熱 田 区

4

5

⓭

熱田区版

新型コロナウイルス感染症の影響により、各ページに記載のある行事などは中止・変更となる場合があります。各催しの担当部署へご確認ください。
※

◆
◆
◆

◆
◆
◆

熱田保健センター
からのお知らせ

場所の記載のないものは保健センターで実施。料金の記載のないものは無料 ★料金免除制度①70歳以上の方（本年度70歳になる方も含む）②市民税非課税世帯
③生活保護世帯（要証明）④市医療費助成制度受給者（医療証持参）⑤中国残留邦人などに対する支援給付を受けている方は無料（②⑤はお問い合わせください）

〇事業に参加される方は、マスクの着用をお願いします。 〇当日、風邪症状や37.5℃以上の発熱症状のある方は、参加をご遠慮願います。
親と子の
教室・相談など

５/23（月） 令和４.１.１～１.20生
６/６（月） 令和４.１.21～２.10生
５/19（木） 令和２.９.18～10.14生
６/９（木） 令和２.10.15～11.９生

※尿検査あり

５/12（木）

平成31.４.４～
令和元.５.１生

開催日時

内容・対象など

５/20（金）
お口すくすく
お口の発達の話、離乳食の食べさせ方など
午前10:15～11:30
第１子
対象 ３～７か月頃の子と保護者
教室（予約制）
受付
午後１:00～１:15
TEL683-9682
持物 母子健康手帳
午前10:00～10:15
第２子以降
午後１:15～１:45
５/25（水）
離乳食の量や食品の種類・調理形態・
離乳食相談
第１子
午前10:00～11:30 食べさせ方などの相談
(予約制)
午後１:30～２:00 TEL683-9682 ６/７（火）
対象 離乳食を開始した方
第２子以降
午後２:00～３:30
午後１:00～１:30
歯科検診、歯みがき指導、栄養相談、
歯っぴーチェック ５/26（木）
フッ化物塗布（希望者のみ）を実施☆参照
第１子
対象 就学前の乳幼児
受付
午後１:30～２:00 （予約制）
TEL683-9682 午前９:10～10:10 ※密を避けるため、予約時に受付時間を
第２子以降
振り分けます。
午後１:00～１:30

交流会、手遊び、絵本の読み聞かせなど
☆歯ブラシとタオルを持参。歯を磨いてからお越しください。フッ化物塗布の希望 チェリー・きっず・ ５/31（火）
クラブ（多胎児の 午前10:00～11:30 対象 区内在住の多胎児を持つ親と子、
者は720円を持参（生活保護世帯(要証明)は免除あり）
７組
親の会）
（予約制）受付
心と体の
TEL683-9684
午前９:45から
申込
５/20
（金）午前９:00から先着順
開催日時
内容・対象など
教室・相談など

①認知症予防の話とレクリエーション
②音を楽しむ、食を楽しむ講座
①５/30（月）
③お口を鍛えて脳も身体も元気よく
シニアのための元 ②６/15（水）
④健康を保つための運動
気の素あつたセミ ③７/12（火）
対象 区内在住の65歳以上で軽い運動
ナー（前期コース）④７/22（金）
を行うことに支障のない方、12人 あったか
（予約制）
午後１:30～３:30
申込 ５/11（水）午前９:00から先着順 ファミリー教室
TEL683-9683
受付
（参加者本人からの申し込みに (予約制)
午後１:00～１:20
限る、前期コースに参加された方 TEL683-9684
は後期コースの申し込み不可）
匿名。当日採血・採尿し、１週間後に
結果をお渡しします。
ＨＩＶ抗体検査・
※検査の際はマスクの着用と検温、
梅毒検査・性器クラ ６/７（火）
連絡先の申告をお願いします。
ミジア感染症検査 午前９:30～10:30 ※クラミジア検査を希望される方は、
１時間排尿を控えてお越しください。 母乳相談
TEL683-9683
※ＨＩＶ抗体検査のみ証明書の発行が （予約制）
可能です（有料1,195円・匿名不可）。 TEL683-9684
こころの健康相談 毎週水曜日
専門医が応じる心の悩みに関する
（予約制）
（第３水曜日を除く）
相談
TEL683-9682
午後３:00～５:00
うつ病家族相談
（予約制）
TEL683-9682

