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↓先進技術を紹介するイベント“Hatch Technology Fes.”（昨年の様子）

名古屋市 × 先進技術 未来を創る Hatch Technology NAGOYA
ハッチ テクノロジー

新型コロナウイルス感染症について
■発熱などの症状がある方で、受診を希望する場合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、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。
■抗原検査キットで自ら行った検査などで陽性と判明した場合、市陽性者登録センターから陽性者登録が可能です。
■陽性となった場合や自宅療養中の方向けの情報について、詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。

☎

市ウェブサイトは　
こちら→

052-953-7584 午前8：00～午後9：00
年中無休 ←ホームページ

市公式LINE→
名古屋おしえて
ダイヤル

よくある質問はホームページ
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。

令和4年8月の大雨・豪雨により被災された方への義援金を受け付けています 詳しくは12

●人口／2,326,167人
●世帯／1,142,595世帯
●面積／326.50km2

（令和4年9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

☎

令和4年（2022年） 10月号
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これまでパトロールルートは固定されてい
ましたが、新たなルートが組まれることで、
駅近くなどの地域も回ることになり犯罪
抑止につながっています。

上下水道工事地元見学会 × XR技術

未来を創る未来を創る名古屋市 × 先進技術名古屋市 × 先進技術

問合（Hatch Technology Fes.について）経済局次世代産業振興課  ☎972-2418  FAX972-4135
（その他について）経済局スタートアップ支援室  ☎972-3046  FAX972-4135

作成されたルートを
パトロール

コロナ禍で建設工事現場の見学会が実施できないという課題に対して、
デジタル技術を使って解決できないかという話を聞き、当社のXR技術※を
ぜひ利用してもらおうと思い参加しました。もともとゲームや映画のCG制作
をしている会社なので、今回の見学会も「楽しみながら見学していたら、自然
と学びになっているという体験」を目指して作りました。いつでも、どこでも、
誰でも、現場にいる感覚で見学ができますよ。

｢楽しんでいたら、自然と学びになった｣を目指して

ほかにも市内でさまざまな
イベントが開催されます。

※XR技術…仮想世界と現実世界を融合し、新たな体験を作り出す技術のこと

株式会社スピード 岩木 勇一郎さん
いわ き ゆう いち ろう

荒子学区
地域防犯パトロール隊

田代 昌司さん
た しろ しょうじ

上下水道局
建設工事事務所長

太田 宗由さん
おお た むね よし

住宅対象侵入盗や自転車盗など市民の身近で発生する主な犯罪のうち
8罪種が政令指定都市ワースト2位※の名古屋市。犯罪を減らすための地域
防犯パトロールをサポートしたいという課題を聞き、当社の犯罪予測システ
ムを活用してもらおうと思い参加しました。高齢の方にも使っていただきや
すいようナビゲーション機能を追加するなど日々改良を重ねています。

防犯パトロール × 犯罪予測AI
高齢の方でも使いやすいよう日々改良

※2019年の件数

株式会社Singular Perturbations 梶田 真実さん
シンギュラー かじ た ま みパータベーションズ

コォジィ君と行く
工事現場XR見学会

←ホームページ上
　でも視聴できます

11/13（日）･14（月）午前10:00～午後4:00日時
Hatch Technology Fes.  － 未来の技術に触れる体験空間 －
今回紹介した先進技術をあなたも体験してみよう!

VR黒ひげ危機一発
おなじみの“黒ひげ危機一発”が
VRに大進化 ！ 刺して刺されて
吹っ飛んで、みんなでワイワイ
楽しもう ！!

提供：デンソー技術会DMC

メタバースロボット
仮想空間の人と
握手などの触覚を交えて
コミュニケーションしてみよう。

提供：名古屋大学 詳しくはホームページ→

オアシス21銀河の広場（東区東桜一丁目11-1）場所

クイズ形式で楽しみながら見学できる 地元代表者による見学会臨場感や没入感を意識して
明るさにもこだわった360度動画

か

過去の犯罪発生状況・
人口密度などのデータを
AIが解析し、効果的な
パトロールのルートを作成

11/8（火）
メタバースXR展

名古屋商工会議所場所

11/11（金）・12（土）
NAGOFES

なごのキャンパス場所

11/16（水）～18（金）
メッセナゴヤ

ポートメッセなごや場所

無料無料

街灯切れ

Copyright © SPEED INC. All Right Reserved.Copyright © SPEED INC. All Right Reserved.

浸水対策などの大規模工事は数年以上
の期間を必要とし、地元のご理解とご協力
を得ることが必須です｡コロナ禍で見学者
を集める見学会はできなくなりましたが、

「迫力があって面白かった」など従来の見
学会と変わらぬ評価をいただけました。

か

フェス

※今年度は3年ぶりに現場見学会を実施します
（面参照）

パトロール中に気になった
箇所を撮影して共有

スタートアップ(新たな事業や市場を開拓する会社)などがさらなる技術開発・事業化を進めていくためには、
その有効性の検証を行うことが必要です。本市では、“Hatch Technology NAGOYA”として社会実証を
支援することで、さまざまな市の取り組みに役立てています。

ハッチ テクノロジー

 ２
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チ ラカなごやのなごやのチ ラカなごやのなごやの
行政と共に名古屋を支える人、行政で働く人を取り上げて紹介。
今年度は“子ども”に関わる仕事・活動をしている人をクローズアップ！

問合 子ども青少年局保育運営課  ☎972-2527  FAX972-4116

問合 子ども青少年局保育企画室  ☎972-2528  FAX972-4146

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

のお仕事をクローズアップのお仕事をクローズアップ

来年4月からの保育所などの利用申し込みがスタート！ （10/17～）

保育士
子どもの成長を一番に考えています子どもの成長を一番に考えています

子どもたちの笑顔が見たくて子どもたちの笑顔が見たくて

名城保育園  保育士

※一部の保育所などでも受け付けています（施設により受付日が異なる）。
　詳しくは広報なごや9月号または10月号の各区版をご覧ください。

梅山廣海  先生
ひろうみうめやま

ご家庭でも兄弟げんかがよく起こると思いますが、園でも
友だち同士のけんかはよくあることです。けがをしそうな時
は別ですが、すぐに止めに入ったりはしません。子どもが成長
していくためには、相手の気持ちを理解することも必要だと
考えているからです。少し様子を見て、最後にそっとフォロー
するように心掛けています。

か
コロナ禍で、行事がなくなったり行動制限があったり、子どもたち
が我慢している様子をそばで見てきました。そこで、子どもた
ちの笑顔を増やせるように、近くの公園でも十分に楽しめるクイ
ズラリーを手作りで考えたんです。少人数で自由に散策でき
たことで、子どもたちもとても喜んでくれました。これからも、
子どもたちの喜ぶ姿を思い浮かべながら、日頃の保育や行事
の準備に試行錯誤していきたいと思います。

おたより帳では伝えきれない
活動の様子を、スケッチブックに
まとめて保護者の方にお知らせ
しています。

必要書類を用意の上、ホームページ（オンライン）か
直接、お住まいの区の区役所民生子ども課・支所区民福祉課

申込
方法

10/17(月)～12/12(月)  オンラインは、11/28(月)まで受付
↑オンライン
　申し込みはこちら

↑市ウェブサイト
　はこちら

市ウェブサイトや動画
「保育施設の利用に関する
はじめの一歩」を事前に
ご覧いただくと、スムーズに
申し込めます。

現在、4歳児のクラスを担当。
「うめ先生」と呼ばれ、親しまれている。

（保育士12年目）

※小児用ワクチンを使用。接種券は発行申請が
　必要なため、市ウェブサイトをご覧ください。
※小児用ワクチンを使用。接種券は発行申請が
　必要なため、市ウェブサイトをご覧ください。

市ウェブサイトはこちら→
市ウェブサイト
はこちら→

対象対象

●３回目を未接種の方

●お手元に接種券のある方
●４回目を未接種の方

●個別接種  初回接種（１・２回目接種）を完了した12歳以上の方
●大規模接種会場  

初回接種(1･2回目接種)も引き続き実施しています。

小児接種(5～11歳)が努力義務の対象となりました。
小児接種の3回目接種が開始されました。

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

従来のワクチンを上回る重症化予防効果や、感染予防効果・発症予防効果も期待されています。
使用するワクチンについては、接種を希望する医療機関などでご確認ください。

無料オミクロン株対応ワクチン

接種会場接種会場

市公式noteでは、梅山先生の
インタビューを紹介しています。

ノート

ぜひ読んでね！

あなたも名古屋市で働いてみませんか？あなたも名古屋市で働いてみませんか？ 名古屋市職員採用ナビ 検索保育士など市職員に興味のある方は

※従来のワクチンを使用※従来のワクチンを使用

接種券未使用の接種券をそのままお使いいただけます。
接種開始時期は、市ウェブサイトをご確認ください。

11月～日程 市内3カ所を予定場所

市内医療機関（直接お問い合わせください）場所

初回接種(1･2回目接種)を完了した
18歳以上の方

対象

●お手元に接種券のない方 

接種開始時期・接種券の発送スケジュールは、
市ウェブサイトをご確認ください。

 ３
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○市職員の給与は、市人事委員会が市内民間企業の従業員の給与を調査
した上で行う勧告を踏まえ、市会の議決を経て定められています。

○市長・議員の報酬などは、市内の公共的団体の代表者などによる特別職
報酬等審議会の答申を踏まえ、市会の議決を経て定められています。

令和３年度の人件費は、退職者数の増加による退職手当額の増加や、
会計年度任用短時間勤務職員数の増加などにより、増加しています。

給与などの決定のしくみ

歳出額に占める人件費の推移（普通会計決算）

職員給与費（令和３年度普通会計決算見込み）

特別職の報酬など（令和4年4月1日現在）

職員の平均給料月額、平均給与月額、平均期末・勤勉手当額、
平均年齢（令和4年4月1日現在）

職員給与 検索市ウェブサイト問合 総務局給与課  ☎972-2135  FAX972-4115

人件費 人件費率歳出額

人件費 給料＋各種手当＋共済組合・社会保険負担金など

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
（見込み）

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000
16,000
（億円） （%）

11,584

22.2 21.7 21.5

17.8
19.6

2,571 2,589 2,622 2,670 2,696

11,952 12,172

14,964
13,781

0

5

10

15

20

25

1人あたりの給与費（B）/（A）= 695万1千円

（A）職員数27,135人 （B）計1,886億2,086万円

給 料
1,071億6,791万円

期末・勤勉手当
464億5,946万円

314,400円

324,100円

382,500円 41.2歳

53.2歳

1,663,700円
（4.3月分）381,500円

一般行政職
（事務職員、技師など）

技能労務職
（清掃作業員、自動車運転手など）

平均給料月額 平均年齢平均給与月額 平均期末・勤勉手当額（支給月数）

・平均給与月額は、給料・調整額・地域手当・扶養手当・住居手当・管理職手当・単身赴任
手当の合計

・平均期末・勤勉手当額は、令和３年度の支給実績

職員数の状況（各年4月1日現在）

一般行政部門

特別行政部門

合  計

公営企業等会計部門

職員数（人） 主な増減理由対前年
増減数
（人）令和3年 減員 増員令和4年

・小中学校などに係
る教職員の増員

・新型コロナウイ
ルス感染症対策
に係る業務執行
体制の強化

12,672

15,722

7,307

35,701

12,617

15,844

 7,306

35,767

▲55

122

▲1

66

・職員数は一般職に属する職員数（派遣職員や育児休業者などを含む）。ただし「公益的
法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」第10条第2項に規定する
退職派遣者などを除く。

