功績のあった､または今後期待で
きる個人･団体
8/5(金)～9/5(月)消印有効
8/5(金)～市ウェブサイト･区役
所情報コーナー･観光文化交流局
文化芸術推進課
☎972-3172 FAX972-4128

対象

受付
要項
配布

市政資料館
名古屋控訴院100年祭

①企画展｢たてもの百年ものがたり｣
…創建当時の写真･図面などの資
料や建築資材を展示

9/6(火)～19(月･祝)の開館
日、午前9:00～午後5:00（最
終日は午後3：00まで）

②100周年特別ガイドツアー…普段
見学できない3階バルコニーなど

9 / 1 0 ( 土 ) 午 前 1 0 : 0 0 ～
11:00･午後2:00～3:00
抽選で各20人程度

③企画展｢或
あ

る判事の記録～100年
前の欧州渡航～｣…創建当時の名
古屋地裁判事がヨーロッパから持
ち帰った絵葉書や写真などを展示

9/10(土)～16(金)の開館日、
午前9:00～午後5:00

①③不要②電子申請･往復はが
き･Eメール(1通4人まで｡希望
時間も記入)で同館
(〒461-0011東区白壁一丁目
3)☎953-0051(月曜､ただし祝
休日の場合は翌平日､第3木曜
日休み) FAX953-4398
　a9530051-01@somu.city.
nagoya.lg.jp
8/22(月)消印有効

日時

日時

日時

人数

申込

受付

無料

見晴台考古資料館講演会
桜
さくら

神
し ん め い し ゃ

明社古墳と曽
そ

池
い け

遺跡
8/27(土)午前10:30～11:30･
9/3(土)午後2:00～3:00
当日先着30人
同館(南区見晴町)
☎823-3200(月曜･第4火曜日
休み) FAX823-3223

日時

問合
人数

無料

堀川をめぐる人びと～堀川開削
410年をふりかえる～

堀川ゆかりの人びとをパネルで紹介
8/30(火)～9/4(日)午前10:00～午
後7:00(9/4は午後5:00まで)
市民ギャラリー栄第2展示室
(中区栄四丁目)
緑政土木局河川計画課
☎972-2823 FAX972-4193

日時

問合

場所

無料

体感!しだみ古墳群ミュージアム
サンドアートを楽しもう!サンドアー
トパフォーマンスk

こ う

oh
へ

ei
い

の砂物語
8/14(日)午前10:00～11:00･午
後1:00～2:00･午後3:30～4:30
当日先着各50人程度　　  300円
同所(守山区大字上志段味)
☎739-0520(月曜日休み) 
FAX739-0524

日時

人数 料金
問合

焼き鳥セットが自宅に届く!
名古屋コーチンで焼き鳥作り体験

農 業 セ ン タ ー d
で ら

e l a
ふぁーむから8/26(金)
に自宅へ届く焼き鳥
セット(冷蔵､4人分)を
使用し､オンラインで
焼き方を学ぶ

8/27(土)午後4:00～5:15
小学生と保護者｡先着30組
3,520円
8/11(木･祝)午前9:00～
ホームページ
同所
☎801-5221(月曜日､ただし祝
休日の場合は翌平日休み)
FAX801-5222

受付

問合

日時

料金
対象

案内

↑ホームページ
はこちら

市立大学 市民公開講座
～人生を豊かにする七色の学び～

健康･子育て・ITなど9
講座

10/4(火)～
12/17(土)
先着各50～120
人程度
500円
8/11(木・祝)以降順次受付開始
ホ ー ム ペ ー ジ ･ 区 役 所 情 報
コーナー･同大学学術課(瑞穂区
瑞穂町)
☎853-8308 FAX841-0261

受付

日程

料金

人数
↑ホームページ

はこちら

案内
配布

トリノに関する映画上映会
姉妹都市トリノに関す
る映画｢はじまりの街
(PG-12指定)｣を上映

9 / 1 1 ( 日 ) 午 後
1:30～4:00
名古屋国際センター(中村区那
古野一丁目)
抽選で100人
ホームページ･電話･Eメールで株
式会社オンデスク☎683-4631
　jimukyoku@ondesk.jp
8/22（月）まで
観光文化交流局国際交流課
☎972-3063 FAX972-4200

