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のお知らせ

令和元年度　第２回認知症講演会

認知症になっても安心なまちについて認知症になっても安心なまちについて

瑞穂区地域包括ケア推進　市民講演会

 再考しよう！地域とのつながり～孤立をテーマに考える～ 再考しよう！地域とのつながり～孤立をテーマに考える～

主催
問合
主催
問合

講講 演演 会会

瑞穂区地域包括ケア推進会議

区役所福祉課　☎852-9366・FAX851-1350

瑞穂区地域包括ケア推進会議

区役所福祉課　☎852-9366・FAX851-1350

入場無料
申込不要

手話通訳　　
要約筆記あり＆

日時　１/23(木)13:30～15:30（開場13:00）

場所　瑞穂文化小劇場　　定員　300人(当日先着順)

内容　[第１部]講演｢再考しよう！地域とのつながり｣

　　　　　　　講師/下園 美保子さん(愛知県立大学看護学部)

　　　[第２部]活動紹介

日時　２/３(月)13:30～15:30（開場13:00）

場所　瑞穂区役所講堂(２階)　　定員　200人(当日先着順)

内容　[第１部]講演｢認知症、笑顔のままで｣

　　　　　　　講師/山田 真由美さん(若年性認知症当事者)

　　　　　　　　　 鬼頭 史樹さん(名古屋市認知症相談支援センター)

　　　[第２部]名古屋市の取り組み～当事者中心のまちづくりについて～

応 募 方 法

はがき､ FAXまたはメールに､ 件名｢お年玉クイズ｣､

❶クイズの答え

❷広報なごや瑞穂区版(12～15面)に関するアンケート(ａ)～(ｃ)

❸住所(マンション名、部屋番号)、氏名、電話番号

すべて記載のうえ、地域力推進室までご応募ください。

※応募は、瑞穂区在住の方で、１家族１通に限ります。

※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

瑞穂区マスコットキャラクターの
みずほっぺといえば？

正解された方の中から、抽選で35人に をプレゼント！マナカチャージ券(1,000円分)

新年あけましておめでとうございます。

区民の皆さまにおかれましては、健やかに新年をお迎えのことと

お慶び申し上げます。

新しい年が健康で､ 幸多い一年となりますようお祈り申し上げます｡

本年もどうぞよろしくお願いいたします。
瑞穂区長　寺澤　雅代

寄附いただいた方の想いを生かし、

大切に活用させていただきます。

申込・問合　区役所企画経理室　☎852-9242・FAX851-3317

　区まちづくり基金は､より安心に､より健やかに､より住みやすい

まちをめざして､区民の皆さまや区にゆかりのある皆さまの想いを

生かし､皆さまとともにまちづくりを進めていくものです｡

　区まちづくり基金への寄附は､税制上の優遇措置が適用されます｡

　寄附の際は､納付書を利用した銀行振り込みのほか､インターネッ

トを利用したクレジットカード決済もご利用いただけます。

◆防災に関する取り組み

◆健康福祉・子ども子育て支援
　に関する取り組み

◆魅力あるまちづくりに関する
　取り組み

◆特に使途を指定しない

第二次世界大戦中の緊迫した国際情

勢の時代に多くのユダヤ人難民にビ

ザを発給し、命を救った外交官は？

名古屋を特徴づける歴史資

料を中心に収集、保存、展

示をしている施設は？

な　　ご　　や　　し ぶつ　かん

名古屋市は○物館

検索名古屋市 区まちづくり基金

寄附にあたって

は、右の4つの

｢寄附金の使途」

を指定いただく

ことができます。

たくさんのご
応募

　お待ちして
います♪

答

　え

○○○の妖精
※上の○で囲った文字を
　並べ替えて､ひらがなで
　お答えください！

(ａ)紙面は読みやすいですか？(デザイン、レイアウト、記事の量など) 

(ｂ)これまでに役に立った記事または、よく読む記事は何ですか？

(ｃ)瑞穂区版の感想をお聞かせください。

瑞穂区版(12～15面)に関するアンケート

(ａ) 紙面は読みやすいですか？(デザイン、レイアウト、記事の量など) 

(ｂ) これまでに役に立った記事または、よく読む記事は何ですか？

(ｃ) 瑞穂区版の感想をお聞かせください。

瑞穂区版(12～15面)に関するアンケート
ク イ ズ

よう   せい

必着
1/29(水)