・特別行政部門は、教育・消防部門
・公営企業等会計部門は、水道・下水道・交通部門など

・給料月額・報酬月額・期末手当額は特例条例による減額後の額

市長

区分

区分

区分

副市長

議長
副議長

議員

 500,000円
 946,800円

1,041,250円
916,300円

 841,500円

 1,000,000円
 2,507,837円

2,575,562円
2,266,495円

 2,081,475円

 1,000,000円
 2,507,837円

2,930,812円
2,579,115円

 2,368,575円

給料月額/報酬月額
期末手当額

6月期 12月期

などの 公 表公 表職 員 給 与

体調の変化などを気軽に相談可能
症状に応じた専門家の紹介がスムーズ
緊急時、平時の体調をよく知る
身近な医師は適切な判断が可能

かかりつけ医を持っていると安心ですよ！

かかりつけ医を
持つメリット

最近、体の不調が続いて
いるのだけれど、

どこの病院にいけば
いいのかなぁ

生活背景、家族構成、家族の健康
状態まで伝えておくことで、
適切な診療や保健指導を
してもらえます！

問合 市立大学病院地域医療連携室  ☎858-7117  FAX858-7426

かかりつけ医・検診機関・その他病院から、患者さんの紹介を受け、診療にあたります。

・ かかりつけ医を紹介
かかりつけ医を持たない方に対し、自宅近くでより専門性のある病院を紹介。

・ 支援制度・助成制度や手続き方法について案内
｢障害が残る｣｢医療費が高額になった｣｢働けなくなる｣など、
さまざまな悩みに対し、社会福祉士が相談に乗ります。

・ 退院後も患者さんそれぞれの状況・希望に応じて継続的に支援
適切な医療機関へ転院を調整　
再度大病院での診療が必要な場合も外来で予約受付

リハビリが必要

訪問診療医や看護師、福祉用具を調整  
在宅療養チームと情報共有

在宅療養を希望

退院を支援

入院を支援
薬剤師が今まで飲んでいた薬ややめるべき薬の
確認を行うなど、スムーズに入院できるようサポート。 など

循環器内科
神経内科

など

精密検査
関係診療科との連携・
治療方針の決定
手術・点滴・内服
などでの治療

風邪や生活習慣病
などの日常的な病気
の診療
個人･家族の
健康状態の把握
健康に過ごすための
生活指導・服薬指導
大病院での検査・
退院後の経過観察

市立大学病院地域医療連携センター長 飯田真介さん
だ しんすけ

市立大学病院の取り組みを例に紹介します。
次のような部分でかかりつけ医と綿密に連携を図っています。

・市立大学病院への
派遣職員の減員

・上下水道局営業
所業務執行体制
の見直し

などなど

などなど

職員手当
349億

9,349万円

内科

いい

 ４
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歯周病予防の決め手は｢毎日のお手入れ｣と｢定期健診｣です！
20･30代は定期歯科健診の受診割合が低いことがわかっています。 市の歯周疾患検診などを活用しましょう！

お口の中のことについて、
お気軽に歯科医院にご相談ください。

歯周病とは…
口の中の細菌により歯肉に炎症
が起こり、悪化すると歯を支える
骨が失われ、最後には歯が抜け
落ちてしまいます。痛みなどの自
覚症状に乏しいため、20･30代
からの予防が大切です。

歯周病について知ろう！

80歳で20本以上の歯を残せるよう、
お口の健康チェックやオーラルフレイル
簡易検査などを実施

8 0 2 0フェスティバル
ハチマルニイマル

11/6(日)午前11:00～午後4:00日時
ナディアパーク アトリウム
(中区栄三丁目)

場所

市内在住の方対象
不要申込

↑詳しくは
   市ウェブサイト

無料

問合 健康福祉局健康増進課  ☎972-2637  FAX972-4152

市歯科医師会では、口腔がん対策、歯周疾患検診、オーラルフレイル予防などお口に関する
さまざまな事業を実施しています。今後もよりよい地域歯科医療の提供を目指していきます。

市歯科医師会会長
都島 誠一さん
つ しま せいいち

お口の中で、気になることはありませんか？
この機会に歯やお口の中について相談してみましょう。

定期的にがん検診を
受けましょう。

「今は健康だから大丈夫！」と自分の身体のことを疎かにしていませんか？
がんは、初期のうちは自覚症状がほとんどないため、発見が遅れてしま
いがちです。最近、「体がだるい」、「食欲がわかない」、「腹痛が続く」など体が
異変を示す前に、がんを早く見つけるための「がん検診」をおすすめします。

がん検診は「不要不急」ではありません!

問合 健康福祉局健康増進課  ☎972-2637  FAX972-4152

ピロリ菌検査と胃粘膜の萎縮度を
調べるペプシノゲン検査を併用して、
適切な治療につなげます。

市内在住の40～59歳
(令和5年3月31日時点)の方。
その他要件あり

対象

500円(免除制度あり)料金
市内の協力医療機関に直接予約申込

胃がんリスク検査の助成を始めます！
10/1(土)～

ピンクリボンは、乳がんについての正しい知識を学び、早期発見・早期治療の大切さを伝えるための
世界共通のシンボルマークです。2年ごとの検診とセルフチェックを心掛けましょう。

乳がんについて考えてみませんか？
10月はピンクリボン月間

参考:リーフレット「歯周病のことしっていますか？」(愛知県)

長期の入院が
必要になった

早期発見できてよかった！
自覚症状はなかったけど
検診に行った…

 あなたはAさん、Bさん、どちらの未来を選びますか？
がんは早期発見・早期治療が何より大切です。

ずっと
体がだるいけど、
検診に行かなかった・・・

乳がんや子宮がんなどの検診

12/18(日)午前9:00～午後4:00日時 明治安田生命名古屋ビル(中区新栄町)場所
先着40～100人(検診により異なる)人数 500円(免除制度あり)料金
ホームページか電話で集団検診予約受付センター ☎0570-041758申込
10/18(火)午前9:00～受付

休日のレディースがん検診

乳がんは自分で見つけられる場合があります。
見て、触って、乳房の状態を確かめる「自己触診法」を学びましょう。

保健センター場所･問合

自己触診法教室
（セルフチェック）

Aさん Bさん

詳しくは
ホームページ→

口腔がん検診 無料

①12/11(日)･来年2/19(日)②来年1/15(日)・3/12(日)
午前9:15～11:45

日時

①南歯科保健医療センター(南区弥次ヱ町)
②北歯科保健医療センター(北区平手町)

場所

市内在住で40歳以上の方。抽選で①②各18人対象
往復はがき(1通1人まで。希望日･年齢も記入）で
市委託口腔がん対策事業室

（〒457-0821 南区弥次ヱ町5-12-1）
 ☎080-7699-1311（月曜日休み）

申込

10/31(月)必着受付

歯を支えている骨が
3分の1~3分の2
失われている状態
です｡膿が出たり口臭
がしたりします。

歯を支えている骨が
3分の2以上失われて
しまった状態です。
放置すると、歯が抜け
落ちることもあります。

歯周病リスク 高　い低　い
歯肉歯肉 歯石歯石 歯を支える骨が

失われはじめる
歯を支える骨が
失われはじめる 歯がグラつき

はじめる
歯がグラつき
はじめる

骨で歯を
支えられなくなる
骨で歯を
支えられなくなる

歯槽骨歯槽骨

歯周組織の
状態

歯肉が引きしまった
健康な状態です。

歯肉のみに炎症があ
る状態です。出血す
ることがあります。

歯みがき時に出血し
たり、歯肉が腫れた
りします。

この時期に気がつく
ことが大切です。

検診の
満足度は

90％
10月からは20･25･
30･35歳も対象です!
口腔内一般診査、歯周組織の
診査、歯科保健指導など

歯周疾患検診 無料

市内在住の令和4年4月1日時点で、
20歳～80歳の5歳刻みの年齢の方

対象

市内の協力医療機関に直接予約申込

詳しくは
市ウェブサイト→

↑詳しくは
   市ウェブサイト

うみ
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2 旧加藤商会
ビル

納屋橋 広小路通

木
挽
町
通

名
古
屋
高
速
都
心
環
状
線

堀
川

地下鉄
「伏見」駅

至

天王崎橋

錦橋

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。

マルシェやゴンドラ運航などさまざま
なイベントを開催。また夜は錦橋から
天王崎橋の間がガス灯をイメージした
アンバー色でライトアップされ、ノスタ
ルジックな雰囲気に！

中川運河にぎわいゾーンには、一休みできるスポットもあります。

珈琲元年中川本店 バーミキュラ ビレッジ

錦橋～天王崎橋のライトアップ

問合 (堀川について)緑政土木局河川計画課  ☎972-2823  FAX972-4193
(中川運河について)住宅都市局名港開発振興課  ☎972-2784  FAX972-4161

始皇帝陵に収められた兵馬俑と関中（現在の陝西省）
出土の一級文物など約200点の展示から古代中国の
歴史を紹介します。

午前9:30～午後5:00
（金曜日は午後8:00まで。入館はいずれも閉館の30分前まで）

開館時間

月曜日（祝休日の場合は翌平日）休館日
【中学生以下】無料 【高校・大学生】900円（学生証持参） 【一般】1,500円観覧料

E. H. シェパード『絵本 クマのプーさん』 原画 1965年

せんせい

今回紹介してくれるのは、
住宅都市局名港開発振興課の田村さん

昭和5年(1930年)に水位差のある堀川と中川
運河を船で通航できるよう建設された。市指定
有形文化財、市都
市景観重要工作物
に指定。異国情緒
あふれるデザイン
が見どころで、夜間
にはライトアップ
もされている。

ノート

→
市公式noteでは実際に
歩いた様子をレポートしています。
市内の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！

ゴンドラ運航

東山ガーデン ☎659-6777  FAX659-6779問合

詳しくは
こちら→

クルーズ名古屋
土曜・日曜日・
祝休日

詳しくは
こちら→

なごや堀川クルーズ
11/27(日)までの
土曜･日曜日･祝休日

市美術館 特別展
｢クマのプーさん｣展

イギリスの作家A. A. ミルン
が1920年代に生み出した

「クマのプーさん」は、E. H.   
シェパードの挿絵とともに
愛され続けています。シェ
パードが1950～60年代
に描いた原画約100点と
映像、写真、立体物などに
よりプーさんの世界をた
どります。

10/8（土）~11/27（日） 11/6（日）まで
市博物館 特別展

へい ば よう

｢兵馬俑と古代中国～秦漢文明の遺産～｣

昭和6年(1931年)頃に貿易商を
営む加藤商会の本社ビルとして
建てられた。国の登録有形文化財
に登録。

午前9:30～午後5:00（入場は午後4:30まで）開館時間
月曜日（祝休日の場合は翌平日）､第4火曜日休館日

【未就学児】無料 【小中学生】500円
【高校・大学生】900円（学生証持参） 【一般】1,800円

観覧料

問合 同館（瑞穂区瑞穂通） ☎853-2655  FAX853-3636
問合 同館（中区栄二丁目） ☎212-0001  FAX212-0005
※市美術館は11/28(月)～来年4/14(金)、施設の改修工事のため臨時休館します。

堀川・中川運河の景色を水上から楽しめます！
運航スケジュール・料金はホームページでご確認ください。

バーミキュラ ビレッジでは
美味しいパンが食べられますよ！

地上階にはタイ料理レストランが
あります！

月曜日
（祝休日の場合は翌平日）

休館日
午前10:00～午後5:00開館時間

堀川をテーマとした作品の展示や
情報発信の場となっている。

堀川ギャラリー（地下1階） 無料

E. H. Shepard,Illustration for                                 by A. A. Milne.Courtesy of Penguin Young Readers Group,a division of Penguin Random House,LLC.
©1965 E.P.Dutton & Co., Inc. 

