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港区役所地域力推進室　　052-654-9622　　052-651-6179問合

日に日に暖かくなる日差しに誘われて、港区の春を感じてみませんか。

荒子川公園荒子川公園

～港区の皆さんに紹介したいお菓子～～港区の皆さんに紹介したいお菓子～

約1,000本のソ

メイヨシノが見ご

ろを迎え、夜には

ライトアップされた

幻想的なさくらを

お楽しみいただけ

ます。

  じ  しん

地震と
  つ  なみ

津波のときに、
き

気をつけることが
か

書かれてい

ます。やさしい
に ほん ご

日本語をはじめとした９か
こく  ご 

国語のも

のを、３/10（
か

火）から
はい  ふ 

配布およびウェブサイトで
こうかい

公開します。

荒子川公園 さくらまつり

期間中は土日祝に
イベントを開催します

３/20
金・祝

4/9
木～～

３/20
金・祝 予定予定

4/5
日～～

問合 　052-384-8787　　052-384-5664
ガーデンプラザは月曜日休館

はい  ふ 

配布
みなと く やくしょ じょうほう

港区役所情報コーナー

（１
かい

階）・
なん よう  し  しょ

南陽支所 ほか

く わ

詳しいことは、
か　き

下記の
と

問い
あ

合わせ
さき

先へご
れんらく

連絡ください。

アクセス あおなみ線「荒子川公園」駅から徒歩３分

農業文化園・戸田川緑地農業文化園・戸田川緑地

農業文化園・戸
田川緑地には、約
1,100本のさくら
が植わっています。
さくら の 花 のリ
レ ー をお 楽しみ
ください。

期間中は土日祝を
中心にイベントを

開催します

アクセス 市バス「南陽支所」下車北へ徒歩5分

さくらまつり
干支キャラクター

ちゅう太 ちゅう吉

荒子川公園
　夜桜ライトアップ

18：00～21：00

日本には、三色団子や

桜餅など、お花見で定番

のお菓子があります。

港区に住む外国人の

方に『お花見に持ってい

きたい母国のお菓子』を

紹介していただきました。

ジュア ゴー

抓果 Zhuā guǒ

「抓」はつかむという意味です。別名の
ジュアジー

抓吉
は、吉祥・幸せをつかむという意味もあります。
春の始まりを告げる旧暦2月2日の祭日に、豊
作を祈願してこのお菓子をたくさん作って子
どもたちに配る伝統があります。私にとっては
大変懐かしい祖母の味です。王さん

アロス・
　コン・レチェ

アロス（米）とレチェ（牛乳）を煮
て作る甘いお菓子です。洋風の甘
いおかゆですが、あまり牛乳の味
がしないので、牛乳が嫌いな人で
も食べられます。同名の童謡もあ
り、子どもに人気のお菓子です。ジェニーさん

中国 ペルー

ネパール語ベトナム語フィリピノ語韓国語中国語スペイン語ポルトガル語英　語

名古屋市港区

ダウンロードできます。

やさしい
 に ほん ご ばん

日本語版

外国人の方向けの　　　に関する　　　　　　　　を作成しました！外国人の方向けの　　　に関する　　　　　　　　を作成しました！

がい  こく じんがい  こく じん じ　  しんじ　  しん
か た  むか た  む か んか ん さく せいさく せい

地震地震 パンフレット

王さん、ジェニーさんをはじめとした

がい こく じん

外国人の
かた

方22
めい

名の
きょうりょく

協力で

つく

作りました！

さくらまつり

３/20
金・祝

4/19
日～～

問合 　052-302-5321　　052-303-6116
管理センターは月曜日休館

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

港警察署

052-301-8118

052-653-5171

052-382-3575

052-661-1581

052-661-0110

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

052-661-0119

052-953-4119

052-651-1100

052-661-5226

052-651-0305

区の人口　143,813　世帯数　63,960　(令和 2年 2月 1日現在)



