
区分 日程 対象生年月日

３・４
か月児

10／11（火） Ｒ４．６．23～４．７．１

10／25（火） Ｒ４．７．２～４．７．12

11／１（火） Ｒ４．７．13～４．７．20

11／８（火） Ｒ４．７．21～４．７．28

【受付時間】
第１子　　　午後１：00～１：20
第２子以降　午後１：00～２：00

１歳６
か月児

10／19（水） Ｒ３．４．６～３．４．13

10／26（水） Ｒ３．４．14～３．４．24

11／２（水） Ｒ３．４．25～３．５．２

３歳児 10／21（金） R１．10．３～１．10．12

【受付時間】　
偶数日生　午後０：45～１：15
奇数日生　午後１：25～２：00
※�フッ素塗布は中止になる場合があります。
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相談・教室 日程・受付時間 対象・定員（先着順）・内容 申込（予約制）・問合

お口
すくすく
教室

①10／３（月）
②11／７（月）

午後１：15～１：30
（午後２：30終了予定）

３～６カ月児（第１子）と保護者４組
お口の発達について、離乳食の食べさせ方、
栄養のお話

①９／26（月）
②10／31（月）
午前９：00から
電話で

☎753－1975

親子
むし歯予防
教室

10／20（木）
午前９：00～９：30

または
午前９：30～10：00

０歳から就学前の乳幼児と保護者20組
歯科検診・歯科相談・栄養相談、
フッ素塗布（希望者のみ720円）
生活保護世帯のみ減免制度あり（要証明）
※�歯ブラシ・タオル・母子健康手帳持参

☎753－1975

はじめての
歯みがき
教室

10／25（火）
午前９：45～10：00
（午前11：30終了予定）

令和３年11月・12月生まれの第１子と保護
者10組
むし歯予防の話（むし歯菌チェックは休止中）

10／18（火）
午前９：00から
電話で

☎753－1975

赤ちゃん
パクパク
教室

10／28（金）
午前９：50～10：00
（午前11：00終了予定）

令和４年１月・２月生まれの第１子と保護
者８組（参加は１組１回まで）
お口の手入れ、離乳食の話（中期から後期まで）

10／24（月）
午前９：00から
電話で

☎753－1981

離乳食相談
11／１（火）

午後２：50～３：00
または

午後３：20～３：30

離乳食を食べているお子さんとその保護者
各回２組
離乳食に関する相談、見本展示

☎753－1981

もうすぐパパ・
ママになる人の
健康クッキング

教室

11／９（水）
午前９：50～10：00
（午前11：00終了予定）

妊婦とその家族４組
パパとママ、赤ちゃんの食事のお話、調理実
演、見本展示

☎753－1981
11／２（水）締切

　新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、各種教室などが中止・内容変更
となる場合があります。詳しくは、各
担当部署へお問い合わせください。

子育て総合相談窓口（☎757－7033）
　（子育て世代包括支援センター）
月～金曜日（祝休日は除く）
電話＝午前８：45～午後５：15
面接＝午前９：00～午後４：30

母乳相談（☎753－1983）
日時　10／20（木）午後１：10～３：10（予約制）

相談・検査 日程・受付時間・対象・定員・内容
など 申込・問合

こころの
健康相談日

毎週金曜日（第３金曜日は除く）
午後１：30～２：30
不眠など心の健康に関する相談 予約制

☎753－1981
うつ病
家族相談

第３金曜日　午後１：30～２：30
うつ病の方を抱えた家族の相談

夜間
HIV検査

第２金曜日　
午後６：00～７：00
定員　20人（先着順）

無料、匿名、
証明書の
発行なし
※�陰性結果は
当日判明

ウェブサイト
による予約制
「名古屋市
HIV」
で検索

☎753－1982

昼間
HIV検査 毎週月曜日　

午前９：30～10：15
定員　15人（先着順）梅毒検査

※いずれの相談・検査も祝休日は除く
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千種つるかめセミナー　つるクラス　
　　フレイル講演会　運動編（予約制）　
日時　11／８（火）午後１：30～３：30　
受付　午後１：00～１：30　
場所　�千種文化小劇場
対象　区内在住で65歳以上の方　
定員　60人（先着順）
内容　保健講話　保健センター保健師
　　　運動講話・実技　健康運動企画センター　所長
　　　　　　　　　　　植屋節子さん
持物　�筆記具、飲み物、マスク、運動しやすい服装、靴
申込　10／12（水）午前９：00から電話または窓口で
問合　感染症対策等担当（☎753－1982）

ふたご・みつごの会（予約制）
　多胎児の育児をしている保護者のみな
さん！集まって交流・情報交換し、悩み
や心配事を解消しましょう。
日時　11／14（月）午前10：00～11：00
受付　午前９：45～10：00
対象　�区内在住で多胎児を妊娠中の方、

３歳未満の多胎の乳幼児を育てる
保護者（保護者のみの参加も可）

定員　４組（先着順）
内容　多胎児の子育ての情報交換・交流会
申込　10／24（月）午前９：00から電話で
問合　保健看護担当（☎753－1983）

歯ッピースマイル教室（予約制）　
日時　10／31（月）午前９：45～11：00　
受付　午前９：30～９：45
対象　区内在住の１歳７か月児～３歳児と保護者
定員　10組（先着順）　　　　　　　
内容　むし歯予防のお話し、よくかめるお口の育て方
持物　�タオル、飲み物　
申込　10／11（火）午前９：00から電話または窓口で
問合　感染症対策等担当（☎753－1982）

