
11瑞 穂 区 ⓭4

▼３か月児

▼１歳６か月児・３歳児
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▼難病（神経・筋疾患）患者・家族
　のつどい
日11／17（木）
　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
▶嚥下とことばのリハビリなど。
受11／11（金）までに☎で申し込み。
申込・問合保健看護担当
　　　　　（☎837－3271）

★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

11／16（水） Ｒ４.７.20～８.２

12／７（水） Ｒ４.８.３～８.24

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

11／24（木） Ｒ３.４.21～５.７

12／１（木） Ｒ３.５.８～５.25

３歳児 11／22（火） Ｒ１.10.31～11.18

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

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。

▼性感染症検査
日12／１（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）

▼はじめての歯みがき教室（予約制）
日11／28（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）

▼離乳食講習会～マンマコース～ 
日①11／25
　②12／９（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①11／15（火）～②11／28（月）～☎
　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11／29（火）
　10：00～11：30

８～９か月児と保護者
席４組（先着順）
▶ 個別相談。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11／17（木）～☎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①12／５（月）②12／16（金）
　③12／23（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｡
●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11／21（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）

日12／８（木）
　10：00～11：00

区内在住の
　65歳以上の男性　
席６人（先着順）　
▶健康に過ごすため
　の口腔ケアと食事の講話。
受11／17（木）～12／２（金）までに☎
　で申し込み。
●持ち物／筆記用具（マスク着用）。
申込・問合保健感染症係
　　　　　（☎837－3267）

▼むし歯予防教室（予約制）
日11／15（火）13：15～14：15
　11／24（木）９：00～10：00
　（共に受付時間）

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）

日12／８（木）10：00～11：00（受付９：45～）
初参加の生後８か月～11か月までの児と保護者

席６組（先着順）　▶親子のふれあい遊び。
受11／11（金）～☎で申し込み。　
申込・問合子育て総合相談窓口（☎837－3285）

猫の飼い主の皆さまへ猫の飼い主の皆さまへ

男の健口栄養教室男の健口栄養教室

よちよち教室よちよち教室

　猫によるふん尿被害で困ってい
るとの苦情が多数寄せられていま
す。
　猫を飼う場合は、周囲に迷惑を
かけないようマナーを守りましょ
う。

○室内飼いに努めましょう。
○避妊・去勢手術を
　行いましょう。
○名札・マイクロチ
　ップなどを装着し
　ましょう。
○終生、責任をもっ
　て飼いましょう。
　
問合食品衛生・動物愛護等担当
　　（☎837－3253）

▼マタニティクッキング  
日12／２（金）10：00～11：15

妊婦　席４人（先着順）
▶栄養バランスのよい食事の話、
　簡単な調理実習（試食はありま
　せん）。
受11／18（金）～29（火）
　までに☎で申し込み。
●持ち物／エプロン、
　　　　　手ふき、筆記用具
申込・問合保健感染症係
　　　　　（☎837－3267）

▼子どものアレルギーとぜん息相談
日11／17（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11／15（火）までに☎で申し込み。
申込・問合保健感染症係
　　　　　（☎837－3267）

　これからの季節は、天井裏など
にネズミが入り込み、住居内での
被害が発生しやすい時期になりま
す。住まいの周り
を点検し、ネズミ
の侵入口となる隙
間をふさぐなど、ネズミの住みづ
らい環境を作りましょう。
問合千種保健センター環境薬務室
　　住居衛生・薬務担当
　　（☎753－1973）

11・12月はネズミ防除11・12月はネズミ防除
運動期間です運動期間です

歯の健康教室・相談歯の健康教室・相談

日１／25（水）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11／25（金）～令和５年１／４（水）
　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）

乳がん検診乳がん検診

➡
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日12／７（水）10：00～11：30　場区役所会議室（５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11／11（金）～30（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。

瑞穂区子育てサロン｢さくらひろば｣瑞穂区子育てサロン｢さくらひろば｣
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

▼法律相談
日11／11（金）・30（水）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11／11・18・25､ 12／２・９（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）

