
相談内容　○土地や建物の相続、売買、贈与などの登記に関すること。
　　　　　○会社や法人の設立や増資などの登記に関すること。
　　　　　○�少額訴訟や民事再生手続など簡裁訴訟代理や裁判所に提

出する書類作成に関すること。
　　　　　○多重債務などの法律相談
日時　10／3（月）　午前10：00～午後4：00
場所　区役所6階�第1会議室
申込　下記問い合わせ先へ　※空き枠があれば当日受け付けが可能です。
問合　愛知県司法書士会　☎683－6686

司法書士による無料相談（要予約）

◎ 「警察安全相談」ってなに？
　警察では県民の方々から寄せられる警察安全相談に応じています。警
察安全相談とは、犯罪などによる被害を未然に防止するための相談や、
県民の方々の生活の安全と平穏にかかる相談をいいます。
◎ 110番は緊急通報のための専用電話です。
　緊急の対応を必要としない相談などが「110番」に寄せられると、事
件・事故など緊急通報に対する警察の対応に支障が生じるおそれが
あります。各種相談など警察の対応を必要としないものについては、
「#9110」へ電話していただくか、最寄りの警察署「住民コーナー」、�警察
本部に設置の各種相談窓口に相談してください。
◎ 「#9110」ってなに？
　「#9110」（シャープきゅういちいちまる）は、相談専用の電話番号です。警察
の相談員が親身になって相談に乗り、一緒になって問題解決の糸口を探しま
す。また、相談内容によっては専門の相談機関をご案内しております。相談者
の秘密は厳守されますので、安心してご相談ください。
　開設時間は月曜日から金曜日（祝日、年末年始を除く）の午前9：00から午後
5：00までです。土曜日、日曜日、祝日および時間外でお急ぎの場合は最寄りの
警察署または交番でご相談ください。ダイヤル回線及び一部のIP電話からは
「#9110」は利用できません。その場合、「（052）953－9110」までおかけください。
つながる先は同じです。相談料は無料ですが、通話料は必要です。
問合　警察署　☎852－0110　℻852－0266

警察の 相談ダイヤル #9110
～緊急電話は110番 相談事は#9110～

第142回 昭和区いけ花展

　昭和区華道文化クラブの会員・社中によるいけ花展
を開催します。※呈茶はありません。
日時　10／9（日）�午前9：30～午後4：00
場所　区役所2階�講堂
申込　区役所地域力推進室　☎735－3826　℻735－3829

「救急の日」「救急医療週間」をご存じですか？

　9月9日は、救急医療の理解と認識を深めても
らうため、昭和57年に現在の厚生労働省が制定
した「救急の日」です。また、救急の日を含む1週
間を「救急医療週間」として、毎年全国各地で応
急手当の講習会や救急に関するイベントが開催
されております。
　9月10日（土）には、港区のイオンモール名古屋茶屋において名古屋市
消防局主催の楽しいイベントを開催します。ポッカレモン消防音楽隊
も演奏を行いますので、ぜひ、お出かけしてみてはいかがでしょうか。
問合　消防署　☎841－0119　℻842－0119　���

たまご犬のたまごろう

家具転倒防止器具取付ボランティア養成講座

　地震に備えて家具を固定し、家具転倒による被害を減らすボラン
ティアを養成します。
日時　10／15（土）午後1：00～4：00
場所　区役所�6階会議室　定員　20人
申込　10／14（金）までに下記問い合わせ先へ
問合　社会福祉協議会　☎884－5511

～みんなで奏でる～
昭和区まちなかコンサートin教西寺

　光あふれるお寺の本堂で、有名クラシックから人気のポップスまで、
親子で楽しんでいただけるヴァイオリンの演奏をお届けします。0歳か
らご参加いただけます。
日時　10／1（土）　①午後2：00～2：40②午後3：00～3：40
場所　教西寺�2階本堂�（昭和区小桜町2－4）
定員　各回30人　
演奏　HAMABE�music�Salon
　　　五十嵐朝子さん、今枝知世さん
申込　9／12（月）までに右上の応募フォーム、メールまたはファクスに
　　　て「①参加希望時間②氏名（参加者全員分）③住所④電話番号
　　　⑤メールアドレス」を記入のうえ応募。電話での受け付けも可。
　　　※応募多数の場合は、後日抽選のうえ連絡します。
問合　区役所地域力推進室　☎735－3822　℻735－3829
　　　　　　　　　　　　　 a7353823@showa.city.nagoya.lg.jp

