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港区役所

港警察署交通課からのメッセージ港警察署交通課からのメッセージ

港警察署　　052-661-0110　　052-654-0199　　　港区役所地域力推進室　　052-654-9621　　052-651-6179問合

事故が多発している交差点を  
マップで確認しよう！
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右折時の事故が多い交差点。近くに競馬
場があり交通量も多いため注意が必要

右左折時の事故が多い交差点。近くに商業
施設があり交通量も多いため注意が必要

荒子運河橋から交差点に向けて下り坂に
なっていて、追突事故が多いため注意が必要

昨年港区内では、６名の方が交通事故で尊い命を亡くされました。今年も１月２１日に高齢者の方が信号交差点で

横断歩道を横断中、右折してきた車と衝突し、交通事故の犠牲になりました。ドライバーの皆さまは、交差点での右左

折時、横断歩道上や付近の歩道上に十分注意し、また慣れた道でも油断せずに安全確認をしてください。歩行者

や自転車の皆さまは、信号機のあるところでは、信号表示に従うとともに左右の安全確認をし、車やバイクが来て

いないことを確認して横断してください。

ドライバーの方へ

●横断歩道は、歩行者優先
横断歩道に近づいたら速度を落とし、

横断中あるいは横断しようとしている歩行者や自転車
がいないか確認し、いる場合は必ず停止しましょう。

●二段階停止の実践
停止線手前で止まり、その後見通しの良い所でもう

一度停止しましょう。二段階で止まることで歩行者や
自転車をより確認しやすくなります。

●横断歩道手前で車が停止していたら止まる
車の走行中に、前方の車が横断歩道手前で停止し

た場合、歩行者や自転車が横断歩道を渡っています。
車の陰に隠れてしまい歩行者や自転車が確認できない
場合もあるので、必ず止まりましょう。

自転車に乗る方へ

●自転車は車の仲間
自転車は道路交通法上軽車両に分類されます。交通法規に従い走行しま

しょう。また、ヘルメットは、自分の命を守る大切なものです。着用に努めましょう。

●見通しの悪い交差点では安全確認
見通しの悪い交差点は、一時停止または徐行をするとともに、必ず左右

の安全確認をしましょう。

歩行者の方へ

●渡る前には、車の動きに要注意
横断歩道を渡る際は、車が必ず停止してくれると思い込まず、運転者が自分

の存在を認識しているか確認してから横断しましょう。

●横断歩道では安全確認
信号機のある交差点でも信号機の表示を過信せず、必ず安全確認をしてから
渡りましょう。渡っている最中も渡りきるまで気を緩めず、安全確認をしましょう。

名古屋市では、条例により自転車損
害賠償保険等への加入義務と高齢
者の自転車利用者はヘルメットの
着用に努めることを定めています。

交通事故をなくすためには…交通事故をなくすためには…
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港区役所前

4月は入学シーズン
ピカピカのランドセルを背負った
子ども達を交通事故から守ろう！

マップの詳細▶マップの詳細▶

昨年の人身事故
５６６件（区内）のうち約４割が
交差点および付近で発生しています。

昨年の人身事故
５６６件（区内）のうち約４割が
交差点および付近で発生しています。

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

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　143,706　世帯数　63,969　(令和 2年 3月 1日現在)
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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。

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）
※結果通知は後日（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

　認知症予防・運動（体操）・栄養（調理実習）・

お口の健康（お口の体操）など、健康を保つた

めの講座です。また音楽療法として歌唱やレ

クリエーションも行います。みんなで楽しく

「介護予防」をしませんか？

　