申込

問合

日時

人数

場所

↑ホームページ
はこちら

受付

無料

発見!体験!
地球市民キャンパス

ウクライナ出身講師による文化紹
介、母国を追われ異国で生きること
について考えるワークショップ

9/10(土)午後1:00～4:00
名古屋国際センター(中村区那
古野一丁目)
中学～大学生･教育関係者の方
など｡先着40人
8/12(金)午前10:00～ホームペー
ジ･電話･Eメールで同センター
☎581-5691(月曜日･8/14･20･
21休み) FAX581-5629
　 koryu@nic-nagoya.or.jp
www.nic-nagoya.or.jp

申込

HP

日時

対象

場所

無料

テレビ放送
●面下参照12

教養・実用

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6 く ら し の ガ イ ド
広報なごや　令和4年8月号　●9



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。広告

のびのび子育てサポート事業
提供会員講習会

子育てのお手伝いを
したい方(提供会員)
が､手助けをしてほ
しい方(依頼会員)に
対して､保育所送迎
や預かりなどの支援
を行う同事業に関する講習会

①9/29(木)午前9:20～午後
4:30②10/7(金)午前9:25～
午後5:00の全2回
①市総合社会福祉会館(北区清
水四丁目)②北生涯学習セン
ター(北区黒川本通)
市内在住で20歳以上の方｡先着
40人
8/19(金)午前9:00～電話･ファ
クス･Eメールでニチイ学館
☎581-1411 FAX526-1810
　cc684@nichiigakkan.co.jp
子ども青少年局子育て支援課
☎962-5102 FAX972-4419

問合

日時

場所

対象

申込

無料

マンション管理基礎セミナー
8/28(日)午後1:00～4:15
鯱

こ

城
じょう

ホール(中区栄一丁目)
マンション管理組合役員･区分
所有者など｡抽選で250人
はがき･ファクス･Eメールで住
宅都市局住宅企画課
☎972-2960 FAX972-4172
　 a2960@jutakutoshi.city.
nagoya.lg.jp
8/18(木)必着受付

日時
場所
対象

申込

無料

あいち住まいるフェア
環境･省エネ､
耐震化など住
まいに関する
展示･無料相
談､体験イベ
ント

9/3(土)･4(日)午前10:00～
午後5:00
オアシス21(東区東桜一丁目)
入場無料　　　不要
住宅都市局住宅企画課
☎972-2942 FAX972-4172

問合

日時

場所
料金 申込

ひとり親家庭のあなたを応援します!
就職フェア

会社説明会･履歴書写真コーナーなど
9/16(金)午前10:00～午後
5:00･9/17(土)午前10:00～
午後3:00

①セミナー｢マスクでも自信が持て
る面接対策｣

9/16(金)午後1:20～2:00
②セミナー｢今こそ考えたい!資格と

は｣
9/16(金)午後2:30～3:10

③セミナー｢私の可能性を広げる一
歩の見つけ方｣

9/17(土)午前10:30～11:10
名古屋国際センター4階第1～3
展示室(中村区那古野一丁目)
ひとり親家庭の親か寡婦｡①～
③抽選で各15人
不要｡①～③ホームページ･電
話･ファクスでジョイナス.ナゴ
ヤ(中区栄三丁目)☎252-8824 
FAX252-8842
①～③9/7(水)まで
www.joinas-nagoya.jp

日時

日時

日時

日時
場所

対象

申込

受付
HP

無料
ひきこもり講演会

「発達特性に沿った関わり」を糸口
にした対話のヒント

9/3(土)午後1:30～4:00
中村文化小劇場(中村区中村町)
先着175人
8/12(金)午前9:00～電話か
ファクスで市ひきこもり地域
支援センター☎483-2077
FAX483-2029

日時
場所

申込
人数

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!

