
12昭 和 区 ⓭4

　令和4年度昭和区民美術展が、10／1（土）～10／4（火）
に区役所2階講堂で開催され、5部門91点の力作が展
示されました。
●市長賞・区長賞・会長賞受賞者一覧（敬称略）

部門 日本画 洋画 彫刻・工芸 書 写真

市長賞 梅垣たまほ 丹羽めぐみ 松本吉笙 安藤雄岳 鈴木八重子

区長賞 ＿ 川合直司
田中美智子

中村君江
松井千栄子 杉浦すみ子

会長賞 ＿ 下村妙子 稲葉早苗 今井碧穂 市原美羽

※彫刻の部は、出品数の都合により工芸の部に含め、彫刻・工芸の部と
　しました。
問合　区役所地域力推進室　☎735－3827　℻735－3829

留守家庭児童育成会（学童クラブ）のお知らせ

街路灯や公園灯が点灯していないときは…

　共働きやひとり親家庭などで、下校後保護者が不在
である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　平日下校後、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
所在地・
電話番号

対象学区 入会説明会日時

松栄第一・第二
学童保育クラブ

戸田町2－27
852－6393

松栄
12／17（土）

午後3：00～4：00

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

令和5年昭和区成人の日式典のご案内

　土木事務所が管理している街路灯や公園灯には、その柱
に番号と連絡先を記載したシールが貼ってあります。「夜間
点灯していない」「点滅している」などの状態を発見された
方は、番号を下記問い合わせ先までお知らせください。
　なお、土木事務所のシールが貼られていない街路灯は、町
内会や商店街などが管理しています。
問合　土木事務所　☎751－5128　℻751－5129

　当区の式典は、対象の若者を中心とした実行委員会が企画・運営して
います。ぜひ、ご参加ください。
　12月上旬を目途に、案内状をお届けします。区外での参加を希望され
る方や、案内状が届かなかった方で参加を希望される方は、下記問い合
わせ先へご連絡ください。
日時　1／8（日） ・受付　午前9：10～
　　　　　　　・式典　午前10：00～10：20
　　　　　　　・アトラクション　午前10：20～11：30
　　　　　　　・恩師交流タイム　午前11：30～午後1：00
場所　名古屋市公会堂
対象　平成14年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた方　
主催　�区役所、昭和区区政協力委員協議会、「02世代」実行委員会
※�介助が必要な場合を除き、本人以外の入場はお断りします。

問合　区役所地域力推進室　☎735－3826　℻735－3829

　

　

昭和区女性のつどい・明るい選挙昭和区
「おじんとみずき」の童話会

　「夢中になるものを探そう」をテーマに、音楽と
ともに創造の世界をお届けします。　
※手話通訳・要約筆記あり。

12／1～12／31まで歳末たすけあい募金運動です

昭和区民美術展　入賞作品のご紹介

日時　2／14（火）午前10：40～（午前10：20開場）�　
場所　�昭和文化小劇場　ホール　　　　　　　

※公共交通機関でお越しください。　
定員　150人　
　　　※事前申込制。定員超過の場合、抽選。
出演　朗読：鬼頭隆（おじん）
　　　ピアノ：鬼頭瑞希
主催　昭和区女性のつどい実行委員会、昭和区役所
共催　明るい選挙昭和区推進協議会、
　　　昭和区選挙管理委員会
申込　�12／19（月）までに、①「女性のつどい」希望②住所③参加者全員の

氏名④電話番号を記入のうえ、電子メール、ファクスまたは＜往
復はがき＞（本紙❻面参照）にて下記問い合わせ先へ。

問合　区役所地域力推進室　
　　　〒466－8585　昭和区阿由知通3丁目19番地
　　　☎735－3826　℻735－3829　
　　　 a7353823@showa.city.nagoya.lg.jp

年末特別消防警戒（12／26～12／29）
　消防署と消防団では、区民の皆さまが安心し
て新年を迎えることができるよう、毎年「年末
特別消防警戒」を実施しています。今年も火災
予防の巡回広報と警戒警備を行いますので、ご
理解とご協力をお願いします。
　また、この季節は空気が乾燥し、寒さも厳しくなるため、暖房などを
使う機会が増えます。火の取り扱いには十分に気を付けましょう。
●�暖房器具や調理器具は正しく使いましょう。
●�たばこの後始末はきちんとしましょう。
●�放火されにくい環境を作りましょう。

