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▼３か月児

▼１歳６か月児・３歳児
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▼子どものアレルギーとぜん息相談
日９／15（木）13：20～14：10

15歳未満の方と保護者
▶問診、専門医による個別相談・
　診察、保健・栄養相談。
受９／13（火）までに☎で申し込み。
申込・問合保健感染症係
　　　　　（☎837－3267）

▼難病（神経・筋疾患）患者・家族
　のつどい
日10／５（水）
　13：30～14：30（受付13：10～）

難病（神経・筋疾患）と診断され
　た方と家族
▶専門医による講話。
受９／28（水）までに☎で申し込み。
申込・問合保健看護担当
　　　　　（☎837－3271）

▼シニア健康セミナー（３日間コース）
日９／28（水）、10／６（木）・20（木）
　13：30～14：45（受付13：15～）          

全日参加可能な区内在住の65歳
　以上
席10人（先着順）
▶シニア世代の健康講話と運動。
受９／12（月）～27（火）までに窓口
　または☎で申し込み。
申込・問合感染症対策等担当
　　　　　（☎837－3264）

★当日は入り口で体温測定します。
★同伴は避けて、お子さま１人に
　保護者の方１人とさせていただ
　きます。保護者の方はマスク着
　用のうえお越しください。
★以下の場合には健診を控えてく
　ださい。
　・風邪の症状や37.5℃以上の発
　　熱がある。
　・新型コロナウイルス感染者と
　　濃厚接触した。
　・家族に感染疑いの方がいる。
★対象者へ個別通知します。通知
　が届かない方も、該当日時にお
　越しください。
★１歳６か月児および３歳児の希
　望者にフッ化物塗布（￥720円）
　を実施します。おつりのないよ
　うにお願いします。生活保護世
　帯（証明要）は免除あり。
★３か月児および１歳６か月児は
　フェイスタオルをお持ちくださ
　い。身長などを測る時にお子さ
　まの下に敷きます。
問合保健感染症係（☎837－3267）

区 分 診 査 日 対象児の生年月日

３か
月児

９／21（水） Ｒ４.５.25～６.６

10／５（水） Ｒ４.６.７～６.21

受付時間／第２子以降　８：50～９：00
　　　　　第１子　　　９：10～９：20

区 分 診 査 日 対象児の生年月日
１歳６
か月児 ９／29（木） Ｒ３.２.16～３.５

３歳児
９／13（火） Ｒ１.８.13～８.30

９／27（火） Ｒ１.８.31～９.16

受付時間／第２子以降　13：10～13：20 
　　　　　第１子　　　13：20～14：00

▼性感染症検査
日10／６（木）
　９：30～10：30（受付時間）

感染の心配な方 
▶ＨＩＶ・梅毒・性器クラミジア
　感染症の検査。
※匿名可。緊急時の連絡先のみ記載
　が必要。
※無料、結果は原則一週間後。
※性器クラミジア感染症検査は、
　１時間以上排尿を控えてご来所
　ください。
問合感染症対策等担当（☎837－3264）

▼こころの健康相談日
日毎週水曜日15：45～17：15　
▶心の健康に関する相談。
受前日までに☎で申し込み。
※秘密厳守。
※第４水曜日は｢うつ病家族相談日｣
申込・問合保健感染症係
　　　　　（☎837－3267）

▼弁護士による無料法律相談（要予約）
日②９／21（水）13：30～16：30　 高齢者
▶高齢者に関する財産管理や相続、家族間の問題などを弁護士に相談。
受９／15（木）までに☎で申し込み｡ 　
※相談は１人30分程度。

名　 称 日　時 場　所 対　象 費用

ホリデー ９／17（土）
14：00～15：30

オーネスト神穂
（神穂町５－10）

介護について不安や
悩みのある方、学び
たい方

無料
▼もの忘れ相談医による専門相談
日②９／28（水）13：30～15：00　席３人　 もの忘れが気になる方や家族

▼家族サロン
日①10／５（水）13：30～15：30②９／22（木）13：30～15：30　

認知症の方を介護している家族、経験のある方
▶不安や悩みを話し合える場、情報交換など。

▼オレンジカフェみずほ…交流会、プチ勉強会など（予約不要）。

歯 の 健 康 教 室 ・ 相 談
▼むし歯予防教室（予約制）
日９／20（火）13：15～14：15（受付時間）
　９／29（木）９：00～10：00（受付時間）