8/24(水)午前10:00～正午
②消費生活講座｢食生活と健康づくり｣

9/2(金)･9 (金)･16(金)･
2 2 ( 木 ) の 全 4 回 ､ 午 前
10:00～正午

①市内在住の小学3～6年生と
保護者(2人1組)②市内在住か
在勤(学)の方｡①先着5組②抽選
で24人
①電話②電子申請か往復はがき
で同センター(〒460-0008　
中区栄一丁目23-13)
☎222-9679 FAX222-9678
①8/16(火)午前10:00～②
8/17(水)必着

受付

日時

日時

対象

申込

無料

保育士就労サポート研修
〈講義〉10/5(水)〈演習〉10/6(木)
午前9:00～午後0:45
ハローワーク名古屋中(中区錦
二丁目)
保育士資格取得者で研修後市内
の保育所などで就労意欲のある
方｡抽選で30人｡託児要予約
往復はがき(託児希望の場合､人
数も記入)で子ども青少年局保
育運営課
☎972-4646 FAX972-4116
8/8(月)～31(水)消印有効受付

日時

対象

場所

申込

無料

動物愛護センターの催し
①犬のしつけ方教室

10/2(日)午後2:00～3:30
②高校生以上向け施設見学会

10/8(土)午後2:00～3:30
①市内在住の方②高校生以上の
方。抽選で①20人②30人
電子申請か往復はがき(希望日･
参加人数と①は飼育している
犬の種類･年齢･性別と現在で
きる事･困り事も記入)で同セン
ター(〒464-0022千種区平和
公園二丁目106)
☎762-1515(月曜日休み)
FAX762-0423
①9/18(日)②9/24(土)必着受付

日時

日時
対象

申込

無料

高齢者就業支援センター 講座･講習
①植木剪

せ ん て い

定従事者養成講習
9/7(水)～11/22(火)の全14回

②介護の仕事を知りましょう
〈学び編〉9/9(金)午前10:00
～午後0:30〈実技編〉9/9(金)
午後1:30～4:00

③清掃講習｢プロが伝えるラクラク
おそうじ術(家庭編)｣

9/20(火)午前10:00～正午･
午後1:30～3:30

市内在住の①9/7(水)時点で58
歳以上で､8/26(金)午前9:30～
午後0:30の事前説明会に参加
し､受講後､市シルバー人材セ
ンターで就業できる方②③55
歳以上の方｡抽選で①20人②各
15人③各20人
①9,000円③500円
8/22(月)まで
同センター(昭和区御器所通)
☎842-4691 FAX842-4894

日程

日時

日時

対象

受付
問合

料金

無料

案内
配布

ホームヘルパー現任研修
テーマは障害児と重症心身障害児者
への支援

9/8(木)･22(木)･10/11(火)の
全3回､午前9:30～午後0:45
社会福祉研修センター(昭和区
阿由知通)
市内在住か在勤(学)で､障害児
通所支援事業所や訪問介護・居
宅介護等事業所で従事してい
る方か介護職員初任者研修修
了などの資格取得者｡抽選で25
人程度
7千円
8/31(水)必着
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･健康福祉局障害者支
援課☎972-2558
FAX972-4149

日時

対象

場所

受付
料金

現職の看護職員向けの研修会
①介護施設看護職員研修会
②トピックス研修会

テーマは①認知症ケア～BPSDへの
対応～･療養生活で活かす排泄ケア
②介護施設の感染対策～感染管理認
定看護師と行政との支援の実際～

①8/23(火)午前9:30～午後
0 :30・午後1 :30～4：30②
8/26(金)午後1:30～4:30
なごやナースキャリアサポート
センター
施設･訪問看護ステーションなど
に勤務する看護職員(②は病院勤
務も可)｡抽選で①各40人②30人
各500円
往復はがきかEメールで同セン
ター(〒461-0004東区葵一丁目
4-7)☎936-4883 FAX979-4560
　 a9351755-08@
kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
①8/17(水)②8/19(金)必着受付

場所

日時

対象

申込
料金

イーブルなごや
公開講座｢いま｣を読み解く

★女性の視点で振り返る震災の現
場～災害ボランティアの活動を通
して～

8/27(土)午前10:30～正午
★メディアを通して考える 身のま

わりのジェンダー平等
9/5(月)午後2:00～3:30

当日先着各160人｡託児要予約
無料(託児は40円)
ホームページ
同所(中区大井町)
☎331-5288(第3木曜日休み)
FAX322-9458
e-able-nagoya.jp

