
9港 区 ⓭4

▼乳がん検診【予約制】
日時　11／29（火）午後
場所　港保健センター
対象　40歳以上の女性市民（令和4年度中に40
　　　歳になる方を含む）※受診は2年度に1回
定員　40人（先着順）
内容　問診、マンモグラフィ検査
料金　500円※免除制度あり。詳細は下記へ
申込　9／29（木）～11／8（火）に集団
　　　健診予約受付センターへ電話
　　　または、名古屋市健診（検診）
　　　総合サイトから
問合　集団健診予約受付センター　
　　　☎0570－041－758
　　　感染症対策等担当　☎052－651－6537

▲予約は　
　こちらから

▼港区認知症講演会【予約制】
　認知症予防のために、身近なことから学ん
でみませんか？
日時　11／2（水）午後1時20分～3時15分
　　　（20分前～受付）
場所　港区役所講堂（2階）
定員　60人（先着順）
内容　第1部：講話「オーラルフレイルを学ぶ」
　　　講師　やまだ歯科 院長　山田豊美氏
　　　第2部：楽しい体操で脳を活性化
　　　講師　健康運動指導士　植屋節子氏
主催　港区地域包括ケア推進会議認知症専門
　　　部会
申込　9／12（月）～下記へ
問合　保健看護担当　☎052－651－6539

事業名 実施日 受付時間 場　所 対象・内容

母乳相談【予約制】
保健センター
　　☎052－651－6539
分室☎052－302－8161

9／9（金）
10／6（木） 13：00～15：15 港保健

センター
妊娠中・授乳中の方、卒乳したい方
妊娠中の乳房の手入れ、授乳・卒乳相談

9／26（月） 13：15～14：00 南陽分室

もぐもぐ離乳食教室
【予約制】
☎052－651－6509

9／30（金） 9：45～10：00 港保健
センター

離乳食が2回食の子（おおむね7～8カ月児）
とその保護者。離乳食と歯の話、個別相談など

（試食はありません）
申込　9／12（月）～

歯っぴー教室【予約制】
☎052－651－6509

9／15（木）

13：30～14：30

港保健
センター 1～3歳児（初めて参加する保護者で希望者

は歯科検診あり）。歯科検診、フッ化物塗布
料金　720円

9／29（木） 南陽分室

子どものアレルギーと
ぜんそく相談【予約制】
☎052－651－6531

9／21（水） 13：30～15：00 港保健
センター

15歳未満でぜんそくやアトピー性皮膚炎など
でお悩みの方
専門医による個別相談と栄養などの相談

【予約制】の事業は、事前に電話予約してください。 ▼乳幼児の健康診査　
【港保健センター】南陽分室対象学区を除く方

※上表　のついた事業に参加される方は、母子健康手帳をご持参ください。
《感染症対策について》付き添いは原則保護者の方お一人にしてください。当日来所される
保護者の方は、マスクの着用にご協力ください。当日来所される方の体温測定を行います。受
講されるお子様と同居のご家族などが体調不良の場合は、保健センターにご連絡の上、参加
を見合わせてください。

対象児の生年月日 実施日

３・４カ月児
R4.5.16～R4.5.31 9／20（火）

R4.6.1～R4.6.15 10／4（火）

受付時間 第 　 1 　 子=13：00～13：15
第 2 子 以 降=13：00～13：30

１歳６カ月児
R3.2.8～R3.2.25 9／21（水）

R3.2.26～R3.3.16 10／5（水）

３歳児
R1.8.30～R1.9.11 9／30（金）

R1.9.12～R1.9.25 10／7（金）

受付時間 13：00～14：00

【南陽分室】南陽・西福田・福田・福春学区の方

※ 実施日の10日前までに通知が届かない方は、
保健感染症係までお申し出ください。

※1歳6カ月児および3歳児は、希望者にフッ
　化物塗布（料金720円免）を実施します。おつ
　りのないようにお願いします。
問合　保健感染症係　☎052－651－6509

一 般 の 方

対象児の生年月日 実施日

３・４カ月児 R4.5.1～R4.5.31 9／13（火）

受付時間 第 　 1 　 子=13：30～13：45
第 2 子 以 降=13：30～14：00

１歳６カ月児 R3.1.14～R3.3.1 9／28（水）

３歳児 R1.7.26～R1.9.14 9／16（金）

受付時間 13：30～14：00

▼お口育て教室【予約制】
　お口を育てる抱っこひもの付け方や離乳食スプーンの選び方、離乳食の進め方をお伝えします。　お口を育てる抱っこひもの付け方や離乳食スプーンの選び方、離乳食の進め方をお伝えします。
日時　9／27（火）午前10時～（10分前～受付）
場所　港保健センター
対象　令和4年3月～6月生まれの子とその保護者
定員　6組（先着順）
申込　9／13（火）～22（木）に右記へ　問合　保健感染症係　☎052－651－6509