締 切

応募・問合　区役所地域力推進室　〒467-8531 (住所不要)　☎852-9304・FAX852-9306・　a8529302@mizuho.city.nagoya.lg.jp

全国的に有名な桜の名所で、

ソメイヨシノの並木が続く川は？

山○き川
やま がわち  　うねすぎ

杉は○千畝
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　猫によるふん尿被害で困っているとの苦情が多数寄せられています。

猫を飼う場合は、周囲に迷惑をかけないようマナーを守りましょう。

　　　　　　　○室内飼いに努めましょう。

　　　　　　　○避妊・去勢手術を行いましょう。

　　　　　　　○迷子にならないよう名札などを付けましょう。

　　　　　　　○終生、責任をもって飼いましょう。

　　　　　　　問合食品衛生・動物愛護等担当（☎837－3253）

区分 診査日 対象児の生年月日

３か月児

１／15（水）Ｒ１．９．１～９．15

１／29（水）Ｒ１．９．16～９．30

２／５（水）Ｒ１．10．１～10．15

受付時間／第１子　　９：00～９：10

　　　　 第２子以降８：50～９：00

区分 診査日 対象児の生年月日

１歳６
か月児

１／23（木）Ｈ30．７．３～７．15

３歳児 １／21（火）
Ｈ28．12．19～

 Ｈ29．１．６

受付時間／13：10～13：45　　　　 

　乳幼児健康診査 

★対象者へ個別通知します。

　 通知が届かない方も、該当日時

にお越しください。

★ １歳６か月児および３歳児の希

望者にフッ素塗布（￥720円）を

実施します。おつりのないよう

にお願いします。生活保護世帯

（証明要）は免除あり。

★ ＢＣＧ予防接種につきましては

市内の指定医療機関で接種して

ください。

問合保健感染症係（☎837－3267）

教室 ･ 相 談 名 開 催 日 受 付 時 間 対 象 ・内 容 など

パパママ教室
（予約制）

②１／17（金）
③１／24（金）
④１／30（木）
①２／３（月）

①②③
13：15～15：30
④10：00～11：30
（開催時間）

妊娠中のママとパパ
▶ ①赤ちゃん準備②歯と栄養③沐浴
④プレパパ教室。

●持ち物／母子健康手帳
申込・問合子育て総合相談窓口
　　　　　（☎837－3285）

離乳食講習会
～マンマコース～
（予約制）

１／24（金）
２／７（金）

10：00～11：30
（開催時間）

３か月児健診を受診した子の保護者
▶ 離乳食（離乳開始から完了まで）の
話、歯の話、初期の離乳食の試食
（保護者が試食）。
●持ち物／ 健診時配布の資料｢赤ちゃ

んの食事｣｢離乳期のたべ
もの｣

申込・問合保健感染症係（☎837－3267）

離乳食講習会
～モグモグコース～
（予約制）

１／28（火）
10：00～11：30
（開催時間）

８～９か月児と保護者
席16組（先着順）
▶ 離乳食（１日２回食から３回食へ
の進め方）の話、歯の話、離乳食
の試食（赤ちゃんが試食）。

受１／14（火）～☎で申し込み。
●持ち物／赤ちゃん用エプロン、
　　　　 スプーン
申込・問合保健感染症係（☎837－3267）

母乳相談
（予約制）

１／27（月）
①13：05～13：15 
②13：40～15：10

①卒乳希望の方②母乳でお困りの方
▶ ①集団指導②個別相談（１人10分
程度）｡

●持ち物／母子健康手帳
申込・問合子育て総合相談窓口
　　　　　（☎837－3285）

子育て総合相談窓口
毎週月曜
～金曜

８：45～17：15
（面接相談は
９：00～16：30
まで）

▶ 子育てのさまざまな悩みや心配事
について保健師などが専用電話や
面接で相談に応じます。
問合子育て総合相談窓口　
　　（☎837－3285）

瑞穂区子育てサロン
①ペンギンクラブ
②かるがもクラブ
（予約制）

原則
①毎週水曜
②毎週金曜

10：00～11：30
（開催時間）

場①瑞穂区在宅サービスセンター
　　（佐渡町３－18）
　②瑞穂生涯学習センター　
 満１歳までの赤ちゃん（第１子）と
その親、初妊婦の方
▶ 子育ての悩みや不安を親同士お
しゃべりします。①か②どちらか
を選択してください。