問合

HP

日時

日時
人数
料金
案内

クリエイターズショップ･ループ
｢木曽ひのきのカンナくずで作る､花
のアロマディフューザー製作体験｣

職 人 が 手 作 業 で
木 曽 ひ の き を 加
工 す る ブ ラ ン ド

「N
ヌ

US
サ

A」のワーク
ショップ

9/17(土)･
18(日)午前11:00～正午･午後
1:30～2:30･午後3:30～4:30
小学生以上の方(小学生は保護
者同伴)｡先着各4人
1,650円
8/19(金)正午～電話･ファック
スか直接､同所(中区栄三丁目)
☎265-2106 FAX265-2107

日時

対象

申込
料金

市民活動推進センターの催し
①NPO講座～ゲスト

トーク編～
9/21(水)午後
1:30～2:50

②NPO講座～法人設
立編～

9/21(水)午後3:00～4:30
市内在住か在勤(学)の方｡先着
各30人
各500円
8/11(木･祝)午前9:00～
ホームページ
同センター(中区栄三丁目)
☎228-8039(月曜日休み)
FAX228-8073

受付

日時

日時
対象

案内
問合

料金

↑ホームページ
はこちら

災害ボランティアコーディネーター
養成講座

① 9 / 2 3 ( 金 ･ 祝 )
② 1 0 / 1 ( 土 ) ③
10/2 (日)の全3
回､午前9:30～　
午後5:00
①③国際センター(中村区那古野
一丁目)②オンラインか市民活動
推進センター(中区栄三丁目)
市内在住か在勤(学)の中学生以
上で､受講後に災害ボランティ
アコーディネーターとして活動
できる方｡抽選で50人
9/13(火)必着
ホームページ
市民活動推進センター
☎228-8039(月曜日休み)
FAX228-8073

受付

問合

日時

場所

対象

案内

無料

↑ホームページ
はこちら

市立大学芸術工学部展示会｢卓展｣
8/19(金)～21(日)午前10:00～
午後5:00(8/21は午後4:00まで)
同大学北千種キャンパス(千種
区北千種二丁目)
同大学芸術工学部事務室
☎721-1225 FAX721-3110

問合

日時

場所

教養・実用

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6く ら し の ガ イ ド
●　広報なごや　令和4年8月号10



※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。

都市計画案の縦覧
①都市計画生産緑地地区･土地区画
整理促進区域(中志段味地区)･土地
区画整理事業(中志段味地区)の変更
②都市計画道路(志段味環状線ほか
3路線)の変更｡期間中､意見書の提
出も受け付け

8/22(月)～9/5(月)の開庁日､
午前8:45～正午･午後1:00～
5:15
市ウェブサイト
①住宅都市局都市計画課
☎972-2798 FAX972-4164
②住宅都市局街路計画課
☎972-2721 FAX972-4225

案内

日時

縦覧･問合

8/30(火)～9/5(月)は
建築物防災週間(秋季)です

市内で建築物の外壁仕上げ材の落下
事故などが発生しています｡建物所
有者は､以下の取り組みにご協力く
ださい｡
★外壁タイルなどが落下しないよう

定期的な点検
★防火･避難などに関する定期的な

調査･検査
住宅都市局建築安全推進課
☎972-2923 FAX972-4159

問合

交通局職員(地下鉄駅務員)
9/10(土)
来年4月
平成4年4月2日～
平成17年4月1日
生まれの方など｡
選考で10人
8/28(日)まで
ホームページ､地下鉄｢名古屋｣･
｢栄｣･｢金山｣駅の駅長室､交通局
人事課など
☎972-3823 FAX972-3934

受付

試験
採用
対象

要項
配布

↑ホームページ
はこちら

市職員(障害者)
10/16(日)
原則､来年4月以降
昭和52年4月2日～平成17年4
月1日生まれで身体障害者手帳
など各種手帳の交付を受けて
いる方など(その他要件あり)｡
選考
8/18(木)～9/6(火)消印有効
8/16(火)～市ウェブサイト･区
役所情報コーナー･人事委員会
任用課
☎972-3308 FAX972-4182

