
⓬ ２ ４ 瑞 穂 区

子どもの笑顔を守る

学童の登下校時における交通指導
（メインの仕事）

町内会･自治会に加入しましょう

～ 現在募集中(７月１日採用予定) ４月20日(月)まで ～～ 現在募集中(７月１日採用予定) ４月20日(月)まで ～ 中根学区または弥富学区１名・陽明学区１名

 交通指導員（　　　）
会　計　年　度
交通指導員

　小学校に通う子どもたち

の登下校時に交通指導を行

います。横断歩道の渡り

方、歩道の歩き方などを教

えています。

〈 勤 務 条 件 〉
報酬は月額91,310円から93,955円の範囲で高校卒業後の年数に

応じて決定。通勤手当に相当する費用弁償、期末手当を支給します。

　月１回の会議や学習

会、交通安全訓練の練習

や訓練で使用する道具の作成など

を行います。夏休み期間には、新

１年生にプレゼントする信号機の

マスコットを作成しています。 問合　区役所地域力推進室(☎852-9305･FAX852-9306)

交通安全パトロール
　通学路に危険箇所がないかパトロール

を行い、安全確認をしています。

交通安全啓発活動

交通安全訓練
　　及び教育活動

その他

　幼稚園、保育園、小学校や地域の

高齢者の方などを対象に、交通安全

教室を行っています。手品、紙芝

居、ゲームやクイズなどで楽しく交

通ルールやマナーを教えたり、横断

歩道の渡り方や自転車の正しい乗り

方の指導を行ったりします。

　学区の方などと一緒に交通事故死ゼロの日

などの交通安全啓発活動を行います。
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子どもたちと触れ合える点が一番魅力的

です。元気な声であいさつをしてくれた

り、元気に登下校したりする姿を見て、

子どもたちが交通事故にあって悲しむこ

とがないようにしたいという思いが強く

なります。

子育て中の指導員も子育て後の指導員も

おり、幅広い年齢の指導員で楽しく仕事

に取り組んでいます。勤務年数が短い指

導員からベテランの指導員までバランス

よくいるので、仕事のやり方や困ってい

ることなど相談しやすいです。

勤務時間が１日５時間（１週間当たり平均

25時間）であることや、基本的に休日が

小学校と同じなので、子育て中の方でも比

較的両立がしやすいことです。夏休み期間

中の８月は仕事がありますが、１週間当た

り平均15時間に減ります。

日々の登下校時の交通指導は外のため、

天候の悪い日、暑い日、寒い日は大変で

す。また、交通安全訓練が続く時期も外

での仕事が続くため、体力が必要です。

子どもたちから元気を分けてもらって、日々

楽しく元気に活動をしています。興味のある

方は、ぜひ区役所にお問い合わせください！

▲みずほっぺ

交通指導員さん▶

～瑞穂区の交通指導員より～～瑞穂区の交通指導員より～交 通 指 導 員 の 仕 事

詳しい仕事内容、勤務条件などに
ついては、お問い合わせください。

紙芝居
しっかり
見てね

自転車に
乗るときは
ヘルメットを
かぶってね

信号は
手をあげて
わたろう！

信号機を
イメージした
マスコット

どんな人たちと一緒に働いていますか？

この仕事の働きやすい点は？

この仕事の大変な点は？

最後にメッセージを！

交通指導員の仕事の魅力は？

　町内会・自治会は、防犯灯の設置管理や夏祭り、防犯パトロール、地域清掃などさまざまな活動を

行い、住民同士の親睦を深めることで災害時などのいざというときに助け合える関係を築いています。

　町内会・自治会の活動を通じて、ふれあいの輪を広げてみましょう。

　町内会・自治会への加入を希望されている方は、町内会・自治会に取りつぐためのポストを区役所

１階情報コーナーに用意しておりますので、ご利用ください。
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区 分 診 査 日 対象児の生年月日 受 付 時 間