感染症対策等担当 ☎753-1982

保健感染症係 ☎753-1975

救急医療情報センター
千種区休日急病診療所（内科・小児科）
　今池五丁目4-15
北歯科保健医療センター
　北区平手町1-1(クオリティライフ21城北内)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　☎263-1133
・・・・・・・・・・・・・　☎733-1191

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　☎915-8844

〒464-0841 覚王山通8-37
保健センター　☎753-1951

●場所指定のないものは保健センターで実施します。
●駐車場に限りがありますので、
　公共交通機関をご利用ください。
●費用の記載の無いものは
　無料です。

本市が実施するがん検診などで、

右の①～⑥の方は無料です。

当日証明するものをご持参ください。

①70歳以上
②生活保護世帯
③市民税非課税世帯

④市医療費助成制度受給者
⑤市福祉給付金受給者
⑥中国残留邦人等支援給付受給者

センターだより

救急医療情報センター
千種区休日急病診療所（内科・小児科）
　今池五丁目4-15
北歯科保健医療センター
　北区平手町1-1(クオリティライフ21城北内)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　☎263-1133
・・・・・・・・・・・・・　☎733-1191

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　☎915-8844

〒464-0841 覚王山通8-37
保健センター　☎753-1951

●場所指定のないものは保健センターで実施します。
●駐車場に限りがありますので、
　公共交通機関をご利用ください。
●費用の記載の無いものは
　無料です。

センターだより

本市が実施するがん検診などで、次の①～⑥の方は
無料です。当日証明するものをご持参ください。

※詳しくはお問い合わせください。

※詳しくは

お問い合わせ

ください。

救急医療情報センター
千種区休日急病診療所（内科・小児科）
　今池五丁目4-15
北歯科保健医療センター
　北区平手町1-1(クオリティライフ21城北内)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　☎263-1133
・・・・・・・・・・・・・　☎733-1191

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　☎915-8844

〒464-0841 覚王山通8-37保健センター ☎753-1951

●場所指定のないものは保健センターで実施します。
●駐車場に限りがありますので、
　公共交通機関をご利用ください。
●費用の記載の無いものは無料です。

本市が実施するがん検診などで、右の①～⑥の方は

無料です。当日証明するものをご持参ください。

①70歳以上
②生活保護世帯
③市民税非課税世帯

④市医療費助成制度受給者
⑤市福祉給付金受給者
⑥中国残留邦人等支援給付受給者

①70歳以上
②生活保護世帯
③市民税非課税世帯

④市医療費助成制度受給者
⑤市福祉給付金受給者
⑥中国残留邦人等支援給付受給者

センターだより

※詳しくは

お問い合わせ

ください。

　市内指定医療機関で実施しています。接種
の際は、医師によく相談しましょう。

各種予防接種

ママロコモ予防教室
　「ママのためのビューティー講座」（予約制）
　いつまでも元気なママでいるためには、今から
運動機能を維持していくことが重要です。赤ちゃ
んと一緒に体操をしながら、ご自身の体のケアを
しませんか？
日時　�11／８（火）、12／13（火）の２日間１コース
　　　いずれも午前10：00～11：00　
受付　午前９：45～10：00
対象　�区内在住で６カ月以上１歳未満の第１子の
　　　乳児と母親
定員　５組（先着順）
内容　１日目：ロコモ度チェック・保健師講話
　　　２日目：歯科衛生士講話、管理栄養士講話
　　　両日共通：ママと子のエクササイズ
申込　10／17（月）午前９：00から電話または窓口で
問合　感染症対策等担当（☎753－1982）

千種つるかめセミナー　かめクラス
　　かめクッキング11月（予約制）　
日時　11／15（火）午後１：10～３：30　
受付　午後１：00～１：10　
対象　区内在住で65歳以上の方　
定員　４人（先着順）
内容　かめるお口でしっかり食べよう（講話、調理実習）
持物　�筆記具、飲み物、マスク、エプロン、三角巾、タオル
申込　10／14（金）午前９：00から電話または窓口で
問合　感染症対策等担当（☎753－1982）

10千 種 区 4 ⓱

講座名 日時 対象・定員 費用 締切

①〈親学関連講座〉集まれ！２歳児なかよし教室～親子で楽しく友達づくり～
１／17～２／21の火曜日（全５回）
午前10：00～11：30

２歳児と
保護者10組 1,800円

12／８
（木）

② 書道で始める生涯学習！～書を楽しむ～
１／18～２／22の水曜日（全５回）

午前10：00～正午 一般20人 3,000円

③【託児付】〈女性セミナー〉地域で輝く、私の可能性～自信をもって一歩を踏み出す～
１／19～３／16の木曜日（全７回）

午前10：00～正午 女性20人 無料

令和４年度　千種生涯学習センター　後期主催講座一覧令和４年度　千種生涯学習センター　後期主催講座一覧

①対象：１／17時点で満２歳のお子さん
③託児対象：１／19時点で満２歳以上の未就学児　定員５人　費用420円
　申込時に「託児希望」、お子さんの氏名（ふりがな）、年齢、生年月日を記入
対象　市内在住・在勤・在学の方
申込　本紙８面を参照し、電子申請サービスまたは往復はがきで当センターへ
　　　※１講座につき１人１通のみ有効※定員超過の場合は抽選、抽選結果はメールまたは返信はがきで通知
問合　�千種生涯学習センター　〒464－0072　振甫町３－34　☎722－9666

