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港保健センター保健予防課　　052-651-6537　　052-651-5144問合

筋力を付ける体操をしたり、

歌ったり、歯とお口や認知症の

話を聞いたりして、介護予防を

始めるための講座です。

体が動かしづらい、食事の量が減った、前よりも疲れやすくなった気がす

る、外出するのがおっくうに感じるなど、心身ともに弱くなっていませんか？

このような状態をフレイルといいます。

このフレイルの段階で日常生活を見直すなどすると健康の状態へ戻る

ことができます。介護が必要とならないよう、フレイルの予防や改善を心掛け

ましょう。

フレイルの最も大きな原因の一つが筋肉の衰えといわれて

います。ふくらはぎの筋肉量を簡単チェックしてみましょう。

この3つを生活に取り入れましょう。

対象 港区在住の
65歳以上の方

囲めない ちょうど囲める 隙間ができる

筋力が十分 健康

筋力が低下

フレイルの
危険性

栄　養

社会や
人との交流

運　動

バランスの良い食事を心掛
け、1口30回程度しっかり
噛みましょう。また定期的に
歯科検診を受けましょう。

週に1回程度ボランティ
ア活動や趣味の活動に
参加したり、仕事をしたり
しましょう。

週に2回程度は体を動かしま
しょう。20分程度のウォーキン
グやスクワットなどの筋力ト
レーニングがおすすめです。

出典：保健師ジャーナル Vol.74

フレイル

元
気
度

健康
要支援
・

要介護

　　　　　とは

加齢とともに
筋力が低下し、
心身ともに
弱ってきた状態

いきいき百歳体操は、重さを調節できる重りを使った筋力トレーニングです。週1回継

続することで筋力が付き、フレイル予防の効果が期待できます。港保健セン

ターでは昨年5月～8月に講座を開講しました。その後、

受講された方々の自主運営のサロンを支援しています。

いきいき百歳体操サロン

開催日

場所 第Ⅱ港寿楽苑（寛政町1-32）

対象 港区在住の65歳以上の方

（原則）毎週木曜日　午後1時30分～3時
※15分前～受付

自主運営で
サロンを
始めました！

ウォーキングで
疲れなく
なりました。

体を

動かすことで、

気力がわいて

きました。

令和2年度も「いきいき百歳体操」に関する講座を開催予定です。詳細は広報なごやでお知らせします。

「いきいき百歳体操サロン」に参加されたい方は、下記へお問い合わせください。

体操
の

仲間
がで
きて

良か
った

です
。

「指輪っか（ゆびわっか）テスト」をしましょう。

（令和元年度の講座は終了しま

した。2年度も開催予定です。詳

細は広報なごやでお知らせしま

す。）

編集／港区役所

〒455-8520

港明一丁目12番20号

☎052-651-3251(代)

℻052-651-6179

南陽支所

生涯学習センター

環境事業所

土木事務所
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社会福祉協議会

052-661-0119
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052-651-1100

052-661-5226

052-651-0305

区の人口　143,967　世帯数　64,005　(令和 2年 1月 1日現在)
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▼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、皆さ

までお話ししませんか？

日時　３／11（水）午前10時～11時30分

　　　※15分前～受付

場所　港保健センター

内容　育児について

申込　３／10（火）までに下記へ

問合　保健看護担当　☎052－651－6539

【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　☎052－651－6509

【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】
☎052－651－6509

毎週火曜日
（第３・祝日を除く）

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】
☎052－651－6509

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
☎052－651－6537

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】
☎052－302－8161

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】

☎052－651－6509

①２／17（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）

②３／５（木）

①３／９（月）

母乳相談【予約制】

保健センター
　　☎052－651－6539
分室☎052－302－8161

２／14（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
２／25（火） 13：15～14：00 南陽分室

ツインズの会【予約制】

☎052－651－6539
２／13（木） ９：45～10：00 南陽分室

双子など多胎児の親子または多胎児妊娠中のお
母さん。親子遊びとお母さん同士の交流会

５～８か月児の子育て教室

南陽すくすくひろば

☎052－302－8161
２／20（木） 13：00～13：15 南陽分室

令和元年６月～９月生まれの子とその保護者
離乳食・健康な歯の話、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

