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無料

掲載の事業は、新型コロナウイルス感染防止のため、変更にな
る場合があります。詳細は担当部署におたずねください。

    　　　　東区卓球大会東区卓球大会　参加者募集（無料）

日時　12／４（日）午前９：30～　場所　東スポーツセンター第１競技場
対象　区内在住か在勤で、高校生以外の満18歳（開催日時点）以上の方
種目　①混合ダブルス②女子ダブルス③男子シングルス
※複数種目への参加不可。前回大会のダブルス優勝者ペアは同一ペ
　アの参加不可。
申込　�11／11（金）までに件名を「卓球大会申込」とし、①氏名（ふりが

な）②性別③年齢④住所⑤電話番号⑥出場種目を記入し、直
接・郵送・ファクス・Eメールのいずれかで下記申し込み先へ。�

※電話での申し込みは不可。在勤者は、勤務地・会社名を併記。
※募集チラシは、下記問い合わせ先、東生涯学習センター、区内コミ
　ュニティセンター、東スポーツセンターで配布。
申込�問合　東区役所地域力推進室�（３階４番窓口）�
☎934－1124　℻935－5866
〒461－8640�東区筒井一丁目７－74　
Eメール a9341124@higashi.city.nagoya.lg.jp（アドレスコード▲）

　東区内に在学・在住の小学生～高校生、特
別支援学校の児童・生徒による優秀、佳作作
品を展示します。ぜひご覧ください。
①「なごやかまつり・ひがし」選挙ブース
　日時　10／16（日）午後０：15～３：45
　場所　建中寺公園
②東区役所　正面玄関ロビー
　日程　ポスター�10／24（月）～28（金）
　　　　書道　　�10／31（月）～11／４（金）
　　　　※祝日を除きます　
　時間　午前８：45～午後５：15
問合　東区選挙管理委員会☎934－1117

    「防犯アクション2022」    「防犯アクション2022」を開催！

日時　11／１（火）�午後２：00～４：00（午後１：00開場）
場所　東文化小劇場（大幸南１－１－10　カルポート東）
第１部　防犯教室：愛知県警察本部防犯活動専門チーム「のぞみ」
第２部　講演：「レジェンドから学ぶピンチの切り抜け方」
　　　　山本昌さん（東区安心・安全で快適なまちづくり大使）
第３部　座談会
定員　300人（応募者多数の場合は抽選。当選者の発表は「当選通知」
　　　の送付をもって代えさせていただきます。）
対象　市内在住・在勤・在学の方
申込　10／17（月）までに、電話・Eメールのいずれ
かで下記申し込み先へ。その際は、
①「防犯アクション2022」参加希望の旨
②参加者氏名③住所④電話番号をお伝えください。
申込�問合�東区役所地域力推進室（３階５番窓口）
☎934－1122　 a9341120@higashi.city.nagoya.lg.jp

　行政書士による相談【予約不要】
日時　10／20（木）�午前９：00～正午　
場所　東区役所３階　第３会議室
内容　官公署に提出する書類や、権利義務・
　　　事実証明に関する書類（遺言・相続、各
　　　種契約、戸籍など）の作成に関すること。
問合　愛知県行政書士会中央支部
　　　☎090－2924－7288(担当：八十川)

　法律相談【事前予約必要】
日時　10／19（水）、11／２（水）�
　　　午後１：00～４：00　１人20分　
場所　東区役所内会議室
申込　相談日の１週間前から予約可。先着順
　　　名古屋おしえてダイヤル☎953－7584
　　　年中無休　午前８：00～午後９：00

  悪質な訪問販売にご注意を

　上下水道局では、お客さまからの依頼なし
に訪問し、有料でメータや水道管などの点検・
清掃・修理などをすることはありません。ま
た、浄水器や水の使用量を抑える器具などの
販売も行っていません。
　職員は職員証を携帯していますので、不審
な点がありましたら、職員証の提示を求める
か、営業センターまでお問い合わせください。

　以下の施設は、工事のため、次の期間中、
指定避難所・指定緊急避難場所として使用で
きなくなります。
対象の施設・中止となる期間　
名古屋拘置所鍛錬場　10／24（月）～12／16（金）
問合　東区役所総務課☎934－1116