第３水曜日
対象 うつ病の悩みを抱える人の
午後３:00～５:00
家族

６/14（火）
午後１:15から

すくすく心理相談
６/16（木）
(予約制)
午後１:10～３:00
TEL683-9684
６/17（金）
幼児食教室
午前10:00～11:00
(予約制)
受付
TEL683-9682
午前９:45から

母乳栄養や母乳不足の相談および卒乳
相談
幼児の気になる行動や心の発達などの
相談
幼児食についての話
対象 区内在住の食事に困りごとのある
２歳以上の幼児と保護者、３組
申込 ５/12（木）午前９:00から先着順

40歳以上の女性で、昨年度
親子遊び、生活リズムや子どもの健康
受診しなかった方(妊娠・
と事故予防の話
授乳中の方などを除く）
０歳のための ６/17（金）
対象 令和３年８月～令和４年１月
料金 500円★(免除あり）
子育て教室
午前10:00～11:30
生まれの子と保護者、15組
（予約制）
受付
子育てママ・パパのロコモ予防教室
（予約制）
持物 母子健康手帳、いつも使っている
TEL683-9684 午前９:45から
玩具、バスタオル
日時 ６/８(水)午前10:00～11:30(受付 午前９:45から）
申込 ６/３（金）午前９:00から先着順
内容 ロコモ度チェック、栄養講話、お子さんと一緒に運動など
離乳食とお口の
離乳食の話、子どものお口の話
６/24（金）
対象 おおむね４か月～１歳未満の子と保護者、10組
教室
午前10:00～11:30 対象 区内在住の令和３年８月～10月
「こっこクラブ」
申込 ５/25(水)午前９:00から先着順
受付
生まれの子と保護者、10組
(予約制)
問合 感染症対策等担当 TEL683-9683
申込 ５/12（木）午前９:00から先着順
午前９:45から
TEL683-9682
お口を健康に保つポイントの話、むし歯
善意の灯（１～３月分）
菌チェック、歯のみがき方と実習
６/22（水）
はじめての
対象 令和３年３月～９月生まれの子
〇 善福寺 様
熱田区の社会福祉事業に利用させていただきます。 歯みがき教室 午後１:15～２:30
と保護者、10組程度
ありがとうございました。
〇 匿名 ４件
受付
（予約制）
持物 母子健康手帳、
タオル、使用中の
TEL683-9682 午後１:00～１:15
問合 熱田区社会福祉協議会 TEL671-2875 FAX671-4019
歯ブラシ
申込 ５/16（月）午前９:00から先着順

乳がん検診
（予約制）
TEL683-9683

お問い合わせ
ください

対象

①出産までの過ごし方
②妊婦さんの健康のために
（妊娠期の
食事・お口の健康・食中毒予防）
③赤ちゃんを迎える準備（沐浴・妊婦
①６/ ７（火）
体験など）
②６/21（火）
④調理技術ＵＰ！教室
③７/ ５（火）
対象 妊婦とその夫など、10組
④７/26（火）
（④については妊婦のみ４人）
午後１:15～３:30
持物
母子健康手帳、
テキスト
「出産を
受付
待つあなたへ」
（
お持ちの方）
午後１:00から
（④についてはエプロン・三角巾）
申込 電話にて先着順
※①～④どこからでも参加可。１日のみ
の参加も可。

熱田区いきいき支援センターからのお知らせ
認知症に関する取り組み
家族教室
認知症サポーター養成講座
家族サロン（憩いの場）
医師（もの忘れ相談医）による専門相談

時
日
５/16（月）午後１:30～３:30
５/19（木）午後１:30～３:00
５/20（金）午後１:30～３:30
５/27（金）午後２:00～３:30

申込 それぞれの開催日の２日前までに電話で問い合わせ先へ。

高齢者のための無料法律相談
日時 ５/23（月）午後２:00から
申込 開催日の１週間前までに電話で問い合わせ先へ。
場所 熱田区在宅サービスセンター（熱田区役所等複合施設６階）
問合 熱田区いきいき支援センター TEL671-3195 FAX671-1155