問合　昭和消防署　☎841－0119　℻842－0119

燃えやすいものは

家の周りに置かないようにね！

乗るのなら　しっかりお酒と　ディスタンス
～飲酒運転を根絶しよう～

●飲酒運転の危険性
　わずかな量であっても、お酒を飲んだ時は絶対にハンドルを握らない
でください。アルコールには、中枢神経を麻痺させる作用があり、自分で
は「まだ酔ってない。大丈夫だ。」と思っていても、理性、平衡感覚および
視力が低下し、視野が狭くなるなど、安全運転に必要な情報処理能力、注
意力、判断力などが低下するため、正常な運転ができなくなります。
●飲酒運転による交通事故の責任
　飲酒運転による事故については、より厳しい責任が問われることに
なります。
　＜刑事上の責任＞
　　危険運転致死傷罪に問われる場合もあり、懲役、禁錮、罰金などの
　処分になります。
　＜行政上の責任＞
　　運転免許の取り消し、停止などの処分となります。
　＜民事上の責任＞
　　多額の賠償金を支払うことになるほか、会社の解雇などの社会的
　地位の喪失や家庭崩壊など、飲酒運転をした人はもちろん、その家族
　も不幸にしてしまいます。
問合　警察署　☎852－0110　℻852－0266

　「02世代」実行委員会の活動の様子を、実行委員会の
　Instagramで発信しています。右の二次元コードから
　ご覧ください。

　12／1～10までの10日間、「年末の交通安全県民運
動」が実施されます。県内では、依然として飲酒運
転に起因する重大な交通事故が無くなりません。
一人ひとりが、飲酒運転は重大事故に直結する悪
質・危険な違反であることを正しく認識し、「飲酒
運転はお酒を飲む人も、飲ませた人も犯罪である」
ことを徹底して、飲酒運転を根絶しましょう。

　「歳末たすけあい募金運動」は、共同募金運動の
一環として、新しい年を迎える時期に、支援を必要
とする方々が地域で安心して暮らすことができる
よう、さまざまな福祉活動を推進するための募金
です。皆さまのあたたかいご協力をお願いいたし
ます。受け付けは、昭和区共同募金委員会事務局で
行っております。

問合　�昭和区共同募金委員会（昭和区社会福祉協議会内）
　　　☎884－5511　℻883－2231

昭和区ママブログ公開中！
（https：／／ameblo.jp／showa－kosodate／）

～現在ブログライターを募集しています～
　子育てをしている人のため、そして自分のために、お
役立ち情報・身近な話題・その他、さまざまな情報を発
信しています。
問合　昭和区子育て応援サイト運営委員会事務局
　　　（区役所民生子ども課）☎735－3901　℻735－3909
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いきいき支援センターからのお知らせ

　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。

予約制の教室・相談は各問い合わせ先へご確認ください。

◆もの忘れ相談事業（要予約）
　日時　＜東部＞12／15（木）　＜西部＞12／14（水）
　　　　いずれも午後1：30～3：00（1回30分程度）　
◆認知症家族サロン
　日時　＜東部＞12／20（火）午後1：30～3：30　定員　10人程度
◆高齢者いきいき相談室による無料出張相談会
　日時　＜東部＞12／20（火）午後1：30～3：30
　　　　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）
　　　　＜西部＞12／20（火）午後1：30～3：30
　　　　フィールシャンピアポート店 西側入り口付近（白金3丁目6－24）

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

＜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

昭和区休日急病診療所のご案内

教室・相談名など教室・相談名など 開催日時開催日時 問合  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

12／23（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
※�結果は令和5年1/６（金）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 問合 保健感染症係  保健感染症係 ☎735－3962735－3962

はじめての
歯みがき教室

（予約制先着10組）

12／21（水）
午前10：15～11：00

【受付】
午前10：00～10：15

内容　�歯みがきの仕方、離乳完了
前後の食事など

対象　�区内在住の令和3年12月か
ら令和4年3月生まれのお
子さんと保護者

　　　　�※�参加は初めての方に限
ります。

持物　母子健康手帳
申込　�12／14（水）午前9：00から予

約開始

むし歯予防教室
（予約制先着15人）

12／23（金）
【受付】
午後1：15～2：00

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
のお子さんと保護者

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

もぐもぐ教室
（予約制先着8組）

1／31（火）
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4月・5月
生まれのお子さんと保護者

　　　※�参加は初めての方に限
ります。

持物　�母子健康手帳
申込　�1／６（金）午前9：00から予約

開始

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

内容　�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 問合 保健看護担当  保健看護担当 ☎735－3961735－3961