指定避難所・指定緊急避難場所指定避難所・指定緊急避難場所の
使用中止について

イライラしない子育て講座

日時　12／６（火）午前10：00～正午
場所　高岳児童館（泉二丁目28－５）
講師　荒川直子さん
　　　（青少年養育支援センター陽氣会認定CPA講師）
対象　３歳～小学３年生のお子さんの保護者
　　　16人（申込多数の場合、抽選）
※お子さん同伴での受講はできません。
　託児はありません。
申込　�11／１（火）～20（日）に758キッズステー

ションのウェブサイト、「おすすめコン
テンツ」内「講座情報」にて申し込み。

問合　東区役所民生子ども課☎934－1197
　　　758キッズステーション☎262－2372

無　料
要申込

　　
　シニアの体力づくりを無理なく、楽しく
行います。マスク着用でご参加ください。
日時　11／９（水）　午後１：30～２：30
場所　東区役所４階　講堂
申込　10／28（金）までに電話または窓口へ。
申込�問合　
なごやかクラブ東事務局☎934－1194
（東区役所福祉課内　２階４番窓口）

　　げんき体操教室げんき体操教室【事前申込・無料】

  自主防災組織について

　自主防災組織とは、大規模災害時、「自分た
ちのまちは自分たちで守る」という精神のも
と活動をする、町内会・自治会を単位として結
成される組織のことです。
　災害時には「自分の命は自分で守る」自助力
と「隣近所で助け合う」共助力が大変重要にな
　　　　　ります。自助力、共助力を高める　
　　　　　ため、まずは皆さんの地域の自主
　　　　　防災組織について確認し、自主防
　　　　　災訓練に参加してみましょう。
▲自主防災組織について（ウェブサイト）

★10／31までに撤去された自転車等の引き取
りは栄保管場所（中区栄五丁目９－24
☎252－5706）となります。
★新栄町駅以外の東区内で撤去された自転車
　等については、保管場所の変更はありません。
★放置された自転車および原動機付自転車
　（50cc以下）は撤去の対象となります。
★保管場所の開所日時は月曜～土曜日
　（祝日、年末年始、暴風警報発令中を除く）の
　午後２：00～７：00（栄保管場所は午後８：00
　まで）となります。
★撤去した日から１ヶ月が過ぎても引き取り
　のない場合は処分します。

東区区民まつり・福祉まつり　　　　　　　　　　　　

なごやかまつりなごやかまつり・・ひがしひがし
日時　10月16日（日）正午～午後４時　　場所　建中寺、建中寺公園
※山車揃え、子ども会みこしは新型コロナウイルス感染症予防のため中止となりました。

　地域の皆さんが出演するステージや模擬店、さまざま
なブースやキッチンカーなど盛りだくさん！
　オープニングには名古屋で活躍するアイドル「OS☆
U」が登場！クラウンのパフォーマンスもあるよ。豪華
賞品が当たる抽選会も。ぜひ、遊びにきてね。

★ご来場にはマスク着用・手指消毒・ソーシャルディスタンスにご協力ください。
★発熱や風邪症状など、体調の良くない方は来場をお控えください。
★飲食は休憩所を利用し、飲食時は会話をお控えください。
★新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」をご利用ください。
★「東区役所南」～「建中寺東」間の道路、公園周辺道路で交通規制があります。

　　詳細はチラシ、東区公式ウェブサイトをご覧ください。　問合�東区役所地域力推進室（東区区民まつり実行委員会事務局）☎934－1123

　10月１日から10日まで「秋の安全なまちづ
　　　　　�くり県民運動」が実施されます。

「犯罪にあわない」「犯罪をおこ　
させない」「犯罪を見逃さない」を
スローガンに防犯意識の高揚と

　　　　　犯罪の減少を目指します。
　　　　　�　この機会に、防犯について考え

てみませんか。愛知県警察公式ア
プリ「アイチポリス」（左コードを
利用しインストール）では防犯に
役立つ情報を随時、発信していま
す。ぜひご活用ください。

  みんなでつくろう安心のまち

iOS用

A
ア ン ド ロ イ ド

ndroid用

更生保護女性会バザー更生保護女性会バザー

日時　10／30（日）午前10：00～11：30
　　　※人数制限・時間制限あり
場所　東区役所４階　講堂
問合　東区役所総務課☎934－1114

放置自転車等の保管場所が変わります

撤去場所 保 管 場 所

新栄町駅の

放置禁止区域内

吹上保管場所　☎731－8544
千種区吹上一丁目　若宮大通内

11／１（火）から以下のとおり変更します。

７５８キッズステーション 検索

無料相談のお知らせ

明るい選挙ポスター・書道作品展
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※各施設の住所は、⓱面を参照してください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、記載している講座などが中止または内容変更となる場合があります。詳細は施設へご確認ください。

