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◆認知症予防事業参加者募集
①認知症予防リーダー養成講座
期間 4月～5月 全8回 週1回 午後1：30～3：30
　　 市内在住の60歳以上の方
定員 5人（先着順）
料金 交通費自己負担あり
②認知症予防教室
期間 4月～9月 週1回 午前10：00～正午
　　 市内在住の65歳以上の方
クラス・定員 火・水・木曜クラス 各曜日9人
　　　　　  （定員を超えた場合は抽選。抽選

結果は3／14（火）～館内掲示。当選
者は3／27（月）までに受講手続き
をしてください。）

料金 材料費自己負担あり
【①②共通】
　　 2／13（月）～28（火）午前8：45～午後4：30に
　　 本人が利用証を持参し、窓口へ（電話不可）  
◆ヨガ体操
日時 ①2／25（土）②3／23（木）午後2：00～3：30
講師 榊

さかきばら

原浩
ひ ろ ふ み

文　定員 35人
申込  ①2／13（月）②3／9（木）午前8：45～電話に

て（先着順）
◆元気体操
日時 3／2（木）午後2：00～3：30
講師 株式会社あい愛マインド 社員
定員 35人　持ち物 手ぬぐい　　
申込 2／16（木）午前8：45～電話にて（先着順）
◆さわやかヨガ
日時 3／9（木）午後2：00～3：30
講師 阪

さ か い

井光
み つ こ

子
定員 35人
申込 2／22（水）午前8：45～電話にて（先着順）
◆己書教室
日時 3／6（月）午後1：30～3：30
講師 宮

み や ち

地喜
き よ こ

代子、石
い し だ

田あけみ　定員 30人
申込 2／24（金）午前8：45～電話にて（先着順）
◆楽楽体操
日時 3／11（土）午後2：00～3：30
講師 横

よ こ が わ

川珠
た ま き

姫　定員 35人　
申込 2／25（土）午前8：45～電話にて（先着順）
◆やさしい健康体操
日時 3／16（木）午後2：00～3：30　定員 35人
講師 いづみニコニコ体操会 会員
申込 3／2（木）午前8：45～電話にて（先着順）
◆健康相談（当日先着順）　
日時 3／9（木）午後2：00～　定員  10人

対象

対象

中区いきいき支援センター中区いきいき支援センター
☎331－9674　℻331－9953

分室☎262－2265　℻262－2275

◆認知症おしゃべりカフェ（予約不要）
日時 2／16（木）午後1：30～3：30
対象 認知症の人のご家族、関心のある方など
内容 認知症に関する情報交換など
◆もの忘れ相談医による専門相談（予約制）
日時 2／16（木）午後2：30～4：00
対象 もの忘れが気になる方、
　　 認知症の人のご家族など
定員 3組
◆家族教室（予約制）
　「介護体験を聞こう」
日時 2／22（水）午後1：30～3：30
対象 認知症の人のご家族など
定員 10人程度
講師 認知症の人と家族の会 会員
※いずれも場所は中区在宅サービスセンター
　（上前津二丁目12－23）

鶴舞中央図書館鶴舞中央図書館
☎741－3131　℻733－6337

◆みんなのおはなし会
日時 ①2／15（水）午後3：30～4：00
　　 ②2／18（土）午前11：00～11：30
　　 ③2／18（土）午後2：00～2：30
　　 ④2／22（水）午後3：30～4：00
　　 ⑤3／4（土）午後2：00～2：30
対象 幼児、小学生と保護者（子どものみの参加可）
定員 各回5組（当日先着順）
◆ちくちく手づくりの会
　「春がきたよ、あおむしくん」
日時 3／2（木）午前10：00～正午
対象 一般　定員 20人　料金 500円程度
　　　 鉛筆、はさみ、針、もめん糸（白・黒）
申込 2／16（木）午前9：30～電話（741－9811）
　　 または窓口にて（先着順）
◆ちいさいひとのおはなし会
日時 3／1（水）、8（水）、15（水）、22（水）
　　 午前11：00～11：30
　　 ※3／22（水）はえいごのおはなし会
対象 乳幼児と保護者　定員 各日7組
申込 2／16（木）午前10：00～電話（741－9811）
　　 にて（先着順）
◆ストーリーテリングの会
日時 2／25（土）午前11：00～11：30
対象 小学生以上　定員 5組（当日先着順）
◆ぼちぼちいこう会
日時 3／3（金）午前10：15～正午
対象 一般　定員 20人（当日先着順）
内容 今年度読んだ本の中から心に残った本
　　 を持ち寄り紹介しあいます。 