おおむね１歳児～未就学児
▶歯科検診、歯みがき・栄養相談、
　フッ化物塗布（￥720円）、保護
　者の歯科検診（１歳児の保護者の
　希望者）。
●持ち物／歯ブラシ、タオル、
　　　　　母子健康手帳
申込・問合保健感染症係
　　　　　（☎837－3267）

▼はじめての歯みがき教室（予約制）
日９／26（月）９：45～11：30

初参加の10～12か月程度の乳児
▶個別で説明。お悩み相談（歯、
　栄養）、むし歯予防の話など。
申込・問合保健感染症係
　　　　　（☎837－3267）

フッ化物塗布をご希望の方は、お
つりのないようにお願いします。
生活保護世帯（証明要）は免除あり。

▼かみかみ教室
日10／４（火）
　①10：30～②11：10～

１歳～１歳４か月児と保護者
席各２組（先着順）
▶離乳食完了期の個別相談、離乳
　食の見本展示
　（試食はありま
　せん）。
受９／20（火）～☎で申し込み。
申込・問合保健感染症係
　　　　　（☎837－3267）

▼孫育て教室（予約制） 
日10／７（金）
　13：30～15：00（受付13：15～）

祖父母または妊婦
　が区内在住でこれ
　から孫を迎えられ
　る方
席10組（先着順）
▶講話｢今どきの子育てについて｣
　と交流会。
申込・問合子育て総合相談窓口
　　　　　（☎837－3285）

▼離乳食講習会～マンマコース～ 
日①９／16②10／７（各金）
　各10：00～11：30

３か月児健診を受診された児と
　保護者
席各４組（先着順）
▶個別で説明。離乳開
　始から完了までの離
　乳食の話、お口の話、
　初期の離乳食の見本
　展示（試食はありません）。
受①９／12（月）～②９／22（木）～☎
　で申し込み。
申込・問合保健感染症係　
　　　　　（☎837－3267）

▼離乳食講習会～モグモグコース～  
日９／28（水）10：00～11：30

８～９か月児と保護者
席４組（先着順）
▶個別で説明。１日
　２回食から３回食
　への進め方の話、
　お口の話、離乳食
　の見本展示（試食はありません）。
受９／14（水）～☎で申し込み。
申込・問合保健感染症係
　　　　　（☎837－3267）

▼パパママ教室３日間コース
　（予約制）
日①10／３（月）②10／14（金）
　③10／21（金）各13：15～15：00

区内在住の妊婦とそのパートナー
席８組（先着順）
▶①妊娠中の過ごし方。
　②食品の衛生・歯と栄養の話。
　③沐浴・赤ちゃんの泣きへの対応｡
●持ち物／母子健康手帳
申込・問合子育て総合相談窓口
　　　　　（☎837－3285）

▼母乳相談（予約制）
日９／26（月）
　13：05～15：00（受付時間）

卒乳希望の方、母乳でお困りの方
席６組（先着順）
▶個別相談（１人10分程度）。
●持ち物／母子健康手帳
申込・問合子育て総合相談窓口
　　　　　（☎837－3285）

▼子育て総合相談窓口
　（子育て世代包括支援センター）
日毎週月曜～金曜８：45～17：15
　（面接相談は９：00～16：30まで）
▶子育ての悩みなどにつ
　いて保健師が電話や面
　接で相談に応じます。
問合子育て総合相談窓口
　　（☎837－3285）

