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◆乳幼児の健康診査（所要時間は２～３時間）
【北保健センター実施分】楠分室を除く学区の方

【楠分室実施分】味鋺・西味鋺・楠・如意・楠西学区の方

☆正確な結果を得るために感染の機会から３カ月を経過してから受けてください。

※感染症予防のため、各教室の人数を制限させていただいておりますので、ご了承ください。

事業名・連絡先 実施日 受付 会場 対象･内容など
楠分室ファミリー教室
（２日間コース）
【予約制】☎902－6501

②10／19（水）
①11／16（水）

午前９：15
　～９：25 楠分室 対象　妊婦（妊娠34週まで）とそのご家族

内容　①助産師の話、沐浴体験など
　　　②管理栄養士・歯科衛生士の話など
持物　母子健康手帳、筆記具、テキスト

ファミリー教室（２日間コース）
【予約制】☎917－6553
申込　10／11（火）午前９：00～

①11／７（月）
②11／14（月）

午後１：00
　～１：30

北保健
センター

母乳相談
【予約制】
北保健センター　☎917－6554
楠分室　☎902－6501

10／26（水） 午前９：15
　～10：30 楠分室 対象　母乳育児や卒乳で困っている方

内容　助産師による相談
持物　母子健康手帳、タオル11／４（金） 午前９：00

　～11：00
北保健
センター

子どものアレルギーと
ぜん息相談
【予約制】☎917－6553

10／11、11／8
（火）

午前９：10
　～９：50

北保健
センター

対象　原則15歳未満で、ぜん息・アトピー
　　　などアレルギーに関して不安の　
　　　ある方とその保護者　8組
内容　専門医・管理栄養士による個別相談

おやこ歯の健康教室
【予約制】☎917－6553 10／13（木） 午前10：00

　～10：45
北保健
センター

対象　１歳～就学前の子とその保護者　40組
内容　歯科検診、歯みがきの話、希望者にフッ素塗布　
　　　（料金720円※生活保護世帯のみ減免制度あり）
持物　母子健康手帳、歯ブラシ、タオル

はじめての歯みがき教室
【予約制】☎917－6553
申込　10／18（火）午前９：00～

10／25（火） 午前９：50
　～10：00

市総合社会福
祉会館６階
トレーニング
ルーム

対象　令和３年8～12月生の子とその保護者　10組
内容　むし歯予防の話、歯のみがき方と実習、個別相談
持物　歯ブラシ（現在使用中のもの）、タオル
　　　母子健康手帳

育児相談
個別相談のみ【予約制】
☎902－6501

10／13、
11／10（木）

午前９：15
　～10：30
個別相談は
午前10：00まで 楠分室

対象　乳幼児とその保護者
内容　育児・栄養・歯科の個別相談、子の
　　　身長・体重測定（計測のみは予約不要）
持物　母子健康手帳

健康なんでも相談
【予約制】☎902－6501

10／13、11／10
（木）

午前９：15
　～10：30

保健師、管理栄養士、歯科衛生士による個
別健康相談

モグカミ離乳食教室
【予約制】☎917－6553
申込　10／17（月）午前９：00～

10／27（木）

①午前10：00
②午前10：30
③午前11：00
④午前11：30

北保健
センター

対象　令和４年１・２月生の子とその保護者
　　　①～④それぞれ２組ずつ
内容　離乳食のデモンストレーション　
　　　と個別相談（試食なし）

こころの健康相談
【予約制】☎917－6572

10／12・26、
11／２・９（水） 午前 心の健康に関する相談

うつ病家族相談
【予約制】☎917－6572 10／19（水） 午前 うつ病に関する悩みを抱える方のご家族

のための相談
ＨＩＶ（エイズ）検査☆
梅毒検査☆
クラミジア検査
☎917－6552

10／27（木） 午後１：30
　～２：30

匿名可　原則無料　定員　10人
（HIV検査結果証明書が必要な方は有料、
　匿名不可）
結果通知は原則１週間後

①１歳６カ月・３歳児健康診査の当日、希望者に
　フッ素塗布を実施。歯ブラシ、タオル持参。
　（料金720円※生活保護世帯のみ減免制度あり）
②実施日の10日前までに通知が届かない方はご連絡ください。
③受付時間を早めて開始する場合があります。
【問合】保健感染症係（☎917－6553）
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　　　　　期間内に8つのコースの中から、
　　　　　各自好きなコースで、クイズをし
　　　　　ながら歩き、楽しむことで、歩くこ
とを習慣にするきっかけにしてみませんか？
歩きながら各コースにまつわるクイズに答
えて、アンケートにご協力いただくと、先着
500名様に参加賞をお渡しします。５コース
以上歩いた方先着100名様には敢闘賞もあ
ります。
この機会にぜひ北区を歩いてめぐってみましょう。
イベント詳細やコースマップの配布先などに
ついては下記問合先まで。
期間　10／３（月）～31（月）
　　　※参加賞の引き換えは
　　　　11／４（金）まで
対象　区内在住の65歳以上の方
【問合】北区東部いきいき支援センター（☎991－5432）
　　　北区西部いきいき支援センター（☎915－7545）
　　　北区西部いきいき支援センター分室（☎902－7232）