３か月児 ４／22（水） Ｒ１.11.16～11.30
第１子　　 ９：00～９：10 
第２子以降 ８：50～９：00

１歳６か月児
４／16（木） Ｈ30.８.19～８.23 13：10～13：45

４／30（木） Ｈ30.８.24～８.31 13：10～13：45

３歳児
４／14（火） Ｈ29.１.20～２.８ 13：10～13：45

４／28（火） Ｈ29.２.９～２.28 13：10～13：45

　乳幼児健康診査 

　犬の登録と狂犬病予防注射（雨天決行）

★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）

日５／18（月）10：00～11：15

生後８～11か月までの乳児と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４／20（月）～☎で申し込み。

申込・問合子育て総合相談窓口（☎837－3285）

　生後91日以上の飼い犬は、登録と毎年１回の狂犬病予防注射が必要

です。狂犬病予防集合注射を次の日程で行いますので、ご都合の良い

会場をご利用ください。

￥登録済みの犬…

　　　　　3,500円

　未登録の犬…

　　　　　6,500円

※飼い犬が登録済みの場合は、｢通知はがき｣を当日ご持参ください。

※おつりのないようにご協力をお願いします。

※ 事故防止のため、飼い犬をしっかりと制御できる方がお連れくださ

い。また、会場では絶対に犬を放さないでください。

※ 集合注射に来場されない方は、動物病院で狂犬病予防注射を受け、

保健センターで手続きを行ってください。（名古屋市の委託を受け

た動物病院では、狂犬病予防注射と同時に注射済票の交付を受ける

ことができ、この場合は保健センターでの手続きは不要です。）な

お、注射料金については、各動物病院にお尋ねください。

※ 令和２年度から集合注射会場で｢鑑札・注射済票の再交付｣、｢会場

で注射を受けない犬の鑑札・注射済票の交付｣は実施しません。該

当の方は、保健センターで手続きをしてください。

※すべての会場で昨年と実施時間が変更しました。

　必ず時間を確認の上お出かけください。

問合食品衛生・動物愛護等担当（☎837－3253）

▼なごや福祉用具プラザ　南部介護者教室
　楽らく介護のすすめ～心と体の健康講座～

　｢排泄よろず相談｣をテーマに４日間講座を開催します。１回のみの

参加もできます。

場名古屋市総合リハビリテーションセンター４階大研修室

　（弥富町字密柑山１－２）　席各回30人（先着順）

受４／24（金）10：00～窓口、☎、℻、郵送（〒住所、氏名、電話番号を記載）

　またはウェブサイト（http：／／www.nagoya-rehab.or.jp）にて申し込み。

申込・問合なごや福祉用具プラザ

（〒466－0015 昭和区御器所通３－12－１ ３階 ☎851－0051・℻851－0056）

日５／11（月）13：15～15：30

妊娠中のママとパパ　▶赤ちゃん準備コース。

●持ち物／母子健康手帳

申込・問合子育て総合相談窓口（☎837－3285）

▼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 

教 室 ･ 相 談 名 開 催 日 受 付 時 間 対 象 ・ 内 容 な ど

離乳食講習会
～マンマコース～
（予約制）

４／17（金）
５／１（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）

４／24（金）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４／13（月）～☎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）

４／20（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個別指導（１人約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）

教 室 ･ 相 談 名 開 催 日 受 付 時 間 対 象 ・ 内 容 な ど

性感染症検査 ５／８（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）

教 室 ･ 相 談 名 開 催 日 受 付 時 間 対 象 ・ 内 容 な ど

はじめての歯みがき
教室（予約制）

４／15（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。

２歳児むし歯予防
教室（予約制）

４／16（木）９：00～９：30 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４／21（火）13：15～13：45