会場　生涯学習センター　
対象　15歳以上（中学生を除く）
　　　※定員超過の場合は抽選
　　　※申込者が10人未満の場合は原則開講なし
▶①～④ともに
申込　11／７（月）までに本紙８面を参照し、電子申請サ
　　　ービスまたは往復はがきで下記問い合わせ先へ
問合　�生涯学習相談コーナー「なごやか市民教室」事務局
　　　〒460－0015　中区大井町７－25
　　　イーブルなごや内　☎321－1579

①実家の相続で子世代が後悔しない秘訣を学ぶ
日時　２／７～21の火曜日（全３回）
　　　午後２：00～４：00　
定員　15人　費用　1,500円
②はじめての「ドールハウス」
日時　１／20～２／17の金曜日（全５回）
　　　午前10：00～正午　
定員　20人　費用　4,500円
③読み語る朗読♡人生は美しい
日時　１／16～２／20の月曜日（全５回）
　　　午後２：00～４：00　
定員　20人　費用　3,500円
④親子でリズムジャンプ
日時　２／25～３／11の土曜日（全３回）
　　　午後２：00～３：30　
定員　10人　費用　2,500円

第47回ちくさ生涯学習まつり
グループ発表
日時　10／22（土）・23（日）午前10：00～午後１：00
「チョットだけちくさ生涯学習まつり」（展示）
期間　10月～12月　場所　生涯学習センターロビー
※感染防止対策上、模擬店・バザーはありません

なごやか市民教室
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日曜開庁

※取り扱い業務など、
　詳しくは担当各課へ

午前８:45～正午
10/２、11/６

（令和４年９月１日現在）
世帯数
人口

世帯
人

区の人口と世帯数

87,692
165,025

法律相談（予約制）
日時　10／11・25、11／８（いずれも火曜日）
　　　午後１：00～４：00
定員　16人（相談は１人20分以内）
申込　�市公式ウェブサイトまたは
　　　名古屋おしえてダイヤル（☎953－7584）
　　　※各相談日の１週間前から先着順受付

秋の生活安全市民運動（10／11～20）
　自動車の盗難に注意しましょう。被害を防
ぐため、純正のセキュリティのみに頼らず、ハ
ンドル固定装置やタイヤロックなど、複数の防
犯装置を組み合わせて防犯性を高めましょう。
問合　地域力推進室（☎753－1821・℻753－1924）

秋の安全なまちづくり県民運動（10／11～20）
　犯罪被害に遭わないように、できることか
ら防犯対策を実践してください。
○特殊詐欺被害の防止
・他人にキャッシュカードを渡さない！
・ATM＋還付金＝「詐欺」！
・特殊詐欺被害防止には迷惑電話
　防止機能付き電話機が効果的！
○侵入盗被害の防止
・外出時、就寝時は必ずカギかけ！
・補助錠で窓を「ツーロック」！
・シャッター、雨戸、センターライトなどを活用！
・不審者（車）を見たら、すぐに110番！

悪質な訪問販売にご注意を
　上下水道局では、お客さまからの依頼なし
に訪問し、有料でメータや水道管などの点
検・清掃・修理などをすることはありません。
　また、浄水器や水の使用量を抑える器具な
どの販売も行っていません。
　職員は職員証を携帯していますので、不審
な点がありましたら、職員証の提示を求める
か、お客さま受付センターまたは営業セン
ターまでお問い合わせください。

②区民総合美術展
日時　10／21（金）・22（土）
　　　午前10：00～午後４：00
場所　区役所講堂（２階）

交通指導員を募集します（令和５年１月採用）
　10／18（火）までに下記問い合わせ先へ、電
話連絡の上、受験申込書を持参してくださ
い。詳細はお問い合わせください。
問合　地域力推進室（☎753－1821・℻753－1924）

発火性危険物の出し方
�　対象品目は『スプレー缶類・カセット式ガ
スボンベ、使い捨てライター、加熱式たばこ
電子たばこ』などです。出す際の注意点は３
つあります。
①�スプレー缶類は中身を完全に使い切って穴
をあけずに出す

②�「資源用指定袋」か
　「透明または中身の
　見える半透明の袋」に
　入れる
③�可燃ごみの収集日に、
　可燃ごみと別にして（少し離して）出す

可燃ごみ袋から少し離して出してください！

地域のため活躍してみませんか？
　名古屋市消防団員募集　
　消防団では、男女を問わず学生・会社員・
自営業など様々な職種、年齢の方が地域を守
るため活躍しています。あなたも消防団員と
して活躍してみませんか？
入団要件　�
○年齢18歳以上65歳以下の方
○区内にお住まいの方
　（在勤、在学でも可）
活動内容　�
○防火・防災意識の啓発、知識・技術の普及
○火災や地震、風水害時の防災・減災活動
問合　千種消防署または各消防団へ

もったいないを家庭から
　～編む／織る／染める／～手あみの基礎学べます
日時　10／19（水）、11／２（水）（２回連続）
　　　午後１：30～３：00
場所　千種生涯学習センター
対象・定員　大学生、大人どなたでも�６人
内容　�古糸・古布など身の回りのモノを活用

