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新型コロナウイルス感染症の集団発生防止について新型コロナウイルス感染症の集団発生防止について

新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載の行事などは中止となる場合があります。各催しの担当部
署へご確認ください。名古屋市公式ウェブサイト（http://www.city.nagoya.jp）や瑞穂区ウェブサイト
（http://www.city.nagoya.jp/mizuho/）でも随時お知らせしていきますのでこちらもご確認ください。

環境デーみずほ２０20

環境デーみずほ中央会場　区役所地域力推進室　☎852-9302・FAX852-9306
環 　 境 　 バ 　 ザ 　 ー 　区役所地域力推進室　☎852-9308・FAX852-9306
緑のカーテン栽培講座　南東部公害対策担当（南区公害対策室）　☎823-9422・FAX823-9425
クリーンキャンペーン　区役所地域力推進室　☎852-9302・FAX852-9306

問合

　環境デーなごやの地域行事として、平成１９年度より開催しています。清掃活動や環境学習などを通じ、エコ

アクションの輪を広げることを目的として、さまざまな事業を行っています。今年度につきましては、例年、開催

している「環境デーみずほ中央会場」「環境バザー」「緑のカーテン栽培講座」「クリーンキャンペーン」について

は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、中止となりました。

　新型コロナウイルス感染症の感染が拡大しています。皆様一人一人が感染のリスクを下げるための行動

をとることが重要です。

　集団感染の共通点は、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間、不特定多数の人が接触するおそ

れが高い場所です。このような空間に集団で集まることを避けてください。

　「３つの密」をできる限り避けることは、自身の感染リスクを下げるだけでなく、多くの人々の重症化を食

い止め、命を救うことに繋がります。
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名古屋グランパスJ1リーグ公式戦のスタジアム運営スタッフとして活躍しよう！

地元の魅力発見！

場 所

日 時

お仕事内容
(予定)

定 員

対 象

受 付

協 力

区役所地域力推進室　☎852-9303・FAX852-9306問 合

瑞穂のさくら写真展瑞穂のさくら写真展瑞穂のさくら写真展

延期のお知らせ

第19回第19回

　瑞穂区の｢区の木｣、｢区の花｣であるサクラを

題材とした『瑞穂のさくら写真展』は、今年19回

目を迎えますが、新型コロナウイルス感染症の

拡大防止対策のため、開催を延期することが決

定しました。

５/16（土）～19（火）に開催する予定でしたが、

令和3年２月に延期します。ご予定されていた

方には、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解く

ださいますようお願いいたします。

申込・問合

パロマ瑞穂スタジアム

６/13(土)16:00～18:15ごろ体験終了

名古屋グランパスVSサガン鳥栖 18:00キックオフ
お仕事体験後、試合観戦をしていただけます。

○グッズ販売の補助、入場口でのパンフレットの配布、
　入場フラッグ(センターサークルシート)の補助など。
※お仕事の内容は変更になることがあります。
　また、お仕事の内容は選べません。

10組20人(２人１組 大人と子ども１人ずつ)

瑞穂区内在住の小学５・６年生とその保護者

メール、はがきまたはFAXに｢お仕事体験｣参加希望と明記し、必要事項
(住所、参加する親と子の氏名（ふりがな）、電話番号、性別、小学校名、学
年)を記入のうえ、5/21(木)必着で申し込み。１人１通のみ有効。定員を
超えた場合は抽選。当選者のみ５/27(水)までにご案内します。

株式会社 名古屋グランパスエイト

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

親子お仕事体験名古屋グランパス
ヨロコビプロジェクト

第
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近年、集中豪雨や大型台風による浸水被害や土砂災害が各地で発生しています。

被害を最小限にするために、「洪水・内水ハザードマップ」で自宅や付近の「浸水深」や

「土砂災害警戒区域」を確認して、いざというときに慌てず行動できるよう準備して

おきましょう。
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風水害に備えて

問 合
区 役 所 総 務 課　☎852-9217 ・ FAX851-3317

瑞穂消防署総務課　☎852-0119 ・ FAX852-6223

保健センター保健予防課　☎852-3264・FAX837-3291問 合

より良い環境づくりに向け、

共に学び、行動してみませんか。
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●ご本人は外出を避けてください。