※ 令和２年３月にて事業を終了しま
す。
申込・問合子育て総合相談窓口
　　　　　（☎837－3285）

教室 ･ 相 談 名 開 催 日 受 付 時 間 対 象 ・内 容 など

健康食生活講座 ２／４（火）
９：30～12：00
（開催時間）

区内在住
▶歯の健康・食事の話、調理実習｡
受１／30（木）までに☎で申し込み。
●持ち物／エプロン、手ふきタオル
申込・問合保健感染症係（☎837－3267）

性感染症検査 ２／７（金）13：30～14：30

感染の心配な方 
▶ ＨＩＶ・梅毒・性器クラミジア感
染症の検査。

※匿名可、無料。
※結果は原則一週間後｡
※ 性器クラミジア感染症検査は、１
時間以上排尿を控えてご来所くだ
さい｡
問合感染症対策等担当（☎837－3264）

こころの健康相談日
（前日までに予約）

毎週水曜
15：45～17：15
（開催時間）

▶心の健康に関する相談。
※秘密厳守。
※第４水曜日は｢うつ病家族相談日｣ 
申込・問合保健感染症係（☎837－3267）

　 免料金免除制度対象者　
70歳以上、生活保護世帯、市民税
非課税世帯（事前に手続きが必要）、
市医療費助成制度・福祉給付金支
給制度対象者

　猫の飼い主の皆さまへ

日１／23（木）10：00～11：30

場瑞穂区役所講堂（２階）

区内在住の40歳以上

▶ 運動講話、みずほ体操・サンバ

ｄｅみずほなど。

●講師／水野 まふ美さん

　　　 （健康運動指導士）

申込・問合保健看護担当

　　　　　（☎837－3271）

元気度アップ！みずほ体操

with健康ささえ隊（予約制）

日①2／19（水）②2／28（金）

　13：30～15：00

65歳以上　席40人

▶ ①しっかり運動編②お口の健康

と栄養編。

受 各回前日までに☎で申し込み｡

定員を超えた場合は抽選。

●講師／横川 珠姫さん

　　　 （健康運動指導士）

申込・問合感染症対策等担当

　　　　　（☎837－3264）

　ハッピーライフ！健活講座

　（ミニコース）
 神経難病患者・家族のつどい

日１／16（木）13：30～15：30

 神経・筋疾患難病と診断された

方と家族

▶姿勢、歩行などについての講話。

受初めての方は１／15（水）までに

　☎で申し込み。

申込・問合保健看護担当

　　　　　（☎837－3271）

日2／25（火）10：00～11：15

 生後８～11か月までの乳児とそ

の保護者で初参加の方

席20組（先着順）

▶親子のふれあい遊びと交流会。

受１／27（月）～☎で申し込み｡

申込・問合子育て総合相談窓口

　　　　　（☎837－3285）

日１／30（木）午後（指定の時間）

40歳以上の女性　￥500円 免

▶ 問診、マンモグラフィ（乳房Ｘ線

検査）。

受１／16（木）までに☎で申し込み｡

※ ペースメーカー使用の方、過去

に豊胸手術の経験がある方、妊

娠中の方、授乳中の方は受診で

きません。

※受診は２年度１回。

申込・問合感染症対策等担当

　　　　　（☎837－3264）

　乳がん検診

教室 ･ 相 談 名 開 催 日 受 付 時 間 対 象 ・内 容な ど

２歳児むし歯予防
教室（予約制）

１／14（火）13：15～13：45
２歳児
▶歯科検診・相談、栄養相談、
　フッ素塗布（￥720円）。
●持ち物／歯ブラシ、タオル、
　　　　 母子健康手帳

１／23（木）９：00～９：30

２／４（火）13：15～13：45

親子の歯の健康教室
（予約制）

１／14（火）13：45～14：15  １歳～未就学児（２歳児除く）と検
診を希望する１歳児の保護者
▶歯科検診・相談、栄養相談、
　フッ素塗布（￥720円）。
●持ち物／歯ブラシ、タオル、
　　　　 母子健康手帳