▼乳がん検診
日11／14（月）午前（指定の時間）

市内在住の40歳以上の女性
席40人（先着順）　￥500円�免
▶問診、マンモグラフィ（乳房Ｘ
　線検査）。
受９／14（水）～10／24（月）までに☎
　またはウェブサイトで申し込み。
※ペースメーカー使用の方、豊胸手
　術の経験がある方、妊娠中の方、
　授乳中の方は受診できません。
※受診は２年度１回。
�免料金免除制度対象者は、70歳以
　上、生活保護世帯、市民税非課
　税世帯（事前に手続きが必要）、
　市医療費助成制度・福祉給付金
　支給制度対象者です。

名古屋市健診（検診）
総合ウェブサイト➡

申込・問合集団健診予約受付
　　　　　センター
　　　　　（☎0570－041－758）
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　ご寄附いただいくとともに、維持管理にご協力いただける企業や団
体などを募集しています。寄附金は道路施設の維持管理に活用されま
す。街路灯には、企業名・団体名・
店舗名などの表示を取り付けます。
企業ロゴの使用も可能です。

●協定期間／３年。
●寄附金額／�街路灯１本につき６万円

（蛍光灯の場合１万円）。
●協力内容／�街路灯が点灯しないな

どの不具合があった場
合は土木事務所に連絡。
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区役所民生子ども課　区役所民生子ども課　☎☎852－9392　FAX852－9375852－9392　FAX852－9375

瑞穂区ウォーキングイベント瑞穂区ウォーキングイベント
区役所地域力推進室　区役所地域力推進室　☎☎852－9308　FAX852－9306852－9308　FAX852－9306

日10／５（水）10：00～11：30��場区役所さくらルーム（２階）
区内在住の未就園児と保護者　席20組（定員を超えた場合は抽選）

▶保護者や子どもの交流の場。育児相談や保育士による手遊びなど。
受９／12（月）～28（水）に☎または電子申請（７面参照）で申し込み｡
　☎での受け付けは土・日曜日、祝日を除く９：00～17：00に限ります。

区役所へお越しの際は、公共交通機関の利用にご協力ください。

各種相談各種相談
　　☎☎・FAX各記事を参照・FAX各記事を参照

▼法律相談
日９／22（木）、10／14（金）
　13：00～16：00
市内在住・在勤・在学

席16人（先着順）
※相談は１人20分以内。
受各開催日の１週間前
　から名古屋市公式ウェ
　ブサイトまたは☎で
　申し込み。
申込・問合 名古屋おしえてダイヤル

（☎953－7584）
▼内職相談
日９／16・30、10／７（各金）
　10：00～12：00、13：00～15：00
市内在住

問合区役所民生子ども課
���　（☎852－9382・℻852－9375）

▼行政相談（詳細は問合まで）
問合区役所地域力推進室
　　（☎852－9304・℻852－9306）

秘密
厳守

日10／16 （日）９：00～９：30（受付時間）
場瑞穂区役所正面玄関前
▶ 第26回アジア競技大会の会場となるパロマ瑞穂スポーツパークなど
をめぐるコースを歩きながら体力づくりなどを目的に開催します。

受 窓口または、郵送（所定の申込書）にて、９／30（金）必着で申し込
み。
※参加者には粗品贈呈（申込順で先着60人）。
※雨天中止。中止の場合は当日８：00以降に名古屋おしえてダイヤル
　のウェブサイトまたは☎953－7584でご案内します。
申込・問合区役所地域力推進室
　　　　　（〒467－8531�（住所不要）・☎852－9308・℻852－9306）

街路灯パートナー募集街路灯パートナー募集

クリーンパートナーになりませんか！クリーンパートナーになりませんか！

▼パソコン初心者教室

▼司法書士による無料相談
日10／４（火）10：00～16：00
場瑞穂区役所501会議室（５階）　
席24人（予約優先）
※相談は１人30分以内。
▶ 土地、建物の相続登記など登記
に関する相談。

申込・問合愛知県司法書士会
　　　　　（☎683－6686）

日９／14・28（各水）10：00～12：00
席12人（当日先着順）
▶①初心者コース（２時間）
　②相談コース（自由時間）
※①は、過去に３回受けたことが
　ある方は受けられません。

