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広報なごやは毎月10日までにお配りしています。
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記事の内容
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毎月11日以降のものを掲載しています。
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↓家庭でできる家具転倒防止対策

ぜひ読んでね！
今 月 の 特 集

備えよう！南海トラフ巨大地震
家庭でできる地震対策
市長コメント

「自宅の家具転倒防止対策、
皆さまもやってちょ！」など

新型コロナウイルス感染症について

※今後の状況により変更となる場合があります。

相談窓口はこちらからも
■同感染症について不安のある方は、
以下の相談窓口にご連絡ください。
ご確認いただけます↓
厚生労働省電話相談窓口
0120-565653
（午前9：00～午後9：00）FAX 03-3595-2756
■同感染症の感染が疑われる方は､帰国者･接触者相談センター
（保健センター）
にご相談ください｡
（月曜～金曜日の午前9：00～午後5：30）
千種区 ☎753-1982 東 区 ☎934-1218 北 区 ☎917-6552 西 区 ☎523-4618
中村区 ☎481-2295 中 区 ☎265-2262 昭和区 ☎735-3964 瑞穂区 ☎837-3264
熱田区 ☎683-9683 中川区 ☎363-4463 港 区 ☎651-6537 南 区 ☎614-2814
守山区 ☎796-4623 緑 区 ☎891-3623 名東区 ☎778-3114 天白区 ☎807-3917
※月曜～金曜日の午後5：30～翌午前9：00、
土曜・日曜日・祝休日の午前9：00～翌午前9：00は 中保健センター ☎249-3703
※午後8：00～翌午前9：00は、
緊急の相談に対応するオンコール体制となります。
■最新情報は市ウェブサイト
（www.city.nagoya.jp）
をご覧ください｡

「新型コロナウイルス
接触確認アプリ」
の
インストールをお願いします｡
アンドロイド

Android端末を
→
ご利用の方

iOS 端末を

← ご利用の方

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や内容変更となる場合があります。各催しの問い合わせ先へご確認ください。
市政に関する
お問い合わせは

名古屋おしえてダイヤル

052 - 953 - 7584
052 - 9 71 - 4894

午前8：00～午後9：00
年中無休

7584 @ oshiete - dial.jp

よくある質問をウェブサイトで公開しています。
名古屋おしえてダイヤル
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新型コロナウイルス感染症の影響が続きますが、
南海トラフ巨大地震などへの地震対策も忘れてはいけません。
家で過ごす時間が増えた今だからできることとして、
地震対策における“家具”に注目してみましょう。

自宅の家具転倒防止対策、
皆さまもやってちょ！
市民の皆さま、
事業者

宅で過ごす時間が増えたかと思います。そんな中で

の皆さま、
新型コロナウイ

皆さまにお願いしたいことがあります。それは、
寝室

ルス感染症の拡大防 止

の家具転倒防止対策の実施です。

在宅避難のための準備にもつながります。
来年３月で東日本大震災から１０年が経過します。
南海トラフ巨大地震などの大規模地震はいつ発
生してもおかしくありません。

にご協力いただき、
ありが

阪神・淡路大震災では、
亡くなった方の約８割が

とうございます。また、
市民

家屋の倒壊や家具の転倒による圧迫死・窒息死

の健康と命を守るために

でした。寝ている時は無防備です。寝室の家具レイ

対策のやり方」
を2分以内の動画で紹介してい

日々、
最前線で戦っている

アウトを見直したり、家具転倒防止対策をしたり

ます。市民の皆さま、
これを機に、
まず

市ウェブサイ
トでは、
「分かりやすい家具転倒防止

医療関係者の皆さまに、 することが命を守るための行動として大変重要です。 は寝室の家具転倒防止対策から
また、
自宅の家具転倒防止対策を行うことで、

改めて心より感謝を申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、
ご自

やってちょ！

地震発生時に命を守ることができるだけでなく、

特に就寝中は無防備になってしまうため、
家具の転倒により
負傷する危険性が高くなります。

動画の視聴はこちら→

倒れた家具が避難経路をふさいでしまう
恐れがあります。

自分自身や大切な家族の命を守るために、
家族全員の寝室をチェックしましょう。
家具転倒防止器具がなくても、
家具レイアウトを見直すことで、
自宅の地震対策ができます｡

寝室に家具を置かない

背の高い家 具は置か
ない(重心を低くする
ことで倒れにくくする)

避難経路は
ふさがれ
ませんか？

家具の下敷きには
なりませんか？

家具レイアウトの見直しが難しい場合は、
家具を固定して安全を確保しましょう。

ねじ式

粘着式

ストッパー式
家具の上部と
壁をつなぎ、
転倒を防ぐ
家具の下に
設置して前方へ
倒れにくくする

ポール式
組み合わせて
使えば
より効果的

天井と家具を
突っ張ることで
固定

自力で家具転倒防止を行うことが困難な世帯には、
「家具転倒防止ボランティア」
を派遣しています。詳しくは各区の消防署総務課にお問い合わせください。

南海トラフ巨大地震はいつ発生してもおかしくありません。
自宅の家具転倒防止対策を行うことで、
地震発生時に命を守ることができるだけでなく、
在宅避難ができる準備にもつながります。
地震に見舞われたときに後悔しないように、
家具転倒防止対策をしておきましょう！
問合 消防局消防課 ☎ 972-3543 FAX 951-8463
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新型コロナウイルス感染症の影響で、
家庭で過ごす時間が増え、
家庭から出るごみの量が増えています。
円滑で安全なごみの収集・処理を行うため、
以下の点にご協力ください。

可燃ごみ
収集車がごみを圧縮する際に袋が破裂することがあるため、

ごみを出す際の心掛けとして、

● ごみ袋は空気を抜いてしっかりしばる

ごみを捨てた後は手を洗う

● マスクやティッシュは袋を二重にして捨てる
● 中身を詰めすぎない

粗大ごみ(事前予約制)

直接持ち込み（自己搬入）
混み 合って渋 滞 が 発 生すること
もあります。
お急ぎでない場合は
持ち込みを控えてください。

「粗大ごみ受付センター」
への電話がつながりにくい場合があります。
いつでも申し込めるインターネット受け付けをご利用ください。
インターネット受け付けの締め切りは、
収集日の10日前です
（お住
まいの地域により収集日が異なります）
。

こちらからアクセス↑

詳しくはこちら↑

問合 環境局作業課 ☎ 972-2394 FAX 972-4133

｢食品ロス｣とは､食べ残し､手つかずなど､本来は食べられるのに捨てられてしまう食べ物のことです｡
日本では､毎年約600万トンの食品ロスが発生していると推計されています｡
“もったいない”食品ロスを減らすために､家庭でできることから始めてみましょう｡
買い物の時に…
□ 冷蔵（冷凍）庫の在庫をチェックしましょう。
●事前に冷蔵
（冷凍）
庫内を携帯電話で撮影したり、
買い物リストを作ったりして、
必要な分だけ購入

□ バラ売りなどで必要な分だけ購入しましょう。
□ すぐ使う食品は売り場の手前の物から選びましょう。

食品を買った後に…

スッキリ
活用！！

□ 「消費期限」と「賞味期限」の違いを理解しましょう。 □ 冷蔵（冷凍）庫を整理しましょう。
「消費期限」→安全に食べられる期限
「賞味期限」→おいしく食べられる期限
●
「賞味期限」
を過ぎてもすぐに食べられないということでは
ないので、
見た目やにおいなどで個別に判断
※一度開封した商品は、
期限に関わらず早く食べましょう！

●定番食材や期限の近いものはまとめて収
納し、使い忘れないように
●調味料はドアポケット、
肉類はチルド室など
定位置を決めて、
二重買いなどの無駄を防ぐ
●冷凍庫に収納するものは、取り出しやすく
在庫が見やすいように、
立てて保存する

食品が余ってしまったら…
しません！

□ 「使い切りレシピ」に挑戦してみましょう。

使 い 切りレシピ

①冷蔵庫に余っている野菜を一口大に切る
②鍋に①と水・コンソメを入れて煮込む
具だくさんのベジスープ
③野菜が柔らかくなったら、
塩で味を調える
カレー粉やトマト缶を入れると味をアレンジできます。

作品の募集

例えば…

食品ロスについての思いやエピソードを
川柳で表現。優秀作品には賞品あり！
（土）
消印有効
受付 10/31

□ 手つかずの食品は「フードドライブ」に寄付する方法もあります。
「フードドライブ」
とは
家庭で余っている食べ物を持ち寄り、
福祉施設
やフードバンクなどに寄付する活動です。

実施場所や集める食品の基準など、
詳しくは市ウェブサイト参照
市ウェブサイト フードドライブ

案内配布 市ウェブサイト・区役所情報コーナーなど
問合 同コンテスト事務局
（株式会社中広内）
☎ 571-2139 FAX 561-2139

検索

問合 環境局資源化推進室 ☎ 972-2390 FAX 972-4133
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パープルリボンキャンペーン

［DVの具体的な相談事例］
配偶者や恋人などからの暴力
（DV）
に悩んで
いませんか？以下のことをされていないか、
チェックしてみましょう。
ドメスティック バイオレンス

パープルリボンには「女性に対する

DVの証拠を
残したいけれど、
どうすればいいのか。

あらゆる暴力をなくしていこう」
という
暴力をふるっていた
配偶者と別居は
できたが、
「子どもに会わせろ」
と
言われている。

※DVとは、
Domestic Violenceの略称です。

殴る・蹴る・首を絞める・物を投げる
（身体的暴力）
ばかにする、
無視する
（精神的暴力）
生活費を制限する、
渡さない
（経済的暴力）

メッセージがこめられています。
キャン
ペーンに合わせ、
東山スカイタワーを
パープル
（紫）
にライト
アップします。

「別れたい」
なんて怖くて
言えない。

日時

性行為・中絶を迫る
（性的暴力）

11/12
（木）
～25
（水）
日没後～午後9:00

１人で抱え込まずに、まずは相談窓口へ。

子どもに悪口を吹き込む

市配偶者暴力相談支援センター ☎ 351-5388

いつも命令口調で怒鳴る
うまくいかないことがあると、
なんでも私の
せいにする
家族や友人との付き合いを制限する

月曜～金曜日(祝日除く)の午前10:00～午後5:00

セミナーの開催

DV被害者ホットライン ☎ 232-2201

法律セミナー
「離婚とDV」
など、
さま

土曜・日曜日・祝日の午前10:00～午後6:00

ざまなセミナーを開催しています。

女性のための総合相談
（ 6 面参照）

詳しくは

イーブルなごや

検索

問合 スポーツ市民局男女平等参画推進室 ☎ 972-2234 FAX 972-4206

環状交差点（ラウンドアバウト）はどうやって通行するの？

名古屋市初
名古屋城

環道内は右回り
（時計回り）に走行

名地
城下
線鉄

市役所駅
名古屋
市役所

名
鉄
瀬
戸
線

直

＜注意点＞
・できる限り左端を徐行

東大手駅

進

左折
環道から出る時は
左ウィンカーで合図
＜注意点＞

愛知県庁

実施場所 中区三の丸二丁目

環状交差点（ラウンドアバウト）は
どんな効果があるの？

環道内には徐行して
左折進入

・歩行者の横断、
自転車の
巻き込みに注意！

中央島

逆走

＜注意点＞
・ウィンカー不要

禁止

環道
分離島

環道内を走行している
車両が優先

安全性が向上します

転

右折

回

車両の速度が下がります
歩行者が横断しやすくなります
重大事故が起きにくくなります

交通ルールを守って、安全な通行をお願いします。
問合 緑政土木局道路維持課 ☎ 972-2859 FAX 972-4184

皆さんの意見を市政に

パブリックコメント

皆さんのご意見を
お寄せください

計画(案)･資料などの配布･閲覧は区役所情報コーナー･市民情報センター(市役所
西庁舎1階)のほか､市ウェブサイトでもご覧いただけます｡点字版･音声変換用テキスト
ファイルを希望される方は問い合わせ先へご連絡ください｡