⓮

4

熱 田 区

5

熱田区からのお知らせ
新型コロナワクチン接種について
事前予約制で、予約には接種券が必要です。接種券発送時期など、詳細は市版❹面または接種券に同封のチラシをご覧ください。

熱田区役所（７階講堂）での集団接種【５月】

３回目接種（18歳以上） ファイザー社または

武田/モデルナ社ワクチン

３回目接種（12～17歳） ファイザー社ワクチン
予約方法

５/８（日）午後２:00～５:30

開始済み

５/21（土）午後３:00～７:00
５/22（日）午前９:30～午後５:30

南海トラフ巨大地震から命を守るため、各家庭の自助力向上を目指
して
「戸別訪問」を実施します。今年度は「白鳥学区」の皆さまのご家
庭を消防職員などがお伺いし
「家庭における家具の転倒防止対策」
および「住宅用火災警報器の設置・作動確認」などを働きかけます。
学区の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
５/14（土）～７/３（日）
名古屋市消防局
「防災・減災」
啓発キャラクター

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大に
伴う緊急事態宣言が発出された場合は、
実施日を延期いたします。

ジィジョ

問合

環境デーなごや2022

熱田消防署

庭やベランダなどで「緑のカーテン」を育てて、おうち時間を楽しく、
涼しく過ごしませんか？ゴーヤの育て方のポイントをお伝えします。
参加者にはゴーヤの苗をプレゼントします。

今だからこそ大切にしたい お口の健康講話
オーラルフレイル（食の偏りなどを含む口腔機能の軽微な低下）に
関する講演です。講演終了後、希望者の方に歯科医師による個別
相談を行います。
日時 ６/２（木）午後２:00～３:00（受け付けは午後１:30から）
場所 区役所７階講堂
対象 名古屋市在住の方、100人（当日先着順）
主催 熱田区歯科医師会
共催 保健センター
問合 保健センター保健感染症係 TEL683-9682 FAX681-5169

水道メータの検針にご協力を
２カ月に１度、水道メータの検針に伺いますので、次のことに
ついてご協力をお願いします。
〇水道メータボックスの上に物を置かないでください。
また、駐車車両の一時的な移動にもご協力ください。
〇犬は、出入口や水道メータボックスから
離れた場所につないでください。

問合

上下水道局中川営業所 TEL352-2511 FAX352-2514

TEL０５０-３１３５-２２５２
（毎日午前９：00～午後５：30）

私たちの身の周りにある危険物といえば、何を思い浮かべますか。
ガソリンや灯油と答えられる方も多いと思われますが、殺虫剤など
多くのスプレー缶に危険物が使用されています。
これから暑くなってきますが、スプレー缶を車内など
日の当たる場所に放置した場合、高温により破裂し火災
となる危険性があります。使用中のガスコンロ付近で
殺虫剤を使用したところ、殺虫剤に含まれる危険物に引火し火災と
なった事例もあります。このような事態にならないためにも、危険
物を
「保管する場合」は風通しがよく涼しい場所を選んでください。
また、
「取り扱う場所」は周囲に火気のないことを確認してください。
危険物の安全な保管と取り扱いを心掛けましょう。

TEL671-0119

緑のカーテンづくり講習会

日時 ５/24（火）午前10:30～正午
場所 熱田保健センター５階集団指導室・リハビリ室
定員 25人
申込 ５/17（火）午前９:00から電話またはファクス
（氏名・電話番号
を記入）で問い合わせ先へ。先着順
※他会場開催もあります。詳しくはウェブサイトや電話で
ご確認ください。
問合 港保健センター公害対策室 TEL651-6493 FAX651-5144