　共働きやひとり親家庭などで、下校後保護者が不在な留守家庭児童
の安全を守り、健全育成を図るために作られたのが留守家庭児童育成
会（学童クラブ）です。専任の指導員が遊びなどを通じて規則正しい生
活習慣を身につけるように指導しています。
指導日時　毎週月曜日から金曜日の下校後、土曜日、夏休みなどの長期休暇
対象　小学生（詳細は各学童クラブへお尋ねください。）�
■入会説明会のご案内

クラブ名クラブ名 所在地所在地 電話番号電話番号 対象学区対象学区 開催日時開催日時
恵方なかよし
子どもクラブ

紅梅町1－16－2 841－6494
村雲

御器所
10／1（土）

午後6：00～7：00

申込　学童クラブのウェブサイトにて受け付け。
問合　区役所民生子ども課　☎735－3901　℻735－3909

留守家庭児童育成会（学童クラブ）のお知らせ

クリーンパートナーを募集しています

��クリーンパートナーとは、美化推進重点区域でまちの清掃活動を行う団体です。
〇活動要件
　・�市民、事業者による環境美化を主な目的としたボランティアグルー
プ及び地域貢献に努める企業グループであること。

　・�美化推進重点区域（下図参照）を含む区域で、原則10人以上で月1回以
上清掃活動が実施できること。

〇市の役割
　・ボランティア袋の支給
　・清掃用具の貸与（ほうき・ちりとり・火ばさみ・軍手）
　・活動で集まったごみ・資源の回収
　・市民活動保険の保険料負担
〇区内の美化推進重点区域

�

問合　環境事業所　☎871－0504　℻871－0505
検索クリーンパートナー　詳しくは　市ウェブサイト

　子どもの行動にイラッとして、つい怒鳴ってしまう。こんなことあり
ますよね？ちょっとした子育てのコツ（スキル）を学び活用していく
と、みるみる子育てが楽しくなります。イライラしない子育てのコツを
一緒に学んでみませんか？
日時　11／1・8（火）・16（水）�午前10：00～正午　場所　区役所�6階会議室
対象　0歳～小学3年生までの子の保護者
定員　15人（託児は10人まで）�※応募多数の場合は抽選　
講師　青少年養育支援センター陽氣会�認定CPA講師　荒川直子さん
申込　�9／20（火）までに＜電子申請＞（本紙❼面参照）または、下記問い

合わせ先へ。
問合　758キッズステーション　☎262－2372

イライラしない子育て講座
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ウクライナを知ろう！
～トークイベント＆映画「ひまわり」上映会～

　名古屋国際センター地球市民教室からウクライナ出身の講師をお招
きし、ウクライナの文化や芸術、歴史などについてのお話を聞くトーク
イベントと、映画「ひまわり」の上映会を開催します。
日時　9月27日（火）�午後1：00～3：30　
場所　昭和文化小劇場�ホール
定員　150人�※応募多数の場合は抽選
申込　9／12（月）までに「①氏名（参加者全員分）②住所③電話番号」を記
　　　載の上、メール・ファクスまたは電話にて下記問い合わせ先へ。
問合　区役所地域力推進室　☎735－3822　℻735－3829
　　　　　　　　　　　　　 a7353823@showa.city.nagoya.lg.jp

　区内在住・在勤・在学の高校生以上の方による、日本
画・洋画・彫刻・工芸・書・写真の美術展を開催します。
日時　10／1（土）～10／4（火）�午前10：00～午後4：30�
　　　※最終日は午後4：00まで
場所　区役所�2階講堂
問合　区役所地域力推進室　☎735－3827　℻735－3829

昭和区民美術展を開催します！



4 9 昭 和 区⓮

◆認知症家族サロン
　悩みや情報交換など、介護者同士の交流の場です。
　日時　＜東部・西部＞9／20（火） 午後1：30～3：30
　定員　10人程度
◆高齢者のための無料法律相談（要予約）
　財産管理、相続、家族間の問題など生活上の悩みを弁護士に相談できます。
　日時　＜東部＞9／26（月） 午後1：30～ ※1人30分程度
　定員　3人　
　担当　愛知県弁護士会高齢者・障害者総合支援センター弁護士
　申込　9／16（金）午後5：00までに東部いきいき支援センターへ　

◆高齢者いきいき相談室による無料出張相談会
　健康、福祉、介護など生活の中でのお困りごとについて相談できます。
　日時　＜東部＞9／20（火） 午後1：30～3：30
　場所　イオン八事店 4階GGモール
　　　　イベントスペース（広路町字石坂2－1）
　日時　＜西部＞9／20（火） 午後1：30～3：30
　場所　フィールシャンピアポート店 西側入り口付近 （白金三丁目6－24）