免 は生活保護世帯減免あり…港区役所・南陽支
所発行の保護受給証明書をご持参ください。

▼ ▼ 口元からのイメージアップ教室口元からのイメージアップ教室
　　　　　　　　　　　　【予約制】　　　　　　　　　　　　【予約制】
日時　10／12（水）午前10時～（10分前～受付）
場所　港保健センター
対象　区内在住の20歳以上の方
定員　4人（先着順）
内容　表情筋トレーニング、お口のセルフケ
　　　アレッスン、パーソナルカラー診断
申込　9／12（月）～10／7（金）に下記へ
問合　保健感染症係　☎052－651－6509

ペットの災害対策ペットの災害対策
　本市では、ペットとの同行避難が可能な避
難所を、原則、市立小中学校としています。い
ざというときに備え、大切なペットも安全に
避難できるように、日頃から以下のことを心掛
けましょう。
◆飼犬には、鑑札と注射済票を
　装着する
◆感染症予防のためにワクチン
　接種を行う
◆ペットが迷子になっても飼主が分かるよう
　に、名札やマイクロチップ＊で身元表示をする
◆トラブル防止のため避妊・去勢手術＊を行う
　＊ 犬・猫は、マイクロチップの装着、避妊・去

勢手術費用の一部補助あり
◆避難用のケージやキャリーバッグに慣らす
◆防災用品★を用意する
   ★ 薬、5日分（できれば7日分以上）のエサと   

水、ケージやキャリーバッグ、予備の首輪や
リード、トイレ用品、食器、ペットの写真など

問合　食品衛生・動物愛護等担当
　　　☎052－651－6486

事業名 実施日 受付時間 場　所 対象・内容

こころの健康相談【予約制】
☎052－651－6509

毎週火曜日
（第3を除く） 15：30～

港保健
センター

こころの健康などに関する相談

うつ病家族相談【予約制】
☎052－651－6509 第3火曜日 15：30～ うつ病の疑いのある方の家族

ＨＩＶ・梅毒・
性器クラミジア感染症検査
☎052－651－6537

第2木曜日 9：30～10：30
感染に不安のある方
匿名可。ＨＩＶのみ証明書発行可（有料）
※結果通知は1週間後以降

なんでも相談【予約制】
☎052－302－8161 要相談 9：30～11：30 南陽分室 電話･面接で子育て・健康づくりの相談

【予約制】の事業は、事前に電話予約してください。
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 ※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
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▼おはなし会

申込　�①９／17（土）午前９時30分～港図書館
へ（先着順）②開始10分前～先着順

問合　港図書館　　
　　　☎052－651－9249　℻052－651－9250
　　　南陽図書館　
　　　☎052－301－2116　℻052－301－2117

▼自動車図書館 巡回日程

問合　自動車図書館　☎・℻052－821－3364

▼講演会「名古屋港に生息する
スナメリたちと水族館の活動」

日時　10／15（土）午後2時～3時
対象　小学生以上
定員　20人（先着順）
申込　９／17（土）午前９時30分～下記へ
問合　港図書館�
　　　☎052－651－9249　℻052－651－9250

▼名古屋市認知症高齢者家族支援事業

※対象・定員・申込など詳細は下記へ
問合　①港区東部いきいき支援センター
　　　　☎052－651－0568　℻052－651－1167
　　　②港区西部いきいき支援センター　
　　　☎052－381－3260　℻052－381－3261

