
3昭 和 区 ⓭5

【入賞者（敬称略）】
ポスター・図画の部 書道の部

区長賞 松井貴瑚（広路小2） 山下実莉（桜山中2）

青少年育成
部会長賞 大澤結乃（吹上小6） 宮田姫良（円上中2）

区教育振興
会長賞 宮本光（鶴舞小5） 一柳旬佑（川原小5）

　入　賞

川﨑絢都（八事小2）、桂川凛久
（広路小5）、近藤理央（広路小6）、
加藤紗良（川原小1）、神谷すみれ
（川原小2）、開田菜月（川原小2）、
鈴木柚名（伊勝小3）、北御門志鶴
（松栄小1）、宇佐見ひなた（松栄
小5）、澤田花奈（御器所小2）、服
部妃菜（御器所小3）、渡辺貴介
（吹上小1）、藤原煌（鶴舞小1）、
半田大和（鶴舞小3）、半田明日菜
（鶴舞小5）、三尾柚季（鶴舞小6）、
横井美里（村雲小5）、神山葉奈子
（村雲小5）、武田莉音（白金小6）

阿部紗 （々八事小3）、中北宗助（八
事小4）、恒川凉花（八事小4）、青江
玲奈（広路小5）、髙山聡志（川原小
3）、小谷晴香（伊勝小5）、中島絵里
奈（松栄小3）、中辻実里（松栄小4）、
村岡実咲穂（松栄小5）、今井彩乃
（松栄小6）、青木陽永（御器所小3）、
他田美咲（御器所小6）、小林美穂
（吹上小4）、加藤希実（吹上小6）、三
尾佑太（鶴舞小6）、相川愛結（村雲
小5）、海原望吾（村雲小6）、小川葉
子（白金小6）、野本鴻桜子（桜山中
2）、奈良美涼（円上中2）、宮本樹香
（金城学院中1）

令和4年度青少年育成作品展

何もなかった日ほど、誇らしい日はない
～警察官・警察職員募集～

◎警察官・警察職員は、『県民の安全と安心を守る』仕事をしています。
○パトロールなどの地域に密着した活動
○犯罪の起きにくい社会、安全なまちづくりを進める活動
○地道な捜査で被疑者を検挙し、事件を解決する活動
○交通指導や取り締まりなどによって交通事故の発生を防ぐ活動
○災害やサイバー攻撃、テロ・ゲリラなどから県民を守る活動
部署によって役割は異なりますが、日々、人々の当たり前の日常が続
くために私たちは強い正義感を持って働いています。警察官・警察職員
の業務は非常に幅広く、あなたの能力を発揮できる場所が必ず見つか
ります。あなたも「安全な社会を守り続ける」仕事をしてみませんか。
◎警察官・警察職員の採用に関する案内および問い合わせ先
○�採用センター直通電話
052－961－1479（月～金曜日（祝日は除く）午前8：45～午後5：30まで）
○�愛知県警察採用情報ウェブサイト
https：／／www.pref.aichi.jp／police／syokai／saiyou／
○�公式Twitter　�愛知県警察�警務課採用センター（@AP_saiyo）
○�公式LINE　愛知県警察本部採用センター（@sum5558x）
問合　警察署　☎852－0110　℻852－0266

　区内の小中学生から青少年健全育成に関するテーマで募集した作品
展です。多くの力作がそろう中、下記の方々の入賞が決まりました。
　入賞作品は区ウェブサイトで、3／31（金）までご覧いただけます。

問合　区役所地域力推進室　☎735－3826　℻735－3829

保護司を募集しています！

　保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りや、犯罪予防のために地域
の安心・安全に貢献するボランティアです。犯罪や非行をした人たちと
の定期的な面接を通して、社会復帰の手助けなどできるようにその人
の生活を見守り、様々な相談に乗ったり指導をしています。
　この他にも、社会を明るくする運動などを通じ、犯罪予防活動に取り
組んでいます。
対象　66歳以下で意欲のある人
問合　�昭和保護区保護司会事務局（区役所総務課内）　�

☎735－3812　℻733－5534

　　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・身近な話題などを発信して
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

水道の使用中止・開始のお届けはお早めに

　春は転勤や卒業・入学などで引っ越しが多くなる季節です。転居などで
水道を止める場合や、新たに使用する場合は、早めに下記お客様受付セン
ターまたは公式ウェブサイトまでお申し込みください。

○上下水道局お客さま受付センター（名水ダイヤル）
☎884－5959　℻872－1296
受付時間　�平日：午前8：00～午後7：00

土日・休日：午前8：00～午後5：15
○上下水道局公式ウェブサイト
�https：／／www.water.city.nagoya.jp／
または右の二次元コードを読み取り

問合　上下水道局瑞穂営業所　☎841－7146　℻842－0592

「ごみの分別案内所」を開設します

　ごみの分別方法や排出曜日を案内する窓口を期間限定で設置します。
お気軽にお越しください。
期間　�3／24（金）～4／7（金）午前9：00～午後5：00�

（土曜日は除く。日曜日は午後2：00まで）
場所　区役所1階㏚コーナー
問合　環境事業所　☎871－0504　℻871－0505

　令和5年3月11日（土）で、東日本大震災から12
年が経過します。今後発生が危惧されている南
海トラフ巨大地震において、被害を最小限に抑
えるためには、事前に身の回りの備えをするこ
とが大切です。
　自分と家族の命を守るために、個人や家族でできることを取り組
み、万が一のときに備えておきましょう。

問合　消防署　☎841－0119　℻842－0119

自分と家族の命を守るために
～地震に備え、自助力を高めよう！～

事前に備えられること
◆家具の転倒防止措置
◆備蓄や非常持出品の準備
◆自宅および周辺の危険箇所のチェック
◆家族間での避難方法・避難場所の確認

　区内在住・在勤の美術作家で構成する昭和区美術協会会員による作
品展です。絵画・工芸・彫刻・書・写真を展示します。
日時　�3／14（火）～19（日）�

午前9：30～午後5：00（最終日は午後4：00まで）
場所　市博物館（瑞穂区瑞穂通1－27－1）
　　　3階ギャラリー�第2・3･4室
主催　昭和区美術協会、区役所
問合　区役所地域力推進室　☎735－3827　℻735－3829

第62回 昭美展

　令和4年度昭和区区民まつりに出展した「ドリー
ムプロジェクト（お絵描きトラック）」ブースで子
どもたちが描いた夢の絵を展示します。想像力豊
かな子どもたちの絵をぜひご覧ください。
　展示された絵は後日トラックにプリントされ、
名古屋を中心に日本全国を走る予定です。
日時　�3／17（金）～26（日）午前8：45～午後5：15�

�（土・祝日を除く。3／19（日）は正午まで、�
3／26（日）は午後2：00まで展示）

場所　区役所2階講堂ロビー
協力　昭和区子ども会育成連絡協議会
問合　区役所地域力推進室　☎735－3822　℻735－3829

子どもたちの夢の絵を展示します！

～みんなで楽しくまちづくり～
ショウちゃん隊を募集します！

�　まちづくりに興味がある人・地域のためにボランティアをしたい
人必見！あなたもショウちゃん隊に参加してみませんか？
内容　・地域のイベントを一緒に盛り上げよう！
　　　�・ワークショップを通じてまちづくりについて考えよう！
対象　�区役所や地域のイベントにボランティアで参加できる18～29

歳の人
申込　�❶氏名❷年齢❸住所❹学校名❺電話番号❻メールアドレス❼

ショウちゃん隊加入希望と明記の上、電話・メールまたはファ
クスにて受け付け。

問合　区役所地域力推進室　�☎735－3822　℻735－3829�
a7353823@showa.city.nagoya.lg.jp
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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　☎  735735－－39623962

むし歯予防教室
（予約制先着15人）

3／30（木）
【受付】
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

子どものアレルギー
とぜん息相談

（予約制）

3／23（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

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  感染症対策等担当　感染症対策等担当　☎  735735－－39643964