● ご家族、同居されている方も熱を測るなど、健康観察をし、不要不急の外出は避け、特に咳や発熱などの症状があるときには､

職場などに行かないでください。

　ご家族のなかで、体調がすぐれず自宅で療養される際、新型コロナウイルス感染が疑われる場合に家庭内で注意するポイント

をまとめました。

ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合
家庭内でご注意いただきたいこと～８つのポイント～

　毎年６月に実施しておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため中止します。

問合保健感染症係（☎837－3267）

　歯と口の一日健康センター歯と口の一日健康センター

子育て総合相談窓口

日毎週月～金曜日 ８：45～17：15

　※面談相談は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。

申込・問合子育て総合相談窓口（☎837－3285）　

５～６月はゴキブリ防除運動期間です。

　これから夏に向けてゴキブリの活動が活発になります。

ゴキブリの生態や効果的な防除方法を理解し、増えてしまう前に対策

をしましょう。

問合千種保健センター環境薬務室（☎753－1973）

ゴキブリ防除運動期間

こころの健康相談日

日毎週水曜日 15：45～17：15

▶心の健康に関する相談。

受前日までに☎で申し込み。

※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）　

部屋を分けましょう

●個室にしましょう。食事や寝るときも別室としてください。

　・ 子どもがいる方、部屋数が少ない場合など、部屋を分けら

れない場合には、少なくとも２メートル以上の距離を保っ

たり、仕切りやカーテンなど設置することをお薦めします｡

　・寝るときは頭の位置を互い違いになるようにしましょう。

●ご本人は極力部屋から出ないようにしましょう。

　・ トイレ、バスルームなど共有スペースの利用は最小限にし

ましょう｡

換気をしましょう

●定期的に換気をしてください。

　・ 共有スペースやほかの部屋も窓を開け放しにするなど換気しま

しょう｡

感染者のお世話はできるだけ限られた方で行いましょう

● 心臓、肺、腎臓に持病のある方、糖尿病の方、免疫の低下し

た方、妊婦の方などが感染者のお世話をするのは避けてくだ

さい。

マスクをつけましょう

●使用したマスクは他の部屋に持ち出さないでください。

●マスクの表面には触れないようにしてください。

　・マスクを外す際には、ゴムやひもをつまんで外しましょう｡

●マスクを外した後は必ず石鹸で手を洗いましょう。

　（アルコール手指消毒剤でも可）

※マスクが汚れたときは、すぐに新しい清潔な乾燥マスクと交換｡

※マスクがない時などに咳やくしゃみをする際は、ティッシュ

　などで口と鼻を覆う。

手で触れる共有部分を消毒しましょう

● 共用部分（ドアの取っ手、ノブ、ベッド柵など）は、薄めた市

販の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後、水拭きしましょう。

　・物に付着したウイルスはしばらく生存します。

　・ 家庭用塩素系漂白剤は、主成分が次亜塩素酸ナトリウムで

あることを確認し、使用量の目安に従って薄めて使ってく

ださい（目安となる濃度は0.05％（製品の濃度が６％の場合､

水３ℓに液を25㎖）です）。

● トイレや洗面所は、通常の家庭用洗剤ですすぎ、家庭用消毒

剤でこまめに消毒しましょう。

　・ タオル、衣類、食器、箸・スプーンなどは、通常の洗濯や

洗浄でかまいません。

　・感染者の使用したものを分けて洗う必要はありません。

●洗浄前のものを共用しないようにしてください。

　・ 特にタオルは、トイレ、洗面所、キッチンなどでは共用し

ないように注意しましょう。

汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう

● 体液で汚れた衣服、リネンを取り扱う際は、手袋とマスクを

つけ、一般的な家庭用洗剤で洗濯し完全に乾かしてください｡

　・糞便からウイルスが検出されることがあります。

ゴミは密閉して捨てましょう

● 鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に出

すときは密閉して捨ててください。　・その後は直ちに石鹸で手を洗いましょう。

こまめに手を洗いましょう

● こまめに石鹸で手を洗いましょう。もしくはアルコール消毒

をしましょう。

　・ 洗っていない手で目や鼻、口などを触らないようにしてく

ださい｡

新型コロナウイ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。

問合保健予防課（☎852－3264・℻837-3291）
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新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載
の行事などは中止となる場合があります。各催
しの担当部署へ確認いただくか、名古屋市公式
ウェブサイト（http：／／www.city.nagoya.lg.jp）を
確認してください。イベント直前での中止や日
程変更など、皆様にご迷惑をおかけしておりま
すが、ご理解いただけますようお願い申し上げ
ます。

▼みんなであそぼう！
日５／28（木）10：30～11：30

幼児と保護者

▶体を使ってあそびましょう。

▼みんなのおはなし会
日６／３（水）11：00～12：00

幼児と保護者

▶ たんぽぽの会によるおはなし会

やパネルシアター、ミニ工作。

▼集まれ１歳児！
　みんなの音楽ひろば
日６／16（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 ５／19（火）10：00～直接申し込み。