●建中寺公園（公園内南東）（無料）
日時 10／26（水）午後３：00～４：00

●徳川園（北門大型バス駐車場）（無料）
日時 10／26（水）午後１：45～２：45

●もの忘れ相談医の専門相談（無料）
日時 10／12（水）午前10：00～11：30
対象 認知症についてお困りの方やご家族
定員 ３組程度　申込 10／11（火）までに電話で

●認知症家族サロン（無料）
日時 10／12（水）
　　 午後１：30～３：30
対象 認知症の方を介護する
　　 ご家族など
定員 15人程度　
申込 10／11（火）までに電話で

●公開講座（無料）

①音読「声に出して読みたい
　日本語」を使って　（全４回）
日時 １／13・20・27、２／３（金）
　　 午前10：00～11：30
定員 15人　料金 2，300円
②食生活を変えればカラダが
　元気になる　　　（全３回）
日時 １／30、２／６・13（月）
　　 午前10：00～11：30
定員 20人　料金 1，500円
③漢字の成り立ちを学ぶ
　～白川文字学への招待～ 

（全５回）　
日時 ２／８・15・22、３／１・８（水）
　　 午前10：00～11：30
定員 20人　料金 2，800円
④お花にまつわるエトセトラ

（全４回）　
日時 ２／17・24、３／３・10（金）
　　 午前10：00～正午
定員 10人　料金 3，800円

締切 ①～④11／７（月） ⑤10／11（火） ⑥10／18（火） ⑦10／25（火）必着

●市民企画運営講座
　「なごやか市民教室」

（15歳以上対象※中学生を除く）

誤った情報からの偏見や差別
～インターネット上で起こる　 
人権問題を正しく知る～
日時 10／11（火）午前10：00～正午

定員 30人（当日先着）
（午前９：00から整理券を配布しま
 す。整理券のない方は入場できま
 せん。整理券には、氏名・連絡先を
 記入し提出していただきます。）

●自主事業講座

⑤親子ふれあい体操教室　 （全３回）

日時 11／３（木・祝）・13（日）・23（水・祝）
ⓐ幼児クラス　　 午前９：00～10：00
ⓑ小学生クラス１ 午前10：00～11：00
Ⓒ小学生クラス２ 午前11：00～正午
対象 ⓐ５歳以上の未就学児とその保護者
　　 ⓑⒸ小学生とその保護者
定員 ⓐⓑⒸ各10組20人　料金 １組1，500円

⑥メタバース（超空間）教室 運用テクニック

日時 11／13（日）午後２：00～４：00
対象 メタバース体験コース受講済の方
　　 ※未体験の方はご相談ください。
定員 10人　料金 4，000円

⑦木の実を使ってクリスマスリースを作ろう

日時 11／30（水）午前10：00～正午
対象 一般　定員 20人　
料金 3，200円（材料費含む）

①～⑦の申込 本紙❽面を参照し、「講座名」「郵便番号・住所・電話番
 号」「氏名・ふりがな・年齢」を記入のうえ、電子申請または往復はがきで。

【①～④の宛先・問合先】… 「なごやか市民教室」事務局（〒460－0015中区
大井町７－25 イーブルなごや内☎321－1579）

【⑤～⑦の宛先・問合先】… 東生涯学習センター（〒461－0004東区葵　　 
一丁目３－21☎932－4881）

●おもちゃ病院とんかち…10／16（日）

※詳しくはお問い合わせください。
●パソコン相談…10／26、11／２（水）

●生涯学習まつり2022について…10／15（土）・16（日）に開催を予定し
ておりますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止させていた
だく場合もあります。詳しくは当センターへお問い合わせください。

●おはなし会（無料）
日時 10／15、11／５（土）
　　 午後２：30～３：00
対象 幼児、小学生　
定員 各15人（当日先着。
　　 付き添い含む）

●赤ちゃんからの
　　　おはなし会（無料）
日時 10／13（木）・28（金）、11／10（木）
　　 午前11：00～11：30
対象 乳幼児とその保護者
定員 各７組（当日先着）