エイズ相談・検査、
梅毒検査、
性器クラミジア感染
症検査

（先着15人）
※原則、3項目を同

時検査

3／24（金）
午前9：30～10：30
新型コロナウイル
ス感染症の感染拡
大防止のため中止
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 問合 保健看護担当　 保健看護担当　☎  735735－－39613961

母乳相談（予約制）
3／13、4／10（月）

【受付】
午後1：10～3：30

母乳で育てたい、おっぱいからの
卒業などでお困りの方
対象　区内在住の方

● 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

いきいき支援センターからのお知らせいきいき支援センターからのお知らせ

問合　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
　　　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

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）

予約制の教室・相談は各問い合わせ先へ電話してください。

◆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について弁護士に相談
できます。
日時　＜東部＞3／27（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　3／17（金）午後5：00までに

東部いきいき支援センターへ

◆認知症家族サロン
介護者同士による悩みや情報交換などの交流の場です。
日時　＜東部＞3／14（火）午後1：30～3：30
定員　10人程度

◆もの忘れ相談事業（要予約）
日時　＜東部＞3／16（木）午後1：30～3：00（1人30分程度）

◆高齢者いきいき相談室による無料出張相談会
日時　＜東部＞3／21（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＞3／21（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）

　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

3カ月児
3／14（火） 令和4年11／1

～11／15生

3／28（火） 令和4年11／16
～11／30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

3／23（木） 令和3年8／14～8／31生

4／6（木） 令和3年9／1
～9／16生

3歳児 3／22（水） 令和2年2／28～3／10生

【受付】第1子　　　午後1：35～2：05
第2子以降　午後1：05～1：35

＜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子育てで何か困ったこと、悩んでいることはありませんか？
そんな時はひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

内容　歯のお手入れやお口の育ちについて歯のお手入れやお口の育ちについて
日時　33／28（火）午前10：15～11：00午前10：15～11：00
受付　午前10：00～10：15　午前10：00～10：15
対象　　区内在住の令和4年8～11月生まれのお子さんと保護者区内在住の令和4年8～11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。※参加は初めての方に限ります。
定員　先着10組　　先着10組　
持物　母子健康手帳　　母子健康手帳　
申込　3／20（月）午前9：00から予約開始。　3／20（月）午前9：00から予約開始。
問合　保健感染症係　　保健感染症係　☎735－3962735－3962

おくちぴかぴか教室（予約制）おくちぴかぴか教室（予約制）

花と緑があふれるまちづくりの活動に参加してみませんか？

★参加を希望される方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

問合 区役所地域力推進室　☎735－3822　℻735－3829

ごきそ緑道を
花でいっぱいにしよう！

活動内容　花壇の世話、花苗の育成、花壇の世話、花苗の育成、
清掃・除草、交流会、緑化講習会など清掃・除草、交流会、緑化講習会など

活動日　　苗場：毎週木曜日午前9：30～　苗場：毎週木曜日午前9：30～　
ごきそ緑道：各担当が自由に活動ごきそ緑道：各担当が自由に活動

活動場所　　ＪＲ中央線東側から御器所通交差点までの緑道、川名公
園苗場（地下鉄「川名」駅②番出口より東へ100ｍ）など苗場（地下鉄「川名」駅②番出口より東へ100ｍ）など