１／23（木）９：30～10：00

２／４（火）13：45～14：15

はじめての歯磨き
教室（予約制）

１／22（水）９：45～10：00

10～12か月程度の乳児で初参加の方
▶ むし歯菌のチェック、歯みがき実
習、個別相談（歯、栄養）、むし歯
予防の話など。

※フッ素塗布をご希望の方は、おつりのないようにお願いします。
　生活保護世帯（証明要）は免除あり。日2／13（木）10：30～11：30

１歳～１歳４か月児と保護者

席12組（先着順）

▶ 離乳食完了期の食事についての

話、試食、交流会。

受１／15（水）～☎で申し込み｡

●持ち物／ スプーン、フォーク、手

ふき、お茶などの飲み物

申込・問合保健感染症係（☎837－3267）

　かみかみ教室

　よちよち教室

　日2／６（木）14：00～16：00　場瑞穂区役所講堂（２階）

　席200人（当日13：30～先着順）

　▶講演｢気づき、声かけ、聴いて、つないで、見守る

　　～今日からあなたもゲートキーパー～｣　

　　元気がない、口数が減ったなど、いつもと違う様

　　子の人を見かけたら、どう対応したらよいか学ん

　　でみませんか？

　●講師／竹内 浩さん（名古屋第二赤十字病院　精神科部長）

　●主催／瑞穂区保健環境委員会、瑞穂保健センター

　問合企画管理係（☎837－3243・℻837－3291）

　瑞穂区いのちの支援講演会

「ぴよ吉」「うさじ」

Ⓒbecco

名古屋市いのちの支援
広報キャラクター

▼歯の健康教室・相談 申込・問合保健感染症係（☎837－3267）

▼心・体の健康教室・相談 

▼子育て教室・相談 
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▼なごやかクラブ瑞穂｢新春演芸会｣
日１／22（水）12：30～15：30　