★
申
込
参
加

★
申
込
参
加  

●英語のおはなし会（無料）
日時 10／20（木） 午前11：00～11：30
対象 未就園児とその保護者　
定員 ７組（先着順）
申込 10／19（水）午前10：30から電話で

☆
自
由
参
加

☆
自
由
参
加  （
申
込
不
要
）

（
申
込
不
要
）

●なごやっ子読書月間記念
　おはなし会と絵本カバーで
　バッグづくり（無料）
日時 10／22（土） 午後２：00～３：00
対象 幼児、小学生
定員 15人（先着順。付き添い含む）
申込 当日午前10：30から電話で

●ワンコイン名画鑑賞会
　ひがシネマvol.９
　「我等の生涯の最良の年」
日時 10／21（金）
①午前10：30～
②午後２：00～
③午後６：30～
料金 500円

（障害者手帳などをお持ちの方は450円）
※時間指定・全自由席

●中瀬雄登 全部三重の写真展
日時 10／４（火）～16（日）
　　 午前10：00～午後７：00
　　 ※10／11休館、
　　 日曜日は午後５：00まで
料金 入場無料

☆東文化小劇場の催し☆東文化小劇場の催し
☆市民ギャラリー矢田の催し☆市民ギャラリー矢田の催し

●若手作家刺激プログラム
　motion#６美術展
日時 10／26（水）～30（日）
　　 午前10：00～午後７：00
　　 ※日曜日は午後５：00まで
場所 第２～７展示室
料金 入場無料 

問合 チケットの取り扱いは、
劇場窓口☎719－0430
または、
右の二次元コードより　

●一回参加型スポーツ教室

レッスン 日　程 時　間 料金（1回）

エアロビクス
Ⅰ 10／12・19・26、11／２・９（水）午後７：00～８：00 330円

Ⅱ 10／13・20・27、11／10（木） 午前９：30～10：30 330円

水中エアロ 10／12・19・26、11／２・９（水）午前11：00～正午 620円
ヨ　ガ ※ 10／12・19・26、11／２・９（水）午後８：10～９：00 330円

ソフトエアロ ※ 10／13・20・27、11／10（木） 午前10：45～11：45 330円

対象 中学生以上　定員 各30人
申込 当日開始30分前から先着順

※１講座につき１人１通のみ有効。申込多数の場合は抽選

 

●オープン講座（無料）

①笑いヨガ 10／21（金）午後１：00～２：00

②膝痛・腰痛体操 10／25（火）午後２：00～３：00
③写経を体験してみましょう 10／29（土）午後２：00～３：00

④健康講話「丈夫な骨で元気な老後を！」11／４（金）午後１：00～２：00

定員 各30人（先着順）　
申込 ①10／７（金）～ ②10／11（火）～
　　 ③10／15（土）～ ④10／21（金）～
　　 午前９：00から直接窓口へ
　　 （午前10：00から電話も可）

●60代からの福祉会館講座「60代の年金セミナー～後悔しないた  
　めに、年金をもらう前に知っておきたいこと」（全２回・無料）
日時 10／15・29（土）　午前10：00～11：00
対象 市内在住の60歳以上の方で、２回とも参加できる方　定員 20人（先着順）
申込 10／１（土）午前９：00から直接窓口へ（午前10：00から電話も可）

●初めてのスマホ教室（全６回・無料）
日程 令和５年１月～３月の第２・４月曜日　午後１：00～２：10
対象  市内在住の60歳以上の方で、今年度の当館スマホ教室を受講して

いない方　定員 15人
申込 10／11（火）～31（月）に直接、当館窓口へ。申込多数の場合は抽選。

●●自由参加自由参加（（申込不要）申込不要）

①～⑤の申込①～⑤の申込 ①10／13（木） ①10／13（木）
②10／15（土）　③10／16（日）　②10／15（土）　③10／16（日）　
④10／20（木）　⑤10／26（水）　　④10／20（木）　⑤10／26（水）　　
午前10：00から直接、児童館へ午前10：00から直接、児童館へ
（午前10：30から電話も可）（午前10：30から電話も可）