ゆめ緑道ごきそ 川名公園森づくり隊

活動内容　環境学習の森の植樹や間伐、環境学習の森の植樹や間伐、
花壇の管理、除草など花壇の管理、除草など

活動日　　毎月第1土曜日午前9：00～（2時間程度）　毎月第1土曜日午前9：00～（2時間程度）
活動場所　　川名公園環境学習の森および周辺花壇

　（地下鉄「川名」駅すぐ）

育てよう！
環境学習の森

～新しくパパ＆ママになる皆さんへ～～新しくパパ＆ママになる皆さんへ～
　保健センターでは、新しくパパ＆ママになる皆さんに、妊娠中や出　保健センターでは、新しくパパ＆ママになる皆さんに、妊娠中や出
産後の赤ちゃんとの生活に役立つ情報をまとめたウェブサイトを開産後の赤ちゃんとの生活に役立つ情報をまとめたウェブサイトを開
設しています。是非、アクセスしてみてください。設しています。是非、アクセスしてみてください。
　また、今後も「パパママ教室」（予約制）をはじめ、様々　また、今後も「パパママ教室」（予約制）をはじめ、様々
な教室を開催します。日程を順次広報なごややウェブな教室を開催します。日程を順次広報なごややウェブ
サイト（二次元コード参照）で案内していきます。サイト（二次元コード参照）で案内していきます。
問合　保健感染症係　　保健感染症係　☎735－3962735－3962
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く
だ
さ
い
。