自動車図書館自動車図書館
　☎・℻821－3364

・長岡公園　2／24（金）午前10：00～11：00
・正木公園　3／4（土）午前10：00～11：00

前津福祉会館前津福祉会館
☎262－1869　℻242－5761

60歳以上で福祉会館利用
証をお持ちの方が対象

申込

中区社会福祉協議会中区社会福祉協議会

◆名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業
　「はつらつクラブ」参加者募集

期間 4月～9月　
対象 市内在住の65歳以上の方
定員 �各会場20人程度（10人程度のグループに

分かれて隔週参加）
　　 材料費など実費負担あり
場所 区内8か所のうち1会場を選択
内容  健康体操やレクリエーションなどの活動

を通じて、介護予防の理解を深め、自主活
動や地域活動への参加を支援します。

申込 2／28（火）までに電話または窓口にて
　　 ※申込多数の場合は抽選、未参加の方優先

☎331－9951　℻331－9953

◆パソコン相談会（当日先着順）
日時 2／17（金）午後1：30～3：30
　　 （午後1：15～3：00受付）
対象 パソコン初心者の方 （1人1時間程度）

中生涯学習センター中生涯学習センター
☎321－5511　℻321－5512

名古屋中税務署名古屋中税務署
☎962－3131

料金

前津児童館前津児童館
☎262－6299　℻217－7398

◆おやこでリズムあそび
日時 ①2／28（火）②3／7（火）③3／14（火）
　　 午前10：30～11：30
対象 首のすわった子～未就園児と保護者　
定員 各日15組
申込 ①2／14（火）②2／21（火）③2／28（火）
　　 午前10：00～先着順・電話可
◆からだであそぼ
日時 ①3／1（水）②3／8（水）③3／15（水）
　　 午前10：30～11：30　
対象 ひとりで歩ける子と保護者
定員 各日15組
申込 ①2／15（水）②2／22（水）③3／1（水）
　　 午前10：00～先着順・電話可
◆おやこヨガ
日時 3／9（木）午前10：30～11：30
対象 乳幼児と保護者
定員 10組
申込 2／22（水）午前10：00～先着順・電話可
◆えいごでおはなし会
日時 3／14（火）午後3：30～4：00
対象 2歳以上の未就学児と保護者　
定員 6組
申込 2／28（火）午前10：00～先着順・電話可
◆ベビーマッサージ
日時 3／16（木）午前10：30～11：30
対象 3～12か月の子と保護者　定員 10組
申込 3／2（木）午前10：00～先着順・電話可
◆空手体験
日時 3／18（土）午後1：30～3：00
対象 小学生以上　定員 15人
申込 3／4（土）午前10：00～先着順・電話可

◆令和5年度個人市民税・県民税申告会場開設
期間 2／7（火）～3／15（水）土・日曜日、祝日を除く
時間 午前8：45～正午、午後1：00～5：15
場所 栄市税事務所、
　　 区役所6階大会議室（2／14（火）～3／15（水））
※郵送による提出にご協力ください。
※来場の際は、マスクを着用し、体調が優れない
　場合は、来場をお控えください。
※申告書（事務所、事業所、家屋敷分を除く）を
　提出する際は、「個人番号」欄にマイナンバー
　を記載し、マイナンバーカードなどの本人確認
　書類を提示または写しを添付してください。

栄市税事務所栄市税事務所

　☎959－3303　℻959－3405

〒461－8626　東区東桜一丁目13－3
　

曜日 会　場　名 時　間

月

鶴舞荘集会所
（千代田二丁目14－5）

午前10：00
　　 ～11：30

大須コミュニティセンター
（大須三丁目38－9）

午後2：00
　　 ～3：30

火

新栄会館
（新栄一丁目13－7）

午前10：00
　　 ～11：30

老松学区北部集会所
（栄五丁目19－24）

午後2：00
　　 ～3：30

水 東照ビル
（丸の内二丁目2－15）

午前10：00
　　 ～11：30

木

橘会館（大井町5－6沢の井児
童遊園地内）

午前10：00
　　 ～11：30

正木学区集会所
（正木一丁目7－1）

午後2：00
　　 ～3：30

金 千早コミュニティセンター
（新栄一丁目48－16）

午前10：00
　　 ～11：30

　NHK名古屋放送センタービル8階

中区版　令和5年2月号 令和４年分の確定申告は、e-Taxをぜひご利用ください。　名古屋中税務署☎962-3131

①確定申告会場開設
期間 �2／16（木）～3／15（水） 土・日曜日、祝日を除

く※2／19（日）、26（日）は開設
時間  午前9：15～午後5：00（当日の入場整理券

の配布が終了次第、受付終了）
場所 電気文化会館5階（栄二丁目2－5）
内容 �所得税・個人事業者の消費税・贈与税の

申告
　　　  ①源泉徴収票などの申告書作成に必

要な書類、②スマートフォン、③マイ
ナンバーカード（署名用電子証明書の
パスワードと利用者証明用電子証明
書のパスワードも必要）

※会場への入場には「入場整理券」が必要です。
　 会場での当日配布のほか、LINEアプリで事

前入手可能。
　詳しくは国税庁ホームページにて
　国税庁　検索
※確定申告会場では、基本的にご自身のスマート
　フォンで申告していただきます。
※申告書は、ホームページでも
　作成できます。

※ 確定申告会場の開設期間中は、税務署内で
は申告書の作成指導を行っておりません。

確定申告書等作成コーナー

持ち物

②税理士による無料税務相談所開設
期間 2／16（木）～22（水） 土・日曜日を除く
時間 午前9：30～正午、午後1：00～4：00
場所 昭和ビル9階（栄四丁目3－26）
内容  所得税・個人事業者の消費税の申告相談
　　　 筆記用具、計算器具
※土地・建物・株式などの譲渡所得、贈与税、
　 相続税の申告相談は行っておりません。ま

た、所得の種類や相談内容によっては、他
の会場へご案内する場合があります。

※会場への入場には「入場整理券」が必要です。
　当日、会場で配布します。
※納税地が中区の方に限ります。

持ち物

持ち物