①子どものための教育・保育給付
（保育所等入所）
に関する事務
特定個人情報保護評価の再実施
②児童手当に関する事務 特定個人情報保護評価の再実施
個人番号
（マイナンバー）
を含む個人情報の管理方法について、
情報漏えいなどのリスク
を分析し、
これらに対する軽減措置をまとめた全項目評価書（案）
を策定しました。
配布･募集期間
①② 10/15(木)まで
③ 10/30(金)まで

③名古屋市みどりの基本計画2030
（案）
新しい時代に向けた緑のまちづくりを進めていく
ため、名古屋市の新たな「みどりの基本計画」
の案を策定しました。

問合 ①子ども青少年局保育企画室 ☎ 972-3028 FAX 972-4146
a2528@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
②子ども青少年局子ども未来企画室 ☎ 972-2522 FAX 972-4204
a2522-10@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
③緑政土木局緑地事業課 ☎ 972-2486 FAX 972-4142
a2487@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp
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名 古 屋 で 買 お ま い ★

名古屋商工会議所・名古屋市商店街振興組合連合会などで組織する実行委員会がプレミアム商品券を発行します。
価格 1冊1万円(千円×12枚つづり) 販売総数 抽選で108,350冊 購入冊数 1人3冊まで 利用期間 11/19(木)～来年1/31(日)
利用店舗 市内1,300店以上の登録参加店舗 ※詳しくはホームページか、
区役所情報コーナーなどで配布の案内をご覧ください。 対象 市内在住の方
申込 ホームページかはがき
（1人1応募まで。
住所・氏名・希望冊数・下記から希望の引換所の番号1つを記入）
でプレミアム商品券事業実行委員会
（〒450-8799 名古屋西
郵便局留） 受付 10/15
（木）
必着 当選発表 当選者のみに当選通知はがきを郵送。
11/12
（木）
発送予定
1万円で１万2千円分の
お買い物ができます！

名古屋で買おまい★プレミアム商品券引換所一覧表
区 番号

引換所

所在地

千 1 時計･宝石･メガネ タカギ
種 2 スポーツプラザ トキワ

電話番号

末盛通5-6

751-8016

今池五丁目7-23

733-3171

東 3 市民ギャラリー矢田4階第1展示室 大幸南一丁目1-10
まど い

引換所

区 番号

所在地

たいぶんどう

下記コールセンターへ

熱 16 泰文堂書店
マリ
カフェ
田 17
MARI CAFE
中 18 おとうばし薬局
川 19 三共酒店

西郊通2-16

682-3797

金山町一丁目5-2

683-7868

尾頭橋三丁目5-22

253-6400

打出一丁目163

352-1917

20 かわむらや

土古町2-12

381-5330

21 山田商店

名港一丁目20-8

661-1156

22 ゑびすや

鳴浜町1-48

611-2802

23 コーヒーパーラー ミハル

笠寺町西之門53-2

822-5464

4 円居
5 エディオン楠あじま店

大曽根二丁目11-8

981-1778

楠味鋺五丁目1203

901-4683

6 丸一ストアー円頓寺店

那古野二丁目8-10

565-1221

7 くらしの衣料大沢屋

城西四丁目26-21

531-4204

中 8 ファミリーマート則武店
み の こう
村 9
きもの美濃幸
10 坪井花苑本店
中
11 大須商店街連盟事務所

則武二丁目15-8

459-3013

名楽町1-32

471-2171

錦三丁目21-18

961-6666

大須三丁目38-9

261-2287

昭 12 八百万商店
和 13 メンズ ハウス ロダン

丸屋町1-3-8

881-5969

桜山町5-98

851-0023

瑞 14 時計･宝飾･メガネ 宇佐美
穂 15 リラ美容室

瑞穂通1-4

841-4611

藤が丘162
名 28 藤が丘中央商店街事務所
東 29 学生服・ユニフォーム・婦人服 エグチ 引山二丁目102

雁道町1-18

881-7820

天白 30 地下鉄
「原」
駅構内ギャラリー 原一丁目513

北
西

電話番号

港
南

守 24 ホンダカーズ東尾張 名古屋守山店 更屋敷4-12
山 25 文具ショップ ピーエス
大森四丁目201
緑

794-6355
798-5140

26 アオマツヤ

鳴海町本町106

621-0255

27 小島洋品店鳴海店

篭山二丁目1308

876-7213
773-7711
771-1382
下記コールセンターへ

商品券の引き換え
（購入）
方法 11/19
（木）
～23
（月・祝）
午前10:00～午後7:00に希望した引換所にて当選通知はがきと引き換えで購入
問合 プレミアム商品券コールセンター ☎ 0570-011-758
（午前9:00～午後5:00。
土曜・日曜日・祝休日を除く、
ただし11/21～23は受け付け）
(経済局地域商業課 ☎ 972-2428 FAX 972-4138) 名古屋で買おまい 検索

職員給与などの公表

職員の平均給料月額、
平均給与月額、
平均期末・勤勉手当額及び
平均年齢（令和2年4月1日現在）

表3

平均給料月額

名古屋市で働く職員の給与のあらましについて紹介します。
一般行政職
（事務職員、
技師など）

給与などの決定のしくみ
○名古屋市職員の給与は、
市人事委員会が市内民間企業の従業員の給与を調査
した上で行う勧告を踏まえ、
市会の議決を経て定められています。
○市長、
議員の報酬などは、
市内の公共的団体の代表者などによる特別職報酬等
審議会の答申を踏まえ、
市会の議決を経て定められています。

315,800円 384,500円

41.2歳
1,871,500円

331,900円 392,800円

（4.5月分）

52.6歳

(注) 1 平均給与月額は、
給料、
調整額、
地域手当、
扶養手当、
住居手当、
管理職手当及び単身赴任手当
の合計
2 平均期末・勤勉手当額は、
令和元年度における支給実績

歳出額に占める人件費の推移（普通会計決算）

表1

令和元年度の人件費は、
本市人事委員会の勧告に基づく給与改定等により増加
していますが、
人件費率は減少しています。
歳出額

（億円）

人件費

14,000
12,000
10,000

人件費率

11,584
10,599

10,469

25

12,172

11,952
22.2

（%）

21.7

21.5

15

15.6

6,000

10

4,000
1,633

2,000
0

20

2,571

1,642

2,589

2,622

5
0

平成27年度

平成28年度

平成29年度

（見込み）
平成30年度 令和元年度

※平成29年4月に義務教育などにかかる教職員の給与負担及び定数決定などの権限が愛知
県から本市に移譲されたことに伴い、
平成29年度の人件費が増加しています。

人件費

表4

職員数の状況（各年4月1日現在）
区分

部門

＝

11,411 11,442

特別行政

14,999 15,566

合

1人あたりの給与費(B)/(A)=701万4千円
職員手当
333億
6,335万円

給料
1,037億5,178万円

表5

職員数
（A）
26,320人

計
（B）
1,846億1,994万円

問合 総務局給与課

8,901

35,077 35,909

減員

増員

31 ・保育園2園の社会 ・教職員の育児休業
福祉法人への移管 代替者などの任用
567
・営業所業務執行体 制度の見直し
・非常勤職員の任用
（上下
234 制の見直し
制 度 の 見 直し（ 交
水道局）
通局）
832

特別職の報酬など（令和2年4月1日現在）
期末手当額

給料月額/報酬月額

6月期

12月期

市長

500,000円

1,000,000円

1,000,000円

副市長

946,800円

2,623,583円

2,623,583円

1,041,250円

2,575,562円

2,930,812円

副議長

916,300円

2,266,495円

2,579,115円

議員

841,500円

2,081,475円

2,368,575円

議長
期末・勤勉手当
475億481万円

計

8,667

主な増減理由

派遣職員や育児休業者などを含む。
ただし、
「公益的
(注) 1 職員数は一般職に属する職員数であり、
法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」
第10条第2項に規定する退職派遣
者などを除く。
2 特別行政部門は、
教育・消防部門
3 公営企業等会計部門は、
病院・水道・下水道・交通部門など

給料＋各種手当＋共済組合・社会保険負担金など

職員給与費
（令和元年度普通会計決算見込み）

対前年
増減数
令和元年 令和2年 （人）
職員数
（人）

一般行政

公営企業等会計
15.5

8,000

表2

技能労務職
（清掃作業員、
自動車運転手など）

平均給与月額 平均期末・勤勉手当額（支給月数） 平均年齢

(注) 給料月額、
報酬月額及び期末手当額は特例条例による減額後の額

☎ 972-2135 FAX 972-4115

市ウェブサイト

職員給与

検索

５

６

2
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■広報なごや10月号には…
記事の内容(開催日･申込期限など)が原則
10月11日(日)以降のものを掲載しています｡
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■案内書・募集要項などの配布物・市ウェブサイト
などでの案内は…
日にちの記載がない場合は原則、10月1日(木)
からです。

/10 月

/11 月

2020
日
4
11
18
25

月
5
12
19
26

火
6
13
20
27

水
7
14
21
28

木
1
8
15
22
29

金
2
9
16
23
30

土
3
10
17
24
31

2020
日
1
8
15
22
29

月
2
9
16
23
30

火
3
10
17
24

水
4
11
18
25

木
5
12
19
26

金
6
13
20
27

土
7
14
21
28

○印は区役所・支所、市税事務所・出張所の日曜窓口の実施日：午前8：45～正午｡
取扱業務は転入・転出届の受付や各種証明書の交付など。詳しくは区役所・支所、市
税事務所・出張所、名古屋おしえてダイヤル☎953-7584（おかけ間違いにご注意く
ださい）

〈往信用表面〉〈返信用裏面〉

■市役所への郵便物は…
郵便番号
（〒460-8508）
と局・課名のみで
届きます。
■市ウェブサイトのアドレスは…
http://www.city.nagoya.jp
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こちらから
アクセス→

■はがき・封書・ファクス・Eメールの記入は…
右記の往復はがき記入例と同様の記入事項を
お書きください。
■市電子申請サービスでの申し込みは…
https://www.e-shinsei.city.nagoya.jp

〈返信用表面〉〈往信用裏面〉

こちらから
アクセス→

※記載の休所日の他に、
施設などにより休みの場合があります。
※インターネットを使用するものには通信料がかかります。

新型コロナウイルス感染症の影響について
掲載されているイベントや行事などについては、
中止や内容変更となる場合がありますので､あらかじめご了承ください。
最新情報は各問い合わせ先へご確認いただくか、
市ウェブサイトをご覧ください。

生活・福祉
市営住宅 入居者の先着順募集
一般募集で応募のなかった住宅が対象
対象 市内在住か在勤､住宅に困窮､親
族と同居(単身者向け住宅を除
く)で収入要件などを満たす方｡
先着
受付 <単身者向け>11/6(金)午前
10:00～<一般､多家族･多子世
帯向け>11/6(金)午後2:00～
案内 10/27(火)～区役所総務課･支
配布 所区民生活課､住まいの窓口(中
区栄三丁目)､市住宅供給公社
(西区浄心一丁目)
☎523-3875 FAX523-3863
小学校新1年生の入学案内
①入学前の健康診断…10月中旬ご
ろに案内を送付
②就学通知書…来年1月末までに送付
③外国籍で公立小学校へ入学を希望
する方…区役所市民課･支所区民
生活課へ申請
※住所を偽って他学区の学校へ通学
することは認められていません
(特別な事情があるときはお問い
合わせください)｡
対象 平成26年4月2日～平成27年4
月1日生まれの方
問合 ①教育委員会学校保健課
☎972-3246 FAX972-4177
②③区役所市民課･支所区民生
活課

福祉向市営住宅 入居者の募集
①ひとり親世帯②障害者世帯③車い
す利用者専用④高齢者世帯･高齢者
専用⑤親子隣居･親子同居世帯(②④
は単身者向けあり)
対象 市内在住か在勤の方で収入要件
を満たす方｡申込区分により追
加要件あり｡抽選
受付 11/2(月)～16(月)消印有効
案内 10/30(金)～区役所福祉課･民
配布 生子ども課､支所区民福祉課

認可保育所(名称未定)の
新規開所(11/1～)
場所 天白区植田南三丁目
対象 市内在住で0～5歳の子｡6カ月
から6歳に達した日以降の最初
の3/31まで利用可｡選考で60人
問合 (利用申込について)区役所民生
子ども課･支所区民福祉課
(施設整備について)子ども青少
年局保育企画室
☎972-2529 FAX972-4146