したかんたんリフォーム
費用　1,000円（２回分）
申込　�氏名、連絡先住所、メールアドレス、持参品

（１～２点）、会場を記載の上、往復はがき・
ＳＭＳ・電子メールで下記問い合わせ先へ。

問合　�手あみ生涯学習ぐるーぷ（多崎）
　　　〒463－0027　守山区弁天が丘909
　　　☎090－9123－7485 ：tcpnf602@yahoo.co.jp

【お客さま受付センター】
（☎884－5959・℻872－1296）

（「優良防犯電話」
　情報はこちら）

第５回　ミニ子育て広場
日時　11／15（火）
　　　午前10：00～11：30
場所　千種文化小劇場「ちくさ座」
定員　�親子35組（70人程度）
　　　※申込多数の場合は抽選
内容　�ジャズの生演奏、保育士の出し物、
　　　子育て相談、情報コーナーなど
申込　�10／28（金）までに往復はがきで下記問い合

わせ先へ。（〒464－8644住所記入不要）
問合　民生子ども課（☎753－1873・℻751－3120）

「千種区自然観察会」参加者募集
　平和公園の自然を散策しながら感じてみま
せんか。（自然観察指導員の解説つき）
日時　10／29（土）午前10：00～正午
　　　※雨天決行（荒天中止）
場所　平和公園平和堂周辺
　　　※午前10：00までに平和堂南側階段前広場に集合
対象・定員　どなたでも20人（先着順）
　　　　　　※小学生以下は保護者の同伴必須
申込　�10／14（金）午前10：00から電話またはファク

スにて（ファクスの場合、催し名・住所・
参加者全員の氏名・連絡先を記載）

問合　名東区公害対策室（千種区担当）
　　　（☎778－3109・℻778－3110）

2022年度市民講座
日時　12／15（木）�午後１：30～３：00
場所　千種文化小劇場「ちくさ座」
定員　�100人
内容　�①高齢者とくすり②認知症の人への支

援制度とサービス（名古屋市の施策）
講師　�①薬剤師古田由美子②名古屋市認知症

相談支援センター所長山口喜樹（敬称略）
申込　�10／31（月）までにウェブサイト、郵送、

または電子メールにて（本紙８面参照）�
【郵送】�〒464－0025　桜が丘11－１ソフィアビル１階

千種区東部いきいき支援センター市民講座係
【メール】chikusakuishikai@gmail.com
【WEB】https：／／www.chikusakurenkei.jp／
主催　�認知症地域連携の会、地域包括ケア推

進会議ほか
問合　福祉課（☎753－1839・℻751－3120）

第45回老人クラブ趣味の作品展
日時　10／24（月）午後１：00～３：30
　　　　 25（火）午前10：00～午後３：30
　　　　 26（水）午前10：00～午後３：00
場所　区役所講堂（２階）
内容　絵画・書・写真・工芸・手芸などの展示
問合　千種区老人クラブ連合会事務局（☎753－1942）
千種区障がい福祉フェスタ2022

日時　10／29（土）午後１：00～４：00
　　　（午後０：30開場）
場所　区役所講堂（２階）
内容　�手形・足形アート展示、授産製品の
　　　販売、抽選会、バルーンパフォーマンス
主催　千種区障害者自立支援連絡協議会
問合　千種区障害者基幹相談支援センター　
　　　（☎753－3567・℻753－3568）
※車いすなどの配慮が必要な方は事前にご連絡ください。
明るい選挙千種区推進のつどい

　�【これからの、よのなかの話をしよう！
　―NPOの8年間の活動を通して―】
日時　11／１（火）午後４：00～５：00（予定）
　　　（午後３：30開場）
場所　区役所講堂（２階）※事前申込必要
講師　�越智大貴さん（総務省主権者アドバイ

ザー・NEXT　CONEXION理事）
申込　区ウェブサイトをご覧ください。
主催　明るい選挙千種区推進協議会
問合　選挙管理委員会（☎753－1816・℻753－1818）

（区内の学童保育所
及び児童クラブ一覧）

留守家庭児童育成会（学童保育所）の個別説
明会について
　共働きなどで、学校から帰宅しても保護者
が留守の小学生のために、留守家庭児童育成
会（学童保育所）や留守家庭児童クラブがあり
ます。
　入所にかかる個別説明会に
ついては各学童保育所に直接
お問い合わせください。
問合　民生子ども課（☎753－1873・℻751－3120）

③レディースバドミントン大会
日時　11／25（金）午前９：30から
場所　生涯学習センター体育室
費用　１組1,000円
申込　�10／28（金）まで※詳しくは下記問い合

わせ先または区ウェブサイトにて
④第９回区民グラウンド・ゴルフ大会

日時　11／27（日）午前９：00から
　　　※小雨決行、予備日12／４（日）
場所　県立名古屋聾学校グラウンド
参加資格　区内在住で小学１年生以上の方
部門　一般の部・小学生の部
定員　256人（先着順）
費用　500円（小学生の部は参加無料）
申込　�10／21（金）までに費用を添えて下記問

い合わせ先へ。

▶①～⑥ともに
問合　地域力推進室（☎753－1825・℻753－1924）

⑤千種区小学生ドッジボール大会
日時　12／３（土）午前９：30（ジュニアの部）
　　　　　　　 午後１：30（オフィシャルの部）
場所　昭和スポーツセンター第一競技場
対象　�区内在住または区内チーム在籍の小学

