
4 9 港 区⓮

 ※詳細は最寄りの学童保育
　

　　　

▼秋の交通安全市民運動
　　　　　９／21（水）～30（金）

　秋になると日没時間が早まります。
夕暮れ時は、交通事故が発生しやす
い時間帯です。車を運転する際は、早
めにライトを点灯しましょう。
　また、歩行者や自転車の利用者は、
明るい色の服装や反射材を活用するなど、自
分の存在を周囲に知らせるようにして、交通
事故防止に努めましょう。
問合　港区役所地域力推進室
　　　☎052－654－9623　℻052－651－6179

▼「放課後のおうち」学童保育のご案内
　就労などの理由で、学校か
ら帰宅しても保護者が家庭
にいない小学生をお預かり
します。

※�学童保育についての詳細は、最寄りの学童
保育所または下記へ
※支援員を募集している学童保育所もありま
　す。詳細は下記へ
問合　港区学童保育連絡協議会
　　　（中川学童保育所内）　
　　　☎・℻052－651－5196　　　
　　　港区役所民生子ども課
　　　☎052－654－9711　℻052－651－1190

名　称 電話番号 対象校

中川学童保育所 052－651－5196 中川

大手留守家庭児童育成会 052－661－2821 大手

当知学童保育所 052－383－3572 小碓・明徳・当知

港楽学童保育所 052－654－0369 西築地・港楽

高木・神宮寺学童保育所 052－355－6050 港西・稲永・野跡高木・神宮寺

福田学童保育所 052－302－4433 南陽・福田・福春

▲中川学童保育所はこちら

▼「雨水ます」のふたの上の清掃に
　　　　　　　　　　　ご協力ください
　「雨水ます」は、雨を下水
管に流すための入口です。
大雨による浸水を防ぐ
ため、「雨水ます」のふた
の上は、いつもきれいに
していただくようにご協
力をお願いします。
問合　上下水道局港営業所　
　　　☎052－661－5226　℻052－651－2269

申込　往復はがき：講座名・郵便番号・住所・
　　　氏名（ふりがな）・電話番号を記入し、
　　　下記住所へ
　　　インターネット：市電子申請サービス
　　　�（❼面くらしのガイド参照）から
※一般は、中学生を除く15歳以上の方
※定員を超えた場合は抽選
※１講座につき１人１回のみ申し込み有効
※①②現地学習あり。交通費自己負担
※③託児は10／25現在満２歳以上の未就学児、
　子どもの氏名・生年月日を記入の上、申し込
　み（定員4人、費用400円）
※⑪学年を記入の上、申し込み