北 区 ま る っ と す ま い る 通 信 ⑦北 区 ま る っ と す ま い る 通 信 ⑦
◆「北区いろいろめぐり2022」
　開催します！

実施日　月～金曜日（祝日は除く）
時　間　電話　午前8：45～午後５：15
　　　　面接　午前９：00～午後４：30
場　所　北保健センター保健予防課　
　　　　（⑲番窓口）（☎910－6815＜専用電話＞）

北区子育て総合相談窓口
（子育て世代包括支援センター）

◆各種予防接種は市内の指定医療機関で実施しています
○お子さまの予防接種（定期・任意）
○高齢者肺炎球菌予防接種（定期・任意）
○風しん（定期・任意）○帯状疱疹予防接種（任意）
【問合】感染症対策等担当（☎917－6552）

健診名 実施日 受付 対象者

３（４）カ月児

10／11（火）

午後１：00
　～１：30

Ｒ４．６．２
　　～６．15生

10／25（火） Ｒ４．６．16
　　～６．29生

11／8（火） Ｒ４．６．30
　　～７．13生

１歳
６カ月児 10／26（水）（第２子以降）

午後１：00
　～１：20

（第１子）
午後１：30
　～１：50

Ｒ３．３．31
　　～４．17生

３歳児
10／14（金） Ｒ１．９．１

　　～９．16生

10／28（金） Ｒ１．９．17
　　～10．３生

健診名 実施日 受付 対象者

３（４）カ月児 11／１（火） 午後１：10
　～１：40

Ｒ４．７．１
　　～７．31生

１歳
６カ月児

10／12（水）
（第２子以降）
午後１：10
　～１：30

（第１子）
午後１：30
　～１：50

Ｒ３．３．１
　　～３．31生

11／９（水） Ｒ３．４．１
　　～４．30生

◆おやつサロン～パクパク幼児食教室～（予約制）
日時　10／21（金）午後２：00～３：00
場所　北保健センター　栄養指導室
対象　１歳半～３歳くらいまでの子とその保護者　５組
内容　幼児の食事とおやつの話（試食なし）
持物　（保護者のみ）エプロン・三角巾・手拭きタオル
申込　10／11（火）午前９：00～電話・窓口にて先着順
【問合】保健感染症係（☎917－6553）

◆パクパク幼児食教室（予約制）
日時　10／19（水）午前10：15～11：45（午前10：00～受付）
場所　北保健センター　栄養指導室
対象　令和２年10月～令和３年４月生の子とその保護者　５組
内容　簡単な調理実習と試食
持物　（保護者のみ）エプロン・三角巾・手拭きタオル
申込　10／７（金）午前９：00～電話・窓口にて先着順
【問合】保健感染症係（☎917－6553）

◆口元からのイメージアップ教室（予約制）
日時　10／18（火）午前10：00～11：00（午前９：50～受付）
場所　北保健センター　集団指導室
対象　区内在住の20歳以上の方　10人
申込　電話・窓口にて先着順
【問合】保健感染症係（☎917－6553）
◆やさしい筋トレ講座
日時　11／10（木）午後１：30～３：30（午後１：15～受付）
場所　北区役所２階　講堂
対象　区内在住の20～64歳の方　５人
申込　10／11（火）午前９：00～電話・窓口にて先着順
【問合】感染症対策等担当（☎917－6552）
◆女性のヘルスアップ講座（予約制）
日時　10／20（木）午前10：00～11：30（午前９：40～受付）
場所　市総合社会福祉会館７階　研修室
対象　区内在住の方　10人
内容　①乳がんのお話（約１時間）②乳がんの自己触診法　
　　　（約10分）③マスクの下の表情筋を鍛える（約10分）
講師　�①総合上飯田第一病院副院長・乳腺セ

ンター長　窪田智行氏②北保健センター
保健師③北保健センター　歯科衛生士

申込　電話・窓口にて先着順
【問合】感染症対策等担当（☎917－6552）

◆精神障害者家族のつどい（予約制）
日時　①10／21（金）午後２：00～４：00
　　　②11／18（金）午後２：00～４：00
場所　北保健センター　会議室
対象　精神障害のある方のご家族　20人
内容　①配食サービスについて・交流会
　　　②当事者の話を聞こう・交流会
申込　10／11（火）午前９：00～電話にて先着順
【問合】精神保健担当
　　　（☎917－6572・℻911－2343）

みらいの北区ダンボールタウン 参加者募集
高校生・大学生とまちのことを学びながら、ダンボールを「切っ
て・貼って・組み立て」て、未来の北区をつくるイベントです。
日時　12／11（日）午前９：30～午後４：30（午前９：00～受付）
場所　北区役所２階　講堂
対象　区内在住の小学４年生～中学３年生　45人
持物　昼食、飲み物、上履き※汚れてもよい服装
申込　11／11（金）必着。①参加者・保護者氏名　　
　　　�（ふりがな）②学校名・学年③住所④電話番　

号⑤メールアドレスを明記の上、電子メー　
ル・はがき・FAXにて下記問合先まで（電話　
不可）。応募者多数の場合は抽選。

　　　※北区きっずページ
　　　　「キタッコくらぶ」から
　　　　もお申込みできます▶
【問合】北区役所企画経理室（☎917－6429・℻914－5752）
　　　〒462－8511　清水四丁目17番１号
　　　 a9176427@kita.city.nagoya.lg.jp