事業名 実施日 受付時間 場　所 対象・内容

母乳相談【予約制】

保健センター
☎052－651－6539
分室
☎052－302－8161

３／13（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

３／23（月） 13：15～14：00 南陽分室

４／３（金） 13：00～15：15
港保健

センター

５～８か月児の子育て教室

南陽すくすくひろば

☎052－302－8161
３／19（木） ９：45～10：00 南陽分室

令和元年７月～10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

☎052－302－8161
３／19（木） 13：00～13：15 南陽分室

平成31年３月～令和元年６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

☎052－302－8161

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】

☎052－651－6509
３／25（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、個別相談など
定員　14組（先着順）　申込　３／11（水）～

はじめての

歯みがき教室【予約制】

☎052－651－6509
３／24（火） 10：00～10：10

港保健
センター

港区在住の平成31年１月～令和元年５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】

☎052－651－6509

３／12（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

３／26（木） 南陽分室

４／９（木）
港保健

センター

子どものアレルギーと

ぜんそく相談【予約制】

☎052－651－6531
４／８（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

※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。

【予約制】の事業は、事前に電話予約してください。

免

免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。

【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

※雨天の場合も実施します。

問合　食品衛生・動物愛護等担当

　　　☎052－651－6486

１月号「新春!お年玉クイズ」
　　　　　　　　　の答え！
　キーワードは「ねずみ」でした！

たくさんのご応募ありがとうございました。

当選者の発表は、発送をもってかえさせてい

ただきました。

問合　港区役所地域力推進室　　　

　　　☎052－654－9622　℻052－651－6179

に、参加しませんか？

「 離 乳 食 教 室 」

　離乳食は生後５・６か月から始め、子ど

もの食べられる能力に応じて少しずつス

テップアップしていきます。成長の差が

大きい時期ですから、子どもの状態を見

ながら進めることが大切です。

　「あまり食べてくれない」「食べさせる量

がわからない」「同じメニューばかりにな

る」など、離乳食の悩みはさまざまです。そ

んな悩みを相談できる離乳食教

室を開催していますので、ぜひ

ご参加ください。開催の予定は、

随時広報なごやでご案内しま

す。

★もぐもぐ離乳食教室（港保健センター）

　対象：おおむね７・８か月児

★かみかみ離乳食教室（港保健センター）

　対象：おおむね９～11か月児

★なんよう離乳食教室（南陽分室）

　対象：おおむね７～11か月児

問合　保健感染症係　☎052－651－6509

令和２年度 狂犬病予防集合注射

　生後91日以上の飼犬には、登録と毎年１回

の狂犬病予防注射が必要です。飼犬には、動物

病院または集合注射会場で狂犬病予防注射を

受けさせてください。

料金　登録済みの犬　3,500円

　　　（注射料金2,950円＋注射済票交付手数料550円）

　　　初めて登録する犬　6,500円

　　　（上記金額＋登録申請手数料3,000円）

　　　※おつりのないようお願いします。

◇ 昨年度の時間・料金などから変更がありま

すので、必ず確認の上お越しください。

◇ すでに登録済みの犬については、通知はが

きをご持参ください。

◇事故防止のため会場には、飼犬の動きを制

　御できる方がお越しください。

◇ 動物病院で注射を受けたときは、別途、保健

センターで注射済票発行手続き（手数料550

円）が必要です。ただし、名古屋市の委託を

受けた動物病院では、注射と同時に注射済

票の交付を受けられます。

◇ 登録犬の死亡や住所変更などは、港保健セン

ターへお知らせください。

【南陽分室】南陽・西福田・福田・福春学区の方

▼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

※ 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

対象児の生年月日 実施日

３・４か月児
Ｒ１.11.17～Ｒ１.11.30
Ｒ１.12.１～Ｒ１.12.15

３／17（火）
４／７（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
H30.８.13～H30.８.31
H30.９.１～H30.９.15

３／18（水）
４／８（水）

３歳児 H29.３.７～H29.３.19 ４／10（金）

受付時間 13：00～14：00

対象児の生年月日 実施日

３・４か月児 Ｒ１.11.１～Ｒ１.11.30 ３／24（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 H30.６.30～H30.８.31 ３／11（水）

