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

©野鳥観察館

20世紀末にごみの量が増え続けた名古屋市は、

一度はごみの埋め立て場として藤前干潟を候補地

に挙げました。

しかしそこは、渡り鳥の重要な中継地。国際的な

自然保護の流れに応じ、自然を守ろうという市民の

みなさんの声などによって、計画は中止されました。

それ以来、市民・事業者・行政が協力して、ごみ

減量と干潟の保全に取り組み続け、藤前干潟を守っ

ています。

Ｑ．ラムサール条約とは？

重要な干潟や湿地とそこにすむ動物や植物を世界

のみんなで守っていこうという約束のことです。

条約に登録されると「国際的に

重要な湿地」と認められ、国内外

から注目されます。

A.

ラムサール条約への登録から

20周年を迎える2022年に向け

て、藤前干潟に臨む稲永公園内や

その周辺に案内表示の設置などを

行い、プロムナードとして整えます。

藤前干潟は
2002年11月に
登録されました

港区役所では、令和２年度から

ラムサール条約登録湿地

藤前干潟
プロムナード事業

に取り組みます！

ご利用のご案内
（３館共通）

開館時間

午前９時～午後４時30分

休館日　毎週月曜日（祝日の場合はその翌日） 第３水曜日（祝日の場合は第４水曜日） 年末年始（12/29～１/３）

入場料　無料（団体利用時には事前予約が必要です。）

住所 野跡四丁目11-２稲永公園内

交通
あおなみ線「野跡駅」下車、徒歩15分
市バス「野跡駅」下車、徒歩15分

※稲永公園の駐車場（一部有料）をご利用ください。 

ハマシギ

干潟の生き物に直
接ふれあう体感学習
や、いのちのつながり
と自然の働きを学ぶ
ことができます。

住所 藤前二丁目-202

電話 052-309-7260

交通
三重交通バス（イオンモール名古屋茶屋行き）

「南陽町藤前」下車、徒歩15分

©環境省©環境省

ダイゼン

ミサゴ

ナゴヤドームナゴヤドーム

稲永公園稲永公園

ラムサール条約
登録湿地

ラムサール条約
登録湿地

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、５月11日（月）まで休館します。休館期間は状況により変更することがあります。

藤前干潟は、庄内川・新川・日光川の3つの河川が流れこむ河口部に広がる自然干潟です。藤前干潟は、庄内川・新川・日光川の3つの河川が流れこむ河口部に広がる自然干潟です。

干潟の仕組みや渡り鳥の生態など、藤前
干潟について学ぶことができます。

電話 052-389-5821

©環境省©環境省

施設内には30台の望遠鏡があり、四季折々
の水鳥たちを眺めることができます。

電話 052-381-0160

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　143,612　世帯数　64,098　(令和 2年 4月 1日現在)
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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
５／11（月） 13：10～13：20

港保健

センター

パパ・ママになる方

赤ちゃんのお風呂の入れ方、パパの妊婦体験、

交流など

母乳相談【予約制】

保健センター

　　☎052－651－6539

分室☎052－302－8161

５／25（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
６／５（金） 13：00～15：15

港保健

センター

ツインズの会【予約制】

☎052－651－6539
６／３（水） 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

５／21（木） 9：45～10：00 南陽分室

令和元年9月～12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

５／21（木） 13：00～13：15 南陽分室
令和元年５月～８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 

（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

かみかみ離乳食教室

【予約制】

☎052－651－6509

５／27（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　５／11（月）～

はじめての歯みがき教室

【予約制】

☎052－651－6509

５／20（水） 10：00～10：10
港保健

センター

 港区在住の平成31年３月～令和元年７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
５／14（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