日 時 場 所

９月

17 土 14：00～16：00 当知住宅

24 土 13：45～14：45 宝神荘

24 土 15：00～16：00 新稲永荘

10月
1 土 10：00～11：00 正保公園

4 火 10：00～11：00 神宮寺コミセン

事業名　
場所 ①港区在宅サー

    ビスセンター
②港区西部いきいき
 支援センター

認知症の
家族サロン

９／15（木）
13：30～15：30

９／27（火）
13：30～15：30

医師（もの忘れ相
談医）の専門相談

９／15（木）
13：45～15：15

▼港児童館の催し
●ちびっこ講座 離乳食・幼児食
　日時　９／28（水）午前10時30分～11時30分
　申込　９／14（水）午前10時～下記へ
●こども横丁 モルック
　日時　10／8（土）午後2時～3時30分
　場所　寛政公園（児童館横）
 申込　９／22（木）午前10時～下記へ
●どんぐりみ～っけ
　日時　10／13（木）午前10時30分～11時30分
　場所　荒子川公園（品川町2－1－1）
 申込　９／29（木）午前10時～下記へ
●世代間交流 ボッチャ
　日時　10／15（土）午前10時30分～正午
　申込　９／24（土）午前10時～下記へ
●トリックオアトリート
　日時　10／26（水）①午前10時10分～11時、
　　　　②午前10時40分～11時30分
　申込　10／6（木）午前10時～下記へ
※対象・定員・内容など詳細は下記へ
問合　港児童館　☎・℻052－384－4473

▼荒子川公園ガーデンプラザ展示会
●現代押し花展
　期間　９／17（土）～19（月・祝）
●草木染展
 期間　９／24（土）・25（日）
●シャドーアート展
　期間　10／1（土）・2（日）
問合　荒子川公園ガーデンプラザ
　　　☎052－384－8787　℻052－384－5664

▼ウォーキングの基礎
日時　10／6（木）
　　　午前10時15分～11時30分
対象　市内在住の60歳以上の方
定員　15人（先着順）
申込　９／22（木）午前９時～下記へ
問合　港福祉会館　
　　　☎052－382－7009　℻052－381－2285

▼とだがわこどもランドの催し 
●プレーパークＳＰ（スペシャル）
　　毎週木曜日開催「プレーパーク」の特別版！
　日時　９／11（日）午前10時～午後4時
●足形アート「敬老の日・かめさん」
　　お子さまの足形アートを製作し、敬老の
　日のプレゼントにしてみませんか？
 日時　９／18（日）・19（月・祝）午前10時～11時
　　　　30分、午後1時30分～3時
　対象　0歳～未就学児とその保護者　
●こども食堂「3150（さいこー）しょくどう」
　　みんなで楽しくお昼を食べよう！
 日時　９／19（月・祝）午前11時～、午前11時
　　　　45分～、午後0時30分～
　定員　各35人（先着順）
　　　　※子ども1人につき大人1人まで
　申込　当日午前10時30分～整理券配布　
問合　とだがわこどもランド
　　　☎052－304－1500　℻052－304－1501

▼農業文化園・戸田川緑地の催し
●東海地方の野鳥写真展
　期間　９／27（火）～10／30（日）
●多肉植物最前線パネル展

～魅力を知って楽しむ～
　期間　10／4（火）～11／27（日）　
●秋の物語　
 期間　10／8（土）～10（月・祝）
　内容　サツマイモの収穫体験
　　　　やウォークラリーなど
※秋の物語開催期間中は、駐車場有料（500円）
問合　戸田川緑地管理センター
　　　☎052－302－5321　℻052－303－6116

▼野鳥観察館の催し
●藤前干潟の渡り鳥調査隊
　日時　①９／10（土）②10／10（月・祝）
　　　　午前10時～正午
　対象　小学生以上※小学3年生以下は保護者同伴
　定員　15人（先着順）
　申込　①９／９（金）②10／９（日）までに下記へ
●鳥のペーパーキャップを作ろう！
　日時　９／25（日）午後1時～3時
　対象　小学生以下※保護者同伴
　定員　30人（先着順）
　申込　当日午後1時～直接来館
問合　野鳥観察館　☎・℻052－381－0160

対象 日 時 場 所 定員

乳幼児

②９／22（木）
11：00
～

11：20

南陽図書館 4組

①10／5（水）・12
（水）・26（水） 港図書館 6組

①10／19（水） ららスタジオ 6組

幼児・
小学生 ②９／17（土）

11：00
～

11：20

港図書館 6組

南陽図書館 4組

　近年の台風は勢力の強いケースが
増えており、河川や下水道の排水能
力を上回ることがあります。風や雨
が強くなってから対策するのではなく、事前
に台風に対する備えを確認しておきましょ
う。風水害への備えとして、「ハ
ザードマップ港区版（各種）」で、被
害が想定される範囲や浸水の深
さ、避難所などの情報をご確認く
ださい。
問合　港土木事務所
   ☎052－661－1581 ℻052－661－9154