生で編成するチームで、ジュニアは８
人制、オフィシャルは12人制

　　　※詳細は区ウェブサイトにて
費用　１チーム3,000円
　　　（保険料含む、原則返金不可）
申込　�11／10（木）までに費用を添え
　　　て下記問い合わせ先へ。

①「秋のいけばな展」開催のお知らせ
日時　10／15（土）・16（日）
　　　午前10：00～午後４：00
場所　区役所講堂（２階）

⑥区民親善卓球大会中止のお知らせ
　11／13（日）に開催を予定していた、区民親
善卓球大会は、新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため中止となりました。

＜イベント・催し物＞※新型コロナウイルス感染症の影響により、事業が変更・中止となる場合があります。

（区民総合美術展）

（レディース
バドミントン）

（千種区消防団
ウェブサイト）

（小学生ドッジ
ボール大会）

（ミニ子育て広場）
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
事業が中止や変更になる場合があります。
詳しくは、各施設へお問い合わせください。

対象　いずれも中学生以上
持物　�①②③室内シューズ、
　　　④⑤ヨガマット（お持ちの方のみ）
費用　①～⑤各330円
申込　①～⑤ともに開始30分前から先着順

教室名 日程 定員

①ソフトエアロビクス 10／17・24、11／７の月曜日
①午前９：30～10：30
②午前10：45～11：45

各
40人②エアロビクス

③仕事帰りにエアロⅡ 10／11・18、11／１・８の火曜日
午後７：30～８：30 40人

④創美ヨガⅡＡ 10／12・26、11／２・９の水曜日
④午後６：45～７：45
　⑤午後８：00～９：00

各
30人⑤創美ヨガⅡＢ

日時 場所

10月

12 水 午前 千代田橋小学校（西通用門）

18 火 午前 千種小学校（東通用門）

25 火 午後 茶屋ケ坂公園（公園北東角）

11月

４ 金 午前 高牟神社（南鳥居の横）

９ 水 午後 覚王山日泰寺

10 木 午前 春岡二丁目（天理教名京大教会内）

ちくちく手づくりの会
日時　11／17（木）午前９：45～11：45
場所　千種スポーツセンター第一会議室
対象・定員　一般10人（子どもの入室不可）
内容　�小さいお子さんのための手づくりおも

ちゃ「つやつやサンタさん」
費用　500円程度（実費）
持物　鉛筆、はさみ、針、もめん糸（白・黒）
申込　�11／４（金）午前９：30から電話にて先着順
　　　電話：741－3131（鶴舞中央図書館）

おはなし会（定員制）
●�こぐまちゃんの会（乳幼児向け）
日時　10／27（木）午前11：00～11：30
場所　千種スポーツセンター第一会議室
対象・定員　乳幼児と保護者６組
申込　�10／26（水）午前９：30から電話にて（先着順）
　　　電話：741－3131（鶴舞中央図書館）

11月上旬頃までの間、休館中です。行事は会
場を変更して行いますので、ご注意ください。

認知症の人を介護する家族支援事業

おやこのふれあいあそび
日時　11／16（水）午前10：00～11：00
対象・定員　３～10カ月の乳児と保護者６組
内容　�ママの交流会・ベビーマッサージ・手

遊びうた。エリア支援保育士による子
育て情報提供もあります。

申込　�11／２（水）午前10：30から先着順
　　　（電話可）※初めての方優先

ハロウィンランド
日時　10／23（日）①午前10：00～10：45
　　　　　　　 ②午前11：00～11：45
対象・定員　�２歳以上の幼児と保護者、
　　　　　　小中高生　各回30組程度
内容　ゲームコーナーなど
申込　�10／12（水）午前10：30から先着順
　　　（電話可）
ベビーマッサージ

日時　11／12（土）①�午前10：00～10：45
　　　　　　　 ②午前11：00～11：45
対象・定員　�３～10カ月の乳児と保護者
　　　　　　各回６組
申込　�10／29（土）午前10：30から先着順
　　　（電話可）

事業名／会場 東部いきいき
支援センター

西部いきいき
支援センター

家族教室 　10／20（木）
午後１：30～３：30

10／18（火）★
午後１：30～３：30

家族サロン 　10／19（水）
午後１：30～３：30

10／17（月）
午後１：30～３：30

もの忘れ相談
医による個別
専門相談

　10／18（火）
午後２：00～３：30

10／28（金）
午後２：00～３：30

定員３人 定員３人

認知症サポー
ター養成講座

10／12（水）
午後２：00～３：30

※申し込みはご都合のよいセンターへ
★MOBILITY　GATE　吹上（千種三丁目５－７）で開催

�赤い羽根共同募金がはじまります！
　10／１（土）から12／31（土）の期間、
「赤い羽根共同募金運動」を実施します。募金
は、地域での様々な福祉活動に役立てられま
す。ご理解とご協力をお願いします。
募金受付・問合　千種区共同募金委員会（☎763－1531）
�寝具クリーニングサービス事業

実施期間　11／７（月）～18（金）
対象　�区内在住の65歳以上かつ布団干しが困

難な①～③のいずれかに該当する方
　　　�①ひとり暮らしの方②高齢者のみ世帯

の方③寝たきりの方
対象寝具　�本人使用の掛布団・敷布団・毛布

を合計３枚まで（布団は２枚まで）
定員　200人（申し込み多数の場合は抽選）
費用　1,000円
※生活保護世帯や毛布１枚だけの場合は無料
※羽毛布団は１枚につき500円の追加料金
申込　�10／20（木）まで

