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危険物安全週間６／５
（日）
～６／11
（土）

区役所地域力推進室 ☎852－9308 FAX852－9306

日6／25
（土）
９：20～

情 報

a8529307@mizuho.city.nagoya.lg.jp

一連の確かな所作で無災害
（令和４年度危険物安全週間推進標語）

場パロマ瑞穂アリーナ
（田辺通３－４）

消防署ではこの時期、危険物の安全な取り扱いの周知と事故を防ぐ

区内在住・在勤・在学の高校生以上のペア
席男子・女子の部併せて24組

ため、ガソリンスタンドなどの危険物施設を対象に、立ち入り検査や

受５／27
（金）
までに℻・メール
（参加部門、〒住所、氏名
（ふりがな）
、

消防訓練、講習会などを行います。

 話番号、年齢、性別を記載）
電
または窓口へ申し込み。定員を超えた
場合は抽選。

ご家庭にも、灯油、てんぷら油、塗料、除菌用アルコールスプレー
など日頃から何気なく使っている危険物がたくさんあります。この機

●試合方法 ／ トーナメント方式

会に取り扱い方法などをチェックしましょう。危険物の貯蔵・取り扱

●主催 ／瑞穂区役所、瑞穂区体育協会、
（公財）
名古屋市教育スポーツ協会

いについては、瑞穂消防署予防課へご相談ください。

プラスチック製容器包装の飛散防止対策を！

第51回区レクリエーションインディアカ大会
区役所地域力推進室 ☎852－9307

日6／19
（日）
９：20～

FAX852－9306

場パロマ瑞穂アリーナ
（田辺通３－４）

風で飛散した袋は通行の妨げとなります。袋が飛ばないように以下
の対策をしましょう。

★混合の部
区内在住の16歳以上の社会人で編成するチーム

○防鳥ネットなどを使用する。

（１チーム４～８人で男女各２人が常時出場）

○ネットの｢おもし｣は、水を入れたペットボトル

受５／20
（金）
までに窓口へ申し込み。
●試合方法 ／原則トーナメント方式

など破損の恐れが少ないものを使用する。

●主催 ／瑞穂区役所、瑞穂区体育協会

○洗濯バサミやＳ字フックなどで固定する。
○収集後はネットが通行の支障にならないように片づけをする。

各種相談
☎・FAX各記事を参照

５月は放置自転車追放月間です

▼行政相談（詳細は問合まで）

▼法律相談

日５／27
（金）
、６／10
（金）

問合区役所地域力推進室

13：00～16：00

道路に放置された自転車や原動機付自転車は、通行を妨げ事故の原

（☎852－9304・℻852－9306）

市内在住・在勤・在学
席16人
（先着順）
※１人20分以内。
受各開催日の１週間前から名古屋

さい。放置された自転車・原動機付自転車は即時撤去の対象となりま

▼内職相談

す。駅周辺の自転車等放置禁止区域には、道路上に標識があります。

日５／13・20・27、６／３
（各金）

市公式ウェブサイトまたは☎で

10：00～12：00、13：00～15：00

申し込み。

市内在住

申込・問合名古屋おしえてダイヤル
（☎953－7584）

因になるなど危険で迷惑となります。必ず自転車駐車場をご利用くだ

撤去された自転車などの
保管場所

自転車等放置禁止区域
（駅名）
桜山、瑞穂区役所、瑞穂運動

問合区役所民生子ども課
（☎852－9382・℻852－9375）

中根保管場所 ☎834－9697
（関取町166）

場西、瑞穂運動場東、総合リ
ハビリセンター

神宮保管場所 ☎682－4025
（熱田区神宮四丁目２－17）

堀田、新瑞橋、妙音通

▼パソコン初心者教室

日５／11・25、６／８
（各水）
10：00～12：00

席12人
（当日先着順）

※自転車等放置禁止区域以外の瑞穂区全域で撤去された場合の保管場

▶①初心者体験コース
（２時間）
②相談コース
（自由時間）
。

所は中根保管場所です。
（祝休日、年末年始は除く）
。
※引き取り日時は月～土曜日14：00～19：00

※①は過去３回受講された方は受講できません。

▼｢公開講座｣歌とダンスで幸せを‼～元タカラジェンヌ☆元気の秘けつ～

日６／１
（水）
10：00～12：00
（９：00～整理券を配布） 席28人
（当日先着順）
▶心と体を大切にして生きることについて考えるきっかけにしませんか｡

