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　楽らく介護のすすめ～心と体の健康講座～をテーマに4日間教室を
開催します。

○�1～4終了後、午後3：30まで介護に関する個別相談会実施。12／24（土）
終了後、プラザおしゃべりサロン（交流会）を午後3：30～4：00に開催。

会場　名古屋市総合リハビリテーションセンター
　　　（瑞穂区弥富町密柑山1番地の2）
申込　10／20（木）午前10：00より下記窓口・電話・
　　　ファクス・電子申請（❽面右上参照）にて
問合　なごや福祉用具プラザ
　　　昭和区御器所通3－12－1御器所ステーションビル3階　
　　　☎851－0051 ℻851－0056

　来年度に向けて学童保育所ごとに見学会および入所説明会を行いま
す。記載日時以外の説明会や入会の申し込みなど、詳しくは各学童保育
所へお問い合わせください。先着順に入所を選考する場合があります。
☆11／11以降の説明会の日程は11月号に掲載

なごや福祉用具プラザ　南部介護者教室

日時　11／11～12／16（毎週金曜日・全6回）午前10：00～正午
会場　青少年宿泊センター
対象　2～10歳の子どもがいる母親（託児あり）。抽選で12人
内容　子どもの自己肯定感を育むしつけの方法を学び、怒りやイライ
　　　ラの原因となる親自身の課題にも取り組みます。
講師　O

オ フ ィ ス

ffice�MOTOHIROの竸
きそい

朗
あ き こ

子さん
申込　10／5（水）～18（火）電子申請（❽面右上参照）にて
問合　区役所民生子ども課　☎625－3961 ℻621－6858

　なごやかクラブ緑は、おおむね60歳以上の方で、スポーツ活動から文
化活動、防犯・見守り活動などさまざまな活動を行っています。クラブ
未加入の方も、ぜひお気軽にご見学ください。
○秋季グラウンド・ゴルフ大会
日時　10／19（水）午前9：00～正午（雨天延期）　会場　大高緑地�野球場
○ペタンク大会
日時　11／2（水）午前9：00～正午（雨天延期）　
会場　大高緑地�グラウンドゴルフ場
問合　区役所福祉課　☎625－3957 ℻621－6841

▲ウェブサイトは

6回連続子育て講座「たたかない　どならない　子育て」
みどり親育ちのがっこう

名称
（主な対象小学校） 見学会・入所説明会日時 電話番号

・あおぞら学童保育クラブ
・第2あおぞら学童保育
　クラブ

（常安・徳重）

【見学会】
10／20（木）徳重小就学前健診後～17：00頃
10／24（月）常安小就学前健診後～17：00頃
【入所説明会】
11／5（土）15：00～※オンライン参加可（19：00～）

876－9463

・大清水学童保育クラブ
・大清水第2学童保育
　クラブ

（大清水）

【見学会】
10／31（月）就学時健診後～
【入所説明会】
11／5（土）19：30～

877－4222

・くすのき児童会〈学童〉
（長根台）

【入所説明会】
10／27（木）就学時健診後～ 895－1694

・くまのまえ学童保育
　クラブ

（熊の前）

【見学会】10／27（木）就学時健診後～
【入所説明会】10／29（土）10：30～
　　　　　　 11／2（水）19：00～
　　　　　　 ※オンライン参加可

876－0756

・太子学童保育所こども
 　クラブ

（太子・東丘）
【見学会】10／24（月）午後�太子小就学時健診後
【入所説明会】11／5（土）13：00～ 621－7797

・東丘学童保育みどり
　クラブ
・東丘学童保育第2みど                    
　りクラブ

（東丘・相原）

【見学会】
10／19（水）14：00～�東丘小就学時健診後
10／26（水）14：00～�相原小就学時健診後
入所選考後、決定者を対象に後日説明会を
実施

624－3167

・神の倉学童保育クラブ
（神の倉・熊の前）

【見学会】10／19（水）15：00～�1日体験入所
【入所説明会】11／9（水）19：30～ 876－8010

学童保育所　見学会・入所説明会のご案内

※事前に学童保育所へのお問い合わせが必要。
問合　区役所民生子ども課　☎625－3962 ℻621－6858

第60回緑区剣道大会
日程　11／20（日）　会場　緑スポーツセンター
対象　区内在住・在学または区内道場に在籍の中学生以下
費用　500円（保険料を含む）
種目　小学生1年以下の部、小学生2～6年の部（学年別）、
　　　中学生男子・女子の部
　　　※トーナメント戦で3本勝負。参加人数が少ない場合はリーグ戦
　　　　になります。
　　　※�当日は無観客試合とし、一部を除き参加選手以外の入場不可。

