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　「子どもが自らの意思で自由に遊ぶ」、こんな当たり前のことができ
にくくなっている世の中です。子どもたちの笑い声が響く「地域」にな
るために、自分たちができることを一緒に考えてみませんか?
日時　3／4（土）午前10：00～正午　　会場　区役所講堂
対象　子育て中の保護者（子ども同伴可）。先着50人
講師　緑児童館館長の塚本岳

たけし

さん
申込　�2／11（土・祝）～3／3（金）に緑児童館または民生子ども課の窓口か

電話にて
問合　緑児童館　☎・℻623－9656 
　　　区役所民生子ども課　☎625－3961 ℻621－6858

みどり親育ちのがっこう
子育て講座「子どもは自ら育つ力を持っている」

　詐欺犯人は、「警察官」や「弁護士」、また、「役所」「百貨店」「病院」の職
員などを装って自宅の固定電話に電話をかけてきます。電話で「お金」

「キャッシュカード」「ATM」のワードが出たら詐欺です。一度電話を切
り、家族や警察に相談しましょう。
　大切なことは、「犯人と直接話をしないこと」
です。そのための対策として、防犯機能付き電話
機が効果的です。自宅の電話機が防犯機能付き
電話機でない場合は、在宅時であっても留守番
電話機能を有効活用しましょう。　
問合　区役所地域力推進室　☎625－3872 ℻623－8191
　　　緑警察署　☎621－0110 ℻621－1699

区内で増えています! 特殊詐欺の前兆電話! 

 緑警察署署員が
　　愛知県警察逮捕術大会で優勝しました!

　第48回愛知県警察逮捕術大会で、
緑警察署の選手が優勝し、区長を表
敬訪問しました。大会での奮闘や、安
心して暮らせる安全な社会の実現に
ついて懇談しました。

　今大会を振り返り、ベテランが不慣れな若手を指導し、一緒に
厳しい訓練を行い「ワンチーム」として試合に臨んだ結果、優勝
を勝ち取ることができました。
　訓練で鍛えた強

きょうじん

靭な「体力・精神力」で、今後も安心して暮らせ
る安全な緑区を確立するために邁

まいしん

進してまいります。私は3月に
定年となりますが、更に成長していくであろう若手警察官の姿
を見て、安心して後進に道を譲ることができます。
　「ワンチーム」ありがとう。

みどり多文化交流会
　地域の外国人と日本人の住民が交流を深める交流会を開催します。
区内で新たに始める日本語教室「MIDORI�ことばのえき」や緑区にゆか
りのあるゲストの発表、会場での催しを通じて、参加者の皆さんと楽し
くお話をします。会場での参加が難しい方は、オンライン（会場中継）で
ご参加いただけます。
日時　3／5（日）午後1：30～4：00　会場　桶狭間荘�第1集会所
対象　区内在住・在勤・在学の方優先
申込　2／11（土・祝）午前10：00～名古屋国際センターウェブサイトにて
主催　みどり多文化共生ボラネット、（公財）名古屋国際センター
問合　（公財）名古屋国際センター　☎581－5689 ℻581－5629

▲ウェブサイト
はこちら

　名古屋市では、高齢者の方に入浴と集いの場を提供し、相互の親睦と
心身の健康増進を図るため、「健康入浴の日」（毎月5・15日。ただし公衆
浴場が休業日の場合は翌営業日）を設けています。市内在住の65歳以上
の方は200円で入浴できます。銭湯で大きなお風呂にゆったり浸かって
リフレッシュしてみませんか。
施設名　鳴海温泉（鳴海町字向田179）
対象　市内在住の65歳以上の方
利用方法　敬老手帳（敬老優待カード）をご提示ください。
問合　名古屋浴場商業協同組合　☎322－5735 ℻321－2645
　　　健康福祉局高齢福祉課　　☎972－2544 ℻955－3367

愛知県公衆浴場組合▶
公認キャラクター「おけお」

「健康入浴の日」は銭湯に行ってみませんか?