親子の歯の健康教室
（予約制）

４／16（木）９：30～10：00
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

４／21（火）13：45～14：15

※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。

▼子育て教室・相談 

開 催 日 内 容

６／５（金）排泄動作と介助方法

６／12（金）おむつの選び方・使い方

６／19（金）
排泄の悩みを薬から考える
～改善できる薬、副作用を悪化させる薬～

６／26（金）おむつ使用時のスキントラブル予防

開催時間／13：30～15：00（終了後15：30まで介護に関する個別相談会開催）

実 施 日 会 場 実 施 時 間

４／21（火）
東栄公園 13：30 ～ 13：55

船原公園 14：30 ～ 15：00

４／22（水）
本願寺公園 13：30 ～ 14：20

内浜公園 15：00 ～ 15：25

４／23（木）
弥富公園 13：30 ～ 14：15

中根南部公園 14：50 ～ 15：40

４／24（金） 瑞穂保健センター 13：30 ～ 14：30

４／27（月） 惣作公園 13：30 ～ 15：15

　よちよち教室 

　パパママ教室（予約制）

　４～５月はスズメバチ類危害防止運動期間です。

　　　　　　春になって暖かくなると、アシナガバチやスズメバチの

　　　　　　女王バチが越冬から目覚めて巣を作り始めます。巣が大

　　　　　　きくなる前に家の周りを点検して撤去しましょう。

　　　　　　問合千種保健センター環境薬務室（☎753－1973）

新型コロナウィルス感染症対策の状況により変更する場合があります

のでご注意ください。

　ハチに刺されないために
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受 往復はがき（往信裏面に教室名（①④⑬⑱は希望日程・クラスAかBも）、

〒住所、氏名（ふりがな）、電話番号、年齢、学年、性別、返信表

面に〒住所、氏名を記載）、または電子申請（５面参照）にて、①～⑧

は４／15（水）、⑨～⑰は４／21（火）、⑱⑲は４／26（日）必着で申し込

み。定員を超えた場合は各申込期限翌日に公開抽選。

※ ①④はA・Bクラスへの重複申し込み不可。教室開始日までに対象

年齢に達している必要あり。⑭については、期間中に1歳にならな

い事。教室により、開催期間内に休講の日あり。

申込・問合①～⑰管理第２係

　　　　　（〒467－0011 萩山町３－68－1 ☎836－8210・℻836－8211）

　　　　　⑱・⑲管理第１係

　　　　　（〒467－0062 山下通５－1 ☎836－8200・℻836－8206）

▼みんなであそぼう！
日４／23（木）10：30～11：30

幼児と保護者

▶ 年齢関係なく、みんなで体を

使ってあそびましょう♪

▼こどもの日お楽しみ会
日５／５（祝・火）10：00～15：00

幼児（保護者同伴）～高校生

▶ こどもの日にちなんだお楽しみ

をご用意♪　臨時開館します。

▼おでかけわんぱーく
日４／24（金）10：30～11：30

場堀田小学校（新開町24－13）

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５／19（火）10：30～11：30

1歳児と保護者

▶ リトミックを取り入れた音楽あ

そびを親子で楽しもう。

受 ４／21（火）10：00～直接申し込み。

10：30～は☎も可。

▼キッズわんぱーく（大型遊具）
日４／22（水）10：00～11：30

未就園児と保護者

▼ベビーマッサージ＆ママビクス
日５／８（金）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 ４／24（金）10：00～直接申し込み。

10：30～は☎も可。

▼〈NESPA主催事業〉パロマ瑞穂スポーツパークの裏側をのぞいちゃおう
日５／20（水）10：00～12：00　場パロマ瑞穂スポーツパーク

席20人　￥500円

▶パロマ瑞穂スポーツパークの普段見られない裏側などが見られます。

受 往復はがき（往信裏面にイベント名、〒住所、氏名（ふりがな）、電話

番号、返信表面に〒住所、氏名を記載）、または電子申請（５面参照）

にて４／25（土）必着で申し込み。定員を超えた場合は抽選。

▼ママと赤ちゃんのための交流ひ

　ろば｢ベイビーすまいる｣
日５／12（火）10：30～11：30

０歳児と保護者

▶ 保育士による赤ちゃんの喜ぶふ

れあいあそびの紹介。

受４／14（火）10：00～

　直接申し込み。　

　10：30～は☎も可。

講 座 名 開 催 日 時（回 数） 対 象 定 員 費 用

①〈親学関連講座〉
　みんなで楽しくリトミッ
　ク！～親子で、仲間で、笑
　顔いっぱい～

６／２～７／７の
火曜10：00～11：30

（５回）

２歳児（６／２
現在）とその

保護者
12組 1,500円

②〈なごや学マイスター講座〉
　 さくらスイーツで伝えよう、

瑞穂区のよさ～さくらスイー
ツマイスターとして活躍しま
せんか～

５／27～７／８の
水曜10：00～12：00

（５回）

中学生を除く
15歳以上（マイ
スターとして
活動したい方）

24人 2,500円

③〈なごや学〉刀剣と名古屋
５／28～６／25の

木曜10：00～12：00
（５回）

中学生を除く
15歳以上

30人 1,200円

④〈女性セミナー〉
　心の声に素直に！～キー
　ワードは「私らしさ｣～
　[託児付]

