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ボランティア
ハウス

ボランティア
ハウス

●季節感あふれた景観美に富む森づくりを

めざします。

●人の利用とともに、多様な生きものの生息に

配慮した森づくりを進めます。

●移植樹の活用、緑のリサイクル材の利用を　

進めます。

戸田川緑地管理センター　　052-302-5321　　052-303-6116問合

森が育つまでには長い年月がかかります。

とだがわの森は、2000年からこれまでに、

延べ約24,400人の方々の手により、エノキや

ムクノキをはじめとする雑木林をつくるため、

約65,700本の苗木を植えてきました。

市民や企業が主体となって、苗木の植樹をはじめ森の成長に合わせた手入

れを定期的に行い、森の観察会や動植物の調査を実施しています。ビートル

ベッドづくり（※1）、間伐材を利用したクラフト遊び（※2）など、さまざまな活動が行

われています。森を育て、森に学び、森を楽しむ、さまざまな活動を通しながら、

人と生きものの両方にとって素晴らしい森の創出をめざしています。

次世代に伝える豊かな
森

次世代に伝える豊かな
森

森の育つ様子森の育つ様子

（※1）カブトムシやクワガタなどの甲虫類
（ビートル）がたまごを産み、育ちやすい
ように、落葉や枯れ枝を入れた場所づくり

（※2）木や草などをリサイクルして手作り
工芸品を作る遊び

植樹祭の様子

（2000年）

2001年2001年

2003年2003年

2020年干支キャラクター

“ちゅう太＆ちゅう吉”

現在
（2020年）

戸田川みどりの夢くらぶ戸田川みどりの夢くらぶ
活動内容 ○苗木から育てる「とだがわの森」づくり

○とだがわの森の手入れ、とだがわ生態園の
　育成管理、戸田川の環境保全
○環境学習、自然体験のサポート　など

毎週木曜日午前10時～正午

戸田川緑地中央地区 ボランティアハウス

現在、約40人で活動しています。お気軽にご参加ください。

代表者 ： 田澤健治　TEL ： 052-432-1495

メールアドレス ： ktazawajj@yahoo.co.jp

とだがわの森感謝祭とだがわの森感謝祭

農業文化園・
戸田川緑地秋まつり
農業文化園・
戸田川緑地秋まつり

※期間中は、駐車場が有料です。

場所

10/10
土

10/10
土 ・11

日

○国道1号線より国道302号と交わる信号

交差点「かの里東」で南に折れ、302号線

の信号「西蟹田」を右折

○東海通より国道302号と交わる信号交差

点「南陽中学校前」で北に折れ、そのまま

302号線を北上し、信号「西蟹田」を左折

農業文化園や
とだがわこどもランド
など（南地区）へはア
クセスが異なります。

詳しくは
HPへ➡

活動日

ボランテ
ィアの紹

介

ボランテ
ィアの紹

介

会員

募集中！
会員

募集中！

西蟹田
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　　 2009年
に植樹された
ことを表します

イベントの紹介イベントの紹介

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　143,700　世帯数　64,292　(令和 2年 6月 1日現在)
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【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・対象・受付

３・４か月児
１歳６か月児
３歳児

対象者には、 個別通知にてお知らせ
いたします。
日程および対象児の生年月日につい
ては、港区ウェブサイトの「港保健セ
ンターからのお知らせ」 に最新の情
報を掲載していますのでご覧くださ
い。

実施日・対象・受付

３・４か月児

１歳６か月児
３歳児

対象者には、個別通知にてお知らせ
いたします。
日程および対象児の生年月日につい
ては、港区ウェブサイトの「港保健セ
ンターからのお知らせ」に最新の情
報を掲載していますのでご覧くださ
い。

問合　保健感染症係　☎052－651－6509

　身近な液体を酸性、中性、アルカリ性に分ける実験をしながら、なごやの雨の性

質を調べる小学生向けの講習会です。参加してくれたお子様には雨の性質を調べ

られるキットをプレゼントします。今年の夏は、なごやの雨を調べてはいかがです

か。お家でできるような研究のまとめ方のコツもお伝えします。

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、講習会を中止する場合には、参加申

し込みされた方のご自宅に講習会で使用する資料と雨の

性質を調べられるキットを郵送します。講習会開催の

有無はウェブサイトや電話でご確認ください。

　