子どものアレルギーと

ぜんそく相談【予約制】

☎052－651－6531

５／13（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６／10（水）

　健康を保つポイントを楽しく学びましょう！

日時　①５／25（月）②６／２（火）

　　　午後２時～３時30分※15分前～受付

場所　①稲永スポーツセンター

　　　②荒子川公園ガーデンプラザ

対象　港区在住の65歳以上の方

定員　各40人（当日先着順）

内容　①運動機能の講話と体操

　　　　※運動できる服装で室内靴が必要

　　　②認知症予防の講話とレクリエーション

※水分補給のためのお茶などをお持ちください。

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

【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
R１.12.16～R２.１.２

R２.１.３～R２.１.20

R２.１.21～R２.２.７

５／12（火）

５／26（火）

６／9（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

H30.9.１～H30.9.17

H30.9.18～H30.10.４

H30.10.５～H30.10.18

５／13（水）

５／20（水）

６／10（水）

３歳児
H29.３.20～H29.４.５

H29.４.６～H29.４.27

５／15（金）

５／29（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。

▼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

※ 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

▼乳がん検診【予約制】
日時　６／25（木）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

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

の紹介

料金　500円※免除制度あり。詳細は下記へ

申込　６／11（木）までに下記へ

問合　感染症対策等担当　☎052－651－6537

　　猫の飼い主のみなさんへ
　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多数寄せられていま

す。猫を飼う場合はマナーを守りましょう。

○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・ダニが付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。

○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

一 般 の 方

対象児の生年月日 実施日

３・４か月児 R１.12.７～R２.１.11 ５／19（火）

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

３歳児 H29.１.14～H29.３.17 ５／22（金）

受付時間 13：30～14：00

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。

ハチに刺されないために

－－－巣の早期発見を心掛けましょう－－－
　ハチは、イモムシなどの昆虫を捕食・植物の

花粉を媒介するなど自然界のバランスを保つ

うえで有益な昆虫です。しかし、巣を守ろうと

する防御本能が強く、不注意に近づいたり、巣

に振動を与えたりすると人を刺すことがあり

ます。特にスズメバチは攻撃性が強いので注

意が必要です。

　女王バチが１匹で巣作りを始める４月～５

月頃、家の軒下や生垣、庭木など家の周りを点

検し、巣を見つけたら早めに除去しましょう。

問合　南保健センター環境薬務室

　　　☎052－614－2862　℻052－614－2818

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

免

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
が
変
更
・
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
各
お
問
い
合
わ
せ
先
へ
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

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
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▼稲永スポーツセンターのお知らせ
●月曜日レッスンタイム