◆難病患者のための「医療生活相談会」（予約制）
日時　10／19（水）午後１：30～３：30（午後１：00～受付）
場所　市総合社会福祉会館７階　中会議室
対象　難病患者さんとそのご家族　15人程度
内容　講話「お家でできるリハビリ～いろんな
　　　道具を使ってみよう！～」
申込　電話・窓口にて先着順
【問合】保健看護担当（☎917－6554・℻911－2343）

◆ふたご・みつご（多胎児）の親の交流会
　（予約制）
日時　11／７（月）午前10：00～11：30　
　　　　　　　（午前９：45～受付）
場所　市総合社会福祉会館７階　研修室
対象　�多胎児を妊娠中の方、０～３歳の多胎

児とそのご家族　13組
申込　市公式ウェブサイト
　　　にて先着順▶
【問合】保健看護担当（☎917－6554）
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※申込が当日のものは、すべて窓口にて先着順　※すべて災害補償制度あり　※受講する際はマスクをご持参ください。

各問合先にご確認ください。

※一般は15歳以上（中学生除く）　※☆印の申込は、市電子申請サービス・往復はがきにて（８面参照）。各催しの必要事項は

性別と年齢。〒462－0021成願寺１－６－12　北スポーツセンターまで。はがき１枚につき１人（１組）のみ有効。定員を超えた場合は抽選。

教室名 日程 時間 対象 定員 料金 申込
かんたんエアロ＆トレーニング

10／17、
11／７（月）

午後２：10～３：10

中学生
以上

各回20人 各回400円 当日午後１：50～

からだスッキリ！骨盤調整ヨガ 午後３：20～４：20 各回25人 各回400円 当日午後３：00～

ZUMBA 午後６：00～７：00 各回30人 各回400円 当日午後５：40～

美ボディレッスン 午後７：20～８：20 各回30人 各回400円 当日午後７：00～

パーソナルトレーニング 11／７・14・21
（月）

午後４：30～５：30 各回１人
もしくは
２人１組

各回１人
6,500円
２人なら
11,000円

受講日の
２週間前まで
に窓口にて

午後５：30～６：30

午後７：50～８：50

ポールde体幹トレーニング４

11／７～12／12
（指定月曜日）

午後１：00～２：00 20人 2,500円
（全５回）

10／11（火）～
窓口にて先着順

基礎からのポールウォーキング４ 午後２：10～３：10 20人 2,500円
（全５回）

華麗に！加齢に元気アップ４ 午後４：40～５：40
中学生
以上
（女性）

20人 2,500円
（全５回）

からだメンテナンス４ 午後６：40～７：40

中学生
以上

20人 2,500円
（全５回）

姿勢改善ポールウォーク４ 午後７：50～８：50 20人 2,500円
（全５回）

ゼロスタートランニング３ 11／21～３／６
（指定月曜日） 午後５：50～６：50 20人 4,500円

（全９回）

やさしい！ズンバゴールド 10／11・18・25、
11／１・８（火） 午前９：20～10：20 各回30人 各回300円 当日午前９：05～

ボディーケア・ピラティス 10／13・20・27、
11／10（木）

午前10：45～11：45 各回28人 各回300円 当日午前10：30～

姿勢改善エクササイズ 午前９：20～10：20 各回30人 各回300円 当日午前９：05～

　申込が必要なものは、申込開始日の午前10：00～
先着順（電話の場合は午前10：30～）。

◆移動児童館「あおぞら広場」※雨天中止
日程　①10／12（水）in大杉公園
　　　②10／19（水）in大我麻公園
　　　③11／２（水）in柳原公園
　　　④11／９（水）in上飯田南公園
時間　各日午前10：00～11：30
対象　乳幼児とその保護者
◆移動児童館in六郷学区
日時　10／13（木）午前10：00～11：30（午前10：00～受付）
場所　六郷コミュニティセンター
対象　未就園児とその保護者
◆わんだふるぱーく（当日先着順）
日時　10／21（金）午前10：00～11：30
対象　未就園児とその保護者　16組
◆ひよっこたいそう（当日先着順）
日時　10／29（土）午前10：30～11：30
対象　歩行可能な10カ月児～１歳児とその保護者　16組
持物　動きやすい服装、飲み物、タオル、親子
　　　ともに上靴（ない場合は裸足）
◆ぱぱままたいむ「バランスボール」
日時　11／５（土）午前10：30～11：30
対象　首のすわった０歳児とその保護者　７組
　　　（ご夫婦で参加もできます）
申込　10／21（金）～
◆伝説の秘宝をつかみとれ（ゲーム）
日時　10／22（土）午後３：00～４：30
対象　小学生～18歳未満児　16人
◆さくらんぼ広場（わらべうたを通したふれあい遊び）
日時　11／10・24（木）午前10：00～11：00
対象　０歳児～未就園児とその保護者　各回12組
申込　10／22（土）～
◆おやこdeヨガ
日時　11／11・25（金）午前10：00～11：30
対象　首のすわった未就園児とその保護者　各回12組
申込　10／23（日）～
◆子育て支援るーむ
日時　�10／18・25、11／８（火）午前10：00～11：30
対象　未就園児とその保護者
◆子ども将棋教室
日時　�11／12・26（土）午後１：00～２：00
対象　小学生以上　各回10人　※家族の付添不可
申込　10／28（金）～
◆なかよし広場「手作りおもちゃ」
日時　11／17（木）午前10：00～11：30
対象　０歳児とその保護者　16組
申込　11／２（水）～
◆子育て学びの講座③「アンガーマネジメント」
日時　11／25（金）午後１：30～３：00
対象　子育て支援にかかわる方　15人
申込　11／４（金）～
◆ナイト児童館
日時　10／14・21・28、11／４（金）午後５：00～８：00
　　　※中学生は午後７：00まで
対象　中学生～高校生相当