10：30～は☎も可。

▼わらべうたであそぼう♪
日６／11（木）10：30～11：30

１歳児と保護者　席15組（先着順）

▶わらべうたでふれあいあそび。

受 ５／28（木）10：00～直接申し込み。

10：30～は☎も可。

▼キッズわんぱーく
日５／27（水）10：00～11：30

未就園児と保護者

▶ トランポリンやボールプールな

どの大型遊具であそべます。

▼親子であそぼう
日５／13、６／10（各水）

　10：00～11：30

幼児と保護者

▶ 親子で楽しめる遊びやお誕生日

会を行います。

▼カプランド
日５／21（木）15：00～16：30

幼児と保護者、小学生～高校生

▶魔法の板で自由に創造しよう。

▼ストーリーテリング
日５／22（金）16：05～16：30

未就学児（保護者同伴）～小学生

▶絵本を使わないおはなし会。

▼みずほ☆
　　　　オリンピックカーニバル
日５／17（日）13：30～15：30

幼児と保護者、小学生～高校生

▶ オリンピックイヤー到来！児童

館オリジナル種目にチャレンジ

して記録を残そう。

▼オセロ大会（選考会）
日５／31（日）14：00～16：30

年長児、小学生

席16人（先着順）

▶ ６／28（日）に開催される名古屋

市児童館交流オセロ大会の瑞穂

児童館代表を決める大会です。

受 ５／17（日）10：00～直接申し込み。

10：30～は☎も可。

▼公開講座
★挑戦することで輝く｢私らしさ｣～民謡とともに～

　日５／22（金）10：00～12：00　 女性　席55人（当日９：30～先着順）

　▶ ｢〈女性セミナー〉心の声に素直に！～キーワードは｢私らしさ｣～

【託児付き】｣の第１回を公開します。

　●講師／水上 弥生さん（民謡歌手）

★名古屋に残る刀剣

　日５／28（木）10：00～12：00　席55人（当日９：30～先着順）

　▶｢〈なごや学〉刀剣と名古屋｣の第１回を公開します。

　●講師／加藤 博司さん（日本美術刀剣保存協会 名古屋支部支部長）

▼ 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①６／２②７／７（各火）

　10：30～11：30

０歳児と保護者

▶ ①製薬会社によるお子さんの脱

水と熱中症について②歯科衛生

士による歯磨きのタイミングと

進め方について。

受 ①は５／12（火）、②は６／２（火）

のともに10：00～直接申し込み。

　10：30～は☎も可。

受 ④は窓口（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５／20（水）～６／19（金）必着で申し込み。定員を

超えた場合は抽選。①②③は前日までに窓口または☎にて申し込み。

申込・問合名古屋市体育館（〒456－0023 熱田区六野２－５－３）

教 室 名 開催日時（回数） 対 象 定員 費 用

①赤ちゃんとママの

　ふれあい体操

５／11・25月曜
11：30～12：30（２回）

親子
（首すわり～
ハイハイ前）

なし 200円

②ノルディック

　ウォーキング

　体験会

５／13・20・27、６／３の水曜
10：00～11：15（４回）

中学生を除
く15歳以上

なし 200円

③ニコニコ

　ジョギング

５／15・22・29、６／５の金曜
10：00～11：15（４回）

中学生を除
く15歳以上

なし 200円

④普通救命講習会
７／２の木曜

９：00～12：00（１回）
中学生を除
く15歳以上

10人 無料

▼レッスン
★中高年スイム＆ウォーキング

日５／13～７／22（各水）

　13：30～14：30

50歳以上　席45人（先着順）

￥7,600円

受事前に下記問い合わせ

　先へ申し込み。

申込・問合管理第２係

　　　（☎836－8210・℻836－8211）

▼お知らせ
　新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため５／31（日）まで閉館い

たしております。講座、同好会、

イベントなどすべての催しものを

中止しております。今後の状況に

よっては、閉館期間を延長する可

能性があります。

　閉館中ではありますが、脳トレ

プリントなどを玄関前に設置して

おりますので、ご自由にお持ちく

ださい。

▼屋内プールの休場日について
　６／１（月）の通常休場日に加え、

６／２（火）・３（水）の２日間は、水

の入れ替えおよび清掃のため休場

します。

問合管理第２係

　　（☎836－8210・℻836－8211）

▼パソコン初心者教室
日５／13・27、６／10（各水）10：00～12：00

市内在住・在勤のパソコン初心者

席初心者体験コース（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）

▼子育てサロン｢さくらひろば｣
日６／４（木）10：00～11：30　場瑞穂区役所さくらルーム（２階）

未就園児と保護者　席50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。保育士による手遊び・親子遊びを行います。