５／22～７／３の
金曜10：00～12：00

（７回）

中学生を除く
15歳以上の女性

30人
（うち

託児
８人）

500円
（託児費

別途
 420円）

⑤おばけやしきをつくろう
　2020

７／18（土）・22（水）
25（土）・29（水）・
31（金）、８／1（土）

の９：45～12：00、
※８／1は

13：00～15：00も
（７回）

小学３年生～
中学生

24人 1,050円

⑥ この夏、親子で防災力アッ
プ！～災害時の｢食」への備
え～

７／28～８／25の
火曜10：00～12：00

（５回）

小学生とその
保護者

12組 1,800円

⑦文学で国際理解～英文学

　から学ぶ英国の文化、歴

　史～　

８／26～９／23の

水曜10：00～12：00

（５回）

中学生を除く

15歳以上
40人 1,200円

⑧〈環境デーなごや 2020〉

　 親子で協力！簡単・省エ

ネ・時短クッキング～旬

の野菜を使って～

６／６の土曜

10：00～12：30

（1回）

小学３年生～

中学生とその

保護者

12組 無料

▼令和２年度前期主催講座

市内在住・在勤・在学で各講座に定める方   

受 往復はがき（往信裏面に講座名、〒住所、氏名（ふりがな）、電話番号、

④の託児希望者はお子さんの氏名（ふりがな）・生年月日、⑤⑥⑧は学

年、返信表面に〒住所、氏名を記載）、または電子申請（５面参照）に

て、①～④・⑧は４／22（水）、⑤⑥は６／17（水）、⑦は７／15（水）必着

で申し込み。定員を超えた場合は各申込期限翌日に抽選。定員に満

たない場合は、各抽選日翌日から直接または☎にて先着順に受け付け｡

※ 応募は1講座1人1通のみ有効。④の託児対象は２歳以上（５／22現

在）の未就園児。講座により、開催期間内に休講の日あり。

申込・問合瑞穂生涯学習センター（〒467－0831 惣作町２－27－３）

教 室 名 開 催 日 時（回 数） 対 象 定 員 費 用

①水泳 
　女性教室
　A・B

A５／13～７／22の水曜 
B５／14～７／16の木曜 
11：00～12：30（10回）

中学生を除く
15歳以上の女性

各45人
各

6,600円

②水泳 
　中高年スイム＆　
　ウォーキング教室

５／13～７／22の水曜 
13：30～14：30（10回）

50歳以上 45人 7,600円

③水泳
　幼児教室

５／13～７／22の水曜 
15：15～16：15（10回）

４歳以上の
未就学児

50人 7,100円

④水泳
　小学生教室
　A・B

A５／13～７／22の水曜 
B５／14～７／16の木曜 
16：45～18：15（10回）

小学生 各60人
各

6,000円

⑤水泳
　一般教室

５／13～７／22の水曜 
18：45～20：15（10回）

中学生以上 40人 6,600円

⑥弓道教室
５／９～７／11の土曜
14：00～16：00（10回）

中学生以上 35人 5,500円

⑦アーチェリー
　教室

５／10～６／28の日曜
14：00～16：00（８回）

中学生以上 30人 4,400円

⑧みずほわくわく
　テニスクラブ

５／12～６／12の
火曜と金曜 

16：30～18：00（10回）
小学３～６年生 24人 5,300円

⑨バレトン教室　
　Ⅰ

５／13～７／15の水曜 
13：45～14：45（10回）

中学生を除く
15歳以上

25人 5,200円

⑩フラダンス
　教室Ⅰ

５／12～７／14の火曜 
14：00～15：00（10回）

中学生を除く
15歳以上の女性

25人 5,200円

⑪子育てママの
　スタイルアップ
　教室[託児付]