日９／15（木）10：00～11：30　
乳幼児とその保護者

席７組14人（当日先着順）
▶子どもの体の成長を促す栄養素
　を知り、栄養価の高い献立や調
　理法を学びましょう。

▼子育てワイワイ広場

　名古屋市では、美化推進重点区域でまちの美化活動を行う団体を募
集しています！

【活動要件】　　　　　　　　　　　　　
○�市民、事業者による環境美化を主な目的
としたボランティアグループおよび地域
貢献に努める企業グループであること。
○�美化推進重点区域（図参照）を含む区域
で、原則10人以上で月１回以上清掃活
動が実施できること。

【名古屋市の役割】
○ボランティア袋の支給。
○清掃用具の貸与（ほうき、ちりとり、火ばさみ、軍手）。
○活動で集まったごみ・資源の回収。
○市民活動保険の保険料負担。

　名古屋市では令和３年中に約12万３千件を超える救急出動がありまし
た。令和４年は半年で昨年に比べ約１万件の増加で推移しています。
　通常、119番通報があると通報場所に最も近い救急車が出動します
が、同じ地域で複数の通報があると通報場所から遠い救
急車が出動することになるため、結果として現場への到
着が遅くなってしまうことがあります。
　生命に危険のある方のところへ一刻も早く到着し、助けられる命を確
実に助けるために救急車の適正利用にご協力をお願いします。

瑞穂消防署　瑞穂消防署　☎☎852－0119　FAX852－6223852－0119　FAX852－6223
救急車の適正利用にご協力を救急車の適正利用にご協力を

▼みずほ芸術教室①「楽しく無邪
　気にHulaを踊りませんか？」　
席９人（先着順）
▶一曲踊れるようになるのを目標
　にステップなどを練習しよう。
●講師／安藤のりえさん
申込・問合（SMS　090－4790－7977）

▼みずほ芸術教室②「こどもバレ
　エ」　
４歳～小学２年生

席８人（先着順）
▶ バレエのポジションやステップ
を学んで、リズムなどを養お
う。
●講師／�伊藤麻梨子さん
　　　　（Mariko　Ballet　Studio）
申込・問合（  masya.ballet.215@

gmail.com）

▼みずほ芸術教室③「MIIKA NO 
　UKULELE　ウクレレで歌いま
　しょう♡」　
席９人（先着順）
▶ウクレレがはじめての方や初心
　者が対象です。演奏しながら歌
　いましょう。
●講師／MIIKAさん
申込・問合（  mikaling1107@yahoo.

co.jp）

共通事項
事前予約・当日精算制
日令和４年10月～令和５年３月
￥500円（１回）
※�日時、持ち物など詳細は劇場
ホームページを参照ください。

受 ９／11（日）～SMS・ で講師へ申
し込み。

　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）

｢健康入浴の日｣は公衆浴場をご利用ください｢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　健康福祉局高齢福祉課　☎☎972－2544　FAX955－3367972－2544　FAX955－3367

交通指導員を募集します交通指導員を募集します
区役所地域力推進室　区役所地域力推進室　☎☎852－9304　FAX852－9306852－9304　FAX852－9306

勤務内容：小学校の登下校指導や交通安全教室など。
勤務条件：�原則として、７：00～17：00のうち１日５時間、１週間あたり

25時間（土・日曜日、祝休日、小学校の休暇期間を除く。）
採　　用：令和４年12月
申　　込：９／１（木）～20（火）に受験申込書を持参
　勤務条件の報酬、手当や募集学区など詳細は、地域力推進室までお問
い合わせください。

【瑞穂区の美化重点区域】
（グレーの塗りつぶし地域）
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▼卓球大会（選考会）
日10／23（日）14：00～16：00
小学３～６年生　席12人（先着順）

▶11／13（日）開催の児童館交流卓球
　大会の代表選手を決めます。
受10／９（日）10：00～☎で申し込み。

▼�子育て応援拠点まあぶる共催親支
援講座「赤ちゃんが来た！」

日11／４・11・18・25（各金）
　10：00～12：00
席10組（先着順）　
生後２～５か月までの第一子とマ

　マ
▶仲間づくり・絆づくりの学び。
￥1,100円（テキスト代）
受10／７（金）10：00～☎で申し込み。

▼おでかけわんぱーくin高田コミセ
　ン
日９／27（火）10：30～11：30
場高田コミュニティセンター
　（直来町１－７－１）
幼児と保護者　席15組（当日先着順）