場瑞穂文化小劇場

▶会員が歌や踊り、詩吟、楽器の

　演奏など日ごろの練習成果を皆

　さんに披露します。

問合区役所福祉課（☎852－9395・℻851－1350）

▼子育てサロン｢さくらひろば｣
日２／５（水）10：15～11：30　

場瑞穂区役所講堂（２階）　

未就園児と保護者　席60組　

▶子育て中の方や子どもの交流の場。保健師や保育士への育児相談、

　保育士による手遊び、親子遊びなど。

受 １／11（土）～20（月）に☎または電子申請（５面参照）で申し込み。☎で

の受け付けは土・日曜日、祝日を除く９：00～17：00に限ります。定

員を超えた場合は抽選。

※初参加の方、優先。

申込・問合区役所民生子ども課（☎852－9392・℻852－9375）

▼第59回瑞穂区卓球大会
日２／16（日）９：00～　場昭和スポーツセンター

区内在住・在勤または区内に活動の拠点を置く団体や

　教室に参加している社会人

●部門／Ａ・Ｂ両部門に参加可

　Ａシングルス（年齢は大会当日の満年齢）

　・男子一般（60歳未満）の部　・男子マスターズ（60歳以上）の部

　・女子一般（60歳未満）の部　・女子マスターズ（60歳以上）の部

　Ｂダブルス（年齢制限なし）　※ミックスダブルスは参加不可。

　・男子の部　・女子の部

●試合方式／Ａ・Ｂ両部門とも原則トーナメント方式

受 １／24（金）までにメール（住所、氏名、電話番号、年齢、部門を記

載）または直接申し込み。

申込・問合区役所地域力推進室

（☎852－9308・℻852－9306・ a8529307@mizuho.city.nagoya.lg.jp）

▼ちいさいひとむけおはなし会
日１／23（木）

　11：00～11：20、11：30～11：50

乳幼児～

▼英語でおはなし会
日１／15（水）11：00～11：30

乳幼児～

▶英語の歌と絵本のよみきかせ。

▼ストーリーテリングのおはなし会
日１／18（土）11：00～11：30

５歳～

▶絵本を使わないおはなし会。

▼ ｢やなせたかしとアンパンマン展｣

おうえん みんなのおはなし会
日１／25（土）11：00～11：40

幼児、小学生向け

▶ おはなし会の後、アンパンマン

の折り紙を作ります。

▼みんなのおはなし会
日１／11、２／８（各土）

　11：00～11：30

幼児、小学生

▼ 子どもと本の講座｢ふだんづか

いのわらべうた｣
日１／30（木）11：00～11：40

５か月～１歳半の乳幼児と保護者

席15組（先着順）

受 １／16（木）10：00～☎または窓口

で申し込み。

▼ ルリユール講座｢手仕事で製本

を～折本を作ろう～｣
日２／８（土）13：30～15：30

中学生～

席20人（先着順）　￥500円（材料費）

▶本の装丁、製本。

受 １／18（土）10：00～☎または窓口

で申し込み。

●持ち物／ はさみ、鉛筆、定規、 

カッターナイフ

●講師／ 飯田 治代さん（元名古屋 

市図書館司書）

▼パソコン初心者教室
日１／22（水）10：00～12：00

市内在住・在勤のパソコン初心者

※ 初心者体験コース（２時間：全３

回）、相談コース（時間自由）。

　（いずれも当日10：00～先着順）

▼認知症サポーター養成講座
　日１／29（水）10：00～11：30

　場瑞穂図書館　 市内在住・在勤・在学　席20人（先着順）

　▶ 認知症の事を学び、認知症の理解を深め、｢認知症サポーター｣を

養成する講座。

　受 ①へ☎または℻（〒住所、氏名（ふりがな）、電話番号を記載）にて、

１／24（金）必着で申し込み。

▼ダンディクッキング　～おいしく食べて健康に～
　日２／18（火）10：00～13：00

　場名古屋女子大学（汐路町３－40）

　 区内在住の65歳以上の男性（夫婦での参加可）　席40人（先着順）

　￥500円　▶男性向けの料理教室。

　受１／30（木）～２／７（金）に①②へ☎で申し込み。

申込・問合①瑞穂区東部いきいき支援センター（☎858－4008・℻842－8122）

　　　　　②瑞穂区西部いきいき支援センター（☎872－1705・℻872－1707）

▼公開講座
★名古屋の台地

　日１／22（水）10：00～12：00

　席55人（当日９：30～先着順）

　▶ ｢〈なごや学〉台地を歩く｣の第

１回を公開します。

　●講師／ 溝口 常俊さん（名古屋 

大学名誉教授）

★ヘルマンハープ・コンサート

　～いつでも・どこでも・だれも

　　　　が楽しめる楽器の調べ～

　日２／２（日）10：00～12：00

　席55人（当日９：30～先着順）

　▶ 楽器｢ヘルマンハープ｣のミニ

コンサートと演奏体験。

　受 障害のある方とその付き添い

の方については、１／19（日）

まで☎で受け付け（当日窓口