受付

試験
採用
対象

要項
配布

会計年度任用職員 保育所ローテー
ション勤務対応保育士(休業代替)

採用月～来年
3月
原則､月曜～
金曜日の午前
8:30～午後
5:15(時差勤
務･4週に1回土曜日勤務あり)
保育士資格取得者｡選考で30人
随時
市ウェブサイト･子ども青少年
局保育運営課
☎972-2527 FAX972-4116

受付

期間

勤務

対象

要項
配布

小学校での新たな運動･文化活動
における指導者･運営補助者

児童にスポーツ･音楽などの指導や
活動の支援をする

月曜～金曜日の午後3:00～
6:00
随時　　　ホームページ
なごや部活動人材バンクコール
センター☎0120-691-616
(教育委員会部活動振興室
☎972-4090 FAX972-4207)
jinzaibank-nagoya.jp

受付
問合

HP

案内

勤務

市立大学病院･東部医療センター･西
部医療センター 初診料加算額･再診
料加算額の改定(10/1～)

紹介状を持参せず
受診する際にお支
払いいただく初診
料加算額と再診料
加算額を、3病院の
医科及び歯科同額で以下の金額に
変更します｡また､複数の診療科を
受診する際は､それぞれの診療科
宛ての紹介状が必要となり､紹介
状の無い診療科について､初診料
加算額をお支払いいただくよう変
更します｡

初診料加算額　　7,700円
再診料加算額　　3,300円
市立大学病院医事課
☎858-7121 FAX858-7124
東部医療センター医事課
☎721-7171 FAX721-1308
西部医療センター医事課
☎991-8121 FAX916-2038

問合

国民健康保険医療費のお知らせ
医療費の総額･自己負担額などを
記載した｢医療費のお知らせ｣を8
月･来年1月･3月に郵送します｡8
月･来年1月郵送分は確定申告の医
療費控除の添付資料として利用で
きますので､申告時まで保管して
ください｡

健康福祉局保険年金課
☎972-2568 FAX972-4148

問合

保険料(①介護保険②国民健康保険
③後期高齢者医療保険)の納付は口
座振替をご利用ください

口座番号が分かるもの･お届け印と
各保険証を持参し､口座のある金融
機関へお申し込みください｡
※①は年金天引きで納めている方

の変更は不可③は年金天引きで
納めていて､口座振替を希望する
方は区役所保険年金課･支所区民
福祉課で納付方法の変更手続き
が必要

①区役所福祉課･支所区民福祉
課②③区役所保険年金課･支所
区民福祉課

問合

国民健康保険証の更新
★更新対象の方…10月上旬～中旬

に新しい保険証を簡易書留で郵送
します｡区役所で更新が必要な世
帯には別途案内のみを郵送しま
す｡

★更新対象にならない方(昭和22年
11月1日以前生まれの方)…75歳
の誕生日以降は別途郵送する後期
高齢者医療制度の保険証を使用し
てください｡

※区役所･支所で受け取りを希望さ
れる方は9/5(月)までにご連絡く
ださい｡

区役所保険年金課･支所区民福
祉課

問合

ウクライナ避難民の方への寄
き

附
ふ

を
受け付け

ふるさと納税の対象(返礼品なし)｡ク
レジットカード･コンビニエンスス
トア･納付書払いなどで寄附が可能

来年3/31(金)まで
市ウェブサイト
観光文化交流局国際交流課
☎972-3062 FAX972-4200

案内
受付

問合

新たな路面公共交通システム(SRT)
社会実験の一般モニター募集

名 駅 ～ 栄 間 で の 連 節
バ ス 体 験 乗 車 ｡ 1 日 8
便｡乗った感想などに
つ い て ア ン ケ ー ト に
回答する

9/3(土)･4(日)午後1:00～6:00
先着各23組(1組2人まで)
8/12(金)正午～
ホームページ
住宅都市局交通事業推進室
☎972-2744 FAX972-4170