※詳しくはお問い合わせください。

おもちゃ病院とんかち（修理代
は無料、部品代は自己負担）
12／４（日）午前10：00～午後３：00
申込 11／１（火）から受付開始（事
前申込必要。詳しくは児童館へ）

土曜おはなし会（無料）
10／22（土）午前10：30～11：00
対象 乳幼児（保護者同伴）～小
学２年生　定員 当日先着10組
ももちゃんひろば（無料）
10／25、11／８（火）
午前10：00～正午、午後１：00～４：00
対象 乳幼児とその保護者
定員 各時間帯10組程度
おしゃべりべびも（無料）
11／１（火）午前10：00～11：00
※遊びながら保育士とお話できます。
対象 未就園児とその保護者、
　　 妊婦さんとその家族

①ぴょんぴょんクラブ（無料）
10／20（木）午前10：30～11：30
対象 歩ける乳幼児とその保護者
定員 10組（先着順）
②児童館交流卓球大会予選（無料）
10／22（土）午後２：00～４：00
対象 小学生　定員 10人（先着順）
③ハロウィンイベント（無料）
10／23（日）午後２：00～３：30
対象 小学生　定員 10人（先着順）
④ベビーマッサージ＆ヨガ（無料）
10／27（木）ⓐ午前10：00～10：45
　 　　　ⓑ午前11：00～11：45
対象 首のすわった０歳児とその保
護者　定員 ⓐⓑ各10組（先着順）
⑤たのしいリトミック（無料）
11／２（水）ⓐ午前10：00～10：45
　　 　　ⓑ午前11：00～11：45
対象 首がすわっている～歩き出
す前の乳幼児とその保護者　
定員 ⓐⓑ各10組（先着順）

●●申込参加申込参加

●●申込参加申込参加

●令和４年度福祉のつどい講演会
　「単なる長寿」から「健康寿命」へ、
　そして「活動寿命」へ（無料）
日時 11／16（水） 午後１：30～３：30
会場 愛知大学車道キャンパス
講師 若宮正子さん
　　 （デジタルクリエーター）
定員 170人（先着順）　
申込 10／11（火）から右の
　　 二次元コードより

●思いやりサポーター
　ひがし養成講座（無料）
日程 11月中旬～12月中旬
対象 区内在住・在勤・在学の方
定員 各10～15人程度
申込 11／７（月）までに電話または
　　 右上の二次元コードより
　　 ※申込多数の場合は抽選

©中央共同募金会

●赤い羽根共同募金は
　12／31（土）まで
　皆さまのあたたかい
ご協力をお願いします。

※ヨガは午後７：00から、ソフトエアロは午前９：00から整理券配付
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・新型コロナウイルス感染症の影響により、記載している講座などが中止または内容変更となる場合があります。
  詳しくは各問い合わせ先へご確認ください。

・各種健康診査・教室などへの参加の際は、感染拡大防止の観点から、体調の確認やマスク着用にご協力をお願いします。

※料金の表記がない
　ものは無料
◎相談・教室のご案内（予約制）

事　業　名 日　程 受　付 対　象　・　内　容

子育て相談
☎979－3588 10／20（木）午前９：30

　～10：40
乳幼児とその保護者。
体重測定、保健師・管理栄養士・
歯科衛生士による育児相談

むし歯予防教室
☎934－1217 10／20（木）

午後１：10
　～１：30

０歳児～未就学児。
歯科検診・フッ化物塗布・
歯みがきやお口の相談
持ち物…母子健康手帳・
子ども用歯ブラシ・タオル
※フッ化物塗布希望者は720円
　（料金免除制度あり）