教室名 日程 時間 対象 定員 料金 申込

アロマ美人講座⑤ 11／25（金） 午前10：30～11：30 一般 15人 2,000円 ☆11／９（水）
必着

ベビーサイン体験会⑤ 11／11（金） 午前10：30～11：30
６カ月～１歳
６カ月の子と
その保護者

10組 600円 ☆10／26（水）
必着

リラックスヨガ
10／17・24・31、
11／７（月）

午前９：30～10：30 一般 各回20人 各回400円

開始時間の
20分前から
窓口にて
先着順

骨盤エクササイズ 午前10：45～11：45 一般女性 各回20人 各回400円

ヨガ＆フィットネス 午後７：00～８：00 一般 各回40人 各回300円

エアロダンス

10／11・18・25、
11／１・８（火）

午前10：45～11：45 一般 各回50人 各回300円

フラダンス（プルメリア） 午後０：40～１：40 一般女性 各回20人 各回400円

フラダンス（ハイビスカス） 午後１：50～２：50 一般女性 各回20人 各回400円

キッズダンス 午後７：00～８：00 小学生 各回20人 各回400円

ファイティングエクササイズ 10／12・19・26、
11／２・９（水） 午前10：45～11：45 一般 各回20人 各回400円

エアロビクス

10／13・20・27、
11／10（木）

午前10：45～11：45 一般 各回50人 各回300円

ベリーダンス 午後１：30～２：30 一般女性 各回20人 各回400円

ZUMBAⓇ（午後６：30の部） 午後６：30～７：30 一般 各回20人 各回400円

ZUMBAⓇ（午後７：45の部） 午後７：45～８：45 一般 各回20人 各回400円

スポーツパーク
（卓球・バドミントン）

10／12、
11／２・９（水） 午後６：30～８：30

小学生以上
※小学生は
保護者の
同伴が必要

各回50人 各回340円

開始時間の
15分前から
窓口にて
先着順

講座番号 講　座　名 開設期間 曜日・時間 定員 対象 受講料 教材費 締切日

３ ～優しい香りのある暮らし～
アロマセラピー ３／１・８・15（全３回） 水曜日・夜間 16人 一般 1,500円 3,000円

11／７
（月）19 なつかしの歌声喫茶 ３／２・９・23（全３回） 木曜日・午前 48人 一般 1,500円 400円

35 朗読を通した発声・滑舌を
良くし健康になろう ３／１・８・15・22（全４回） 水曜日・午後 15人 一般 2,000円 200円

◆市民企画運営講座「なごやか市民教室」◆

※申込は往復はがき・市電子申請サービスにて（８面参照）下記問合先まで。講座番号・講座名・郵便番号・住所・氏名（ふりが

な）・電話番号・年代を記入。各講座ごとに１人１通のみ有効。一般は15歳以上（中学生除く）。応募者多数の場合は抽選。

【問合】　〒460－0015　中区大井町７－25イーブルなごや内　「なごやか市民教室」事務局（☎321－1579）

◆クリスマスリースを作ろう！
日時　11／22（火）午前10：00～正午
対象　15歳以上（中学生を除く）　40人　
講師　戸田川緑地管理センター　吉田早苗氏
料金　2,000円（教材費1,500円含）
申込　11／６（日）必着。
　　　�往復はがき、市電子申請サービスにて

（８面参照）。講座名・住所・氏名（ふりが
な）・電話番号を明記し、〒462－0841　
黒川本通２－16－３北生涯学習センター
まで。はがき１枚につき１人有効。

　　　応募者多数の場合は抽選。

◆ミュージカル「リメンバー・ユー」出演者募集
日程　�11／19（土）・20（日）
場所　PICO２（山田１－１－43）
対象　男女・年齢問わず　40人
内容　�３月開催のミュージカルの出演者オー

ディションを開催します。
申込　11／15（火）までにFAXまたはメールにて
　　　下記問合先まで
【問合】名古屋市文化振興事業団「なごや芝居の広場」係
　　　（℻249－9392）
　　　いのこ福代
　　　（☎070－5037－0320・ hfukuyo26122@gmail.com）

◆無料健康相談（内科）
日時　10／14（金）午後２：00～３：00　／　定員　４人
申込　10／11（火）～13（木）電話・窓口にて先着順
◆無料健康相談（整形外科）
日時　10／28（金）午後２：00～３：00　／　定員　４人
申込　10／11（火）～27（木）電話・窓口にて先着順
◆すこやか健康講座「フレイル予防」
日時　11／１（火）午後１：00～２：00　／　定員　20人
申込　10／11（火）～31（月）電話・窓口にて先着順
◆無料介護相談
日時　11／１（火）午後２：00～３：00　／　定員　４人
申込　10／11（火）～31（月）電話・窓口にて先着順
◆合同作品展（趣味・教養講座と同好会による作品展示）
日時　10／31（月）午前９：00～午後３：00　／　定員　50人