各種相談各種相談
　　☎☎・FAX各記事を参照・FAX各記事を参照

名称 所在地 電話 入所説明会
御剱どろんこクラブ 御剱町３－37 872－6646 １月開催予定（※）

穂波子ども広場 神穂町６－15 821－5000
11／26（土）10：00～

穂波子ども広場で開催。
（2／4（土）も開催予定）（※）

瑞穂学童保育所 本願寺町2－56
851－8173 12／17（土）18：00～Zoomにて

（2／５（日）も開催予定）（※）第二瑞穂学童保育所 本願寺町2－75－３
あさがお学童保育所 洲山町３－43

842－0807 2／10（金）開催予定（※）
第2あさがお学童保育所 洲山町2－24－６
弥富・中根第１学童クラブ 田辺通６－10－2 832－6010 10月に開催しました。

１／29（日）開催予定（※）やとみ学童 師長町85－１ 880－6553

弥富・中根第2学童クラブ 井の元町124－2 831－0994 11～12月に開催予定。
日程などは学童ホームページ

をご確認ください。西中根学童クラブ 中根町３－１ 887－9354

陽明学童保育所 下山町１－92 861－0800 １／７、2／4（各土）開催予定（※）

汐路学童保育所 洲雲町4－60－６ 853－3045 12／３（土）10：00～
第二汐路学童で開催。

（１／22（日）も開催予定）（※）第二汐路学童保育所 田辺通１－22－１ 750－8719

　学童保育所とは、就労などにより昼間保護者がいない家庭の子ども
たちが、安全で豊かな放課後を過ごすために、地域の方が役員になり
自主的に運営しているものです。【要予約】

令和５年度学童保育所令和５年度学童保育所（留守家庭児童健全育成事業）（留守家庭児童健全育成事業）入所説明会入所説明会
各留守家庭児童育成会各留守家庭児童育成会

・（※）今後開催する入所説明会については、改めて紙面にて掲載予定です。
・詳細は各学童までお問い合わせください。

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、小学校の休暇を除く）。
採　　用：令和５年2月
申　　込：11／１（火）～15（火）に受験申込書を持参。
※報酬、手当や募集学区など詳細は、お問い合わせください。

　１／９（祝・月）に各小学校単位で開催します。詳細は20歳を迎える方に
12月中旬に案内状でお知らせします。案内状がなくても出席できます。
※住民登録されている学区以外へ参加希望の方はご連絡ください。

令和５年成人の日記念行事のご案内令和５年成人の日記念行事のご案内
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

▼11／18（金）～24（木）は全国一斉｢女性の人権ホットライン｣強化週間
ＤＶ、セクハラなど女性の人権問題に関する相談…☎0570－070－810
受付時間：11／18（金）・21（月）・22（火）・24（木）８：30～19：00
　　　　 11／19（土）・20（日）・23（祝・水）10：00～17：00

▼12／４（日）～10（土）は｢第74回人権週間｣
みんなの人権110番…☎0570－003－110、子どもの人権110番…☎0120－007－110
外国語人権相談ダイヤル…☎0570－090－911
メールによるインターネット相談受付窓口…https：／／www.jinken.go.jp／

女性の人権ホットライン・第74回人権週間女性の人権ホットライン・第74回人権週間
名古屋法務局人権擁護部　名古屋法務局人権擁護部　☎☎952－8111952－8111

秘密
厳守

日８：45～17：15（土・日曜日を除く）各最終日は14：30まで
場瑞穂区役所ロビー（１階）

第58回瑞穂区小中学校特別支援教育児童生徒作品展第58回瑞穂区小中学校特別支援教育児童生徒作品展
区役所福祉課　区役所福祉課　☎☎852－9384　FAX851－1350852－9384　FAX851－1350