でも可）。

　●講師／ 山田 千恵子さん（日本

ヘルマンハープ振興会

認定インストラクター）

▼金曜サロン
　日①１／17（金）②２／７（金）

　　10：00～12：00　

　▶ ①転ばない身体づくり体操＆

便利な福祉用具紹介。

　　②笑う門には福来る（漫談）。

▼プリント★サロン
　日１／27（月）13：30～14：30

　▶クロスワード

　　パズルやナン

　　プレに挑戦。

▼懐かしの歌をうたう会
　日１／21（火）13：30～15：00

　席50人（先着順）

　▶ 懐かしの歌を皆で楽しく歌い

ましょう。

▼脳活サロン
　日１／30（木）13：30～15：00　

　▶ 認知症予防リーダーと一緒に

楽しく脳トレしましょう。

▼リフレッシュ・ヨガ講座
　日１／31（金）①13：00～13：40

　　②13：50～14：30

　席各回20人（先着順）

　▶①マットでリラッ

　　　クスヨガ。

　　②イスで足の悪い方

　　　でも簡単ヨガ。

　受１／11（土）～整理券配布。

▼令和２年度趣味講座受講生募集
　日令和２年４月～令和３年３月

　受 １／20（月）～２／14（金）に、本

人が直接申し込み。

福祉会館利用証をお持ちの方

▼ベビーマッサージ＆ママビクス
日２／５（水）

　10：00～10：45、11：00～11：45

 歩き出す前の生後２か月～１歳

児と保護者

席各20組（先着順）

受 １／22（水）10：00～直接申し込み。

10：30～は☎も可。

▼軍水保育園エリア支援保育所共催

　｢ベイビーすまいる｣
日３／３（火）10：30～11：30

０歳児と保護者

▶ 赤ちゃんニッコリふれあいあそび

と、ママ同士の交流を行います。

受 ２／４（火）10：00～直接申し込み。

10：30～は☎も可。

▼児童館まつり

　｢キッズボランティア｣大募集!!
日１／26（日）、２／１（土）・９（日）・

　15（土）全４回

小学３年生～高校生

席20人（先着順）

▶ ２／16（日）に開催する｢児童館ま

つり｣ に出店し、一緒に盛り上

げよう！

受 １／12（日）10：00～直接申し込み。

10：30～は☎も可。

▼キッチンみずほ

　～バレンタイン編～
日２／２（日）13：30～15：30

小学生　席12人（先着順）　

￥200円

▶ バレンタインの贈り物を作製。

受 １／19（日）10：00～直接申し込み。

10：30～は☎も可。

※複数名の申し込み不可。

▼バスハイク
日３／26（木）８：00～17：00予定

場 ぎふ清流里山公園（岐阜県美濃

加茂市山之上町2292－１）他

小学生　席30人　￥1,500円

▶ ピザ作りやせんべい焼き体験な

ど、お楽しみ満載の食育ツアー。

受 往復はがき（往信裏面に住所、

氏名、電話番号、学年を記載）

に て、 ２／４（ 火 ）～２／９（ 日 ）

必着で申し込み。１枚に２人ま

で。定員を超えた場合は抽選。

申込・問合瑞穂児童館

 （〒467－0011 萩山町１－22）

▼カプランド
日１／16（木）15：00～16：30

未就園児（保護者同伴）～高校生

▶｢カプラ｣で自由に創造しよう。

▼巡回日程
日１／31（金）10：00～11：00

場春山荘２号棟北側駐車場（春山町）

▼キッズわんぱーく
日１／22（水）10：00～11：30

未就園児と保護者

▶ ボールプールやトランポリンな

どの大型遊具であそぼう。

▼人形劇を見よう
日１／30（木）10：30～11：30

未就園児と保護者

▶ ぽこあぽこによる｢はらぺこあ

おむし｣ の上演とふれあいあそ

びで楽しもう。

▼おでかけわんぱーく
日１／24（金）10：30～11：30

場瑞穂コミュニティセンター

　（津賀田町３－83－１）

未就園児と保護者

▶ 児童館のキッズわんぱーくがお

でかけします。

▼集まれ１歳児！

　みんなの音楽ひろば
日２／18（火）10：30～11：30

１歳児と保護者

▶音楽あそびを親子で楽しもう。

受 １／21（火）10：00～直接申し込み。

10：30～は☎も可。

　区役所へお越しの際は、公共交通　

　 機関の利用にご協力ください。

なごやかクラブ瑞穂は、

｢瑞穂区老人クラブ連合会｣

の愛称です。

おおむね60歳以上の方、

お仲間になりませんか？

▼ 瑞穂図書館・名古屋女子大学図

書館コラボ企画｢学生ボランティ

アによるおはなし会｣
日１／25（土）14：00～15：00

幼児、小学生

▶ おはなし会と、学生による１対

１での絵本の読み聞かせ。
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▼歴史体験セミナー｢おいしく作ろう おこしもん｣
日２／22（土）①10：00～11：00、②11：30～12：30