☎052－302－8161
２／20（木） ９：45～10：00 南陽分室

平成31年２月～令和元年５月生まれの子とその
保護者。保健師の話、ママの体力づくりも合わせ
た親子遊び、参加者交流など

あそびと交流

フリースペース

☎052－302－8161

毎週火曜日 
（祝日を除く）

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

もぐもぐ離乳食教室

【予約制】

☎052－651－6509
２／26（水） ９：45～10：00

港保健
センター

離乳食が２回食の子（おおむね7～8か月児）
とその保護者。離乳食の話、試食、個別相談など
定員　14組（先着順）　申込　２／12（水）～

ぱくぱく幼児食サロン

【予約制】

☎052－651－6509
３／12（木） ９：45～10：00

港保健
センター

平成30年３月～９月生まれの子とその保護者
幼児食の話、試食、個別相談など
定員　10組（先着順）　申込　３／10（火）まで

歯っぴー教室【予約制】

☎052－651－6509

２／13（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２／27（木） 南陽分室

子どものアレルギーと

ぜんそく相談【予約制】

☎052－651－6531

２／12（水）
13：30～15：00

港保健
センター

15歳未満でぜんそくやアトピー性皮膚炎などで
お悩みの方
専門医による個別相談と栄養などの相談３／４（水）

対象児の生年月日 実施日

３・４か月児 R１.10.１～R１.10.31 ２／18（火）

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

対象児の生年月日 実施日

３・４か月児
R１.10.20～R１.11.２
R１.11.３～R１.11.16

２／25（火）
３／３（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
H30.６.30～H30.7.18
H30.7.19～H30.8.１
H30.8.２～H30.8.12

２／12（水）
２／19（水）
３／４（水）

３歳児
H29.２.２～H29.２.19
H29.２.20～H29.３.６

２／21（金）
３／６（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　２／17（月）までに下記へ

問合　感染症対策等担当　☎052－651－6537

▼乳がん検診【予約制】
日時　３／２（月）午後

場所　港保健センター

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

※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。

　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。

　　　　　

