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南陽支所

港区役所

港区役所地域力推進室　　654-9622　　651-6179　　開館時間・イベント情報・利用料金など詳細は各施設へお問い合わせください。問合

①①

③③

⑤⑤
⑤⑤

⑥⑥

本年もみなさまにとって素晴らしい一年になりますように心からお祈り申し上げます。

各クイズの答えのひらがなを組み合わせたキー
ワードを答えて港区オリジナルグッズをもらおう！

はがき・ＦＡＸまたは電子メールに「新春！お年玉クイズ」と
明記の上、住所・氏名・キーワードを記入し、下記問合まで。

〒455-8520（住所不要）港区役所地域力推進室
651-6179
a6549621@minato.city.nagoya.lg.jp

※いただいた個人情報は、賞品の発送にのみ使用させていただきます。また
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。

正解者の中から抽選で100名様に
港区オリジナルグッズをプレゼント！

はがき

FAX

電子メール

　 　 藤前干潟に冬
に飛来する鳥は？

コアジサシ

ハマシギ

メダイチドリ

車

飛行機

船

ツバキ

サザンカ

ロウバイ

　　 港図書館２階に
ある「海と港の資料室」
にある模型の種類は？

　 　 荒子川公園で
冬に花が咲く港区の

「区の木」といえば？

キーワード

お出かけ 
スポットに行って、
答えを確かめて

みよう！
好奇心を
刺激する！

⑥名古屋港水族館

イルカ・クジラの仲間の進化の歴史を
紹介した北館と、日本から南極までの５つ
の地域・水域に生息する生き物を紹介し
た南館から構成された日本最大級の都市
型水族館です。シャチ、イルカ、ウミガメ、
ペンギンなど５００種５万点の生き物たち
を展示しています。
１/１９（日）までは特
別展「カラフルコレク
ション」を開催中です。

港町1-3　　654-7080

月曜日（1/6は開館）
１/２０～１/２４臨時休館

休館日

学
⑤港図書館・南陽図書館

子ども向けの「おはなし会」を毎月開催して
います。港図書館は地下鉄港区役所駅降りて
すぐの好立地！南陽図書館では、１/25（土）
に、「ぽるとがるごとえい
ごのおたのしみおはなし
会」を開催します。
　子ども向けの「おはな
し会」の詳細は15面へ

港図書館　 港楽一丁目14-16  　  651-9249

南陽図書館 秋葉一丁目130-79  　301-2116

　　　　　 月曜日、年末年始12/29～１/８休館日

④港児童館

18歳までの子とその保
護者であれば、“いつで
も・だれでも・無料で”ご利
用できる施設です。子育
て講座やクラブ、各種行
事なども開催しています。
1/18（土）はお正月あそびのイベントを開催します。

寛政町７-２８　　384-4473

　　　　　 月曜日（市立小学校冬休み中は日曜日）

　　　　　 祝日、年末年始12/29～１/3

休館日

新春！
１/３１
金

必着

知

交

①戸田川緑地

とだがわこどもランドはターザンロープやネット
渡りなど30種類の遊具が揃う木製大型遊具のほ
か、小さい子でも安心して遊べる幼児遊具広場など
があります。1/12（日）・13（月・祝）にはお正月まつ

りを開催します。農業文化園では、農
業科学館や四季の草花や植物を楽
しむことができるフラワーセンターが
あります。季節の野菜の収穫体験も
不定期に開催しています。

とだがわこどもランド
春田野一丁目3616　　304-1500

戸田川緑地管理センター
春田野二丁目3204　　302-5321

　　　 月曜日、年末年始12/29～１/3休館日

②荒子川公園

公園には、ラベンダー園、サンクガーデン、日本庭園があり、
冬はサザンカが見ごろを迎え、春になると約1,000本の桜が
園内を彩ります。また、ガーデンプラザでは四季折々の展示会
や催し物を実施しています。１月
は「マスコアートの花展」「プリ
ザーブド作品展」を開催します。