マルチルーム教室のご案内

教室名 日程（いずれも祝日除く） 定員

①早起き健幸ストレッチ 10／12～12／21の水曜日
①午前９：30～10：00
②午前11：15～正午　

各
10人②ZUMBAズンバ

③体幹ウエスト
　シェイプアップ

10／13～12／22の木曜日
午後２：15～３：00 10人

④ダンベルエクササイズ 10／14～12／16の金曜日
　午後１：30～２：15 ７人

費用　①1,100円②5,770円③④4,400円

ワークショップ「Xmasリースをつくろう！」
日時　11／23（水・祝）午後１：30～３：30
場所　聴松閣多目的室
定員　10人
費用　500円（別途入館料が必要）
講師　杉江寿美さん（フラワーハウス・アンドゥドゥ）
申込　11／15（火）までに、はがきにて（抽選）
　　　〒464－0057　法王町２－５－17

※展示会、講習会ともに別途入園料が必要

事業名 期間
ボタニカルアート
はなびら作品展 10／12（水）～23（日）

秋の山野草と
カンアオイ展 10／25（火）～30（日）

フラワーデザイン
作品展 11／１（火）～６（日）

時間 午前９：00～午後４：45
（最終日は午後４：00）※休園日は除く

場所 植物園植物会館展示室

展示会

事業名 日時

①秋の山草を使った
苔玉づくり

11／13（日）
午前10：00～正午

②プリザーブドフラワーでつくる
「願いを込めたクリスマス飾り」

11／19（土）
午後１：30～３：30

定員 ①②ともに30人

費用 ①2,000円②2,500円

申込
①②ともに本紙８面を参照し、電子申請サー
ビスまたは往復はがきで当園へ。10／20（木）消
印有効（〒464－0804　東山元町３－70）

講習会

⑤昭和の散歩道
日時　11／15（火）午後１：30～２：30　
定員　13人
申込　�10／18（火）から電話または窓口にて（先着順）

②音楽療法（マインドフルネス）
日時　10／31（月）午後１：30～３：00
定員　20人
申込　10／13（木）から電話または窓口にて（先着順）

▶①～⑤ともに　福祉会館の利用証が必要
対象　市内在住で60歳以上の方
※申し込みは午前８：45～午後５：00の間

①アロマミスト作り
日時　10／29（土）午後１：30～３：00
定員　20人
共催　なごや福祉用具プラザ
申込　�10／12（水）から電話または窓口にて（先着順）

③養生気功
日時　11／４・11・18・25
　　　（いずれも金曜日）午後１：30～３：00
定員　各日17人（いずれか１日を選択）　
申込　�10／20（木）から電話または窓口にて（先

着順）※初日午前中は電話のみ受付
④フレイル予防体操

日時　11／18（金）午前10：00～11：00
定員　14人
内容　体操、お口の体操、フレイルチェックなど
申込　10／26（水）から電話または窓口にて（先着順）

令和４年度計量器（はかり）の定期検査
　取引・証明にはかりを使用している事業者
は、２年に１回定期検査を受検する義務があ
ります（計量法第19条）。今年度の定期検査
は、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、例年と異なる時期・会場となる可能性が
あります。最新の情報は市公式
ウェブサイト「はかりの検査日程」
をご確認ください。
問合　経済局産業企画課計量検査係
　　　（☎972－2448・℻972－4136）
行政書士による無料相談

日時　10／17（月）午前９：00～正午
場所　区役所第１会議室（３階）
内容　�相続や遺言、遺産分割協議書の作成な

どに関する相談　※申込不要
問合　愛知県行政書士会中央支部（☎090－2924－7288）
行政相談所

　年金・医療保険・税金・消費者保護・交通
安全など国や特殊法人などの行っている仕事
について、ご相談ください。相談は無料で秘
密は守られます。
日時　10／18（火）午前10：00～正午※申込不要
場所　区役所あじさいひろば（１階）
相談担当者　行政相談委員
問合　中部管区行政評価局（☎972－7415・℻972－7419）
〈事業者の皆さまへ〉消費税のインボイス制
度等説明会のご案内（事前予約制）

　令和５年10月から、インボイス制度が実施
されることに伴い、説明会を開催します。
日時　10／13（木）、11／17（木）、12／１（木）、
　　　１／16（月）
　　　①午前10：30～11：30
　　　②午後２：00～３：30
場所　千種税務署（振甫町３－32）
定員　各回20人程度
内容　①インボイス制度の概要など
　　　②インボイス制度の概要、
　　　　消費税の基本的な仕組みなど
申込　問い合わせ先へ電話で予約
問合　千種税務署（☎721－4181）
　　　☆自動音声案内で「２」を選択
※来場の際は公共交通機関をご利用下さい。