二次元コードを読み取り

危険物安全週間 ６月５日（日）～11日（土）
『一連の確かな所作で無災害』

白鳥学区の全世帯を対象に「戸別訪問」を実施します

日時

なごや新型コロナウイルス
ワクチン集団接種予約サイト

なごや新型コロナウイルスワクチンコールセンター

市ウェブサイト
二次元コードを読み取り

熱田消防署からのお知らせ

白鳥学区

集団接種予約キャンセル等専用電話
TEL０５２-２２８-７８７４
（毎日午前９：00～午後５：30）

５/７（土）午後３:00～７:00

コロナワクチンナビ
（詳細な予約方法はこちらから）
二次元コードを読み取り

実施学区

複数の予約をされた方は、接種予定の予約以外は、
必ずキャンセルしてください。

予約方法

小児用ファイザー社
ワクチン
接種券が届き次第予約することができます。
各医療機関へ直接お申し込みください。
接種できる医療機関は「コロナワクチンナビ」や
「市ウェブサイト」からもご確認いただけます。

小 児 接 種（５～11歳）

３回目接種（18歳以上） 武田/モデルナ社ワクチン
接 種 日 時
予約開始日

FAX681-0119

第7弾！コンサートホールで歌う「歌声クラシック♪」
歌集で歌詞を見ながら大勢で楽しく歌います。初めての方でもソン
グリーダーがメロディーをわかりやすく示してくれるので、お一人
でもお友達とでも、安心してご参加いただけます。
日時 ６/15（水）午前11:00～午後０:30予定（開場:午前10:30）
、
ささはらなおみ（ピアノ）
定員 120人 出演 内田公仁子（ソプラノ）
料金 一般（前売り）:1,300円、
（当日券）1,500円
友の会会員（前売りのみ）、障害者手帳などをお持ちの方:1,100円
ラウム歌集70:販売１冊500円、貸出１冊100円
チケット取り扱い 熱田文化小劇場、名古屋市文化振興事業団チケットガイドほか
問合 熱田文化小劇場 TEL682-0222 FAX682-0220

６月１日(水)は「人権擁護委員の日」
「人権擁護委員の日」
を広く皆さんに知っていただくため、人権相談
を行います。さまざまな人権の問題や近隣とのトラブルなど、何か
身近なことで困っていることはありませんか？人権擁護委員が皆さ
んとともに問題解決のための方法を考えます。
日時 ６/６（月）午前10:00～正午、午後１:00～３:00
場所 区役所１階102会議室
熱田区人権擁護委員 伊藤修さん、金山和子さん、齋藤鎭治さん
ひとりで悩まず「みんなの人権110番」
（TEL0570-003-110）にお気軽にご相談ください

問合 区役所総務課 TEL683-9413 FAX682-1496

～パートナーシップで創ろう“環境首都なごや”～
「環境デーなごや２０２２」クリーンキャンペーン
町を美しくする意識をさらに高め、安心・安全で快適なまちづくり
を進めるため、６/４（土）を中心に清掃活動を行います。
家の周りや日ごろ目立たないところの清掃など、
きれいなまちづくりにご協力ください。
主催 各学区連絡協議会
問合 区役所地域力推進室 TEL683-9423 FAX683-9494

ゴキブリ防除について ５月～６月はゴキブリが活動を始める時期です。ガスレンジ回り、冷蔵庫の下、台所の床などをこまめに清掃しましょう。
特に1.5センチの大きさで羽のついたチャバネゴキブリは増えやすいので要注意です。ゴキブリでお困りの方はご相談ください。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ゴキブリ防除講習会は中止します。 問合 中村保健センター環境薬務室 TEL481-2217