私立高校授業料の補助
対象 市内在住で県内の私立高校に通
う生徒と保護者のうち､県が独
自に実施する授業料軽減の対象
範囲外で､世帯の市県民税所得
割額が基準額未満の方
問合 各私立高校･教育委員会学事課
☎972-3219 FAX972-4175

歯周疾患検診を受けましょう
健康でいるためには､よくかんで食べ
ることが大切です｡お口の健康を維持
するため､この機会に受診しましょ
う｡令和元年度無料クーポン券の期限
は来年3月31日まで延長しています｡
場所 市内協力歯科医療機関約1,200
カ所
対象 市内在住で令和2年4月1日現在
40･45･50･55･60･65･70･75･
80歳の方
料金 無料(精密検査や治療は自己負担)
問合 健康福祉局健康増進課
☎972-2637 FAX972-4152

就学援助 入学準備金(51,060円)
の入学前支給の申請
10月中旬ごろに送付
する｢入学前の健康診
断｣の案内に同封の｢就
学援助のお知らせ｣を
ご覧ください｡
対象 経済的な理由で､お子さんを来
年4月に市立小学校へ就学させ
ることが困難な方(要件あり)
受付 入学前の健康診断時(学校によ
り異なる)
問合 入学予定の市立小学校･教育委
員会学事課☎972-3217
FAX972-4175

市営温水プール回数券の購入補助
大人回数券を1冊につき千円補助(1
世帯4冊まで)｡市営温水プールで販売
期間 来年2/28(日)まで
対象 市国民健康保険加入者｡購入時
に同保険証(資格証明書は不可)
の提示が必要
問合 健康福祉局保険年金課
☎972-2567 FAX972-4148

認可保育所など(名称未定)の
新規開所(来年4/1～)
★認可保育所
場所 東 区 葵 三 丁
目､北区成
願 寺 二 丁
目､中村区
太閤通､中区丸の内一丁目､
昭和区桜山町､瑞穂区初日
町･北原町､中川区尾頭橋二
丁目･荒子二丁目､港区佐野
町･東茶屋一丁目､緑区鳴子
町･曽根二丁目･姥子山三丁
目･大高町､名東区藤森二丁
目･香南一丁目､天白区八事
山
対象 市内在住で0～5歳の子｡6カ
月から6歳に達した日以降の
最初の3/31まで利用可｡選
考で各60～120人
★認定こども園
場所 ①中川区大当郎二丁目②中
川区福島一丁目
対象 ①市内在住で1～5歳の子｡6
歳に達した日以降の最初の
3/31まで利用可②市内在住
で0～5歳の子｡6カ月から6
歳に達した日以降の最初の
3/31まで利用可｡選考で①
25人②30人
問合 (利用申し込みについて)
区役所民生子ども課･支所区民
福祉課
(施設整備について)
子ども青少年局保育企画室
☎972-2529 FAX972-4146

無 料 相 談 窓 口 案 内
高齢者排せつケア
電話相談

は い せ つ

高齢者排せつケアコールセンター ☎364-8172

月曜～金曜日の午前10:00～午後4:00(祝休日休み)｡排尿･排便･介護方法に関すること
などの相談｡看護師などの専門職が対応｡対象は排せつでお悩みの高齢者や家族など
※ファクスでのお問い合わせは健康福祉局高齢福祉課955-3367
ひとり親家庭の
母などの就業相談

ジョイナス.ナゴヤ(中区栄三丁目)
☎252-8824 FAX252-8842 HP joinas-nagoya.jp

月曜～金曜日の午前10:00～午後6:00･土曜日の午前10:00～午後4:00(祝休日休み)｡
就業に関する相談など｡キャリアカウンセラーによる就業相談や臨床心理士による心理
カウンセリングは予約制｡対象はひとり親家庭の親･就労意欲のある20歳未満の子･寡婦
養育費相談

養育費相談専用電話(愛知母子･父子福祉センター内)
☎915-8816 FAX915-8444

月曜～金曜日の午前10:00～午後4:00(祝休日休み)｡養育費や子との面会交流などの
相談。専任の相談員が対応｡必要に応じて司法書士などによる面接相談･書類作成支
援･同行支援を実施｡対象はひとり親家庭の親か寡婦(離婚前の相談も可)

女性のための
総合相談

イーブルなごや相談室(中区大井町)
☎321-2760
つながろう

月曜･火曜･金曜～日曜日の午前10：00～午後4：00､水曜日の
午前10：00～午後1：00･午後6：00～8：00(祝日休み)｡家族関
係や女性に対する暴力などの相談｡面接相談は予約制｡対象は
女性
※ファクスでのお問い合わせはスポーツ市民局男女平等参画
推進室972-4206

消費生活相談

消費生活センター(中区栄一丁目)
☎222-9671 FAX222-9678
HP seikatsu.city.nagoya.jp

月曜～金曜日は面接･電話相談､土曜日は電話相談のみ(祝休日
休み)｡いずれも午前9:00～午後4:15｡対象は市内在住か在勤
(学)の方
※Eメールによる相談もホームページから受け付けています｡
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往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照
高齢者インフルエンザ予防接種 無料
今年度に限り無料で実施
日程 10/15(木)～来年1/31(日)
場所 市内指定医療機関
対象 名古屋市に住民登録があり､予
防接種実施時点で65歳以上の
方か､60～64歳の心臓･腎臓･呼
吸器の機能障害またはHIVによ
る免疫機能障害(いずれも身体
障害者手帳1級相当)がある方
問合 健康福祉局感染症対策室
☎972-3969 FAX972-4203
養育費などに関するセミナー 無料
①名古屋市のひとり親家庭への支援策
日時 10/24(土)午後4:00～6:00
②ひとり親家庭の子育て
日時 11/28(土)午後4:00～6:00
③離婚に踏み出す前に考えておきた
いこと
日時 来年1/23(土)午後4:00～6:00
場所 ジョイナス.ナゴヤ(中区栄三丁目)
対象 市内在住の離婚を考えている方
かひとり親家庭の親｡抽選で各
10人｡託児要予約
申込 ホームページ･電話･ファクスで
同所☎252-8824 FAX252-8842
受付 ①10/17(土)②11/21(土)③来
年1/16(土) まで
HP joinas-nagoya.jp
ひとり親家庭親子向け
市有施設優待利用券の配布(11/1～)
お住まいの区の区役所民生子ども
課･支所区民福祉課で｢優待券｣を受
け取り､以下の施設へ提出すると無
料で利用できます(常設展示のみ)｡
利用券の有効期限は､11/1(日)～来
年10/31(日)です｡
★名古屋城(中区本丸)
★市美術館(中区栄二丁目)
★市科学館(中区栄二丁目)
★東山動植物園(千種区東山元町)
★市博物館(瑞穂区瑞穂通)
★蓬左文庫(東区徳川町)
対象 児童扶養手当受給世帯かひとり
親家庭等医療費助成の対象世帯
の親子
問合 子ども青少年局子ども未来企画
室☎972-2522 FAX972-4204
ほう さ

高齢者世帯の実態把握調査に
ご協力ください
援助が必要な高齢者世帯を把握する
ための調査｡今年度は新型コロナウ
イルス感染防止のため､10月に郵送
で簡易調査を行います｡
対象 令和元年9月以降､65歳になっ
た1人暮らしの方か､新たに75
歳以上の方のみになった世帯
問合 健康福祉局高齢福祉課
☎972-2544 FAX955-3367

なごや認知症の人おでかけあんし
無料
ん保険(10/1～)
事前申請し同保険に加入した方が日
常生活の中で事故を起こした時の損
害賠償などを補償します｡
★個人賠償責任保険…上限2億円
★給付金…<相手方が市内在住で死
亡･後遺障害となった場合>上限3
千万円<相手方が市外在住で死亡
した場合>15万円
対象 市内在住で認知症の診断を受け
た方
案内 市ウェブサイト
問合 認知症相談支援センター
☎734-7099 FAX734-7199
(健康福祉局地域ケア推進課
☎972-2549 FAX955-3367)
10月はピンクリボン月間です
ピンクリボンとは、乳がん
についての正しい知識の
普及、早期発見・早期治療の
大切さを伝えるための世界
共通のシンボルマークです。
★女性医師によるレディースがん検診
（①子宮・乳・大腸・肺がん②胃がん）
日時 11/23(月・祝)①午前10:00～
正午・午後2：00~4：00②午前
10:00～正午
場所 明治安田生命名古屋ビル(中
区新栄町)
対象 市内在住の昭和56年3月31日
(子宮がん検診は平成13年3月
31日)までに生まれた女性で､
職場などでがん検診を受診す
る機会のない方｡ただし、
子宮・
乳・胃
（内視鏡検査）
がん検診を
前年度受診した方は除く｡先着
で①各100人②40人
料金 500円(免除制度あり)
申込 10/12(月)午前9:00～
ホームページか電
話で集団健診予約
受付センター
↑ホームページは
こちら
☎0570-041758
問合 健康福祉局健康増進課
☎972-2637 FAX972-4152
10月は里親月間です
里親の募集について随時相談･受け
付けを行っています｡
対象 市内在住で､家族と暮らすこと
が困難な子どもを養育していた
だける方
問合 各児童相談所
★中央(千種･東･北･中･昭和･守
山･名東区)
☎757-6111 FAX757-6122
★西部(西･中村･熱田･中川･港区)
☎365-3231 FAX365-3281
★東部(瑞穂･南･緑･天白区)
☎899-4630 FAX896-4717

もの忘れ検診を受診しましょう! 無料
認知症を早期に発見するため､認知
機能の低下について簡易的に検査し
ます。
1年度に1回のみ受診可
対象 市内在住で65歳以上の方(受診す
る年度で65歳になる方を含む)
場所 市内約500カ所の協力医療機関
案内 市ウェブサイト
問合 名古屋おしえてダイヤル
☎953-7584 FAX971-4894
ボランティアあそびっこの募集
友達との関わりが苦手な小中学生の
遊び相手として家庭訪問などを行う
対象 1年以上登録可能な18～29歳(高
校生を除く)で11/6(金)･7(土)の
事前研修に参加できる方｡選考
申込 電話か直接､西部児童相談所(中
川区小城町)☎365-3278
FAX365-3281
受付 10/30(金)まで

スポーツ・健康
障害者ふれあい教室
①フライングディスク②みんなで体
を動かそう!
日時 11/22(日)午前10:00～正午
場所 ①昭和生涯学習センター(昭和
区石仏町)②南生涯学習セン
ター(南区東又兵ヱ町)
対象 15歳以上で知的障害のある方
と保護者｡先着①20人②15人
料金 実費負担あり
申込 10/12(月)午前10:00～電話か
ファクスで名古屋手をつなぐ育
成会☎671-6211 FAX671-6214
問合 健康福祉局障害企画課
☎972-2585 FAX951-3999
マラソンフェスティバル
ナゴヤ･愛知 ランナーの募集
①名古屋シティマラソン(男女ハーフ
マラソン)②名古屋ウィメンズマラ
ソン(フルマラソン)の参加者の募集
日程 来年3/14(日)
対象 ①高校生を除く18歳以上の方
②19歳以上の女性①先着9千人
②抽選で1万1千人
料金 ①1万3千円②2万6千円
受付 ①11/26(木)午後8：00～12/2(水)
②11/4(水)午後8：00～11/10(火)
要項 ホ ー ム ペ ー ジ ･ 区 役 所 情 報
配布 コーナー･市スポーツ施設
問合 マラソンフェスティバル ナゴヤ･
愛知ランナーコールセンター
☎0570-55-0661
(スポーツ市民局スポーツ戦略室
☎972-3294 FAX972-4417)
HP marathon-festival.com

ペ ッ ト 、オ ー ラ イ ？

名古屋市の施策や施設などを動画で分かり
やすく紹介しています
ナゴヤの魅力発信、健康･子育て・福祉、追憶
の名古屋など、興味があるチャンネルをぜひ
ご覧ください！
まるはっちゅ～ぶ