　記載のないものは市内在住の60歳以上の方が対
象です（会館利用には利用証とマスクが必要）。



10北 区 4 ⓳

◆認知症の人を介護する家族支援事業
対象　区内在住の認知症の人を介護するご家族
※ご希望の方は、担当のいきいき支援センターまで。

◆法律相談（予約制）　※面談時間は20分
日時　10／24、11／14（月）午後１：00～４：00
申込　名古屋おしえてダイヤル（☎953－7584）開催日の
　　　１週間前から電話またはウェブサイトにて先着順
◆行政相談（予約不要）
日時　10／19（水）午後１：30～３：30
【問合】北区役所地域力推進室（☎917－6435）
◆人権相談（予約不要）
日時　10／19（水）午後１：30～３：30
【問合】北区役所総務課庶務係（☎917－6416）
◆行政書士による相続・許認可手続無料相談（予約優先）
日時　10／26（水）午後１：00～４：00
【問合】愛知県行政書士会西北支部（☎982－7827）
※上記◆の場所は全て北区役所３階相談室
◆北区福祉地域相談の開催
生活のお困りごとなど、どなたでもご相談ください。
日時　11／12（土）午後１：00～３：00
場所　北区障害者基幹相談支援センター（田幡１－11－31）
【問合】北区障害者基幹相談支援センター
　　　（☎910－3133・℻916－3665）
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◆ちいさい子のおはなし会（当日整理券配布）
日時　10／13・27、11／10（木）午前11：00～11：20
対象　乳幼児とその保護者　各回６組
◆おはなし会（当日先着順）
日時　10／22（土）午後２：30～２：50
対象　幼児・小学生とその保護者　８人
◆庄内川防災講演会～地域の河川防災について学ぼう～
日時　11／５（土）午前10：00～11：15　／　定員　12人
講師　国交省庄内川河川事務所　村井茂之氏
申込　10／15（土）午前９：30～電話・窓口にて先着順

◆漏水の修繕はお早めに
漏水をそのままにしておくと水量が増え、料金が高額
になることがあります。トイレなど水を使う器具から
の漏水に気がついたらお早めに修繕をお願いします。
＜修繕の申込先＞
・市指定水道工事店
　（局公式ウェブサイトから検索できます）
・修繕センター（☎0120－227－285）
（24時間・年中無休で市指定水道工事店協同組合が運営）
※修繕費用は各工事店で異なります。
※集合住宅にお住まいの方は、管理会社または
　住宅管理者へご連絡ください。

◆街路灯・公園灯がつかないときは
街路灯、公園灯がつかないときは、柱に表示して
ある番号と場所を土木事務所にお知らせくださ
い。なお、番号の表示がないものは、町内会や商
店街で管理しているものです。

申込先 北区東部いきいき
支援センター

北区西部いきいき
支援センター

対象学区
六郷、六郷北、飯田、
宮前、名北、辻、杉村、
東志賀、城北

大杉、清水、金城、
光城、川中、味鋺、
西味鋺、楠、如意、楠西

家族教室
（認知症
の講話・
交流会）

10／27（木）
午後１：30～３：30
北区東部いきいき
支援センター会議室

10／19（水）
午後１：30～３：30
北区在宅サービス
センター研修室

医師の
専門相談
（予約制
３人まで）

10／19（水）
午後２：00～３：30
場所　同上

10／26（水）
午後２：00～３：30
北区在宅サービス
センター連絡調整室

家族サロン
（介護の
悩み相談）

10／20（木）
午後１：30～３：30
場所　同上

10／26（水）
午後１：30～３：30
北区在宅サービス
センター研修室

◆北区役所×北図書館・楠図書館　子育て支援講座
　「ようこそ絵本！はじめての読み聞かせ」講座
日時　①11／９（水）②11／10（木）
　　　午前10：00～10：45、午前11：00～11：45
場所　①楠図書館②北図書館
対象　区内在住の０～１歳児とその保護者
　　　①各回８組②各回10組
料金　無料。当日使用した絵本１冊贈呈。
申込　市電子申請サービスにて
　　　10／24（月）必着
　　　応募者多数の場合は抽選
【問合】民生子ども課民生子ども係（☎917－6514）

　▲市電子申請
　サービス

◆「エコだよ！料理教室」参加者募集
日時　11／18（金）午前10：30～午後０時30分
場所　北生涯学習センター　料理室
対象　市内在住・在勤・在学の方（高校生以上）
定員　24人　／　料金　無料
申込　10／11（火）～11／４（金）午前９：00～午後５：15
　　　電話・FAXにて先着順。
　　　�「エコだよ！料理教室」と申込者全員の氏名・

住所・電話番号を明記し下記問合先まで。
【問合】西区公害対策室（☎523－4613・℻523－4634）
　　　〒451－8508　西区花の木二丁目18番１号
◆【なごや環境大学】勿体ないを家庭から～編む／織る／染める～
日時　①10／19（水）午前10：00～11：30
　　　②11／２（水）午前10：00～11：30
場所　楠地区会館　／　定員　６人
内容　①持参した古糸・古布などをかんたんリフォーム
　　　②成果作品で交流・グループ紹介
料金　1,000円（全２回）
申込　�①参加会場　②古布など持参する品（１～２点）
　　　�③氏名　④連絡できる住所　⑤メールアドレスを