◆もの忘れ相談事業（要予約）
　もの忘れ相談医に認知症に関する相談ができます。
　日時　＜東部・西部＞9／14（水） 午後1：30～3：00（1回30分程度）

昭和区休日急病診療所のご案内
＜電話＞
763－3115

＜診療時間＞
午前9：30～正午　午後1：00～4：30

＜診療＞
内科・小児科

＜場所＞
川名町2－4－4

＜診療日＞
日曜日、祝日

　個人あてに通知します。同封の
アンケートに記入し母子健康手帳
とともに当日ご持参ください。
　通知のない方、転入された方は、お
問い合わせください。

区分区分 実施日実施日 対象対象

１歳
６カ月児

9／29（木）令和3年2／13～3／2生

10／6（木）令和3年3／3～3／16生

３歳児
9／14（水）令和元年8／4～8／21生

9／28（水）令和元年8／22～9／8生
【受付】第1子：午後1：35～2：05
　　　第2子以降：午後1：05～1：35

区分区分 実施日実施日 対象対象

３カ月児
9／13（火）令和4年5／1～5／15生

9／27（火）令和4年5／16～5／31生

【受付】第1子：午後1：40～2：20
　　　第2子以降：午後1：00～1：40

●乳がん検診（予約制）
日時　12／7（水）午後
※�生理のある方は、生理終了後なるべく
1週間以内の受診をお勧めします。

場所　昭和保健センター
対象　�今年度中に40歳以上の女性
　　　�（令和3年度受診された方、妊

娠中・授乳中、豊胸手術を受
けられた方を除く）　

料金　�500円�※料金免除制度あり
申込　���10／7（金）から11／16（水）までに

下記問い合わせ先へ。
集団検診予約受付センター
☎0570－041－7580570－041－758
�こちらからアクセス�→

料金免除制度の該当者料金免除制度の該当者
①本年度中に70歳以上の方

②生活保護受給世帯

③�市民税非課税世帯（保健センター

で実施日の前日までに確認書の交

付を受けてください。）

④市医療費助成制度の受給者

⑤市福祉給付金の受給者

⑥�中国残留邦人等に対する支援給付

受給者

※当日証明するものをお持ちください。

子育て総合相談窓口（子育て世代包括支援センター）

お気軽に

ご相談ください。

● 相談曜日　毎週月曜日～金曜日（休日を除く）　
◆ 電話相談　午前8：45～午後5：15（☎745－6030）
■ 面接相談　午前9：00～午後4：30

バランスのよい食事と、お口を元気に保つコツを学びましょう。
日時日時 内容内容

10／14（金）午前10：00～11：30
【受付】午前9：45～10：00

「口腔機能向上の講話」
歯科・栄養講話

10／19（水） 「摂食・嚥下障害の講演」
歯科・栄養講話

対象　区内在住の65歳以上の方
定員　先着10人�※原則、2日間の受講が可能な方
問合　10／7（金）までに下記問い合わせ先へ
申込　感染症対策等担当　☎735－3964

～専門職から学ぶ介護予防～～専門職から学ぶ介護予防～
食と口から健康に！セミナー（食と口から健康に！セミナー（22日間コース・予約制）日間コース・予約制）

教室・相談名など教室・相談名など 開催日時開催日時 申込 保健感染症係  保健感染症係 ☎7３5－３9６27３5－３9６2

むし歯予防教室
（予約制先着15人）

9／16（金）
午後1：15～2：00
10／6（木）
午前9：15～10：00

内容　�歯科検診・栄養指導・
　　　フッ素塗布（希望者）
対象　�区内在住の0歳から就

学前の幼児と保護者
料金　�フッ素希望者は720円

（生活保護受給世帯に
減免制度あり）

持物　�母子健康手帳、歯ブラ
シ、タオル

おくちぴかぴか教室
（予約制先着10組）
※参加は初めての方
　に限ります。

9／27（火）
午前10：15～11：00

【受付】
午前10：00～10：15

内容　�歯のお手入れやお口の
育ちについて

対象　�区内在住の令和4年2月
から令和4年5月生まれ
のお子さんと保護者

持物　母子健康手帳
申込　�9／16（金）午前9：00から

子どものアレルギー
とぜん息相談

（予約制）

9／29（木）
【受付】
午後1：30～

内容　専門医による個別相談など
対象　区内在住の15歳未満の
　　　方と保護者

パパ＆ママ教室
（予約制先着10組）
※2日間コース

10／5・19（水）
午後1：25～3：00

【受付】
午後1：10～1：25

内容　①食品衛生、母と子の歯の
　　　　健康、妊娠中の食生活
　　　②赤ちゃんを迎えるた
　　　　めに、育児体験
対象　区内在住の9カ月まで
　　　の妊娠中の方とご家族
持物　母子健康手帳