11／30（水）～12／6（火） 12／７（水）～13（火） 12／14（水）～20（火）

中学校 田光・萩山
瑞穂ヶ丘 福祉事業所など

being瑞穂
あいうえおハウス

瑞穂区手をつなぐ育成会

中学校 汐路・津賀田

小学校
堀田・穂波

弥富・豊岡・中根
高田・御劔

小学校 汐路・陽明
瑞穂・井戸田

　分別された資源は、リサイクルされ、さまざまなものに生まれ変わりま
す。大切な資源を有効利用するため、マークを目印に分別してください。
デリバリーなどを利用した際の容器が可燃ごみに混ざっていませんか？
●プラマーク・紙マークがついていたら資源です！
「プラマーク・紙マーク」を見つけたら、正しくリサイクル！

●｢電池類｣の一括収集が始まりました！
対　象：�アルカリ・マンガン乾電池、ボタン電池、モバイルバッテリー､

リチウム電池、小型充電式電池（リチウムイオン電池・ニカド
電池・ニッケル水素電池）

対象外：自動車用バッテリーなどの鉛蓄電池、事業所から排出される電池類
【出し方】
＜ステップ１＞電池類はすべて絶縁処理する。
＜ステップ2＞透明・中身の見える半透明の袋に入れる。
＜ステップ３＞�週１回のプラスチック製容器包装の収集日に、プラス

チック製容器包装と別にして出す。

11月は分別マナーアップ推進月間です！11月は分別マナーアップ推進月間です！

マーク
が目印

プラスチック製
容器包装へ 紙製容器包装へ

★トレー類、ボトル類、袋類、パック類などの
　プラスチック製の容器や包装

★空き箱、紙袋、包装紙、内側にアルミ箔が
　貼られているパックなどの紙製の容器や包装

瑞穂消防署　瑞穂消防署　☎☎852－0119　FAX852－6223852－0119　FAX852－6223
いちばん身近なボランティア！　いちばん身近なボランティア！　消防団を知っていますか？消防団を知っていますか？

ルールを守って明るい選挙
贈らない！求めない！受け取らない！～みんなで守ろう三ない運動～

瑞穂区明るい選挙ポスター・書道作品展瑞穂区明るい選挙ポスター・書道作品展
明るい選挙名古屋市瑞穂区推進協議会・瑞穂区選挙管理委員会　明るい選挙名古屋市瑞穂区推進協議会・瑞穂区選挙管理委員会　☎☎852－9222　FAX852－9225852－9222　FAX852－9225

日11／14（月）～25（金）８：45～17：15（土・日曜日、祝日を除く）
場瑞穂区役所ロビー（１階）
▶市と区の審査で入選された小・中学生、高校生の作品を展示。

瑞穂ふれあい区民講座瑞穂ふれあい区民講座｢なぜ投票するのか、棄権するのか｣｢なぜ投票するのか、棄権するのか｣
瑞穂区選挙管理委員会　瑞穂区選挙管理委員会　☎☎852－9222　FAX852－9225852－9222　FAX852－9225

日11／22（火）13：30～（開場13：00）　場瑞穂区役所講堂（2階）
●講師／森�正さん（愛知学院大学総合政策学部�教授）
※入場無料・申込不要

▼令和５年10月から消費税のインボイス制度が始まります！
　インボイスを交付するにためには、令和５年３月31日までに登録申請
手続きを行う必要があります。国税庁では、｢インボイス制度特設
サイト｣を設け、制度の解説、説明会開催情報や申請手続き、Ｑ＆
Ａなどを掲載しています。　　インボイス制度特設サイト→

知っていますか？消費税のインボイス制度！知っていますか？消費税のインボイス制度！
昭和税務署　個人課税部門（個人事業主） 昭和税務署　個人課税部門（個人事業主） ☎☎881－8174　法人課税部門（法人） 881－8174　法人課税部門（法人） ☎☎881－8177881－8177

Ｑ１どんな組織なの？
　�　仕事も年齢も異なる人が集まり、｢自分たちのまちは自分たちで守る｣

という地元愛あふれる信念のもと活動している地域密着型の組織です。
Ｑ２どんな活動をしているの？
　○町内会など住民の方への訓練指導　○火災予防などの広報活動
　○火災や水災時などの災害活動　　　○訓練実施や各種講習の受講

　消防団の活動は｢名古屋市消防団員ＨＰ｣に掲載中で
す。入団希望は瑞穂消防署までお問い合わせください。
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▼もの忘れ相談医による専門相談
日①12／８（木）②11／30（水）　
　各13：30～15：00