（詳しくはこちら）

▶１人８冊まで借りられます。
　午前10：00～11：00、午後２：00～３：30

（検査日程）
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公
立

民
間

民
間

施設受付上記以外の受付上記以外の受付 要予約

予約不要

予約不要

区役所受付（A～Cグループ） 予約不要

問合 区役所民生子ども課民生子ども係　☎753-1841  FAX751-3120

来年４月から保育施設の利用を希望する方の申し込みが10/17(月)から始まります。
現在利用保留となっている方および転園希望の方も再度申し込みが必要です。

市内在住で、保護者が次のいずれかの理由で保育を必
要とする場合
★就労（家事以外）　  ★出産の前後　★病気
★災害復旧　★就学　★求職活動　
★身体障害・病人などの常時介護　など

●第１希望の施設によって、申込方法が区役所受付（A～
Cグループ）のほか施設受付などがあります。

●グループ分けは右表のとおりです。
●A～Cグループの受付日・場所は下記のとおりです。

●区役所受付の場合は、事前予約は不要です。
●第１希望の施設によって受付日時が異なりますので、

ご注意ください。
●受付日に都合の悪い方は、区役所民生子ども課にて

10/17(月)から随時受け付けます。
●申請書とあわせて必要書類（就労中の方や育児休業な

どから復帰予定の方は就労証明）をご提出ください。
●事前に施設に連絡し、施設を見学していただきます

よう、お願いいたします。

●希望する施設において、事前見学と利用相談を行
い、申請書・発達質問票を受付時にお持ちください。
●希望する施設の受付日が11/9（水）以降の場合は、

申請書・発達質問票を下記締切までに区役所民生子
ども課へご提出ください。

※施設受付の場合は、各施設で事前予約が必要です。
　密を避けるためにもご協力ください。

令和５年４月申し込み分については、名古屋市
電子申請サービスからお申し込みいただけま
す。詳しい利用方法については市ウェブサイ
トをご確認ください。

12/12（月） 窓口申込締切

11/28（月） 電子申込締切

11/8（火）電子・窓口共通締切

受付日時施設名
公
立

民
間

電話番号
東山
内山

きたちくさ
光明

ののかぜ
（認）千草こども園
椙山女学園大学附属

希望ヶ丘
新池

吹上そらいろ
汁谷わかすぎ（注２）

11/ 2（水）午前
11/ 9（水）午前
11/ 1（火）午前
11/１（火）午後

11/ 8（火）午前
11/ 8（火）午後
11/10（木）午前
11/14（月）午前
11/14（月）午後
11/15（火）午後
11/１7（木）午後

７８１-２５１５
７１１-０９９５
７１１-５２０１
７６１-５７５３

７８４-４００８
７２２-２６４８
７６１-５５９０
７５１-５０５０
７８２-５４５５
７３５-５９６０
７２１-３４３４

施設名 電話番号 受入年齢
東山

星ヶ丘
宮根

千代田橋（注1）
どんぐり

新池
希望ヶ丘

千種ピッコロ
千種わかすぎ

猫洞
東山いずみ
星のまち

リ－ゴ京命
本山

ののかぜ
汁谷わかすぎ（注2）
（認）富士見の森

（認）しらほ宮根台
（小）スタ－・キッズ星ヶ丘

（小）岡喜子どもの城 千代田橋

７８１-２５１５
７８１-６２７５
７７３-２８２３
７２３-２７７５
７８２-１２１０
７８２-５４５５
７５１-５０５０
７９９-８３５５
７３９-６６５９
７８２-２６４８
７８１-５６７０
７８１-２１５５
７７５-１５１５
７８４-２６４８
７８４-４００８
７２１-３４３４
７１２-３７３７
７６８-５３１６
７１５-７９３３
７９９-８１３３

６カ月以上
産明け以上
６カ月以上
６ヶ月以上
産明け以上
産明け～２歳
産明け以上
産明け～３歳
産明け以上
産明け以上
産明け以上
産明け以上
６カ月以上
産明け以上
産明け以上
産明け以上
産明け以上
産明け以上
産明け～２歳
産明け～２歳

内山
都

春里
清明山
しんぽ

きたちくさ
千草第二（注2）

（認）千草こども園
（認）天満

（認）ひだまりkids茶屋ヶ坂
（小）ぴよぴよ自由ケ丘

（小）アイン千種
（小）ぽかぽか保育室若水
（小）ニチイキッズ今池保育室

７１１-０９９５
７２１-９９３４
７６２-３８２０
７２５-７２５８
７１９-０１７７
７１１-５２０１
７３７-２６４８

３２５-４７７１

７２２-２６４８
７１１-８２５５
７３９-７５００
７７８-９９０４
７２１-４１５８
７３９-５３３６
７４４-０２３６

６カ月以上
６カ月以上
６カ月以上

産明け～３歳
産明け～２歳
産明け以上
産明け以上

６カ月以上

産明け以上
６カ月以上
産明け以上
産明け～２歳
産明け～２歳
産明け～２歳
産明け～２歳

光明
春岡

春岡夜間
田代

おおしま
かわさき

春風ピッコロ
吹上そらいろ

椙山女学園大学附属
アイグラン保育園穂波町（注4）

（新）ウィズブック保育園池下（注5）
（小）YMCAこひつじ

（小）ウィズブック保育室千種

７６１-５７５３
７３１-８７８８
７３３-９１３１
７６２-２６０２
７５１-００１４
７６４-２５００
７５３-６００８
７３５-５９６０
７６１-５５９０
７３４-３５８５
２２８-０７８７
７５７-５５３０
７４４-１７５５