※15分前～受付

対象　港区在住の65歳以上の方

定員　40人（当日先着順）

　　　★ 調理実習は定員20人（先着順）、予約が

必要。4／24（金）参加希望の方は4／22

（水）までに下記へ

※ 稲永スポーツセンター、荒子川公園ガーデ

ンプラザでの開催予定があります。詳細は

下記へ

問合　感染症対策等担当　☎052－651－6537

▼ みん な と 元気でいこまい講座

実施日 時　間 内　容 場　所

4／24（金）、
10／22（木）、
R３／３／２（火）

10：00～
11：30

栄養の話と
調理実習★

港保健
センター

8／26（水）、
R３／２／24（水）

14：00～
15：30

お口の健康と
音楽療法

12／7（月）
14：00～
15：30

運動機能の
講話と体操

▼子育てママのボディケア講座
【予約制】

　日ごろの運動不足から筋肉や関節などの機

能が低下し、日常生活に支障が出ることがあ

ります。赤ちゃんと一緒に参加し、楽しく体操

しませんか。簡単な健康チェックも行います。

日時　５／18（月）・28（木）２日間コース

　　　午前９時45分～11時30分

　　　※15分前～受付

場所　港保健センター

対象　おおむね５～12か月の子と

　　　そのお母さん

定員　15組（先着順）

内容　保健師・管理栄養士の話や試食、

　　　赤ちゃんと一緒にできる体操など

申込　５／7（木）までに下記へ

問合　感染症対策等担当　☎052－651－6537

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

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

　　☎052－651－6509

分室☎052－302－8161

①4／13（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）

①4／17（金） 南陽分室

②５／8（金）
港保健

センター

母乳相談【予約制】

保健センター

　　☎052－651－6539

分室☎052－302－8161

4／20（月） 13：15～14：00 南陽分室
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
５／8（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

4／16（木） 13：00～13：15 南陽分室
令和元年8月～11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

4／16（木） ９：45～10：00 南陽分室

平成31年4月～令和元年7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

（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

もぐもぐ離乳食教室

【予約制】

☎052－651－6509

4／22（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　4／13（月）～

歯っぴー教室【予約制】

☎052－651－6509
4／23（木） 13：30～14：30 南陽分室

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円免

【予約制】の事業は、事前に電話予約してください。

対象児の生年月日 実施日

３・４か月児 R１.12.１～R１.12.15 4／14（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 4／15（水）

３歳児 H29.３.7～H29.３.19 4／17（金）

受付時間 13：00～14：00

※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。

簡単アクセス

【予約制】の事業は、事前に電話予約してください。

▼いきいき百歳体操☆応援講座
【予約制】

　いつまでも自分の足で歩き、自分のことは

自分でできる生活を続けるために、みんなで

一緒に楽しく体を動かしませんか？

※15分前～受付

内容　 重りを使った筋力トレーニンング。週１

回の継続で筋力の増強に効果的です！

　　　★ 運動の効果を知るための体力測定を

実施します。

対象　港区在住の65歳以上の方

　　　※原則毎回参加可能な方

定員　30人（先着順）

申込　５／8（金）までに下記へ

問合　感染症対策等担当　☎052－651－6537

実施日 時　間 場　所

５／22（金）★・29（金）

10：00～
11：30

東茶屋御苑
（東茶屋二丁目

 401-１）

６／５（金）･12（金）･19（金）
･26（金）

7／３（金）･10（金）・17（金）
・22（水）・31（金）

8／7（金）★

▼のびのび子育て教室【予約制】
　子育てのヒントが欲しい！楽しく育児した

い！という保護者の皆さま、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　4／23（木）、５／14（木）２日間コース

　　　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・保育士の講話、親子遊び

申込　4／22（水）までに下記へ

問合　保健看護担当　☎052－651－6539

▼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

【南陽分室】南陽・西福田・福田・福春学区の方

対象児の生年月日 実施日

３・４か月児 R１.11.１～R１.12.６ 4／21（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 4／22（水）

受付時間 13：30～14：00

※ 新型コロナウイルス感染症対策の状況によ

り、変更がある場合があります。

※ 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。

問合　保健感染症係　☎052－651－6509

一 般 の 方
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▼水道メータの円滑な検針に
ご協力ください