詳しくは要項などをご覧ください。
申込　10／20（木）までに費用を添えて下記窓口へ
問合　緑区体育協会事務局（区役所地域力推進室 3階36番窓口）
　　　☎625－3876 ℻623－8191

こちら

なごやかクラブ緑（老人クラブ）の活動を
ご覧になりませんか?

おいでよ! 「緑区防災フェスタ2022」
　はしご車の乗車体験、防災クイズラリーなど、楽しみながら「災害時
に役立つ知識」を学べる体験型防災イベントです。
日時　11／5（土）午前10：00～午後3：00
会場　区役所講堂・駐車場
内容　緊急車両の展示・試乗、家具転倒防止器具
　　　の紹介、備蓄品の紹介、防災グッズの工作、
　　　各種啓発コーナーなど
　　　※雨天時は一部内容を中止・変更し開催　　　
問合　区役所総務課（3階31番窓口）　
　　　☎625－3906 ℻623－8191

第39回緑区レク・インディアカ大会
日時　11／27（日）午前9：15～　会場　緑スポーツセンター
対象　区内在住・在勤の方で構成されたチームまたは緑区レク・インデ��
　　　ィアカ連絡協議会に登録されたチーム（1チーム4人以上）
費用　1チーム1,500円（保険料を含む）
種目　女子の部（75歳以上の男性も1人のみ参加可）
　　　混合の部（男性1人、女性3人でも参加可）
申込　10／28（金）までに費用を添えて下記窓口へ
　　　※代表者会議を11／7（月）午後6：30～区役所第1会議室にて実施
問合　緑区体育協会事務局（区役所地域力推進室 3階36番窓口）
　　　☎625－3876 ℻623－8191

日時 講座名
1 11／26（土）13：30～15：00 おむつの使い方～モレるには理由がある～
2 12／3（土）13：30～15：00 食事介助の基本のキ～食事姿勢と介助の実践～
3 12／10（土）13：30～15：00 新聞ちぎり絵でお正月の色紙作り
4 12／24（土）13：30～15：00 福祉用具でらくらく! 起き上がりと移乗

　緑区のまちの景色や魅力を発信するPR展示です。緑区フォトコンテ
ストの受賞作品や、絞りで装飾された甲

かっちゅう

冑など、緑区により親しみを
持っていただけるものばかりです。
　近くへお越しの際はぜひお立ち寄りください。
期間　10／8（土）～11／7（月）
会場　名古屋マリオットアソシアホテル15階ロビー
　　　名古屋JRゲートタワーホテル15階ロビー
問合　緑区観光推進協議会事務局
　　　（区役所地域力推進室）
　　　☎625－3874 ℻623－8191

緑区魅力PR展示「いろとりどり緑区展」

「お出かけは　マスク戸締り　火の用心」（2022年度全国統一防火標語）

○外出時や調理中にコンロから離れるときは
　コンロの火が消えているか確認しましょう。
○住宅用火災警報器を設置することで、外出時
　にも火災の発生を周りに伝えることができます。

住宅用火災警報器の設置、点検を確実に実施しましょう。
問合　緑消防署　☎896－0119  ℻891－0119

秋の火災予防運動11／9（水）～15（火）

　来年の緑区制60周年を迎えるにあたり、緑区の
ために区民の皆さんと一緒に取り組めることを
みどりっちが探しています。ぜひみどりっちと一
緒に考えてみませんか。
日時　11／23（水・祝）午前10：00～午後0：30
会場　区役所講堂
対象　区内在住・在勤・在学の方。抽選で20人程度
申込　�10／31（月）までに下記窓口・電話・ファクス