問合　緑環境事業所　　
　　　☎891－0976 ℻891－0276

　令和5年3月から以下の地域で収集日を変更します。
　これに伴い、区内における「可燃ごみ・発火性危険物」「プラスチック
製容器包装」「不燃ごみ」の収集時間が、これまでと異なる場合がありま
す。収集日当日朝8時までに出していただくようご協力お願いします。

「粗大ごみ」の収集日が変わります!
令和5年3月から「プラスチック製容器包装」「不燃ごみ」

変更する地域 2月まで 3月から
滝ノ水学区の一部
�（大形山301
　　　�～319番地）

毎週月曜日 毎週火曜日

【プラスチック製容器包装】

【不燃ごみ】
変更する地域 2月まで 3月から

滝ノ水学区の一部
�（大形山301
　　　�～319番地）

第2水曜日 第4水曜日

浦里学区（全域） 第4水曜日
第2水曜日小坂学区の一部

�（滝ノ水三・四丁目） 第3水曜日

変更する地域 2月まで 3月から
鳴海学区 第2水曜日

第4水曜日
相原学区 第2水曜日

滝ノ水学区 第4金曜日
片平学区 第4木曜日
浦里学区 第2水曜日

鳴海東部学区 第1金曜日

第2水曜日大清水学区 第2金曜日
東丘学区 第2木曜日
太子学区 第3水曜日

桶狭間学区 第3金曜日

第3水曜日南陵学区 第3金曜日
大高学区 第3木曜日

大高南学区 第3木曜日
桃山学区 第1木曜日 第1水曜日

【粗大ごみ】

日時　4／15（土）午前9：55～　　会場　大高緑地野球場　　
対象　区内在住・在勤の18歳以上（高校生を除く）
費用　500円（保険料を含む）
申込　2／13（月）～3／10（金）に費用を
　　　添えて下記窓口にて
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

第30回緑区グラウンド・ゴルフ大会

日本のミツバチを守ってみよう!�B
ビ ー ハ ウ ス

eeHouseを作りませんか?
日時　2／25（土）午前9：30～正午　　会場　大高緑地　
対象　抽選で20人　※中学生以下は保護者同伴
費用　3歳以上�2,000円、2歳�1,000円、1歳以下�無料
　　　※保護者（見学者）の方も費用が必要。
講師　地球ハグ倶楽部の空

そら

里
り さ

咲さん、
　　　自然観察指導員の高

たかまつ

松一
か づ し

史さん
申込　 2／15（水）までに申込フォームより、参

加者全員の氏名・学年（年齢）・性別・住
所・電話番号・メールアドレスなど、必
要事項を入力してください。

問合　なごや環境大学実行委員会事務局　☎・℻223－1223

美
お い

味しい! 楽しい! 美しい! 魅力いっぱい親子森遊び

▲申込フォーム
はこちら

緑警察署術科指導員　木原章雄さんの喜びの声

　みんなで名古屋の公園を魅力的にしていくために、市民や地域、企業
の皆さんからあたたかいメッセージと寄附をいただいて、公園に新し
いベンチや遊具を設置します。ベンチや遊具には、お名前とメッセージ
を記したプレートを取り付け、皆さんの思いを伝えます。
問合　緑政土木局緑地利活用課　☎972－2489 ℻972－4143

なごやかベンチ・まごころ遊具　寄附のお願い

令和5年度　個人市民税・県民税申告会場
日時　2／7（火）～3／15（水）（土曜・日曜・祝休日を除く）
　　　午前8：45～正午、午後1：00～5：15
会場　金山市税事務所1階、区役所第1会議室、支所第1会議室
　　　※郵送による提出にご協力ください。
問合　金山市税事務所市民税課　☎324－9805 ℻324－9825

税の申告会場のお知らせ

令和4年分　所得税・消費税・贈与税の確定申告会場
日時　2／16（木）～3／15（水）（土曜・日曜・祝休日を除く）午前9：15～午後5：00
　　　※ただし、2／19（日）および2／26（日）は開設
会場　愛知県産業労働センター（ウインクあいち）6階
　　　中村区名駅4丁目4番38号
○確定申告会場の入場には、「入場整理券」が必要。
　会場で当日配付またはLINEアプリを使ったオンライン
　による事前発行の二通りで配付。
問合　熱田税務署　☎881－1541 （音声案内に従って操作してください）