　水道メータ検針の際には、お客さまの敷地

内に立ち入らせていただく場合があります。

円滑な検針のために、メータの上に物を置か

ないよう、また飼い犬などが検針の障害とな

らないようご配慮とご協力をお願いします。

問合　上下水道局港営業所

　　　☎052－661－5226　℻052－651－2269

▼港区春季卓球大会
日時　５／17（日）午前10時～

場所　稲永スポーツセンター

対象　港区在住・在勤・在学者（高校生以上）

　　　または港区体育協会加盟団体

部門　男子一般・男子50歳以上・女子

内容　 タブルス：リーグ戦、決勝のみトーナメ

ント戦

費用　１組1,000円（傷害保険料含む）

申込　４／15（水）までに費用持参で下記へ

問合　港区役所地域力推進室

　　　☎052－654－9625　℻052－651－6179

▼月曜日レッスンタイム
日時　４／13（月）・27（月）

　　　①午前９時15分～10時15分

　　　②午前10時30分～11時30分

　　　※①午前９時～②午前10時～受付

対象　中学生以上

定員　各30人（当日先着順）

内容　①ザ・スロー　リンパドレナージュ

　　　②朝ヨガ

費用　１回につき各350円

問合　稲永スポーツセンター

　　　☎052－384－0300　℻052－384－0303

▼パソコン相談室
日時　４／17（金）、５／１（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

▼港区シングルス・テニス大会
日時　男子：５／10（日）午前９時～

　　　女子：５／24（日）午前９時～

　　　※予備日５／31（日）

場所　港区内テニスコート

対象　港区在住・在勤・在学者

　　　または港区体育協会加盟団体

内容　 男子・女子ともシングルストーナメン

ト、６ゲーム先取１セット

　　　※参加人数により変更あり

費用　500円

申込　４／15（水）までに費用持参で下記へ

問合　港区役所地域力推進室

　　　☎052－654－9625　℻052－651－6179

▼ギャラリーバスで作品を見よう
　南陽巡回バス（愛称：な

んピー）の車内（１両）に

南陽地区小中学校の児童

生徒作品（７点）を順に展

示しています。

　６／30（火）まで南陽東

中の作品を展示します。

問合　交通局稲西営業所

　　　（運行について）

　　　☎052－411－8308

▼ＡＥＤの操作は落ち着いて
　いろんな場所で見かけるA

EDですが、使い方に自信がな

いという方も少なくないはず。

そんな方でも安心して使える

よう、AEDはスイッチを入れ

ると音声メッセージが流れる

ようになっています。「パッドを胸に貼ってく

ださい。」など、次の行動を教えてくれます。

近くの人が急に倒れたときでも、落ち着いて

AEDの音声に耳を傾けてください。

問合　港消防署　

　　　☎052－661－0119　℻052－653－0119

▼療育ボランティアを募集します
　お子さんの療育、園児の弟妹の保育、行事、

教材制作などを手伝っていただける方を募集

します。

※募集要件・必要な費用などの詳細は下記へ

問合　西部地域療育センター

　　　☎052－361－9555　℻052－361－9560

「街路灯・公園灯が
ついていないときは」　　　　

　　　　　　　街路灯や公園灯が

　　　　　　点灯していない、点滅している、

　　　　　　暗いなどの異状があるときは土

　　　　　　木事務所にご連絡ください。

　　　　　　　土木事務所管理の街路灯・公

園灯には４桁から５桁の管理番号が書かれた

シールが貼ってあります。ご連絡時にはその

番号と大まかな住所をお伝えください。なお、

シールが貼ってないものは町内会や商店街が

管理していますので、そちらへご連絡ください。

問合　港土木事務所

　　　☎052－661－1581　℻052－661－9154

教室名 期　間 時　間 回数 対　象 定員 費用 締切

①障がい者
　キッズテニス

５／８～６／５ 毎週金曜日 17：00～18：00 ５
小学生

（知的障害児）
15人 無料

４／21
（火）

②テニス（初級）教室 ５／８～７／17 指定金曜日 18：45～20：45 10 一般 45人 8,400円