席各回60人　￥１人400円

▶ひなまつりゆかりの郷土菓子｢おこしもん｣を作ります。

受 往復はがき（往信裏面に住所、氏名、電話番号、年齢、教室名、希望

時間①②を記載）または電子申請（５面参照）にて１／29（水）必着で申

し込み。定員を超えた場合は抽選。

※小学３年生以下は保護者同伴。

申込・問合名古屋市博物館（〒467－0806 瑞穂通１－27－１）

▼お風呂やさんで お元気か～い
日２／５（水）14：45～15：45

　※悪天候などで中止の場合あり。

場栄湯（船原町２－６）

市内在住の65歳以上

▶ 保健師が楽しく健康づくりの話

や簡単な体操を行います。

問合栄湯（☎872－0743）

　　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）

▼みずほスクールフェスティバル
日１／13（祝・月）14：30～

　（14：00開場）

席349人（当日先着順）

※ 定員を超えると入

　場できない場合が

　あります。　

▶瑞穂区内の学校の

　吹奏楽部が出演する演奏会。

瑞穂生涯学習センター　惣作町２－27－3

〒467－0831　☎871－2255・℻871－2256
１／14・27

名古屋市博物館　瑞穂通１－27－１

〒467－0806　☎853－2655・℻853－3636

１／14・20・27・

28、２／３・10

パロマ瑞穂スポーツパーク（瑞穂運動場）
スタジアム・ラグビー場・ラグビー練習場
北陸上競技場・レクリエーション広場
野球場 
管理第１係　☎836－8200・℻836－8206