▲LINEアプリ
はこちら

春の火災予防運動　3/1（水）～7（火）
「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

　春は空気が乾燥しているため、火災が発生しやすい時季です。火災か
ら尊い命と貴重な財産を守りましょう。
　市内では、コンロによる火災が多く発生していま
す。コンロに火をつけたままその場を離れたなど、
使用時の不注意が火災につながっています。コンロ
を使用する際は、その場を離れないようにして、出
かけるときは必ず火を消してください。
問合　緑消防署　☎896－0119 ℻891－0119
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◆司書のお仕事体験会

日時　3／4（土）午前10：00～正午　対象　中学・高校生。先着5人
申込　2／18（土）午前9：30～窓口か電話にて

◆おはなし会（ストーリーテリング）

日時　3／4（土）午後2：00～2：30　対象　5歳以上。当日先着10人

2月 場所 時間

14（火）
曽根第二公園 14：00～15：00

上汐田教育集会所 15：30～16：30
18（土） 鳴子団地 14：00～16：00
25（土） 大清水東公園 14：00～16：00

28（火）
古鳴海八幡社 13：45～14：45

森下公園 15：15～16：00

3月 場所 時間
2（木） 浦里公園 13：30～14：30
3（金） 鳴海団地 14：00～16：00
4（土） 諸の木北公園 10：00～11：00
9（木） 有松南公園 14：00～16：00

◆おいでよ!青少年宿泊センター!

日時　2／18（土）午後1：30～4：00　対象　小学生～青年

◆聞いて楽しむおはなし会（ストーリーテリング）　

日時　3／9（木）午後4：00～4：30　対象　5歳以上。当日先着10人

◆無料パソコン体験・相談

日時　2／22（水）、3／8（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

◆あかちゃんひろば

日時　2／17・24、3／3・10（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　2／12（日）午前9：30～窓口か電話にて
◆カラクマひろば

日時　2／22（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　2／12（日）午前9：30～窓口か電話にて

◆なごや芝居の広場 第7弾「タクシーの運ちゃん ～桶狭間に想いをはせて～」

日時　2／10（金）午後7：00～、2／11（土・祝）午前11：00～、午後5：00～、　
　　　2／12（日）午前11：00～　
費用　日時指定・自由席一般3,000円 ※障害者手帳などをお持ちの方
　　　は2,700円、高校生以下2,500円 
申込　当日までに窓口にて　　      

申込　2／17（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）

◆S
ス ト ッ プ

TOP! フレイル　みんなde健康体操 ※各回先着13人

◆お楽しみ演芸会

日時　3／5（日）午後1：30～2：30　人数　先着15人　
申込　2／19（日）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　北部 2／17（金）午前10：00～11：30　人数　20人
申込　2／15（水）までに窓口・電話・ファクスにて（団体申し込みの場合は応相談）
◆認知症家族サロン

日時　①南部 2／20（月）　②北部分室2／22（水）（黒石コミュニティセンター）
　　　③北部 2／28（火）拡大版（薬剤師による講義）午後1：30～3：30 
対象　①②認知症の方を介護する家族。当日先着20人　
　　　 ③詳細は北部へお問い合わせください。申し込みは、2／13（月）～

電話にて。先着20人

◆もの忘れ相談医の専門相談

日時　南部 2／16（木）　北部分室 3／9（木）午後1：30～3：00（1人30分）
対象　認知症の方、その家族など。各3人
申込　各回2日前までに窓口・電話・ファクスにて

◆乳幼児向けおはなし会

日時　3／9（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　2／23（木・祝）午前9：30～窓口か電話にて