５／14～６／11の木曜
10：30～12：00（５回）

４か月以上の
０歳児と母親

10組 3,300円

⑫赤ちゃんと一緒
　産後ヨガ

５／11～７／13の
第２・４月曜

10：00～11：00（５回）

４か月以上の
０歳児と母親

14組 4,000円

⑬体操教室
　A・B

５／15～７／３の
第1・３・５金曜

A15：30～16：30（５回）
B16：45～17：45（５回）

A年中・年長
B小学1・２年生

A20人
B16人

各
5,200円

⑭ avexライフデザ
インメソッド

　コツミック

５／12～７／14の火曜
11：00～12：00（10回）

４か月以上の
０歳児と母親

15組 10,000円

⑮ avexライフデザ
インメソッド

　バンビート！

５／12～７／14の火曜
15：30～16：15（10回）

年少・年中 15人 10,000円

⑯avexライフデザ
　インメソッド
　ダンスボックス

５／12～７／14の火曜 
16：30～17：20（10回）

年長～小学３年生 20人 8,000円

⑰avexライフデザ
　インメソッド
　イージードゥ
　ダンササイズ

５／12～７／14の火曜 
19：30～20：30（10回）

中学生以上 20人 8,000円

⑱キッズスポーツ
　教室A・B

５／20～12／23の水曜
15：45～16：30（15回）

A５歳児
B６歳児

各30人
各

7,650円

⑲ジュニア
　ラグビー教室

５／31～３／20の
土・日曜と祝日

９：30～11：00（12回）
小学生 80人 6,120円

教 室 名 開 催 日 時 （回 数） 対 象 定 員 費 用

テニス教室
５／７～７／９の木曜
９：45～11：45（10回）

中学生を除く
15歳以上

45人 8,000円

ヨガ教室
５／８～７／10の金曜
12：30～13：30（10回）

中学生を除く
15歳以上

50人 6,000円

親子トリム＆
エアロ教室

５／８～７／10の金曜
13：45～14：45（10回）

よちよち歩きの
未就学児と親

40組 5,000円

バウンドテニス
教室

５／12～６／30の火曜
９：45～11：45（８回）

中学生を除く
15歳以上

30人 2,400円

ピラティス教室
５／12～７／14の火曜
12：30～13：30（10回）

中学生を除く
15歳以上

40人 6,000円

健康体操教室
５／12～７／14の火曜
13：45～14：45（10回）

中学生を除く
15歳以上

30人 4,000円

すこやかキッズ
体操教室A

５／12～７／14の火曜
15：45～16：45（10回）

年少～年長 20人 6,000円

すこやかキッズ
体操教室B

５／12～７／14の火曜 
16：50～17：50（10回）

小学1～３年生 20人 6,000円

受 窓口（官製はがき持参）または往復はがき（往信裏面に教室名、〒住所、

氏名（ふりがな）、電話番号、年齢（学年）、性別、返信表面に〒住所、

氏名を記載）にて４／23（木）必着で申し込み。また、電子申請（５面参

照）にて４／20（月）までに申し込みも可。定員を超えた場合は抽選。

申込・問合名古屋市体育館（〒456－0023 熱田区六野２－５－３）

パロマ瑞穂スポーツパーク（管理第２係☎836－8210・℻836－8211）

名古屋市体育館（☎872－6655・℻872－6657）

瑞穂児童館
（☎852－2229・℻841－1348）

瑞穂生涯学習センター（☎871－2255・℻871－2256）

▼さくら文化祭
日４／29（祝・水）10：00開演（９：30開場）　席349人（当日先着順）

▶文化小劇場の利用者などによる音楽やダンスなどの発表会。

▼子どもオペラ劇団｢瑞穂コペレッタ｣第１回本公演　オズの魔法使い
日６／17（水）・18（木）19：00開演（18：30開場）　席349人（先着順）

￥1,000円（未就学児のひざ上鑑賞は無料）

▶ 瑞穂文化小劇場の子どもオペラ劇団｢瑞穂コペレッタ｣の日々の練習の

成果を発表します。ぜひご覧ください。

受４／15（水）～市内の文化小劇場などでチケット発売。全自由席。

瑞穂文化小劇場 （☎852－7001・℻852－7002）



4瑞 穂 区 2 ⓯

　お問い合わせ先一覧  　４／11～５／10の休館・休場日

瑞穂生涯学習センター　惣作町２－27－３

〒467－0831   ☎871－2255・℻871－2256
４／14・27

名古屋市博物館　瑞穂通１－27－１

〒467－0806   ☎853－2655・℻853－3636

４／13・20・27・

28、５／７

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

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

４／20

４／20（研修室
は４／13・27も）

瑞穂図書館　豊岡通３－29

〒467－0012   ☎853－0450・℻853－0451

４／13・17・20・

27、５／７

瑞穂文化小劇場　豊岡通３－29

〒467－0012   ☎852－7001・℻852－7002

４／13・20・27、

５／７

瑞穂児童館　萩山町１－22

〒467－0011   ☎852－2229・℻841－1348

４／13・20・27・

29、５／３・４・

６・10

名古屋市東山荘　初日町２－３

〒467－0028　☎・℻共通831－2672

４／13・20・27、

５／７

瑞穂福祉会館　萩山町１－22

〒467－0011   ☎841－3113・℻841－1348

４／12・19・26・

29、５／３～６・

10

名古屋市体育館　熱田区六野２－５－３

〒456－0023   ☎872－6655・℻872－6657
４／20

昭和スポーツセンター　昭和区吹上２－６－15

〒466－0000　☎733－6831・℻733－6832
４／17、５／１

▼法律相談
日４／24、５／８（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４／17・24、５／１・８（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）
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▼みんなのおはなし会
日４／11、５／９（各土）11：00～11：30

幼児、小学生

▼ちくちく手づくりの会
日５／８（金）10：00～12：00

席15人（当日先着順）　

￥300円程度

▶たまごからひよこ。

●持ち物／もめん糸、

　　　　　針、はさみ

※託児なし、お子さん連れ可。

▼英語でおはなし会
日４／16（木）11：00～11：30

乳幼児～

▶英語の歌と絵本の読みきかせ。

※令和２年度から曜日が変更。

▼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②４／22（水）13：30～15：00

　 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②４／23（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