テニスコート・相撲場

１／20

瑞穂図書館　豊岡通3－29

〒467－0012　☎853－0450・℻853－0451

１／14・20・27、

２／３・10

瑞穂文化小劇場　豊岡通3－29

〒467－0012　☎852－7001・℻852－7002

１／14・20・27、

２／３・10

アーチェリー場・弓道場・屋内プール

トレーニング室・研修室

管理第２係　☎836－8210・℻836－8211

１／20、２／３
（研修室は１／27、

２／10も）

瑞穂児童館　萩山町１－22

〒467－0011　☎852－2229・℻841－1348

１／13・14・20・

27、２／３・10

名古屋市東山荘　初日町２－3

〒467－0028　☎・℻共通831－2672

１／14・20・27、

２／３・10

瑞穂福祉会館　萩山町１－22

〒467－0011　☎841－3113・℻841－1348

１／12・13・19・

26、２／２･９

名古屋市体育館　熱田区六野２－５－3

〒456－0023　☎872－6655・℻872－6657
１／20、２／３

昭和スポーツセンター　昭和区吹上２－6－15

〒466－0000　☎733－6831・℻733－6832
１／17、２／７

　お問い合わせ先一覧  　１／11～２／10の休館・休場日

▼法律相談
日１／24、２／14（各金）13：00～16：00

市内在住・在勤・在学

席16人（先着順）

※相談は１人20分以内。

受各開催日の１週間前から☎で申

　し込み。

申込・問合名古屋おしえてダイヤル

　　　　　（☎953－7584）

▼内職相談
日１／17・24・31、２／７（各金）

　10：00～12：00、13：00～15：00

市内在住

問合区役所民生子ども課

　　（☎852－9382・℻852－9375）

▼行政相談（詳細は問合まで）

問合区役所地域力推進室

　　（☎852－9304・℻852－9306）

▼留守家庭児童育成会・留守家庭児童クラブのご案内
　下校後、保護者が共働きなどで留守の小学生を対象に、｢生活の場｣・

｢第二の家庭｣として児童の健全育成を図っています。

★留守家庭児童育成会

申込・問合各留守家庭児童育成会

★留守家庭児童クラブ（たけのこクラブ）

場瑞穂児童館　席30人

受児童館で配布する｢留守家庭児童クラブ入会

　申込書｣に必要事項を記入し、１／22（水）～

　２／４（火）に瑞穂児童館に提出。

　２／22（土）に面接を実施します。

※トワイライトルームを実施している学区に

　ついては、新規募集はありません。

申込・問合瑞穂児童館（☎852－2229・℻841－1348）

▼１月26日は｢文化財防火デー｣
　昭和24年１月26日に法隆寺金堂で発生した火災をきっかけに、昭和

30年から毎年１月26日が｢文化財防火デー｣と定められました。

　この日を中心に、文化財を保存している施設では防

火・防災対策の点検や消防訓練などを実施します。

問合瑞穂消防署（☎852－0119・℻852－6223）

▼瑞穂区時給制通達員の募集
●業務内容：市・区から発せられる文書を区内の担当区域へ配布

●募集期間：１／6（月）～20（月）必着　●採用人数：若干名

●採用予定：４／１（水）　

●受験資格：外勤に耐えられる体力のある方

※ 募集要項は１／１（祝・水）～市ウェブサイトへ掲載、１／６（月）～区役

所総務課で配布｡

申込・問合区役所総務課（☎852－9213・℻851－3317）

▼道路にはみ出した樹木の手入れのお願い
　道行く人の目を楽しませる生垣などの庭木ですが、枝が伸びて道に

はみ出すと通行の妨げとなり、交通事故の原因になりかねません。私

有地の樹木が原因で事故が発生した場合、その土地の所有者が賠償責

任を問われる場合があります。早めのお手入れをお願いします。

問合瑞穂土木事務所（☎831－6161・℻831－8710）

▼令和２年４月に小 ･ 中学校へ入学されるお子さんへ｢就学通知書｣を

　お届けします
【新小学１年生】平成25年４月２日～平成26年４月１日に生まれたお子

　　　　　　　さんに、１月中にお届けします。

【新中学１年生】在学中の小学校を通じて、２月中にお届けします。

※次の方は瑞穂区役所市民課で、手続きをしてください。

問合区役所市民課（☎852－9316・℻852－9329）

■国立、私立の小・中学校へ入学される方

　（入学する学校長の入学許可証が必要です。）

■外国籍のお子さんで市立の小学校へ入学を希望される方

※就学通知書が届かない場合や就学についてご不明な点は、お問い合

　わせください。

　区内で学童保育所のため

の建物や土地を提供してく

ださる方を求めています。

　固定資産税などの減免制

度が適用されることがあり

ます。

問合区役所民生子ども課

 （☎852－9382・℻852－9375）

▼認知症高齢者の介護相談など
★もの忘れ相談医による専門相談

　日②１／22（水）13：30～14：30

　 もの忘れが気になる方やその家族

★家族サロン…不安や悩みを話し合える場、情報交換など

　日①２／５（水）②１／23（木）13：30～15：30

　 認知症の方を介護している家族、経験のある方

★家族教室…認知症の人への関わり方を学ぼう

　日②１／21（火）13：30～15：30

　 認知症の方を介護している家族

場①瑞穂区在宅サービスセンター（佐渡町３－18）

　②瑞穂区西部いきいき支援センター（堀田通１－18 シティアーク１階）

★オレンジカフェみずほ ホリデー

日②１／25（土）14：00～15：30

場特別養護老人ホーム　オーネスト神穂（神穂町５－10）

介護について学びたい方、不安や悩みのある方。

▶交流会、プチ勉強会、健康チェック、施設見学など。

申込・問合①瑞穂区東部いきいき支援センター（☎858－4008・℻842－8122）

　　　　　②瑞穂区西部いきいき支援センター（☎872－1705・℻872－1707）

▼クリーンパートナーになりませんか！
　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。

【活動要件】

　○市民、事業者によ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であること。

　○美化推進重点区域を含む区域で、原則10人以

　　上で月１回以上清掃活動が実施できること。

【名古屋市の役割】

　○清掃用具の支給（ほうき、ちりとり、火ばさ

　　み、軍手、ボランティア袋）

　○活動で集まったごみ・資源の回収

　○市民活動保険の保険料負担

申込・問合瑞穂環境事業所（☎882－5300・℻882－5305）

名   称 所   在   地 電   話 入   所   説   明   会

御剱どろんこクラブ 御剱町３－37 872－6646 ２／２（日）10：00～

穂波子ども広場 神穂町６－15 821－5000
未定

個別にご連絡ください。

瑞穂学童保育所 本願寺町２－56
851－8173

２／２（日）９：00～

瑞穂学童保育所で開催第二瑞穂学童保育所 本願寺町２－75－３

あさがお学童保育所 洲山町３－43
842－0807

 

２／７（金）19：00～

あさがお学童保育所で開催第二あさがお学童保育所 洲山町２－24－６

弥富・中根第１学童クラブ 田辺通６－10－２ 832－6010
説明会は終了しました。

個別にご連絡ください。

弥富・中根第２学童クラブ 井の元町124－２ 831－0994 １／18（土）10：00～

弥富・中根第２学童クラブ

で開催西中根学童クラブ 中根町３－１ 887－9354

陽明学童保育所 下山町１－92 861－0800 ２／１（土）19：00～

汐路学童保育所 石川町３－19－３ 853－3045
説明会は終了しました。

個別にご連絡ください。
第二汐路学童保育所 御莨町３－22 842－5023

　越境入学とは、住所をいつわって他学区の学校へ入学することです。

市立の小・中学校は、特別な事情がある場合を除いて、お子さんが実際

に生活している学区の学校へ通学することになっています｡

しない させない 越境入学