もぐもぐ教室
（予約制先着8組）
※�参加は初めての方
　に限ります。

10／21（金）
午前10：00～11：00

【受付】
午前9：45～10：00

内容　離乳食のすすめ方や作
　　　り方、歯のお手入れのす
　　　すめ方など
対象　区内在住の令和4年1月・
　　　2月生まれのお子さんと
　　　保護者
持物　母子健康手帳
申込��10／4（火）午前9：00から

こころの健康相談
（予約制）

毎週金曜日
（休日を除く）
【受付】
午前10：00～11：30

精神科医によるこころの健康
に関する相談
対象　�区内在住の方
※毎月第2金曜日は、うつ病家
　族相談日です。

教室・相談名など教室・相談名など 開催日時開催日時 申込  感染症対策等担当 感染症対策等担当 ☎7３5－３9６47３5－３9６4

エイズ相談・検査
梅毒検査
性器クラミジア感染
症検査
※�原則、3項目を同時

検査

9／30（金）
午前9：30～10：30
新型コロナウイルス感
染症防止のため中止す
る場合があります。
お問い合わせのうえ、
ご来所ください。

場所　保健センター4階
無料、匿名可
※�結果は原則1週間後以降です。
※�HIV検査のみ証明書の発行可�
（有料1,195円）、匿名不可。
※�正確な結果を得るため、感
染機会から3カ月以上経過
してから受けてください。

※�検査の都合上、1時間以上排
尿を控えてご来所ください。

教室・相談名など教室・相談名など 開催日時開催日時 申込  保健看護担当 保健看護担当 ☎7３5－３9６１7３5－３9６１

難病患者さんと家族
のつどい

（予約制）

9／21（水）
午後1：30～3：30

【受付】
午後1：15～1：30

内容　療養生活で気を付けたい
　　　口腔ケア、心のセルフケア
対象　区内在住の神経・筋疾
　　　患の難病の方と家族

予約制の教室・相談は各問い合せ先へご確認ください。

　　鶴舞公園   秋まつり　　鶴舞公園   秋まつり
問合　名古屋市緑化センター名古屋市緑化センター　☎7３３－8３407３３－8３40
                                            ℻7３３－5３507３３－5３50

◆星空映画会◆◆星空映画会◆
内容  『SING／シング：ネクストステージ』
日時  10／1（土） 午後6：00～8：00　場所 普選記念壇
定員  先着400人

◆鶴舞市民音楽祭◆◆鶴舞市民音楽祭◆
内容  FANによるアカペラコンサート
日時  10／2（日） 午前10：30～午後5：30　場所 普選記念壇

◆子ども体験教室◆◆子ども体験教室◆
内容  風車や割りばし飛行機・竹てっぽう作りなどの体験
日時  10／8（土） 午後1：00～3：30　場所 普選記念壇

◆キッズ縁日◆◆キッズ縁日◆
内容  名古屋工業大学の学生による子ども向け縁日
日時  10／8（土） 午前10：00～午後4：00　場所 緑化センタ－前
料金  1回100円

◆どんぐりまつり◆◆どんぐりまつり◆
内容  どんぐり・木の実の展示会、どんぐり工作
日時  10／8（土）・9（日） 午前10：00～午後3：00　場所 緑化センター

◆KIDSフラワーアレンジ体験◆◆KIDSフラワーアレンジ体験◆
内容  お子様向けの簡単なフラワーアレンジ体験
日時  10／9（日） 午前10：00～午後3：00　場所 緑化センター
定員  先着20人　料金  500円

  

いきいき支援センターからのご案内 　問合　東部いきいき支援センター（八事・滝川・広路・川原・伊勝）　☎8６１－9３３5　℻8６１－9３３６
　　　　西部いきいき支援センター（松栄・御器所・吹上・鶴舞・村雲・白金）　☎884－55１３　℻88３－22３１
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※天候などにより中止になる場合もございます。
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9／11～10／10の休館日

  9／16、 10／7（金）

■予約相談　法律相談（民事法律相談など）

■当日相談（休日をのぞく）

●ちくちく手づくりの会

ピーポーじどうしゃ（布おもちゃ）
を作ります。
日時　10／6（木）午前10：00～正午�
定員　先着20人
料金　500円程度
持物　�鉛筆、はさみ、針、もめん糸