The Pooh Story Book
▲戦服将軍俑 統一秦

   秦始皇帝陵博物院蔵 一級文物

せんふくしょうぐんよう  とういつしん 

しん し こうていりょうはくぶついんぞう いっきゅうぶんぶつ
◀騎馬俑 戦国秦 

　咸陽市文物考古研究所蔵 一級文物　

き ば よう  せんごくしん

かんよう し ぶんぶつこう こ けんきゅじょぞう いっきゅうぶんぶつ

▲鎏金青銅馬 前漢

　茂陵博物館蔵 一級文物
も りょうはくぶつかんぞう いっきゅうぶんぶつ

りゅうきんせいどう ば ぜんかん 

名古屋駅

金山駅

名古屋城

名古屋港

伊勢湾岸自動車道

堀
川

中
川
運
河

庄
内
川

新
川

あ
お
な
み
線

地
下
鉄
名
港
線

納屋橋

ガーデンふ頭

ブルーボネット

金城ふ頭

ささしまライブ

キャナルリゾート

みなとアクルス

乗船場

クルーズ名古屋航路

なごや堀川
クルーズ航路

朝日橋

3 松重閘門4
にぎわい
ゾーン

こうもん

1 2
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新しい第1展示館の特徴である迫力の大規模空間を体感ください!!フ
リースタイルスクーター･スケートボードなどの一流アスリートによる
デモンストレーションなど

11/9(水)～11(金)午前10:00～午後9:00(11/11は午後5:00まで)
ポートメッセなごや第1展示館(港区金城ふ頭三丁目)
同事業実行委員会(観光文化交流局M

マ イ ス

ICE推進室内)
☎972-3174 FAX972-4201

日時
場所
問合

ポートメッセなごやリニューアル記念事業
アーバンスポーツエキシビション(11/9～11)

無料

フリースタイルスクーター
4年連続日本チャンピオンの
榊
さかきばら

原  颯
そう

吾
ご

さん

スケートボード世界ラン
カーの中

なかうら
浦 大

だいすけ
輔さん

体験コーナー・ミニスクールあり
(当日先着100人)

パネルを使った里親制度の説明､写真展､里親による
里親希望者向けの相談窓口など

10/23(日)午前10:00～午後4:30
イオンモールナゴヤドーム前 ノースコート
(東区矢田南四丁目)
相談は当日先着8組

｢里親制度説明 &
アンド

里親の体験談を聞く会｣や｢里親希望者向けサロン｣､｢里
親休日相談窓口｣など､里親に関するさまざまな事業を実施しています。
（あいフェスタについて）市里親会こどもピース☎933-6446 
FAX935-2815（その他について）子ども青少年局子ども福祉課
☎972-2519 FAX972-4438

日時
場所

問合

人数

10月は里親月間!
あいフェスタ
～みんなではぐくむ子どもの笑顔～(10/23)

無料

↑詳しくは
市ウェブサイト

体力や処理力､個性などを測定して仕事の適性診断を行います。

結果を踏まえて､ハローワーク･高齢者就業支援センター･シルバー人材
センターの職員が各種相談に応じます。

10/29(土)午前10:00～午後3:30(正午～午後1:00を除き30分ごと
に開催。午後3：00～が最終回)
高齢者就業支援センター(昭和区御器所通)
市内在住で55歳以上の方｡抽選で各10人
ホームページか電話で同センター☎842-4691 FAX842-4894
www.bes-c.com

日時

場所
対象
申込
HP

からだもノビノビ 寿命もノビノビ
高齢者生きがいノビノビ就業フェア(10/29)

無料

握力･手先の器用さなど タブレットを用いた計算や
記憶のテスト

簡単な質問に答えて
自分の性格特徴を知る

◆同時開催 生涯現役のつどい ～しるばぁライフ～
　同センターの事業紹介や体験ブースなど。申し込み不要

◆市が行っているその他の取り組み

動植物園も秋の装いとなり､6月に誕生したアジアゾウの赤ちゃんも
すっかり大きくなりました｡ぜひ会いに来てね!

10/8(土)～11/20(日)の開園日､午前9:00～午後4:50(入場は午後
4:30まで)

　園内を歩いて動物･植物について学ぶ

　飼育員･植物管理人による動植物の魅力の紹介
　　　期間中の土曜･日曜･祝休日

　2年に1度開催!お気に入りの動物に投票しよう｡
　　　10/8(土)～11/3(木･祝)

入園料必要、中学生以下は無料
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休
み) FAX782-2140
※入園制限を実施する場合があります｡ご来園の際は

必ずホームページを確認してください｡
※動物取扱業の登録内容は⓰面参照

日時

問合
料金

東山動植物園

日程

日程

↑ホームページは
こちら

(10/8～11/20)

ロサンゼルス・ビューティフル

◆絶滅危惧種ウォークラリー

◆アニマルトーク・ボタニカルトーク

◆人気動物ベストテン

　　　　　　　　
名古屋の近代化の歩みを伝える貴重な歴史遺産など24カ所に掲示され
たクイズに答え5つ以上正解すると抽選で500人に記念品をプレゼント

期間中各施設でクイズラリー､ガイドツアーやコンサートなどさまざま
なイベントが行われます。

11/3(木･祝)～27(日)
名古屋城（中区本丸）から徳川園（東区徳川町）にいたる文化のみちエ
リア一帯
施設により入館料必要　　　　詳しくは

日程
場所

料金

歩こう!文化のみち(11/3～27)

◆施設を巡るクイズラリー

浅
あ さ

野
の

高
た か

司
し

･ウッドバーニング&
アンド

浅
あ さ

野
の

裕
ゆ う

子
こ

･浮世絵きると展
大人の現代津軽三味線

ライブコンサート

11/18(金)～24(木)
文化のみち二葉館
(東区橦木町)

日程
場所

11/3(木･祝)午後2:00～3:00
文化のみち橦

し ゅ

木
も く

館(東区橦木町)
先着20人
10/20（木）午前10：00～
電話で同館☎939-2850

日時
場所

申込

同実行委員会(東区役所企画経理室内) ☎934-1106 FAX935-5866問合

文化のみち二葉館 徳川園 市政資料館

人数

生き物との触れ合いや標本の観察、ワークショップなど、子どもから大人
まで「生き物たちの豊かさやつながりの大切さ」を楽しく学ぼう!

10/29(土)午前10:00～午後3:00
同センター(天白区元八事五丁目)　　　入場無料
　 ホームページ･区役所情報コーナー･図書館
同センター☎831-8104 FAX839-1695
ikimono.city.nagoya.jp

日時
料金

案内配布
問合
HP

なごや生物多様性センターまつり（10/29）

過去の会場の様子
ワークショップの様子

生き物との
触れ合い

場所

歩こう ! 文化のみち 検索
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小学校新1年生の入学案内
①就学時健康診

断…10月中旬
ごろに案内を
送付

②就学通知書…来年1月末までに送付
③外国籍で公立小学校へ入学を希望

する方…区役所市民課･支所区民
生活課へ申請

※住所を偽って他学区の学校へ通学
することは認められていません
(特別な事情があるときはお問い
合わせください)｡

平成28年4月2日～平成29年4
月1日生まれの方
①教育委員会学校保健課
☎972-3246 FAX972-4177
②③区役所市民課･支所区民生
活課

問合

対象

市営住宅 入居者の先着順募集
一般募集で応募
のなかった住宅
が対象

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)で収入
要件などを満たす方｡先着
11/8(火)<単身者向け>午前
10:00～<一般､多家族･多子世
帯向け>午後2:00～
10/28(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

福祉向市営住宅 入居者の募集
ひとり親世帯、
障害者世帯(単
身 者 向 け あ
り)､車いす利
用者専用(単身者向けあり)､高齢者
世帯･高齢者専用(単身者向けあり)､
親子同居世帯

市内在住か在勤で収入要件を満
たす方｡申し込み区分によりそ
の他要件あり｡抽選
11/1(火)～15(火)消印有効
10/31(月)～区役所福祉課･民
生子ども課､支所区民福祉課

対象

受付
案内
配布

民間賃貸住宅｢高齢者向け優良賃
貸住宅｣(新築)入居者の募集

バリアフリー､
緊急時対応･安
否確認サービス
あり(有料)｡所得
に応じた家賃補
助あり

F
フ ォ ル テ ィ ス

ORTIS T
テ ン マ

ENMA(熱田区伝馬
一丁目)
60歳以上で単身･夫婦世帯の所
得要件を満たす方
抽選で9戸
10/11(火)～20(木)
住宅都市局住宅企画課
☎972-2944 FAX972-4172

問合

場所

対象

戸数
受付

認可保育所などの新規開所
(来年4/1～)

★認可保育所
①千種区城山新町､昭和区滝
子通､中川区吉津一丁目など
8カ所

★認定こども園
②東区代官町③瑞穂区岳見町
④南区呼続五丁目

市内在住で①③6カ月～5歳②
8カ月～5歳④1～5歳の子｡い
ずれも6歳に達した日以降の最
初の3/31まで利用可｡選考で
①各60～90人②48人③78人
④15人
市ウェブサイト
(利用申込について)区役所民生
子ども課･支所区民福祉課
(施設整備について)子ども青少
年局保育企画室
☎972-3184 FAX972-4146

問合

場所

場所

対象

案内

就学援助 
入学準備金の入学前支給の申請

54,060円を支給｡「就学時健康診
断」案内に同封の「就学援助のお知ら
せ」に従って申請してください｡

経済的な理由で､お子さんを来
年4月に市立小学校へ就学させ
ることが困難な方(要件あり)
就学時健康診断時(学校により
異なる)
就学予定の市立小学校･教育委
員会学事課☎972-3217 
FAX972-4175

問合

対象

受付

ナゴヤ家
か

ホーム(高齢者共同居住事
業)事前交流会

単身高齢の方が市営住宅で共同生活
する制度の説明と参加者交流会

10/21(金)午前10:00～午後
4:00
介護サービスさくら杜

も り

の仲間た
ち熱田(熱田区六野二丁目)
市内在住か在勤､配偶者のいな
い60歳以上で､自宅を所有せず
所得要件などを満たす方｡先着
20人
10/11(火)午前10:00～
介護サービスさくら
☎070-1641-6733
FAX704-8144
(住宅都市局住宅管理課
☎972-2957 FAX972-4173)