検索

問合 市長室広報課☎972-3134 FAX972-4126

ペットの飼い主としての心構えをセルフ
チェックしながら学べます。葛飾北斎が描い
た｢北斎漫画」
がモチーフ!(2ch生活)
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く ら し の ガ イ ド
10･11月はスポーティブ･ライフ月間
運動･スポーツに親し
み 、関 心 を 高 め る た
め､スポーツ施設など
で各種スポーツやイ
ベントを実施します｡ ↑ホームページは
こちら
★いつでも東山一万歩
ウオーキング…約60h aの森の中
の､約半分が未舗装の6.2kmの
コース｡小学生以下は保護者同伴。
案内掲載のクイズラリー参加者に
先着で景品あり
日程 11/30(月)まで
案内 ホ ー ム ペ ー ジ ･ 区 役 所 情 報
配布 コーナー･生涯学習センター
問合 スポーツ市民局スポーツ振興室
☎972-3262 FAX972-4417
ヘクタール

ウエルネスガーデン
健康づくり講座
★ポールウォーキング
日時 10/24(土)･11/7(土)､11/14
(土)･28(土)の各全2回､午前
10:00～正午｡小雨決行
★ノルディックウォーキング
日時 10/25(日)･11/8(日)の全2回､
午前10:00～正午｡小雨決行
場所 同所(北区平手町)
対象 市内在住の方｡先着各20人
料金 傷害保険料必要
申込 10/12(月)午前9:00～電話･
ファクス･Eメール(希望日も記
入)で健康福祉局健康増進課
☎972-2605 FAX972-4152
a2605@kenkofukushi.
city.nagoya.lg.jp
日本ガイシアリーナ
アイスリンクのオープン
日時 11/1(日)～来年3/31(水)の開
館日､午前10:00～午後8:30(日
曜日･祝休日は午後6:00まで)
料金 小 中 学 生 7 0 0 円 ･ 高 校 生 以 上
1,400円･市内在住65歳以上
400円(住所･年齢の分かるもの
を持参)･未就学児無料(未就学児
1人につき保護者1人同伴滑走必
要)｡別途貸靴代300円･手袋必要
★無料開放
日時 11/3(火･祝)午前10:00～
正午･正午～午後2:00･午後
2:00～4:00･午後4:00～6:00
人数 抽選で各100人
料金 貸靴代300円必要
申込 電子申請か往復はがき(1通
5人まで｡希望時間も記入)で
同所(〒457-0833南区東又
兵ヱ町5-1-5)
受付 10/23(金)必着
問合 同所☎614-6211(月曜日休み､
ただし祝休日の場合は開館)
FAX614-6215

災害が起きたら
～女性目線の防災冊子～
災害が起きた時の困りごとを女性目線で
椙山女学園大学の学生が取材してくれま
した。
(4ch安心･安全･防災)
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往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照

レジャー
ゆとりーとライン×あおなみ線
コラボスタンプラリー
ゆとりーとラインとあおなみ線の4
カ所でスタンプを集めた方先着758
人に景品をプレゼント
期間 10/10(土)～11/29(日)
場所 ゆとりーとライン｢大曽根｣駅･
あおなみ線｢名古屋｣駅など
料金 無料(｢名古屋｣駅のみ乗車券必要)
問合 (ゆとりーとラインについて)
名古屋ガイドウェイバス
☎758-5620 FAX758-5621
(あおなみ線について)
名古屋臨海高速鉄道
☎383-0960 FAX383-0956
ヒ

サ

ヤ

デ

ィ

ス

タ

ン

テ

イ

メ

ン

ト

HISAYA DISTANTAINMENT
オンラインを使ったステージイベン
ト､新しい生活様式に合った飲食･雑
貨の販売など
日程 10/30(金)～11/1(日)
場所 久屋大通公園 北･テレビ塔エリア
（中区丸の内三丁目・錦三丁目）
料金 入場無料
申込 不要
問合 観光文化交流局観光推進課
☎972-2425 FAX972-4200
おんたけ休暇村の催し
①これから始めるトレラン教室i n
おんたけ高原～トレイルランナー
大瀬和文選手と走ってみよう～
日程 11/7(土)～1泊2日(4食付き)
対象 1 8 歳 以 上 の 方 ( 高 校 生 を 除
く)｡先着15人
②おんたけこども村スターウォッチ
ング
日程 11/21(土)～2泊3日(7食付き)
対象 小学4年～中学生｡先着40人
料金 ①1万4千円②2万1千円
受付 10/11(日)午前10:00～
問合 同所(長野県木曽郡王滝村)
☎0264-48-2111
FAX0264-48-2874
イン

おお せ かずふみ

名古屋城秋まつり
ステージイベント･隅櫓の公開･飲食
ブースなど
日時 10/24(土)～11/23(月･祝)午
前9:00～午後4：30
★名古屋城菊花大会･菊人形の展示
…約350点の菊の展示､菊花の即
売･栽培相談など
日時 10/25(日)～11/23(月･祝)午
前9:00～午後4：30(菊花の即
売･栽培相談は10/31･11/1･3)
料金 観覧料必要
問合 同所(中区本丸)☎231-1700
FAX201-3646
す み やぐら

市公式観光情報｢名古屋コンシェ
ルジュ｣をご利用ください
4月にホームページをリ
ニューアルし､イベント
や施設の情報など､さま
ざ ま な 名 古 屋 の 魅 力 を ↑ホームページ
はこちら
発信しています｡
問合 名 古 屋 観 光 コ ン ベ ン シ ョ ン
ビューロー(中区栄二丁目)
☎202-1145 FAX201-5785
あい･あい･あいさつ活動啓発イベ
ント～あいモンと遊ぼう!～ 無料
同活動マスコットキャ
ラクター｢あいモン｣と
の写真撮影･あいさつに
あいモン
関するゲーム･工作など
日時 10/25(日)午前11:00～午後3:00
場所 イオンモールナゴヤドーム前
(東区矢田南四丁目)
対象 小学生以下の方
申込 不要
問合 教育委員会生涯学習課
☎972-3253 FAX972-4178
久屋大通庭園フラリエ 秋の洋蘭展
ランの展示･即売
日時 10/22(木)～
26(月)午前
10:00～午後
5:00(10/26
は午後3:00まで)
料金 入園無料
問合 同園
（中区大須四丁目）
☎243-0511 FAX243-0512
ち うね

消費生活センター
無料
講座｢食生活と健康づくり｣
日時 11/6(金)･13(金)･19(木)･27(金)
の全4回､午前10:00～正午
対象 市内在住か在勤(学)の方｡抽選
で24人
申込 電子申請か往復はがき(ふりが
なも記入)で同センター
(〒460-0008中区栄一丁目
23-13伏見ライフプラザ11階)
☎222-9679 FAX222-9678
受付 10/16(金)必着
商店街逸品名品テストマーケット
県内の商店街の逸品･名品や学生と
連携して開発した商品を展示販売
日時 11/6(金)･7(土)午前10:00～
午後7:00
場所 金山総合駅連絡通路橋イベント
広場･南口広場
料金 入場無料
問合 市商店街振興組合連合会
☎953-1808 FAX953-6134
(経済局地域商業課
☎972-2428 FAX972-4138)
家具転倒防止ボランティア
無料
養成講座
日時 11/7(土)午後1:00～5:00
場所 昭和消防署(昭和区御器所通)
対象 市内在住か在勤(学)で､受講後
市内で同ボランティアとして活
動できる方｡先着30人
申込 10/12(月)午前8:45～電話で
消防局消防課☎972-3543
FAX951-8463

杉原千畝｢命のビザ｣発給80年事業
無料
×ウオーキング
地下鉄｢日比野｣駅発～
「瑞穂区役所」 なごや介護の日フェア
～｢ありがとう｣を届ける～
駅着コース(約7km)｡杉原千畝にゆ
介護の仕事を応援することを目的に
かりのある場所の散策
日程 10/31(土)まで
ウェブ配信によりイベントを開催
日程 11/7(土)
申込 不要
問合 交通局乗客誘致推進課
★｢ありがとう｣メッセージを募集…
新型コロナウイルス感染への危険
☎972-3816 FAX972-3817
を日々感じながら介護のために働
く方へのメッセージを募集
受付 10/10(土)～22(木)
案内 ホームページ
問合 健康福祉局介護保険課
☎972-2537 FAX972-4147
教育講演会｢逆境を乗り越える組織
創り～これからの学びと学校につ
HP http://1111kaigo.com/
無料
いて考える｣
市民大学公開講演会｢『 いのち』の
日時 11/8(日)午前10:00～11:30
無料
ルーツを宇宙に求めて｣
場所 市教育センター(熱田区神宮三
日時 11/18(水)午後1:30～3:00
丁目)
場所 イーブルなごや(中区大井町)
講師 愛知医療学院短期大学学長の
人数 抽選で160人
石川清さん
申込 電子申請か往復はがきで教育委
人数 抽選で300人
員会生涯学習課分室
申込 電子申請か往復はがきで教育委
(〒460-0001東区泉一丁目1-4)
員会総務課☎972-3207
☎950-5031 FAX950-5041
FAX972-4175
受付 10/21(水)必着
受付 10/16(金)必着

教養・実用

クリエイターズショップ･ループ
ツムギラボ｢職人の染め替えで長
袖シャツ･Tシャツをデザイン｣
コットン100%素材の長袖シャツ･T
シャツを持参｡完成品は後日引き渡し
日時 10/31(土)午後1:00～4:00
人数 当日先着10人
料金 1点5,500円
問合 同所(中区栄三丁目)
☎265-2106 FAX265-2107
自分らしく働きたい女性のための
無料
再就職スキルアップ講座
女性の活躍支援のため再就職に役立
つパソコン実務
（スタンダード・エキ
スパート)、
WEB入門、
経理事務の講座
を開催
日時 11～12月の各7日間､午前9:30～
午後4:00
場所 ヒューマンアカデミー名古屋駅
前サテライト教室(中村区名駅
五丁目)
対象 市内在住で早期就職を目指して
いる女性｡抽選で各10人｡託児
要予約
受付 10/22(木)以降順次締め切り
案内 ホ ー ム ペ ー ジ ･ 区 役 所 情 報
配布 コーナー
問合 経済局労働企画室☎972-3145
FAX972-4129
HP active-support.nagoya/
なごやジョブサポートセンター
女性のための就職
無料
リスタートセミナー
テーマは｢私らしく輝いて働くため
のキャリアデザイン｣
日時 11/25(水)午前9:30～11:30
場所 中小企業振興会館
（千種区吹上
二丁目)
対象 市内で求職中の女性｡抽選で20人
申込 ホームページ･電話･ファクスで
同センター☎733-2111
FAX733-2115
受付 11/17(火)まで
HP www.nagojob.city.nagoya.jp
防犯市民講座を開きませんか 無料
特殊詐欺･空き巣･自動車
盗などの被害を防ぐ方
法について､地域安全指
導員が会場に出向き､30
分～1時間程度の講座を行います｡
日時 月曜～金曜日の午前10:00～午
後8:00､土曜･日曜日･祝休日の
午前10:00～午後4:00
対象 市内在住か在勤(学)で10人以
上を集め､市内に会場を用意で
きる方
受付 開催希望日の10日前まで
問合 スポーツ市民局地域安全推進課
☎972-3128 FAX972-4823
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講座｢犯罪被害を学ぶ会～もし､
あなたの大切な人が事件･事故に
無料
あってしまったら～｣
日時 ①10/28(水)②11/19(木)午後
2:00～3:50
場所 ①天白文化小劇場(天白区原一
丁目)②港文化小劇場(港区港楽
二丁目)
人数 各100人程度
申込 はがき･ファクス･Eメールでス
ポーツ市民局人権施策推進室
☎972-2582 FAX972-6453
a2580@sportsshimin.city.
nagoya.lg.jp
受付 ①10/16(金)②11/6(金)必着
名古屋･シドニー
姉妹都市提携40周年記念事業 無料
シドニー市やオーストラリアについ
て､観光や映画文化の紹介を通じて
理解を深める
日時 11/22(日)午後2:00～4:00
場所 名古屋国際センター(中村区那
古野一丁目)
対象 中学生以上の方｡先着50人
申込 10/20(火)午前10:00～ホーム
ページか電話で同センター
☎581-5691(月曜日休み)
FAX581-5629
HP nic-nagoya.or.jp
ホームヘルパー現任研修
受講者の募集
日程 11/28(土)･12/5(土)･19(土)
の講義と実習1日の全4回
場所 社会福祉研修センター(昭和区
阿由知通)
対象 市内在住か在勤(学)で､介護職
員初任者研修修了などの資格取
得者または精神障害者支援事業
所の職員など｡選考で25人程度
料金 1万円
受付 11/16(月)必着
案内 市 ウ ェ ブ サ イ ト ･ 区 役 所 情 報
配布 コーナー･健康福祉局障害者支援
課☎972-2558 FAX972-4149
わくわく!子どもスマホ教室 無料
スマートフォン利用によるトラブル
や被害の事例を交え､インターネッ
トの適切な利用方法を楽しく学ぶ
日時 12/6(日)①午前10:00～11:00
②午前11:30～午後0:30
場所 高齢者就業支援センター(昭和
区御器所通)
対象 ①小学1～4年生と保護者②小
学5～中学3年生と保護者｡抽選
で各45人
申込 電話･電子申請･往復はがき(ふ
りがな･学年も記入)で子ども青
少年局青少年家庭課
☎972-3257 FAX972-4439
受付 11/6(金)消印有効