３歳児 H29.１.14～H29.３.７ ３／13（金）

受付時間 13：30～14：00

一 般 の 方

実施日 実施時間 会　場

４／６
（月）

10：30～11：15 土古西公園

13：00～13：45 土古公園

４／７
（火）

10：30～11：15 大手公園

13：00～13：45 正保公園

４／８
（水）

10：30～11：15 東築地学区防災センター

13：00～13：45 十一屋第二公園

４／９
（木）

10：30～11：15 小碓中央公園

13：00～13：45 当知中央公園　

４／10
（金）

10：30～11：15 茶屋後土地改良区事務所

13：00～13：45 福田東公園

４／13
（月）

10：30～11：15 高木コミュニティセンター

13：00～13：45 多加良浦公園

４／14
（火）

10：30～11：15 稲永東公園

13：00～14：00 港保健センター南陽分室

４／15
（水）

10：30～11：30 港保健センター

13：00～13：45 東海公園

3港 区 ⓭2

簡単アクセス

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



▼水道の使用中止・開始の
　　お申し込みはお早めに！
　引っ越しなどにより水道の使用

を中止するときや新たに使用するときは、

お早めにご連絡ください。

申込先　お客さま受付センター

　　　　☎052－884－5959　℻052－872－1296

　　　　平日：午前８時～午後７時

　　　　土日祝休：午前８時～午後５時15分

　　　　上下水道局公式ウェブサイト

　　　　 http：／／www.water.city.nagoya.jp／

問合　上下水道局港営業所

　　　☎052－661－5226　℻052－651－2269

▼環境事業所からのお知らせ
●ごみ案内所を開設します
　 　資源とごみの分け方・出し方、収

集日をご案内します。分からない

ことのある方は、お気軽にお越し

ください。

　期間　３／23（月）～４／10（金）※土曜日を除く

●ごみ・資源の収集のお願い
　　収集時間は、ごみなどの量や交通状況に

　よって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、決めら

　れた場所に出してください。

問合　港環境事業所

　　　☎052－382－3575　℻052－384－0562

場　所

開設時間

平　日
３／29
（日）

４／5
（日）

港区役所（１階）

９：00～17：00 ９：00～14：00

南陽支所（１階）

４／１（水）～10（金）春の生活安全市民運動
　港区で、親族などをかたるオレオレ詐欺や

家電量販店の店員をかたり、「あなたのクレジッ

トカードが使われている」と言ってキャッ

シュカードをだまし取る手口の電話が確認さ

れています。言葉巧みな犯人にだまされない

よう、不審な電話が掛かってきたら家族や警

察署へ相談しましょう。

４／６（月）～15（水）春の交通安全市民運動
　春は新しい生活を始める方も多く、外出時

には交通事故に遭わないよう注意が必要です。

　特に横断歩道上での交通事故が多発してい

ます。歩行者や自転車利用者は、交差点や横断

歩道では必ず左右の安全確認をするととも

に、右折や左折の車にも気を付けて横断する

ようにしましょう。

問合　港区役所地域力推進室

　　　☎052－654－9621　℻052－651－6179

▼令和元年度共同募金のご報告
　今年度も皆さまから多額のご寄付をいただ

き、ありがとうございました。

　この募金は、港区内の地域福祉の

ために使わせていただきます。

　赤い羽根共同募金額　　12,692,355円

　歳末たすけあい募金額　　440,430円

問合　港区共同募金委員会

　　　☎052－651－0305　℻052－661－2940

▼４月から区役所ポルトガル語通訳
職員の配置曜日が変わります

　港区ではポルトガル語通訳職員が、区役所

での手続きのお手伝いをしています。

●３月まで　毎週月・木曜日、日曜開庁日

●４月から　毎週月曜日、日曜開庁日

受付時間　午前９時～11時30分

受付場所　港区役所総合案内（１階）

問合　港区役所企画経理室

　　　☎052－654－9672　℻052－651－6179

▼精神障害・難病等の福祉制度利用の
　受付担当部署が変わります

　現在、区役所2階の保健予防課（区役所内窓

口）、南陽支所2階の保健センター南陽分室（精

神・難病等窓口）で行っている精神・難病・障害

児等福祉の福祉制度利用に関する業務は、４

月からそれぞれ港区役所福祉課（24番窓口）、

南陽支所区民福祉課（６番窓口）が担当します。

受付場所に変更はありませんが窓口番号が変

わります。電話番号は引き続き利用できます。

問合　港保健センター保健予防課（区役所内窓口）

　　　※４月からは港区役所福祉課

　　　☎052－654－9661　℻052－651－1190

　　　港保健センター南陽分室（精神・難病等窓口）

　　　※４月からは南陽支所区民福祉課

　　　☎052－301－8479　℻052－301－8411

▼港区春季ソフトテニス大会
日時　４／５（日）・12（日）2日間　午前９時～

　　　※参加組数によって日程変更あり

場所　稲永公園テニスコートＡ・Ｂ面

対象　港区在住・在勤・在学者

　　　または港区体育協会加盟団体

定員　40組（抽選）

内容　男子・女子：ダブルストーナメント

費用　１組1,000円（傷害保険料含む）

申込　３／18（水）までに下記へ

問合　港区役所地域力推進室

　　　☎052－654－9625　℻052－651－6179

▼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（4月から300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