　妊娠から出産･育児のポイントを一緒に

 学び、赤ちゃんを迎える準備を始めましょ

　　う！パパの参加も大歓迎です！

①お風呂体験

　赤ちゃんのお風呂の入れ方、衣類の着せ

方や赤ちゃんの抱き方などを体験できます。

　パパの妊婦体験もできます♪

②お食事とお口の話

　妊娠中の食事は産後の健康

や赤ちゃんの健康にもつなが

ります。おいしい簡単料理の

試食もあります♪

　妊娠中のお口のケアから赤ちゃんの虫歯

予防までアドバイス！

問合　保健看護担当　☎052－651－6509

に、参加しませんか？

猫の飼い主の皆さまへ

プ レ マ マ セ ミ ナ ー

　保健センターには、自宅に猫のふん尿を

されて困っているとの苦情が数多く寄せら

れています。

　猫を飼うときは、次のことを守りましょう。

　終生、責任を持って飼いましょう。猫を捨て

る行為は犯罪であり、法律で罰せられます。

問合　食品衛生・動物愛護等担当

　　　☎052－651－6486

◆ 室内飼育に努めましょう。外に出すと病

気や交通事故に遭ったり、ノミ・ダニがつ

いたりする可能性があります。

◆ 避妊・去勢手術をしましょう。望まない繁

殖による不幸な子猫が生まれることを防

ぐため、名古屋市では手術費用の一部を

助成しています。

一 般 の 方

港保健センター
　（子育て世代包括支援センター）

☎052-651-6471 FAX 052-651-5144

☎052-302-8161 FAX 052-301-4674

☎052-655-8745

☎052-651-8133

☎052-653-7878

☎052-263-1133

☎052-611-8044

 免

 免
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▼大規模小売店舗立地法に基づく
新設の届出書の縦覧

店舗名　ドラッグコスモス東茶屋店

所在地　名古屋市港区名古屋都市計画事業

　　　　茶屋新田土地区画整理事業　第62街区

縦覧場所　港区役所情報コーナー（１階）

縦覧期間　４／20（月）まで

縦覧時間　午前８時45分～午後５時

問合　市民経済局地域商業課

　　　☎052－972－2433　℻052－972－4138

会計年度月額制内部事務員の募集
募集要件　基本的なパソコン操作ができる方

募集人数　１人

試　験　日　２／25（火）

委嘱期間　４／３（金）～令和３年３／31（水）

職務内容　介護保険事務、窓口・電話応対

募集要項　２／１（土）～市ウェブサイトで公開

　　　　　※ 港区役所福祉課・南陽支所区民

福祉課窓口で配布（閉庁日除く）

申込　２／17（月）までに下記へ

問合　港区役所福祉課

　　　☎052－654－9715　℻052－651－1190

▼南陽プールからのお知らせ
●レッスンタイム

　対象　中学生を除く15歳以上の方

　費用　１回につき300円

　申込　開始15分前～先着順

●まるごとフェスティバル
　日時　３／６（金）

　内容　 プール・トレーニング室無料開放、無

料体験レッスンなど※詳細は下記へ

問合　南陽プール　

　　　☎052－303－2015　℻052－303－2016

教室名 日　時 定員

姿勢改善
エクササイズ ２／18～３／10

毎週火曜日

９：15～
10：15

各
30人

エアロビクス
10：30～
11：30

体幹
エクササイズ

２／18（火）･25（火）、
3／10（火）

13：15～
14：15

▼高齢者はつらつ長寿推進事業 
　健康体操やレクリエーションなどを楽し

みながら、介護予防について理解を深め、参

加者同士の仲間づくりをすすめるなど、住み

慣れた地域でいきいきとした生活が送れる

よう支援します。

期間　４月～９月（６か月間）

対象　市内在住の65歳以上の方（会場にご自

　　　分で来られる方）

申込　２／３（月）～28（金）に下記へ

※材料費など実費負担あり

問合　港区社会福祉協議会

　　　☎052－651－0305　℻052－661－2940

期間　４月～令和３年３月（１年間）

場所　南陽地区会館

対象　市内在住の60歳以上の方

申込　２／17（月）～29（土）に本人が直接港福

　　　祉会館へ

　　　２／18（火）午前10時～10時30分に本人

　　　が直接南陽地区会館へ

　　　※住所・氏名・年齢の確認できる証明書持参

※材料費など実費負担あり

問合　港福祉会館　

         ☎052－382－7009　℻052－381－2285

▼南陽地区会館出張講座
講　座 日　時 定　員

コーラス 第１水曜日 10：30～
１時間30分程度 各40人

（抽選）
気功体操 第２土曜日 13：00～

１時間30分程度

絵手紙 第３火曜日 10：00～
１時間30分程度

20人
（抽選）

▼令和２年度学童保育のご案内
　学童保育所では、“放課後のおうち”として

専任指導員が小学生のお子さん一人一人

に寄り添い保育します。

●留守家庭児童育成会（学童保育所）

※定員・費用・申し込み方法などは、最寄りの

　学童保育所または港区学童保育連絡協議会へ

※ 指導員を募集している学童保育所もありま

す。詳しくは港区学童保育連絡協議会まで

お問い合わせください。

※中川学童保育所は令和元年11月に港明公園

　内に移転しました。

問合　港区役所民生子ども課