案内

日時

受付
人数

問合

↑ホームページ
はこちら

無料

ふるさと納税返礼品提供事業者
募集オンライン説明会

①オンラインショップにおけるスキ
ルアップセミナー…SEO対策な
ど商品の魅力をより発信できる手
法を学ぶ

②事業者募集の説明…返礼品の申請
から登録までの流れなど

8/23(火)①午後6:00～6:40②
午後6:50～7:20(いずれかのみ
の参加も可) 
8/16(火)～22(月)正午
市ウェブサイト
財政局資金課
☎972-2308 FAX972-4107

案内

日時

受付

問合

無料

科学創作コンクール 作品の募集
①科学の夢を描く部門②科学工作部
門③理科自由研究部門

①3歳～中学生②小学生～高校生
(5人以内のグループも可)③小
学3年～中学生
8/26(金)～9/2(金)必着
区役所情報コーナー･市科学館
(中区栄二丁目)
☎201-4486(月曜･第3金曜日
休み) FAX203-0788

受付

対象

案内
配布

昨年の県入選作品

｢明るい選挙｣
ポスター･書道作品の募集

★ポスター…四つ切
りか八つ切り画用
紙使用

小学生～高校生
★書道…次の課題か

ら1つ選ぶ。①｢しろ
ばら｣･｢せんきょ｣
②｢明るい選挙｣･

　｢清き一票｣③｢国民主権｣･｢地
方自治｣･｢選挙権の行使｣･｢主
権者の意思｣

①小学3･4年生②小学5･6年
生③中学･高校生

9/5(月)まで(学校へ提出の場合
は学校へ要確認)
市ウェブサイト
区選挙管理委員会

受付

案内
問合

対象

対象

客引き行為などのアルバイトに注意
禁止区域内(名
古屋駅･栄･金山
地区)での客引
き 行 為 な ど は
条例により禁止
されています｡
アルバイトなどで禁止行為を行う
と､5万円の過料を科される場合が
ありますのでご注意ください｡

スポーツ市民局地域安全推進課
☎972-3099 FAX972-4823

問合

昨年の最優秀賞作品

やろまい 運動･スポーツ
絵画コンテスト 作品の募集

市内在住の小学生
8/16(火)～
9/15(木)必着
区役所情報コ―
ナー･市スポーツ
施設･教育スポー
ツ協会(南区東又
兵ヱ町)
☎614-7504 FAX614-7149

受付
対象

案内
配布

市納税お知らせセンター(市の業務
委託先)から電話で納付の呼び掛け

8/17(水)～9/2(金)
市民税・県民税(普通徴収)の未
納者
財政局収納対策課
☎972-2357 FAX972-4123

対象
期間

問合

吹付けアスベストの対策補助
分析調査費上限15万円

市内にある建築物(解体予定の
建物を除く)｡契約前の相談･申
請必要
住宅都市局建築安全推進課
☎972-2935 FAX972-4159

対象

問合

無 料無 料 相 談 窓 口相 談 窓 口
看護職復職相談 なごやナースキャリアサポートセンター

(東区葵一丁目) ☎936-4880 FAX979-4560
電話相談は月曜～金曜日の午前8:45～正午･午後1:00～5:15(祝休日休
み)｡面接相談は予約制｡対象は市内在住か市内で復職を希望する現在未
就業の看護師など

男性相談 相談専用ダイヤル☎050-3537-3644
水曜日の午後6:00～8:00(9/7･14･21は午後8:30まで)｡第4日曜日の
午前10:00～正午(祝休日休み)｡面接相談は予約制｡家族･仕事･人間関係
などの相談｡男性の相談員が対応｡対象は男性　※ファクスでのお問い
合わせはスポーツ市民局男女平等参画推進室972-4206

空き家問題110番 相談専用ダイヤル☎223-2355
9/8(木)午前10:00～午後4:00｡県弁護士会の弁護士による空き家に関
する無料法律相談　※ファクスでのお問い合わせはスポーツ市民局地
域振興課972-4458

納付をお忘れなく
個人市民税･県民税 第2期分

納期限は8月31日(水)
納税は便利な口座振替で

詳しくは納付書をご覧ください｡

職員などの募集 市からのお知らせ

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6 く ら し の ガ イ ド
広報なごや　令和4年8月号　●11