「台風シーズンに備えましょう」

▼司法書士による無料法律相談
日時　10／4（火）午前10時～正午、
　　　午後1時～3時
場所　港区役所第三会議室（3階）
内容 ・相続登記、会社設立などの登記
　　　・裁判所への提出書類の作成
　　　・多重債務などの法律相談　など
申込 事前に下記へ
問合　愛知県司法書士会
　　　☎052－683－6686

▼クリーンパートナーになりませんか
 本市では、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！
要件 10人以上で、月1回以上清掃活動が実
　　　施できる、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
※清掃用具の貸与、ごみや
　資源の回収、市民活動保
　険料の負担を市が行いま
　す。
※登録の手続きなど、詳細
　は下記へ
問合　港環境事業所
　　　☎052－382－3575
　　　℻052－384－0562

▲ハザードマップは

　
こちら

江
川
線

ガーデンふ頭

港区役所前

▼第8回合唱交流会
日時　９／17（土）午後1時～※30分前～開場
定員　100人
申込　当日午後0時30分～先着順
問合　港文化小劇場　
　　　☎052－654－8214　℻052－654－8215

▼名古屋港Instagram
フォトコンテスト2022

　誰かに見せたい・共有したい
と思う名古屋港の写真を募集
します！　 
期間　～10／31（月）
対象 13歳以上の方
申込 Instagramで「@nagoyako_oshirasetai」
　　　公式アカウントをフォロー、「#誰かに
　　　見せたい名古屋港」と記載して投稿
問合 名古屋港管理組合
　　　☎052－654－7839　℻052－654－7990

▼名古屋まつり協賛 港区秋の華道展
日時　10／2（日）
　　　午前10時～午後3時
場所 港区役所講堂（2階）
主催 港花友会・港区役所
問合　港区役所総務課　
　　　☎052－654－9613　℻052－651－6179

▲インスタグラムはこちら

▼みなと子育てミニ広場
日時　９／29（木）午前10時30分～11時30分
対象 未就園児とその保護者
定員 6組（先着順）
内容 自由遊び、育児交流など
申込　９／11（日）午前９時30分～下記へ
問合　港図書館
　　　☎052－651－9249　℻052－651－9250

▼港福祉会館の相談
●「元気体操」と健康相談
　日時　９／21（水）午後1時～3時
　定員　18人（先着順）
　申込　９／7（水）午前９時～下記へ
●「ミュージックサーフィン」と健康相談
　日時　10／5（水）午後1時～3時
　定員　18人（先着順）
　申込　９／21（水）午前９時～下記へ
対象　市内在住の60歳以上の方
問合　港福祉会館　
　　　☎052－382－7009　℻052－381－2285

■■美化推進重点区域

新
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先
へ
ご
確
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く
だ
さ
い
。
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港区役所地域力推進室　　052-654-9622　　052-651-6179問合

10月17日（月）～
12月12日（月）　

平日（8：45～17：15）

〈受付場所〉
港区役所・南陽支所
※教育・保育施設では
　受け付けていません。

●実際に預けることのできる時間は、ご家庭の状況によって変わります。
※1 令和5年１月ごろに現在の仮園舎から改築後の本園舎に移る予定です。　※2 令和7年度から運営主体が社会福祉法人に移管され、私立になります。
※3 令和5年2月ごろに現在の園舎から園敷地内の新園舎に移る予定です。

市内在住で、保護者が就労(家事
以外)・出産の前後・病気・障害・親族
介護・求職活動・就学などの理由で
保育ができないこと

公

　立

私

　立

公
立

私

　立

小
規
模
保
育
事
業
所

施設名 受付日時 電話番号 所在地 受入年齢 開設時間※（ ）内は土曜日
南陽第一保育園
港西保育園
宝神保育園
当知保育園
九番保育園
港保育園
丸池保育園
認定こども園富士文化幼稚園
名古屋ドレミこども園
ちゃやひるず保育園
誓成保育園
小鳩幼児園
名港保育園
リーゴ正保保育園
おうすだきしめ保育園
たからうらこども園
愛名保育園
親愛保育園
かもめ保育園
いずみこども園 ※1
認定こども園いしん保育園
わんぱく保育園
わんぱく保育園ぶんえん
きばひるず保育園
スクルドエンジェル保育園なんよう園
茶屋こばと保育園
南陽第二保育園 ※2
南陽第三保育園
辰巳幼児園
白鳩保育園
ぜんしん保育園
ゆうゆう乳児園
土古おおぞら保育園 ※3
いずみこども園分園
いずみこども園中島分園
ウィズブック保育園大手
認定こども園うぐいす幼稚園
バンビーノ乳児園
スクルドエンジェル保育室みなと園
ちびっこタウンいりば園
にこにこ園
ぽかぽか保育室明徳
ぐろうすきっず保育室みなと園
サンライズキッズ名古屋港園
ひばり保育室
トットハウスみなと