　　　☎052－654－9714　℻052－651－1190

　　　港区学童保育連絡協議会

　　　（中川学童保育所内）　

　　　☎・℻052－651－5196

名　称 電話番号 対象学区

中川学童保育所 052－651－5196 
中川・東海、
千年（熱田区）

大手留守家庭児童育成会 052－661－2821 大手

当知学童保育所 052－383－3572 小碓・明徳・当知

港楽学童保育所 052－654－0369 西築地・港楽

高木・神宮寺学童保育所 052－355－6050
港西・稲永・野跡
高木・神宮寺

福田学童保育所 052－302－4433 南陽・福田・福春

▼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270円

申込　開始30分前～先着順

問合　稲永スポーツセンター 

　　　☎052－384－0300　℻052－384－0303

▼【人権問題特別講演会】
子どもの貧困、断ち切りたい！

～学びのサポートから見えてきた現状と課題～
　「子どもの貧困を断ち切るにはどうしたら

よいか」、人権についての公開講座です。

日時　２／15（土）午後１時30分～３時30分

　　　※30分前～開場

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

　　　☎052－653－5171　℻052－653－5172

曜日 時　間 場　所 定員

火
10：00～12：00 大手コミュニティセンター

各
26人

（抽選）

13：30～15：30 東海コミュニティセンター

水
９：45～11：45 高木コミュニティセンター

13：30～15：30 港区在宅サービスセンター

木
10：00～12：00 当知コミュニティセンター

13：30～15：30 小碓コミュニティセンター

金
10：00～12：00 南陽地区会館

13：30～15：30 南陽台住宅集会所

▼３／１（日）～７（土）春の火災予防運動
　「ひとつずつ いいね！で確認 火の用心」
　空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節で

す。次のことを守り、火の取り扱いに注意し

てください。

◇住宅用火災警報器を設置するとともに点検

　をし、設置から10年を目安に交換する。

◇放火されないよう家の周りに燃えやすい

　物を置かない。

◇コンロ使用中は、その場から離れない。

問合　港消防署

　　　☎052－661－0119　℻052－653－0119

▼港環境事業所からのお知らせ
●「ごみ・プラスチック製容器包装」の収集時間
　　　　　　　　が変わる場合があります！
　　３月から、収集ルート見直しなどのため、

　区内全域で収集時間が変わる場合がありま

　す。ごみ・資源は収集日の朝８時までに出し

　ていただくよう、ご協力をお願いします。

●一部地域で「プラスチック製容器包装」の
収集曜日が変わります！

　【３月からの変更地域】

　◇成章学区　木曜日　→　水曜日

　◇福田学区　月曜日　→　水曜日

　◇福春学区　月曜日　→　水曜日

問合　港環境事業所　

          ☎052－382－3575　℻052－384－0562

▼個人市民税・県民税の申告
期間　２／３（月）～３／16（月）

　　　午前８時45分～正午

　　　午後１時～５時15分

　　　※土・日曜日、祝日は除く

場所　ささしま市税事務所（８階）、港区役所

　　　第６会議室（２階）、南陽支所税務窓口

問合　ささしま市税事務所　☎052－588－8005

▼確定申告のお知らせ
●申告・納税期限
　所得税・復興特別所得税・贈与税：３／16（月）

　消費税・地方消費税（個人事業者）：３／31（火）

●確定申告会場
　期間　２／17（月）～３／16（月）の平日

　　　　※２／24（月･休）、３／１（日）は開設

　　　　午前９時15分～午後５時

　　　　※ 受付は午後４時まで。混雑状況によ

り受付を早めに終了する場合あり

　場所　ウインクあいち６階（中村区名駅）

　※上記の期間中は、税務署内では申告書の

　　作成指導を行っていません。

●税理士による無料税務相談所
　期間　２／19（水）～21（金）

　　　　午前９時30分～正午、午後１時～４時

　　　　※受付は午後３時まで

　　　　※ 整理券（１日200件）を、当日午前８

時45分～１階ガーデンコート入口

で配布予定

　場所　イオンモール名古屋茶屋イオンホール

問合　中川税務署　☎052－321－1511

▼もしもに備えて水を備蓄してください
　災害時、最も大切なのは飲料水です。防災

用品とともに１人１日３ℓの水を３日分（９

ℓ）以上備蓄しましょう。上下水道局では、製

造から10年間保存可能な災害用備蓄飲料水

「名水」を販売しています。詳しくはお客さま

受付センター（☎052－884－5959）までお問い

合わせください。

問合　上下水道局港営業所

　　　☎052－661－5226　℻052－651－2269

教室名 日　時 定員

イージー
エアロ ２／12～３／４

毎週水曜日

９：30～
10：30

各
50人

アクティブ
エアロ

10：45～
11：45

各
40人

ヨガ＆
ピラティス ２／14～３／６

毎週金曜日

18：45～
19：45 各

40人バレトン＆
エアロ

19：50～
20：50

　