母乳相談（予約制）
12／12（月）
【受付】
午後1：10～3：30

内容　�母乳で育てたい、おっぱい
からの卒業などでお困り
の方の相談

対象　�区内在住の方

◆認知症家族教室

　日時　＜東部＞12／22（木）　＜西部＞12／23（金）　 
　　　　いずれも午後1：30～3：30
　定員　各10人程度
◆高齢者のための無料法律相談（要予約）
　日時　�＜西部＞12／26（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　12／16（金）午後5：00までに西部いきいき支援センターへ

区分区分 実施日実施日 対象対象

3カ月児
12／20（火）令和4年8／1６～8／31生

1／10（火） 令和4年9／1
～9／15生

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

区分区分 実施日実施日 対象対象

1歳
6カ月児 12／22（木）令和3年5／14～６／2生

3歳児 12／14（水）令和元年11／9～11／2６生
【受付】�第1子　午後1：35～2：05�

第2子以降　午後1：05～1：35

子育て総合相談窓口（子育て世代包括支援センター）子育て総合相談窓口（子育て世代包括支援センター）
● 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

●�自宅で排せつさせるしつけをしましょう�

散歩の目的は、運動とストレスの解消、社会環境に慣れさせること

です。フンや尿は散歩の前に自宅で済ませ、散歩中に排せつさせな

いしつけをしましょう。

●�散歩中のフンは必ず持ち帰りましょう�

フンの放置は、近所の方の迷惑になります。

●�リードをつないで散歩しましょう�

普段は大人しい犬でも、刺激の多い屋外では、人や他の動物にかみ

つくことがあります。

犬の飼い主の方へ！

問合　食品衛生・動物愛護等担当　☎735－3959

　冬場はノロウイルスによる食中毒・感染性胃腸炎が多く発生しま

す。次のことに気を付けて予防しましょう！

●手洗いはしっかりしましょう。

●�下痢やおう吐などの症状がある場合は、直接食品に触れる作業は

控えましょう。

●�食品は中心部まで十分加熱（85℃～90℃で90秒以上）

しましょう。

●�調理器具は十分に洗浄・消毒（家庭用塩素系漂白剤）

���しましょう。

●患者の吐物や便は適切に処理しましょう。

ノロウイルス食中毒を予防しましょう！

問合　食品衛生・動物愛護等担当　☎735－3959

■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）

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

12／22（木）
午後1：00～4：00

相談は20分

12／15（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）1／12（木） 1／5（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

4 12 昭 和 区⓮
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●ベビー＆ファミリービクス

赤ちゃんとスキンシップをとりなが
ら、ベビーマッサージとエアロビクス
でリフレッシュ！
日時　�1／14（土）
　　　午前10：30～11：30
対象　�2カ月～9カ月の乳児と保護者
定員　先着12組
申込　�12／27（火）午前10：00から来

館または＜電子申請＞（本紙
❻面を参照）にて受け付け。

●ボッチャ教室

パラリンピックで人気になったボッ
チャを体験！2／26（日）には児童館交
流ボッチャ大会があります。
※�動きやすい服装でお越しください。
日時　�1／6（金）
　　　午後2：00～3：30
対象　小学生以上の子ども
定員　先着10人
持物　室内シューズ、飲み物
申込　��12／11（日）午前10：00から来

館または＜電子申請＞（本紙
❻面を参照）にて受け付け。

●�Ｘmasコンサート

一緒に歌うことはできませんが、
リズムをとったり心で歌って楽し
く過ごしましょう。
日時　�12／20（火）
　　　午前10：00～11：30
対象　市内在住の60歳以上の方
定員　先着30人
講師　�豊田マネージメント研究所