③弓道教室 ５／９～７／11 毎週土曜日 ９：30～11：30 10 中学生以上 20人 5,500円

④ジュニアソフト
　バレーボール教室

５／９～11／28 指定土曜日 ９：45～11：45 12 小学生 35人 6,120円

⑤小学生わんぱく
　体操教室１

５／11～７／27 指定月曜日 16：30～17：30 ６ 小学１～３年生 20人 5,100円

⑥太極拳教室 ５／12～７／14 毎週火曜日 10：00～11：30 10 一般 50人 3,300円

⑦健康ヨガ教室１ ５／14～７／16 毎週木曜日 10：00～11：30 10 一般 60人 3,300円

⑧小学生港サッカー
　教室１

５／14～７／２ 毎週木曜日 17：30～19：00 ８ 小学生 30人 4,080円

⑨オーシャンズ
　フットサル１

５／14～６／11 毎週木曜日 18：30～20：00 ５ 小学生 30人 2,550円

⑩ 稲永ノルディック
ウォーキング１

５／23（土） ・ 30（土） ９：30～11：30 ２ 一般 15人 660円

⑪キッズテニス ６／12～７／17 指定金曜日 16：30～18：00 ５ 小学生 30人 2,650円
５／19
（火）

南
陽
プ
ー
ル

⑫親子ふれあい
　体操教室

５／７～７／９ 毎週木曜日 10：30～11：30 10
歩行可能な１～３
歳児とその保護者

20組 5,500円
４／22
（水）

⑬幼児水泳教室 ５／25～６／29 毎週月曜日 15：30～16：30 ６
４歳以上の
未就学児

15人 4,400円
５／14
（木）

▼稲永スポーツセンター･南陽プール 第１期定期スポーツ教室

申込　往復はがき： 教室名・住所・氏名・年齢・性別・電話番号（⑫は子どもの名前）を記入し、そ

れぞれ下記の住所へ

　　　インターネット：市電子申請サービス（❺面くらしのガイド参照）から

　　　※①のみ電話で直接下記へ

※一般は中学生を除く15歳以上の方　　　　※定員を超えた場合は抽選

※締切日必着、当選の権利は本人のみ有効　　※⑧は港サッカー場で開催

問合　稲永スポーツセンター（〒455－0845野跡五丁目１－10） ☎052－384－0300　℻052－384－0303

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

▼ごみの分別方法に気を付けましょう
　以下のものが資源ステーションによく排出され

ていますので、ご注意ください。

問合　港環境事業所

　　　☎052－382－3575　℻052－384－0562

陶磁器類・ガラスコップ、

ペンキ・オイル・入浴剤・蚊取り線香の缶

可燃ごみとは別の袋に
入れてお出しください。

不燃ごみへ

可燃ごみ
の日

稲
永
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

▼医師による健康相談
日時　４／15（水）午後２時～

対象　市内在住の60歳以上の方

持物　健康手帳（お持ちの方）

問合　港福祉会館

　　　☎052－382－7009　℻052－381－2285

▼南陽プール レッスンタイム
日時　４／14（火）・21（火）・28（火）

　　　①午前９時15分～10時15分

　　　②午前10時30分～11時30分

　　　※①午前９時～②午前10時15分～受付

対象　中学生を除く15歳以上の方

定員　各30人（当日先着順）

内容　①姿勢改善エクササイズ②エアロビクス

費用　１回につき各300円

問合　南陽プール

　　　☎052－303－2015　℻052－303－2016

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

４／16（木）
13：30～15：30

４／28（火）
13：30～15：30

医師（もの忘れ相
談医）の専門相談

４／16（木）
13：45～15：15

スプレー缶類

中身を完全に
使い切って！
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▼とだがわこどもランドの催し
●ふわふわ遊具で遊ぼう
　日時　４／11（土）・12（日）午前10時～午後４時