荒子川公園ガーデンプラザ 品川町２-1-1 　384-8787

月曜日、第3水曜日、年末年始12/29～１/3休館日

③稲永公園・藤前干潟

稲永公園はスポーツセンターやサッカー
場、野球場、テニスコートを備えた運動公園で
す。近くには藤前干潟があり、野鳥観察館もあ
ります。藤前干潟に飛来する野鳥は、季節に
よって異なります。毎月1回、野鳥観察会「渡り
鳥調査隊」を実施していま
す。バードウォッチングでそ
の時期にしか見られない野
鳥を観察してみましょう！

緑

川

海

港区 冬のお出かけガイド
魅力いっぱいの港区で

冬のお出かけを楽しもう！

自然と触れあう！

稲永公園
藤前干潟

名古屋港
水族館

港図書館

南陽図書館

戸田川緑地

野鳥観察館　野跡四丁目11-2 稲永公園内
　　　　　　　381-0160

月曜日、第3水曜日、年末年始12/29～１/3休館日

©野鳥観察館

④④
港児童館

②②
荒子川公園

編集／港区役所

〒455－8520

港明一丁目12番20号

☎651－3251(代)

℻651－6179

南 陽 支 所

生涯学習センター

環境事業所

土木事務所

港 警 察 署

301－8118

653－5171

382－3575

661－1581

661－0110

消 防 署

火事・救急用℻

防災センター

上下水道局港営業所

社会福祉協議会

661－0119

953－4119

651－1100

661－5226

651－0305

区の人口　144,009　世帯数　63,968　(令和元年12月 1 日現在)
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▼なごみの会
（神経難病患者・家族の会）【予約制】