（白・黒）
申込　�9／15（木）午前9：30から来館

または電話（741－9811）にて
受け付け。

相談日相談日 時間時間 予約開始予約開始 場所場所 申込・・問合

9／22（木）
午後1：00～4：00
相談は20分

9／15（木）～ 区役所
6階

会議室

名古屋おしえてダイヤル
☎953－7584
午前8：00～午後9：00

（年中無休）10／13（木） 10／6（木）～

相談内容相談内容 日時日時 申込・・問合
女性悩み
ごと相談

毎週月～金曜日
（事前予約可）

午前10：00～正午
午後1：00～4：00

民生子ども課
☎735－3880　℻735－3909

内職相談 第2／第4火曜日
（祝休日休み）

午前10：00～正午
午後1：00～3：00

民生子ども課
☎735－3892　℻735－3909

巡回日時巡回日時 場所場所

9／21（水）

午後2：00～4：00
法 音 寺

10／6（木）

午前10：00～11：00
川 原 神 社

●�藤原道山×SINSKE～尺八とマ

リンバによる世界最小オーケストラ～�

　Piazzolla

日時　�10／10（祝・月）　　　　　　
①ブエノスアイレスの四季

　　　午後1：30～（午後1：00開場）��
　　　②タンゴの歴史
　　　午後5：00～（午後4：30開場）
定員　300人
料金　�5,000円（当日券は500円増）
申込　�当劇場窓口にて受け付け。

現代アート、どう見る？

難解というイメージがつきまとう現代
アート。
元キュレーター（学芸員）である作家・原
田マハさんと、現役キュレーターの高橋
瑞木さんの二人が現代アートの魅力を
大いに語り合います。
あなたと現代アートを結ぶ橋渡しの一
冊に、本書をどうぞ。

『現代アート
をたのしむ』
人生を豊かに変
える5つの扉
原田マハ／著
高橋瑞木／著

祥伝社

●�名古屋ビブリオバトルの会・鶴舞

中央図書館共催「ビブリオバトル」

日時　9／17（土）午後2：00～4：00
対象　�中学生以上
定員　�参加自由

教室名教室名 開催日時（回数）開催日時（回数） 対象・定員対象・定員 料金料金

①ジュニアソフトテ
　ニス教室Ⅰ

10／29～1／7の土曜
9：00～10：30（10回）

小学3～6年生
35人

5,600
円

②ジュニアソフトテ
　ニス教室Ⅱ

10／29～1／7の土曜
10：40～12：10（10回）

小学3～6年生
35人

5,600
円

③健康リフレッシュ 10／14～11／11の金曜
10：30～11：30（5回）

一般
15人

1,650
円

④健康リフレッシュ  
  （託児付）

10／14～11／11の金曜
10：30～11：30（5回）

2歳以上の未就学
児と保護者、5組

3,300
円

⑤赤ちゃんと一緒
　産後ヨガⅡ

10／24～12／26の月曜
10：00～11：00（10回）

4カ月以上の0歳児
と母親、14組

4,000
円

●�Yappyさんの演奏会

懐かしいフォークソングや歌謡曲
を聞きましょう。
日時　9／26（月）午前10：30～正午
対象　市内在住60歳以上の方
定員　先着30人
講師　�井上泰良さん、水谷小夜子さん、

前田義広さん、藤野彰さん
申込　�9／13（火）午前8時45分から来

館または電話にて受け付け。

●秋のスポーツ教室＆ジュニアスポーツ教室�

※教室開始日までに、対象年齢に達している必要があります。

●�卓球の日スペシャル

楽しく卓球をしましょう！後半は卓
球大会です。（上位の人は名古屋市児
童館交流卓球大会に参加できます。）
日時　�10／22（土）午後2：00～4：00
�対象　小学生
定員　先着12人程度
持物　室内シューズ、飲み物、動き
　　　やすい服装
申込　�9／24（土）午前10：00から来