お盆の空港利用に関するお願い
★空港を利用する

際 に は ､ 最 新 の
情 報 を ホ ー ム
ペ ー ジ で ご 確 認
ください｡

★手洗いやマスク着
用などの感染症対
策にご協力をお願
いします｡

①中部国際空港
(常滑市)
☎0569-38-1195
②県営名古屋空
港(西春日井郡豊
山町)
☎0568-28-5633
(総務局空港対策室 
☎972-2224 FAX972-4112)

↑①ホームページ
はこちら

↑②ホームページ
はこちら

問合

使用済みマンホールふたの販売
抽選で10枚販売
★販売品展示

8/16(火)～
9/30(金)
メタウォーター
下水道科学館なごや(北区名
城一丁目)

★販売
1枚3千円
8/16(火)～9/30(金)
ホームページ

上下水道局配水課
☎972-3744 FAX972-3679

↑ホームページは
こちら

料金
受付
案内

問合

日程

場所

区役所・支所(千種・東・中村・中・熱田
区を除く)の講堂使用再開(8/15～)

申請は､使用する日の3カ月前の1日
から可能

使用日の2週間前まで
市ウェブサイト
区役所総務課･西区山田支所区
民生活課

受付
案内
問合

情報公開制度･個人情報保護制度
の令和3年度運用状況 

行政文書の公開請求が2,723件
(公開率99.1%)､個人情報の開示
請求が744件(開示率97.4%)でし
た。

市ウェブサイト
スポーツ市民局市政情報室
☎972-3152 FAX972-4127

案内
問合

墓参りの臨時バス･交通規制
密集を避け､分散してお越しください｡

【平和公園】
①一方通行規制…平和公園一丁目～

三丁目の一部道路
8/13(土)･14(日)午前5:30～
午後2:30

【八事霊園】
②駐車禁止などの交通規制…公共

交通機関をご利用ください｡最寄
りは地下鉄｢八事｣駅･市バス｢八
事｣･｢山手通五丁目｣停

8/11(木･祝)～15(月)午前
7:00～午後5:00

【みどりが丘公園】
③地下鉄｢徳重｣駅より臨時バスを運行

8/13(土)～15(月)
①東山総合公園☎782-2111
(月曜日休み) FAX782-2140
②八事霊園･斎場管理事務所
☎832-1750 FAX832-7759
③交通局自動車運転課
☎972-3869 FAX972-3932

問合

日時

日時

日程

お盆期間中(8/13～15)の
市バス･地下鉄の運行

市バスは日曜･休日ダイヤに､地下鉄
は土曜･日曜･休日ダイヤに変更
※期間中はドニチエコきっぷが利用

できます｡
市バス･地下鉄テレホンセンター
☎522-0111 FAX951-3344

問合

夏の生活安全市民運動（8/1～10）
住宅対象侵入盗が多発

高層階でも他の建
物などをつたって
ベランダから侵入
されたケースがあ
ります。
★補助錠や警報器

などを付け､自宅の防犯性能を向
上させましょう

★防犯カメラの設置や自宅周辺の見
通しを良くし､侵入されない環境
をつくりましょう

スポーツ市民局地域安全推進課
☎972-3128 FAX972-4823

問合

第二斎場をご利用ください
お住まいの地域に関係なく利用でき
ます｡休場日は施設の見学も可能(事
前予約必要)

同所(港区東茶屋三丁目)
☎303-0606 FAX304-8875

問合

自衛官候補生の募集
18～32歳の方          随時
自衛隊愛知地方協力本部
☎･FAX561-5657
(スポーツ市民局区政課
☎972-3112 FAX972-4458)

問合
受付対象

中小企業向け情報
★中小企業外国人材雇用支援…外国

人材の採用･定着に関するさまざ
まな課題に対応した専門家を企業
に派遣｡選考で15社程度｡無料

経済局労働企画室
☎972-3145 FAX972-4129

★環境保全･省エネルギー設備資金
融資…省エネルギー設備の導入､
エコカーの購入､公害防止設備の
導入などに必要な資金を融資｡利
子補助制度あり

環境局大気環境対策課
☎972-2674 FAX972-4155

問合

問合

市民総ぐるみ防災訓練
★総合防災訓練…市民なら誰でも参

加できます｡訓練当日､一部地域で
防災スピーカーを通じてサイレン
を鳴らします｡

9/4(日)
各区訓練会場

★毎日のあいさつも防災訓練…災害
時に助け合うためには､普段から
｢顔の見える関係｣を作っておくこ
とが大切です。まずはご近所同士
で挨拶をすることから始めてみま
しょう｡