にて
問合　区役所企画経理室（3階33番窓口）　
　　　☎625－3898 ℻623－8191

令和4年度「みどりっちプラン会議」 参加者大募集

※�みどりっちは、区制
50周年に誕生した緑
区マスコットキャラ
クターです。
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◆聞いて楽しむおはなし会（ストーリーテリング）

日時　10／13（木）、11／10（木）午後4：00～4：30　対象　5歳以上。先着各10人
◆なごやっ子読書月間　おはなし会よちよち

日時　10／20（木）午前11：00～11：20、午前11：30～11：50　
対象　乳幼児と保護者。先着6組

◆大人のためのストーリーテリング

日時　10／27（木）午前10：30～11：30　人数　先着25人

10月 場所 時間
13（木） 有松南公園 14：00～16：00
15（土） 大清水東公園 14：00～16：00
18（火） 古鳴海八幡社 13：45～14：45
18（火） 森下公園 15：15～16：00
20（木） 森の里公園 14：00～16：00
28（金） 鳴海団地 14：00～16：00
29（土） 諸の木北公園 10：00～11：00
11月 場所 時間
1（火）桶狭間古戦場公園 14：00～16：00
2（水） タウン石堀山 10：00～11：00
5（土） 太子ケ根公園 14：00～16：00

◆赤ちゃんタイム　　

日時　①10／13（木）、11／10（木）②10／20（木）午前10：30～午後0：30
会場　①徳重図書館②緑図書館

　毎月のおはなし会開催については直接お問い合わせください

◆おいでよ!青少年宿泊センター!

日時　10／15（土）午後1：30～4：00　対象　小学生～青年

◆緑・徳重図書館合同　なごやっ子読書月間　秋のスタンプラリー

期間　10／22（土）～11／20（日）　対象　小学生以下　

◆子どもと本の講座「親子で楽しむ絵本とわらべうた」

日時　11／4（金）午前10：30～11：30
対象　0歳児と保護者。先着10組　申込　10／20（木）午前9：30～窓口か電話にて

◆②ルリユール講座「製本の手仕事　オリジナルノートを作ろう」

日時　11／12（土）午後1：30～3：30　対象　中学生以上。先着10人
費用　500円　申込　10／29（土）午前9：30～窓口か電話にて

◆①乳幼児向けおはなし会　　　　会場　①②いずれも徳重地区会館
日時　11／10（木）1午前10：30～10：452午前11：00～11：153午前11：30～11：45
対象　120～1歳6カ月児と保護者31歳7カ月～3歳児と保護者。先着各5組
申込　10／27（木）午前9：30～窓口か電話にて

◆移動児童館「ちびっこ冒険ひろば」

日時　10／18・25、11／1・8（いずれも火曜日）午前10：00～午後1：00　
会場　新海池公園（雨天中止）　対象　乳幼児と保護者
◆あかちゃんひろば

日時　10／21・28、11／11・18（いずれも金曜日）午前10：00～11：00　
対象　0歳児と保護者。先着各4組　申込　10／12（水）午前9：30～窓口か電話にて

◆わらべうたひろば

日時　11／10（木）午前10：30～11：30　対象　乳幼児と保護者

◆カラクマひろば

日時　10／26（水）午前10：00～11：00　
対象　就学前の障害のある子どもの保護者（子ども同伴可）。先着4組
申込　10／12（水）午前9：30～窓口か電話にて

◆劇団みどり　第10回本公演　

日時　10／15（土）午後1：00～、午後4：00～　　　　※未就学児入場不可
費用　全自由席1,200円　※区民、障害者手帳などをお持ちの方は1,000円
申込　窓口は当日まで、電話は10／8（土）まで　　　      
◆ 張

チャン

濱
ビン

　二
ニ コ

胡コンサート

日時　10／28（金）午後6：30～　　　　　　　　　 ※未就学児入場不可
費用　全指定席3,000円　※障害者手帳などをお持ちの方は2,700円
申込　窓口は当日まで、電話は10／21（金）まで