教室名 日　時 定員

イージー
エアロ ３／11（水）・18（水）

25（水）、４／８（水）

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 ３／13（金）・27（金）

４／３（金）・10（金）

18：45～
19：45

バレトン＆
エアロ

19：50～
20：50

▼パソコン相談室
日時　３／13（金）、４／３（金）

　　　午前10時～正午

問合　港生涯学習センター

　　　☎052－653－5171　℻052－653－5172

▼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

　　　　☎052－651－0568　℻052－651－1167

　　　②港区西部いきいき支援センター　
　　　☎052－381－3260　℻052－381－3261

南陽プール 第１期定期スポーツ教室

申込　往復はがきまたは市電子申請サービス（書き方など詳細は❻面くらしのガイド参照）

　　　※②③は泳力を記入

※一般は中学生を除く15歳以上の方　※締切日必着、当選の権利は本人のみ有効

※災害補償制度あり

問合　南陽プール（〒455－0855藤前四丁目701）　☎052－303－2015　℻052－303－2016

教室名 期　間 時　間 回数 対　象 定員 費　用 締　切

①アクアビクス

４／20～６／29
指定月曜日

10：30～12：00

10

一般 30人 6,400円 ４／６（月）

②水泳（小学生）A 16：40～17：40 小学生 45人 6,000円
４／７（火）

③水泳（小学生）Ｂ 17：50～18：50 小学生 45人 6,000円

④一般水泳
　（クロール・背泳） 19：00～20：00 一般（25ｍ

泳げる方） 10人 6,600円 ４／６（月）

港防災センター

　ソナ・エルの防災やってる？

　これからの時期は就職や入学、人

事異動などで引っ越しをする方も

多いのではないでしょうか。新生活が始まる

前に職場や学校の地域のハザードマップを

確認しておきましょう。

問合　港防災センター

　　　☎052－651－1100　℻052－651－6220

▼地域防災のかなめ 消防団
消防団員を募集しています

　消防団は、「自分たちの地域は自分たちで

守る」というボランティア精神のもとに活動

している地域密着型の組織です。

　港区では21消防団（定員670人）が活躍して

います。あなたも始めてみませんか。

【入団資格】

○港区在住・在勤・在学の方

○入団時の年齢が18～65歳の方

○消防団活動に支障のない方

★女性消防団員も活躍中！

問合　港消防署

　　　☎052－661－0119　℻052－653－0119

2 3 港 区⓮

原則として

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

３／19（木）
13：30～15：30

３／24（火）
13：30～15：30

医師（もの忘れ相
談医）の専門相談

３／19（木）
13：45～15：15

▼南陽プールからのお知らせ
●春休み！短期小学生水泳教室
　日時　３／25（水）・26（木）・30（月）・31（火）

　　　　午前９時～10時

　対象　小学生

　定員　45人（抽選）

　費用　2,500円