◆おはなし会よちよち

日時　2／16（木）、3／2（木）午前11：00～11：20、午前11：30～11：50
対象　乳幼児と保護者。当日先着各6組

◆移動児童館「ちびっこ冒険ひろば」

日時　2／14・21・28、3／7（いずれも火曜日）午前10：00～午後1：00
会場　新海池公園（荒天中止）　対象　乳幼児と保護者

◆「こどもじどうかん」指定管理者の公募

　自分が考える理想の児童館（3／27～29）を作ってみたい子どもを募集
します。子どもによる子どものための児童館を自由な発想で実践する
取り組みです。児童館の一部の運営を子どもたちにお任せします。
日時　個別相談会 2／12（日）・18（土）午後2：00～4：00
　　　プレゼンテーション 2／26（日）午後2：00～4：00
対象　小学～高校生

◆赤ちゃんタイム

日時　①2／16（木）②3／9（木）午前10：30～午後0：30
会場　①緑図書館②徳重図書館　　

◆アタマとカラダの健康体操

日時　①2／13（月）②2／20（月）③2／28（火）　
　　　①③午後2：00～3：30②午前10：00～11：30
対象　①②先着各15人③先着10人
費用　各300円　申込　2／11（土・祝）午前9：00～窓口か電話にて

講座名 日時 申込 先着人数

マインドフルネス音楽講座 3／6（月）13：30～15：00 2／21（火）～ 15人

心も踊る☆ロコモフラ 3／7（火）10：00～11：30 2／21（火）～ 13人

医師による健康相談
3／8（水）13：30～14：30 2／14（火）～3／1（水） 5人
3／22（水）13：30～14：30 2／14（火）～3／15（水） 5人

スマホで綺
きれい

麗に写真を撮ろう 3／30（木）13：30～15：30 2／14（火）～ 16人

○原則、講座の申し込みは、市内在住の60歳以上（本人のみ）

◆ぬいぐるみのおとまり会

日時　2／11（土・祝）～16（木）　人数　先着20人
申込　2／11（土・祝）午前9：30～16（木）午後7：00に窓口か電話にて

◆みんなのおはなし会

日時　2／16（木）、3／2（木）午後4：00～4：30　
対象　幼児・小学生。当日先着各10人

◆おはなし会とかんたん工作会

日時　2／25（土）午後1：30～2：00、午後2：30～3：00　
対象　幼児・小学生と保護者。先着各5組
申込　2／11（土・祝）午前9：30～窓口か電話にて
◆親子でふれてみよう!世界の文化

日時　2／26（日）午後1：30～2：30
対象　小学1～3年生と保護者。先着20人
申込　2／12（日）午前9：30～窓口か電話にて

◆認知症予防リーダー養成講座

日時　4・5月の原則火曜日午後（全5回）、その他外部研修あり　
人数　先着5人　申込　2／13（月）～28（火）に窓口にて
◆認知症予防教室（みどりにこやかクラブ）

日時　4～9月の6カ月間で週1回ずつ
　　　木曜日午後クラス、金曜日午前クラス、金曜日午後クラス
　　　午前10：00～正午、午後1：30～3：30　
費用　無料（材料費など実費負担あり）
対象　市内在住の65歳以上。抽選で各８人
申込　2／13（月）～28（火）に窓口にて（上記クラスから1つ選択）

◆緑区地域福祉のつどい ～全盲落語家・桂福点さんの講演会～

日時　3／2（木）午後2：00～4：00　会場　徳重地区会館
◆第34期はつらつクラブ（介護予防事業）の参加者募集

期間　4～9月（6カ月間）　費用　無料（教材費など実費負担あり）
対象　市内在住の65歳以上で、毎週参加できる方。各会場抽選で25人程度
申込　2／13（月）～28（火）に窓口・電話・ファクスにて