高齢者就業支援センター講座･講習
①子育て支援者養成講習 無料
日時 11/4(水)･6(金)･9(月)･11(水)
の全4回､午前10:00～午後
3:00
②パソコン検定3級対策講座
日時 11/9(月)～12/2(水)の月曜･
水曜日(11/23を除く)の全7
回､午前10:00～午後3:30
③教養文化講座｢傾聴講座｣
日時 11/27(金)･12/4(金)･18(金)･
来年1/8(金)の全4回､午後
2:00～4:00
対象 市内在住で①58歳以上②③55
歳以上の方(②はパソコンで文
書や表の作成ができる方)｡抽選
で①16人②10人③48人
料金 ②5,400円③500円
受付 10/20(火)必着
問合 同センター(昭和区御器所通)
☎842-4691 FAX842-4894
はーとふるマルシェ
障害のある方が作ったお菓子や雑貨
などを販売
日時 11/7(土)午前10:00～午後5:00
場所 ウインクあいち805展示場(中
村区名駅四丁目)
★パラスポーツ講演会 無料
…車いすバスケットボール元日本
代表選手の神保康広さんによる講演
日時 11/7(土)午前11:00～正午･
午後2:00～3:00
人数 当日先着各40人
料金 入場無料
申込 不要
問合 障害者就労支援窓口ウェルジョ
ブなごや
☎433-2328 FAX433-2538
(健康福祉局障害者支援課
☎972-2584 FAX972-4149)
じ ん ぼ やすひろ

無料
ゲートキーパー養成研修
悩んでいる人に気付き･
声を掛け､話を聴き､必
要な支援につなげ見守
る｢ゲートキーパー｣に
↑ホームページは
こちら
必要な知識･技術を学ぶ
日時 < 入 門 編 > 1 1 / 2 1 ( 土 ) 午 前
10:00～11:45<実践編>
11/7(土)･29(日)午前10:00～
11:45
場所 ウインクあいち(中村区名駅四
丁目)
対象 市内在住の方｡各100人程度
申込 ホームページ･電話･Eメールで
市ゲートキーパー研修事務局
☎090-2946-7677
gk.kenshu@gmail.com
受付 開催日の前日まで
問合 健康福祉局健康増進課
☎972-2283 FAX972-4152

食品安全･安心学習センター
無料
｢秋の公募講座｣
食品衛生検査所の見学や体験講座
(①ギョギョッと発見!お魚の世界
②比べてわかる!おにぎりの秘密)
日時 ①10/29(木)②11/13(金)午後
1:30～3:30
場所 中央卸売市場本場食品衛生検査
所(熱田区川並町)
対象 市内在住か在勤(学)の方｡先着
各10人
申込 10/12(月)午前9:00～電話か
Eメール(希望日も記入)で同検
査所☎671-3385
FAX671-3383
a6713371@kenkofukushi.
city.nagoya.lg.jp
体感!しだみ古墳群ミュージアムの
催し
①しだみゅー古墳散策
日時 10/31(土)午前9:30～正午
②講演会｢帆立貝式古墳とは何者な
のか(東海編)｣
日時 11/15(日)午後1:30～3:00
③たけるの小径を飾ろう! 無料
日時 11/22(日)午後1:00～3:00
人数 ①20人程度②先着50人③先着
20人
料金 ①②500円
申込 電話で同所(守山区大字上志段
味)☎739-0520(月曜日休み)
FAX739-0524
受付 ① 1 0 / 3 0 ( 金 ) 正 午 ま で ② ③
11/1(日)午前9:00～
｢実践!避難所サバイバル体験｣
参加者の募集
避難所生活で困ることや必要になる
ものについて学ぶ
日時 11/7(土)午前10:00～午後1:00
場所 農業文化園・戸田川緑地
対象 小学生以上の方｡抽選で30人
料金 500円
受付 10/20(火)消印有効
申込 電子申請か往復はがきで同所
(〒455-0873港区春田野二丁
目3204)☎302-5321(月曜日
休み) FAX303-6116
市民公開講座
｢新型コロナ感染症の今～名古屋
市保健所の活動を通じて～｣ 無料
日時 12/1(火)午後2:00～3:15
場所 市芸術創造センター(東区葵一
丁目)
講師 市保健所長の浅井清文さん
対象 市内在住･在勤の方｡100人程度
受付 11/13(金)必着
問合 なごやナースキャリアサポート
センター
（東区葵一丁目）
☎936-4883 FAX979-4560
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イーブルなごや公開講座
手話通訳･要約筆記あり
★特別展にみる女性たち｢模様から
読み解く 女ごころ｣
日時 10/17(土)午後2:00～3:30
★｢いま｣を読み解く 絵本で伝えた
いこと
日時 11/11(水)午前10:30～正午
★水環境からみた私たちの暮らし
～都市を支える水循環システム～
日時 11/16(月)午後2:00～3:30
人数 当日先着各150人｡託児要予約
料金 無料(託児は40円)
問合 同所(中区大井町)
☎331-5288(第3木曜日休み)
FAX322-9458
イーブルなごや講演会
｢デートＤＶを考えよう～高校生
無料
が考えている性のこと～｣
日時 11/14(土)午後2:00～4:00
講師 咲江レディスクリニック院長の
丹羽咲江さんなど
人数 50人程度
申込 ホームページ･電話か直接､同所
(中区大井町)☎331-5288(第3
木曜日休み) FAX322-9458
受付 11/7(土)まで
HP e-able-nagoya.jp
イーブルなごや特別講演会
｢成熟社会での生き方､ワーク･ライ
フ･ソーシャル=ハイブリッド人生｣
手話通訳･要約筆記あり
日時 11/20(金)午後2:00～3:30
人数 抽選で150人｡託児要予約
料金 無料(託児は40円)
申込 ホームページ･往復はがきか直
接､同所(〒460-0015中区大井
町7-25)☎331-5288(第3木曜
日休み) FAX322-9458
受付 10/20(火)必着
HP e-able-nagoya.jp
市科学館ものづくりボランティア
無料
養成講座
子どもへの工作などの指導法を学
ぶ｡修了後､同ボランティアに登録可
日時 12/5(土)･19(土)･来年1/9(土)～
2/6(土)の土曜日の全7回､
午前10:00～正午(1/16は午後
2:00～4:00)
場所 市科学館･2/6(土)は鯱城ホール
(中区栄一丁目)
対象 令和2年12月5日時点で18歳以上
の方(高校生を除く)｡抽選で16人
申込 往復はがき(ふりがな･年齢も記
入)で同館(〒460-0008中区栄
二丁目17-1)☎201-4486(月
曜･第3金曜日休み)
FAX203-0788
受付 11/6(金)必着
こ じょう
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外出時にも感染症予防を忘れずに
●できるだけ人との距離
（2m以上）
を空けましょう。
●人との距離が取れないときは
マスクをしましょう。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため､遠方への移動が制限される中､自宅から1時間程度で行ける範囲で､地元の魅力を再発見する楽しみ方が

●公共交通機関を利用する場合は、
会話は控えめにしましょう。

注目されています｡見慣れたいつもの景色の中にもあなたの知らない名古屋が隠れているかも!?

●まめに手洗い･うがいをしましょう。
●体調がすぐれないときは外出を控えましょう。

ロケ地マップや文化のみちの
案内パンフレットは､観光案
内所などで配布しています。

ロケ地

意外と知られていませんが、
名古屋城や市
役所本庁舎など、
名古屋市内でもこれまで
いくつもの映画やドラマの撮影が行われて
きました。
市内を歩いて、
映画の、
ドラマの、
あのシーンを探してみましょう♪

名
城
公
名 園

◀名古屋の
ロケ地情報は
こちら

徳川園

19
41

Ｊ
Ｒ
中
央
本
線

町並み保存地区
出来町通

市政
資料館

愛知県庁

ロケ地

橦木館

高岳駅

建中寺

二葉館

名鉄瀬戸線
19

市役所駅

重要文化財、
都市景観重要建築物。
近代的なビルに和風の
しゃち
瓦屋根をのせた外観が特徴。
時計塔には名古屋城との調和を図るため鯱がのっている
問合 総務局総務課
（中区三の丸三丁目1-1）☎ 972-2106 FAX 972-4111
※廊下や階段などの共用部分のみ自由見学可

東区役所

地下鉄桜通線

重要文化財､都市景観重要建築物｡洋風の建物に城郭風の屋根をのせた帝冠様式。
外壁には県が陶磁器の産地であることを表すための黄褐色のタイル､6階部分には城の
白壁を思わせる白磁のタイルが使用されている
（中区三の丸三丁目1-2）☎ 954-6055 FAX 963-5357
問合 同所総務局財務部財産管理課
※見学は事前申し込みが必要

映画『デッドエンドの思い出』(2019年公開)

高岳駅

名
古
屋
駅

栄駅
地下鉄東山線

ロケ地

41

重要文化財。
ネオ・バロック様式のレンガ造りの旧名
古屋控訴院・地方裁判所・区裁判所庁舎で、
市政・司
法に関する展示もある

地
下
鉄
名
城
線

撮影風景

東
海
道
新
幹
線

問合 同館(東区白壁一丁目3) ☎ 953-0051 FAX 953-4398
※自由見学。
月曜、
ただし祝休日の場合は翌平日、
第3木曜日休み

金山駅

神宮西駅

文 化

映画『午前０時､キスしに来てよ』(2019年公開)
映画『カツベン！』(2019年公開)

文 化

主人公のモデルとなった監督と兄弟が実際に
過ごした公園や周辺エリアでも撮影が行われた

文 化

映画『海賊とよばれた男』
（2016年公開）

Ｊ
Ｒ
中
央
本
線

ロケ地

映画『名も無い日』 2021年公開予定

か

ロケ地

名城公園駅

ロケ地

文 化

映画『アルキメデスの大戦』(2019年公開)
映画『明治東亰恋伽』(2019年公開)
れん

金城学院高校

名古屋
市役所
地
下
鉄
鶴
舞
線

名鉄瀬戸線

地
下
鉄
名
城
線

古
屋
城

N

大
曽
根
駅

拡大

J
R
名
東
鉄
海
名
道
古
本
屋
線
本
線

地
下
鉄
桜
通
線

名古屋城から徳川園までの一帯は貴重
な歴史遺産が多く残されており、
「 文化
のみち」
と呼ばれています。
11/3
（火・祝）
の文化の日に合わせて、
名古屋の歴史や
文化に会いに行くのもおすすめです！
◀文化のみちに
ついてはこちら

神宮前駅

文 化

景観重要建築物。
「日本の女優第1号」
と言われた
さだやっこ
川上貞奴の邸宅を創建当時の姿に移築復元。
ステンドグラスの大広間を持つ和洋折衷の建物
問合 同館(東区橦木町3-23)
☎・FAX 936-3836
※入館料必要。
月曜日休み、
ただし祝休日の場合は翌平日

監督：日比遊一さんからのコメント

しゅ

ロケ地

撮影風景

名古屋の街で生まれ育った私ですが、
これまで外ば
かりに目を向けて生きてきました。
そんな私が今回、
幼い頃、
刻み込
まれたはずの原風景を追い求め
て、
自分の故郷を舞台に映画を
撮りました。
「名も無い日」
は私の
中に眠っていた名 古 屋であり、
“心の指紋”です。