子育て総合相談窓口 ☎052－655－8745　

（子育て世代包括支援センター）

健康ダイヤル ☎052－651－8133　

港区休日急病診療所（内科・小児科） ☎052－653－7878　

救急医療情報センター（電話相談） ☎052－263－1133　

名古屋南歯科保健医療センター ☎052－611－8044　

※料金・費用の表示がないものは無料　※申し込みの表示がないものは当日自由参加

日時　7／19（日）午前10時30分～正午

場所　港保健センター

対象　小学生とその保護者

定員　20組（先着順）

申込　 7／13（月）午前9時～電話もしくはFAX・メー

ル（氏名・学年・電話番号を記入）で下記へ

問合　公害対策室

　　　☎052－651－6493　℻052－651－5144

　　　 a6516471－06@minato.city.nagoya.lg.jp

保健センターだより

【予約制】の事業は、事前に電話予約してください。

【予約制】の事業は、事前に電話予約してください。
▼乳がん検診【予約制】
日時　８／31（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）

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　８／17（月）までに下記へ

問合　感染症対策等担当　☎052－651－6537

一 般 の 方

港保健ｾﾝﾀｰ☎052－651－6471　FAX052－651－5144　

南陽分室　☎052－302－8161　FAX052－301－4674　

※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。

★定員ありの定員数や申込開始についての詳細は、各問い合わせ先へ

　 　港保健センター　お知らせ

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

①7／13（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（試食はありません）
定員あり★

②８／6（木）

母乳相談【予約制】

分室☎052－302－8161
7／27（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か月児の子育て教室

南陽すくすくひろば

【予約制】

☎052－302－8161

7／16（木） 9：45～10：00 南陽分室

令和元年11月～２年２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
定員あり★

9～12か月児の子育て教室

南陽よちよちひろば

【予約制】

☎052－302－8161

7／16（木） 13：00～13：15 南陽分室

令和元年6月～10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
あそび、参加者交流など
定員あり★

かみかみ離乳食教室

【予約制】

☎052－651－6509
7／29（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(試食はありません)、
個別相談など
定員　6組（先着順）　申込　7／13（月）～

はじめての歯みがき教室

【予約制】

☎052－651－6509
7／21（火） 10：00～10：10

港保健
センター

港区在住で令和元年５月～9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　８組（先着順）

子どものアレルギーと

ぜんそく相談【予約制】

☎052－651－6531
８／５（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

食中毒を防ぎましょう

　＜食中毒予防の三原則＞

　①　菌をつけない（清潔）　

　②　菌を増やさない（冷蔵・迅速）　

　③　菌をやっつける（十分な加熱）

問合　食品衛生・動物愛護等担当　☎052－651－6486

　夏は、 高温多湿となり食中毒菌が繁殖しやすい時期です。手洗いを徹底し、

食品は冷蔵庫で保存するとともに、調理後はすぐに食べるように心掛けま

しょう。

　また、加熱不足の鶏肉を食べたことによるカンピロバクター食中毒が起き

ています。鶏肉は中心部までしっかり加熱しましょう。

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

健康なんでも相談【予約制】
☎052－302－8161

要相談 9：30～11：30 電話・面接で子育て、健康づくりの相談

詳細は
市ウェブサイトから



　　
■空地をきれいにする運動月間

　
７／１（水）～31（金）

  

　