原則として



２港 区 ２ ⓯

ご利用ください」
「自転車駐車場を

▼農業文化園・戸田川緑地の催し
●バードカービング展
　期間　３／３（火）～８（日）

●スパイスとハーブ
　期間　３／10（火）～４／29（水・祝）

問合　戸田川緑地管理センター

　　　☎052－302－5321　℻052－303－6116

　地下鉄港区役所駅周辺は、みなとアクルス

のまちびらきで人や自転車の往来が増えまし

た。その一方で、自転車利用のマナーを守らず

に自転車駐車場からはみ出して無理に自転車

をとめる方がいます。このような自転車は通

行の妨げや、交通事故の原因に

もなります。港区役所駅の自転

車駐車場にはまだ余裕があり

ます。空いている駐車場をご利

用いただき駐車区画の白線内に駐車していた

だきますようお願いします。

問合　港土木事務所　

　　　☎052－661－1581　℻052－661－9154

▼お風呂やさんで お元気か～い
　健康づくりの話、かんたんな体操を行います。

日時　２／15（土）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　

　　　☎052－322－5735　℻052－321－2645

　　　健康福祉局高齢福祉課

　　　☎052－972－2544　℻052－955－3367

▼パソコン相談室
日時　２／21（金）、３／6（金）

　　　午前10時～正午

問合　港生涯学習センター

　　　☎052－653－5171　℻052－653－5172

▼みなとシネマ～なつかしの邦画特集～
「銀座の恋の物語」

日時　３／11（水）午後１時30分～

　　　※30分前～開場

定員　350人（先着順）

費用　500円※チケット販売中。詳細は下記へ

問合　港文化小劇場

      　 ☎052－654－8214　℻052－654－8215

▼わたしのいちおし本
日時　２／29（土）

　　　午前10時30分～11時30分

定員　40人（当日先着順）　　　

内容　 港区の小・中学校の児童・

　　　 生徒がおすすめの本を紹介します。発

表の後は読みたい本に、参加者全員で

投票します。

問合　港図書館

      　☎052－651－9249　℻052－651－9250

▼自動車図書館　巡回日程

問合　自動車図書館　☎・℻052－821－3364

▼とだがわこどもランドの催し
●人形劇であそぼう
　 　かわいい人形たちが、楽しいお話を繰り

広げます♪

　日時　 ２／27（木）午前11時～11時30分

　対象　未就学児とその保護者

●キッズフリマ 出店者募集
　 　店長になって、フリーマーケットを開こう！

　日時　３／20（金・祝）午前10時～正午

　対象　小・中学生

　　　　※小学３年生以下は保護者同伴

　定員　20店（先着順）

　費用　200円

　申込　２／16（日）～下記へ

問合　とだがわこどもランド

　　　☎052－304－1500　℻052－304－1501

▼南陽図書館の催し
●バルーンアート教室
　日時　２／29（土）午後２時～３時

　対象　３歳～小学生

　　　　※未就学児は保護者同伴

　定員　15人（先着順）

　費用　50円

　申込　２／15（土）～下記へ

●健康ストレッチ教室
　日時　３／５（木）午後１時30分～３時

　対象　中学生を除く15歳以上の方

　定員　10人（先着順）

　申込　２／20（木）～下記へ

問合　南陽図書館　　　☎052－301－2116　℻052－301－2117

　　　　　　　災害用伝言ダイヤル（171）は、

　　　　　　地震などの災害時に利用できる

　　　　　　声の伝言版です。災害時に家族

と連絡が取れなくなった際には、災害用伝言

ダイヤルを活用しましょう。

　毎月１日と15日は、体験利用ができます。

問合　港区役所総務課

　　　☎052－654－9614　℻052－651－6179

▼みなと子育てミニ広場
日時　２／19（水）

　　　午前10時30分～11時30分

場所　南陽交流プラザ

対象　未就園児とその保護者

内容　紙芝居、育児相談、

　　　パネルシアターなどの出し物

問合　港保育園エリア支援保育所