もの忘れが気になる方やその家族

▼家族サロン
日①12／７（水）②11／24（木）
　各13：30～15：30

認知症の方の介護経験がある方

▼心あたたまる作品展
日11／25（金）～27（日）９：00～17：00（11／25は10：00～、11／27は～15：00）
場瑞穂区在宅サービスセンター研修室（瑞穂区社会福祉協議会１階）
▶地域のつながりの意識や共感力を育むための作品展。入退場自由。

教 室 名 開 催 日 時 対 象 定 員 費 用
①赤ちゃんと一緒産後改善エ
　クササイズ０歳児クラスⅢ

12／９～３／17の金曜
10：45～11：45（10回）

４か月以上の
０歳児と母親 20組 5,800

円
②赤ちゃんと一緒産後改善エ
　クササイズ１歳児クラスⅢ

12／14～３／８の水曜
10：00～11：00（10回） １歳児と母親 20組 5,800

円
③｢ロコモ・メタボ対策セミ
　ナー｣

12／10（土）、12／17（土）
10：00～11：30

中学生を除く
15歳以上 15人 1,000

円
④大人のためのサッカークリ
　ニック

12／11～１／28の土・日曜
10：00～12：00（５回）

高校生を除く
18歳以上 50人 5,500

円

⑤avex cotsumic３ 12／13～３／７の火曜
11：00～12：00（10回）

４か月以上の
０歳児と母親 15組 10,000

円

⑥avex bambeat!３ 12／13～３／７の火曜
15：30～16：15（10回） 年中・年長児 15人 10,000

円

▼みんなのおはなし会
日11／12・26（各土）11：00～11：30

幼児・小学生　席各６組（当日先着順）

☎871‒2255 FAX871‒2256 住所:惣作町 2‒27‒3

瑞穂生涯学習センター瑞穂生涯学習センター

教 室 名 開 催 日 時 対 象 定 員 費 用
①【NESPA主催事業】マージー小倉の
　親子でマジック教室！～カード
　マジック・ロープマジック特集～

12／10（土）
14：00～16：00

小学生と
その保護者

12組
（24人）

1,000
円

②【NESPA主催事業】年越しそば打
　ち体験

12／22（木）
午前10：00～12：30
午後13：30～16：00

中学生を除く
15歳以上 各12人 2,300

円

③【トライアルウインター】親子で
　つくってあそぼう～カラフルサ
　ンタになって記念撮影！～

12／24（土）
10：00～12：00

小学生と
その保護者

10組
（20人）650円

☎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

▼わらべうたであそぼう♪
日12／８（木）10：00～11：00

１歳児と保護者　席12組（先着順）
受11／17（木）10：00～☎で申し込み｡

▼赤ちゃんとママのための交流ひ
　ろば｢ベイビーすまいる｣
日12／６（火）10：30～11：30

０歳児と保護者　席16組（先着順）
▶クリスマスコンサート。
受11／22（火）10：00～☎で申し込み｡

▼11月は放置自転車追放月間です
　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、事故の原因
になり危険です。必ず自転車駐車場をご利用ください。自転車等放置禁止
区域に放置された自転車・原動機付自転車は即時撤去の対象です。駅周辺
は自転車等放置禁止区域に指定され、道路上に標識があります。

※ 自転車等放置禁止区域以外の区全域で撤去された場合の保管場所は
中根保管場所です。

※引き取りは月～土曜日14：00～19：00（祝日、年末年始を
　除く）で、手数料が必要です。
※撤去日から１か月過ぎても引き取りのない場合は処分します。

瑞穂土木事務所　瑞穂土木事務所　☎☎831－6161　FAX831－8710831－6161　FAX831－8710
土木事務所からのお知らせ土木事務所からのお知らせ