★認知症家族教室…認知症について正しく理解しよう

　日①５／８（金）②４／21（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）

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）

▼救急車の適正利用にご協力ください
　名古屋市では、平成31年（令和元年）中に約13万４千件の救急出動が

ありました。その中の約半数が入院を必要としない｢軽症｣であり、こ

の中には本来救急車を利用する必要がなかった人もいる可能性があり

ます。生命に危険のある方のところへ一刻も早く到着し、助けられる

命を確実に助けるため、救急車の適正利用にご協力をお願いします。　

　平日夜間や休日も含めた救急医療に対応する医療機関の検索は、｢あ

いち救急医療ガイド｣のウェブサイトをご利用ください。最寄りの病院・

診療所を検索できます。

　愛知県救急医療情報センター　☎263－1133

　小児救急電話相談　　　　　　☎#8000 または 962－9900

　子どもあんしん電話相談　　　☎933－1174

問合瑞穂消防署（☎852－0119・℻852－6223）

▼ カラスにごみを荒らされないた

めに
・生ごみを減らす。

　　買い過ぎ、作り過ぎに気を付

　け、生ごみを減らす工夫をする。

・ 生ごみだけを新聞紙や紙袋など

で包む。

　　カラスに中身が見

　えないようにする。

・ ごみ袋を防鳥ネットでしっかり

とおおう。

　　ネットが通行の妨げになると、

　思わぬケガや事故のもとになる

　場合があります。収集後はネッ

　トを取り込み、ご家庭で管理し

　ていただくようお願いします。

・ごみは収集日の朝に出す。

問合瑞穂環境事業所

　　（☎882－5300・℻882－5305）

▼ 公園はマナーを守って利用しま

しょう
　公園は誰でも利用できる憩いの

場所です。ごみのポイ捨てやペッ

トのふんの放置などは他の利用者

に大変迷惑となります。また、区

内の公園は、バーベキューなどの

火気の使用は原則として禁止して

います。マナーを守って気持ちよ

く利用しましょう。

なお、公園でお祭り

や盆踊りなどのイベ

ントを行う場合は許

可が必要です。

問合瑞穂土木事業所

　　（☎831－6161・℻831－8710）     

▼第19回瑞穂のさくら写真展　作品募集
　『まち・人・瑞穂のさくら』をテーマに、瑞穂区の魅力をサクラとと

もに表現した写真を募集します。

【募集期間】４／19（日）～22（水）

【 応募方法】作品に応募用紙を添え、瑞穂区役所３階北エレベーター前

受付（10：00～16：00）にご持参ください。郵送での応募はできません。

【 応募要項・応募用紙】瑞穂区役所、瑞穂生涯学習センター、瑞穂福祉

会館、瑞穂区内のコミュニティセンター・郵便局で配布します。

　※ サクラの花だけを被写体とした写真の応募はできません。応募の

詳細は応募要項をご確認ください。

●写真展開催日：５／16（土）～19（火）

●主催：瑞穂区役所、山崎川さくら塾実行委員会

●協賛：瑞穂区商店街連合会、瑞穂区内郵便局

申込・問合区役所地域力推進室（☎852－9303・℻852－9306）

瑞穂図書館
（☎853－0450・℻853－0451）

瑞穂福祉会館
（☎841－3113・℻841－1348）

▼懐かしの歌をうたう会
　日４／28（火）13：30～15：00

　席50人（当日先着順）

　▶ 参加者からのリクエストで懐

かしの歌をみんなで楽しく歌

いましょう。

▼ゆうぐれキネマ
　日①４／18（土）②５／２（土）