　　　☎・℻052－661－1020

▼名古屋市認知症高齢者家族支援事業

●認知症の家族教室
　日時　①２／13（木）午後１時～３時

　　　　②２／20（木）午後１時30分～３時30分

　場所　①南陽地区会館

　　　　②港区在宅サービスセンター

※対象・定員・申込など詳細は下記へ

問合　①港区西部いきいき支援センター　
　　　☎052－381－3260　℻052－381－3261

　　　②港区東部いきいき支援センター

　　　　☎052－651－0568　℻052－651－1167

日　時 場　所

２月

12 水 13：45～14：45 明徳小学校南

13 木 10：00～11：00 高木コミセン

18 火 10：00～11：00 神宮寺コミセン

22 土 14：00～16：00 当知住宅

29 土 13：45～14：45 宝神荘

29 土 15：00～16：00 新稲永荘

３月

４ 水 10：00～11：00 新泰明荘

５ 木 13：45～14：45 東築地学区防災センター

７ 土 10：00～11：00 正保公園

▼荒子川公園ガーデンプラザ展示会
●ボタニカルアート荒子川展
　期間　２／７（金）～23（日・祝）

●深雪アートフラワー展＜真夏の夜の夢＞
　期間　３／１（日）～８（日）

問合　荒子川公園ガーデンプラザ

　　　☎052－384－8787　℻052－384－5664

 澤
さ わ い

井悦
えつろう

郎／著　岩波書店

マンボウのひみつ

　

　マンボウをご存じですか。

そう、あのひらべったい、体

を半分に切ったような形の、

ユニークな魚。なんとも魅力

的ですが、生態は謎に包まれ

ています。江戸期を除くと日

本初となるマンボウに関す

る本を著したのは、1985年生

まれの若手研究者。先端技術

を使った研究の紹介、マンボウ料理や伝説な

ど、いろんな角度からマンボウにせまります。

ちりばめられた自作の川柳も面白く、読むほ

どにひきこまれていきます。水面で昼寝をし

ていたマンボウが人を助けた逸話もあるそう

ですよ。

問合　港図書館　

      　☎052－651－9249　℻052－651－9250

▼クッキング～ちらし寿司づくり～
日時　２／22（土）午前10時30分～午後１時

対象　小・中学生

定員　15人（先着順）

費用　200円

申込　２／15（土）午前10時～下記へ

問合　港児童館　☎・℻052－384－4473

▼子どもといっしょにママも育とう！
プラザすくすく広場

　おもちゃで子どもを遊ばせながら、子育て

ミニ講座を聞こう！

日時　２／18（火）午前10時30分～正午

対象　未就学児とその保護者

定員　10組20人（先着順）

申込　事前に下記へ

問合　南陽交流プラザ

　　　☎052－303－2322　℻052－303－2323

▼おはなし会

問合　港図書館

　　　☎052－651－9249　℻052－651－9250

　　　南陽図書館

　　　☎052－301－2116　℻052－301－2117

http://www.city.nagoya.jp/minato/

広報なごや港区版デイジー版・音楽CD版の送付をご希望の方は、市長室広報課（☎052－972－3134 ℻052－972－4126）へ。

点字版の送付をご希望の方は、港区社会福祉協議会（☎052－651－0305 ℻052－661－2940）へ。

点字版は、港区役所・南陽支所・港区社会福祉協議会でもご利用いただけます。※毎月10日ごろにご用意します。

対象 日　時 場　所

乳幼児

２／12（水）・26（水）、
３／４（水）

11：00～11：30

港図書館

２／13（木）・27（木） 南陽図書館

２／19（水） ららスタジオ

幼児・
小学生

２／15（土） 11：00～11：30
港図書館

南陽図書館

事業名　
場所 ①寛政の里

②港区在宅サー

　ビスセンター

医師（もの忘れ相
談医）の専門相談

２／20（木）
13：45～15：15

認知症の
家族サロン

２／25（火）
13：30～15：30

２／20（木）
13：30～15：30

ジィジョの 防災わんポイント！