※撤去した日から１か月過ぎても引き取りのない場合は処分します。

パロマ瑞穂スポーツパーク
☎･FAX 各記事を参照

●持ち物 ／筆記用具
教 室 名

名古屋市体育館
☎872‒6655 FAX872‒6657 住所:熱田区六野 2‒5‒3
教 室 名

開催日時

５／11・13・18・20・23・
①ノルディックウォー 25・27､ ６／１・３・８・10
キング体験会
（各月・水・金）
10：00～11：15
②普通救命講習会

７／１
（金）
９：00～12：00

対 象

費 用

中学生を除く
15歳以上

10人
300円 ／
回

中学生を除く
15歳以上

10人
無料

受①は、窓口または☎にて各回前日までに
（空きがあれば当日も可）
申し
込み。②は窓口
（官製はがき持参）
または往復はがき
（往信裏面に講習
会名、〒住所、氏名
（ふりがな）
、電話番号、年齢
（学年）
、性別、返信
表面に〒住所、氏名を記載）
にて５／18
（水）
～６／17
（金）
必着で申し込み。

開 催 日 時

対 象

定 員

費 用

①朝ヨガ
レッスンタイム

毎週火曜日
（５／３は除く） 中学生を
各40人 各300円
９：30～10：30
除く15歳以上

②おやすみヨガ
レッスンタイム

毎週火曜日
（５／３は除く）
中学生以上
19：00～20：00

③ピラティス
レッスンタイム

毎週金曜日
14：00～15：00

各40人 各300円

中学生を
各20人 各400円
除く15歳以上

受当日30分前～先着順に発券。
●持ち物 ／運動のできる服装、タオル、給水用の飲み物、室内専用運動靴
問合①②パロマ瑞穂アリーナ
（☎836－8228・℻836－8221）
③パロマ瑞穂スポーツパーク管理第２係
（☎836－8210・℻836－8211）

▼屋内プール臨時休業のお知らせ

５／31
（火）
と６／１
（水）
の２日間は、水の入れ替えおよび清掃のため、

屋内プールは休業いたします。５／30
（月）
は通常の休業日です｡
（☎836－8210・℻836－8211）
問合パロマ瑞穂スポーツパーク管理第２係

６／１（水）は｢人権擁護委員の日｣

名古屋法務局人権擁護部第一課

人権擁護委員はあなたの街の相談パートナー
人権に関わることでお困りのときは、お気軽に
ご相談ください。人権擁護委員、法務局職員が

代表☎952－8111

LINEじんけん相談＠
名古屋法務局
ID：@snsjinkensoudan

相談に応じます。相談は無料で、秘密は厳守します。
全国共通人権相談ダイヤル
（取扱時間…平日８：30～17：15）
・みんなの人権110番…☎0570－003－110
・子どもの人権110番…☎0120－007－110
（フリーダイヤル）
・女性の人権ホットライン…☎0570－070－810
インターネット人権相談は https：／／www.jinken.go.jp／ へ

｢健康入浴の日｣は公衆浴場をご利用ください
健康福祉局高齢福祉課 ☎972－2544

FAX955－3367

名古屋市では、高齢者の方に入浴と集いの場を提供し、相互の親睦
と心身の健康増進を図るため、｢健康入浴の日｣を設けています。
日毎月５・15日
（公衆浴場が休業日の場合は翌営業日）
市内在住の65歳以上

￥200円

区内施設：川澄湯
（川澄町２－20）
、栄湯
（船原町２－６）
、
玉の湯
（弥富通５－56－２）
利用方法：敬老手帳を提示
問合名古屋浴場商業協同組合
（☎322－5735・℻321－2645）

の｢るものか うまい話と くちぐるま ｣悪質商法から身を守るために ～瑞穂警察署～

第30回区バドミントン大会

の