問合　港生涯学習センター　
　　　〒455－0013港陽一丁目10－18　
　　　☎052－653－5171　℻052－653－5172

講　座　名 日　程 時間帯 回数 対　象 定員 費用 締切
①＜なごや環境大学共育講座＞
　野鳥をウォッチング！～干潟の生態系～

10／２～10／9
毎週日曜日 午前 ２ 一般 20人 300

円
9／14
（水）

②みなとふれあいウォーク
　～築地口から名古屋港～

10／15
土曜日 午前 １ 一般 20人 － 9／28

（水）
③＜親学関連講座＞広がる子どもの人間関係
　～小学校入学前の親としての「見守り方」と

「気を付け方」～（託児付）
10／25～11／29
指定火曜日 午前 ５

子どもを持つ保護者、

子育てに関心のある方
15人 1,200

円
9／28
（水）

④�障がい者ふれあいヨガ教室
　～みんなで仲良く一緒に♪～

10／30～12／11
指定日曜日 午前 4

自閉症・情緒障害・知的
障害がある小学生以上
の方・付き添いの方

15人 － 9／28
（水）

⑤�【港区多文化共生推進協議会共催】
　�世界の貨幣を通して文化を知ろう

10／31～11／21
毎週月曜日 午前 4 一般 20人 － 9／28

（水）
⑥＜なごや学＞
　愛され続ける　なごやの喫茶店

１／24～２／21
指定火曜日 午前 4 一般 20人 1,200

円
12／7
（水）

⑦「だれもが」生きやすい社会のために
　～先入観から考えてみませんか～

１／25～3／8
指定水曜日 午後 ６ 一般 15人 － 12／7

（水）

⑧パソコン入門講座 １／25～２／15
毎週水曜日 午後 4 一般 9人 2,200

円
12／7
（水）

⑨ストレス・ケア
　～自分を守るスキル～

１／26～3／２
指定木曜日 夜間 ５ 一般 15人 1,200

円
12／7
（水）

⑩手と手が心をつなぐ
　～手話から始まる心の会話～

１／30～3／13
指定月曜日 午前 ６ 一般 15人 － 12／7

（水）

⑪ブラジルの文化とお菓子 ２／4
土曜日 午後 １ 小学生 12人 － １／５

（木）

令和4年度　令和4年度　
港生涯学習センター 後期主催講座港生涯学習センター 後期主催講座

▼稲永スポーツセンター レッスンタイム

対象　中学生以上※中学生は保護者同伴
費用　１回につき
　　　①②350円、③④300円
申込　開始15分前～先着順
問合　稲永スポーツセンター
　　　☎052－384－0300　℻052－384－0303

▼南陽プールからのお知らせ
●レッスンタイム

　費用　１回につき300円
　申込　開始15分前～先着順
●己書幸座（おのれしょこうざ）
　日時　10／7（金）・21（金）、11／4（金）・18（金）、
������������12／２（金）午後１時30分～3時
　定員　10人（先着順）
　費用　4,000円
　申込　9／12（月）～下記へ
対象　中学生を除く15歳以上の方　
問合　南陽プール
　　　☎052－303－2015　℻052－303－2016

教室名 日　時 定員

朝のリフレッシュヨガ

9／13～10／4
毎週火曜日

9：15　
～10：15

各
30人エアロビクス 10：30　

～11：30

スローエアロビック 13：00　
～14：00

教室名 日　時 定員
①ザ・スロー
　リンパドレナージュ 9／12（月）・

　　26（月）

9：15　
～10：15 各

30人
②スローエアロビック 10：30　

～11：30

③かんたん！ズンバ　
9／13～10／4
毎週火曜日

19：00　
～19：50 各

40人④ボクシング
　スタイルアップ

20：00　
～20：50

▼消費税のインボイス制度等説明会
　令和５年10月１日から実施されるインボイ
ス制度についての説明会を開催します。

    

対象　事業者の方
内容　①制度の概要、売手・買手側の注意点、
　　　　登録申請の方法など
　　　②上記①の内容および消費税の基本的
　　　　な仕組みなど
申込　9／20（火）までに下記へ
問合　中川税務署　☎052－321－1513　

名　称 日　時 定員
①インボイス制度
　説明会 9／21（水） 10：00～

11：00 各25人
（先着順）②インボイス制度等

　説明会 9／21（水） 14：00～
15：30

　

　「みなと子育て応援キャラクター」
に、ふさわしいと思う名前に投票し
よう！
期間　9／１（木）～10／31（月）
申込　右記投票フォーム用ページ
　　　から、または区役所21番窓
　　　口へ
問合　港区役所民生子ども課
　　　☎052－654－9713　℻052－651－1190

みなとみなと子育て子育て応援応援キャラクターキャラクター
お名前投票を実施します！

▼認知症サポーター養成講座
日時　9／28（水）午前10時30分～正午、午後１
���������時30分～3時
場所　ららぽーと名古屋みなとアクルス
対象　認知症に関心のある方
申込　事前に下記へ
問合　港区西部いきいき支援センター　
　　☎052－381－3260　℻052－381－3261
　　
▼【公開講座】環境を守る干潟
　「＜なごや環境大学共育講座＞野鳥をウォッチン
グ！」の第１回を公開講座として開催します。
日時　10／２（日）午前10時～正午
　　　※30分前～開場
定員　24人（先着順）
申込　当日午前9時～整理券を配布
問合　港生涯学習センター
　　　☎052－653－5171　℻052－653－5172　

▼自主防災組織を知っていますか
　本市では、昭和56年から町内会・自治会を単
位に、名古屋のまちの防災の担い手として「自
主防災組織」が結成されています。
　南海トラフ巨大地震などの大きな災害が発
生した場合、同じ地域で暮らす人同士が協力
し合い、災害に対応する「共助（きょうじょ）」
が大きな力を発揮します。
　自分のお住まいの地域の皆さまとの連携を
深め、災害時の行動力を高めるために、自主防
災組織である、町内会・自治会が行う防災訓練
に参加しましょう。
問合　港消防署　
　　　☎052‐661‐0119　℻052‐653‐0119