▶児童館がおでかけします。ミニ滑
　り台やトランポリンで遊ぼう。

▼懐かしのレコードを聴く会
日９／29（木）13：30～15：00
席45人（先着順）
▶懐かしい想い出に浸りましょう。

▼巡回日程
日９／15（木）10：00～11：00
場春山荘２号棟北側駐車場
　12月からは総合リハビリテー
ションセンターに変更します。

▼英語でおはなし会
日９／21（水）11：00～11：30
乳幼児～　

席６組（先着順）
▶英語絵本の読み聞かせや歌。
受当日10：00～☎で申し込み。

▼名古屋女子大学交流事業「親子で
　チェロの音色を楽しみましょう」
日10／14（金）
　10：00～10：40、11：00～11：40
未就学児と保護者

席各回15組（先着順）
▶チェロなどの音色を楽しもう。
受９／30（金）10：00～☎で申し込み｡

▼脳活サロン
日９／22（木）13：30～15：00
席45人（先着順）　
▶認知症予防リーダーと一緒に楽
　しく脳トレしましょう。

▼サタデーシネマ
日①９／24（土）13：30～16：00
　②10／８（土）13：30～15：20
席45人（先着順）　
▶①�「東京家族」（2013年・出演：橋爪
功、吉行和子、西村雅彦、中
嶋朋子）。

▼リフレッシュ・ヨガ講座
日９／27（火）
　①10：00～10：40②10：50～11：30
席①30人②20人（先着順）
▶①足の弱い方も椅子で簡単ヨガ。
　②足腰を鍛えるマットヨガ。

▼金曜サロン
日10／７（金）10：30～11：15
席45人（先着順）　
▶｢６周年記念秋風コンサート｣　
　（二胡演奏会「めり～ぽぴんず」）。

教 　室　 名 開　催　日　時（回数） 対　象 定　員 費 　用
①陸上記録会
　チャレンジ！
　走・跳・投

10／10（祝・月）
９：30～12：00
（受付９：00～）

小学生以上 200人 無料

②相撲教室 10／８（土）
９：00～14：00 小学生以上 小中学生の部：70人

高校・一般の部：30人 無料

③アーチェリー
　１日体験講座
　（用具貸出）

10／10（祝・月）
午前の部：10：00～12：00
午後の部：13：30～15：30

小学生と
その保護者 各15組 1,060円

（１組）

受�往復はがき（往信裏面に教室名（③は午前か午後の部かも）、〒住所、
氏名（ふりがな）、年齢、学生の場合は学年、性別、電話番号、①は中
学生以下の場合保護者氏名、希望種目（「走・投」または「走・跳」）および
走る距離（中学生以下は不要）、返信表面に〒住所、氏名を記載）、また
は電子申請（７面参照）にて①は９／23（祝・金）、②は９／14（水）、③は
９／29（木）、④⑤は10／９（日）、⑥⑦は９／25（日）、⑧は10／5（水）、
必着で申し込み。定員を超えた場合は翌日抽選。抽選結果は、はが
きまたはインターネットにてご連絡します。
●持ち物／�①は運動のできる服装、運動靴（スパイク可）、飲料水、帽