山下一郎さん
申込　�12／13（火）午前8：45から来

館または電話にて受け付
け。

●�日曜開館のモデル実施について

日時　12／11（日）、1／8（日）
申込　�利用方法により申し込みの

方法が異なるため、詳細は
上記問い合わせ先へ。

※�同好会への活動場所の提供、囲
碁・将棋の自由利用などに限ら
れます。講座・いらっしゃい事業
などは実施しませんので、ご了
承ください。

※�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。

●みんなのおはなし会

日時　①�12／17（土）�
午前11：00～11：30�
午後2：00～2：30

　　　②�12／21・28（水）�
午後3：30～4：00

　　　③�1／7（土）�
午前11：00～11：30

対象　�幼児・小学生と保護者（子ど
ものみ参加可）���　

定員　各回当日先着5組

●ちくちく手づくりの会

布のおもちゃ（むきむきバナナ）を
作ります。
日時　��1／12（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　�12／15（木）午前9：30から来

館または電話（741－9811）に
て受け付け。

●ストーリーテリングの会

日時　12／24（土）
　　　午前11：00～11：30
対象　�小学生以上
定員　当日先着5組

●�センサリーフレンドリー演奏会

発達障害をもつ子どもとその保護
者の方に向けた、“感覚にやさし
い（センサリーフレンドリー）”コ
ンサート。初めての劇場でも大丈
夫！弦楽3重奏「Cool�MensLa」のや
さしい音楽を一緒に楽しみましょ
う。

●世界のことばでおはなし会

日時　12／17（土）
　　　午後3：00～3：30
対象　�幼児・小学生と保護者（子ど

ものみの参加可）
定員　先着7組
申込　�12／14（水）午前9：30から来

館または電話（741－9811）に
て受け付け。

●クリスマスフロアコンサート2022

日時　�12／24（土）
　　　午後3：00～4：00
定員　60人程度
申込　�12／10（土）午前9：00から市

公会堂へ電話（731－7191）に
て受け付け。

●ちいさいひとのおはなし会

日時　�1／11・18・25（水）
　　　午前11：00～11：30
　　　※25（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　�12／15（木）午前10：00から電

話（741－9811）にて受け付
け。

●ぼちぼちいこう会

「おたのしみ会」（ストーリーテリ
ング、読み聞かせ、工作など）
日時　��1／6（金）
　　　午前10：15～正午
定員　当日先着20人

●子どもと大人のためのグリムの

　おはなし会

グリムのお話だけのおはなし会で
す。①と②は違う内容です。
日時　1／6（金）
　　　①午後2：00～2：30
　　　②午後2：45～3：20
対象　�幼児から大人まで
定員　各回当日先着12人

●カラフルボールチャレンジ

カラフルなボールをつまんで移動さ
せよう！
日時　�12／23（金）午前10：30～11：30
対象　�18歳までの子ども
　　　（小学生未満は保護者同伴）

●�歴史体験セミナー「正月のおもちゃ」

常設展ロビーですごろくや福笑い
など正月を中心とする冬の遊びが
体験できます。常設展示室内（中学
生以下無料）でも凧などの遊び道
具を展示します。
日時　�12／6（火）～1／9（祝・月）�

午前9：30～午後4：30
※�休館日：�12／12（月）、12／19（月）～

1／3（火）、1／10（火）

巡回日時巡回日時 場所場所

12／21（水）

午前10：00～11：00
伊 勝 神 社

　やっちまっても大丈夫！！？
　キャンプ中に起こる（かもしれない）あらゆるピンチ
の切り抜け方を紹介した危機管理マニュアルです。こ
の本をマスターすれば、強盗やクマに遭遇しても、川に
流されても、電波が弱くても、ビールが冷えてなくても
大丈夫！安心してキャンプに出掛けるためにぜひご一
読ください。