日時

対象

問合
受付

場所

無料

分譲マンション管理状況届出義務化
★分譲マンション管理状況届出

市内の分譲マンション(6戸
以上)管理組合の理事長など
10/31(月)必着

★専門家(マンション管理士)派遣…
専門家が管理上の課題へのアドバ
イスや長期修繕計画作成の支援を
行う

届出済みの分譲マンション｡
その他要件あり
随時

市ウェブサイト
住宅都市局住宅企画課
☎972-2960 FAX972-4172

問合
案内

対象

対象

受付

受付

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。

秋の行楽・ハロウィーンシーズンも感染防止対策を万全に！
体調不良の時は
外出を控える

外出先でもこまめに
手洗い・手指消毒

仮装パーティーでも
対策を徹底

生活・福祉

〈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､
10/1(土)からです。

■広報なごや10月号には…
記事の内容(開催日･申込期限など)が原則､
10/11(火)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・転出届の受け付け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）

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
23/30 24/31 25 26 27 28 29

2022/10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

2022/11月
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高齢者インフルエンザ予防接種
今年度に限り無料で実施

10/15(土)～来年1/31(火)
市内指定医療機関
本市に住民登録のある､接種日
時点で65歳以上の方か､60～
64歳の心臓･腎臓･呼吸器の機
能障害またはHIVによる免疫機
能障害(いずれも身体障害者手
帳1級相当)がある方
健康福祉局感染症対策室
☎972-3969 FAX972-4203

日程
場所
対象

問合

無料

あんしんエンディングサポート
死後､葬儀や家財処分などを依頼で
きる人がいない高齢者に対し､預託
金を預かり､死後のサポートをする

市内在住の65歳以上､原則子や
孫がいない一人暮らし､契約能
力があるなどの要件を満たす市
民税非課税の方
預託金(25万円･家財処分にか
かる費用)必要
市社会福祉協議会
☎919-5013 FAX919-7585
(健康福祉局地域ケア推進課
☎972-2549 FAX955-3367)

対象

問合

料金

10月は食品ロス削減月間
食品ロス削減キャンペーン

日本では年間約522万
トンの食品ロスが発生
しています｡
★食品ロスなくし隊

チャレンジ…食品ロ
ス削減メニューに取
り組むと抽選で景品
が当たる

10/31(月)まで
★フードドライブ…家庭にある手つ

かずの食品を回収
10/21(金)～23(日)午前
10:00～午後6:00
松坂屋名古屋店南館1階オル
ガン広場(中区栄三丁目)

市ウェブサイト
環境局資源化推進室
☎972-2379 FAX972-4133

案内

受付

日時

場所

問合

エコパルなごやの催し
①せん定

て い

枝
し

を使ったトンボづくり
10/29(土)午前10 :30～
11:00･午後1:00～1:30
同所(中区栄一丁目)

②愛
あ い

岐
ぎ

の里山たいけん隊～秋の里山
にいこう!～

11/12(土)午前8:20～午後
5:00
愛岐処分場(岐阜県多治見
市)｡集合･解散は伏見ライフ
プラザ(中区栄一丁目)

①3～12歳の方(小学3年生以
下は保護者同伴)②小学4年～
中学2年生｡①先着各20人②抽
選で15人
①500円②1,500円
電話･ファクス･Eメール(①は希
望時間も記入)でなごや環境大
学実行委員会(エコパルなごや
内)☎･FAX223-1223(月曜日
休み)　  jimu@n-kd.jp
①10/12(水)午前9:30～②
10/28(金)まで

料金
申込

対象

日時

日時

場所

場所

受付

収穫体験
★ミカンの部

①11/26(土)･27(日)のうち
1日
菅田農園(天白区菅田三丁目)

★秋冬野菜の部
②③11/26(土)～12/31(土)④
12/17(土)･18(日)のうち1日
②中島新町農園(中川区中島
新町二丁目･四丁目)③西茶屋
農園(港区西茶屋四丁目)④菅
田農園(天白区菅田一丁目)

市内在住か在勤(学)の方｡抽選で
①60組②80組③20組④165組
1組①1,500円②③5,000円④
1,500円
往復はがき(1通1組まで｡希望
の部と農園も記入)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)
10/20(木)消印有効
緑政土木局都市農業課
☎972-4071 FAX972-4141

料金

申込

対象

日程

日程

場所

場所

問合
受付

落ち葉堆
たい

肥
ひ

づくり講座
①11/10(木)②11/17(木)③
11/24(木)午前10:30～正午
①名東生涯学習センター(名東
区社が丘三丁目)②農業セン
ターd

で ら

elaふぁーむ(天白区天白
町)③農業科学館(港区春田野二
丁目)
市内在住の方｡抽選で各20人程度
電子申請か往復はがき(希望日
も記入)で環境局資源化推進室
☎972-2379 FAX972-4133
①10/27(木)②11/4(金)③
11/10(木)必着

受付

場所

対象
申込

日時
無料

化学物質セミナー
マイクロプラスチックなどの化学物
質と水環境について学ぶ

11/11(金)午後2:30～4:00
愛知芸術文化センター(東区東
桜一丁目)
千葉工業大学教授の亀

か め だ

田豊
ゆたか

さん
先着90人
10/11(火)午前9:00～電子申
請･電話･ファクスで環境局地域
環境対策課
☎972-2677 FAX972-4155

場所

人数
申込

日時

講師

無料

名城公園｢花の山｣
花植えイベント

11/26(土)午
前 1 0 : 0 0 ～
11:30 (雨天の
場合､11/27
に延期)
小学生以下は保護者同伴｡抽選
で100人程度
電子申請か往復はがき(年齢も
記入)で同園フラワープラザ
(〒462-0846北区名城一丁目
2-25)☎913-0087(月曜･第3
水曜日休み) FAX913-9379
11/11(金)必着

対象

申込

受付

日時
無料

藤前干潟ラムサール条約登録
20周年記念展

藤前干潟の魅力や
課題･現状を伝える

1 1 / 1 ( 火 ) ～
30(水)の開館日
あおなみギャ
ラリー(中村区名駅一丁目)･野
鳥観察館(港区野跡四丁目)･MP
ギャラリー(港区金城ふ頭二丁目)
無料(あおなみギャラリーは駅
入場料必要)
藤前干潟ふれあい事業実行委員
会(エコパルなごや内)
☎223-1067(月曜日休み)
FAX223-4199

場所

料金

問合

日程

ご家庭で不要となった自転車を海
外に向けてリユースします！

まだ乗れる自転車を引き取り海外へ
届ける実験的な取り組み｡パーツ不
足･電動自転車は不可

11/5(土)午前9:15～正午･午後
0:45～3:15
南リサイクルプラザ(南区元塩
町)
市内在住の方　　　不要
市ウェブサイト
環境局減量推進室
☎972-2398 FAX972-4133

場所

対象 申込

問合
案内

日時

無料

なごや環境ハンドブック好評発売中
地球環境から名古屋の身近な環境ま
での知識が身につく1冊を販売

エコパルなごや(中区栄一丁目)
千円
なごや環境大学実行委員会(エ
コパルなごや内)
☎･FAX223-1223(月曜日休み)

場所

問合
料金

土岐川･庄内川の
水環境を学ぼう

庄内川上流の土岐川で水環境の講
座・カヌー･生き物捕獲を体験

10/29(土)午前8:30～午後1:00
岐阜県多治見市｡集合･解散は市
役所(中区三の丸三丁目)
小学5年生以上の方｡抽選で20人
電話･ファクス･Eメールで環境
局地域環境対策課
☎972-2675 FAX972-4155

a2675@kankyokyoku.city.
nagoya.lg.jp
10/17(月)まで

場所

申込

受付

対象

日時

無料

環境科学調査センター
実験!体験!かんきょうラボ!

①光の色で大気を測る～地球温暖化
から人工衛星まで～②ガラスの小箱
｢珪

け い そ う

藻｣を覗
の ぞ

いてみよう!③紫外線と
紫外線防止について科学する

①11/5(土)②11/12(土)③
11/26(土)午前9:30～正午
高校生以上の方｡抽選で各16人
電話かEメール(希望日も記入)
で同センター(南区豊田五丁目)
☎692-8481 FAX692-8483

a6928481@kankyokyoku.
city.nagoya.lg.jp
10/24(月)まで

申込

受付

対象

日時

無料

めざせ!!水の環
わ

復活～鶴舞公園の
歴史と水循環～

水循環や鶴舞公園の水にまつわる歴
史についての説明と公園内散策

11/8(火)午後2:00～4:00
鶴舞中央図書館(昭和区鶴舞一
丁目)
抽選で20人
電話･ファクス･Eメールで環境
局地域環境対策課☎972-2675
FAX972-4155
　 a2675@kankyokyoku.city.
nagoya.lg.jp
10/25(火)まで

申込
人数

受付

場所
日時

無料

大人用おむつの選び方について､市が認定す
る専門家に相談できます｡専門家のいるお店
は､のぼり旗やステッカーを掲げています｡

大人用｢おむつ選びの専門家｣が誕生!大人用｢おむつ選びの専門家｣が誕生!

市ウェブサイト
健康福祉局高齢福祉課
☎972-2544 FAX955-3367

案内
問合

自然・環境

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8 く ら し の ガ イ ド
 ９



4 10 4 10

詳しくは総合案内ガイドブック･名古屋まつり公式サイトをご覧いただくか､
下記へお問い合わせください｡

●体調が悪い場合は観覧や来場を
　お控えください。
●観覧中の掛け声はご遠慮ください。
●周囲との適切な距離をおとりください。
●マスクの着用を推奨します。

問合 名古屋おしえてダイヤル（年中無休 午前8：00～午後9：00）
☎953-7584  FAX971-4894
※お掛け間違いにご注意ください｡
名古屋まつり協進会（観光文化交流局観光推進課内）
☎972-7611  FAX972-4200