明記し、電子メール、SMSにて下記問合先まで。
【問合】手あみ生涯学習ぐるーぷ（担当　多崎）
　　　（☎090－9123－7485・ tcpnf602@yahoo.co.jp）

◆おめでとう！成人の日記念行事
対象の方（平成14年４月２日～平成15年４月１日
生まれ）には11月中に案内状をお届けします。現
在お住まいの学区以外での出席を希望される方
は下記までご連絡ください。なお、当日は案内状
をお持ちでない方もご出席いただけます。
日程①　令和５年１月８日（日）
学区 受付 式典 開催場所
大　杉 午前10：30～ 午前11：00～ 北区役所　講堂
清　水 午前10：30～ 午前11：00～ 北区役所　講堂
川　中 午前９：00～ 午前10：00～ 川中小学校　体育館
味　鋺 午前９：00～ 午前10：00～ 味鋺小学校　体育館
西味鋺 午前９：00～ 午前９：30～ 西味鋺小学校　体育館
楠 午前９：30～ 午前10：00～ 楠小学校　体育館
如　意 午前９：30～ 午前10：00～ 如意小学校　体育館
楠　西 午前９：00～ 午前９：30～ 楠西小学校　体育室

日程②　令和５年１月９日（月・祝）
学区 受付 式典 開催場所
六　郷 午前９：30～ 午前10：00～ 六郷小学校　体育館
六郷北 午前９：30～ 午前10：00～ 六郷北小学校　体育館
飯　田 午前９：30～ 午前10：00～ 飯田小学校　体育館
宮　前 午前９：30～ 午前10：00～ 宮前小学校　体育館
名　北 午前９：30～ 午前10：00～ 名北小学校　体育館
辻 午前９：30～ 午前10：00～ 辻小学校　講堂
杉　村 午前９：30～ 午前10：00～ 杉村小学校　体育館
金　城 午前９：00～ 午前10：00～ 金城小学校　体育館
東志賀 午前９：30～ 午前10：00～ 東志賀小学校　体育館
城　北 午前９：30～ 午前10：00～ 城北小学校　体育館
光　城 午前９：00～ 午前10：00～ 光城小学校　体育館

【問合】各学区区政協力委員協議会
　　　地域力推進室（☎917－6439）

◆第73回北区卓球大会個人の部　参加者募集
日時　12／４（日）午前９：00～受付開始
場所　北スポーツセンター　第１競技場
対象　区内在住・在勤・在学で中学生以上の方
　　　※中学生は１校につき、A・Bの部あわせて10人以内
部門　男子A・B・Cの部、女子A・B・Cの部
　　　※高校生以上の学生はAの部
　　　※中学生はAの部またはBの部
試合　予選リーグ・決勝トーナメント・下位トーナメント
　　　※詳細は区ウェブサイト開催要項参照
料金　１人300円（傷害保険料を含む）
申込　11／４（金）までに料金を添えて下記窓口まで
　　　中学生は、学校単位で申込
【問合】地域力推進室（☎917－6439・℻914－5752）
◆北区子どもいけばな体験教室　参加者募集
日時　11／26（土）午前10：00～11：00（午前９：30～受付）
場所　北区役所３階　第三会議室
料金　500円（傷害保険料含む）
対象　区内在住の小学３年生～中学生　20人
　　　※小学生は保護者同伴
持物　マスク　※汚れてもよい服装でお越しください。
申込　10／21（金）必着
　　　①参加者および保護者の氏名（ふりがな）②住
　　　所③電話番号④学年を明記の上、郵送、℻、電
　　　子メールにて（電話不可）。見出しを「北区子ど
　　　もいけばな体験教室参加希望」と記入し、下記
　　　問合先まで。応募者多数の場合は抽選。
【問合】地域力推進室（☎917－6439・℻914－5752）
　　　〒462－8511　清水四丁目17番１号
　　　 a9176437@kita.city.nagoya.lg.jp

◆おはなし会
日時　10／12・19・26、11／２・９（水）午後３：30～４：00
　　　10／22（土）午後２：00～２：30
対象　３歳以上の幼児・小学生　各回10人
◆ストーリー・テリング（語り）のおはなし会
日時　11／５（土）午前11：00～11：30
対象　５歳以上　15人
※上記◆の申込は全て当日午前９：30～電話・窓口にて先着順
◆乳幼児向けおはなし会
日時　10／14・28（金）午前11：00～11：20
対象　０～２歳児の乳幼児とその保護者　各回８組
申込　当日午前９：30～電話のみ受付、先着順
◆絵本タイムを楽しみましょう～子どもと本の入門講座～
日時　10／27（木）午前10：30～11：30
対象　０～２歳児の乳児とその保護者　５組
申込　10／12（水）午前９：30～電話のみ受付、先着順
◆ストーリー・テリングを楽しみましょう
　～ストーリー・テリング入門講座～
日時　10／25、11／１・８・22（火）午前10：30～正午
定員　15人（基本的に全回参加できる方に限ります）
申込　10／14（金）午前９：30～電話・窓口にて先着順