●劇団かかし座 ハンドシャドーショー
　日時　５／３（日・祝）～５（火・祝）

　　　　午前11時～11時50分、

　　　　午後２時30分～３時20分

　内容　「手影絵」のパフォーマンス

　定員　 各回300人

　　　　※開演１時間前～整理券配布

問合　とだがわこどもランド

　　　☎052－304－1500　℻052－304－1501

▼港区春の華道展
日時　４／19（日）午前10時～午後４時

　　　※呈茶は午後３時まで

場所　南陽地区会館

主催　港花友会、港区役所

問合　港区役所総務課

　　　☎052－654－9613　℻052－651－6179

▼子育て応援講座
イライラしない子育て

　（758キッズステーション・
　　とだがわこどもランド共催）
日時　５／12（火）・19（火）、６／２（火）

　　　午前10時～正午

場所　とだがわこどもランド

対象　小学３年生以下のお子さんの保護者

　　　※講座は保護者のみの受講

定員　20人（定員を超えた場合は抽選）

　　　※託児12人（おやつ代50円必要）

申込　 ４／20（月）までに往復はがき・市電子申

請サービス（書き方など詳細は❺面参

照）で①へ

問合　①758キッズステーション

　　　　（〒460－0008中区栄三丁目18-1）

　　　　☎052－262－2372　℻052－262－2370

　　　②港区役所民生子ども課

　　　　☎052－654－9713　℻052－651－1190

▼タイルコースターを作ろう！
日時　４／25（土）午後１時～３時

　　　※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

▼農業文化園・戸田川緑地の催し
●コンチュー博士のおもしろ研究室
　期間　４／14（火）～11／１（日）

●フレンチローズのパネル展
～個性ある香りと美しさ～

　期間　４／28（火）～５／29（金）

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
●心に花咲く絵手紙展
　期間　４／10（金）～19（日）