郷土英傑行列

フラワーカーパレード

ナナちゃん隊
名古屋駅のシンボル

「ナナちゃん」が､市立
桜台高等学 校ファッ
ション文化科の生徒の
皆さんが作成した衣装
を身にまとい､行列に
参加します。

「市役所」駅

笹島

ジェイアール
名古屋
タカシマヤ

「久屋大通」駅

「栄」駅

栄本部

「矢場町」駅

「上前津」駅

テレビ塔

市役所
県庁

三越

松坂屋

名
鉄
百
貨
店

桜通

錦通

広小路通

若宮大通

名駅前 桜通大津

市役所

栄

矢場町

柳
橋

広
小
路
伏
見

N

名
古
屋
駅

大
津
通「伏見」駅

スタート
地点

スタート
地点

オアシス21
会場

久屋大通
公園会場

「丸の内」駅

※雨天の場合は､中止･時間変更になる場合があります｡

名古屋城の紅葉とともにさまざまなイベントを楽しもう！

観覧料 中学生以下無料､高校生以上500円､市内在住の
65歳以上の方100円（敬老手帳持参の方）

問合 名古屋城総合事務所  ☎231-1700  FAX201-3646

行列先頭通過予定時刻

午後1：40
午後1：59
午後2：00

午後2：03
午後2：22
午後2：23

午後2：24
午後2：43
午後2：44

午後2：50
午後3：11
午後3：12

午後3：13
午後3：33
午後3：35

名駅前 柳橋 広小路
伏見 栄 矢場町

フラワーカーパレード
ナナちゃん隊
郷土英傑行列

名古屋駅
方面より

午後0：21
午後0：31
午後0：46
午後0：53
午後0：54
午後0：59

午後0：43
午後0：53
午後1：08
午後1：17
午後1：18
午後1：22

午後0：57
午後1：08
午後1：24
午後1：33
午後1：34
午後1：38

－
午後1：28
午後1：44
午後1：53
午後1：54
午後1：58

市役所 桜通
大津 栄 矢場町

神楽揃（かぐらぞろえ）
フラワーカーパレード
姉妹友好都市親善パレード
ナナちゃん隊
スポーツ・文化パレード
郷土英傑行列

市役所方面より

●全国武将隊の公式グッズを一堂に集めた
　「全国武将隊物販ブース」を出店
●愛知県内自治体・観光関連団体のブース出店

●名古屋まつりアンバサダーによるトークショー
●名古屋の若者たちによるパフォーマンスステージ
●名古屋名物グルメブース

この道ひとすじ
「尾張名古屋の職人展」

※下の画像は第65回のものです。

日時 10/15（土） 午前10：00～午後7：00
　  16（日） 午前10：00～午後5：00

郷土芸能祭

●棒の手公演
　10/15（土） 午前11：00～午後1：00
●芸能公演
　10/15（土） 午後5：00～7：00

三英傑大須の花道
郷土英傑行列の後､三英傑
が武将を従えそぞろ歩く

日時 10/15（土） 午前10：00～午後7：00   
　  16（日） 午前10：00～午後5：00
ステージは10/15（土）
午後3：15～4：45

市の姉妹友好都市をステージやブースで
紹介。その魅力を実感してください。

シスターシティ･フェスティバル

市内施設13カ所を
無料開放　

新型コロナウイルスの感染拡大状況により、中止や縮小となる場合が
あります。あらかじめご了承ください。

感染防止策ご協力のお願い

中止・縮小の可能性あり

なごやの歴史・文化の魅力を集めた祭典！ 多彩な伝統芸能の公演や体験講座などを楽しもう！

問合 観光文化交流局文化芸術推進課  ☎972-3172  FAX972-4128

場所 アスナル金山・ナディアパーク・名古屋城など

名古屋の歴史や伝統文化にちなんだ講座・
ワークショップなど

名古屋の歴史や文化を訪ねる街歩き

※一部有料・予約制のものもあります。

辻狂言
狂言のストリート
ライブ

ストリート歌舞伎
「名古屋のむかしばなし」
名古屋にまつわる「むかしばなし」がテーマ

日程 10/22（土）・29（土）11/6（日）・13（日）

郷土の誇り､信長･秀吉･家康の三
英傑が､鎧武者や足軽隊などを従
えて名古屋のまちを練り歩きます｡

よろい

シャチばやし 神楽揃
かぐ ら ぞろえ

小型無人飛行機（ドローン）などは、落下などによる事故･けがの
恐れがあるので､使用しないでください。

エディオン久屋広場　

エンゼル広場

名古屋城（10/15も無料開放）･徳川園･文化のみち二葉館･文化
のみち橦木館・市科学館（常設展）・市博物館（常設展）・市美術館

（常設展）・東山動植物園・東山スカイタワー・揚輝荘聴松閣（南園）・
白鳥庭園･東谷山フルーツパーク（世界の熱帯果樹温室）･体感！
しだみ古墳群ミュージアム（展示室）

しゅ もく

主な
イベント

火縄銃実演　11/6（日）
本丸御殿 湯殿・黒木書院特別公開　11/12（土）～20（日） 

火縄銃実演

湯殿書院

久屋大通公園会場

大須商店街

オアシス２１会場

名古屋城 秋まつり 名古屋まつり限定デザインの
マナカチャージ券封筒を進呈！

日程 10/5（水）～16（日）

問合 交通局乗客誘致推進課
☎972-3816  FAX972-3817

場所 交通局サービスセンター
（地下鉄｢名古屋｣･｢栄｣･｢金山｣駅構内）

期間内にマナカチャージ券
（1枚1,000円）を購入された
方に、名古屋まつり限定デザ
インのマナカチャージ券封筒
をお渡しします。

このほかにもイベント盛りだくさん！ 詳しくは公式プログラム・ホームページをご覧ください。

ホームページはこちら→

行列の行進予定進路

フラワーカー搭乗予定
ヒマワリ・カーネーションなど約2万
本の生花に彩られたフラワーカーが、
バトン・ブラスバンド・ダンスチームの
華やかな演技と共にパレードします。

日時 10/14（金） 午後3：00～3：30
場所 名古屋城二之丸広場
料金 観覧料必要

●フラワーカー完成式

例年より規模を縮小し、行列は行進のみとなります。笹島交差
点・栄交差点・市役所前での演技・観覧席もありません。混雑を
避け、ご自宅でもお楽しみいただけるようオンライン配信を行
います。（名古屋まつり公式サイトでご覧ください）

名古屋まつり公式サイトはこちら→

※一部有料・予約制
場所 市公会堂日程 10/15（土）・16（日）

❿ ⓫
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難病講演会 ｢遺伝カウンセリングっ
てなんだろう?｣

11/26(土)午後1:30～3:00
熱田区役所講堂(熱田区神宮三
丁目)
先着50人
10/11(火)午前10:00～電話･ファ
クス･Eメールで県難病団体連合
会☎485-6655 FAX485-6656
　 ainanren@true.ocn.ne.jp
(健康福祉局健康増進課
☎972-2627 FAX972-4152)

日時

人数
申込

場所

無料

うつ病家族教室
精神科医などによる講演､家族同士
の情報交換･交流会

12/3(土)午後1:30～6:00
市総合社会福祉会館(北区清水
四丁目)
市内在住で､うつ病と診断され
治療中の方の家族｡抽選で75人
電 話 ･ フ ァ ク ス ･ E メ ー ル で
C

キ ャ プ ナ

APNA事務局☎232-2880
FAX232-2882
　 approach@capna.jp
10/28(金)まで
健康福祉局健康増進課
☎972-2283 FAX972-4152

日時

対象

申込

受付
問合

場所

無料

ゲートキーパー養成夜間研修
<入門編>11/21(月)
<実践編>11/29(火)
<応用編>12/7(水)
午後6:45～8:30
ウインクあいち(中
村区名駅四丁目)
市内在住か在勤(学)の方｡先着
各100人程度
10/11(火)午前10:00～
ホームページ
市ゲートキーパー研修事務局
☎090-2180-0284
FAX308-4579

（健康福祉局健康増進課
☎972-2283 FAX972-4152）

日時

対象

受付
案内
問合

場所

無料

↑ホームページ
はこちら

ぜんそく予防サッカー教室
名古屋グランパスによ
る教室

11/13(日)午後
1:30～4:30
フ ッ ト サ ル ア
リーナ港(港区東
土古町)
市内在住でぜんそく症状がある
小学5年～高校生(小学生は保
護者同伴)｡抽選で30人
電子申請･はがき･ファクス(ぜ
んそくの症状も記入)で環境局
公害保健課☎972-2688
FAX972-4156
10/17(月)必着

日時

対象

申込

受付

場所

無料 成人ぜんそく教室
薬剤師の講話･運動療法･アロマによ
るリラクゼーションなど

11/9(水)･16(水)･29(火)の全3
回､午後1:30～3:30
熱田保健センター(熱田区神宮
三丁目)
市内在住の20歳以上で気管支
ぜんそく･COPD(慢性閉塞性肺
疾患)患者｡先着25人
10/17(月)午前9:00～電話で
同センター保健予防課
☎683-9685 FAX681-5169

日時

対象

申込

場所

無料

市営温水プール回数券の購入補助
大人回数券1冊につき千円補助(1世
帯4冊まで)｡市営温水プールで販売

来年2/28(火)まで
国民健康保険加入者｡購入時に
同保険証の提示が必要
健康福祉局保険年金課
☎972-2567 FAX972-4148

期間
対象

問合

市精神保健福祉センター
依存症家族教室

精神科医･精神保健福祉士の講話や
当事者･家族の体験談など

11/14(月)･25(金)･12/7(水)･
23(金)の全4回､午後2:00～4:00
市内在住か在勤(学)で､各種依
存症に悩む方の家族など｡先着
30人程度
10/11(火)午前8:45～電話か
ファクスで同センター(中村区
名楽町)☎483-3022
FAX483-2029

日時

対象

申込

無料

なごやかゲームズ
昔なつかしい⑧

まるはち

大運動会
11/27(日)午前
10:00～午後4:00
パ ロ マ 瑞 穂 ス
ポーツパーク(瑞
穂区山下通)
小学生以上の方(小中学生は保
護者同伴)｡抽選で90人
小中学生300円･高校生以上
500円
往復はがきで市レクリエーショ
ン協会(スポーツ市民局スポーツ
振興室内)☎971-1026
FAX972-4417
11/14(月)必着

日時

対象

場所

申込

受付

料金

依存症講演会｢広がるアディクショ
ン～ゲーム､オンラインカジノ依存
の問題を考える～｣

11/12(土)午前10:30～正午
中村文化小劇場(中村区中村町)
市内在住か在勤(学)の方｡先着
150人
臨床心理士の信

の ぶ た

田さよ子さん
10/11(火)午前8:45～
依存症相談窓口(市精神保健福
祉センターここらぼ内)
☎483-3022 FAX483-2029

日時

対象
場所

受付
講師

問合

無料

こくほウォーキングチャレンジ
歩
あ る

こくほ チャレンジ参加者の募集
生活習慣病予防のた
め､毎日歩く習慣や､特
定健診受診など､健康
づくりに取り組むこと
で獲得するポイントを
貯めると､チャレンジ期間ごとに抽
選で景品をプレゼント｡①歩数計②
アプリで参加｡現在参加中の方は再
度の申し込みは不要

18歳以上の国民健康保険加入
者｡①2,000人②3,800人程度
随時
ホ ー ム ペ ー ジ ･ 区 役 所 情 報
コーナー
市歩こくほ事務局
☎0120-808-980
(健康福祉局保険年金課
☎972-2567 FAX972-4148)

対象

受付

問合

↑ホームページ
はこちら

案内
配布

日本ガイシアリーナ
アイスリンクのオープン

手袋必要
11/1(火)～来年2/28(火)の開
館日､午前10:00～午後8:30(日
曜日･祝休日は午後6:00まで)
未就学児無料(未就学児1人に
つき保護者1人同伴滑走必要)･
小中学生700円･高校生以上
1,400円･市内在住で65歳以上
の方400円(住所･年齢の分かる
ものを持参)｡別途貸靴代400円

★無料開放
11/3(木･祝)午前10:00～
正午･正午～午後2:00･午後
2:00～4:00･午後4:00～6:00
抽選で各120人
貸靴代400円必要
10/18(火)必着
　  市スポーツ施設など