日時　2／3（月）午後１時30分～3時30分

　　　※30分前～受付

場所　港保健センター

対象　神経・筋疾患の難病患者とその家族

内容　医師の講話、リハビリ体操、個別相談

申込　事前に下記へ

問合　保健看護担当　☎651－6539

▼みんなと元気でいこまい講座
　いつまでも元気で暮らすために、健康を保

つポイントを楽しく身につけ、介護予防を始め

てみませんか？

日時　１／29（水）午後2時～

場所　正保コミュニティセンター

対象　港区在住の65歳以上の方

定員　50人（当日先着順）

内容　健康づくりの話、貯筋体操

問合　感染症対策等担当　☎651－6537

▼イヤイヤ期の子育て教室【予約制】
　子育てのヒントが欲しい方、楽しく育児を

したい方、好奇心いっぱいの子どもと一緒に

遊んで学びましょう。

日時　2／6（木）、3／5（木）2日間

　　　午前10時～11時30分※15分前～受付

場所　港保健センター

対象　 港区在住の１歳８か月～2歳11か月の

子とその保護者

定員　10組（先着順）

内容　保健師・保育士の話、親子遊び

申込　2／5（水）までに下記へ

問合　保健看護担当　☎651－6539

▼ひまわり会（障害児の親の会）
　【予約制】

　自閉症スペクトラムやダウン症など、発達

に心配がある未就学児を育てている保護者の

交流会です。日常生活での困りごとなどお話

しませんか？

日時　１／28（火）午前10時～11時30分

　　　※15分前～受付

場所　港保健センター

内容　福祉サービスについて

申込　１／27（月）までに下記へ

問合　保健看護担当　☎651－6539

【南陽分室】南陽・西福田・福田・福春学区の方

※ 実施日の10日前までに通知が届かない方は、

保健感染症係までお申し出ください。

※１歳6か月児および3歳児は、希望者に

　フッ化物塗布（料金720円 免）

　を実施します。

　おつりのないようお願いします。

※ BCG予防接種は市内の指定医療機関で接

種してください。保健センターでの接種は

令和元年９月で終了になりました。

問合　保健感染症係　☎651－6509

【予約制】の事業は、事前に電話予約してください。

事業名 実施日 受付時間 場　所 対象・内容

こころの健康相談【予約制】
☎651－6509

毎週火曜日
（第3を除く）

15：30～

港保健
センター

こころの健康などに関する相談

うつ病家族相談【予約制】
☎651－6509

第3火曜日 15：30～ うつ病の疑いのある方の家族

ＨＩＶ・梅毒・
性器クラミジア感染症検査
☎651－6537

第2木曜日 ９：30～10：30
感染に不安のある方
匿名可、無料（証明書が必要な場合は有料）
※結果通知は１週間後以降

健康なんでも相談【予約制】
☎302－8161

要相談 ９：30～11：30 南陽分室 電話･面接で子育て、健康づくりの相談

【予約制】の事業は、事前に電話予約してください。

事業名 実施日 受付時間 場　所 対象・内容

プレママセミナー

【予約制】

保健センター☎651－6509

分室☎302－8161

①１／20（月）

13：10～13：20

港保健

センター パパ･ママになる方

①赤ちゃんのお風呂の入れ方、

　パパの妊婦体験、交流など

②口腔ケア・母子で元気になる食事（試食有）

①2／5（水） 南陽分室

②2／6（木）
港保健

センター

母乳相談【予約制】

保健センター☎651－6539

分室☎302－8161

１／17（金） 13：00～15：15
港保健

センター 妊娠中･授乳中の方、卒乳したい方

妊娠中の乳房の手入れ、授乳･卒乳相談
１／27（月） 13：15～14：00 南陽分室

５～８か月児の子育て教室

南陽すくすくひろば

☎302－8161

１／16（木） ９：45～10：00 南陽分室

令和元年5月～８月生まれの子とその保護者

保健師の話、保育士と一緒に親子遊び、子育て情報

の紹介など

9～12か月児の子育て教室

南陽よちよちひろば

☎302－8161

１／16（木） 13：00～13：15 南陽分室