館または電子申請（本紙❼
面を参照）にて受け付け。

申込　�①・②は10／9（日）、③・④は9／25（日）、⑤は10／5（水）までに、電子申
請または往�復はがき（本紙❼面を参照）にて上記問い合わせ先へ。

●�創作アトリエ

　～いろいろなカタチ～

日時　 10／16（日）午後1：30～3：00
 対象　 小学生
定員　先着10人
講師　旭雅昭さん
申込　�9／18（日）午前10：00から来

館または電子申請（本紙❼
面を参照）にて受け付け。

●�百花繚乱～津軽じょんがら節

　だけのコンサート～

日時　�10／2（日）
　　　�午後2：00～（午後1：30開場）
定員　300人
料金　�一 般4,000円　 学 生2,000円

（当日券は500円増）
申込　�当劇場窓口にて受け付け。

●みんなのおはなし会

日時　①9／17（土）
　　　�　午前11：00～11：30　　　

②9／17（土）
　　　　午後2：00～2：30　　　　
　　　③9／21・28（水）
　　　　午後3：30～4：00
対象　�幼児・小学生と保護者（子ど

ものみの参加可）
定員　�各回当日先着5組

●�ストーリーテリングの会

日時　9／24（土）�午前11：00～11：30
対象　�小学生以上
定員　�当日先着5組

●�ぼちぼちいこう会

松岡享子さんの創作絵本・物語を
読もう。
日時　10／7（金）�午前10：15～正午
定員　当日先着20人

●�～なごやっ子読書月間記念行事～

おはなし会

日時　①10／1（土）
　　　　午前11：00～11：30
　　　②10／8（土）
　　　　午前11：00～11：30
　　　③10／8（土）
　　　　午後2：00～2：30
対象　�幼児・小学生と保護者
定員　�各回当日先着5組

●ちいさいひとのおはなし会

日時　10／5・12・19・26（水）
　　　�午前11：00～11：30　　　　

※�10／26（水）はえいごのお
はなし会

対象　�乳幼児と保護者
定員　�各回先着7組
申込　�9／15（木）午前10：00から電話

（741－9811）にて受け付け。

●�みんなでハロウィン！

ハロウィンをたのしもう！仮装し
てきてもOKです！
日時　 10／23（日）午後2：00～4：00
 対象　 小・中学生
定員　先着15人
申込　�10／2（日）午前10：00から来

館または電子申請（本紙❼
面を参照）にて受け付け。

●子育てわいわいサロン

日時　9／15（木）午前10：00～11：30
対象　3カ月以上3歳未満の子ども
　　　と親
定員　5組　持物　筆記用具
※今月は子育て相談も行っています。

●�はくぶつかん古書市

郷土・歴史書中心のフェア。特別展
「兵馬俑と古代中国～秦漢文明の
遺産～」と合わせてどうぞ。
日時　9／10（土）～9／19（祝・月）
　　　午前9：30～午後5：00
　　　※9／12（月）は休館日

●�～なごやっ子読書月間記念行事～

かげえであそぼう！

日時　10／1（土）
　　　①午後1：30～2：00
　　　②午後2：30～3：00
対象　�3歳から小学生（未就学児は

大人の参加1名必要）
定員　�各回先着15人（付き添いの

大人を含む）
申込　�9／15（木）午前10：30から来館

または電話（741－9811）にて
受け付け。

●バリアフリー映画上映会

　「ハンサム★スーツ」

目の見えない方、耳の聞こえない方
も楽しめる音声ガイドや字幕付の
映画上映会です。
日時　10／22（土）午後2：00～4：00�
対象　小学生以上　
定員　40人
申込　�10／6（木）午前9：30から来

館、電話（741－3198）または
ファクス（733－6337）にて受
け付け。

日曜開館モデル実施のお知らせ

10月から昭和福祉会館では毎月
第2日曜日を開館します。
10月は9日（日）です。
※詳しくは下記問い合わせ先へ。

問合　��健康福祉局高齢福祉課　
　　　☎972－2542　℻955－3367

●本のひろば自遊らんど

日時　10／3（月）午前11：00～正午
対象　小学6年生まで　定員　6人
●第42回昭和生涯学習センター

　まつり

昭和生涯学習センターで活動する
グループや区内を中心とする地域
で活動する団体やグループが、日ご
ろの学習成果を発表します。
日時　10／8（土）
　　　午前10：00～午後4：00
　　　10／9（日）
　　　午前10：00～午後3：30

●�あつまれ！しらかねスポーツラボ

やったことないあそびをしよう。
どんなあそびをするのか楽しみに
して来てね。
日時　 10／29（土）午後1：30～3：30
 対象　 小学生
定員　先着30人
持物　室内シューズ、飲み物、汚れ
　　　てもいい動きやすい服装
申込　�10／1（土）午前10：00から来

館または電子申請（本紙❼
面を参照）にて受け付け。

　�

※�イベントへ参加される際は、在
住区の福祉会館で発行する名古
屋市福祉会館利用証が必要で
す。利用証発行の際には、住所・
生年月日が記載された証明書
（免許証・保険証など）と緊急連
絡先電話番号が必要です。
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区役所民生子ども課民生子ども係問合 735-3902 735-3909