　空地の汚れや雑草は、まちの美観を損ね

るだけでなく、夏には蚊やハエなどの発生

源になります。空地の所有者は、適切な管理

をお願いします。

問合　港区安心・安全で快適なまちづくり協議会

　　　事務局（港区役所地域力推進室内）　　　☎052－654－962１　℻052－65１－6１79

▼名古屋市認知症家族支援事業

※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

▼ごみのカラス被害を
　　　　防ぎましょう
♦対策１：生ごみを減らす

　 　料理方法の工夫や食べ残しをなくすなど、

生ごみを減らすようご協力をお願いします。

♦対策２：生ごみを隠して出す

　 　カラスは目で見て生ごみを探します。生

ごみだけを新聞紙などで包んで出すようお

願いします。ただし、ごみ袋全体を覆わない

ようにしてください。

♦対策３：防鳥ネットなどを使用する

　 　目の細かい防鳥ネットなどを使用するの

も効果的です。ただし、ネットからごみ袋が

はみ出したり、重しがなかったりすると効

果がありませんのでご注意ください。

　 （巾着型ネットを使用の際には、下の部分を

切り取り、上の部分を縛ったまま被せるだ

けにするなど、取り出しやすいご配慮をお

願いします。）

問合　港環境事業所　

　　　☎052‐382‐3575　℻052‐384‐0562

　安心・安全で快適な

まちづくりに向けて　

▼医師による健康相談
日時　７／１5（水）、８／5（水）午後２時～

　　　※当日午前９時～受付

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

原則として

▼南陽プール 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

問合　南陽プール

　　　☎052－303－20１5　℻052－303－20１6

▼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（９ℓ）

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。

　詳しくは下記へ

問合　上下水道局お客さま受付センター

　　　☎052－884－5959　℻052－82１－１296

　　　上下水道局港営業所

　　　☎052－66１－5226　℻052－65１－2270

家の中でできる体力づくり足指グーパー体操　
　加齢とともに足指の動きが鈍くなり転倒

を起こしやすくなるため、足指グーパー体

操で転倒を予防しましょう！

問合　港保健センター保健看護担当　　　☎052－65１－6539　℻052－65１－5１44　
■“新型コロナ”に負けない介護予防

▼台風への備えをしましょう
　台風シーズンの到来に伴い、市内でも水害

の発生が予想されます。水害が発生しても冷

静な対処ができるように、日ごろからご家庭

でもしっかり準備をしておきましょう。

～水害への備え～

●天気予報や気象状況に

　気を付ける。

●非常食、持ち出し品など

　を準備しておく。

● 事前に避難場所や避難するための安全な

ルートを確認しておく。

● 家の周り（吹き飛ばされそうなものはない

か、排水溝が詰まっていないかなど）を点

検し、清掃しておく。

問合　港消防署

         ☎052－66１－0１１9　℻052－653－0１１9

▼港警察署第二駐車場の整備について
　港警察署では、慢性的な駐車場不足を解消

するため、令和２年７月中の運用開始を目指

し、第二駐車場（本署から北東へ約250ｍ、分庁

舎・免許窓口から北西へ約400ｍ：

駐車台数36台）の整備を進めてい

ます。正式な運用開始日などは、決

まり次第ウェブサイトでお知らせ

します。

問合　港警察署

　　　☎052－66１－0１１0　℻052－654－0１99

　 　ジィジョの
　　　　防災わんポイント！

　　　　　　 新型コロナウイルス感染症への

　　　　　 対応が必要ないま、在宅避難を含

　　　　めた災害時の行動を考えてみましょ

う。自分自身が新型コロナウイルス感染症に

感染するリスクを減らし、避難場所が過密状

態になることを防ぐためにも、自宅での安全

確保が可能であれば、在宅避難をお願いしま

す。また、自宅での安全確保が難しい場合で

あっても、可能であれば親戚や友人の家など

への避難をご検討ください。

問合　港区役所総務課

　　　☎052－654－96１4　℻052－65１－6１79

簡単アクセス

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

７／１6（木）
１3：30～１5：30

７／28（火）
１3：30～１5：30

医師（もの忘れ相
談医）の専門相談

７／１6（木）
１3：45～１5：１5

認知症の
家族教室

－
８／6（木）

１3：30～１5：30
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▼西部介護者教室 楽らく介護のすすめ
～心と体の健康講座～