■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

3／23（木）
午後1：00～4：00
相談は20分

3／16（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）

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

3／22（水）
午前10：00～11：00 伊 勝 神 社

3／11～4／10の休館日

3／17、4／7（金）

クラブ名

・将棋　　　　　・水彩表現
・こどもアート　・みんなでえいご
・母親卓球

● 少年フットサル・少女サッカースクール無料体験

スクール名 曜日 時間 対象 定員

①少年フットサル

火
午後4：00～5：00 年中・年長

30人

午後5：00～6：00 小学5・6年生

木
午後4：00～5：00 小学1・2年生

午後5：00～6：00 小学3・4年生

②少女サッカー 火・木 午後5：00～6：00 年長～小学6年生

教室・講座名 曜日 開催日時（回数） 定員 料金

子
ど
も

キッズ体操①（年少）

月
4／24～7／3（10回）
①午後3：10～4：00
②午後4：00～5：00
③午後5：00～6：00

①30人
②40人
③40人

5,800円

キッズ体操②（年中）

キッズ体操③（年長）

キッズ体操④（年少）

水
4／26～7／5（10回）
④午後3：10～4：00
⑤午後4：00～5：00
⑥午後5：00～6：00

④30人
⑤40人
⑥40人

キッズ体操⑤（年中・年長）

キッズ体操⑥
（小学1・2年生）
キッズ体操⑦
（小学1・2年生） 土 5／13～7／15（10回）

午後1：00～2：20 40人

レッツスイム①（年少）

火
4／25～7／4（10回）
①午後3：10～4：00
②午後4：00～5：00
③午後5：00～6：00

①30人
②40人
③40人

レッツスイム②（年中）

レッツスイム③（年長）

レッツスイム④（年少）

木
4／27～7／6（10回）
④午後3：10～4：00
⑤午後4：00～5：00
⑥午後5：00～6：00

④30人
⑤40人
⑥40人

レッツスイム⑤
（年中・年長）

レッツスイム⑥（小学生）

レッツスイム小学生A
月

4／24～7／3（10回）
①午後4：00～5：00
②午後5：00～6：00

40人
レッツスイム小学生B

ドッジボール（小学生） 土 5／6～7／8（10回）
午前9：30～11：30 60人

5,000円

一
般

パワフルヨガ（月） 月 4／24～7／3（10回）
午後6：15～7：15 40人

パワフルヨガ（木） 木 4／27～7／6（10回）
午前10：45～11：45 30人

エリのヨガ 土 5／13～7／15（10回）
午前10：45～11：45 30人

ヒップホップ 月 4／24～7／3（10回）
午後7：30～8：30

40人
アクアビクス 火 4／25～7／4（10回）

午前11：00～正午

5,800円水中ウォーキング
水

4／26～7／5（10回）
午前11：00～正午

40人
ビーチボール 4／26～7／5（10回）

午後7：00～8：30
初歩×2エアロと
しっかりストレッチ 木 4／27～7／6（10回）

午前9：30～10：30 30人 5,000円

申込　�3／20（月）必着で、＜往復はがき＞（本紙❼面を参照）に教室名、年
齢、保護者氏名も記入のうえ当センターへ郵送。
※詳細はお問い合わせください。

●駐車場で落書きしよう

外に出て思いっきり楽しくチョー
クで絵を描こう。
日時　4／5（水）午前10：30～11：00
対象　18歳までの子ども

※小学生未満は保護者同伴

持物 運動のできる服装、飲み物、タオル、着替えなど　
講師　�＜少年フットサルスクール＞名古屋オーシャンズ所属スクール

コーチ、＜少女サッカースクール＞朝日インテック・ラブリッジ
名古屋所属女性コーチ

申込 �来館または当施設ウェブサイト（https：／／aifa－ fc.com／）の応募
フォームにて申し込み。
※無料体験は1回のみです。
※3月は旧学年、4月は新学年クラスで体験します。

●ちいさいひとのおはなし会

日時　4／5・12・19・26（水）
　　　午前11：00～11：30

※4／26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　�3／16（木）午前10：00から電話

（741－9811）にて受け付け。

●みんなのおはなし会

日時　��①3／11、4／8（土）
午前11：00～11：30
②�3／15・22（水）
�午後3：30～4：00
③�3／18（土）
午前11：00～11：30
午後2：00～2：30

④4／1（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　各回当日先着5組

●ストーリーテリングでおはなしを

語り手が昔話などを語ります。絵
本や紙芝居は使いません。想像を
膨らませてお話の世界をお楽しみ
ください。
日時　�3／25（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

子どもの本の読書会。今回は総会
（年間計画をたてましょう）です。
日時　4／7（金）
　　　午前10：15～正午
定員　当日先着20人

●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」

ゲーム形式で本を紹介しよう。
日時　3／18（土）午後2：00～4：00

● ききにおいでよ！ストーリーテ

リング

素話（語り）のおはなし会です。
日時　3／29（水）

①午後2：00～2：30
②午後2：45～3：15

対象　5歳以上
定員　各回当日先着15人　

● 子育てわいわいサロン

3カ月以上3歳未満のお子さんを持
つ親同士の交流の場。
日時　3／16（木）午前10：00～11：30
対象　3カ月～3歳未満の子どもと
　　　親
定員　当日先着5組�
持物　筆記用具
※今月は子育て相談も行っています。

●令和5年度会員制クラブ員募集

●4月から始まる教室・講座のご案内

【往復はがきでの申し込みが必要な教室】

教室・講座名 曜日 開催日時 定員 料金

一
般

ソフトエアロ
月

4／3～7／31
午前9：30～10：30

30人 各回300円

ピラティス 4／3～7／31
午前10：45～11：45

ヨーガ① 水 4／5～7／26
午前9：30～10：30

ヨーガ②
火

4／4～7／25
午前9：30～10：30

ソフトエアロ 4／4～7／25
午前10：45～11：45

脂肪燃焼エアロ 水 4／5～7／26
午前10：45～11：45

【毎回当日先着受け付けの教室】

※�詳細は当館ウェブサイトを参照。
※申し込みは1人1クラブのみ。

　日本にたった8人しかいない切手デザイナー。本書は彼ら

へのインタビューをもとに、その仕事ぶりに迫ります。あの

切手をデザインしたのはこの人だったのかという発見や、

1枚の切手に込められた思いを知ることは、小さな芸術作品

切手をもう一度じっくり眺めるきっかけとなります。

　名古屋の郷土料理を扱った切手の裏話も興味深いです。

切手デザイナーの仕事
~日本郵便切手・葉書室より~

間部香代／著、グラフィック社

● 本のひろば自遊らんど

手遊びや工作もできる、自由に遊
べる広場です。
日時　3／20、4／3・10（月）
　　　午前11：00～正午
対象　小学6年生まで
定員　当日先着6人　

申込　�3／14（火）～4／3（月）の間に、
来館（官製はがきを持参あ

　　　るいはメールアドレスの登
　　　録）または＜電子申請＞（本

　紙❼面を参照）にて受け付
　　　け。定員超過の場合、抽選。

●日曜開館のモデル実施について

日時　3／12（日）
※同好会への活動場所の提供や、
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。
申込　ご利用内容により申し込み
　　方法が異なります。詳しく