子（熱中症予防）

教　室　名 開　催　日　時 対　象 定　員 費　用

ラウンドフィットネス 火～金曜日
10：00～18：00

15歳以上
（中学生を除く）

１時間毎
８人 各300円／回

受各回窓口または☎にて申し込み。空きがあれば当日可。

☎841‒3113 FAX841‒1348 住所:萩山町 1‒22

瑞穂福祉会館瑞穂福祉会館

☎･FAX 各記事を参照

パロマ瑞穂スポーツパークパロマ瑞穂スポーツパーク

☎872‒6655 FAX872‒6657 住所:熱田区六野 2‒5‒3

名古屋市体育館名古屋市体育館

☎852‒2229 FAX841‒1348
 住所:萩山町 1‒22

瑞穂児童館瑞穂児童館

自動車図書館自動車図書館
☎･FAX 共通 821‒3364

　②「男はつらいよ
　　�寅次郎恋愛塾」（1985年・マドン

ナ：樋口可南子）。

▼折紙サロン
日10／５（水）13：30～15：00
席25人（先着順）
▶10月の折紙。

▼スポーティブ・ライフ月間イベント

▼秋のスポーツ教室＆ジュニアスポーツ教室
教 　室　 名 開　催　日　時（回数） 対　象 定　員 費 　用

④ジュニアソフト
　テニス教室Ⅰ

10／29（土）～１／７（土）
の土曜（10回）
９：00～10：30

小学３～６年生 35人 5,600円

⑤ジュニアソフト
　テニス教室Ⅱ

10／29（土）～１／７（土）
の土曜（10回）
10：40～12：10

小学３～６年生 35人 5,600円

⑥健康リフレッ　
　シュ

10／14（金）～11／11（金）
の金曜（５回）
10：30～11：30

一般 15人 1,650円

⑦健康リフレッ　
　シュ（託児付）

10／14（金）～11／11（金）
の金曜（５回）
10：30～11：30

２歳以上の未就学児
と保護者 ５組 3,300円

⑧赤ちゃんと
　一緒産後ヨガⅡ

10／24（月）～12／26（月）
の月曜

10：00～11：00

４か月以上の０歳児
と母親 14組 4,000円

受�当日、30分前より先着順に券売します。
　⑨⑩はＭＩＺＵＨＯスタジオ（パロマ瑞穂スポーツパーク宿泊研修
　棟（プールのある建物）内）にて行います。
　⑪はパロマ瑞穂アリーナにて行います。日程などにつきましては、
　各照会先までお問い合わせください。
●持ち物／運動のできる服装、室内専用運動靴、タオル、給水用の飲み物

①申込・問合パロマ瑞穂スポーツパーク管理第１係
　　　　　　（〒467－0062�山下通５－４・☎836－8200・℻836－8206）
②～⑩申込・問合パロマ瑞穂スポーツパーク管理第２係
　　　　　　（〒467－0011�萩山町３－68－１・☎836－8210・℻836－8211）
⑪申込・問合パロマ瑞穂アリーナ
　　　　　　（〒467－0027�田辺通３－４・☎836－8228・℻836－8221）

▼レッスンタイム
教 　室　 名 開　催　日　時（回数） 対　象 定　員 費 　用

⑨アンチエイジング
　エクササイズレッ
　スンタイム

９／12（月）
13：30～14：30 50歳以上 20人 400円

⑩ピラティスレッ　
　スンタイム

毎週金曜日
14：00～15：00
（９／23除く）

15歳以上
（中学生を除く） 各20人 各400円

⑪おやすみヨガレッ
　スンタイム

毎週火曜日
19：00～20：00
（９／６除く）

中学生以上 各40人 各300円

▼なごやっ子読書月間記念「英語
　でおはなし会」
日10／８（土）14：30～15：00
幼児・小学生　席６組（先着順）

▶英語絵本の読み聞かせや歌｡
受当日10：00～☎で申し込み｡

▼なごやっ子読書月間記念「みん
　なのおはなし会」
日10／８（土）11：00～11：30
幼児・小学生　席６組（当日先着順）

▶絵本や紙芝居の読み聞かせなど。

▼なごやっ子読書月間記念「ちい
　さいひとむけおはなし会」
日10／８（土）13：30～13：50
乳幼児　

席６組（先着順）
▶絵本の読み聞かせ、わらべ歌。
受当日10：00～☎で申し込み｡

▼はくぶつかん古書市
日９／19（祝・月）まで
　開館日の９：30～17：00
▶名古屋古書籍商業協同組合の協
　力により開催。入場無料。

以下の行事については次のとおり。
福祉会館利用証をお持ちの方

受９／12（月）９：00～窓口または☎
　で本人が直接申し込み。
すべて先着順で事前予約が必要

この他、行事あります。図書館まで
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施設名 受付日 受付時間 開設時間(予定)
午前 午後