新型コロナウイルス感染症の影響により、各ページに記載のある行事などは中止・変更となる場合があります。各催しの担当部署へご確認ください。
※

医療機関での個別接種

無料
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ベビータイム
チルドレンタイム
「おもちゃ図書館」 ～ベビーマッサージ＆ママビクス～
日時 ５/11（水）
５/18（水）
「うたってあそぼう」 日時 ６/10（金）午前10:30～11:30
５/25（水）
「リズムであそぼう」 対象 ３カ月～９カ月の乳児と
保護者、８組
６/８（水）
「おもちゃ図書館」
申込 ６/３（金）午前10:00から窓
午前10:00～11:00
口、電話で受け付け、先着順
※おもちゃ図書館はおもちゃ
の貸し出しのみ
対象 未就園児と保護者、各10組 館内オセロ大会
オセロの腕試しをしよう！上位の
当日先着順
子は６/26（日）
の児童館交流オセロ
おもちゃ病院
大会に出場できます！
日時 ５/15（日）午前10:00～正午
日時 ６/５（日）午後２:00～４:00
※電子ゲーム不可
対象 幼児(保護者同伴)～小学生、
16人
おはなし会
申込 ５/22（日）午前10:00から窓
熱田図書館による読み聞かせです。
口、電話で受け付け、先着順
日時 ５/27（金）午前10:30～11:00
対象 未就園児と保護者、８組
あっちゃんサロン
エリア支援保育園の保育士さんが
きます。
日時 ６/１（水）午前10:30～11:30
対象 乳幼児と保護者、８組

ғࢫưᘍƏ̊ܭႻᛩ
法律相談（予約制）
行政相談（当日受付）
日時 ５/17（火）
、６/７（火）
日時 ５/17（火）午後1:00～３:00
午後１:00～４:00
（奇数月第３火曜日）
場所 ２階相談室
場所 ２階会議室
定員 毎回16人
内職相談（当日受付）
申込 名古屋おしえてダイヤル
日時 ５/10（火）
・24（火）
TEL953-7584
午前10:00～正午
※各開催日、1週間前から受け付け
午後１:00～３:00
（年中無休/午前８:00～午後９:00） 場所 ３階相談室
※身分証明書をお持ちください。
先着順

レッスンタイム
教 室 名（場所）
朝ヨガレッスンタイム
（パロマ瑞穂アリーナ）※
おやすみヨガレッスンタイム
（パロマ瑞穂アリーナ）※

ピラティスレッスンタイム
6'. （MIZUHOスタジオ）
ᐯѣ
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日 時〈回

数〉

〈なごや環境大学共育講座〉
６/15～７/20 水曜日
身近な森に目を向けて
午前10:00～正午〈４〉
～熱田で感じる自然の大切さ～

教

対

ヘルシーな魚食の魅力を学ぼう ７/９～７/23 土曜日
～親子で耳石採取！
！～
午前10:00～正午〈３〉

象・定 員

一般、20人
※１

費用
300
円
1,200
円

小学生とその保護 １組
者（２人１組）、
2,850
７組14人 ※２
円

市内在住・在勤・在学の方で、講座ごとに定める対象者。
市電子申請サービス
（市版❻面参照）、往復はがきで①講座名②〒住所
③参加者全員の氏名（ふりがな）
・年齢（学年）④電話番号を記入し郵送、
または窓口（返信用はがき持参）のいずれかで申し込み。５/19（木）必着。
講座ごとに１人（１組）１通のみ有効。定員超過の場合は抽選
現地学習の交通費や入場料などは、
自己負担です。
会場のスペース確保のため、
ご家族などお連れの方の入室はできません。

受講資格
申
込

ᅦᅍ˟
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担 当・講 師 定 員
申 込
講 座 名・相 談
日 時
医師による
５/11（水）
熊澤和彦医師
５人 電話で先着順
健康相談
午後１:30～２:30
５/16（月）
５/11（水）午前９:30
30人
げんき体操
横川珠姫さん
午前10:15～11:45
から電話で先着順
折り紙の時間

５/26（木）
竹内ケイさん
午後２:30～４:00

認知症予防
あったか倶楽部 ５/31（火）
（体と頭を活性化） 午後１:30～２:30 リーダー

室

各20人
400円/回

6'.ų(#:

20人

５/19（木）午前９:30
から電話で先着順

15人

５/24（火）午前９:30
から電話で先着順

※詳細はお問い合わせください。
認知症予防リーダー養成講座 21期生募集
認知症についての知識を深め、ボランティアとして地域
で活躍してみませんか。詳細はお問い合わせください。
日時 令和４年７月～８月の原則午後１:30～３:30
（館内５回と館外２回）
定員 ５人
申込 ５/11（水）から電話で先着順