午後１：30
　～１：50

午後１：50
　～２：15

はじめての
歯みがき教室

☎934－1217
10／25（火）午前９：40

　～10：00

令和３年９～12月生まれ。
定員８人。むし歯予防の話・仕
上げみがきの方法。
持ち物…子ども用歯ブラシ・タオル

母乳相談
☎934－1219 10／26（水）午後１：00

　～２：45 母乳・育児についてお困りの方

砂田橋子育て相談
☎979－3588

（場所：砂田橋会館）
11／８（火）午前10：00

　～10：30

乳幼児とその保護者（15組）。
体重測定、保健師・管理栄養士・
歯科衛生士による育児相談。
申し込みは、10／11（火）午前
９：00から電話で。

子どもの
アレルギーと
ぜん息相談

☎934－1217
11／９（水）午後１：15

　～２：15

０～15歳未満の方とその保護者
（５組）。
小児アレルギー専門医・管理栄
養士・保健師による個別相談

１歳の
子育て教室

☎934－1219
11／15（火）午前10：00

　～10：15

１歳～１歳６カ月の幼児とその
保護者。子どもの発達と子育て
のポイントなどのお話、親子あ
そび、交流会。申し込みは、10／25

（火）午前９：00から電話で。

赤ちゃんの
ぱくぱく教室

（３回食コース）
☎934－1216

11／16（水）午前９：45
　～10：00

令和３年12月～令和４年１月生ま
れ。離乳食でお困りの方（６組）。
離乳食のポイント・レシピ紹介・
個別相談。申し込みは、11／１（火）
午前９：00から電話で。

赤ちゃんの
子育て教室

☎934－1219
11／16（水）午前10：00

　～10：15

５カ月～１歳の誕生日前まで
の赤ちゃんとその保護者。赤
ちゃんの発達に合わせた関わ
り方についてのお話、あそび、
交流会。申し込みは、10／25（火）
午前９：00から電話で。

※料金の表記がないものは無料

こころの健康相談日（予約制）☎934－1217
日程 毎週水曜日（10／19を除く）
受付 午後３：00～５：00
内容 専門医による心の健康に関する相談。
　　 ご家族からの相談も可。（秘密厳守）
うつ病家族相談日（予約制）  ☎934－1217
日程 10／19（水）　受付 午後３：00～５：00
対象 うつ病に関する悩みを抱える方のご家族
内容 ご本人への関わり方などの相談に、
　　 専門医が応じます。（秘密厳守）

HIV検査・梅毒検査・
性器クラミジア検査

 ☎934－1218
日程 10／18（火）
受付 午後２：00～３：00
対象 感染不安のある方
　　 （匿名可）
※新型コロナウイルス
　感染症の状況によっ
　ては中止します。

対象 区内在住の65歳以上の方　
定員 15人　
申込 10／11（火）午前９：00から電話で

栄養編～若々しさを保つ食事の秘訣！～
 日時 11／１（火）午後１：30～３：00
 場所 東スポーツセンター第１・２会議室

◎いきいき健幸教室◎いきいき健幸教室（予約制・無料）（予約制・無料）

申込 問合 保健予防課感染症対策等担当 ☎934－1218

男男のの体操教室体操教室

日時 11／10（木）午後１：30～３：30　
場所 東区役所３階 第４会議室　
対象 区内在住の30～80歳の男性   
定員 20人（予約制・無料）（予約制・無料）

申込 問合 保健予防課感染症対策等担当 ☎934－1218
申込 10／11（火）午前９：00から電話で

※運動のできる服装・靴でお越しください。
※水分補給できるものをお持ちください。

マタニティセミナーマタニティセミナー
　　　  　　　  （予約制・無料）（予約制・無料）

日時 11／18（金）午後１：20～３：30
場所 東保健センター１階
定員 ６人　持ち物 母子健康手帳

申込 問合 保健予防課保健感染症係 
　　　　 ☎934－1217

対象 区内在住の妊娠６～８カ月の
　　 妊婦さん（初産の方に限ります。）

申込 10／11（火）午前９：00から電話で

月～金曜日（祝休日を除く）
【電話相談】午前８：45～午後５：15
【面接相談】午前９：00～午後４：30
※体重測定などの希望がある方
　は、事前にお電話ください。

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

無料

問合 ☎979－3588
　　（東保健センター２階）

◎指定医療機関で受けることが
　できる定期予防接種（要予約）

 問合 保健予防課感染症対策等担当 ☎934－1218

持ち物 母子健康手帳・シール式接種券
※Hibおよび小児肺炎球菌は、接種開始月齢により接種回数が異なります。
※詳しくは保健センターまたは指定医療機関にお問い合わせください。

●Ｂ型肝炎 ●水痘（みずぼうそう） ●日本脳炎 ●麻しん・風しん混合
●ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ（４種混合ワクチン）
●Hib（インフルエンザ菌b型） ●ＢＣＧ ●小児肺炎球菌 ●ロタウイルス