受各回窓口または☎にて申し込み。空きがあれば当日申し込みも可。

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

中学生を除く
15歳以上

１時間毎
８人

300円
／回

ノルディックウォーキン
グ体験会

11／16・30、12／７（各水）
10：00～11：15

中学生を除く
15歳以上 各10人 300円

／回

▼スマホ体験教室
日11／21（月）13：30～15：30　席20人

▼金曜サロン
日12／２（金）10：30～11：30 席45人
▶ ハンドベル演奏会。

福祉会館への申し込みは次のとおり。
受11／11（金）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

▼みずほ回想法まつり
日11／29（火）13：30～15：30　席30人

▼脳活サロン
日11／24（木）13：30～15：00　席45人

▼ストーリーテリングおはなし会
日11／19（土）11：00～11：30

５歳～　席６組（当日先着順）

▼おとなのためのおはなし会
日11／30（水）10：30～12：00
席20人（当日先着順）

▼英語でおはなし会
日11／16（水）11：00～11：30

乳幼児～　席６組（先着順）
受当日10：00～☎で申し込み｡

▼｢瑞穂区の歴史 縄文～古墳時代｣
日12／３（土）14：00～15：00
席20人（先着順）
受11／17（木）９：30～窓口または☎
　で申し込み｡

▼冬のおたのしみ会
日12／10（土）
　13：30～14：00、14：30～15：00

幼児・小学生　席各６組（先着順）
▶影絵｢おむすびころりん｣ほか。
受当日10：00～☎で申し込み｡

▼名古屋女子大学交流事業
　よくかむグミを作ろう！
日12／11（日）10：00～11：15
場名古屋女子大学（汐路町３－40）
　※集合・解散は瑞穂児童館

小学生　席10人（先着順）
▶そしゃくの大切さを学ぼう。
受11／27（日）14：00～☎で申し込み｡

★みんなでクリスマスを楽しみま
　しょう♪みんなで楽しく音楽会
　～まちどおしいなクリスマス！～
日12／４（日）９：30～10：15

乳幼児と保護者　席15組（先着順）
受11／20（日）10：00～☎で申し込み。
★サンタさんとメリークリスマス
日12／４（日）11：00～11：45

乳幼児と保護者　席15組（先着順）
受11／20（日）11：00～☎で申し込み。
★かんたんおもちゃづくり
日12／４（日）13：30～14：30

年少児（保護者同伴）～小学生
席15組（先着順）
受11／20（日）13：00～☎で申し込み。

※一家庭につき保護者は２人まで。

▼名古屋女子大学共催事業｢第14回
　みんなでメリー・クリスマス！｣

▼パパとあそぼう！
日12／11（日）10：30～11：30

６か月～１歳６か月児と男性の
　保護者
席10組（先着順）
▶講師のリードで体を使い遊ぼう｡
受11／27（日）10：00～☎で申し込み｡

▼オセロ大会（ごちゃまぜまっち）
日11／27（日）14：00～16：00

年長児（保護者同伴）・小学生～
　高校生
席10人（先着順）
受11／13（日）10：00～☎で申し込み｡

▼道路に乗り入れブロックなどを置かないで！
　車両が歩道を横断して車庫や駐車場に出入りする場合、歩道
や歩道の下のライフラインが破損する恐れがあるため、歩道の
舗装を補強し、車道の縁石を切り下げる｢乗り入れ施設の設置工
事｣が必要です｡乗り入れブロックや鉄板を道路に置くことは
バイクや自転車の転倒事故の原因となり危険で、法令違反です。
なお、設置工事には、道路工事施行承認の手続きが必要です。
詳しくはお問い合わせください。※工事費用は自己負担です。

自転車等放置禁止区域 撤去した自転車の保管場所

堀田、新瑞橋、妙音通 神宮保管場所 ☎682－4025
（熱田区神宮４－２－17）

桜山、瑞穂区役所、瑞穂運動場西、
瑞穂運動場東、総合リハビリセンター

中根保管場所 ☎834－9697
（瑞穂区関取町166）

受電子申請（７面参照）または、往復はがき（往信裏面に講座名（②は午前
　か午後かも）、〒住所、氏名（ふりがな）、電話番号、①と③はお子さま
　の氏名（ふりがな）、学年、返信表面に〒住所、氏名を記載）にて、
　①11／14（月）、②11／21（月）、③11／24（木）必着で申し込み。抽選。