　「介護の準備学」がテーマ！

※１回のみの参加可

※午後３時30分まで介護の個別相談会を実施

場所　中川区休日診療所（高畑一丁目222）

定員　各回40人（先着順）

申込　７／１6（木）午前１0時～、窓口・

　　　電話もしくはFAX・郵送（住

　　　所・氏名・電話番号を記入）に

　　　て下記または へ

問合　なごや福祉用具プラザ

　　　（〒466－00１5昭和区御器所通３－１2－１）

　　　☎052－85１－005１　℻052－85１－0056

簡単アクセス

日　時 内　容

８／28（金）

１3：30～
１5：00

高齢者施設の選び方
～安心できる入居探し～

９／３（木）
ご存じですか？
介護保険申請のタイミング

９／１7（木）
認知症高齢者などの金銭管理と
財産保全について

９／24（木）
人生会議って何？納得いく医療・
ケア選び～家族の体験談から～

教室名 日　時 定員

家庭でもできる
姿勢改善
エクササイズ

８／４（火）

９：１5～
１0：１5

各
１4人

家庭でもできる
エアロビクス

１0：30～
１１：30

会計年度月額制内部事務員
（育児休業等代替）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　７／30（木）

委嘱期間　９／１（火）～令和３年３／3１（水）

職務内容　国民健康保険、国民年金などの事

　　　　　務や窓口・電話応対

募集要項　７／１（水）～市ウェブサイトで公開

　　　　　※ 港区役所・南陽支所情報コーナー

（１階）でも配布（閉庁日除く）

申込　７／１7（金）までに下記へ

問合　港区役所保険年金課

　　　☎052－654－964１　℻052－654－9629

区役所での手続き方法など

「よくあるご質問」ページができました！
　区民の皆さまからよくあるご質問とその

回答をまとめたページを、港区

ウェブサイトに掲載しました。

問合　港区役所地域力推進室

　　　☎052－654－962１　℻052－65１－6１79

簡単アクセス
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▼港図書館の催し
●音であそぼう！～実験と工作～
　日時　8／1（土）

　　　　①午前10時30分～11時30分

　　　　②午後1時30分～２時30分

　対象　小学生

　定員　各8人（先着順）

　内容　音に関する

　　　　科学実験と工作

　申込　７／11（土）～下記へ

問合　港図書館

　　　☎052－651－9249　℻052－651－9250

▼荒子川公園ガーデンプラザ展示会
●斑入り植物とコケ玉展
　期間　７／11（土）・12（日）

●ボタニカルアート（植物画）展
　期間　７／17（金）～26（日）

●木工クラフト（剪定木で作った生き物）展　
　期間　8／1（土）～16（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　７／15（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　 手遊びや親子ふれあい