　対象　中学生以上

　費用　１回につき350円

　申込　開始①15分前～②30分前～先着順

●NGUラブリッジ名古屋
　小学生サッカー広場

　 　女子サッカーチームの選手たちとサッカー

で楽しもう！

　日時　５／16（土）、６／21（日）、

　　　　７／11（土）午後５時～６時

　対象　小学生

　定員　各50人（定員を超えた場合は抽選）

　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❺面くらしの

ガイド参照）

　　　　各開催日の2週間前必着

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

教室名 日　時 定員

①ザ・スロー
　リンパドレナージュ ５／11（月）・25（月）、

６／８（月）

９：15～
10：15 各

20人
②朝ヨガ

10：30～
11：30

■５月26日は自転車盗難防止
　　　　　　　　「ツーロックの日」
まずワンロック！次にツーロック！

　港区で盗まれた自転車の

約半数は無施錠です。被害に

遭わないために短時間でも

必ずカギを掛け（ワンロック）、

丈夫なワイヤー錠などを使用してツーロック

しましょう。

問合　港区役所地域力推進室

　　　☎052－654－9621　℻052－651－6179

■５月は自転車安全利用促進強調月間
　自転車は手軽で便利な乗り物ですが、交通

事故の被害者にも加害者にもなる可能性があ

ります。自転車に乗る際は、原則車道の左側を

走行し、例外である歩道を走行する場合は、必

ず歩行者を優先するなどの交通ルールを守り

ましょう。また、自転車に乗る

際は、特に子どもや高齢者は

安全のため、ヘルメットを着

用しましょう。

■５月は放置自転車追放月間
　放置自転車は、歩行者などの通行の妨げに

なるほか、交通事故の原因や緊急時の活動の

支障になるなど、さまざまな弊害を引き起こ

します。自転車をとめるときは、必ず自転車駐

車場をご利用いただくようお願いします。

問合　港土木事務所

　　　☎052－661－1581　℻052－661－9154

▼上下水道料金のお支払いは便利な
口座振替・クレジットカード払いで

　支払い忘れや支払い用紙紛失の心配がなく

なる口座振替やクレジットカード

払いをご利用ください。

　お申し込み方法は上下水道局公

式ウェブサイトでご確認ください。

問合　上下水道局お客さま受付センター　

　　　☎052－884－5959

　　　上下水道局港営業所　

　　　☎052－661－5226　℻052－651－2269

▼港生涯学習センター公開講座
●見つめてみませんか、

庄内川の自然～川と生物の関係～
　　主催講座「〈なごや学〉川が育む自然の魅

　力」の第１回を公開します。

　日時　５／28（木）午前10時～正午

　　　　※30分前～開場

●こころに寄り添う傾聴を学ぶ
～大切にしたい基本姿勢～

　　主催講座「こころに寄り添う“傾聴”入門」

　の第１回を公開します。

　日時　６／３（水）午後１時30分～３時30分

　　　　※30分前～開場

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

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

　ガソリンを持ち運ぶための容器を購入する

際は、下図の「KHKマーク」や「unマーク」など

がある消防法令適合品を購入してください。

　また、令和元年７月に発生した京都市伏見

区の爆発火災を受け、ガソリン携行缶を購入

する際は本人確認、使用目的の確認および販
売記録の作成が法令で義務付けられました。

ご理解とご協力をお願いします。

問合　港消防署　

　　　☎052－661－0119　℻052－653－0119

▼南陽プールのお知らせ
●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

●タイムに挑戦
　日時　５／17（日）

　　　　午前10時～午後５時

　対象　プール利用者

　定員　毎時10人程度（当日先着順）

　※別途プール入場料が必要です。

問合　南陽プール　　　

　　　☎052－303－2015　℻052－303－2016

▼５月は不法投棄防止強調月間
　ごみや不用品を道路や他人の敷地に放置す

ると、不法投棄として罰せられます。また、決

められた曜日や場所を守らない

場合も、不法投棄とみなされる

ことがあります。

　地域の生活環境を守るため、

不法投棄を目撃された方は、車

両ナンバーなどの通報にご協力ください。

連絡先　【不法投棄通報専用ファクス】

　　　　℻0120－245－318

問合　港環境事業所　

　　　☎052－382－3575　℻052－384－0562

▼区民アンケートにご協力ください！
　港区では、５月上旬から区民2,000人（無作

為抽出）を対象にアンケートを実施します。

　このアンケートは、防災や子育て支援、健康

福祉などの取り組みに対する評価

やご意見を把握し、今後の区政運営

の参考とするものです。アンケート

が届きましたら、ご協力をお願い

します。

問合　港区役所企画経理室

　　　☎052－654－9672　℻052－651－6179

▲港区の花 

　 