　申込　 往復はがきまたは市電子申請サービス

（書き方など詳細は❻面くらしのガ

イド参照）３／15（日）必着

●南陽ウォーキング
　　南陽図書館を起点に東茶屋界隈を歩きます。

　日時　３／25（水）午前９時30分～正午

　　　　※集合は南陽図書館

　定員　20人（先着順）

　申込　事前に下記へ

問合　南陽プール（〒455－0855藤前四丁目701）

　　　☎052－303－2015　℻052－303－2016



　３月、４月は引っ越しに伴う転入・転出などの手続きで、窓口が混み

合います。特に、３月下旬から４月上旬は大変な混雑が予想され、長時

間お待たせすることがあります。手続きなどでお越しの際には、時間に

余裕を持ってご来庁いただきますようお願いします。

▼とだがわこどもランドの催し
●おもちゃまつり2020inとだがわこどもランド
　～０才から120才まで遊べる

世界のおもちゃが大集合～
　日時　３／15（日）午前10時30分～午後３時

●キッズフリマ
　　子ども服やおもちゃなどを子ども店長が販売！

　日時　３／20（金・祝）午前10時～正午

問合　とだがわこどもランド

　　　☎052－304－1500　℻052－304－1501

▼つくってあそぼう 
ポンポンまとあて空気砲

日時　３／14（土）午前10時～11時30分

　　　※15分前～受付

対象　幼児・小学生（幼児は保護者同伴）

定員　12人（当日先着順）

問合　港図書館　
　　　☎052－651－9249　℻052－651－9250

▼港福祉会館 春のコンサート
日時　３／30（月）午後２時～３時

　　　※午後１時～開場

場所　港児童館体育室

定員　50人（当日先着順）

内容　二胡・琴・津軽三味線のコンサート

問合　港福祉会館　

　　　☎052－382－7009　℻052－381－2285

▼みなとこどもタウン
日時　３／15（日）午前10時30分～午後２時

内容　 「お店屋さんごっこ」で働いたり遊ん

だりします。

費用　200円（買い物券購入代）

※材料がなくなり次第お店屋さんは終了

問合　港生涯学習センター

　　　☎052－653－5171　℻052－653－5172

▼防災笛を作ろう！
日時　３／15（日）午後１時30分～３時

内容　牛乳パックで作るエコな防災グッズ

※材料がなくなり次第終了

問合　南陽交流プラザ　

　　　☎052－303－2322　℻052－303－2323

▼とき絵展
期間　３／14（土）～４／５（日）

内容　 色とりどりの綿ロープを金櫛でときほ

ぐし、季節の花や動物を作り出します。

素朴で和やかな作品です。

問合　戸田川緑地管理センター

　　　☎052－302－5321　℻052－303－6116

▼荒子川公園ガーデンプラザ展示会
●マスコアートの花展
　　粘土を使って生花に見える花を作りました。

　期間　３／17（火）～４／５（日）

●花・はな・華（和紙人形）展
　期間　４／２（木）～５（日）

問合　荒子川公園ガーデンプラザ

　　　☎052－384－8787　℻052－384－5664

▼みなと子育てミニ広場
日時　３／19（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、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