『ブッ飛び�キャンプ雑学』
「あ、やっちまった」の傾向と対策
キャンプのピンチ�解消委員会・編

日時　�1／5（木）午後2：00～2：45
　　　　　　（午後1：00開場）
対象　�発達障害をもつ子どもと保

護者
定員　50人
申込　�当劇場ウェブサイト

（https：／／www.bunka758.
or.jp／facility／showa／）また
は電話にて受け付け。

曜日 教室・講座名 開催日時（回数） 対象・定員 料金

月

キッズ体操①
（年少クラス）

1／16～3／20（10回）
午後3：10～4：00

幼稚園年少クラス該
当の幼児・30人

5,800円

キッズ体操②
（年中クラス）

1／16～3／20（10回）
午後4：00～5：00

幼稚園年中クラス該
当の幼児・30人

キッズ体操③
（年長クラス）

1／16～3／20（10回）
午後5：00～6：00

幼稚園年長クラス該
当の幼児・30人

レッツスイム小学生A 1／16～3／20（10回）午後4：00～5：00 小学生・30人

レッツスイム小学生B 1／16～3／20（10回）午後5：00～6：00 小学生・30人

パワフルヨガ
（月曜日）

1／16～3／20（10回）
午後6：15～7：15 中学生以上・30人

5,000円
ヒップホップ 1／16～3／20（10回）

午後7：30～8：30 中学生以上・30人

火

アクアビクス 1／17～3／28（10回）
午前11：00～正午 中学生以上・30人

5,800円

レッツスイム①
（年少クラス）

1／17～3／28（10回）
午後3：10～4：00

幼稚園年少クラス該
当の幼児・30人

レッツスイム②
（年中クラス）

1／17～3／28（10回）
午後4：00～5：00

幼稚園年中クラス該当
の幼児・30人

レッツスイム③
（年長クラス）

1／17～3／28（10回）
午後5：00～6：00

幼稚園年長クラス該当
の幼児・30人

水

水中ウォーキング 1／18～3／22（10回）
午前11：00～正午 中学生以上・30人

5,800円

キッズ体操④
（年少クラス）

1／18～3／22（10回）
午後3：10～4：00

幼稚園年少クラス該
当の幼児・30人

キッズ体操⑤
（年中・年長クラス）

1／18～3／22（10回）
午後4：00～5：00

幼稚園年中・年長クラ
ス該当の幼児・30人

キッズ体操⑥
（小学1、2年生クラス）

1／18～3／22（10回）
午後5：00～6：00 小学1、2年生・30人

ビーチボール 1／18～3／22（10回）
午後7：00～8：30 中学生以上・30人

木

初歩×2エアロと
しっかりストレッチ

1／19～3／30（10回）
午前9：30～10：30 中学生以上・25人

5,000円パワフルヨガ
（木曜日）

1／19～3／30（10回）
午前10：45～11：45 中学生以上・25人

レッツスイム④
（年少クラス）

1／19～3／30（10回）
午後3：10～4：00

幼稚園年少クラス該
当の幼児・30人

5,800円レッツスイム⑤
（年中・年長クラス）

1／19～3／30（10回）
午後4：00～5：00

幼稚園年中・年長クラ
ス該当の幼児・30人

レッツスイム⑥
（小学生クラス）

1／19～3／30（10回）
午後5：00～6：00 小学生・30人

土

キッズ体操⑦
（小学1、2年生クラス）

1／14～3／25（9回）
午前9：20～10：40 小学1、2年生・30人 5,400円

エリのヨガ 1／14～3／25（10回）
午前10：45～11：45 中学生以上・25人

5,000円
ドッジボール 1／14～3／25（10回）

午前9：30～11：30 小学生・40人

曜日 教室・講座名 開催日時 対象・定員 料金

月
ソフトエアロ 12／5～3／27

午前9：30～10：30 中学生以上・40人 300円
ピラティス 12／5～3／27

午前10：45～11：45

火
ヨーガ② 12／6～3／28

午前9：30～10：30 中学生以上・40人 300円
ZUMBA 12／6～3／28

午前10：45～11：45

水
ヨーガ① 12／7～3／29

午前9：30～10：30 中学生以上・40人 300円
脂肪燃焼エアロ 12／7～3／29

午前10：45～11：45

12／11～1／10の休館日

12／16（金）・29（木）～1／3（火）・6（金）

●第３期スポーツ教室　※内容・申込の詳細は上記問い合わせ先へ
往復はがきでの申し込みが必要な教室

申込　�12／19（月）必着で往復はがきに①教室名②住所③受講者名④生
年月日・年齢⑤電話番号⑥保護者氏名を記載のうえ応募。

当日受け付けの教室（毎回当日先着順で受け付け）

12昭 和 区 4 ⓯
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警察署　☎852‒0110　FAX852‒0266問合