ハイビスカス

ご存じですか？町内会・自治会のこと

※町内会長・自治会長がご不明な時は、下記へ

問合　港区役所地域力推進室

　　　☎052－654－9621　℻052－651－6179

　町内会・自治会は、住みやすい町にするため

にこのような活動をしています。

　みなさんも町内会・自治会の一員になって

活躍しませんか？

パラパラ漫画ムービー「もしも町

内会がなくなったら…」をご覧く

ださい。

　もしも町内会・自治会がなかったら…

教室名 日　時 定員

姿勢改善
エクササイズ

５／12～６／９
毎週火曜日

９：15～
10：15

各30人エアロビクス
10：30～
11：30

体幹
ストレッチ

13：15～
14：15

▼下水道切り替え工事のお願い
　次の区域に下水道が完成し、令和2年５月

から利用できます。この区域にお住まいの方

は、すみやかに下水道の

切り替え工事（くみとり

改造、浄化槽の廃止工事）

の実施をお願いします。

区域

　東茶屋一丁目の一部

　東茶屋二丁目の一部

　工事は市指定排水設

備工事店へ。無利子の貸

付金、補助金制度あり。詳細は下記へ

問合　（切り替え工事）上下水道局給排水設備課

　　　☎052－972－3644　℻052－972－3677

　　　（貸付金・補助金）上下水道局料金課　

　　　☎052－972－3747　℻052－972－3676

▼防犯灯・

　防犯カメラ

　　　
の設置

▼盆踊り・

　成人式など

　　地域行事

▼回覧板などによる

　　　　　情報伝達

▼視聴はこちらから

原則として

▲KHKマーク ▲unマーク

東茶屋一丁目

東茶屋二丁目

●南陽小学校

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
が
変
更
・
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
各
お
問
い
合
わ
せ
先
へ
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼水害に備えましょう
　近年は全国で水害が頻発しています。また、

６月から出水期を迎えます。小規模な水害で水

深の浅い初期段階においては、水害を最小限に

食い止めるためにご家庭においても簡易な水

防工法による備えを行うようにしましょう。

　また、危険を感じる前に早めに避難ができる

ようお住まいや勤務先の最寄りの避難先もハ

ザードマップなどで確認しておきましょう。

　簡易水防工法の例はウェブサイトをご覧く

ださい。

問合　港区役所総務課

　　　☎052－654－9614　℻052－651－6179

本市では条例で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。
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▼おはなし会