日程 講師名 番号 時間 番号 時間
11／1（火） 沼野由美子先生 1 13：30～14：10 2 14：20～15：00

11／15（火）
浅井悦子先生 3 10：00～10：40 4 10：50～11：30

沼野由美子先生 5 13：30～14：10 6 14：20～15：00

11／24（木） 中村德
とくこ

子先生 7 10：00～10：40 8 10：50～11：30

○いずれの講座も申し込みは、市内在住の60歳以上（本人のみ）
　

申込　10／21（金）午前8：45～電話かファクスにて（上記日時から2つまで選択可）      

◆なごやっ子読書月間　みんなのおはなし会

日時　10／20（木）午後4：00～4：30　対象　幼児・小学生。先着10人

◆S
ス ト ッ プ

TOP! フレイル　みんなde健康体操　　　 　　　　　　　　　　　　　　※各回先着13人

◆緑福祉会館作品展

日時　11／10（木）午前9：00～午後5：00、11／11（金）午前9：00～午後3：00
内容　福祉会館講座・同好会・利用者による作品発表会。
　　　※展示を希望される方は、10／11（火）～31（月）に窓口か電話にて

◆イライラしない子育て講座

日時　11／7（月）午後1：30～3：00 
対象　乳幼児の保護者。先着10人
　　　託児5人まで（先着順）
申込　10／17（月）午前9：00～窓口
　　　か電話にて

◆介護予防とアドバンスケア

　プランニング

日時　10／24（月）午後3：30～4：30
人数　先着10人
申込　10／11（火）午前9：00～窓口
　　　か電話にて

◆緑高校プレゼンツ　たのしいおはなし会

日時　11／8（火）午後4：00～4：30　対象　幼児・小学生。先着10人
◆おうち de SDGｓ～インテリアから考える省エネ!～

日時　11／12（土）午後2：00～3：30　人数　先着15人
申込　10／29（土）午前9：30～窓口か電話にて
◆歴史講座「祭礼」

日時　11／19（土）午前10：00～正午　人数　先着10人
申込　11／5（土）午前9：30～窓口か電話にて

◆認知症サポーター養成講座

日時　南部　10／18（火）午後1：30～3：00 
申込　10／14（金）までに窓口・電話・ファクスにて

◆認知症家族サロン

日時　南部  10／17（月）　北部  10／18（火） 
　　　北部分室（黒石コミュニティセンター） 10／26（水）午後1：30～3：30
対象　認知症の方を介護する家族。当日先着各20人

◆もの忘れ相談医の専門相談

日時　南部  10／20（木）　北部分室  11／10（木）午後1：30～3：00（1人30分）
対象　認知症の方、その家族など。先着各3人
申込　各回2日前までに窓口・電話・ファクスにて

◆小筆入門～手書きの年賀状を送ろう～

日時　11／16（水）午後1：30～3：00　人数　先着16人
申込　10／12（水）午前8：45～電話かファクスにて
◆マインドフルネス音楽講座

日時　11／21（月）・28（月）午後1：30～3：00　人数　先着各15人
申込　10／18（火）午前8：45～電話かファクスにて（上記日時から1つ選択）

◆じぶんの町を良くするしくみ 赤い羽根共同募金

　皆さまからお寄せいただく募金は地域福祉活動に役立てられ、
そのほか新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方や災害時の支援など
にも活用されます。今年もあたたかいご協力をよろしくお願いします。
○ 第74回赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール緑区作品展

示会（ポスター・書道）は区役所、徳重地区会館、緑図書館、
緑区在宅サービスセンターなどで実施予定です。詳細は緑
区社会福祉協議会ウェブサイトをご覧ください。

◆無料パソコン体験・相談

日時　10／12（水）・26（水）、11／9（水）午前10：00～、午前11：00～　
人数　当日先着各4人　申込　当日午前9：30～窓口にて
◆アタマとカラダの健康体操

日時　①10／14（金）②10／18（火）③10／31（月）
　　　①午後2：00～3：30②③午前10：00～11：30　
人数　①③先着各15人②先着10人　
費用　各300円　申込　10／12（水）午前9：00～窓口か電話にて　
◆なごやか市民講座