みんなでつくろう安心の街
～犯罪にあわない・犯罪を起こさせない・犯罪を見逃さない～

12/11から12/20までの10日間、「年末の安全なまちづくり県民運動」が実施されます。

ショウちゃんイラスト入り図書貸出券の発行
　区内にお住まいで、初めて名古屋
市図書館の貸出券を作る方は、どな
たでも申し込むことができます。住所
のわかるもの（免許証・保険証など）
をお持ちいただき、鶴舞中央図書館ま
でお越しください。

年末年始のごみ・資源収集

●年末年始はごみ量が大変多く、収集時間が通常とは大幅に異なる場
合がありますので、収集日当日の朝８時までにお出しください。
●粗大ごみ受付センターについて
　12/２９（木）～１/３（火）はお休みです。これに伴い、第１水（１/４）収集
地域の申込期限は12/２８（水）までとなります。

環境事業所　☎871‒0504　FAX871‒0505問合

12/

25（日）

収集
しません

26
（月）

27
（火）

28 29
（木）（水）

30
（金）

31
（土）

通常収集

2
（月）

4 5 6 73
（火） （木）（水） （金） （土）

通常収集収集しません ペットボトル 紙製容器包装
空き缶空きびん

の収集はありません

１/

1（日）

　下表のとおり12/３１（土）～１/３（火）は、ごみ・資源の収
集がありません。（空きびん・空き缶・ペットボトル・紙製容
器包装は1/4（水）の収集もありません）

お住まいの地域の収集曜日をご確認の上、お出しください。
　収集曜日を調べるには、ごみ分別アプリ「さんあーる（３Ｒ）」
が大変便利です。二次元コードからダウンロードできます。

鶴舞中央図書館　☎741‒3131問合

区役所福祉課　☎735‒3911　FAX731‒8900問合

　入会はおおむね60歳以上の方が対象です。
　各クラブでは気軽に参加してもらえる行事（趣味の活動やス
ポーツ・文化行事）を数多く行っています。
　お住まいの地域の老人クラブ活動を見学してみませんか？
　問い合わせ・申し込
みは、区役所福祉課
の老人クラブ活動推
進員または地域の老
人クラブ役員まで、
お尋ねください。

『なごやかクラブ昭和』（昭和区老人クラブ連合会）で
新しい仲間をつくりませんか？

『なごやかクラブ昭和』（昭和区老人クラブ連合会）で
新しい仲間をつくりませんか？

名古屋市図書館共通貸出券

　「犯罪にあわない」「犯罪を起こさせない」「犯罪を見逃さな
い」の3N（ない）のスローガンを掲げ、地域が一体となった県
民総ぐるみ運動を展開します。皆さんも防犯意識を高め、犯
罪の減少を目指しましょう。

安全なまちづくり県民運動に参加しましょう！安全なまちづくり県民運動に参加しましょう！

　　区内の特殊詐欺の状況は、本年10月末の認知件数が29
件、実質被害総額が約4700万円と、前年に比べ増加傾向に
あります。

特殊詐欺の実態

被害防止対策

特殊詐欺被害防止キャッチフレーズ
「渡すな危険！！キャッシュカード」
特殊詐欺被害防止キャッチフレーズ
「渡すな危険！！キャッシュカード」

自動車盗難防止
～施錠だけでは自動車を守れません。～

自動車盗難防止
～施錠だけでは自動車を守れません。～
自動車盗の実態
　自動車盗の多くは、鍵をかけていたにも関
わらず被害に遭っており、ランドクルーザー・
レクサス・プリウスなどの特定車種が集中的
に盗まれています。

車から離れる時は、エンジンキーを抜いて必ず施錠する。●犯人と話をしないために、電話機を常
時留守番電話設定にしておき、相手
が誰かを確認してから電話に出る。
●相手への警告や録音機能などの被害
防止機能付きの電話機を使用する。

被害防止対策

●ハンドル固定装置、タイヤロック、ペダル固定装置、
警報装置など、複数の盗難防止対策を組み合わせる
ようにしましょう。
●スマートキー、カードキー（予備キーを含む）は、電波
を遮断する専用缶やポーチなどに入れて保管しま
しょう。

自動車盗難防止装置を活用しましょう。

●コンビニエンスストアへ立ち寄る場合な
ど、自動車から離れる時間がたとえ短くて
も、必ずエンジンキーを抜いて施錠しま
しょう。

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

日 曜 窓 口

午前8時45分～正午

12/4、1/8
区の木
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