対象 日　時 場　所

乳幼児

５／13（水）・
27（水）、

６／3（水）・
10（水） 11：00～11：30

港図書館

５／14（木）・
28（木）

南陽図書館

幼児・
小学生

５／16（土） 11：00～11：30
港図書館

南陽図書館

問合　港図書館　　　　　☎052－651－9249　℻052－651－9250　　　南陽図書館　　　　☎052－301－2116　℻052－301－2117

▼自動車図書館 巡回日程
日　時 場　所

５月

14 木 10：00～11：00 高木コミセン

16 土 13：45～14：45 宝神荘

16 土 15：00～16：00 新稲永荘

19 火 10：00～11：00 神宮寺コミセン

23 土 10：00～11：00 正保公園

27 水 10：00～11：00 新泰明荘

６月
3 水 13：45～14：45 明徳小学校南

６ 土 10：00～11：00 みなと荘

問合　自動車図書館　☎・℻052－821－3364

▼名古屋市認知症家族支援事業
●認知症の家族教室　日時　５／14（木）

　　　　午後１時30分～3時30分

　場所　寛政の里

●医師（もの忘れ相談医）による専門相談　日時　５／21（木）

　　　　午後１時45分～3時15分

　場所　寛政の里

　定員　3組（先着順）

　申込　事前に下記へ

●認知症の家族サロン　日時　５／26（火）

　　　　午後１時30分～3時30分　場所　第Ⅱ港寿楽苑

対象　認知症の方を介護するご家族の方

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

▼人権擁護委員の無料人権相談
日時　６／3（水）

　　　午前10時～正午、午後１時～3時

内容　 子ども・高齢者・障害者の人権や、男女

平等に関することなど相談に応じます。

場所　港区役所第四会議室（3階）

問合　港区役所総務課

　　　☎052－654－9615　℻052－651－6179

▼津軽三味線コンサート2020宴
日時　７／11（土）午後１時～

　　　※30分前～開場

定員　350人（先着順）

費用　1,300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

▼みなと子育てミニ広場
日時　５／21（木）

　　　午前10時～11時30分

対象　未就園児とその保護者

内容　 図書館・保育園のおはなし会、

　　　ふれあい遊び、育児交流など

問合　港図書館　　

　　　☎052－651－9249　℻052－651－9250

▼農業文化園・戸田川緑地の催し
●見て！観て！魅て！

農業文化園・戸田川緑地の生き物たち
　期間　５／19（火）～31（日）

　内容　 植樹が始まってから今

年で20年を迎えるとだ

がわの森づくり活動。

そんなとだがわの森や園内にいる生

き物たちを紹介します。

●野鳥写真展
　期間　５／31（日）～６／21（日）

　内容　 アマチュア写真家によるさまざまな

野鳥の写真展

問合　戸田川緑地管理センター

　　　☎052－302－5321　℻052－303－6116

「歩道橋ネーミング
　ライツパートナー」

　企業や団体などを対象に道路施設の維持

管理にご協力いただく「歩道橋ネーミング

ライツパートナー」を募集しています。月額

２万５千円以上をお支払いいただき、対象の

歩道橋に企業名、商品名などを入れた愛称を

標示できます。また、歩道橋を地域の清掃美化

活動など地域貢献の場として活用する提案を

していただきます。地域貢献の場としてぜひ

ご活用ください。

　

　歩道橋ネーミングライツ

問合　港土木事務所

　　　☎052－661－1581　℻052－661－9154

▼早押しクイズを体験しよう！
日時　５／30（土）午後１時30分～3時

対象　中学生以上

定員　15人（先着順）

内容　 早押しボタンを使った、早押しクイズ

の体験会

申込　５／16（土）～下記へ

問合　南陽図書館　

　　　☎052－301－2116　℻052－301－2117

▼藤前干潟の渡り鳥調査隊
日時　６／６（土）午前10時～正午

対象　小学生以上

定員　20人（先着順）

内容　 藤前干潟に飛来する野鳥を観察し、簡

単な調査にチャレンジします。

申込　６／５（金）までに下記へ

問合　野鳥観察館　☎・℻052－381－0160

▼名古屋港水族館の臨時開館
　５／25（月）は、市内多くの

小学校が運動会振替休日の

ため、臨時開館します。

※入館料が必要です。

問合　名古屋港水族館

　　　☎052－654－7080　℻052－654－7001

▼パソコン相談室
日時　５／15（金）、６／５（金）

　　　午前10時～正午

内容　ＩＴボランティアがパソ

　　　コンの操作についての相

　　　談に応じます。

問合　港生涯学習センター

　　　☎052－653－5171　℻052－653－5172

▼ベビーゴルフ大会
日時　５／12（火）午前10時～

対象　市内在住の60歳以上の方

定員　32人（先着順）

申込　５／７（木）までに本人が直接窓口へ

問合　港福祉会館　

　　　☎052－382－7009　℻052－381－2285

▼荒子川公園の催し
●ボタニカルアート展
　期間　５／13（水）～31（日）

●荒子川公園ラベンダーフェア
　期間　６／６（土）～21（日）

　内容　コンサートや体験教室など

　　　　を開催

問合　荒子川公園ガーデンプラザ

　　　☎052－384－8787　℻052－384－5664

▼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　５／12（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

▼とだがわこどもランドの催し
●プレーパーク
　　なつかしのおもちゃやバドミントンなど

　で自由に遊べます♪外で元気よく体を動か

　そう！

　日時　５／14（木）～毎週木曜日

　　　　午後２時～５時30分※雨天中止

●親子ファイバークラフト教室

「マンモスをつくろう」
　日時　 ５／16（土）・17（日）午前10時～11時30

分、午後１時30分～3時

　対象　小・中学生とその保護者

　定員　各回16人（先着順）

　費用　50円

　申込　開始30分前から整理券を配布

●風力カーをつくろう　
　 　身近な材料を使って、風の力で動く車を

作ろう！

　日時　６／７（日）

　　　　午前10時～11時30分、

　　　　午後１時30分～3時

　対象　小・中学生

　定員　各回16人（先着順）

　申込　開始30分前から整理券を配布

問合　とだがわこどもランド

　　　☎052－304－1500　℻052－304－1501

▼みなと・なかよし・まつり
日時　６／７（日）

　　　午前10時～午後3時

内容　ゲームや模擬店など

費用　チケット制（１枚50円）

問合　港児童館　

　　　☎・℻052－384－4473

　　　港福祉会館　

　　　☎052－382－7009　℻052－381－2285

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