10月20日（木）
10月27日（木）
11月 1日（火）
11月 4日（金）
11月 8日（火）
11月 8日（火）
11月 9日（水）
10月19日（水）
10月19日（水）
10月20日（木）
10月21日（金）
10月24日（月）
10月24日（月）
10月25日（火）
10月25日（火）
10月26日（水）
10月27日（木）
10月31日（月）
11月 1日（火）
11月 2日（水）
11月 4日（金）

11月 7日（月）

11月 9日（水）
11月10日（木）
11月10日（木）

東茶屋二丁目305
野跡四丁目4ｰ8
宝神四丁目701
当知三丁目2610
九番町1-1-1
築盛町93-1
丸池町1-1-1
小賀須一丁目801
秋葉二丁目110
東茶屋一丁目612
津金一丁目12-3
千鳥一丁目13-7
港楽三丁目4-17
正保町3-52
小碓一丁目138
多加良浦町5-25
七番町5-3
本宮町3-18
宝神三丁目1401
善北町76-5（仮園舎）
善進町2-18（本園舎）

惟信町2-28-1
春田野二丁目3101
春田野一丁目715
木場町8-241
七反野二丁目1904
西茶屋一丁目35-6
知多二丁目2401
新茶屋五丁目2004
辰巳町3-31
辰巳町12-13
善進本町191
稲永四丁目1-15
土古町2-23
当知一丁目1504
中川区中島新町四丁目2711
佐野町3-20
本宮町5-16
多加良浦町4-270
川西通5-28-1
正徳町6-92
小賀須三丁目101
小碓四丁目480サンモール富信1B
築盛町47ハッコー商事ビル1F
浜二丁目2-2
宝神五丁目3302
秋葉一丁目7-1-1

7：30～19：30（～19：30）
7：30～18：30（～18：30）
7：30～19：30（～19：30）
7：30～19：30（～19：30）
7：30～18：30（～18：30）
7：30～19：30（～19：30）
7：30～18：30（～18：30）
8：30～18：00（土曜開所なし）
7：00～19：00（～18：00）
7：30～19：30（～19：30）
7：15～19：15（～18：15）
7：00～19：00（7：30～18：30）
7：30～18：30（～18：30）
7：30～19：30（～19：30）
7：00～19：00（～19：00）
7：00～19：00（～18：00）
7：20～19：20（～18：20）
7：30～18：30（～18：30）
7：00～19：00（～18：00）
7：15～19：15（～18：15）
7：15～19：15（～18：15）
7：30～19：30（～19：30）
7：30～19：30（～19：30）
7：30～19：30（～19：30）
7：30～19：30（～19：30）
7：30～19：30（～19：30）
7：30～18：30（～18：30）
7：30～18：30（～18：30）
7：00～19：00（～18：00）
7：15～19：15（～18：15）
7：00～19：00（～18：00）
7：00～19：00（～19：00）
7：30～19：30（～19：30）
7：15～19：15（～18：15）
7：15～19：15（～18：15）
7：30～19：30（～19：30）
8：00～18：00（土曜開所なし）
7：30～18：30（～18：30）
7：30～18：30（～18：30）
7：30～18：30（～18：30）
7：30～18：30（～18：30）
7：30～18：30（～18：30）
7：30～18：30（～18：30）
7：30～18：30（～18：30）
8：00～16：00（土曜開所なし）
7：30～18：30（～18：30）

６カ月
６カ月
６カ月
６カ月
６カ月

産休明け
６カ月
６カ月
６カ月
６カ月
６カ月

産休明け
６カ月

産休明け
産休明け
産休明け
産休明け
産休明け
産休明け
産休明け
６カ月

産休明け
産休明け～２歳

６カ月
産休明け
６カ月
６カ月
６カ月

産休明け
６カ月

産休明け
6カ月～2歳

６カ月
1歳～2歳
6カ月～2歳

６カ月
２歳～

6カ月～2歳
産休明け～2歳
産休明け～2歳
産休明け～2歳
産休明け～2歳
産休明け～2歳
4カ月～2歳
1歳～2歳
6カ月～2歳

052-301-8849
052-381-1517
052-383-0505
052-383-4722
052-653-6061
052-661-0549
052-651-2261
052-301-5188
052-302-8833
052-665-6100
052-304-7320
052-661-5582
052-661-1069
052-381-7555
052-389-3300
052-381-5588
052-653-6016
052-661-1314
052-383-4518
052-381-5895
052-382-2523