◆お花の時間　秋の展示会　10／14（金）～16（日）
出展　Flower　Design　Room　お花の時間
◆花道家元未生流　秋のいけばな展　10／22（土）～23（日）
出展　花道家元未生流
◆順天流　秋のいけばな展　11／５（土）～６（日）
出展　順天流教授会
※上記◆の時間は全て午前９：00～午後４：30
　（最終日は午後４：00まで）

◆最も身近な福祉のまちづくりに！赤い羽根共同募金運動
10月１日から「じぶんの町を良くするしくみ。」を
キャッチフレーズに赤い羽根共同募金運動を行います。
区民の皆さまからのあたたかいお気持ちが、福祉のまち
づくりに役立ちます。ご協力よろしくお願いします。
【問合】北区共同募金委員会（☎915－7435）

◆３Ｂ体操
日時　10／28（金）午前10：00～11：30
定員　20人　／　講師　栁川晃子氏
料金　300円　／　持物　飲み物、バスタオル
申込　10／11（火）午前10：00～電話・窓口にて先着順

◆上飯田第二団地
日時　10／19（水）午前10：00～11：00
◆大曽根住宅
日時　11／10（木）午後２：00～３：30

◆味鋺いも Sweets Collection
区内の和菓子・洋菓子の各店舗が、北区楠地区
の名産品「味鋺いも」を使って
オリジナルのスイーツを考案
し、それぞれ販売します。
参加店舗や商品情報など詳細
は、区ウェブサイトをご確認
ください。
開催期間　10／15（土）～11／30（水）
【問合】北・北いもの会（事務局：地域力推進室）
　　　（☎917－6433・℻914－5752）

ウェブサイトはこちら▲
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キリトリ線

先着
1,000人

●来場前には検温を行い、体調が優れない場合は、ご来場をお控え
ください。●人と人との距離を保ってください。●建物内では原則マスク
を着用してください。●こまめに手洗い、手指の消毒を行ってください。
●指定の飲食スペース以外での飲食はご遠慮ください。
●十分な休憩と水分補給で熱中症にはご注意ください。
●その他感染対策の詳細については、会場内の掲示を
ご確認ください。●接触確認アプリCOCOAのダウン
ロードをお願いします。　　  厚生労働省ホームページ➡

感染対策へのご協力をお願いします

令和4年度
北区

区民まつり

はじめ区内9カ所で
きた福祉フェスティバル

イベント
同時開催！

会場
内容

日時 10/16（日）午前10：00～午後3：00
北区役所・八王子中学校　※駐車場はありません。
食品販売・展示・体験などのブース出展、ステージ発表など

受付時間
受付場所
参加方法

午前11：00～
区民まつり本部（区役所南側玄関前）
この抽選券を切り取って、
受付場所まで持参してください。
ガラガラを回して素敵な賞品をゲット！

問合 北区区民まつり実行委員会事務局（北区役所地域力推進室内）（☎917-6433・FAX914-5752）

問合

3年ぶり開催！ 北区最大のお祭りが帰ってキタ！

当日、天候などによる
開催の有無は

名古屋おしえてダイヤル（受付時間 午前8：00～）

☎052-953-7584 Webサイトでも
ご案内しています➡

詳しくは
こちら➡

お楽しみ抽選会
ガラガラ抽選券

参加
無料日時

場所
問合

10/30（日）午前10：00～午後6：00
大曽根商店街　オゾンアベニュー＆オズモール
名古屋ジャズストリート実行委員会

（☎778-8701　　info@number5-2019.com）

名古屋ジャズストリートin大曽根

北区役所民生子ども課民生子ども係
（☎９１７-６５１８・６５１９ ・ FAX９１７-６５１２）

市内在住で保護者が次の事情に該当するため、
児童を保育できない状況にあること
❶就労 ❷産前産後 ❸障害・疾病等
❹親族の介護 ❺求職活動 ❻就学　など

申込手続きの流れ

保育施設の利用資格

開催予定はありません。
※詳細は右記にお問い合わせください。
11/19（土）あい保育園吹上　午前の部：10：00～ 午後の部：13：00～
※予約が必要ですので、右記にお問い合わせください。

説 明 会 照 会 先
ささしまちとせ保育園
☎052-589-6530

（株）アイグラン
☎082-554-4870

場 所 （仮）

大曽根
３丁目206

志賀本通
1丁目47

※心身に発達の遅れや障害があるお子さん（集団保育
が可能な方）は、11/9（水）までにお申し込みくだ
さい。お申し込みいただく前に希望する保育施設
へ予約の上、お子さんとご一緒に見学に行って

　いただく必要があります。
※令和５年４月の申込は電子申請が可能です。詳し

くは名古屋市公式ウェブサイトをご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年
度は保育施設での受付は行いません。