受 ①②、④～⑥は電子申請（７面参照）または、往復はがき（往信裏面に教室名、
〒住所、氏名（ふりがな）、年齢・学年、電話番号、返信表面に〒住所、氏名を
記載）にて、①②は11／15（火）、④は11／24（木）、⑤⑥は11／17（木）必着で申
し込み。抽選。③は11／11（金）10：00～☎または℻で申し込み。先着順。

申込・問合①②⑤⑥パロマ瑞穂アリーナ
（〒467－0027 田辺通３－４・☎836－8228・℻836－8221）

　　④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）

　　③パロマ瑞穂スポーツパーク管理第２係（☎836－8210・℻836－8211）
▼サタデーシネマ
日11／26（土）13：30～16：00　席45人
▶「続・ALWAYS三丁目の夕日」。
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キリトリ

キリトリ

デザイン原画／名古屋市立大学芸術工学部　谷口 結菜 瑞穂区マスコットキャラクター
 みずほっぺ

瑞穂区民まつり2022
11/20（日）10:00～14:30（入場は14:00まで）
パロマ瑞穂レクリエーション広場
●ステージ　　　　　　　　●遊び広場
●模擬店「みずほ縁日横町」　●各種ブース出展
●お楽しみ抽選会

主な
内容

日時
場所

※下記の抽選券に必要事項をご記入の上、当日会場の抽選券
投函ブースの箱に投函してください。抽選は後日実施し、当
選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

区公式
ウェブサイト

名古屋おしえて
ダイヤル

※雨天中止（前日の天候などにより会場設営が
できない場合も中止）、新型コロナウイルス
感染症の拡大状況により中止する場合あり。

　開催有無は、当日8:00から名古屋おしえて
ダイヤル（953-7584　運営時間は8:00～
21:00　年中無休）でご案内します。おかけ
間違いに、ご注意ください。

※イベントの内容、参加にあたっての注意事項
などの詳細は、区公式ウェブサイトでご確認
ください。パンフレットは区役所、コミュニ
ティセンターなどで配布しています。

瑞穂区民まつり2022
お楽しみ抽選券 コピー不可

●いただいた個人情報は、お楽しみ抽選会以外には使用いたしません。

〒467ー
瑞穂区

☎

氏　　名

〒 住 所

電話番号

①申込書兼納付済通知書による方法
②クレジットカードなどによる方法
③募金箱
　（瑞穂区役所、瑞穂土木事務所ほか）

申込方法

12/23（金）まで募集期間

汐路桜ロード（瑞穂区）および藤が丘のさくら並木
（名東区）のさくらの植え替えなどに活用します。

目　　的

問合 緑政土木局緑地部緑地利活用課　☎972-2489・FAX972-4143
　a2808@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jpe

「さくらの名所応援募金」
募集のお知らせ

令和
４年度
名古屋を彩るさくらの名所を次世代につなげていくため、ご協力をお願いします。名古屋を彩るさくらの名所を次世代につなげていくため、ご協力をお願いします。

詳細は、チラシまたは市公式ウェブサイト（右二次元コード）から
ご確認ください。
チラシは区役所、土木事務所などで配架します。

主催 瑞穂区民まつり実行委員会　 問合 区役所地域力推進室　☎852-9302～5・FAX852-9306

　11月の児童虐待防止推進月間にあわせ、瑞穂区役所と
瑞穂保健センターの１階ロビーなどにオレンジリボンツリー
を設置します。ツリーには、児童虐待のない瑞穂区をめざ
し、子育て家庭を応援してくれる地域の皆さまが書かれた
メッセージカードが飾られています。区役所・保健センター
にお越しの際には、ぜひご覧ください。また期間中もメッ
セージを募集しておりますので、区役所にお越しの際は
皆さまの温かいお気持ちをお寄せください。

問合 区役所民生子ども課　☎852-9382・FAX852-9375

設置期間 11/１（火）～12/26（月）
※期間は変更になる場合があります。

オレンジリボンツリーを設置します

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。