ƄųρʚɠႸ 
開 催 日 時〈回 数〉

定員
費用

申込期間
（必 着）

15歳以上
７/１（金）午前９:00～正午
（中学生を除く）

10人
無料

５/18（水）
～６/17（金）

名

普通救命
講習会

【名古屋学院大学共催】
７/４～８/８ 月曜日
ことばのふしぎ探査～ことばの
一般、28人
午後６:00～７:30〈４〉
仕組みと異文化に対する理解～

※１
※２

金曜日
午後２:00～３:00

一般

ӸӞ˳ࠊދᏋ

令和４年度前期主催講座
名

開催日時
定員・費用
火曜日
（５/３を除く） 各40人
一般
午前９:30～10:30
300円/回
火曜日
（５/３を除く） 各40人
中学生以上
午後７:00～８:00
300円/回

屋内プール臨時休場のお知らせ
水の入れ替えおよび清掃を行うため、下記２日間は休場いたします。
５/31（火）～６/１(水) ※５/30（月）は通常の休場日です

日時 ５/27（金）午前10:00～正午
講師 東海ラジオパーソナリティー 深谷里奈さん
対象 一般、28人（当日先着順）
申込 講座開始１時間前から整理券配布

座

象

持物 室内用の運動靴、運動のできる服装、タオル、飲み物
神野公園
申込 当日開始30分前より券売、先着順。詳細はお問い合わせください。
（日比野団地広場南・公園内）
※問い合わせ先 〒467-0027 瑞穂区田辺通３丁目４
日時 ５/28（土）午前10:00～11:00
パロマ瑞穂アリーナ TEL836-8228 FAX836-8221

【公開講座】
コミュニケーションで広がるエコヂカラ

講

対

場所
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対

象

５/11（水）
・13（金）
・18（水）
・20（金）
・
ノルディック
各回
15歳以上
23（月）
・25（水）
・27（金）、６/１（水）
・ 各10人
ウオーキング
・８（水）
・10（金）
（中学生を除く）３（金）
300円/回 前日まで
体験会※
午前10:00～11:15〈11〉

申込

往復はがきに①教室名②〒住所③氏名（フリガナ）④年齢（学年）
・性別
⑤電話番号を記入し郵送、または窓口で受け付け。定員超過の
場合は抽選 ※電話または窓口で受け付け。

休館日 ５/16（月）・30（月）、６/６（月）


土曜の朝学
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あつたを知るミニ講座・たべもの編「地産地消で熱田を考える」

愛知のおいしい食材を地元で消費する
「地産地消」についてお話を聞い
た後、愛知産の食材を使った熱田らしい食の企画を考えます。
日時 ６/11（土）午前10:00～11:30
講師 あつた宮宿会、株式会社あいち食研 松原修一さん
対象 中学生以上、20人
申込 ５/28（土）午前10:00から電話で先着順
おはなし会（幼児・小学生向き）
日時 ５/14（土）
・28（土）
午後２:00～２:20
定員 12人、当日先着順

おはなし会（乳幼児向き）
日時 ５/26（木）
①午前10:20～10:35
②午前11:00～11:15
（①②は同じ内容）
図書館講座「図書館で健康体操！」
定員 ①②各12人、開始10分前に
時 間
対象 申込開始日時
整理券配布。1人１回のみ

５/12（木）
５/19
午前11:00 ストーリー・テリングの会
（木）
５/25 午前10:00 一般 ５/18（水） 日時 ６/４
（土）午後２:00～２:30
（水） ～10:40 各18人 午前11:00
対象 ５歳以上の方、12人
６/16
６/９（木）
当日先着順
（木）
午前11:00

講師
持物
申込

理学療法士 鳥居亮さん、
佐藤雅紀さん
飲み物
申込開始日時から窓口にて
受け付け、先着順

語り手 ストーリー・テリングの会
「まほうのおなべ」会員

⓰
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熱 田 区

５

広報なごや
熱田区
ATSUTA-KU

君を待つまち

ホームページ

編

集

熱田区役所

〒456-8501
神宮三丁目 1 番 15 号
電話 ( 代 ) 681-1431
Twitter FAX
682-1496

場所の記載のないものは各公所で行い、
費用の記載のないものは無料です。
土木事務所 881-7017 FAX 881-7022
環境事業所 671-2200 FAX 671-2290
上下水道局営業所 352-2511 FAX 352-2514
休日急病診療所 682-7854