令和5年4月からの、保育所などの保育施設の新規・継続利用申請受け付けを行います。
希望される方は次のとおり手続きをしてください。※現在入所保留中(待機中）の方も再度お申し込みいただく必要があります。

白金保育園 
安田保育園 
南山ルンビニー園 
昭和保育園 
名広愛児園 
駒方保育園 
愛厚昭和荘保育園 
いりなか保育園 
ひまわり保育園 
池内わらべ保育園 
やまさと保育園 
まこと幼児園 
瑞雲保育園 
松栄保育園 
さくら保育園 
たきこ幼児園 ※1 
アイン楽園町保育園 
まつかぜ保育園 
はな保育園ひろじほんまち 
キリスト保育園 
つばめ保育園 
トット保育園御器所 
アイグラン保育園吹上 ※2 
鶴舞ちとせ保育園 
たきこ第二幼稚園にじいろ ※4 
もんもの花保育室 
ニチイキッズ川名保育室 
小規模保育事業 ソラーナいりなか
キッズガーデン八事 
リーゴ鶴舞 
ほしの子愛児園 
スクルドエンジェル保育室 ごきそ園 
ｍｅｍｏｒytree　保育室八事園
すくすくｎｕｒｓｅｒｙ檀溪通 
ｍｅｍｏｒytree　保育室滝川園 
ｍｅｍｏｒytree　保育室南山園 
いずみ伊勝乳児園 
すくすくｎｕｒｓｅｒｙ阿由知通 

白金一丁目20-24
安田通2-4-2
南山町5
村雲町19-1
車田町1-11
駒方町3-1
向山町1-54
川名山町103
鶴舞町65
明月町3-6-2
山里町85-1
滝川町17-10
御器所三丁目1-29
塩付通6-3
鶴羽町1-28-1
永金町1-1-32
楽園町13-1
松風町3-2
広路本町5-3-1
山里町36-13
塩付通4-27
桜山町1-5
阿由知通1-7-7
鶴舞三丁目19-3
滝子通三丁目24-1
白金一丁目2番9号
折戸町5丁目40番地 ホーメスト川名1A
川名山町1-81-1　１階
山里町66-2
鶴舞2丁目7-10
荒田町3丁目17-9
御器所通1-7-1 バックス荒畑Ⅱ
広路町石坂48-5
檀溪通2-14
川名山町51-2
広路町字梅園67-1
伊勝町2-24-2
阿由知通2-8-4

881-3021
763-2135
832-6305
881-9756
731-2131
831-8304
761-9758
832-0014
733-7622
853-3820
833-7318
835-1808
746-5288
841-2057
753-7214
882-0467
833-7105
853-6800
893-9971
875-4321
842-0633
875-3200
784-9790
733-3113
884-7251
626-5915
764-3400
753-7874
893-7560
626-7005
893-9328
732-0061
755-7820
838-9999
846-6757
717-0247
751-0010
784-4077

10/20（木）
10/21（金）
10/24（月）
10/２５（火）
10/26（水）
10/27（木）
10/28（金）
11/1（火）
11/2（水）
11/4（金）
11/7（月）
11/8（火）
11/9（水）
11/10（木）
11/11（金）
11/14（月）
11/17（木）
11/18（金）
11/21（月）
11/22（火）
11/24（木）
11/25（金）
11/28（月）
11/29（火）
11/30（水）

10/17（月）
〜

11/30（水）

産休明け～
生後6カ月～
産休明け～
産休明け～
産休明け～
産休明け～
産休明け～
産休明け～
産休明け～
産休明け～
産休明け～
生後6カ月～
生後5カ月～
生後6カ月～
産休明け～
生後6カ月～
生後6カ月～
産休明け～
産休明け～
産休明け～
産休明け～
生後6カ月～

産休明け～※3
生後6カ月～
生後6カ月～

産休明け～2歳児
産休明け～2歳児
産休明け～2歳児
産休明け～2歳児
産休明け～2歳児
産休明け～2歳児
産休明け～2歳児
生後6カ月～2歳児
生後6カ月～2歳児
生後6カ月～2歳児
生後6カ月～2歳児
産休明け～2歳児
生後6カ月～2歳児

7:30～19:30
7:30～19:30
7:00～19:00
7:00～18:00
7:30～19:30
7:00～19:00
7:15～19:15
7:15～19:15
7:15～19:15
7:15～19:15
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～20:00
7:30～19:30
7:00～19:00
7:30～19:30
7:00～19:00
7:15～19:15
7:30～19:30
7:30～19:30
7:00～19:00
7:30～19:30
7:30～19:30
7:00～19:00
7:30～19:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30