区役所総務課問合

日程
場所

全国一斉防災スピーカー試験放送
防災スピーカーの試験放送を行いま
す。ご理解とご協力をお願いします｡

8/10(水)午前11:00
防災危機管理局危機対策室
☎972-3526 FAX962-4030

日時
問合

動物愛護センター
おとな猫を家族に迎えてみませんか

性格が把握できているので､家庭に
合った猫を選ぶことができます｡譲
渡前にはトライアル飼養あり

市内在住の18歳以上で､猫を飼
養できる住宅にお住まいの方
譲渡の際にマイクロチップ装着
費用3,400円
随時
同センター(千種区平和公園二
丁目)☎762-1515(月曜日休み)
FAX762-0423

問合

対象

料金

受付

手を繋
つな

ぎ　返還願う　大きな輪
8月 北方領土返還運動全国強調月間

ラジオ番組　　  各回の放送内容は市ウェブサイトで案内しています。市ウェブサイト 各番組 HP で、放送終了後に番組を視聴できます。　ラジオ広報

市政広報テレビ･ラジオ番組 ※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｡ 問合 市長室広報課☎972-3134 FAX972-4126

テレビ番組 (字幕放送あり)　※各番組 HP で、放送終了後に番組を視聴できます。

名古屋市広報課
フェイスブック

www.facebook.com/nagoyakoho

Nagoya International Center 
websiteUseful information for foreign residents is provided by the City of Nagoya 

website and the Nagoya International Center.
●The City of Nagoya website : www.city.nagoya.jp/en　●Nagoya International Center : ☎052-581-0100  website : www.nic-nagoya.or.jp

NAGOYA CITY I LOVE NAGOYA!
ZIP-FM 77.8MHz 月曜･金曜日 午前10:00ごろ～

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/

名古屋市だより
CBCラジオ 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/

AM 1053kHz
FM 93.7MHz

林修のナゴヤかるた （出演：林修さん）

4ch 中京テレビ 日曜日 午後 5:25 ～ 5:30
( 再放送 / 月曜日 午前 2:15 ～ 2:20､火曜日 午前 0:54 ～ 0:59)

市政情報を分かりやすくお伝えします｡

放
送
予
定

8/14　文化の違いを理解して住みやすい街に
8/21　名古屋市公式L

ラ イ ン

INE
8/28　放送休止
9/4　  救急車の適正利用

HP www.ctv.co.jp/nagoyakaruta/

最新の放送予定
はこちら↓

おもてなし隊なごや ( 出演：名古屋おもてなし武将隊 )

6ch メ～テレ 月曜日 午後 6:57 ～ 7:00
( 再放送 / 金曜日 午前 0:52 ～ 0:57､金曜日 午後 1:45 ～ 1:48)

施設や行催事などを紹介します｡

放
送
予
定

8/15　メタウォーター下水道科学館なごや
8/22　市科学館
　　　  ｢宝石 地球がうみだすキセキ｣
8/29　植田川での生き物調査
9/5　  市政資料館

HP www.nagoyatv.com/omotenashi/

最新の放送予定
はこちら↓

市内全戸に配布している広報なごやに
広告を掲載しませんか？
募集枠や申し込み方法など、詳しくは
市ウェブサイトをご覧ください。

広報なごや　広告募集中！広報なごや　広告募集中！

市長室広報課
☎972-3132 FAX972-4126
　 touroku-kohonagoya@shicho.city.nagoya.lg.jp

問合 ↑市ウェブサイト
はこちら

発行部数は毎月約110万部！

地下鉄東山線のダイヤ改正(9/17~)
ホームページ
交通局電車運転課
☎972-3857
FAX972-3913

案内
問合

↑ホームページ
はこちら

市からのお知らせ

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6く ら し の ガ イ ド
●　広報なごや　令和4年8月号12
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