平成31年１月～4月生まれの子とその保護者

離乳食･健康な歯の話、参加者交流など

あそびと交流

フリースペース

☎302－8161

毎週火曜日 

（第5を除く）
９：30～11：30 南陽分室

乳幼児とその保護者

お友達がほしい方、遊び場がない方などが自由

に遊べて、交流できる場所

かみかみ離乳食教室

【予約制】

☎651－6509

１／29（水） ９：45～10：00
港保健

センター

離乳食が3回食の子（おおむね９～11か月児）と

その保護者。離乳食の話、試食、個別相談

定員　14組（先着順）　申込　１／14（火）～

なんよう離乳食教室

【予約制】

☎651－6509

2／28（金） 13：45～14：00 南陽分室

離乳食が2回食・3回食の子（おおむね７～11か

月児）とその保護者。離乳食の話、試食、個別相談

定員　14組（先着順）　申込　2／10（月）～

はじめての歯みがき教室

【予約制】

☎651－6509

１／21（火） 10：00～10：10
港保健

センター

港区在住で平成30年11月～31年3月生まれの子とそ

の保護者。虫歯菌のチェック、仕上げ磨きの実習など

定員　15組（先着順）

歯っぴー教室

【予約制】

☎651－6509

１／16（木） 13：30～14：30
港保健

センター

１～5歳児（初めて参加する保護者で希望者は歯科

検診あり）。歯科検診、歯みがき指導、フッ化物塗布  

料金　720円

▼食育講座「手作りソースに挑戦」
【予約制】

　野菜を煮込んでソースを作りましょう。出

来上がったソースはお持ち帰りいただけます！

日時　2／27（木）午前10時～正午

　　　※10分前～受付

場所　港保健センター

対象　妊娠中の方、乳幼児の保護者※託児あり

定員　20組（ただし定員に達した場合は抽選）

講師　コーミ株式会社食育担当者

申込　2／14（金）までに下記へ

問合　保健感染症係　☎651－6509

対象児の生年月日 実施日

３・４か月児 R１.９.１～R１.９.30 １／14（火）

受付時間
第 １ 子=13：30～13：45
第 2 子 以 降=13：30～14：00

１歳６か月児 H30.5.15～H30.6.29 １／15（水）

３歳児 H28.11.21～H29.１.13 １／17（金）

受付時間 13：30～14：00

対象児の生年月日 実施日

３・４か月児
R１.９.22～R１.10.5
R１.10.6～R１.10.19

１／21（火）
2／4（火）

受付時間
第 １ 子=13：00～13：15
第 2 子 以 降=13：00～13：45

１歳６か月児 H30.6.13～H30.6.29 １／22（水）

３歳児
H28.12.29～H29.１.14
H29.１.15～H29.2.１

１／24（金）
2／７（金）

受付時間 13：00～14：00

▼乳幼児の健康診査　
【港保健センター】南陽分室対象学区を除く方

簡単アクセス

定員　50人（先着順）

内容　マンモグラフィ撮影、問診、自己触診法の話

料金　500円※免除制度あり。詳細は下記へ

申込　2／5（水）までに下記へ

問合　感染症対策等担当　☎651－6537

▼乳がん検診【予約制】
日時　2／19（水）午後

場所　南陽分室　

対象　 40歳以上の女性市民（今年度中に40歳 

になる方を含む）※受診は2年度に１回

参加者の声

悩みが共有できて気持ちが

ラクになりました。

※詳細は市ウェブサイトから　港保健センター　お知らせ

※上表　のついた事業に参加される方は、母子健康手帳をご持参ください。

一 般 の 方

港保健センター
　（子育て世代包括支援センター）

　は生活保護世帯減免あり…港区役所・南陽支所

発行の保護受給証明書をご持参ください。

 免

 免



▼港福祉会館 趣味の講座

期間　令和２年４月～３年３月（１年間）

対象　市内在住の60歳以上の方

★は重複申込（１人２講座まで）可能

※定員を超えた場合は抽選

※ 材料費など実費負担あり

申込　 １／27（月）～２／15（土）に本人が直接

　　　窓口へ

問合　港福祉会館　☎382－7009　℻381－2285