ペットの
災害対策

　・住まいの防災対策：家具やケージの固定
　・ペットのしつけと健康管理：予防接種、ノミ・ダニの駆除、避妊去勢手術の実施
　・ペットが行方不明にならないための対策：首輪、迷子札、マイクロチップの装着
　 ※飼い犬には必ず鑑札と注射済票を装着しましょう
　・ペット用の避難用品の備蓄：５日分以上のえさや水などを用意
　・同行避難が可能な避難所などの確認、ペットの一時的な預け先の確保

災害を想定し、災害を想定し、
行いましょう行いましょう ※市では、犬猫の避妊去    

　勢手術費用・マイクロ
　チップ装着費用の一
　部を補助しています。

※１歳６カ月児と３歳児で、フッ化物塗布を希望される方は、子ども
　用歯ブラシ・タオル・フッ化物塗布費（720円）をお持ちください。
※３歳児には、尿検査を実施します。
問合 保健予防課保健感染症係 ☎934－1217

【持ち物】…母子健康手帳

区　分 日　程 対象者（生年月日） 受　　付

３（４）
カ月児

10／13
（木）

令和４年　
６月５日～６月18日生

【第１子】午前８：50～９：10

【第２子以降】

　　　　午前９：00～９：20

10／27
（木）

令和４年
６月19日～７月２日生

11／10
（木）

令和４年
７月３日～７月16日生

１歳
６カ月

10／21
（金）

令和３年　
３月16日～４月２日生

【奇数日生】午後１：00～１：20

【偶数日生】午後１：30～１：50

３歳児

10／17
（月）

令和元年
９月15日～10月１日生【奇数日生】午後０：50～１：10

【偶数日生】午後１：20～１：4011／７
（月）

令和元年
10月２日～10月20日生

【持ち物】…母子健康手帳

ちびっこお食事サロンちびっこお食事サロン（予約制・無料）（予約制・無料）

日時 11／４（金）
   　 午前10：00～11：30
場所 東保健センター１階
　　 栄養指導室

内容 ●幼児食の話
　　 ●レシピ紹介と調理実演
　　 ●交流会
　　 ●個別相談（希望者のみ）

申込 問合 保健予防課（管理栄養士） ☎934－1216

対象 おおむね１歳６カ月～３歳のお子さんとその保護者　
　　 ※お子さんの食事でお困りの方向け　定員 ６組
持ち物 母子健康手帳　申込 10／11（火）午前９：00から電話で

問合 健康安全課
　　 食品衛生・動物愛護等担当 
　　 ☎934－1212
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東区役所民生子ども課（2階2番窓口）　☎934-1192問合

「歩こう！文化のみち」実行委員会事務局（東区役所企画経理室）　☎934-1106問合

保育所など保育施設利用のご案内保育所など保育施設利用のご案内

利用要件
市内在住で､保護者が以下の要件に該当するために､お子さんの保
育ができない方｡

利用申し込みの手続き

申し込み前に必ずお子さんと一緒に第1希望の施設に見学に行って
ください。
※保育施設では随時、見学を受け付けています｡(要事前連絡) 

2.申し込み手続き
1東区内の保育施設が第1希望の方

上記で都合の悪い方

１.施設見学

右表に従い、第1希望の施設で予約を取り、記入済み申込書と必要
書類を持って、お子さんと一緒にお越しください。

利用申込受付日程

午前　午後

※2 午前…9:30 ～ 12:00､午後…13:30 ～ 16:00
※3 平日の開設時間です｡土曜日の開設時間は､見学時に各施設にお問い合わせください｡

2右表の日程で都合がつかない方　および

その他 心身の発達に遅れのあるお子さん(集団保育可能な3歳以上の方)については､事前に東区役所民生子ども課への相談と､希望　
施設の見学を行ったうえで､11/9(水)までに東区役所民生子ども課へ必要書類(発達質問票を含む)を直接提出してください｡

名古屋城から徳川園に至る文化のみち各施設で、さまざまなイベントが行われます。皆さま､ぜひお越しください！

〇 施設を巡るクイズラリー　　〇 東区の魅力発見ガイドツアー　　〇 東区の山車囃子･からくり競演

ガイドツアーの様子

●家庭内外で月64時間以上の就労(家事を除く)　●産前産後　
●病気または心身の障害　●親族の介護　●求職活動　●就学　など

受付時間 ※2
所在地・電話番号 受入年齢 開設時間

※3受付日保育施設名

11/11(金)
９：00～12：00、
13：30～16：00

９：00～12：00､
13：30～16：00

市民ギャラリー矢田
４階 第１展示室

東区役所
４階 講堂

11/14(月)
11/15(火)