曜日 午前（10：00～／11：00～）二部制 午後（13：30～／14：30～）二部制

月 鳴海東部コミュニティセンター 熊の前コミュニティセンター
東丘コミュニティセンター 有松コミュニティセンター

火 鳴海住宅集会所（浦里四丁目229） 桶狭間公民館（桶狭間神明1520）
戸笠コミュニティセンター

水 緑区在宅サービスセンター（鳴子町1－7－1）
黒石コミュニティセンター

木
相原コミュニティセンター 平部町公民館（鳴海町字平部2）
旭出コミュニティセンター

※第3木曜は長根台コミュニティセンター 大高地域コミュニティセンター

金 古鳴海公会堂（鳴海町字上ノ山6） 緑コミュニティセンター滝ノ水コミュニティセンター

申込　午前8：45～電話かファクスにて

日程 講師名 番号 時間 番号 時間

3／2（木） 中村 德
とくこ

子 先生 1 10：00～10：40 2 10：50～11：30

3／7（火） 沼野 由美子 先生 3 13：30～14：10 4 14：20～15：00

3／23（木） 中村 德子 先生 5 10：00～10：40 6 10：50～11：30

いずれの会場も、徳重地区会館
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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

R4.10.16～10.31 2／22
水 13：00～13：20

R4.11.1～11.15 3／8

1歳6
カ月児

R3.7.26～8.6 2／14
火 13：00～13：30

第2子以降

13：30～14：00
第1子

R3.8.7～8.20 2／28

3歳児
R2.1.27～2.10 2／16

木
R2.2.11～2.25 3／2

対象生年月日 日程 受付時間

3・4
カ月児

R4.10.7～10.24 2／15
水 13：05～13：25

R4.10.25～11.11 3／1

1歳6
カ月児

R3.7.28～8.16 2／21
火 

13：05～13：30
第2子以降

13：30～14：00
第1子

R3.8.17～9.3 3／7

3歳児 R2.1.29～2.18 3／9 木

乳幼児健康診査（所要時間は約2時間）
【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

事業名 会場 日程 受：受付時間
開：開催時間 詳細 予約

問合
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 3／3（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  2／13（月）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。

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（❼面右上参照）か前日までに電話にて

事業名 会場 日程 受：受付時間
開：開催時間 詳細 予約

問合

むし歯予防教室
保健センター 2／16（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 3／2（木） 受 9：30～10：30

すくすく歯ッピー教室
保健センター 2／24（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  2／14（火）～20（月）に電子申請（❼面右上参照）にてオンライン 2／24（金） 開 ①9：30～10：00

　  ②10：45～11：15

離乳食料理教室
【入門編】 オンライン 3／3（金） 開 10：30～11：30

対象  区内在住の4～6カ月児と保護者
内容  離乳食（初期～中期）の話、調理実演
申込  2／13（月）10：00～3／1（水）17：00にウェブサイト・窓口・電話にて

子どものアレルギーと
ぜん息相談

保健センター 3／8（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 3／10（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 3／10（金） 開 10：30～11：30

対象  令和2年8月11日～令和3年9月10日生まれの子と保護者1人（兄弟姉妹の付添不可）
内容  幼児食の講話と試食　持物  母子健康手帳、筆記用具
申込  2／14（火）10：00～3／7（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 ①3／14（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）
　　　 ①先着15人②先着10人※①②はどちらか一方のみ。③のみの申し込み不可
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
　　　 ※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  2／13（月）9：00～前日に窓口か電話にて

保健センター
②3／17（金）開 13：15～15：00

③3／24（金）開 9：30～11：00

離乳食・幼児食相談 保健センター 3／16（木） 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　
持物  母子健康手帳、筆記用具
申込  2／20（月）10：00～3／14（火）17：00に窓口か電話にて

パパ・ママのための
気をつけたい食事と薬

オンライン
または

瑞穂保健センター
2／17（金） 開 14：00～15：30

対象  妊婦や子育て中の家族など　
講師  南生協よってって横丁メンタルクリニックみなみ院長の阪

ば ん の

野公
こういち

一さん
申込  2／12（日）までに電子申請（❼面右上参照）にて

育児相談 徳重分室 3／6（月） 受 13：15～14：00 内容  保健師、管理栄養士、歯科衛生士による個別相談　
申込  3／3（金）までに窓口か電話にて

母乳相談
徳重分室 ①2／20（月）

②3／13（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  ①2／17（金）②3／10（金）③3／2（木）までに窓口か電話にて保健センター ③3／3（金） 受 13：10～14：50

子育て総合
相談窓口

☎899－6518

グリーンキッズ 保健センター 3／7（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  2／13（月）9：00～窓口か電話にて