講座番号・講座名 日時 人数 費用

1 おうちで簡単発酵食品
（お漬物・ピクルス）

1／17～2／21の火曜日
（午前・全5回） 15人 5,500円

2 やさしい
マジックを覚えよう

1／30～3／6の月曜日
（夜間・全5回） 20人 3,500円

3 英語って本当に苦手？ 2／10～3／3の金曜日 
（午後・全4回） 10人 2,200円

4 元気になる☆
かんたん椅子ストレッチ♫

1／13～1／27の金曜日
（午後・全3回） 10人 1,500円

※申込者が10人に満たない場合は原則開講しません。
申込　�11／7（月）〈必着〉で抽選。電子申請か往復はがきにて「なごやか

市民教室」事務局（〒460－0015中区大井町7－25イーブルなごや内
☎321－1579）へ（❽面右上参照。往復はがきは、講座番号・講座名・
年代も記入。各講座1人1通のみ有効）

　　10／1（土）～
　　　　12／31（土）
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【保健センター】徳重分室対象学区以外の方

対象生年月日 日程 受付時間

3・4
カ月児

R4.6.16～6.30 10／19
水 13：00～13：20

R4.7.1～7.15 11／2

1歳6
カ月児

R3.3.4～3.20 10／11

火 
13：00～13：30

第2子以降

13：30～14：00
第1子

R3.3.21～4.3 10／25

R3.4.4～4.20 11／1

3歳児

R1.9.4～9.17 10／13

木R1.9.18～10.3 10／27

R1.10.4～10.18 11／10

対象生年月日 日程 受付時間

3・4
カ月児

R4.6.1～6.18 10／12

水 13：05～13：25R4.6.19～7.7 10／26

R4.7.8～7.25 11／9

1歳6
カ月児

R3.3.11～3.25 10／18
火 

13：05～13：30
第2子以降

13：30～14：00
第1子

R3.3.26～4.14 11／8

3歳児 R1.9.10～9.27 10／20 木

事業名 会場 日程 受：受付時間
開：開催時間 詳細 予約

問合
健康なんでも相談 徳重分室 10／24（月） 受 9：30～10：15 内容 育児相談。成人の健康相談。保健師、管理栄養士、歯科衛生士による個別相談

申込 10／21（金）までに窓口か電話にて
はじめよう楽しく

ポールウォーキング
緑スポーツセンター
※雨天時は保健センター 11／11（金） 開 9：30～11：30 対象 区内在住の80歳未満の方。先着20人　 申込 10／11（火）9：00～窓口か電話にて

持物 飲み物、タオル、健康手帳（お持ちの方）
HIV（エイズ）・梅毒・性器
クラミジア感染症検査 保健センター 第2木曜日 受 10：00～11：00 原則匿名で受検。予約不要。結果は原則1週間後

※性器クラミジア感染症検査をご希望の方は、1時間以上排尿を控えてお越しください。
難病患者さんの

健康管理 保健センター 11／17（木） 開 13：30～15：00
内容 医師による健康管理の話、理学療法士による筋力低下予防体操
人数 15人　　 申込 11／10（木）までに窓口・電話・ファクスにて

保健看護
担当

☎891－3628

こころの健康相談日 保健センター 毎週金曜日 開 13：30～14：00
　 14：00～14：30

対象 区内在住・在勤・在学の方、家族・支援者など
申込 2日前までに電子申請（❽面右上参照）か前日までに電話にて

※正午から整理番号札を配布　※3歳児健診で尿検査を実施   ※付き添いは原則保護者1人
※実施日の10日前までに個別通知が届かない方は、ご連絡ください。
※1歳6カ月および3歳児健診で希望者にフッ化物塗布を実施。費用720円。生活保護世帯（要証
　明）は減免あり。歯ブラシ・タオル持参

事業名 会場 日程 受：受付時間
開：開催時間 詳細 予約

問合

母乳相談
徳重分室 ①10／17（月）受 13：10～14：30 対象 母乳でお悩みの方　

内容 助産師による個別相談　※詳細は予約時にお問い合わせください。
申込 ①10／14（金）②11／2（水）までに窓口か電話にて保健センター ②11／4（金） 受 13：10～14：50