052-720-6186

052-602-7878
052-655-5692
052-398-5130
052-301-7914
052-301-8903
052-652-1921
052-661-1031
052-382-6410
052-389-2300
052-389-5132

052-381-5895

050-1741-4755
052-661-0068
052-381-7272
052-655-5220
052-383-6603
052-303-3155
052-398-5107
052-387-5991
050-5807-2204
052-383-3682
052-387-7094

午後
午後
午前
午後
午前
午後
午前
午前
午後
午前
午前
午前
午後
午前
午後

午前 午後
午前

午前 午後
午後

午前 午後
午前

午前

午後
午前
午後

港区役所民生子ども課　　052-654-9712　　052-651-1190　／　南陽支所保護・子ども係　　052-301-8342　　052-301-8411問合

受付時間 午前　＝ 9：30～11：30　　午後　＝ １3：30～15：30

希望する全ての教育・保育施設
に、お子さま同伴で見学をお願いし
ます。見学可能な日時は、各施設に
お問い合わせください。

見学

　10月3日（月）～下記にて配布

各教育・保育施設、港区役所民生
子ども課、南陽支所保護・子ども係

利用申込書の入手

令和5年2月中旬に一斉に文書
で通知します。定員に対して希望
人数が多い場合は、利用調整を行
い、優先度の高い方から決定しま
す（先着順ではありません）。

藤前干潟は、11月にラムサール条約登録20周年を迎えます。これを記念
し、皆さまに藤前干潟を身近に感じてもらうトークショーを開催します！

「藤前干潟ってどこにあるの？」「干潟にはどんな鳥が来るの？」な
どの素朴な疑問や、干潟を守るために私たちにできることなど、名古
屋市出身で女優・タレントの高柳明音さんと一緒に話してみませんか？

利用決定

日時１０月８日（土）
午後２時～3時30分（30分前～開場）

場所 港文化小劇場（港楽二丁目10-24）

ゲスト 高柳明音さん（女優・タレント）
たかやなぎ あかね

（藤前干潟ラムサール条約登録20周年記念アンバサダー）

定員 150人（抽選・全席指定）

対象 小学生以上（小学生は保護者同伴）

申込
9月23日（金・祝）までに
右記ホームページ内、
イベント情報から

第１希望の教育・保育施設の受
付日時に各施設へ。受付場所が

「港区役所・南陽支所」の施設は、
港区役所民生子ども課または、南
陽支所保護・子ども係へ
※第１希望の施設の受付日時に行け

ない方および他区の施設を第１希
望とする方は、10月17日（月）～
12月12日(月)の期間に、港区役所
民生子ども課または南陽支所保
護・子ども係へ

申し込み

●❶

●❷

●❹

●❸

●新型コロナウイルス感染症の影響
により、教育・保育施設での受付を
中止する場合があります。

●発達に遅れのある幼児（集団保育
が可能な3歳以上）の利用申し込み
は、11月10日(木)までにお願いしま
す（「発達質問票」が必要です）。

記入済みの利用申込書持参

ラム
サール

条約20thラム
サール

条約20th 参加
無料

藤前干潟には様々
な渡り鳥がやって
きます！鳥好きの
私による鳥トーク
たくさんしちゃい
ます！
ぜひ遊びに来てく
ださい！！

配布場所

～　　　　　  ラムサール条約
　　　　登録２０周年記念トークショー～

干潟はいのちをつないでいる

～　　　　　  ラムサール条約
　　　　登録２０周年記念トークショー～

干潟はいのちをつないでいる

教育・保育施設の場所など
は、「みなと子育てマップ」
から

SNS「Instagram」で
　　子育て情報を発信中！

令和5年4月からの教育・保育施設の利用申し込みを、10月17日(月)～12月12日(月)の期間で受け付けます。現在、利用保留中の方も再度申し込みが必要です。

9 月号
区の人口 141,819人 世 帯 数 64,563世帯　　（令和4年8月1日現在）

編集／港区役所
〒455－8520
港明一丁目12番20号
☎052－651－3251（代）
FAX052－651－6179