問合 ●ロケ地について … なごや･ロケーション･ナビ ☎ 202-1145 FAX 201-5785 (観光文化交流局観光推進課 ☎ 972-2406 FAX 972-4200)

もく

文 化

映画
『マスカレード・ホテル』
(2019年公開)
本丸御殿をはじめとする名古
屋城や江戸時代の名残の
あるおふけ池、
藤の回廊など
四季折々の景色が楽しめる

●
「文化のみち」
について … 観光文化交流局歴史まちづくり推進室 ☎ 972-2779 FAX 972-4128

かん

文 化

市指定有形文化財、
景観重要建築物。
陶磁器商
ため さぶ ろう
の井元為三郎が建てた邸宅。
武家屋敷の敷地割
に、
庭を囲むように大正ロマンあふれる洋館、
和
室、
茶室があり裏庭には2棟の蔵が残されている
問合 同館(東区橦木町2-18)
☎ 939-2850 FAX 939-2851
※入館料必要。
月曜日休み、
ただし祝休日の場合は翌平日

お知らせ

10/17
（土）
・18
（日）
に予定されていた
｢名古屋まつり｣は中止になりました。

⓫

⓬
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自然・環境
エコドライブ体験講習会
日時 1 1 / 8 ( 日 )

午後1:00
～4:30
場所 名 四 自 動
車学校(港
区宝神一
丁目)
対象 普通自動車免許取得者｡抽選で
10人
料金 2,200円(JAF会員は1,100円)
受付 10/23(金)午後5:30まで
案内 市 ウ ェ ブ サ イ ト ･ 区 役 所 情 報
配布 コーナー
問合 環境局大気環境対策課
☎972-2682 FAX972-4155
ジ ャ フ

た い

ひ

無料
生ごみ･落ち葉堆肥化講座
★生ごみ
日時 ①11/5(木)午後1:30～3:00
②12/17(木)午前10:00～
11:30
★落ち葉
日時 ③11/12(木)午前10:30～正午
④11/12(木)午後1:30～
3:00⑤11/14(土)午前
10:30～正午
場所 ①～④エコパルなごや(中区栄
一丁目)⑤農業科学館（港区春田
野二丁目）
対象 市内在住の方｡抽選で各20人程
度
申込 往復はがきかEメール(希望日も
記入)で環境局資源化推進室
☎972-2379 FAX972-4133
a2297@kankyokyoku.
city.nagoya.lg.jp
受付 ①10/22(木)②12/3(木)③～
⑤10/30(金)必着

緑化施設の催し

6
往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照
エコパルなごや｢木の実などを
使ったツリー･リースづくり｣
日時 10/25(日)･11/22(日)･12/20(日)
午後1:00～1:45･午後2:00～
2:45
対象 小学生以上の方(小学生は保護
者同伴)｡先着各15人
料金 1点500円
申込 10/11(日)午前9:30～電話･
ファクス･Eメールで同所(中区
栄一丁目)☎223-1066(月曜日
休み) FAX223-4199
a2231066@kankyokyoku.
city.nagoya.lg.jp
無料
街なか林業体験
クスノキを伐採し､薪 割りやクラフ
トなど､樹木利用の知恵を学ぶ
日時 11/14(土)午前10:00～午後
3:00
場所 なごや生物多様性センター(天
白区元八事五丁目)
対象 小学5年～中学生と保護者｡抽
選で15組
受付 10/30(金)必着
案内 市ウェブサイト
問合 同センター
☎831-8104 FAX839-1695
ま き

藤前干潟ふれあい事業｢ひがたに
無料
くるトリ､どんなトリ?｣
鳥のお話･鳥の模
型の色塗りなど
日時 11/14(土)
午後1:30～
3:30
場所 稲永ビジターセンター(港区野
跡四丁目)
人数 抽選で20人(小学生以下は保護
者同伴)
申込 電話･ファクス･Eメールでエコ
パルなごや☎223-1067(月曜
日休み) FAX223-4199
a2662@kankyokyoku.
city.nagoya.lg.jp
受付 11/3(火･祝)まで
東谷山フルーツパーク
無料
｢カキ展｣
日時 10/17(土)～25(日)
の 開 園 日 ､ 午 前
9:00～午後3:30
問合 同所(守山区大字上志段味)
☎736-3344(月曜日休み)
FAX736-2660
親子エコ･クッキング教室
日時 10/31(土)午

わ

めざせ!!水の環 復活～学んでみよ
う､水のこと～ in 鶴舞公園 無料
鶴舞公園の水循環や水にまつわる歴
史についての説明と公園内散策
日時 11/13(金)午後2:00～4:00
場所 鶴舞中央図書館(昭和区鶴舞一
丁目)
人数 抽選で20人
申込 はがき･ファクス･Eメールで環
境局地域環境対策課
☎972-2675 FAX972-4155
a2675@kankyokyoku.
city.nagoya.lg.jp
受付 11/3(火･祝)消印有効
イン

前10:30～午
後1:00
場所 今池ガスビル
4階(千種区今
池一丁目)
対象 小学生と保護者(2人1組)｡抽選
で7組
料金 1組千円
申込 往復はがきかEメールで環境局
資源化推進室
☎972-2379 FAX972-4133
a2297@kankyokyoku.
city.nagoya.lg.jp
受付 10/19(月)必着

名城公園フラワープラザ
〒462-0846北区名城一丁目2-25
☎913-0087(月曜・第3水曜日休み)
★プリザーブドフラワー教室…
11/25(水)午前10:00～正午｡20
人｡2,500円

庄内緑地グリーンプラザ
〒452-0818西区山田町大字上小田井字敷地3527
☎503-1010(月曜・第3水曜日休み)
★花木を使った苔玉づくり…11/7(土)
午前10:00～正午｡30人｡2,000円

ー

プ

エスディージーズ

SDGsオンラインセミナー
｢2030年の先をみつめる人々｣ 無料
①木のイノベーションで森とまちの
未来をつくる…自然環境社会･低
炭素社会･資源循環社会の実現に
向けて､持続可能なまちづくりを
考える
日時 10/23(金)午後1:00～2:00
②エネルギーも地産地消…地域でエ
ネルギー転換を進める利点を国内
外の事例を参考に考える
日時 11/13(金)午後1:00～2:00
申込 電話･ファクス･Eメール(ふり
がな･希望日･メールアドレス
も記入)でなごや環境大学実
行委員会(環境局環境企画課
内)
☎･FAX223-1223(月曜日休み)
webinar@n-kd.jp
受付 ①10/18(日)②11/8(日)まで

緑化センター
〒466-0064昭和区鶴舞一丁目1-168
☎733-8340(月曜・第3水曜日休み)
★縁起物を飾るしめ縄作り(実技)…
11/28(土)午後1:30～4:00｡24
人｡600円
荒子川公園ガーデンプラザ
〒455-0055港区品川町2-1-1
☎384-8787(月曜・第3水曜日休み)
★秋色のハンギングバスケット作り
…11/7(土)午後1:30～4:00｡20
人｡3,000円

農業センター delaふぁーむ
〒468-0021天白区天白町大字平針字
黒石2872-3 ☎801-5221(月曜日休み)
★有機農業教室｢堆肥と緑肥を利用
した土づくりの方法｣…11/15(日)
午後1:30～3:30｡40人｡300円

こちらからアクセス

申し込みは10/20(火)まで(消印有
効)に電子申請・往復はがき(1通で1
人1講座まで｡催し名･希望日時と対
象が中学生以下の講座は学年も記
入)で各施設へ｡抽選

ホ

東山動植物園(入園料必要)
〒464-0804千種区東山元町3-70
☎782-2111(月曜日休み)
★プリザーブドを
使った大 人可
愛 いクリス マ
スの壁飾り …
11/8(日)午後
1:30～3:30｡30
人｡2,500円

※この他にもさまざまな講座があります｡詳しくは区役所情
報コーナー･地下鉄駅･生涯学習センターなどで配布の｢行
こうよ公園｣か同ホームページをご覧ください。
東谷山フルーツパーク
〒463-0001守山区大字上志段味字東谷2110
☎736-3344(月曜日休み)
★親子で楽しむレモンセミナー…
11/14(土)午前10:30～正午｡
小学生以下と保護者(1組4人ま
で)｡10組｡無料

収穫体験参加者の募集
★ミカンの部
日程 ①11/21(土)･
22(日)
★秋冬野菜の部
日程 ②③11/28(土)～12/31(木)
④12/12(土)･13(日)
場所 ①天白区笹原農園②港区西茶屋
農園③中川区中島新町農園④天
白区菅田農園
対象 市内在住か在勤(学)の方｡抽選で
①60組②20組③80組④165組
料金 1組①1,000円②③4,000円④
1,500円
申込 往復はがき(各部1通1組まで｡
希望農園も記入｡②～④は第
2希望まで記入可)で株式会社
H OPE(〒460-0003中区錦一
丁目17-13名興中駒ビル4階)
受付 10/20(火)消印有効
問合 緑政土木局都市農業課
☎972-4071 FAX972-4141

か

わい

で
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WEB版 なごや生物多様性セン
無料
ターまつり･ユースひろば
身近な自然や生き物
に関する取り組みを
ホームページで紹介。
中学･高校生による活
動発表の生配信(事前 ↑ホームページは
こちらから
申し込み必要)あり
日程 10/23(金)～(中学･高校生によ
る活動発表は11/1)
案内 ホームページ
問合 同センター
☎831-8104 FAX839-1695

文化・芸術
蓬左文庫 企画展
｢読み継がれた源氏物語｣
古典の名作｢源氏物
語｣の文化史をたど
り､その魅力を紹介
日時 1 1 / 8 ( 日 ) ～
12/13(日)の
開館日､午前
10:00～午後
5:00(入館は午
源氏物語絵巻 桐壺
(部分) 個人蔵
後4:30まで)
料金 観覧料必要
問合 同所(東区徳川町)☎935-2173
(月曜日､ただし祝休日の場合は
翌平日休み) FAX935-2174
文化のみち二葉館の催し
★企画展｢名古屋女性歌人展―明治
から平成への華麗な足跡｣
日時 10/7(水)～11/8(日)の開館
日､午前10：00～午後5:00
★浅野裕子 浮世絵きると展～浮世
絵師たちの美の競演～
日時 10/14(水)～18(日)の午前
10：00～午後5:00
★名古屋友禅の美～友禅士の技～
日時 10/29(木)～11/3(火･祝)の開
館日､午前10：00～午後5:00
料金 入館料必要
問合 同館(東区橦木町)
☎･FAX936-3836(月曜日休み)

名古屋城天守閣木造復元イメージ
無料
VRなどの体験
日時 ①10/24(土)②10/25(日)
③10/31(土)④11/1(日)
⑤11/7(土)⑥11/8(日)
⑦11/14(土)⑧11/15(日)午前
10:00～午後3:00(③④は午後
4：00まで）
場所 ①イオンメイトピア店(名東区
高間町)②イオンタウン名西(西
区香呑町)③イオンタウン千種
(千種区千種二丁目)④イオン
モール大高(緑区南大高二丁目)
⑤アズパーク(中川区新家一丁
目)⑥イオンモール熱田(熱田区
六野一丁目)⑦イオンモール名
古屋茶屋(港区西茶屋二丁目)⑧
イオンモールナゴヤドーム前
(東区矢田南四丁目)
問合 名古屋城総合事務所
☎231-1700 FAX201-3646
ワールドビタミンコンサート
～音楽でめぐる五大陸の旅～
日時 12/5(土)午後2:00～4:00
場所 アートピアホール(中区栄三丁目)
料金 学生2,500円･一般3,500円な
ど｡チケットは10/7(水)～市文
化振興事業団チケットガイド
(中区栄三丁目)などで販売
問合 市文化振興事業団
☎249-9387 FAX249-9386
秀吉清正記念館 特別陳列｢－戦国
を駆け抜けた武将－ 兼松正吉｣無料
日時 10/10(土)～
12/13(日)の
開 館 日､午 前
9:30～午後
5:00
問合 同館(中村区中村町)
☎411-0035(月曜､ただし祝休
日の場合は翌平日､第4火曜日
休み) FAX411-9987
し ゅ も く