受５／11（月）～５／28（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28回区バドミントン大会
日７／５（日）９：20～（開会式）　場昭和スポーツセンター

区内在住・在勤・在学の高校生以上のペア

席男子・女子の部合わせて60組

受 ６／５（金）までに瑞穂区役所地域力推進室（３階）へ直接、メールまた

は℻（大会名、〒住所、氏名、性別、電話番号を記載）で申し込み。

定員を超えた場合は抽選。結果は落選の方のみ通知します。

●試合方法／予選リーグ戦および決勝トーナメント戦方式

●主催／瑞穂区役所、瑞穂区体育協会、（公財）名古屋市教育スポーツ協会 

申込・問合区役所地域力推進室

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

▼第49回区レクリエーションインディアカ大会
日６／21（日）９：20～　場名古屋市体育館

★混合の部

区内在住の16歳以上の社会人で編成するチーム

　（１チーム５～８人で男女各２人が常時出場）

●監督者会議：５／29（金）18：30～

受５／21（木）までに直接申し込み｡

●試合方法／原則トーナメント方式

●主催／瑞穂区役所、瑞穂区体育協会

申込・問合区役所地域力推進室（☎852－9308・℻852－9306）

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。
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▼福祉活動を応援します！みずほ助けあい・支えあい活動助成事業
　共同募金を財源として、瑞穂区内のボランティアグループやＮＰＯ

法人などが実施する、地域福祉活動の推進を目的とする活動に対して、

事業経費を助成します。

　審査方法は、第一次審査の書類審査を経て、第二次審査において公

開プレゼンテーションを行います。

【募集期間】５／18（月）～６／30（火）

【助成対象】瑞穂区を拠点とし、区内の地域福祉を推進するＮＰＯ団

　　　　　体、ボランティアグループ、社会福祉関係団体および住

　　　　　民主体による地域の助けあいなどの

　　　　　地域福祉活動で、８／１～３／31に実

　　　　　施する事業｡

　詳細は、下記申し込み先にて５／18（月）から配布する募集要領また

は､ ウェブサイト http：／／www.mizuho－shakyo.jp をご覧下さい。

申込・問合瑞穂区社会福祉協議会（☎841－4063・℻841－4080）

　お問い合わせ先一覧  　５／11～６／10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

５／12・25、

６／９

名古屋市博物館　瑞穂通１－27－１

〒467－0806   ☎853－2655・℻853－3636

５／11・18・25・

26、６／１・８

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

５／18

５／18、６／１
（研修室は
 ５／11・25、
 ６／８も）

瑞穂図書館　豊岡通３－29

〒467－0012   ☎853－0450・℻853－0451

５／11・15・18・

25、６／１、８

瑞穂文化小劇場　豊岡通３－29

〒467－0012   ☎852－7001・℻852－7002

５／11・18・25、

６／１・８

瑞穂児童館　萩山町１－22

〒467－0011   ☎852－2229・℻841－1348

５／11・18・25、

６／１・８

名古屋市東山荘　初日町２－３

〒467－0028　☎・℻共通831－2672

５／11・18・25、

６／１・８

瑞穂福祉会館　萩山町１－22

〒467－0011   ☎841－3113・℻841－1348

５／11～31、

６／７

名古屋市体育館　熱田区六野２－５－３

〒456－0023   ☎872－6655・℻872－6657
５／18、６／１

昭和スポーツセンター　昭和区吹上２－６－15

〒466－0000　☎733－6831・℻733－6832
５／15、６／５

▼法律相談
　５／22、６／12（各金）に開催を予

定しておりましたが、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大防止のため

当面の間中止が決定しました。再開

時期につきましては、決まり次第紙

面を通じてお知らせします。

問合区役所地域力推進室

　　（☎852－9304・℻852－9306）

▼内職相談
日５／15・22・29、６／５（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）

▼認知症高齢者の介護相談など
　５月中に開催予定でしたもの忘れ相談医による専門相談、認知症家

族教室、家族サロン、オレンジカフェみずほは、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大に伴い中止となります。