これからの季節は集中豪雨や台風による風水害の発生
が懸念されます。
広報なごや3月号と一緒にお配りした、風水害に関する
新しいハザードマップが6月から運用開始となります。
ご自宅や職場などの被害想定や避難場所を確認し、命
を守るための最善の行動を心掛けましょう！

新しい
ハザードマップは
こちら

東海豪雨（天白区野並古川町付近）▶

風水害における浸水想定が3メートル未満の場所では、建物の2階以
上へ避難することで安全を確保することが可能です。

指定緊急避難場所
命を守るため、
まず
は災害の危険から
逃れるための場所

住めない

親戚・友人宅
への避難

住める

在宅避難

自宅に住めるか？

守れない

災害の恐れがなくなる

守れる

自宅で命が守れるか、あらかじめ
ハザードマップを確認

命を守るため、
自宅で

（災害の種類で異なる）

自宅で
避難生活を送る

在宅避難

親戚・友人宅
への避難
指定避難所
自宅が被災して帰宅
できない場合、一定
期間、避難生活を送
る場所

白鳥学区で熱田区総合水防訓練を実施します！

災害の恐れがなくなった後も、ライフラインが使えないなど
その後の生活に支障が出ることがあります。
1週間分の食料、水、常備
薬、衣類、携帯トイレ、衛生
用品などを備蓄し、そのうち
3日分を非常持出品としてい
つでも持ち出しできるように
しましょう。

5/29（日）同報無線の吹鳴訓練を実施します
午前8：20～8：30に熱田区役所と熱田環境事業所の防災ス
ピーカーから本番に即したサイレンなどが吹鳴されます。また、
訓練当日は広報車による広報訓練も実施します。ご理解とご協力
をお願いします。

同報無線テレホンサービス（ご利用には通話料金がかかります）

防災の知識を深め、いざというと
きに落ち着いて行動できるよう訓練
を実施します。
日時

熱田

荒天時など、街の防災スピーカーの放送が聞こえづらい場合に、放送内容
を電話で聞くことができます。

5/29（日）

電話
番号

午前9：00～11：15
場所 白鳥学区および白鳥小学校
問合 区役所総務課

日本語

0180-995-926

英語

052-957-9260

中国語

052-957-9261

韓国語

052-957-9262

TEL 683-9414

FAX 682-1496

治 会 のご 案 内
町 内 会・自
町内会・自治会は、
地域住民の方々が自主的に
共同で活動を行う住民自治組織です。

5/26（木）は、自転車盗難防止「ツーロックの日」
です。
区内では自転車の盗難被害が多発しています。自転車から離れるとき
は、短時間でも必ず鍵を掛け、ツーロック
（2カ所施錠）
を心掛けましょう。

安心・安全で快適に暮らせるまちづくりの一番身近な組織として、活動
しています。ご加入は地域の町内会長・自治会長さんにご相談ください。
※これまでの申し込み方法に加え、名古屋市電子申請
サービスからも地域の町内会・自治会への取り次ぎ
の申し込みができるようになりました。

熱田区出身 後藤希友選手 出演
自動車盗防止動画はこちら➡

申し込みはこちら➡
問合

熱田警察署 TEL 671-0110
区役所地域力推進室 TEL 683-9423

花の種を

配布します

FAX 683-9494

問合 区役所地域力推進室

TEL 683-9421

FAX 683-9494

名古屋市では、市民の皆さまとともに清潔で住みよいまちづくりを進めるため「町を美しくする運動」
を提唱し、
その一環で「花いっぱい運動」
を展開しています。5/11（水）から区役所にて花の種を配布しますので、ご家庭や
地域などに植えていただき、花あふれる美しいまちづくりにご協力をお願いします。

配布する花の種

①
パンジー
(100袋)

※先着順、
無くなり次第終了

②
ひまわり
(100袋)

問合 区役所地域力推進室

③
コスモス
(100袋）

TEL 683-9423

④
百日草

(100袋）

FAX 683-9494

配布時間 区役所開庁時間
配布場所

区役所３階
地域力推進室