▼新入学のみなさまへ
就学通知書をお届けします

　令和２年４月に小・中学校へ入学されるお子

さまのご家庭に、「就学通知書」をお届けします。

 小学校　平成25年４月２日～26年４月１日ま

　　　　 でに生まれたお子さまのいるご家庭

　　　　 へ、１月中にお届けします。

 中学校　在学中の小学校を通じて、１月下旬

　　　　 ～２月中旬にお届けします。

　次に該当される方は、港区役所市民課また

は南陽支所市民係へお越しください。

◆病気などで入学できない方

◆国立・私立の学校へ入学される方（入学許可

　書または入学証明書をお持ちください。）

◆入学を希望される外国籍の方で、まだ手続

　きをされていない方

※就学通知書が届かないときや、

　不明な点がある場合は下記へ

しない させない 越境入学　　
　市立の小・中学校へは、お住まいの学区の学

校へ入学することになっています。実際に住ん

でいない学区の学校へ入学することは、特別な

事情がある場合を除いて認められていません。

問合　港区役所市民課

　　　☎654－9636　℻654－9638

　　　南陽支所市民係

　　　☎301－8163　℻301－8399

▼【公開講座】伝えたい！世界で学んだ
多様な性～普通って何でしょう？～

　主催講座「もしかして、偏見や差別の芽…？」

の第１回を公開します。

日時　１／30（木）午前10時～正午

対象　中学生を除く15歳以上の方

定員　54人（当日先着順）

問合　港生涯学習センター

　　　☎653－5171　℻653－5172

　110番は緊急通報のための専用電

話です。緊急性のない相談などは、警察相談専

用電話「#9110」などを利用してください。

開設時間　月～金曜日（祝休日、年末年始を

　　　　　除く）の午前９時～午後５時

※相談料は無料ですが、通話料がかかります。

問合　港警察署　☎661－0110　℻654－0199

港けいさつ安心安全通信

▼第２０回アジア競技大会選手村後利用
基本構想（案）の説明会を開催します

　令和8年に愛知・名古屋で開催される同大

会の選手村は、弥富市へ移転予定の名古屋競

馬場の敷地を活用する予定です。大会後の跡

地のまちづくりの方向性を示すために策定し

た構想(案)について、説明会を開催します。

定員　各200人（当日先着順）

問合　総務局アジア競技大会推進室

　　　☎972－2222　℻972－4205

　　港区通達員を募集します
　市・区役所が発送する文書を港区

内の家庭や事業所へ配布する仕事です。

募集要件　外勤に耐えられる体力のある方

募集人員　１人※４月１日付採用予定

※ 募集案内は１／６（月）～港区役所総務課

（３階）・南陽支所区民生活課（１階）で配布

申込　１／６（月）～31（金）に所定の履歴書を

　　　下記へ提出

問合　港区役所総務課　☎654－9615　℻651－6179

▼悪質な訪問販売にご注意を
　上下水道局から委託を受けたように装う訪

問販売が増えています。例えば、強引に清掃や

修理を行い、高額な代金を請求したり、浄水

器の購入を勧めたりします。必要でなければ

きっぱりと断りましょう。不審

に思ったときは下記までお問

い合わせください。

問合　上下水道局港営業所

　　　☎661－5226　℻651－2269　　　

　街路灯パートナーは、企業や団体などに街

路灯の維持管理にご協力いただく事業です。

期間は３年間で、街路灯１本あたり３年分の

電気料相当額を寄附いただ

き、街路灯の不具合を連絡し

ていただきます。

　対象の街路灯にはパート

ナー名が入ったアダプトサイ

ン（右の写真のイメージ）を掲

示します。地域貢献の場とし

てぜひご検討ください。

問合　港土木事務所　

　　　☎661－1581　℻661－9154

「街路灯パートナーを
募集しています」

▼地域の中の身近な相談相手
　「身体障害者相談員」「知的障害者相談員」
　名古屋市から委嘱を受けた相談員が、電話・

FAXなどで相談に応じます。

対象　身体・知的障害者（児）とその家族など

内容　福祉制度や生活面での困りごとなど、

　　　必要に応じて区役所福祉課など関係機

