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マイナンバーカードの受け取りには予約が必要です。詳細は→

料金の記載がないものは、無料です。
申し込みの記載がないものは、開催場所へ直接お出かけください。
記事の内容（開催日・申込期限など）が 11日以降のものを掲載しています。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、
記載している行事などが中止や内容変更となる場合があります。
詳しくは各問合先へご確認ください。

大雨・台風襲来の季節！対策はしていますか

災害時に慌てないために、事前に自宅や職場が
安全か、ハザードマップを確認しておくことが大
切です。
また、１週間分の食料をはじめ、停電時や
夜間の避難のために懐中電灯、雨天時に便利なレ
インコートなども準備しておきましょう。
問合 区役所総務課
☎363－4309 ℻362－4316
363-4316

自転車も ルールを守る ドライバー
～自転車を安全に利用しましょう～
愛知県では、条例により令和３年10月から自
転車利用者の乗車用ヘルメットの着用が努力義
務となりました。
ヘルメットは転倒した際に頭部
を守り、
けがの発生や程度を抑えるのに大きな効
果があります。
自転車を運転するときには、大人
も子どもも乗車用ヘルメットを着用しましょう。
問合 中川警察署 ☎354－0110 ℻354－1855

消費税のインボイス制度等説明会のご案内
いきいき支援センターの事業
（予約制） ◆インボイス制度説明会
あれ？認知症かも。どんなことでもお気軽にご相談を 日時 ５／18
（水）10：00～11：00 定員 25人
市公式ウェブサイト
「災害に備える」
はこちらから▲

◆家族教室
日時 ５／18
（水）13：30～15：30
場所 中川区在宅サービスセンター
内容 認知症について正しく理解しよう

◆医師
（もの忘れ相談医）
による専門相談
西

部
５／11
（水）
14：00から

東

部

日時

６／８
（水）
14：00から

５／12
（木）
14：00から

場所

中川区在宅
西部いきいき 東部いきいき
サービスセンター 支援センター分室 支援センター

（憩いの場）
◆認知症の人を介護する家族のサロン
西
内容

部

東

部

参加者同士の自由な交流、
介護相談など

（水）13：30～15：30 ５／19
（木）13：30～15：30
日時 ５／25

◆インボイス制度等説明会
（消費税の仕組みから知りたい方対象）
日時 ５／18
（水）14：00～15：30 定員 25人
◆登録申請相談会
（個人事業者の方向け）
（木）14：00～15：30 定員 25人
日時 ５／26
内容 インボイス制度の概要を説明するとと
もに、登録申請書などの提出手続きを
サポート。
当日 e － Tax による登録申請
ができます。
持ち物など詳細は下記へ
申込 いずれも電話で下記へ
問合 中川税務署 ☎321－1511
（自動音声案内に従って
「２」
を選択）

水道メータの検針にご協力を

■ 自転車などの放置はやめましょう

道路や歩道、駅前広場に自転車などを放
置すると歩行者・自転車の円滑な交通の妨
げになったり、
景観の悪化につながります。
土木事務所では、地域住民の皆さんと協
力して、
自転車利用者などへの広報啓発、
放
置自転車などの整理・撤去を行っています。
区内では、一部の駅周辺を自転車等放置禁
止区域に指定しており、区域内に放置され
た自転車や原動機付自転車は、即時撤去の
対象となります。
放置自転車をなくすため、
皆さんのご理解とご協力をお願いします。
問合 中川土木事務所 ☎361－7581 ℻352－5089

６／５
（日）
～11
（土）
は危険物安全週間
「一連の 確かな所作で 無災害」
着火剤は危険物でできています。
取り扱う
際には下記のポイントに注意してください。
◎ゼリー状の着火剤はメチルアルコールが
主成分のものが多く、
蒸発・引火しやすい
ため、
火気の近くに置かないでください。
◎アルコールの炎は見えにくく、空気の揺
らぎがあれば既に着火しています。
熱傷
や衣類への燃え移りにご注意ください。
◎事故に備え、水を入れたバケツなどを用
意しましょう。
問合 中川消防署 ☎363－0119 ℻362－0119

マイナンバーカード交付・名古屋市コールセンター

問合 ☎０５０ ３１７４ １５０３
ｰ
ｰ

２カ月に１度の検針時には､ 下記について
◆家族交流会
（やすらぎの会）
ご協力をお願いします｡
総合治水をご存じですか？
（新川流域）
日時 ５／19
（木）13：30～15：30
◎水道メータボックスの上に物を置かないでください。
５／15
（日）
～21
（土）
は総合治水推進週間
場所 西部いきいき支援センター分室
総合治水とは､ 洪水や浸水被害の防止を図
また､駐車車両の一時的な移動にご協力ください｡
◆認知症サポーター養成講座
◎犬は､ 出入口や水道メータボックスから離 るため､川幅を拡げたり､川底を掘るなどの｢河
日時 ５／17
（火）13：30～15：00
川の改修｣と､学校や公園内に雨水を貯めたり､
れた場所につないでください｡
場所 中川区在宅サービスセンター
雨水を地下に浸透させる施設を造るなどの｢流
問合 上下水道局中川営業所 ☎352－2511 ℻352－2514
（年齢制限なし、
対象 認知症に関心のある方
域内での対策｣ を一体的に進め､ 流域全体で被
受講は1回のみ）
、
15人
大規模小売店舗立地法に基づく新設 害を軽減させることを目的としています｡
問合 東部いきいき支援センター ☎354－8343
総合治水について図や写真を用いて分か
の届出書の縦覧
西部いきいき支援センター ☎352－8258
期間 ７／８
（金）
まで ８：45～17：00
りやすく説明したパネル展示を行います｡
西部いきいき支援センター分室 ☎364－7273
店舗名 千音寺商業施設
（A～ D ゾーン）
日時 ５／30
（月）
～６／２
（木）８：45～17：30
所在地 千音寺土地区画整理組合41街区仮１番ほか
場所 市役所西庁舎２階ロビー
縦覧場所 区役所１階 情報コーナー
問合 緑政土木局河川計画課
問合 経済局地域商業課 ☎972－2433 ℻972－4138
☎972－2893 ℻972－4193
場所 中川区在宅サービスセンター 東部いきいき支援センター