　　　 遊び、絵本やパネルシアターの出し

物、育児相談

問合　南陽第一保育園

　　　☎052－301－8849　℻052－301－8892

▼スイカ割り大会
日時　8／8（土）

　　　午後２時～３時

対象　①18歳以下の方

　　　　乳幼児は保護者同伴

　　　②市内在住の60歳以上の方

定員　各20人（先着順）

申込　７／27（月）午前10時～下記へ（FAX不可）

　　　※②は直接窓口へ（電話・FAX不可）

問合　①港児童館　☎・℻052－384－4473

　　　②港福祉会館

　　　☎052－382－7009　℻052－381－2285

▼ハワイアンコンサート
日時　７／29（水）

　　　午後２時～３時

　　　※午後1時～開場

対象　市内在住の60歳以上の方

定員　40人（当日先着順）

内容　生バンドによる演奏とフラダンス

問合　港福祉会館　

　　　☎052－382－7009　℻052－381－2285

▼南陽図書館の催し
●こども昆虫教室「昆虫紙ずもうであそぼう！」
　日時　8／1（土）

　　　　午前10時～11時30分

　対象　小学生

　定員　10人（先着順）

　内容　 昆虫に関する話を聞いて、昆虫の紙

ずもうを作って遊びながら、昆虫に

ついて学びます。

　申込　７／11（土）～下記へ

●藤前干潟ワークショップ「藤前干潟の渡り
鳥のペーパーキャップをつくろう！」

　日時　8／29（土）午前10時～11時30分

　対象　小学生

　定員　10人（先着順）

　内容　 干潟の生き物について学んだ後、渡

り鳥の形のペーパーキャップを作り

ます。

　申込　8／8（土）～下記へ

問合　南陽図書館

　　　☎052－301－2116　℻052－301－2117

▼とだがわこどもランドの催し
●モリゾー・キッコロおもちゃ病院

～こわれたおもちゃもっといで～
　日時　8／1（土）

　　　　午前10時～午後３時

　内容　 おもちゃ病院のドク

　　　　 ターが、壊れたおもちゃを

　　　　直します。

　※ 電子ゲーム機など、一部修理できないも

のもあります。部品代は実費が必要です。

●とだがわなつまつり
　 　工作や園内での文字探しなど、楽しい企

画が盛りだくさん！　

　日時　8／２（日）午前10時～午後３時

問合　とだがわこどもランド

　　　☎052－304－1500　℻052－304－1501

　公園を美しく保ち、誰もが気持ちよく利用

できるように以下のことを守りましょう。

　快適で安全な空間となるよう、ご理解とご

協力をお願いします。

■公園は譲り合っ

　てご利用ください。

■利用時のごみは

　お持ち帰りくだ

　さい。

■看板などで禁止

　している行為は

　やめましょう。

■近所の迷惑にな

　るため、公園周辺の路上駐車や夜

　間から早朝にかけての利用はや

　めましょう。

問合　港土木事務所

　　　☎052－661－1581　℻052－661－9154

「公園利用のマナーについて」

▼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

◆「こわいおはなし会」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

対象 日　時 場　所

乳幼児

７／15（水）

11：00～11：30

ららスタジオ

　７／22（水）、
　8／5（水）　 港図書館

幼児・

小学生

７／18（土）

11：00～11：30

港図書館

７／18（土） 南陽図書館

8／6（木）◆

14：00～15：00

港図書館

8／8（土）◆ 南陽図書館

日　時 場　所

７月

15 水 13：45～14：45 明徳小学校南

18 土 10：00～11：00 みなと荘

8月

1 土 14：00～16：00 当知住宅

４ 火 13：40～14：40 東築地学区防災センター

6 木 10：00～11：00 高木コミセン

8 土 13：45～14：45 宝神荘

8 土 15：00～16：00 新稲永荘

▼ぶんしんパートナーシップ
和楽器公演　暁－ＡＫＡＴＳＵＫＩ－

　和楽器の音色の新境地に若者たちが挑戦！

日時　8／22（土）午後３時30分～

　　　※30分前～開場

定員　150人（先着順）

費用　2,500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

▼藤前干潟の渡り鳥調査隊
日時　７／18（土）午前10時～正午

対象　小学生以上

定員　10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　７／17（金）までに下記へ

問合　野鳥観察館　☎・℻052－381－0160

家計にも地球にもやさしい　　　　

　　　　　
「エコドライブ」を！！

　自分のクルマの燃費を把握することを

習慣にしましょう。日々の燃費を把握する

と、自分のエコドライブ効果を実感できま

す。クルマに装備されている燃費計などの

エコドライブ支援機能

を使うと便利です。

問合　港保健センター公害対策室

　　　☎052－651－6493　℻052－651－5144

新型コロナウイルス感染拡大を予防するために

３つの「 密 」を避けましょう。

● 換気の悪い 密 閉空間

● 多数が集まる 密 集場所

● 間近※ で会話や発声をする 密 接場所
      ※互いに手を伸ばしたら届く距離

人との距離は２ｍ（フィジカル・ディスタンス）
こまめな手洗い
咳エチケット
など、感染防止のための新しい生活様式を定着させましょう。

　回覧板などで各地域にお知らせしている

区や関係行政機関からの情報提供やイベン

トのチラシを、港区ウェブサイトに公開して

います。※町内会・自治会ごとの個別のお知

らせは公開していません。

問合　港区役所地域力推進室

　　　☎052－654－9621　℻052－651－6179

簡単アクセス

簡単アクセス

区政情報などのチラシを

港区ウェブサイトで公開しています！

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。

その１
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