子育て総合
相談窓口

☎899－6518

むし歯予防教室
保健センター 10／20（木） 受 9：30～10：30 対象 0～3歳11カ月児

内容 歯科検診、歯科相談（個別）、フッ化物塗布
　　　※フッ化物塗布は希望者のみ費用720円。生活保護世帯（要証明）は減免あり
持物 母子健康手帳、歯ブラシ、タオル　　 申込 前日までに窓口か電話にて徳重分室 10／27（木）

11／10（木） 受 9：30～10：30

もぐもぐ離乳食教室
徳重分室 ①10／21（金）開 10：00～11：15 対象 令和4年2月と3月生まれの第1子とその保護者（1人）

内容 今後の離乳食の進め方、お口の発達について　※①②はどちらか一方のみ
申込 10／11（火）10：00～①10／18（火）②10／21（金）17：00に窓口か電話にて保健センター ②10／26（水）開 10：00～11：15

すくすく歯ッピー教室
保健センター 10／28（金） 開 ①9：30～10：00

　 ②10：45～11：30
対象 ①3～6カ月児②7カ月～1歳1カ月児。先着各10組　　
内容 ①お口にタッチコース②はじめての歯みがきコース
申込 10／18（火）～24（月）に電子申請（❽面右上参照）にてオンライン 10／28（金） 開 ①9：30～10：00

　 ②10：45～11：15
子どものアレルギーと

ぜん息相談
保健センター 11／2（水） 開 13：30～15：30 対象 区内在住の乳児～15歳未満の方と保護者

申込 前日までに窓口か電話にて徳重分室 11／4（金） 開 13：30～15：30
幼児食への

ステップアップ教室 保健センター 11／11（金） 開 10：30～11：30 対象 令和2年4月12日～令和3年5月11日生まれの子と保護者1人（兄弟姉妹の付添不可）
申込 10／12（水）10：00～11／8（火）17：00に窓口か電話にて

ニューファミリー
セミナー

（2日間コース）

徳重分室 ①11／15（火）開 13：15～15：00 対象 初めての出産を迎える妊婦（妊娠37週未満）とパートナー（妊婦のみも可）
内容 ①②助産師・保健師の講話、お風呂体験など
　　　③妊娠中のお口の健康、妊婦と赤ちゃんの食品衛生、妊娠期からのお食事
　　　※①②はどちらか一方のみ。③は付き添いの方の参加不可
持物 母子健康手帳、筆記用具　 申込 10／17（月）9：00～前日に窓口か電話にて

保健センター
②11／18（金）開 13：15～15：00

③11／22（火）開 9：30～11：00

離乳食・幼児食相談 保健センター 11／18（金） 受 9：30～11：00 対象 離乳食や幼児食のことでお困りの保護者
申込 10／17（月）10：00～11／16（水）17：00に窓口か電話にて

障害や医療的ケアの
ある子のきょうだい支援 保健センター 10／31（月） 開 10：00～11：30

対象 病気や障害のある乳幼児から高校生の保護者、テーマに関心のある方。先着20人
講師 名古屋大学大学院准教授の新

にいのみ

家一
かずてる

輝さん　　
申込 10／11（火）9：00～窓口か電話にて

保健看護
担当

☎891－3628

子どもの発達が
気になる親のつどい

地域子育て支援拠点
「葡
ぶどう

萄の木」 11／7（月） 開 10：00～正午
内容「先輩お母さんのお話」～就園・就学・子育てで大事にしてきたこと～
人数 先着20人　　 申込 10／17（月）～28（金）に電子申請（❽面右上参照）にて

グリーンキッズ 保健センター 11／8（火） 開 10：30～11：30 対象 多胎児を持つ親と子。先着8組　　 内容 交流会、個別相談（希望者）　　
申込 10／11（火）9：00～窓口か電話にて

ラベンダーのつどい 保健センター 11／16（水） 開 10：00～11：00
対象 38歳以上で初めて出産した母親と4～9カ月児
内容 講話「今!考えたいヘルスケア」「いろいろな子育てを知ろう」、親子遊び
申込 10／17（月）9：00～窓口か電話にて