所在地 電話 定員
※9

保育実施
最低年齢 平日 土曜日

　令和５年４月からの利用申し込みを10/17(月)～12/12(月)の間で受付します。なお、令和４年度に申し込みいただいている現在利用保留中
の方、転園希望の方もあらためて申し込みをしてください。
　申込書は、10/３(月)から各保育施設および区役所民生子ども課でお渡しします。10/３(月)から１週間程度は申込書の配布のみ
となります。入園についてのご相談は、申込書やご案内を確認いただたうえで、10/11(火)からを目途にご相談ください。
　各保育施設の募集人数については、10月更新予定の区ウェブサイトをご覧ください。

　区ウェブサイト「４月の保育施設
入所に向けて保活(ほかつ)をはじ
めよう！」(二次元コー
ド)をご確認ください。

　区ウェブサイト「令和５年４月入
所における保育施設利用申込みの
ご案内」(二次元コー
ド)をご確認ください。

・・・・10/16(日)10:00～12:00
・・・・オンライン(zoom)にて
・・・・９/30(金)までに二次元コードから申し込み。
・・・・瑞穂区学童保育連絡協議会

※１ 定員数は１号児童含む人数　※2 令和５年４月から保育実施最低年齢が6か月から産休明けに変更予定
※3 準乳児専門保育所のため３歳児まで　※4 令和５年４月よりアイグラン保育園初日町に名称変更予定　※5 令和５年４月新規開所予定
※6 令和５年４月より幼稚園から認定こども園へ移行予定　※7 ２歳児まで　※8 事業所内保育事業(２歳児まで)
※9 定員は現在のものです。

利用申し込みや募集人数について

利用申し込み資格

受　付

その他

二次元コード

※募集人数は10月頃に同サイトにて
　公開予定です。

二次元コード

　第1希望の保育施設が指定す
る日程で行います。右表の受付日
を確認してください。

　受付日の1週間前までに第1希
望の保育施設へ予約をしてくだ
さい。受付時間は予約の際に、各
保育施設よりご案内するため、特
定の時間を希望することはでき
ません。

　11/4・18・25(各金)に区役
所2階さくらルームで受付を行
います(予約不要)。

　発達に遅れが心配されるお子
さま(集団保育が可能でおおむね
３歳以上)については、11/９(水)
までに申込書とあわせて｢発達質
問票｣を提出してください。

受付日に日程が記載されてい
る場合    

受付日に「区役所受付」と記載
のある場合

持ち物

注意事項

区役所民生子ども課（☎852-9382・FAX852-9375）問合

日 時
場 所
受 付
主 催

mizuhokugakudo2022@gmail.com問合

保保 育育 施施 設設 利利 用用 申申 しし 込込 みみ のの ごご 案案 内内令和
５年度

７:30～19:30
７:30～19:30
７:30～18:30

７:00～24:00  ７:00～19:00
７:00～20:00  ７:00～19:00
７:30～19:30  ７:30～18:30
７:00～19:00  ７:00～18:00
７:15～19:15  ７:30～18:30

７:30～18:30
７:30～18:30

７:00～19:30  ７:00～19:00
７:15～19:15
７:00～19:00
７:30～19:30
７:30～19:30

７:30～19:30  ７:30～18:30
７:30～19:30
７:30～19:30
７:00～19:00
７:30～19:30
７:30～19:30

７:00～19:00　７:00～18:00
７:15～19:15　７:15～18:15
７:15～19:15　７:15～18:15

７:30～18:30
７:30～18:30
７:00～19:00
７:30～18:30
７:30～18:30
７:30～18:30
７:30～18:30
７:30～18:30
７:30～18:30
７:30～18:30
７:30～18:30
７:30～18:30
７:30～18:30
８:00～19:00