　　　☎・℻052－661－1020

▼みなととしょかんフェスティバル
日時　３／28（土）午後２時～３時30分

対象　幼児・小学生

内容　ストーリーテリング、読み聞かせ、工作

問合　港図書館　
　　　☎052－651－9249　℻052－651－9250

▼「しゃぼんだま」春のウキウキおはなし会
日時　３／28（土）午前10時30分～11時30分

対象　幼児・小学校低学年

※最後まで参加の子に小さなプレゼントあり

問合　南陽図書館　
　　　☎052－301－2116　℻052－301－2117 ▼みなとシネマ~なつかしの邦画特集~

　「夜霧のブルース」
日時　５／13（水）午後１時30分～※30分前～開場

定員　350人（先着順）

費用　500円

申込　３／11（水）～下記へ

問合　港文化小劇場

　　　☎052－654－8214　℻052－654－8215

▼港児童館 春のコンサート
　春の音楽を親子で楽しみましょう。

日時　３／13（金）午前10時30分～11時

対象　未就園児とその保護者

問合　港児童館　☎･℻052－384－4473

問合　港区役所市民課　　　☎052－654－9634　℻052－651－6179

住民票の写しや印鑑登録証明書が受け取れる、サービスをご利用ください！

実施日 実施時間 取扱業務

３／１・22、４／12 ８：45～12：00 ・転入、転出、転居に関係する届出

・住民票の写し、印鑑登録証明書

　などの交付３／29、４／５ ８：45～14：00

※ ３／22は、マイナンバー（個人番号）カード･電子証明書に関するすべ

ての手続きを行うことができません。

※ 住基ネット関係業務（住民票の写しの広域交付など）はお取り扱いで

きません。また、これ以外にもお取り扱いできない業務があります。 

※ 他の市町村や国の機関などへの確認が必要となる場合は、後日改め

てお越しいただく場合があります。

▼自動車図書館　巡回日程

問合　自動車図書館　☎・℻052－821－3364

▼おはなし会

★ ３／25（水）は、名古屋みなとライオンズクラ

ブから寄贈された図書によるおはなし会

☆ ４／9（木）は、「おしゃべりタイム」を正午ま

で延長。南陽支所の保育案内人を迎え、「保

育園のこときいちゃおう！」を開催

問合　港図書館　　

　　　☎052－651－9249　℻052－651－9250

　　　南陽図書館　

　　　☎052－301－2116　℻052－301－2117

　区役所・支所以外でも、住民票の写しなどが受け取れます！

栄サービスセンター（日曜日、祝休日、年末年始を除く）

　場所　栄地下街・名鉄瀬戸線「栄町」駅改札口南

　●住民票の写し・印鑑登録証明書

　　取扱時間　午前８時～午後７時

　●戸籍全部・個人事項証明書（戸籍謄抄本）

　　取扱時間　午前9時～午後５時（土曜日は午後３時まで）

地下鉄駅長室（駅情報コーナー）取次ぎサービス（年末年始を除く）

　場所　地下鉄駅30駅（港区内は「東海通」駅）

　●住民票の写し・印鑑登録証明書

　　取扱時間　午前８時～午後８時30分

※受付時間により即日交付できない場合があります。

　即日交付時間など詳細は、市ウェブサイトから

　ご確認ください。

問合　栄サービスセンター　☎052－951－0361　　　　南陽支所区民生活課　☎052－301－8163　℻052－301－8399

　本を声に出して読む「音読」には、脳を活性

化させる、喉の筋肉を鍛えるなどの効果があ

るそうです。

　こちらの本には、物語の冒頭や詩歌などが

およそ１分で読める分量の長さで紹介されて

います。昔読んだことのある作品も、音読を

してみるとまた違った味わいを感

じられるかもしれません。興味を

持った著者や作品がありましたら、

その続きや別の作品にも挑戦して

みてください。

問合　南陽図書館　

　　　☎052－301－2116　℻052－301－2117

心とカラダを整える
おとなのための

１分音読

山口謠司／著　自由国民社

日曜窓口をご利用ください

便利な各種証明

対象 日　時 場　所

乳幼児

３／11（水）・
25（水）★

４／１（水）・８（水）
11：00～11：30 港図書館

３／12（木）・26（木）
４／9（木）☆

11：00～11：30 南陽図書館

３／18（水） 11：00～11：30 ららスタジオ

幼児・
小学生

３／21（土） 11：00～11：30
港図書館

南陽図書館

日　時 場　所

３月

21 土 10：00～11：00 みなと荘

25 水 13：45～14：45 明徳小学校南

26 木 10：00～11：00 高木コミセン

28 土 14：00～16：00 当知住宅

４月

４ 土
13：45～14：45 宝神荘

15：00～16：00 新稲永荘

７ 火 10：00～11：00 神宮寺コミセン

８ 水 10：00～11：00 新泰明荘
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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。