新たな名称（仮称） 開設時間

運営元･問合

幼保連携型認定こ
ども園明星幼稚園

代官町
22-17

満8カ月
以上

7:30 ～
18:30

学校法人明星学園
☎936-2053､☎938-5922

所在地 受入年齢

東保育園

砂田橋保育園

清瀧保育園

大幸保育園

エンジェル
保育園

泉の杜保育園

やだ保育園

Ａ-スカイ
保育園

てとろ明倫
保育園

あさひがおか
保育園

葵サンフレンズ
保育園

東白壁保育園

ウィズブック
保育園砂田橋

ジョイフルドーム前
こども園

10/28
(金)

11/1
(火)

11/4
(金)

11/1
(火)

10/27
(木)

11/7
(月)

10/27
(木)

10/31
(月)

11/9
(水)

10/25
(火)

10/26
(水)

11/8
(火)

11/2
(水)

11/2
(水)

筒井町4-25
☎935-1871

砂田橋三丁目2-101-118
☎721-9932

白壁二丁目5-7
☎951-7463

大幸四丁目12-28
☎711-1893

新出来一丁目4-12
☎936-9331

泉一丁目21-24
☎963-5022

矢田三丁目3-44
☎768-6510

東片端町23
☎961-0031

出来町三丁目20-9
☎723-7671

徳川一丁目309-3
☎908-1215

葵一丁目4-27
☎938-9321

芳野一丁目16-29
☎930-6226

大幸四丁目19-23
☎050-1751-1420

大幸一丁目1-11
☎719-0711

産休明け
から

満6カ月
以上

満12カ月
以上

産休明け
から

産休明け
から

満6カ月
以上

産休明け
から

満6カ月
以上

産休明け
から

産休明け
から

産休明け
から

満6カ月
以上

満6カ月
以上

満6カ月
以上

7:30～
19:30

7:30～
19:30

7:15～
19:15

7:30～
18:30

7:00～
19:00

7:00～
19:00

7:30～
19:30

7:00～
19:00

7:30～
19:30

7:15～
19:15

7:30～
19:30

7:30～
19:30

7:30～
19:30

7:00～
19:00

※クイズラリーの詳細やその他のイベント情報は本紙❼面または区役所､図書館などで配布のパンフレットをご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症などの状況により､内容が変更または中止となる場合があります｡

主なイベント

申込書は､１０/３（月）から保育所など各保育施設､東区役所民生子ども課で配布します｡ウェブサイトか
らもダウンロードできます。(現在利用保留中の方も､再度お申し込みが必要です｡)

令和５年４月からの利用を希望される方の申し込み受付を行います｡ 申込書の
ダウンロードは

▲こちら

ルナ保育園･スター保育園･ひだまりkids葵保育園
･あおいこども園
幼保連携型認定こども園明星幼稚園（仮称）　※1
他区の施設　　小規模保育事業所

への入園を
　希望する方

以下の日程・会場で申し込みを受け付けます。（予約不要）

オンライン（右記二次元コードより）
受付期間:10/17(月) ～ 11/28(月)

東区役所民生子ども課窓口
受付期間:10/17(月) ～ 12/12(月)
受付時間:区役所開庁日の8:45～ 17:15
(ただし日曜窓口での受付は行いません)

令和5年4月に認定こども園に移行予定の施設※1

東区役所広報
マスコット
キャラクター
ヒガシノスケ

土木事務所
☎935-8846

環境事業所
☎723-5311

上下水道局東部営業センター
☎722-8750

生涯学習センター
☎932-4881

高岳福祉会館
☎931-8174

高岳児童館
☎932-1718

スポーツセンター
☎723-0411

図書館
☎712-3901

文化小劇場
☎719-0430

警察署
☎936-0110

消防署
☎935-0119

社会福祉協議会
☎932-8204

広報なごや東区版月10
日曜窓口 10/2、 11/6 （午前8：45～正午）

ツイッター

フェイスブック

東区役所地域力推進室  〒461-8640
東区筒井一丁目７番74号 ☎935-2271（代）

編集