　ご予定されていた方には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほ

どよろしくお願いいたします。

★家族サロン

日６／３（水）13：30～15：30

場瑞穂区在宅サービスセンター（佐渡町３－18）

認知症の方を介護している家族、経験のある方

▶不安や悩みを話し合える場、情報交換など。

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

★オレンジカフェみずほモーニング

日６／10（水）８：45～10：00

場我が家（豊岡通２－68）

介護について不安や悩みのある方、学びたい方

￥400円（モーニング代）

▶プチ勉強会、交流会など。

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

▼６／７（日）～13（土）は｢危険物安全週間｣
　　｢訓練で　確かな信頼　積み重ね｣

　消防署ではこの時期、ガソリンスタンドなどの危険物施設を対象に、

危険物の安全な取り扱いの周知と事故を防ぐため、立入検査などを実

施します。ご家庭にも、灯油、てんぷら油、塗料、各種スプレーなど

日ごろから何気なく使っている危険物がたくさんあります。この機会

に取り扱い方法などをチェックしましょう。

　危険物の貯蔵・取り扱いについては、下記へ

ご相談ください。

問合瑞穂消防署予防課（☎852－0119・℻852－6223）

▼プラスチック製容器包装の飛散防止対策を！
　風で飛散した袋は通行の妨げとなります。袋が飛ばないように以下

の対策をしましょう。

　○カラス対策用ネットなどを使用する。

　○ネットの｢おもし｣は、水を入れたペットボトル

　　など破損の恐れが少ないものを使用する。

　○洗濯バサミやＳ字フックなどで固定する。

　○収集後はネットが通行の支障にならないよう

　　に片づけをお願いします｡

問合瑞穂環境事業所（☎882－5300・℻882－5305）

▼６／１（月）は｢人権擁護委員の日｣
人権擁護委員はあなたの街の相談パートナー

　　　　　　　人権に関わることでお困りのときは、お気軽にご　　

　　　　　　　相談ください。人権擁護委員、法務局職員が相談　　

　　　　　　　に応じます。相談は無料で、秘密は厳守します。

全国共通人権相談ダイヤル（取扱時間…平日８：30～17：15）

　・みんなの人権110番…☎0570－003－110

　・子どもの人権110番…☎0120－007－110（フリーダイヤル）

　・女性の人権ホットライン…☎0570－070－810

インターネット人権相談は http：／／www.jinken.go.jp／ へ

問合名古屋法務局人権擁護部第一課（代表☎952－8111）

危ないよ　イヤホン スマホで　うわの空

～自転車を安全に利用しよう～

　　　　　　 問合瑞穂警察署（☎842－0110）

LINEで相談もできます！
LINEじんけん相談＠

名古屋法務局
ID：@snsjinkensoudan

▼５月は放置自転車追放月間です
　自転車や原動機付自転車を道路に放置されますと、通行を妨げ事故の原

因になるなど、道路を使用される方にとって危険で迷惑となります。自転

車等放置禁止区域の道路には放置しないでください。自転車などを駐車す

るときは、必ず自転車駐車場をご利用ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　放置禁止

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　区域の標識

※ 駅周辺は自転車等放置禁止区域に指定され、道路上に標識が表示さ

れています。

※ 自転車等放置禁止区域以外の瑞穂区全域で撤去された場合の保管場

所は中根保管場所です。

※引き取り日時は月～土曜日14：00～19：00（祝日、年末年始は除く）。

問合瑞穂土木事務所（☎831－6161・℻831－8710）

自転車等放置禁止区域（駅名） 撤去された自転車などの保管場所

桜山

桜山保管場所

（昭和区広見町六丁目62番２）

☎841－0971

瑞穂区役所、瑞穂運動場東、

瑞穂運動場西、総合リハビリ

センター

（３／31までに撤去された場合）

中根保管場所

（瑞穂区関取町166番地）

☎834－9697

（４／１以降に撤去された場合）

桜山保管場所

（昭和区広見町六丁目62番２）

☎841－0971

堀田、新瑞橋、妙音通

神宮保管場所

（熱田区神宮四丁目２番17号）

☎682－4025

放置された自転車・原動機付自転車は即時撤去の対象となります。

▼お知らせ
　瑞穂図書館は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため､ ５／31（日）までのすべての行事を中止させていただきます｡

　また、今後の感染症拡大状況によっては、臨時休館期間が延長されることがございます。ご来館にあたっては、電話や名古屋市図書館ホー

ムページで開館状況を確認くださいますようお願いいたします。

　なお、Ｇｏｏｇｌｅのナレッジグラフ（Ｇｏｏｇｌｅ検索後に施設情報や写真が表示される右側のボックス）は、Ｇｏｏｇｌｅがインターネット

上で収集した情報をまとめたものであり、図書館が最新情報を反映させることはできません。インターネットから確認される場合は､ 必ず名

古屋市図書館の公式ホームページ https：／／www.library.city.nagoya.jp／ をご覧ください。