※保育施設の見学については、事前に施設へ予約の
上、新型コロナウイルス感染予防を徹底し、見学
いただきますようお願いいたします。

※名古屋市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。

●締め切り間近は混み合いますので、なるべく日にちに
余裕をもってお越しください。

●申込書は事前に必要事項を記入したものをお持ち
　ください。
●入所は「利用調整基準表」により優先度の高い方から

決定します。
●利用要件により、利用申込書と一緒に提出する必要

のある書類が異なります。
●詳しくは１０/３（月）から配布する「利用のご案内」を
　ご確認ください。

申込書を入手

2

1

申し込み

配布日１０/3（月）～

配布
場所

令和5年4月 保育施設利用申込のご案内

北区役所民生子ども課民生子ども係
楠支所区民福祉課保護・子ども係
各保育施設

園　名 電話番号 受入年齢
保育室はりねずみ
こじか保育室
わけっこ
めいほくつぼみ保育室
ぽかぽか保育室如意
ちいさなおうちえん城北
名古屋市ポピンズ保育室志賀公園
保育ルームルナⅢ大曽根
保育室てとろっこ
リーゴ平安通
こてとろ保育室
ALL4KIDSチャイルドケア金城園
スクルドエンジェル保育室城北園
こどものまち保育室すぎむら
りんごるーむ
みんなのみらい金城園
memorytree保育室若葉園
スクルドエンジェル保育室おおすぎ園
スター・キッズ庄内緑地
学びメイク辻町保育室
事業所内保育オアシス

901-5011
901-1695
908-1128
991-1646
982-6601
090-8152-6302
991-2104
916-0012
737-1043
913-2202
982-7871
325-5341
991-1680
982-8153
981-0753
982-7782
508-7628
982-8447
910-3850
908-1327
901-5559

産休明～2歳児
産休明～2歳児
産休明～2歳児
産休明～2歳児
産休明～2歳児
産休明～2歳児
産休明～2歳児
産休明～2歳児
産休明～2歳児
産休明～2歳児
産休明～2歳児
産休明～2歳児
産休明～2歳児
産休明～2歳児
1歳～2歳児
6ヶ月～2歳児
6ヶ月～2歳児
産休明～2歳児
産休明～2歳児
産休明～2歳児
産休明～2歳児

地域型保育地域型保育地域型保育地域型保育

上飯田みらいこども園
若松幼稚園
光和幼稚園
城北幼稚園

園　名 電話番号 受入年齢
981-7310
981-6166
981-4529
981-1386

1歳～
1歳～
6ヶ月～
2歳～

認定こども園認定こども園認定こども園認定こども園
園　名 電話番号 受入年齢

北保育園
如意保育園
名城保育園
尾上保育園
西味鋺保育園
水草保育園
大野保育園
上飯田保育園
めいほく保育園
川中保育園
第二めいほく保育園
愛厚大曽根保育園
瑠璃光幼児園
徳風幼児園
萩野保育園
大和保育園
ほほえみ保育園
アスクあじま保育園
新生第2保育園
てんちょうくすのき保育園
新生東志賀保育園
あかつき田幡保育園
新生さくら保育園
黒川ほのぼの保育園
スクルドエンジェル保育園あじま園
大杉保育園
くすのき北保育園
オアシスあじま保育園
アイグラン保育園味鋺 ※3

みやまえ保育園
こどものまち杉村保育園
クオリスキッズ名城公園保育園
ゆうか じょうがんじ保育園
オアシスはとおか保育園

981-3856
901-3856
981-4356
915-8520
902-2444
915-4640
914-2996
915-1470
911-1627
914-9607
914-9554
981-0644
912-5003
981-3246
981-9683
903-4747
902-6001
909-5711
903-8080
909-4753
917-5077
325-2216
901-0073
913-5180
982-6461
916-1818
909-5123
903-4006
908-1190
325-8766
908-1310
938-9885
908-0771
908-4626

産休明～
6ヶ月～
6ヶ月～
6ヶ月～
6ヶ月～
6ヶ月～
6ヶ月～
6ヶ月～
産休明～
産休明～
産休明～2歳児
産休明～
18ヶ月～
産休明～
6ヶ月～
産休明～
産休明～
産休明～
産休明～3歳児
6ヶ月～2歳児
産休明～ ※1

産休明～
産休明～
産休明～
産休明～ ※2

6ヶ月～
6ヶ月～
産休明～
産休明～
6ヶ月～
産休明～
6ヶ月～
6ヶ月～
産休明～

保 育 所保 育 所保 育 所保 育 所

令和5年4月から新しい保育施設が開設されますNew

10/1７（月）～1２/１２（月）（休庁日を除く）
に以下の窓口へお越しください。
受付
時間

【北区役所】民生子ども課民生子ども係
【楠 支 所】区民福祉課保護・子ども係

午前8：45～正午
午後1：00～5：15

施 設 名（仮称）

志賀ちとせ保育園

アイグラン保育園
大曽根

保育施設一覧 ★見学の予約は各施設にお電話ください。

コスモスの
花苗

先着1,000人
プレゼント

施設の詳細は
「北区保育施設ガイド」
でご確認
ください。

※1 令和４年度中は
　　２歳児まで受入。
※２ 令和４年度中は
　　６ケ月から受入。
※３ 令和４年度までの名称は
　　あい保育園味鋺。

☆その他、施設の情報については変更になる場合があります。

楠地区マスコットキャラクター
「くすのっち」

北区マスコット
キャラクター
「キタッコ」

編 集 北区役所 地域力推進室
〒462-8511 北区清水四丁目17番1号
☎911-3131　　 914-5752FAX

北区ウェブサイト
検索名古屋市北区役所北区版10月号

KITA-KU広報なごや