文化のみち橦木館の催し
★｢伊勢型紙×春夏秋冬｣展
日時 10/15(木)～27(火)の開館
日､午前10:00～午後5:00
(10/27は午後4:00まで)
★橦木館の折り紙建築プレゼント
日時 11/3(火･祝)午前10:00～
人数 当日先着50人
★ふれたくなる布展
日時 11/7(土)～15(日)の開館日､
午前10:00～午後5:00(11/7
は正午～･11/15は午後4:00
まで)
料金 入館料必要
問合 同館(東区橦木町)
☎939-2850(月曜日休み)
FAX939-2851

⓭
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往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照
愛岐の里山たいけん隊
愛岐処分場の見学や里山体験など
日時 11/14(土)午前8:30～午後4:30
場所 愛岐処分場(岐阜県多治見市)｡
中止
集合はエコパルなごや(中区栄
一丁目)
対象 小学4年～中学2年生｡抽選で
30人
料金 1,500円 受付 10/21(水)必着
問合 なごや環境大学実行委員会(環
境局環境企画課内)
☎･FAX223-1223(月曜日休み)

10

やっとかめ文化祭 ～時をめぐり､文化を旅する､まちの祭典～
10/24(土)～11/15(日)
多彩な伝統芸能の公演や体験講座などを楽しめます｡
芸どころまちなか披露
ストリート歌舞伎･尾張万歳･講談などをオンラインで楽しめます｡
日程 10/24(土)･11/1(日)･15(日)
まんざい

↑こちらから
アクセス

芸どころ名古屋舞台 クール･ジャパンの宝物
★日本の話芸｢怪談づくし｣
日時 11/1(日)午後4:00～6:00 場所 名東文化小劇場(名東区上社一丁目)
★狂言｢蟹山伏｣･ろうそく能｢安達原 白頭｣
日時 11/7(土)午後2:00～4:00 場所 名古屋能楽堂(中区三の丸一丁目)
★日本舞踊で描く古典文学怪異譚
日時 11/13(金)午後6:30～8:00 場所 名古屋能楽堂
料金 学生1,500円･一般3,000円
※チケットは市文化振興事業団チケットガイド(☎249-9387)などで販売中
まちなか寺子屋
名古屋の歴史や文化を学ぶ全21講座
か に や ま ぶ し

あ だちがはら

かい

い

はくとう

たん

問合 観光文化交流局文化振興室☎972-3172 FAX972-4128

｢市内の土木遺産を巡ろう!｣
無料
参加者の募集
向野橋や松重閘門などの市内の土木
遺産を巡り､文化的価値の評価や理
解を深める
日時 11/22(日)午前9:00～午後2:00
場所 集合は県自治センター西側(中
区三の丸三丁目)
対象 県内在住の小学生以上の方(小
学生は保護者同伴｡1組4人ま
で)｡抽選で20人
受付 10/23(金)消印有効
案内 ホ ー ム ペ ー ジ ･ 区 役 所 情 報
配布 コーナー
問合 緑政土木局道路建設課
☎972-2861 FAX972-4168
HP https://jsce-chubu.jp/public
こ う

や

ば し

ま つ し げ こ う も ん

ちょうしょう か く

揚輝荘(南園)聴 松 閣の催し
①城 山 ･覚王山絵画コンクール作品
展 作品募集
受付 10/15(木)～31(土)必着
②クラリネット2本とピア
ノによる｢Trio familiar
名曲コンサート｣
日時 1 0 / 1 8 ( 日 ) 午 前
11:00～11:30･午
後1:30～2:00
人数 当日先着各23人
料金 入館料必要
③ワークショップ｢アロマオイルで
作るうがい液と手洗いソープ｣
日時 10/25(日)午後1:30～3:30
人数 先着10人
料金 500円(別途入館料必要)
申込 10/11(日)午前9:30～電話
で同所
問合 同所(千種区法王町)
☎759-4450(月曜日休み)
FAX759-4451
し ろ や ま

ト リ オ

フ

ァ

ミ

リ

ア

名古屋国際センター
無料
外国人芸術作品展
中部地域在住の外国人による絵画･
写真･工芸などの作品の展示
日時 1 1 / 3 ( 火 ･ 祝 ) ～ 8 ( 日 ) 午 前
10:00～午後7:00(11/8は午後
3:00まで)
場所 同センター4階第1～3展示室
(中村区那古野一丁目)
問合 同センター☎581-5691(月曜
日休み) FAX581-5629
ア ー ト ッ ク テ ン

中川運河助成ARToC10
中川運河周
辺のにぎわ
いと魅力向
上につながる芸術活動に助成｡プ
ロジェクト部門は1件300万円､ト
ライアル部門は1件50万円の上限
あり
対象 愛知･岐阜･三重県在住か在勤
(学)の方を含む団体･個人｡選考
受付 11/27(金)まで
案内 ホームページ
問合 名古屋都市センター
☎678-2214(月曜日休み)
FAX678-2209
HP nup.or.jp/nui/human/nakagawa
子どものための巡回劇場
無料
テイクアウト
毎年夏休みに開催している子ども
向けのバレエ･管弦楽などを､今年
はホームページでご覧いただけま
す｡
期間 12/31(木)まで
問合 市文化振興事業団
☎249-9385 FAX249-9386
HP www.bunka758.or.jp/id_
kodomozyunkai.html

⓮
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く ら しの ガイド
ＳＴＯＰ!コロナ差別
公的機関の提供する正確
な情報を入手し､冷静な行
動に努めましょう｡

職員などの募集
会計年度任用職員(保育所ローテー
ション勤務対応保育士)の募集
勤務 原則､月曜~金曜日の午前8:30
～午後5:15(4週に1回土曜日勤
務･時差勤務あり)
対象 保育士資格取得者｡選考で30人
程度
受付 随時
要項 市ウェブサイト･子ども青少年
配布 局保育運営課
☎972-2527 FAX972-4116
会計年度任用職員(日額制学校給食
調理業務員)の募集
期間 採用月～来年3月
対象 中学校卒業以上の方｡選考で若
干人
受付 随時
要項 市ウェブサイト･教育委員会教
配布 職員課
☎972-3238 FAX972-4177
市立大学病院
医師事務作業補助者の募集
各種診断書の作成補助やデータ入
力･電話対応などを行う
勤務 月曜～金曜日の午前8:30～午
後5:00
対象 病院での医療事務経験者で診療
報酬請求事務能力認定資格か診
療報酬に関する資格をお持ちの
方｡選考で若干人
受付 随時 案内 ホームページ
問合 同病院医事課
☎858-7122 FAX858-7124
HP w3hosp.med.nagoya-cu.ac.jp

市からのお知らせ
10月は｢都市緑化月間｣です
10月は公園や
街路樹の保全､
愛護について
考える月間で
す｡保全や愛護
の功績を称え､個人や団体の表彰も
行っています｡皆さんも一緒に緑の
まちづくりに参加してみませんか｡
問合 緑政土木局緑地利活用課
☎972-2489 FAX972-4143

6
往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照
本人通知等制度をご利用ください
戸籍などの証明書の不正取得による
個人の権利侵害を防止･抑止するた
め､第三者などに証明書を交付した
場合､事前に登録した方へその事実
の通知･証明を行います｡
※証明書を交付した第三者などの個
人情報は通知･証明されません｡
対象 市内に住所または本籍のある
方･あった方
問合 住所･本籍のある(あった)区の
区役所市民課･支所区民生活課､
スポーツ市民局住民課
☎972-3114 FAX953-4396
なごやか市民債の発行
期間 10/16(金)～29(木)｡売り切れ

次第終了｡利率は10/15(木)に
決定(下限利率0.08%)
取扱 三 菱 U F J 銀 行 ､ 信 用 金 庫 ( い
ちい､瀬戸､中日)､証券会社
(SMBC日興､みずほ､大和､野
村､東海東京､三菱UFJモルガ
ン･スタンレー､岡三､東洋､安
藤､丸三､岩井コスモ､SBI)
案内 市 ウ ェ ブ サ イ ト ･ 区 役 所 情 報
配布 コーナー･取扱金融機関
問合 財政局資金課
☎972-2309 FAX972-4107
古い木造住宅の除却費用を助成し
ます!
対象建物の｢除却費用｣か｢延床面積
×9,600円/㎡｣のうち､低い額の3
分の1(上限40万円)を助成
対象 米野地区(中村区)､御 剱 地区(昭
和･瑞穂区)､下之一色地区(中川
区)､笠寺地区(南区)にあり､昭
和56年5月31日以前に着工し
た､居住用として使用している
木造住宅｡解体工事契約前の相
談･申請必要
受付 来年1/29(金)まで
問合 住宅都市局市街地整備課
☎972-2759 FAX972-4163
み つるぎ

国勢調査の回答はお済みですか?
未回答の方は､郵送またはインター
ネットでの回答をお願いします｡
対象 市内在住の全ての方(外国人の
方も含む)
問合 区役所総務課･総務局統計課
☎972-2255 FAX972-4114
敬老手帳をご活用ください!
提示により入場料が減額される施設
があります｡健康管理の欄や緊急連
絡先の欄などもありますので､外出
の際にお持ちください｡また､希望に
より新しいものに交換できます｡
対象 市内在住の65歳以上の方
問合 区役所福祉課･支所区民福祉課

あなたの意思で救えるいのちがあります
10月は臓器移植普及推進月間です｡
臓器移植を必要とする方は､全国で1万4千人います｡
★あなたの意思を表示しましょう
以下の証明書には､臓器提供の意思表示欄があります｡

健康保険被保険者証(裏)

運転免許証(裏)

グリーンリボン

マイナンバーカード(表)

★家族と臓器提供について話し合ってみましょう
本人が提供する意思を示しても､家族が拒む場合は臓器提供は行わ
れません｡自らの意思を家族に伝え､家族の理解などを確認してみま
しょう｡
問合 健康福祉局保健医療課☎972-2623 FAX972-4154

PCB(ポリ塩化ビフェニル)蛍光灯
安定器の処理期限が迫っています!
昭和52年(1977年)
までに建てられた
事業用の建物には､
有害物質であるPCB
安定器
が使用されている蛍
光灯安定器が設置されている可能性
があります｡保有している場合は､届
け出を行い、処理期限(来年3/31)ま
でに適正に処理してください｡
問合 環境局廃棄物指導課
☎972-2392 FAX972-4132
吹付けアスベスト対策補助制度
★分析調査費…15万円まで
★除去などの改修費…3分の2まで
(上限120万円)
対象 市内にある建築物(解体時を除
く)｡契約前の相談･申請必要
問合 住宅都市局建築安全推進課
☎972-2935 FAX972-4159
シニアサポートセンターの開設
(10/13～)
ハローワーク名古屋東の職員が常駐
し､職業相談･紹介などを行います｡
場所 高齢者就業支援センター内(昭
和区御器所通)
対象 おおむね55歳以上の方
問合 健康福祉局高齢福祉課
☎972-2544 FAX955-3367
多数の犬･猫を飼育する場合は
届け出が必要になります(10/1～)
条例に基づき､対象の方は保健セン
ターに届け出をしてください｡
対象 同一敷地内の住居･飼養施設で
生後91日以上の犬･猫を合計で
10頭以上飼育している方
問合 健康福祉局食品衛生課
☎972-2649 FAX955-6225

10月は骨髄バンク推進月間です
骨髄バンクドナー登録にご協力を!
骨髄移植･末 梢血幹細胞移植を希望
する方が移植を受けられるよう､ご
協力をお願いします｡
対象 18～54歳で体重が男性45kg
以上･女性40kg以上の健康な方
場所 献血ルームなど
問合 健康福祉局環境薬務課
☎972-2651 FAX972-4153
まっしょう