住   所
橋本町
星ケ丘

宮根台二丁目
千代田橋二丁目

仁座町
新池町

希望ケ丘
宮根台一丁目

汁谷町
猫洞通
園山町

星が丘元町
京命一丁目

朝岡町
平和公園二丁目

汁谷町
富士見台

宮根台一丁目
星が丘山手
新西二丁目

豊年町
豊年町
春里町

清明山一丁目
振甫町

萱場二丁目
上野一丁目

城山新町

下方町
天満通

茶屋が坂一丁目
霞ケ丘

北千種三丁目
若水二丁目
内山二丁目

桐林町
今池南
今池南
山添町
大島町
川崎町

春岡二丁目
千種通
山添町
穂波町

池下一丁目
春岡一丁目
千種一丁目

産明け以上
産明け以上
産明け以上
産明け～２歳
産明け～３歳
産明け以上
産明け～３歳
６カ月以上

産明け～２歳
産明け以上
６カ月以上

産明け～２歳
産明け～２歳

開設時間
午前７：３０～午後７：３０
午前７：３０～午後７：３０
午前７：３０～午後７：3０
午前７：３０～午後７：３０
午前７：１５～午後８：１５
午前７：００～午後７：００
午前７：００～午後７：００
午前７：３０～午後７：３０
午前７：１５～午後７：１５
午前７：００～午後７：００
午前７：３０～午後７：３０
午前７：００～午後７：００
午前７：３０～午後７：３０
午前７：００～午後７：００
午前７：１５～午後７：１５
午前７：３０～午後７：３０
午前７：１５～午後７：１５
午前７：１５～午後７：１５
午前７：３０～午後６：３０
午前７：３０～午後６：３０
午前７：３０～午後７：３０
午前７：３０～午後７：３０
午前７：３０～午後７：３０
午前７：１５～午後８：１５
午前７：３０～午後７：３０
午前７：３０～午後８：３０
午前７：００～午後７：００

午前７：３０～午後７：３０

午前７：００～午後７：００
午前９：００～午後５：００
午前７：００～午後７：００
午前７：３０～午後６：３０
午前７：３０～午後６：３０
午前７：３０～午後６：３０
午前７：３０～午後６：３０
午前７：１５～午後７：１５
午前７：４５～午後７：４５
午前１１：００～翌午前１：００
午前７：１５～午後９：１５
午前７：１５～午後７：１５
午前７：００～午後７：００
午前７：３０～午後７：３０
午前７：１５～午後７：１５
午前７：３０～午後７：３０
午前７：３０～午後７：３０
午前７：３０～午後７：３０
午前７：３０～午後６：３０
午前７：３０～午後６：３０

（新）： 新設園  （認）： 認定こども園  （小）： 小規模保育施設　※受付日時・場所は変更になる場合があります。

保育施設 利用申込 ご案内のの

10/３（月）から第１希望の施設および区役所民生子ど
も課で配布します。ただし、第1希望の施設が「小規模
保育施設・新設園・他の区の施設」の場合は、区役所民生
子ども課で配布します。

他の区の施設
（第一希望）

受付日 受付場所

11/18（金） 第３・４会議室
（区役所３階）

全施設
受付日 受付場所

11/22（火）
11/25（金）
11/30（水）

第３・４会議室
（区役所３階）

申込方法
（区ウェブサイト）

保育園一覧

名古屋市電子申請サービス

（注１）千代田橋保育園は令和6年4月に民間移管予定です。
（注2）汁谷わかすぎ保育園および千草第二保育園は、令和5年4月より受入年齢が6カ月以上から産明け以上に変更となります。
（注3）ALL4KIDSナーサリースクール覚王山は令和5年4月に開所予定です。詳細は☎325-4771社会福祉法人ウィズまでお問い

合わせください。
（注4）アイグラン保育園穂波町は令和５年4月より、あい保育園穂波町から名称変更します。
（注5）ウィズブック保育園池下は令和5年4月に開所予定です。詳細は☎228-0787㈱アイ・エス・シーまでお問い合わせください。

必要書類の不足や不備があった場合、追加の書類提出や記載内容の修正が必要になる場合がござい
ます。日にちに余裕を持ってお申し込みいただきますよう、ご協力お願いいたします。

受付時間 午前 9：30～正午
午後 1：30～4：00

令和
５年度

利用資格利用資格

申請書の配布申請書の配布

申込方法申込方法

発達の遅れ（集団保育が可能な程度）がみられる場合や、
医療的配慮を必要とする場合の申し込み

●施設受付の所在地・受入年齢・開設時間は区役所受付に記載の内容をご確認ください。

（新）ALL4KIDSナーサリー
スクール覚王山（注3）

受付時間 午前 9：30～正午
午後 1：30～4：00

公
立

民
間

受付日グループ 受付場所
11/ 7（月）
11/11（金）
11/16（水）

A
B
C

第３・４会議室
（区役所３階）

※光明は受付場所が第３・４会議室（区役所３階）になります。

A

B

C

区ウェブサイト 区Facebook
〒464-8644 覚王山通8-37
TEL762-3111（代表） FAX753-1924

千種区役所地域力推進室
集編

★原則、10/11（火）～11/10（木）の記事を掲載しています。 
★費用の掲載のないものは、無料です。

千
種
区
役
所
は
現
庁
舎
改
築
の
た
め
、
令
和
５
年
１
月
４
日
よ
り
仮
庁
舎
に
移
転
し
ま
す
。