　　　はお問い合わせください。

●健康講話「胃がん検診について」

日時　3／23（木）
　　　午後2：00～3：00
対象　市内在住の60歳以上の方
定員　先着30人�
講師　むぎしまファミリークリニック
　　　医師　麥島昭彦さん
申込　�3／13（月）午前8：45から来館

または電話にて受け付け。

市長室広報課
ノート注釈
15面「みんなのおはなし会」の記事に誤りがありましたので、お詫びして訂正します。（正）④4/1(土)（誤）⑤4/1(土)
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これからの時期は、一年の中で窓口が最も混み合い、長時間お待ち
いただくこともありますので、時間に余裕を持って窓口へお越しください。

名古屋市公会堂にて区内の中学・高校による合唱コンサートを行い
ます。オープニングではチアリーディング部によるパフォーマンスを披
露します。

鶴舞公園の奏楽堂にて、スカイランタンの演出
と合わせた幻想的なコンサートを行います。

市民課窓口が大変混雑します 市民課窓口混雑予想カレンダー

平　　日　午前8：45～午後5：15
日曜窓口　△午前8：45～正午　〇午前8：45～午後2：00

＝休庁日

＝混雑

＝大変混雑

期間
2023年 3/24（金）～6/4（日）

主催：鶴舞公園　共催：鶴舞公園振興会

3/24(金)～4/9(日)
※期間中、ライトアップ予定 3/24（金）～5/31(水)日程

協力 FAN2023実行委員会

鶴舞公園 花まつり写生コンクール

3/24（金）～6/4(日)日程

花まつり謎解きウォーキング

3/31（金）～4/3(月)
午前11：00～午後9：00

日程

ZIP OHANAMI
STATION 2023

3/31（金）～4/2(日)日程

TSURUMA FLOWER DAYs

3/26（日） 午前10：30～午後3：00日程

高校生アカペラコンサート

場所 普選記念壇（雨天時：奏楽堂）

場所 緑化センター

小雨
決行

参加賞あり！

押し花ワークショップや
フラワーラリーなど、
お花に関するミニイベントを
企画しています。 公開放送・ライブを行うスペシャルイベント。

昭和区まちなかコンサート昭和区まちなかコンサート
みんなで奏でる

区役所地域力推進室問合 735-3822 735-3829 a7353823@showa.city.nagoya.lg.jp

午前の部
3/25（土）

午前
10：00～11：30

夜の部
3/25（土）

午後
6：30～7：30

場所 名古屋市公会堂
（鶴舞1丁目1番3号）

定員 当日先着800人程度

出 演
出 演

中京大学附属中京高等学校
チアリーディング部 SPIRITS

桜山中学校 コーラス部

向陽高等学校 合唱部

※混雑状況により入場
　制限を行う場合がご
　ざいます。

演奏を楽しみながら、夜の「奏楽堂」に
スカイランタン（有料）を飛ばしてみませんか？

鶴舞公園奏楽堂野外特設ステージ場所

抽選で50基分（1家族（グループ）1基まで）　

申
込

3/12（日）までに、①代表者氏名、②住所、③電話
番号、④メールアドレスを記載の上、応募フォーム
により受け付け。3/13（月）以降にメールにて抽
選結果をお知らせします。 応募フォーム▶

小雨
決行

1基500円定員

事前申込

Clarinet Ensemble
みたらしだんご

音楽　　夜空

スカイランタン

当日受付

! !

「夜の部」の開催の有無につい
ては「名古屋おしえてダイヤル」
TEL953-7584
（当日正午～）で
ご確認ください。

マイナンバーカードをお持ちの
方は転出届などのオンライン
申請が可能となりました。

市民課窓口の混雑情報が
ウェブ上で
確認できます。

3月から
4月にかけて

緑化センター 733-8340 733-5350 info@tsurumapark.info問合

face bookface bookInstagramInstagram

昭和区役所
編 

集

日 曜 窓 口

午前8時45分～正午
※3/26、4/2は午前8時45分～午後2時

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

3/5・19・26※、4/2※
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