■ 中川区スポーツ祭
◆柔道大会
日時 ６／26
（日）
９：30開始
場所 露橋スポーツセンター
対象 区内在住・在勤・在学・在道場
（３段以下）
の方
部門 ①一般有段の部②高校生有段の部
③一般・高校生無段の部④一般・高校
生女子の部⑤中学生男子の部⑥中学
生女子の部⑦小学５・６年生の部
試合方法 各部門別トーナメント
（一部リーグ戦）
料金 300円 ／人 申込 ５／20
（金）
までに下記へ
◆剣道大会
日時 ７／17
（日）中学生９：30、
一般・高校生10：30開始
場所 露橋スポーツセンター
対象 区内在住・在勤・在学・在道場の方
部門 ①一般男子の部②高校生男子の部
③一般・高校生女子の部④中学生男
子の部⑤中学生女子の部
試合方法 各部門別トーナメント
（一部リーグ戦）
料金 300円 ／人 申込 ５／27
（金）
までに下記へ
問合 区役所地域力推進室 ☎363－4325 ℻363－4316
◆卓球大会
日時 ７／17
（日）９：00集合、
９：30開始
場所 露橋スポーツセンター
対象 区内在住・在勤・在学
（高校生以上）
の方
部門 ①一般男子の部②60歳以上男子の部
③一般女子の部④60歳以上女子の部
試合方式 部門別リーグ戦・順位決定戦はトー
ナメント
（人数により変更あり）
料金 300円 ／人 申込 ６／10
（金）
までに下記へ
問合 区役所地域力推進室 ☎363－4324 ℻363－4316

露橋スポーツセンターのイベント

富田北プールのイベント

◆水泳＆水中ウオーキング ワンポイントアドバイス
日時 ５／12・26、
６／９いずれも木曜日の14：30～16：00
５／19、
６／２いずれも木曜日の10：30～12：00
料金 無料
（ただし、
プール入場料は必要）

◆ソフトエアロレッスンタイム①
日時 ５／13・20・27、６／３・10いずれも金曜日の９：15 ～10：15
対象 中学生以上、
各60人 料金 300円 ／回
申込 各実施日の９：00から先着順

◆ビギナーヨガレッスンタイム
日時 ５／13・27、６／10いずれも金曜日の10：45～11：45
対象 中学生以上、
各30人 料金 300円 ／回
申込 各実施日の10：15から先着順
◆金夜バレトン＆ヨガストレッチレッスンタイム
日時 ５／13・27、６／10いずれも金曜日の19：00～20：00
対象 中学生以上、
各30人 料金 300円 ／回
申込 各実施日の18：30から先着順

◆大人の部活バドミントン倶楽部
日時 ５／17・24・31、６／７いずれも火曜日の19：30～20：45
対象 一般、
各20人
料金 320円 ／回
申込 各実施日の19：00から先着順
◆卓球広場
日時 ５／21
（土）12：45～14：45
対象 小学生以上､30人
料金 340円
申込 当日12：30から先着順
問合 富田北プール ☎431－8991 ℻431－1466

◆エアロビクスレッスンタイム
６／７いずれも火曜日
日時 ５／17・24・31、
ピラティス
18：30～19：30
すっきり爽快エアロ
19：45～20：45
各50人 料金 300円 ／回
対象 中学生以上、
申込 各実施日時の30分前から先着順
◆知的障害者対象バスケットボール教室
日時 ５／27
（金）18：00～19：30
対象 小学生以上の知的障害児・者､自閉症の方
◆折り紙広場～テーマの作品を作ります～
日時 ５／27
（金）10：30～11：30
対象 一般、
20人
料金 200円
申込 当日10：00から先着順
◆己書講座
日時 6／10
（金）10：30～11：30
対象 一般、
20人
料金 200円
申込 当日10：00から先着順
問合

露橋スポーツセンター ☎362－4411 ℻362－4431

?
■ 法律相談
（予約制 ☎953－7584）
相 談 日
５／25
（水）
６／８
（水）

場所

時

間

予約開始日

13：00～16：00
（１人20分）

５／18
（水）
６／１
（水）

区役所３階 相談室

■ 内職相談、人権・行政相談（問合 ☎363－4323）
相
内

談
職

人権・行政

相

談

日

５／17・24・31、
６／７
いずれも火曜日
５／20
（金）

時

間

10：00～12：00
13：00～15：00
13：00～15：00

※内職相談には、
現住所の証明が必要
場所 区役所３階 相談室