｢名古屋市総合計画2023｣
令和元年度の実施状況の公表
閲覧 市 ウ ェ ブ サ イ ト ､ 区 役 所 情 報
コーナー･支所､図書館など
問合 総務局企画課
☎972-2203 FAX972-4418
市立図書館 10冊貸し出します
(10/1～31)
通常1人6冊までのところ､10冊ま
で借りられます｡
問合 鶴舞中央図書館☎741-3131(月
曜日休み) FAX733-6337
猫の飼い主を募集しています!
動物愛護センターには､子猫だけで
なく大人の猫も多く収容されていま
す｡大人の猫は子猫に比べて落ち着
いており､健康状態も安定している
などのメリットもありますので､ぜ
ひ飼うことを考えてみてください｡
日時 火曜～日曜日の午前10:00～正
午･午後1:00～3:00
場所 動物愛護センター(千種区平和
公園二丁目)
対象 市内在住の20歳以上で､猫が飼
養できる住宅にお住まいの方
料金 譲渡の際にマイクロチップ代
3,400円
問合 同センター
☎762-1515 FAX762-0423

名古屋市内全戸に
配布しています

広報なごやに広告を掲載しませんか？
募集期間や申込方法など、
詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか
下記問い合わせ先へお問い合わせください。
広報なごや紙面広告

検索

問合 市長室広報課 ☎972-3132 FAX972-4126

touroku-kohonagoya@shicho.city.nagoya.lg.jp

2

災害時の飲み水確保!地下式給水栓!
災害時に地
域の皆さま
が自ら操作
して飲料水
を確保できる非常用のじゃ口を備え
た設備です｡全ての市立小中学校に
整備されています｡
問合 上下水道局防災危機管理室
☎972-3675 FAX951-1208

リフレッシュ工事に伴う
名古屋高速都心環状線
鶴舞南～明道町JCT間の終日通行止
期間中は周辺道路を含め､混雑が予想
されます｡大変ご不便をおかけします
が､ご理解とご協力をお願いします｡
案内 ホームページ
問合 名古屋高速お客様センター
☎919-3200 FAX919-3166
HP nagoya-expressway.or.jp
高齢者向け優良賃貸住宅建設
土地所有者の募集
建設費の一部を補助
対象 高齢者向けに賃貸住宅を建設す
る市内の土地所有者など｡選考
で40戸程度
受付 12/7(月)～11(金)
案内 市ウェブサイト
問合 住宅都市局住宅企画課
☎972-2944 FAX972-4172

分譲マンション管理組合の理事長
を対象とした訪問調査の再開
管理規約の有無や修繕工事の実施状
況などを調査
期間 来年2/26(金)まで
対象 市内で平成元年(1989年)以前
に建築された分譲マンションの
一部の管理組合理事長
問合 住宅都市局住宅企画課
☎972-2960 FAX972-4172

メッセナゴヤ 出展者募集
日本最大級の異業種交流展示会を
11/16（月）～12/11（金）にオンラ
インで開催
料金 5万5千円(名古屋商工会議所会
員企業は3万3千円)
受付 10/1(木)～30(金)
案内 ホームページ
問合 同実行委員会
☎223-5708 FAX231-5703
(経済局産業立地交流室
☎972-2423 FAX972-4135)
HP messenagoya.jp

納付をお忘れなく
個人市民税･県民税 第3期分
納期限は11月2日(月)
中小企業向けの情報
★タイムマネジメントセミナー…
11/12(木)午前9:15～午後4:15｡
先着70人｡2千円
問合 経済局中小企業振興課
☎735-2100 FAX735-2104
★コミュニケーションセミナー…
11/24(火)午前9:15～午後4:15｡
先着50人｡2千円
問合 経済局中小企業振興課
☎735-2100 FAX735-2104
★外国人雇用セミナー…外
国人材の雇用･活躍に関するセミ
ナーなど｡10/29(木)･11/24(火)･
12/18(金)･来年1/18(月)･2/19(金)
午後2:00～4:30｡先着で各30～
60社｡無料
問合 経済局労働企画室
☎972-3145 FAX972-4129

古墳のミュージアムに
行ってみよう♪

知って
か？
います

設！
この施

市内の約200基の古墳のうち､約3分の1にあたる66基が守山区上志
段味で確認されています。
古墳を巡る拠点である｢体感!しだみ古墳群
ミュージアム(愛称：SHIDAMU)｣では、しだみ古墳群の出土品、古墳
時代のものづくりがわかる展示や、古墳時代を体感できる体験活動
を通して､古代を身近に感じられます｡
し

だ

み

ゅ

ー

展示室
しだみ古墳群の出土品のほか､ア
ニメーション､志段味大塚古墳の
王の実物大模型などがあります｡

体験活動室
埴輪･勾玉づくりなど日替わりの古代
体験のほか､毎月古墳に関する講演が
開催されています｡

しだみ古墳群は､限られた範囲に､古墳時代を通して造ら
れた､大きさや形の異なるさまざまな古墳を見ることが
できる全国でも珍しいリアル｢古墳図鑑｣です。
開館中は毎日古墳ガイドツアーも開催しています｡
ぜひ､お越しください。
※ご来館の際は、
マスクの着用･手指消毒を
お願いいたします。
ち

や

こ

はに わ うじ たける

館長の松井致也子さん

埴輪氏 武

こどもこふん

しだみこちゃん

絵本･古墳つみ木など小さな子ど
もも遊びを通して古墳について
学べます｡

体感!しだみ古墳群ミュージアム
基本
データ

場 所 守山区大字上志段味字前山1367
休館日 月曜日(祝休日の場合はその翌平日)
アクセス 市バス・ゆとりーとライン｢新東谷橋南｣停徒歩8分

詳しくは

しだみ古墳群

検索

⓯

く ら し の ガ イ ド

6
往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照

10/31(土)～11/8(日)

10

開館時間 午前9:00～午後5:00(展示室への入場は午後4:30まで)

中学生以下無料)
料 金 無料(展示室のみ200円、
問 合 同所☎739-0520 FAX739-0524

⓴

2

10

市博物館
特別展

下記参照

きっと見つかる、わたしのすきな模様

10/10(土) ～12/6(日)
衣服や布地を彩る模様。
その模様は伝統を大切に受け継ぎながら、
時の流行に刺激され、
新しいものが生み出されてきました。
本展覧会では、
模様の意味を探りながら、
そこから
見える人々の暮らしや想いに迫ります。
（入場は午後4:30まで）
開館時間 午前9:30～午後5:00
着物を着て
ご来館の方は
100円割引

（祝日の場合は翌平日）
・第4火曜日
休館日 月曜日
高校・大学生900円
（学生証持参）
、
小中学生500円
観覧料 一般1,300円、
「桜山」
駅4番出口 徒歩5分
アクセス 地下鉄桜通線
問合 同館
（瑞穂区瑞穂通1-27-1） ☎ 853-2655 FAX 853-3636
HP www.museum.city.nagoya.jp/

アッセンブリッジ・ナゴヤ
(土) ～

(日)

アート みなとまちを会場にした回遊型の現代美術の展覧会

現代美術展「パノラマ庭園」
やや

パック

おりもと たつ み

み ど り

丸山のどか、
三田村光土里、
ミヤギフトシ
折元立身、
出展作家:上田良、
L PACK.、
日時 会期中の木曜～日曜日・祝日の午前11:00～午後7:00
場所 港まちポットラックビル (港区名港一丁目19-23) など
料金 ブリッジパス※ 700円

名古屋港ガーデンふ頭から築
地口にかけて開催される、
音楽
とアートのフェスティバルです。

※ブリッジパスは現代美術展やプログラムに参加するための共通パスです。
ご本人に限り会期中何度でも利用可能です
（中学生以下無料）
。

音楽 みなとまちから発信するコンサートや配信､教育プログラムなど

サウンドブリッジ 音楽やアートなどさまざまな分野を融合したプログラム

「かたり、
かなでる～海のむこうと水辺から」無料

みなとまちで再会するライブ映像プロジェクト
かくどう まな み

日時 10/24(土)・25(日)・11/21(土)午後2:00～3:00

ゴーフィッシュ

Gofishなど
出演アーティスト:イ・ラン、角銅真実、
日程 会期中の木曜～日曜日・祝日

（港区港町1-9）
場所 ポートハウス
受付 開催日の前日午後5:00まで(空きがあれば当日まで受け付け可)

（港区港町1-9）
場所 名古屋港ポートビル

※参加には申し込みが必要です｡詳しくはホームページをご確認ください。

※ブリッジパスが必要なプログラムがあります。

問合 同実行委員会 ☎・FAX 652-2511 (観光文化交流局文化振興室 ☎ 972-3172 FAX 972-4128)

被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます

アッセンブリッジ・ナゴヤ

各区社会福祉協議会内の共同募金委員会にて義援金を受け付けています｡

振り込みの場合は､次の
【ゆうちょ銀行】指定口座へお願いします｡ ※義援金ごとに他の金融機関でも受け付けています｡
★令和2年7月豪雨災害義援金
郵便振替口座 00140-4-325150 中央共同募金会令和2年7月豪雨災害義援金
★令和2年7月山形県豪雨災害義援金
郵便振替口座 00130-6-392791 山形県共同募金会令和2年7月山形県豪雨災害義援金
詳しくは､市ウェブサイト 災害義援金

※都合により放送内容や放送日時が
変更になることがあります。

中京テレビ 日曜日 午後5：25～5：30（再放送/火曜日 午前1：29～1：35）

市政情報を分かりやすくお伝えします。
放
送
予
定

10/11
10/18
10/25
11/1
11/8

木曽三川流域連携事業
名古屋市子どもを受動喫煙から守る条例
商店街再生事業
シェアサイクル
鶴舞中央図書館

HP www.ctv.co.jp/nagoyade

ラジオ番組 各回の放送内容は市ウェブサイトで案内しています。市ウェブサイト
NAGOYA CITY

問合 市長室広報課 ☎ 972-3134 FAX 972-4126

各番組 HP で、放送終了後に番組を視聴できます。

名古屋市政情報番組 ナゴヤでしょ!（出演：林修さん）

4 ch

12/28
（ 月）
まで

問合 健康福祉局地域ケア推進課 ☎ 972-2548 FAX 955-3367

市政広報テレビ・ラジオ番組
テレビ番組（字幕放送あり）

検索

I LOVE NAGOYA!

ZIP-FM 77.8MHz 月曜・金曜日 午前10：00ごろ～
月曜日は｢BRUNCH STYLE｣内､金曜日は｢FRIDAY MUSIC PUZZLE｣内で放送
HP zip-fm.co.jp/blog/lovenagoya/

おもてなし隊なごや（出演：名古屋おもてなし武将隊）
6 ch

火曜日 午後6：56～7：00

メ～テレ （再放送/金曜日 午前0：48～0：53、土曜日 午前5：17～5：20）

施設や行催事などを紹介します。
放
送
予
定

10/13
10/20
10/27
11/3
11/10

歴史ある南区を歩こう！
市科学館
応急手当研修センター
舟の祭典 堀川クルーズ
市博物館特別展
「模様を着る」

HP www.nagoyatv.com/omotenashi2020/
ラジオ広報

各番組 HP で、放送終了後に番組を配信しています。

名古屋市だより
AM 1053kHz
93.7MHz

CBCラジオ FM

火曜･木曜日 午前11：28ごろ～ 水曜日 午前8：17ごろ～
金曜日 午後4：24ごろ～

火曜･木曜日は
「つボイノリオの聞けば聞くほど」
内､水曜日は
「多田しげおの気分爽快!!
～朝からP･O･N」
内､金曜日は
「ドラ魂キング」
内で放送
HP hicbc.com/radio/nagoya

名古屋市広報課
フェイスブック
www.facebook.com/nagoyakoho

●動物取扱業の登録／名古屋市
事業所：名古屋市東山総合公園
（千種区東山元町３―７０） 種別：展示 登録番号：０７０１０２７ 登録日：平成１９年６月１日 有効期限：令和４年５月３１日 動物取扱責任者：黒邉 雅実
●動物取扱業の登録／公益財団法人名古屋みなと振興財団 事業所：名古屋港水族館
（港区港町１―３） 種別：展示 登録番号：０６１１０２５ 登録日：平成１８年９月１９日 有効期限：令和３年９月１８日 動物取扱責任者：阿久根 雄一郎
●発行日／令和２年１０月１日●部数／１，１１０，4８０部●配布／区役所総務課
（全戸配布・無料）
●印刷／中日高速オフセット印刷㈱

広報なごやは、
再生紙
（古紙パルプ配合率7５％以上、
白色度70％）
を使用しています。