●クレマチス展
　期間　４／25（土）～29（水・祝）

問合　荒子川公園ガーデンプラザ

　　　☎052－384－8787　℻052－384－5664

▼藤前干潟の渡り鳥調査隊
日時　①４／18（土）、②５／５（火・祝）

　　　午前10時～正午

対象　小学生以上

定員　20人（先着順）

内容　野鳥観察、簡単な調査にチャレンジ！

申込　①４／17（金）②５／４（月・祝）までに下記へ

問合　野鳥観察館　

　　　☎・℻052－381－0160

▼ほむら～革新への挑戦～
RENの新たな表現がここに

日時　６／27（土）午後１時30分～

　　　※30分前～開場

内容　 和太鼓チーム「REN」の熱い演奏を

　　　お楽しみください。

定員　350人（先着順）

費用　1,000円※チケット発売中。詳細は下記へ

問合　港文化小劇場

　　　☎052－654－8214　℻052－654－8215

▼絵本作家とあそぼう
日時　４／18（土）午前10時30分～正午

対象　年少児以上

　　　（未就学児は保護者同伴）

定員　20人（先着順）

申込　４／11（土）午前10時30分～下記へ

問合　港児童館　

　　　☎・℻052－384－4473

▼おはなし会

★は「子ども読書の日記念おはなし会」。

　港図書館では、ささやかなプレゼントを用意

問合　港図書館　　

　　　☎052－651－9249　℻052－651－9250

　　　南陽図書館　

　　　☎052－301－2116　℻052－301－2117

対象 日　時 場　所

乳幼児

４／15（水） 11：00～11：30 ららスタジオ

４／22（水）★ 11：00～11：30 港図書館

４／23（木）★ 11：00～11：30 南陽図書館

幼児・
小学生

４／18（土）★ 11：00～11：30
港図書館

南陽図書館

港生涯学習センター前期主催講座・事業案内令和２年度

講座・事業名 日　程 時間 回数 対　象 定員 費用 締切

①みなとふれあいウォーク～築地口から名古屋港～ ５／20（水） 午前 １ 一般 24人 無料

４／23
（木）

②＜なごや学＞川が育む自然の魅力
　 ～庄内川の上流から名古屋港まで～

５／28～６／25
毎週木曜日

午前 ５ 一般 30人
1,200

円

③【名古屋市食品衛生検査所共催】
　「食」の安全・安心を学ぶ～見学や体験を通して～

５／29～６／26
毎週金曜日 午後 ５ 一般 20人 無料

④【環境デーなごや2020】育ててみよう！ラベンダー
　 ～ラベンダーの魅力を味わおう～

５／30（土） 午後 １ 一般 30人 500円

⑤【港区社会福祉協議会共催】こころに寄り添う“傾聴”入門
　 ～傾聴ボランティアをめざして～

６／３～７／８
毎週水曜日

午前
午後

６ 一般 24人 無料

⑥障がい者ふれあいヨガ教室
　 ～みんなでゆったりまったりと～

６／７～９／６
指定日曜日

午前 ４
障害のある方・
付き添いの方 20人 無料

⑦【トライアルサマー】夜の“とだがわの森”探検 ７／25（土） 夜間 １
小中学生 

（２人まで）
とその保護者

12組 450円
６／24
（水）

⑧気象災害～発生メカニズムと予測・対策～
８／26～９／30
指定水曜日

午後 ５ 一般 30人 無料
７／29
（水）⑨＜親学関連講座＞１歳児親子のワクワクコミュニケーション

　 ～スキンシップを楽しみながら～
９／４～10／２
毎週金曜日

午前 ５
１歳児と

その保護者
15組

1,500
円

申込　往復はがき：講座名・郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・電話番号を記入し、下記住所へ

　　　インターネット：市電子申請サービス（❺面くらしのガイド参照）から

　　　 ※１講座につき１人１回のみの申し込み有効　※一般は、中学生を除く15歳以上の方

※①②③⑤⑦現地学習あり。交通費は別途自己負担　※⑥の対象は、自閉症・情緒障害・

知的障害のある方（おおむね小学生以上）　※⑦子どもの名前と学年を記入。小中学生

が２人のときの費用は、600円　※⑨子どもは９／４（金）現在満１歳児。子どもの名前と

生年月日を記入　※定員を超えた場合は抽選

問合　港生涯学習センター　〒455－0013港陽一丁目10－18　☎052－653－5171　℻052－653－5172

　ジィジョの
　　　　防災わんポイント！

　　　　　　名古屋市では、学区ごとに防災

　　　　　に役立つ情報（各種ハザードマッ

　　　　　プや防災活動状況など）をまとめ

た「地区防災カルテ」を作成してい

ます。ご自宅や勤務先などの防災カ

ルテをウェブサイトでご覧ください。

問合　港区役所総務課

　　　☎052－654－9614　℻052－651－6179

▼ＧＷとくべつイベント
●ゆらゆらこいのぼりをつくろう
　期間　４／29（水・祝）～５／５（火・祝）

●新聞スリッパをつくろう
　期間　４／29（水・祝）～５／６（水・休）

●ふうせんスクイーズをつくろう
　期間　５／３（日・祝）・５（火・祝）

●消防車や消防ヘリのペーパークラフトを
　つくろう
　期間　５／２（土）・４（月・祝）・６（水・休）

問合　港防災センター　

　　　☎052－651－1100　℻052－651－6220

▼緑のカーテンづくり講習会　　　　
　今年の夏は、お庭やベランダなど

に「緑のカーテン」を作って涼しく

過ごしませんか？参加者にはゴーヤの苗をプ

レゼント！

日時　５／20（水）午前10時～11時30分

場所　農業文化園・戸田川緑地 農業科学館

定員　30人（先着順）

内容　ゴーヤの育て方のポイントなど

申込　 ４／13（月）午前９時～電話またはＦＡＸ

（氏名・電話番号を記入）で下記へ

※別日・他会場の開催もあり。詳細は下記へ

問合　港保健センター公害対策室　
　　　☎052－651－6493　℻052－651－5144

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。

▼自動車図書館　巡回日程

問合　自動車図書館　☎・℻052－821－3364

日　時 場　所

４月

11 土 10：00～11：00 正保公園

22 水 13：45～14：45 明徳小学校南

23 木 13：45～14：45 東築地学区防災センター

５月
２ 土 10：00～11：00 みなと荘

９ 土 14：00～16：00 当知住宅