子育てママのための
ロコモ予防教室（2日間コース） 徳重地区会館 11／16（水）

12／6（火） 開 10：00～11：30 対象 区内在住の6～10カ月未満の子がいる母親。先着15人
申込 10／17（月）9：00～窓口か電話にて

持物　母子健康手帳、バスタオル

　 子どもと親の教室と相談子どもと親の教室と相談　　　　予約制　　　　予約制

　 一般の方向け一般の方向け　　　　　　　   原則予約制　　　　　　　   原則予約制

【徳重分室】鳴海東部・常安・徳重・熊の前・
　　　　　神の倉・戸笠・黒石・桃山学区の方

乳幼児健康診査（所要時間は約2時間）

新
型
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す
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わ
せ
く
だ
さ
い
。

大切な飼い猫を守るために大切な飼い猫を守るために 食品
犬猫

　外には危険が多く、他人に迷惑をかけること
もあるので、完全室内飼育を目指しましょう。

　猫を外に出すと…
○ 交通事故にあうことや

感染症にかかることが
あります。

○ 迷子になったり帰らな
くなったりします。

○ 年に数回発情するため、放し飼いをして
いると、知らないうちに子どもができる
こともあります。

○よその家の庭でフンをしたり、よその家
　に侵入して大切なものを壊したり、車に
　足あとをつけたりします。
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大清水

緑区役所

◎

桶狭間
古戦場公園愛宕西

中汐田

三本木

寅新田
有松小学校

有松インター北

緑市民
病院

緑スポーツ
センター

滝の水公園

鳴子住宅
ほら貝

地下鉄神沢
徳重支所

扇
川

池上

緑文化
小劇場

緑車庫

白土

緑保健
センター

バス停留所
大高緑地
第1駐車場

国道1号線

平部

みどり・シティ・
フェスティバル２０２２

10：00～15：0010/22令和４年 土 大高緑地会場日時

写真は、2019年に撮影したものです。

　緑区区民まつりは、毎年多くの人が集まる
区内最大級のお祭りです。　
　新型コロナウイルス感染症の影響で２年
間開催がかないませんでしたが、今年は３年
ぶりに開催を目指しています。
　緑区の歴史、文化、伝統に触れることができ
るのはもちろんのこと、手軽にできる工作や
ゲームなど、子どもから大人まで幅広い世代
が楽しめるコンテンツがめじろ押しです。
　お誘い合わせの上、ぜひご来場ください。

駐車場・周辺道路が大変混み合います。
公共交通機関をご利用ください。
なお、当日は臨時路線バスを
運行します。
臨時路線バスでご来場いただくと
お米（150ｇ）をプレゼント。

大人210円　小人100円
敬老パスなども利用可能です。

乗車料金

※停車場所、運行時間などの詳
細は、区ウェブサイトをご覧
ください。

臨時路線バス
運行経路※

開催有無の確認は
午前８時から
区ウェブサイトか
名古屋おしえてダイヤルで
☎052-953-7584

名古屋おしえて　
　　　ダイヤル▶　

緑区観光推進協議会事務局（区役所地域力推進室 3階34番窓口）  ☎625-3874  FAX623-8191問合

緑区区民まつり実行委員会事務局（区役所地域力推進室）  ☎625-3878  FAX623-8191問合

緑区パンのスタンプラリー緑区パンのスタンプラリー
令和4年10/1（土）～令和5年1/11（水） 対象店舗や

詳細はこちら▶

新型コロナウイルス感染症の影響により中止と
なる場合があります（ ）

さあ進もう  夢いっぱいの  緑区に！

日ご
ろの成果を発

表！

家
族
み
ん
な

で
楽しくつくれ

る

区民まつりの詳細はこちら

当日の実施
情報も確認
できます

スタンプを集めると、おしゃれなトースターなど豪華賞品が抽選で当たります！
あの

　この秋、緑区で「パンのスタンプラリー」が始まります。対象店舗では、“懐かしい”が新しいレトロ
スポット、緑区を満喫できる新名所を詰め込んだスタンプ台紙付きパンフレットが入手できます。
　パンを片手に、自分だけのお気に入りを見つけにでかけませんか？

緑区役所  〒458-8585 青山二丁目15  ☎621-2111㈹　   623-8191FAX 徳重支所  〒458-0852 元徳重一丁目401  ☎875-2202　　878-3766FAX

編集
緑区役所

地域力推進室

広報なごや
みどりっち通信