　　14：30～16：15

　席各回50人（当日先着順）　

　▶①釣りバカ日誌19

　　②男はつらいよ 寅次郎と殿様

▼脳活サロン
　日４／23（木）13：30～15：00

　席50人（当日先着順）　

　▶ 認知症予防リーダーと一緒に

楽しく脳トレしましょう。

▼懐かし映画会
　日４／30（木）13：00～15：00

　席50人（当日先着順）

　▶ イングリッドバーグマン主演

「カサブランカ」（1942年公開）。

　※終了後、茶話会があります。

▼リフレッシュヨガ講座
　日５／18（月）①13：00～13：40

　　　　　　　②13：50～14：30

　席各回20人

　▶①マットでの簡単ヨガ。

　　 ②足腰の弱い方でも！イスで

の簡単ヨガ。

　受５／２（土）～整理券配布。

福祉会館利用証をお持ちの方

▼巡回日程
日４／30（木）10：00～11：00　

場春山荘２号棟北側駐車場（春山町）

自動車図書館 
（☎・℻共通 821－3364）

▼子育てサロン｢さくらひろば｣
日５／21（木）10：00～11：30　場瑞穂区役所講堂（２階）

未就園児と保護者　席60組（先着順）

▶ 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が

できます。トランポリンなどの大型遊具が登場します。

受４／11（土）～５／14（木）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。

申込・問合区役所民生子ども課（☎852－9392・℻852－9375）

▼第40回区ソフトテニス大会
日５／31（日）９：00～（雨天中止）　場パロマ瑞穂テニスコート

★一般男子・女子の部（高校生を除く）

　 区内在住・在勤・在学の方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方を含む18歳以上のペア 

　席男子・女子各16組

★高校生男子・女子の部

　 区内在住・在学の高校生のペア　席男子・女子各32組

★中学生男子・女子の部

　 区内在住・在学の中学生のペア　席男子・女子各24組

●試合方法／ダブルス７ゲームマッチ、中学生は５ゲームマッチトーナメ

　ント方式　  ※参加ペア数により変更あり。

受５／７（木）までに℻・メール（参加部門、〒住所、氏名、電話番号、

　生年月日を記載）または直接申し込み。定員を超えた場合は抽選｡

※駐車場がないため、公共交通機関をご利用ください。

申込・問合区役所地域力推進室

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

瑞穂区役所　　

　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。

▼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４／18（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。

▼ちいさいひとむけおはなし会
日４／23（木）11：00～11：20、

　　　　　　11：30～11：50

乳幼児～

▼子ども読書の日記念 おはなし会

　ではらぺこあおむしをつくろう
日４／25（土）11：00～11：40

幼児、小学生

▼金曜サロン
　日①４／17（金）②５／１（金）

　　10：00～12：00　

　席各回50人（当日先着順）

　▶ ①尺八演奏②認知症予防体操

（講師／横川　珠姫さん）。

新型コロナウイルスの感染症拡大に伴い、イベントが中止になる場合

があります。