　　　関と連携して相談に応じます。

問合　港区役所福祉課

　　　☎654－9718　℻651－1190

▼名古屋市認知症高齢者家族支援事業

※対象・定員・申込など詳細は下記へ

問合　①港区東部いきいき支援センター

　　　　☎651－0568　℻651－1167

　　　②港区西部いきいき支援センター　
　　　☎381－3260　℻381－3261

事業名　
場所 ①港区在宅サー

　ビスセンター
②寛政の里

認知症の
家族サロン

１／16（木）
13：30～15：30

１／28（火）
13：30～15：30

医師（もの忘れ相
談医）の専門相談

１／16（木）
13：45～15：15

▼稲永スポーツセンター レッスンタイム

対象　中学生以上

費用　１回につき①～④270円⑤⑥320円

申込　開始30分前～先着順

問合　稲永スポーツセンター 

　　　☎384－0300　℻384－0303

教室名 日　時 定員

①ヨガ＆ピラティス １／24～２／７
毎週金曜日

18：45～19：45 各
40人②バレトン&エアロ 19：50～20：50

③イージーエアロ
１／15～２／５
毎週水曜日

９：30～10：30 各
50人

④アクティブエアロ 10：45～11：45 各
40人

⑤朝ヨガ １／27（月）・
２／10（月）

10：30～11：30 各
20人⑥昼ヨガ 12：15～13：15

▼南陽プール レッスンタイム

対象　①～③中学生を除く15歳以上の方

　　　④プール利用者

費用　 ①～③１回につき300円

　　　④プール入場料のみ必要

申込　 ①～③開始15分前～先着順

　　　④当日プールサイドで受付

問合　南陽プール　☎303－2015　℻303－2016

教室名 日　時 定員

①姿勢改善
　エクササイズ

１／14～２／４
毎週火曜日

９：15～10：15

各
30人②エアロビクス 10：30～11：30

③体幹エクササイズ 13：15～14：15

④水泳
　ワンポイント
　アドバイス

13：00～14：00

１／16～２／６
毎週木曜日 11：00～12：00

講座名 日　時 定員

民謡 第１・３木曜日 ９：15～11：00 30人

水墨画 第１月曜日

10：00～
（１時間30分程度）

30人

己書１ 奇数月第１水曜日 30人

己書２ 偶数月第１水曜日 30人

コーラス 第３水曜日 40人

囲碁 第３土曜日 20人

絵手紙 第４木曜日 30人

ピラティス★ 第２水曜日 10：30～
（１時間程度） 30人

民舞 第２・４月曜日 13：00～
（１時間30分程度）

30人

詩吟 第２・４木曜日 30人

60歳のヨガ★ 第１・３月曜日
13：30～

（１時間程度）

30人

70歳からの
ソフトヨガ★

第２・４月曜日 30人

茶道（立礼） 第２水曜日

13：30～
（１時間30分程度）

15人

入門 書道 第１・３木曜日 30人

リハビリ★ 第１金曜日 30人

華道 第２・４金曜日 40人

気功（前期）★ 第４土曜日 30人

ロコモ（前期）★ 第２土曜日 14：00～
（１時間30分程度） 30人

日　程 時　間 場　所

１／19（日） 14：00～16：00 愛知県武道館
第５競技場

１／21（火） 18：30～20：30 港区役所講堂（２階）

主婦の友社

グレイヘアという生き方

　あえて白髪を染めない、「グ

レイヘア」という生き方。あり

のままの自分を肯定して、自

然な姿で生きる姿勢が、多く

の共感を集めています。

　内容は、近藤サトさんらグ

レイヘアの著名人へのインタ

ビュー、グレイヘアに合うヘアスタイルや着

こなしの紹介など。とはいえ、白髪を染めるの

も自由。あくまでも無理をしないこと、自分で

決めることがポイントのようです。

問合　港図書館　　☎651－9249　℻651－9250

　　　南陽図書館　☎301－2116　℻301－2117

原則として
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▼お正月あそび
日時　１／18（土）午後２時～３時30分