保健看護
担当

☎891－3628

※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

持物　母子健康手帳、バスタオル

　　ペットの災害対策（災害時編）ペットの災害対策（災害時編）食品
犬猫

　災害が発生したら、ペットが逃げ出さないよ
うにリードでつなぐかケージに入れましょう。
同行避難をする場合は、防災用品を持ちペット
を離さないようにして、人とペットの安全に気
を配って避難しましょう。また、避難所では飼
主同士協力して世話をするとよいでしょう。

☑ 避難所ごとの飼育ルールを守る
☑ ペットは逃がさないようにする
☑ 首輪、ケージなどには名札をつける
☑ エサ、ふん尿、抜け毛などの後始末をする

<避難所で気をつけること＞

詳細は市ウェブサイトにて

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

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

新
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クリスマス会で
ゲーム

キャンプでカレーづくり

絞り教室 地域のおまつり

緑区地域子ども会育成連絡協議会事務局（区役所民生子ども課） ☎625-3962  FAX621-6858問合

区役所民生子ども課　 ☎625-3962  FAX621-6858問合

今の子どもたち、同じ友達と遊ぶことが多くないですか。
地域の子どもたちがクラスや学年を超えて一緒になり、さまざまなイベントを楽しみ、きずなを深めていく。「子ども会」にはそのようなシーンがいっ
ぱいあります。町内会や老人クラブと一緒に行う行事もあり、地域の方々と顔見知りになることで子どもたちの世界が広がります。さらに、緑区
地域子ども会育成連絡協議会に加入している子ども会では、伝統産業である「絞り」の教室やキャンプなどを通じて、学区を超えた新たな出会い
も待っています。ぜひ、子ども会に入って楽しく活動してみませんか？

学童保育所のご案内

「学童保育所」は働きながら子育てをしている保護
者に代わり、指導員が小学校下校後の子どもたちを
見守っています。子どもたちは宿題をしたり、おやつ
を食べたりして仲間と楽しく過ごしています。
※角材を三角に組み合わせ、竹馬のように乗る遊具

学童保育所では指導員を募集しています。

土地や建物の貸与にご協力をお願いします。（無償貸与していただける場合、固定資産税・都市計画税が減免になります。）

緑区内学童保育所一覧
学童名 主な対象小学校 電話番号

東丘学童保育みどりクラブ
くすのき児童会
黒石学童保育クラブ
鳴海学童保育クラブ

片平学童保育所たけのこ
あおぞら学童保育クラブ

東丘・相原
長根台
桃山・黒石
平子・鳴海・相原

鳴海東部・小坂

太子・東丘

片平・浦里
徳重・常安

旭出

624-3167
895-1694
878-9614
624-2010

877-6809

621-7797

838-6005
876-9463

895-3238

小坂なるとう学童保育
緑の森クラブ

旭出学童保育所
たいようクラブ

太子学童保育所
こどもクラブ

学童名 主な対象小学校 電話番号
神の倉学童保育クラブ
有松学童保育所
大高学童クラブ
大高南学童クラブ
滝ノ水学童保育所
緑学童ゆうきクラブ
大清水学童保育クラブ

くまのまえ学童保育クラブ
みらい学童保育クラブ

876-8010
621-7170
624-3520
624-2610
892-2688
624-8851
877-4222

895-2484

876-0756
715-8002

神の倉・熊の前
有松・桶狭間・南陵
大高・大高北
大高南

滝ノ水・小坂
緑・大高北・平子
大清水

戸笠・鳴子

熊の前
常安・徳重

鳴子戸笠学童保育
あすなろクラブ

入会手続きなどの詳細は各学童へお問い合わせください。

わっしょい！
わっしょい！

おいしく
できるかな？うまく

入るかな？

縫って、
絞って…！ 自分で染めた絞りのTシャツ！似合うでしょ！

ふえたよ！ふえたよ！友達友達
いろ ん ないろ ん な子ども会で子ども会で

ヤットコ（※）で遊ぼう！

学童保育所のようす

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