7:30～19:30
7:30～19:30
7:30～18:30
7:00～18:00
7:30～18:30
7:00～18:00
7:15～18:15
7:15～18:15
7:15～18:15
7:15～18:30
7:00～18:00
7:00～18:00
7:00～18:00
7:30～18:30
7:00～19:00
7:30～18:30
7:00～19:00
7:15～18:30
7:30～19:30
7:30～19:30
7:00～19:00
7:30～19:30
7:30～19:30
7:00～19:00
7:30～19:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30
7:30～18:30

保育施設名 所在地 電話番号 受付日 受入可能年齢
保育可能時間

平　日 土　曜
利用資格

市内在住で、保護者の方全てが
就労など市の定める基準により、
お子さんの保育ができない方。

申込書の交付
10/3（月）～
各保育施設・区役所民生子ども課

受　付
10/17（月）～12/12（月）のう
ち第１希望の園の受付日に区
役所２階民生子ども課へ必要書
類をご持参ください。（希望先が
複数ある場合も第１希望の園の
受付日にご提出ください。）
受付日に都合の悪い方、他区園
などに入園希望の方は、受付期
間のご都合の良い日にお越しく
ださい。
※受付期間後半は例年窓口が
大変混雑します。また受付期間
終了後は提出書類の内容訂正
は一切お受けできません。お早
目のご提出をお願いいたします。

その他
◆お子さんに発達の遅れ（集団

保育が可能な程度）が見られる
場合には希望園に関わらず、

「発達質問票」と利用申込書
などをあわせて11/4（金）ま
でにご提出ください。

◆保育施設では随時見学の
受け付けを行っております（要
事前連絡）。申込書に記入
する保育施設へはお子さんと
一緒に見学していただくよう
お願いします。

※産休明けとは、生後57日目
（医師の診断により短縮可）
の母が就労などに復帰できる
最初の日を言います。

※1 令和４年度末で分園を廃止予定　※2 令和5年度より「あい保育園吹上」から名称変更予定
※3 検討中（令和4年度までは6カ月～）　※4 令和5年4月開所予定、電話番号は開所前問い合わせ先（法人本部）

曜日 時間帯講 座 名

〈親学関連講座〉【名古屋柳城女子大学・名古屋柳城短期大学共催】
発見いっぱい１歳児の成長 ～親子で遊んで、学んで、育ちあい～

【鶴舞中央図書館共催】　英文学の変遷を学ぶ ～時代背景と結び付けて～

〈なごや学〉「鶴舞公園」に親しもう ～歴史・建物・自然の魅力を感じて～

【名古屋市立大学看護実践研究センター共催】　自分の足で歩き続けるために

対 象 定 員 申し込み締切日

市内在住・在勤・在学で各講座に定める対象者。　※「一般」とは、中学生を除く１５歳以上の方。
申　込
対　象

〈電子申請〉または〈往復はがき〉本紙❼面を参照の上、下記問い合せ先へ。〈往復はがき〉の往信用裏面には①講座名②住所③氏名（ふりがな）・年齢④電話番号
⑤勤務先または通学先の所在地の区名（名古屋市外に在住の方）を記入。　※１講座につき１人（１組）１通のみ有効。定員超過の場合、抽選。

9/22
(木）

１歳児とその保護者

一般

一般

一般

月

火

水・木

金

金

午前

午前

午前

午前

午後

6組

20人

15人

20人

30人

問 合 生涯学習センター（〒466-0023  石仏町1-48）　☎ 852-1144　FAX 852-1143

区役所民生子ども課（2階1番）
へお越しください。

8：45～正午　
13：00～17：15

土・日・祝日は休庁日です。

受付時間

一般 （受講後、マイスターとして活動したい方）〈なごや学マイスター講座〉花からつながる仲間との出会い
～花と仲間もいっぱいに緑化活動してみませんか～

令和4年度令和4年度
後 期 講座・事業のご案内昭和生涯学習センター

昭和区保育ガイド

編 

集

昭和区役所　地域力推進室
〒466-8585 阿由知通3-19
電話（代） 731-1511　FAX 735-3829

区の木
 ハナミズキ

区の木
 ハナミズキ

区の花 
ハナショウブ

区の花 
ハナショウブ

face bookface bookInstagramInstagram

昭和区役所

日 曜 窓 口

午前8時45分～正午

9/11、10/2