対象　小学生

内容　懐かしい遊びをみんなで

　　　楽しもう♪

問合　港児童館　☎・℻384－4473

▼とだがわこどもランド
　お正月まつり

　ジャンボすごろくやこどもクッキングなど

いろいろな遊びでお正月を楽しもう！

日時　１／12（日）・13（月・祝）

　　　午前10時～午後３時30分

問合　とだがわこどもランド

　　　☎304－1500　℻304－1501

▼みなと子育てミニ広場
日時　１／16（木）午前10時～11時30分

場所　港図書館

対象　未就園児とその保護者

内容　おはなし会、製作、ふれあい遊び

　　　育児交流など

問合　港保育園エリア支援保育所

　　　☎・℻661－1020

▼農業文化園・戸田川緑地の催し
カカオとチョコレート

期間　１／21（火）～２／16（日）

内容　チョコレートの原料「カカオ」について

　　　楽しく学んでみよう。

問合　戸田川緑地管理センター

　　　☎302－5321　℻303－6116

▼ぶんしんパートナーシップ
青少年のための和楽器コンサート

　普段なかなか観ることのない和楽器の合奏

を観よう！時代を経て受け継がれてきた楽器

の音色をぜひ聞いてください。

日時　２／29（土）午後３時～

　　　※30分前～開場

定員　350人（先着順）

費用　2,000円、小学生～高校生1,000円

※チケット販売中。詳細は下記へ

問合　港文化小劇場

　　　☎654－8214　℻654－8215

▼南陽交流プラザフェスタ
日時　２／９（日）午前10時～午後３時

内容　 ステージショー、ゲームコーナー、工作体

験など

問合　南陽交流プラザ

　　　☎303－2322　℻303－2323

▼港文化小劇場出前コンサート
日時　３／８（日）午後１時30分～３時

定員　200人（先着順）

申込　１／15（水）～窓口

　　　にて整理券配布

問合　南陽地区会館　☎・℻301－6670

　購入・買い替えの販売店または家電量販店

へご相談ください。また、ご自身で指定取引場

所へ搬入することもできます。

★家電リサイクル法対象品【有料】
　［テレビ・エアコン・冷蔵（凍）庫・
　　洗濯機・衣類乾燥機］

★パソコン【一部有料】
　［本体・ディスプレイ・ノート型］
　各メーカーの受付窓口へお尋ねください。

メーカー不明の場合や自作のパソコンなどは

パソコン３R推進協会（☎03－5282－7685）へ

お問い合わせください。※プリンターなど周

辺機器は粗大ごみです。

◆ご自身で処理施設に搬入【有料】

　事前に港環境事業所へお問い合わせください。

◆許可業者に収集を依頼【有料】

　名古屋市一般廃棄物事業協同組合（☎961－

　5383）へお申し込みください。

※引っ越し日を過ぎた場合は、引っ越し先で

　適正に処分してください。

★急な引っ越しなど通常の方法で
　処分できない場合は…

不法投棄は重大な犯罪です！

　月１回、地域ごとに決められた収集日に収

集しますので、事前にお申し込みください。

粗大ごみ受付センター

●電話申込…１週間前まで☎0120－758－530

　（携帯電話・県外からは　☎052－950－2581）

　受付時間　午前９時～午後５時

　（土・日曜日、年末年始を除く）

●インターネット申込…10日前まで

★粗大ごみ（30cm角を超えるごみ）【有料】

　引っ越しの際に出る粗大ごみなどは収集方

法を確認し、正しく計画的に出してください。

引っ越しごみは正しく
計画的に出しましょう！

簡単アクセス

問合　港環境事業所

　　　　☎382－3575　℻384－0562

▼ピアノとあ・そ・ぼ
日時　１／16（木）・17（金）・23（木）・24（金）・31（金）

　　　午前11時～11時30分

対象　未就学児とその保護者

内容　ピアノにあわせて歌っ

　　　たり、踊ったり、手遊び

　　　をしたりして遊びまし

　　　ょう。

問合　とだがわこどもランド

　　　☎304－1500　℻304－1501

▼南陽図書館のお正月イベント
●えほんでカルタとり
　日時　１／18（土）①午前10時15分～10時45分

　　　　②午前11時45分～午後０時30分

　対象　①幼児とその保護者②小学生

　内容　絵本にちなんだカルタ遊び　
●ぽるとがるごとえいごのおたのしみおはなし会
　日時　１／25（土）午前11時～正午

　内容　・あいさつをおぼえよう

　　　　・英語の読み聞かせ

　　　　・ブラジルを知ろう

　　　　 （クイズやサンバの楽器紹介）など

問合　南陽図書館　☎301－2116　℻301－2117

⓬面

▼自動車図書館　巡回日程

問合　自動車図書館　☎・℻821－3364

日　時 場　所

１月

11 土 14：00～16：00 当知住宅

17 金 10：00～11：00 神宮寺コミセン

18 土 13：45～14：45 宝神荘

18 土 15：00～16：00 新稲永荘

23 木 13：45～14：45 東築地学区防災センター

24 金 10：00～11：00 新泰明荘

25 土 10：00～11：00 正保公園

２月 ８ 土 10：00～11：00 みなと荘

▼おはなし会

問合　港図書館　　☎651－9249　℻651－9250

　　　南陽図書館　☎301－2116　℻301－2117

対象 日　時 場　所

乳幼児

１／15（水）

11：00～11：30

ららスタジオ

１／22（水）、２／５（水） 港図書館

１／23（木） 南陽図書館

幼児・
小学生 １／18（土） 11：00～11：30

港図書館

南陽図書館

▼荒子川公園ガーデンプラザ展示会
●マスコアートの花展
　期間　１／７（火）～26（日）

●プリザーブド作品展
　期間　１／31（金）～２／２（日）

問合　荒子川公園ガーデンプラザ

　　　☎384－8787　℻384－5664

▼港図書館のイベント
●朗読三昧の会～朗読で心も体もあたたかく～
　日時　１／18（土）午後２時～３時15分

　内容　朗読グループなごやかわぎつねによる

　　　　「とりつくしま」（東直子著）の朗読など

●読みきかせ＆ワークショップ
「ちいさいおうち」どこにたてる？　日時　１／25（土）午前10時20分～正午

　対象　 幼児・小学生とその保護者　内容　 読みきかせに合わせて木のおもちゃ

が登場します。折り紙でちいさいお

うちを作ってみんなで遊ぼう！

問合　港図書館　☎651－9249　℻651－9250

⓬面

⓬面

簡単アクセス

▼クルーズセミナーとクルーズ船
「ぱしふぃっくびいなす」船内見学会
日時　３／３（火）午後１時～３時

場所　名古屋港ガーデンふ頭

対象　20歳以上で本人確認書類をお持ちの方

　　　※20歳未満の方は保護者同伴で参加可能

定員　70人（抽選）

申込　１／24（金）までに下記へ

　

問合　名古屋港管理組合

　　　☎654－7828　℻654－7995

名古屋港管理組合

⓬面

▼お風呂やさんで　お元気か～い
　在宅保健師会「あいち」の保健師が楽しく健

康づくりの話、かんたんな体操を行います。

日時　１／15（水）午後１時15分～２時15分

場所　草津湯（錦町14－6）

対象　市内在住の65歳以上の方

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

　港防災センターでは１／17（金）から災害後

の「はじまりのごはん」展を開催。阪神淡路大

震災や東日本大震災など、過去の災害を

忘れないために、ぜひお越しください。

問合　港防災センター

　　　☎651－1100　℻651－6220

港防災センター ソナ・エルの防災やってる？
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