同所(南区東又兵ヱ町)
☎614-6211(月曜日休み､ただ
し祝休日の場合は開館)
FAX614-6215

日時

日時

人数
料金

問合

受付

料金

案内配布

ロゲイニング i
イン

n なごや｢ロゲなご｣
ファミリー･一般･ソロ
向けの､それぞれ3時
間･5時間コース｡観光
スポットを巡り時間内
にゴール

11/19(土)午前10:30～
大須観音(中区大須二丁目)発着
高校生以上の健康な方(ファミ
リークラスのみ中学生以下も
可)｡1,000人程度
小学生以下1,250円～1,500
円)･中学生以上2,500円～
3,000円
10/31(月)まで
ホームページ･名古屋観光コン
ベンションビューロー(中区栄
二丁目)☎202-1677
FAX231-0922

日時
場所
対象

料金

受付

↑ホームページ
はこちら

案内
配布

令和4年8月の大雨･豪雨により
被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます

各区社会福祉協議会内の共同募金委員会で義援金を受け付けています｡
振り込みの場合は､次の指定口座へお願いします｡
※義援金ごとに他の金融機関でも受け付けています｡

★新潟県共同募金会　ゆうちょ銀行　00180-4-605183　新潟県共同
募金会令和4年8月大雨災害義援金　来年3/31(金)まで

★中央共同募金会　三井住友銀行　東京公務部　普通0162529　(福)
中央共同募金会 災害義援金口　12/28(水)まで

★石川県共同募金会　ゆうちょ銀行　00110-8-731767　石川県共同
募金会8月大雨災害義援金　12/28(水)まで

★山形県共同募金会　ゆうちょ銀行　00110-4-488085　山形県共同
募金会令和4年8月山形県大雨災害義援金　12/28(水)まで

★宮城県共同募金会　七十七銀行　県庁支店　普通5017839　宮城県共
同募金会令和4年7月大雨災害義援金 会長 加藤睦男　10/31(月)まで

最新情報など詳しくは､市ウェブサイト
　　健康福祉局地域ケア推進課☎972-2548 FAX955-3367

検索災害義援金
問合

スポーツ・健康

レジャー

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8く ら し の ガ イ ド
⓬
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クリエイターズショップ･ループ
ぬりえで作るマイマグカップ&

アンド

プ
レート｢毎日使うものに愛着を｣

陶磁器専用のペンでぬりえをした
後､自宅のオーブンで焼き上げて､①
マグカップ②プレートを作る

11/19(土)午前11:30～午後
0:30･午後1:00～2:00･午後
2:00～3:00･午後3:00～4:00
先着各4人
①3,300円②2,200円
10/14(金)正午～電話･ファク
スか直接､同所(中区栄三丁目)
☎265-2106 FAX265-2107

日時

人数
料金
申込

久屋大通庭園フラリエ
多肉とみどりのマルシェ

多肉植物の寄せ植え･ガーデングッ
ズ･雑貨の販売や､キッチンカーなど
70ものブースが出店

10/14(金)～16(日)午前10:00～
午後5:00 
入園無料
同園(中区大須四丁目)
☎243-0511 FAX243-0512

日時

料金
問合

農業センターまつり 秋の収穫祭 &
アンド

名古屋コーチンまつり
朝市をはじめ、地元グルメが出店

10/29(土)･30(日)午前9:00～
午後4:30
農業センターd

で ら

elaふぁーむ(天
白区天白町)
入園無料(期間中は駐車場有料)
同センター☎801-5221(月曜日
休み) FAX801-5222

日時

場所

料金
問合

｢なごや 堀川クルーズ｣
N

ナ イ ト

ight A
ア ド ベ ン チ ャ ー

dventure C
ク ル ー ズ

ruise
納屋橋から乗船し､夜の
堀川を体験する

10/15(土)～30(日)
の 土 曜 ･ 日 曜 日
午後6:30～8:30､
11/5(土)～27(日)の土曜･日曜
日午後6:00～8:00
乗船料必要
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)

日時

料金
案内
問合

↑ホームページ
はこちら

商店街逸品名品テストマーケット
県内の商店街の逸品･名品や学生と
連携して開発した商品を展示販売

11/4(金)･5(土)午前10:00～
午後7:00
金山総合駅連絡通路橋イベント
広場(中区金山一丁目)･南口広
場(熱田区金山町一丁目)
入場無料
市商店街振興組合連合会
☎953-1808 FAX953-6134
(経済局地域商業課
☎972-2432 FAX972-4138)

日時

料金

場所

問合

白鳥庭園の催し
①尾張の伝統工芸展…名古屋の若き

伝統工芸士の作品を展示
1 0 / 1 5 ( 土 ) ･ 1 6 ( 日 ) 午 前
9:30～午後4:00

②涼風市民茶会(野
の だ て

点席)
1 0 / 1 5 ( 土 ) ･ 1 6 ( 日 ) 午 前
10:00～午後3:00
当日先着各200人

入園料必要(10/16は無料)｡②
は別途700円必要
同園(熱田区熱田西町)
☎681-8928(月曜日休み)
FAX681-9288

日時

日時

人数
料金

問合

秀吉清正記念館 特別陳列｢加藤清
正 -戦国武将の信仰と祈り-｣

1 0 / 8 ( 土 ) ～
11/23(水･祝)
の開館日､午前
9:30～午後5:00 
同館(中村区中 
村町)
☎411-0035
( 月 曜 ､ た だ し
祝 休 日 の 場 合
は 翌 平 日 ･ 第
4火曜日休み)
FAX411-9987

日時

問合

無料

色
いろいろ

々 威
おどし

片
かたはだぬぎ

肌 脱
二
に

枚
まいどう

胴具
ぐ

足
そく

歩こう!文化のみち
市役所本庁舎の一般公開

貴 賓 室 ･ 屋
上などの公
開(階段での
昇降あり)パ
ネル展示な
ど

11/3(木･祝)午前9:00～午後
4:00
同所(中区三の丸三丁目)
不要
総務局総務課☎972-2106 
FAX972-4111

日時

申込
問合

場所

無料
揚輝荘北園
秋の親子フェスティバル

親子縁日･子ども似顔絵大会･道化師
パフォーマンスなど

11/5(土)･6(日)午前9:30～午
後4:30
同所(千種区法王町)
☎759-4450(月曜日休み)
FAX759-4451

日時

問合

無料

｢芸術と科学の杜
も り

｣ サイエンス&
アンド

アートフェスティバル
★科学とアートに触れる謎解き

ゲーム
1 0 / 2 9 ( 土 ) ･ 3 0 ( 日 ) 午 前
9:30～午後4:30(受け付けは
午後3:30まで)
白川公園(中区栄二丁目)

★レゴ®ブロックで動物を作ろう!
10/30(日)午前10 :00～
11:00･午後2:00～3:00
市美術館(中区栄二丁目)
小学生｡抽選で各20人
10/17(月)まで

ホームページ
市美術館☎212-0001(月曜日
休み) FAX212-0005
art-museum.city.nagoya.jp

日時

日時

場所

場所
対象
受付

問合

HP

案内

無料

揚輝荘南園聴
ちょう

松
しょう

閣
か く

の催し
①定期公演 S

ス ナ フ キ ン ズ

nafkinsが奏でる｢洋楽
カバーライブ｣

10/16(日)午前11 :00～
11:30･午後1:30～2:00

　当日先着各28人
②企画展｢覚王山･地元作家の作品展｣

11/5(土)～12/4(日)の開館
日､午前9:30～午後4：30

　入館料必要
同所(千種区法王町)
☎759-4450(月曜日休み)
FAX759-4451

日時

日時

料金

人数

問合

無料

文化のみち二葉館の催し
①トークイベント｢“読む”名古屋め

し｣
11/20(日)午後1:30～3:00

②文化のみち･庭園をめぐる散策ツ
アー

11/23(水･祝)午前10:30～
午後0:30

先着①30人②15人
入館料必要
①11/6(日)②11/9(水)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

申込
料金
人数

ストリーミング･ヘリテージ
台地と海のあいだ

堀川沿いを舞台に
現代アートを展示

11/3(木･祝)～
2 0 ( 日 ) の 金
曜 ～ 日 曜 日 ･
祝日
名古屋城(中区
本丸)･伊藤家
住宅(西区那古野一丁目)･納屋
橋(中区錦一丁目)など
無料(名古屋城は観覧料必要)
不要　　　ホームページ
観光文化交流局文化芸術推進課
☎972-3172 FAX972-4128
streamingheritage.jp

日程

問合

HP

申込 案内
料金

場所

子どもアートピア
子ども向けのバレエ公演｢シンデレ
ラ｣､ワークショップなど

1 2 / 1 7 ( 土 ) ･ 1 8 ( 日 ) 午 前
11:00～午後5:00
青少年文化センター･ナディア
パークアトリウム(中区栄三丁目)
先着各15～350人
無料～1,800円
10/19(水)午前9:00～
ホームページ･市文化振興事業
団☎249-9387 FAX249-9386
www.bunka758.or.jp

日時

受付

HP

料金
人数

場所

案内
配布

名古屋城の催し
★初公開 門外不出

巨大杉
す ぎ と

戸絵
1 1 / 6 ( 日 )
ま で ､ 午 前
9:00～午後
4:30(入館は
午後4:00ま
で)
西の丸御

お

蔵
く ら

城
じょう

宝
ほ う か ん

館
★名古屋城菊花大会…約300点の菊

の展示､菊花の即売･栽培相談など
10/23(日)～11/23(水･祝)
午前9:00～午後4：30(菊花
の即売･栽培相談は10/29･
30･11/3のみ)

観覧料必要
同所(中区本丸)☎231-1700
FAX201-3646

日時

日時

場所

問合
料金

重要文化財 名古屋城
本丸御殿障壁画 竹鶏図
杉戸絵(10/5～展示)

ひとり親家庭向け｢子どもアート
ピア｣バレエ観劇

バレエ観劇後､バレエ団との交流･体
験などの特別交流プログラムを実施

12/18(日)午後1:30～4:30
青少年文化センター(中区栄三丁
目)
市内在住のひとり親家庭の親と
5歳～中学3年生の子(1組2人
程度)｡抽選で75組程度｡託児あ
り
10/31(月)必着
区役所民生子ども課･支所区民
福祉課､県母子寡婦福祉連合会
(北区金田町)
☎915-8862 FAX915-8444
子ども青少年局子ども未来企画
室☎972-2522 FAX972-4204

対象

場所
日時

受付

問合

案内
配布

無料

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8 く ら し の ガ イ ド
⓭
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子どもの権利セミナー&
アンド

なごもっか活動報告会
子どもの権利や権利擁護機関の役割
について考える

10/29(土)午後1:30～3:30
イーブルなごや(中区大井町)
抽選で150人
電子申請か往復はがき･電話で
子ども青少年局子ども未来企画
室分室(〒461-0005東区東桜
一丁目13-3 NHK名古屋放送セ
ンタービル6階)☎211-8071
FAX211-8072
10/17(月)必着

人数

受付

申込

日時
場所

無料

わくわく!子どもスマホ教室
スマートフォンの利用トラブル事
例を交え､インターネットの安心･
安全な利用方法を学ぶオンライン
講座

12/23(金)～来年1/9(月･祝)
小中学生と保護者
電子申請か往復はがき(ふりが
な･学年も記入)で子ども青少年
局青少年家庭課
☎972-3258 FAX972-4439
12/16(金)消印有効