６か月
産休明け
６か月

産休明け
産休明け
産休明け
６か月

産休明け
６か月

産休明け
産休明け
産休明け
産休明け
６か月

産休明け
産休明け
産休明け
６か月

産休明け
産休明け
６か月
５か月

産休明け
産休明け
６か月
６か月

産休明け
８か月
６か月

産休明け
産休明け
産休明け
産休明け
産休明け
６か月
６か月

産休明け
６か月

90
100
90
80
110
100
120
60
72
90
40
60
60
60
120
60
60
60
60
60
60
226
63
20
106
96
73
126
243
15
19
19
19
19
19
19
19
8

881-4750
833-8733
882-0991
841-0902
834-0081
853-3009
841-5975
851-2414
881-0151
881-7685
841-5743
838-9261
833-7811
836-8811
853-1081
680-7408
746-1557
715-8655
888-9114
848-9570

0120-925-683
811-7052
811-3503
822-1035
841-9545
841-6901
831-7588
851-0663
831-0762
861-7258
836-7122
680-7843
836-7090
626-4006
853-9115
882-5580
893-6382
881-1070

直来町5-2
軍水町1-54-2
新開町24-119
洲山町3-44
初日町2-26
前田町1-1-9
甲山町1-32

中山町2-27-2
雁道町2-17
直来町5-5
村上町2-9
日向町2-13
井の元町168
弥富通3-32-1
東栄町2-1-1
瑞穂通2-14
関取町135
石田町1-58

北原町1-33-2
初日町1-33

堀田通7-15(仮)
河岸町3-36
苗代町19-23
花目町2-27-1

内方町2-4
白龍町1-61
弥富通4-45
姫宮町2-48
岳見町4-41

八勝通1-14-4
弥富通1-41
豊岡通3-49
田辺通4-25
内浜町4-8

瑞穂通3-13-2
惣作町2-3
弥富通5-9

大喜新町1-12

直来保育園
軍水保育園
新開保育園

たんぽぽ保育園
こすもす保育園

東愛保育園
若葉保育園
中山保育園

大法寺愛児園
※２ ちばな保育園

※3 さざんか保育園
日向さくら保育園
ななくさ保育園
いくみ保育園

とうえい保育園
※２ みずほ白百合保育園

はな保育園せきとり
ウィズブック保育園新瑞橋
こどもの園もくれん北原
※4 あい保育園初日町

※5 はな保育園ほりた通(仮称)
黎明保育園
天使保育園

天使保育園（分園）
豊岡保育園

すずらん幼児園
お茶の花こども園

新瑞幼児園
※6 弥富幼稚園
リーゴ八勝通
リーゴ新瑞橋

ウィズブック保育室瑞穂
小規模保育事業所コッコちゃんルーム
ＡＬＬ４ＫＩＤＳチャイルドケア穂波園
memorytree保育室瑞穂通園

海のうた保育室瑞穂園
スクルドエンジェル保育室弥富通園
Peace Baby Station瑞穂 

公
立

私
立

私
立（
認
定
こ
ど
も
園
）※1

私
立（
小
規
模
保
育
事
業
所
）※7
※8

区役所
受付

区役所
受付

区役所
受付

区役所
受付

区役所
受付

区役所
受付

10/28金

11/２水

11/１火

11/10木

11/７月

10/26水

午前・・・９：３０～１２：００
午後・・・１３：３０～１６：３０

受付
時間

　記入済みの申込書、就労証明
書などの必要書類。

上記日程で都合が悪い場合は
１０/１７（月）～１２/１２（月）に区
役所（２階）民生子ども課へお越
しください。（土日祝日を除く８：４５
～１７：１５まで）

例年、１２月頃の申し込みは窓口
が大変混み合っております。ま
た、提出書類に不備があった際
には、利用調整時に不利となる
場合がございます。不備があっ
た場合などに備えて、１１月末日
を目途に、ご提出を済ませるよ
う、ご協力をお願いいたします。

区外の保育施設を第１希望とす
る場合は、区役所で受付をおこ
ないます。
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新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載の行事などは中止または変更になる場合があります。各行事の担当部署へ確認いただくか、名古屋市公式ウェブサイトを確認してください。