申込

受付

日程
対象

無料

あいち少年少女創意くふう展
県内の小中学生から応募があったア
イデアあふれる作品を展示

11/5(土)･6(日)午前9:30～午
後5:00(11/6は午後4:30まで)
トヨタ産業技術記念館(西区則
武新町四丁目)
無料（常設展は別途入場料必要）
同事務局☎223-5726
FAX221-7964
(経済局次世代産業振興課
☎972-2419 FAX972-4135)

料金
問合

日時

場所

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

1 2 / 4 ( 日 ) 午 前 9 : 2 0 ～ 午 後
4:30・12/11(日)午前9:25～午
後5:00の全2回
高齢者就業支援センター(昭和
区御器所通)
市内在住で20歳以上の方｡先着
40人
10/24(月)午前9:00～電話･
ファクス･Eメールでニチイ学館
☎581-1411 FAX526-1810

cc684j@nichiigakkan.co.jp
子ども青少年局子育て支援課
☎962-5102 FAX972-4419

対象

申込

問合

日時

場所

無料
イーブルなごや
法律セミナー｢離婚とDV｣

11/8(火)午後1:30～3:30
女性｡50人程度。託児要予約
無料(託児は40円)
ホームページ･電話か直接､同所
(中区大井町)☎331-5288(第3
木曜日休み) FAX322-9458
11/7(月)まで
e-able-nagoya.jp

対象

申込

HP
受付

日時

料金

イーブルなごや公開講座
｢エシカル×女性～私たちができ
るエシカルなこと～｣

手話通訳･要約筆記あり
11/6(日)午後2:00～3:30
当日先着160人｡託児要予約
無料(託児は40円)
同所(中区大井町)
☎331-5288(第3木曜日休み)
FAX322-9458
e-able-nagoya.jp

人数

HP

問合

日時

料金

なごやナースキャリアサポートセ
ンター ナース復職研修会

①講義
10/25(火)・11/11(金)･ 
12/20(火)午前10:00～午後
3:00

②技術
10/26(水)・10/27(木)･ 
1 1 / 8 ( 火 ) ･ 1 2 / 2 1 ( 水 ) ･ 
12/22(木)午前10:00～午後
3:00

③見学実習
1 1 / 9 ( 水 ) ･ 1 0 ( 木 ) 午 前
9:30～午後4:30

復職を目指す(准)看護師･保健
師･助産師のいずれかの資格取
得者｡①～③各10人｡①②は託
児あり
電話かEメールで同センター(東
区葵一丁目)☎936-4883
FAX979-4560
　 a9364882@kenkofukushi.
city.nagoya.lg.jp
開催日の①②前日(託児は8日
前)③2週間前まで

対象

申込

受付

日時

日時

日時

無料

中央卸売市場本場 親子教室
｢鮭ってどんなおさかな?｣

鮭の観察･食べ比べ､かずのこのお話
など

10/29(土)午前9:30～11:30
市内在住の小学3～6年生と保
護者(2人1組)｡抽選で18組
往復はがきかEメール(学校名･
学年も記入)で同市場
(〒456-0072熱田区川並町2-22)
☎671-1183 FAX671-1184

a6711185@keizai.city.
nagoya.lg.jp
10/18(火)必着

対象

申込

受付

日時

無料

地域の国際化セミナー
｢故郷を後にする人々～共に暮ら
すわたしとあなた～｣

11/12(土)午後1:00～4:30
名古屋国際センター(中村区那
古野一丁目)
先着100人
10/11(火)午前10:00～ホーム
ページ･電話･Eメールで同セン
ター☎581-5689(月曜日休み)
FAX581-5629
　seminar-vol@nic-nagoya.
or.jp
www.nic-nagoya.or.jp

場所

申込
人数

HP

日時
無料

東山動植物園
プリザーブドフラワーを使った
大人可愛いクリスマスの壁飾り

11/6(日)午後1:30～3:30
中学生以上の方｡抽選で30人
2,500円(入園料別途必要)
電子申請か往復はがき(1通1人
まで)で同園(〒464-0804千種区
東山元町3-70)☎782-2111(月
曜日休み) FAX782-2140
10/20(木)消印有効

対象

申込
料金

受付

日時

安心できる居場所、イーブルームで
ほっとしてみませんか

リフレッシュできるイ
ベントや女性支援員に
よる相談など

10/14(金)･
11/11(金)･
12/9(金)午後1:30～4:30
イーブルなごや(中区大井町)
市内在住か在勤(学)の女性
ホームページ
スポーツ市民局男女平等参画推
進室☎972-2234
FAX972-4206

問合

日時

案内
対象
場所

↑ホームページ
はこちら

無料

動物愛護センターの催し
①今から考えよう!高齢犬猫のケア

11/5(土)<猫編>午前10:00～
11:30<犬編>午後1:30～3:30

②犬猫を飼う前教室
12/4(日)午後1:30～3:30

市内在住の方｡抽選で各20人
電子申請か往復はがき(現在飼
育している動物の有無､有りの
場合は種類･年齢･性別･頭数と
①は猫編･犬編どちらかの教室
名②は飼いたい犬種･猫種も記
入)で同センター(〒464-0022
千種区平和公園二丁目106)
☎762-1515 FAX762-0423
①10/22(土)②11/20(日)必着受付

日時

日時
対象
申込

無料

消費生活センターの催し
①消費生活講座｢くらしの安全につ

いて考えよう｣
11/4(金)～25(金)の金曜日
の全4回､午前10:00～正午

②大豆から考えるS
エスディージー

DGｓ
ズ

11/16(水)午前9:30～正午
市内在住か在勤(学)の方｡①抽
選で24人②先着12人
①電子申請か往復はがき②電話
で同センター(〒460-0008中
区栄一丁目23-13)
☎222-9679 FAX222-9678
①10/17(月)必着②11/8(火)
午前10:00～

受付

日時

日時
対象

申込

無料

しだみ古墳群 埴
は に

輪
わ

はこび体験
埴輪を運ぶ縄を作
り､いろいろな運び
方を実践する

11/26(土)午後
1:00～3:30
体感!しだみ古墳群ミュージア
ム(守山区大字上志段味)
小学生以下は保護者同伴｡抽選
で20組
11/9(水)必着
区役所情報コーナー･図書館･同
所など
教育委員会文化財保護室
☎972-3269 FAX972-4202

受付

問合

日時

対象

場所

無料

案内
配布

市公館ガイドツアー
国内外の賓客をもてなし､海外諸都
市との交流を深める拠点である同館
を公開

11/3(木･祝)午前10：00～
11：00･午後0:30～1:30･午後
3:00～4:00
小学4年生以上の方(小学生は
保護者同伴)｡抽選で各15人程
度
往復はがきかEメール(希望時
間･年齢･小中学生は学年も記
入)で同館(〒460-0001中区三
の丸三丁目2-5)☎953-0333 
FAX953-0130
　nagoyakokan@actio.co.jp
10/18(火)必着

申込

受付

日時

対象

無料

なごやNPO応援フェスタ
名古屋おもてなし武将隊とNPOの
活動紹介ブースをめぐる企画やクイ
ズ大会などを通してNPOを知ろう

10/16(日)午前10:00～午後4:00
Hisaya-odori P

パ ー ク

ark テレビト
―ヒロバ(中区錦三丁目)
ホームページ　　　　不要
市民活動推進センター
☎228-8039(月曜日休み)
FAX228-8073
www.n-vnpo.city.nagoya.jp

場所

案内
問合

日時

HP

申込

無料

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8く ら し の ガ イ ド
⓮
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集まった寄
き ふ

附金は､名東区藤が丘周辺のさ
くら並木､瑞穂区汐路桜ロードの衰弱した
さくらの植え替えなどに活用します｡さく
らの名所を次世代へつないでいくため､ご
協力をお願いします｡

↑ホームページ
はこちら

藤
が
丘
の
さ
く
ら
並
木

汐路桜ロード

12/23(金)まで
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･土木事務所など
緑政土木局緑地利活用課
☎972-2489 FAX972-4143

問合

受付
案内
配布

｢｢さくらの名所さくらの名所
　　 応援募金　　 応援募金｣の募集｣の募集

高齢者就業支援センター講座･講習
①子育て支援者養成講習

11/8(火)･11(金)･14(月)･
16(水)の全4回

②介護職員初任者研修
11/17(木)～来年2/7(火)の全
25回

市内在住で①58歳以上②55歳
以上の方｡抽選で各20人
②5,500円
10/20(木)必着
同センター(昭和区御器所通)
☎842-4691 FAX842-4894

日程

日程

受付
問合

料金

対象

無料
デジタル活用に関する講習会

①10/21(金)②10/24(月)③
10/26(水)〈スマホの基礎など〉
午前9:30～11:30〈SNSの利用
方法など〉午後1:30～3:30
①香

か な れ

流コミュニティセンター
(名東区山の手三丁目)②明徳コ
ミュニティセンター(港区小碓
四丁目)③植田南コミュニティ
センター(天白区植田一丁目)
市内在住の方｡先着各10人
10/11(火)午前10:00～電話で
ブライド株式会社
☎080-1389-2090(毎日午前
10:00～午後3:00)
総務局デジタル改革推進課
☎972-2266 FAX972-4113

日時

申込

問合

対象

場所

無料

法の日週間記念行事
眞

ま

鍋
な べ

かをりと考えよう!ネット･SNS
との付き合い方

10/30(日)午後1:00～4:00
①鯱

こ

城
じょう

ホール(中区栄一丁目)
②オンライン
当日先着①250人②950人
総務局総務課
☎972-2104 FAX972-4111
www.aiben.jp

日時

HP

問合
人数

場所

無料

ついに貫通!名古屋中央雨水調整池
工事現場見学会

普段入ることができない工事現場を
見学し､浸水対策などを学ぶ

12/10(土)午前9:30～10:30･
午 前 1 0 : 4 5 ～ 1 1 : 4 5 ･ 午 後
0:45～1:45･午後2:00～3:00･
午後3:15～4:15
同所(中川区山王一丁目)
市内在住か在勤(学)で小学生以
上の方(小学生は保護者同伴)｡
抽選で各10人
ホームページか往復はがき(1通
5人まで｡午前､午後の希望･年
齢も記入)で上下水道局工務課
☎972-3652 FAX972-3678
10/21(金)消印有効
www.water.city.nagoya.jp

日時

受付
HP

申込

場所
対象

無料
まちづくりスキルアップ講座｢まち･
組織を変える～変革の極意～｣

組織や地域を｢変える｣スキルを楽し
く学ぶ

11/13(日)午前10:00～午後
4:00
名古屋都市センター(中区金山
町一丁目)
抽選で30人
10/28(金)まで
ホームページ
同センター
☎678-2214(月曜日休み)
FAX678-2209
nup.or.jp/nui/

日時

受付

HP

案内
問合

場所

人数

無料

靴の講演会｢眠っている靴を増や
さないために｣

オーダーメイドシューズ職人による
講演｡自分でできる靴のフィッティ
ングチェックの紹介や靴職人による
製作実演もあり

11/1(火)午後6:15～8:00
なごのキャンパス(西区那古野
二丁目)
抽選で30人　　10/25(火)まで
　  区役所情報コーナー
経済局労働企画室
☎972-3145 FAX972-4129

日時
場所

人数 受付

問合
案内配布

無料

今ナゴヤで起きていることを
“自分ごと”として考える講座

地域福祉の現状や取り組みを学ぶ
11/14(月)･22(火)･25（金）･
12/14(水)午後1:00～3:30
市総合社会福祉会館(北区清水
四丁目)
抽選で各25人　　　　500円
11/2(水)まで
市社会福祉協議会
☎911-3180 FAX917-0702
(健康福祉局地域ケア推進課
☎972-2548 FAX955-3367)

日時

受付
問合

料金人数

場所

鯱
こ

城
じょう

学園楽
ら く と う か ん

陶館 陶芸教室
①陶芸体験教室

11/18(金)午前10:00～正午
②高齢者陶芸教室研究コース

12/1(木)～来年3/9(木)の木
曜日(12/29･1/5･2/23を
除く)の全12回､午前9:30～
11:30･午後1:00～3:00

市内在住の①50歳以上で陶芸
初心者②60歳以上で陶芸経験
者｡抽選で①30人②各30人
①2,250円②24,000円(別途材
料費必要)
往復はがき(年齢②は希望時間
も記入)で同館
(〒465-0051名東区社が丘三
丁目1206)☎･FAX701-7211
10/31(月)消印有効

日時

日時

受付

申込

料金

対象

再犯防止講演会 「一人ひとりに寄
り添う立ち直り支援」

犯罪や非行をした人への立ち直り支
援についての講演｡後日オンライン
配信あり

11/23(水･祝)午後2:00～4:30
鯱城ホール(中区栄一丁目)
作家の山

や ま も と

本譲
じ ょ う じ

司さんほか
300人程度
10/17(月)午前9:00～11/11(金)
ホームページ・はがき･ファクス
でスポーツ市民局地域安全推進
課☎972-3124
FAX972-4823

日時
場所

人数
講師

申込

無料

市バス運転士(大型第二種免許未取
得者)

11/19(土)
令和6年4月
昭和57年4月2日
以降生まれで､大
型第二種免許の受
験資格がある方(視力などの要
件あり)｡採用者には大型第二種
免許取得費用助成あり｡選考で
5人
10/30(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

なごや子ども応援委員会の①スクー
ルカウンセラー②スクールソー
シャルワーカー(一般任期付職員)

子どもたちと関わりながら､問題の
未然防止･早期発見や支援を行う

令和5年4月～令和6年3月
市立中学校など
①臨床心理士･公認心理師など②
社会福祉士･精神保健福祉士な
ど｡選考で①10人程度②若干人
10/25(火)必着
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･図書館
教育委員会子ども応援室
☎950-7161 FAX950-7164

受付

問合

期間
勤務
対象

要項
配布

公衆衛生セミナー｢感染症の流行
をつかもう｣

Y
ユ ー チ ュ ー ブ

outubeで配信
10/28 (金)午後
4:00～4:30
不要
衛生研究所
☎737-3712
FAX736-1102

日時

問合
申込

無料

↑Youtube
はこちら

ナゴヤ･シティ･カレッジ
政治や選挙への関心を高める市民講座
①政治の現

い ま

在を考える-世界､日本-
11/5(土)午後2:00～3:30

②EU離脱とイギリス政治
11/26(土)午後2:00～3:30

愛知学院大学名城公園キャンパ
ス(北区名城三丁目)
市内在住か在勤(学)の方｡抽選
で各100人
10/21(金)必着
市ウェブサイト･区選挙管理委
員会･市選挙管理委員会
☎972-3316 FAX972-4180

日時

日時

受付

対象

場所

無料

案内
配布

市科学館 ものづくりボランティア
養成講座

子どもへの工作など
の指導法を学ぶ｡修了
後､同ボランティアに
登録可

12/3(土)･17(土)･来年1/7(土)･
14(土)･28(土)･2/4(土)午前
10:00～正午･来年1/21(土)午
後2:00～4:00の全7回
12/3(土)時点で18歳以上の方
(高校生を除く)｡抽選で16人
往復はがき(ふりがな･年齢も記
入)で同館(〒460-0008中区栄
二丁目17-1)☎201-4486(月曜･
第3金曜日休み) FAX203-0788
11/4(金)必着

日時

受付

申込

対象

無料

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？

募集枠や申込方法など、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！

職員などの募集

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8 く ら し の ガ イ ド
⓯



●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９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１０月１日●部数／１，１２０，５３０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。
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都市計画の変更
①都市計画用途地域･特別用途地区･
高度地区･防火地域および準防火地
域･風致地区･公園(東山公園)･緑地
(相生山緑地)の変更②都市計画道路
(八事天白渓線)の変更

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
縦覧･問合

不用品回収業者とのトラブルに
ご注意ください

不用品回収業者に頼むと見積もりよ
り高額請求されるトラブルが報告さ
れています｡あなたの出した不用品
が不法投棄されたり環境汚染の原
因になるおそれもあります｡ごみを
廃棄する際は､市のルールを守りま
しょう｡

環境局廃棄物指導課
☎972-2683 FAX972-4132

問合

違法な民泊サービスについての
情報をお寄せください!

いわゆる｢民泊サービス｣を行う場合
は届け出や許可が必要です｡違法な
民泊サービスが疑われる施設などの
情報がありましたら､次の保健セン
ターへご連絡ください｡
★千種保健センター(千種･昭和･瑞

穂･名東区)…☎753-1921
★中村保健センター(西･中村･熱田･

中川区)…☎481-2285
★中保健センター(東･北･中･守山

区)…☎265-2266
★南保健センター(港･南･緑･天白

区)…☎614-2885
市保健所環境薬務課(健康福祉局
内)☎972-2643 FAX972-4153

問合

10月は骨髄バンク推進月間
骨髄バンクドナー登録にご協力を! 

骨髄移植･末
まっしょう

梢血幹細胞移植を希望
する方が移植を受けられるよう､ご
協力をお願いします｡

18～54歳で体重が男性45kg
以上･女性40kg以上の健康な方
献血ルームなど
健康福祉局環境薬務課
☎972-2651 FAX972-4153

対象

場所
問合

なごやか市民債の発行
10/14(金)～28(金)｡売り切れ
次第終了｡利率は10/13(木)に
決定
三菱UFJ銀行､証券会社(野村､
大和､みずほ､東海東京､三菱
UFJモルガン･スタンレー､岡
三､東洋､安藤､SBI､丸三､岩井
コスモ)
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･取扱金融機関
財政局資金課
☎972-2309 FAX972-4107

期間

場所

問合

案内
配布

ボランティアあそびっこの募集
友達との関わりが苦手な小中学生の
遊び相手として家庭訪問などを行う

1年以上登録可能な18～29歳
(高校生を除く)で11/4(金)·
5(土)の事前研修に参加できる方
電話か直接､西部児童相談所(中
川区小城町)
☎365-3278 FAX365-3281
10/3(月)～28(金)

対象

申込

受付

「名古屋市総合計画2023」
令和3年度の実施状況の公表

市ウェブサイト､区役所など
総務局企画課
☎972-2203 FAX972-4418

閲覧
問合

中小企業向け情報
★ D X ( デ ジ タ ル ト ラ ン ス

フォーメーション)セミナー…
11/7(月)･18(金)午後2:00～
4:30｡先着各50人｡千円

経済局中小企業振興課
☎735-2100 FAX735-2104

問合

10月は臓器移植普及推進月間
～意思表示を一緒に考えよう～

臓器を提供する･移植を受ける｡私た
ちはどちらの立場にもなる可能性が
あります｡家族や大切な人と臓器移
植について話し合いましょう｡Y

イ エ ス

ES
でもN

ノ ー

Oでも､意思表示をすること
が大切です｡
★意思表示をするには…保険証や運

転免許証､マイナンバーカードの
ほか､日本臓器移植ネットワーク
のホームページからも意思表示が
できます｡

★移植医療の希望の光を届けよう!
…中部電力M

ミ ラ イ

IRAI 
T

タ ワ ー

OWERを移植医
療 の シ ン ボ ル カ
ラーの緑色にライ
トアップします。

10/11(火)～
1 6 ( 日 ) 午 後
5:30～10:00

愛知腎臓財団
☎962-6129 FAX962-1089
(健康福祉局保健医療課
☎972-2623 FAX972-4154)

日時

問合

新型コロナウイルス感染症の
影響による離職者など向け
就職面接会

参加企業20社(予定)
10/27(木)午前10:30～午後
0:30･午後1:30～3:30
吹上ホール 第2ファッション展
示場(千種区吹上二丁目)
求職活動中の方(令和4年3月大
学などの卒業者を含む)
不要
県就業促進課☎954-6366
FAX954-6927
(経済局労働企画室
☎972-3145 FAX972-4129)

場所

対象

申込

日時

問合

無料

10月は「なごやっ子」読書月間
市立図書館 10冊貸し出し

通常1人6冊までのと
ころ､10月中は10冊
まで借りられます｡

鶴 舞 中 央 図 書
館☎741-3131(月曜･第3金
曜日、ただし祝休日の場合は
翌平日休み)FAX733-6337

問合

オレンジリボンキャンペーン
i
イ ン

nイオン
児童虐待防止のシン
ボルであるオレンジ
リボンや虐待対応ダ
イヤル☎1

いちはやく

89の普及
のため、啓発グッズ
を配布します。

11/5(土)午前10:00～正午
市内イオン4店舗
子ども青少年局子ども福祉課
☎972-3979 FAX972-4438

日時
場所
問合

市立大学医学部附
ふ

属
ぞ く

みどり市民病院
ロゴマークの募集

来年4月から大学
病院化し､新しく
市立大学医学部附
属みどり市民病院
となる同病院をイ
メージしたロゴマークを募集｡賞金
あり

市内在住･在勤(学)の方
10/31（月）まで
ホームページ
市立大学
☎080-4919-5873 FAX853-0551
www.nagoya -cu .ac . jp/
affiliate/hospital/midori/

受付
対象

問合
案内

HP

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

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

10/16　AIを活用した防犯パトロール支援アプリ
10/23　大人用「おむつ選びの専門家」が誕生しました！
10/30　Hatch Technology Fes.2022
11/6　  きれいな川や海を守る

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

10/17　消防音楽隊
10/24　歩こう！文化のみち
10/31　市美術館「クマのプーさん」展
11/7　  市科学館60周年

HP www.nagoyatv.com/omotenashi/

最新の放送予定
はこちら↓

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

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/ ※ 10/10 の放送は 10/11 の午前 10:16 ごろ～

納付をお忘れなく
個人市民税･県民税 第3期分

納期限は10/31(月)
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｡

名古屋高速　リフレッシュ工事
高速3号大高線 南行 鶴舞南JCT～名古屋南JCT

工事期間中は周辺道路を含め､混雑が予想
されます｡ルート変更の検討や車の利用を
控えていただくなど､ご理解とご協力をお
願いします｡

ホームページ
名古屋高速お客様センター
☎919-3200
FAX919-3166

案内
問合

終日通行止め 10/22(土)午前0：00～11/1(火)午前0：00

↑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8く ら し の ガ イ ド
⓰

⬆
次
の
面
か
ら
区
版
で
す
。（
⓱
～
⓴
面
）
区
版
の
表
紙
は
⓴
面
で
す
。
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