
⓬ 2 8 港 区

港区役所総務課　　052-654-9614　　052-651-6179問合

巨大地震巨大地震への備えはへの備えは

できていますか？できていますか？

■震　　　　度　 最大７

■津 波 水 位　 最高３.６ｍ（海抜）

■津波到達時間　 最短96分

■浸 水 状 況　 ほとんどの地域で浸水

■建 物 状 況　 全壊8,000棟

■死 　 者 　 数　 最大2,200人

新型コロナウイルス感染症が発生している状況であっても、災害はウイルス

と関係なく発生します。巨大地震はもちろんのこと、災害の種別を問わず災害

とウイルス両方を考慮した備えを、日ごろから確認・準備しておきましょう。

自分の命を
守る行動

自分の命を
守る行動

備蓄は７日分、そのうち３日分程度は

非常持出品として準備しましょう。

　地震、津波、洪水・内水ハザードマップ

で、自宅付近の被害想定（液状化、津

波、浸水など）や避難行動の目安を

確認しましょう。

●非常食

●飲料水（ペットボトル）

●常備薬

　指定避難所には最低限の物資しか配備されて

いないため、自分の体調管理に必要なものをすぐ

に持ち出せるように準備しておきましょう。

　安全な避難経路や場所は事前に確認しておきま

しょう。家族で話し合い、共通の認識を持っておく

ことも大切です。

　ハザードマップなどで自宅付近の浸水想定や避

難行動の目安などを確認しましょう。

　地形や災害リスクなどの地域特性や防災活動を

学区ごとに整理した「地区防災カルテ」もあります。

●ハザードマップと地区防災カルテは、港

　区ウェブサイトからご覧いただけます。

　命を守るため、まずは災害の危険から逃れる

ための場所（災害の種類で異なる）

防災への取り組み 検索

ない ある

住める 住めない

災害発生災害発生

4 災害の恐れがなくなる災害の恐れがなくなる

　自宅が被災して帰宅できない場合、

一定期間、避難生活をする場所

自宅での
在宅避難

自宅での
在宅避難

親戚・友人宅
への避難

親戚・友人宅
への避難

9月1日は防災の日

「防災・減災」
啓発キャラクター
ジィジョ

日常日常

自宅での
在宅避難

自宅での
在宅避難

指定緊急避難場所指定緊急避難場所

指定避難所指定避難所

●自宅が浸水や倒壊する危険がない場合

は、自宅にとどまりましょう。

●自宅が危険な場合には、親戚・友人の家

などへの避難を検討しましょう。

　自宅などにとどまることで命を守ること。

事前に住宅の耐震化や家具などの転倒防止

対策を行い、食料や水など必要な物を備え、

可能な限り在宅避難できる準備をしておきま

しょう。

●最寄りの指定避難所において避難者登録

をしましょう。

●在宅避難の方でも登録した指定避難所で

情報把握や物資の受け取りが可能です。

ポイント

　耐震化支援制度を利用して、

住まいの耐震化を図りましょう。

●市ウェブサイトから　

住まいの耐震化！

建物の耐震対策 検索

問合
住宅都市局耐震化支援室　　　　　　　　　　

　052-972-2787　　052-972-4179

問合
港消防署総務課　　　　　　　　　　

　052-661-0119　　052-653-0119

　倒れてきた家具に押しつぶされて

ケガをしたり、室内が散乱して避難

が遅れたりするかもしれません。

　命を守るために、倒れやすい家具

を固定しましょう。

●市ウェブサイトから　

家具の固定！

家具等　転倒防止 検索

キーワード： 「在宅避難」とは…

●マスク

●スリッパ

●ごみ袋　など…

●体温計

●アルコール消毒液

1

2

3

5 自宅に住めるか自宅に住めるか

●公立小・中学校グラウンド

●広域避難場所　など
津波 地震●津波避難ビル

自宅が倒壊や浸水する危険が

津波時は建物の3階以上

●マスクを着用し、手洗いや咳エチケットなどの基

本的な衛生対策を徹底しましょう。

●避難所では十分な換気を行い、人との距離を確

保しましょう。

発災時　新型コロナ 検索

　名古屋市では、「指定避難所運営マニュアル」に

基づき、衛生対策などを実施いたします。

　新型コロナウイルス感染症を踏まえた発災時の

対応について詳しくは…

●市ウェブサイトから

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　143,665　世帯数　64,332　(令和 2年 7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

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

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
９／３（木） 13：10～13：20

港保健
センター

パパ・ママになる方
口腔ケア・母子で元気になる食事（試食はありま
せん）

母乳相談【予約制】

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

8／14（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

8／24（月） 13：15～14：00 南陽分室

９／10（木） 13：00～15：15
港保健

センター

ツインズの会

【予約制】

☎052－651－6539
９／４（金） ９：45～10：00

港保健
センター

双子など多胎児の親子または多胎児妊娠中の
お母さん。親子遊びと育児のお話

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

8／20（木） 13：00～13：15 南陽分室
令和元年12月～２年３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

【予約制】

☎052－302－8161

8／20（木） ９：45～10：00 南陽分室
令和元年8月～11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
遊びなど

もぐもぐ離乳食教室

【予約制】

☎052－651－6509
8／26（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（試食はありません）、
個別相談など
定員　6組（先着順）　申込　8／11（火）～

歯っぴー教室【予約制】

☎052－651－6509

8／13（木）

13：30～14：30

港保健
センター １歳～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

定員　20人　料金　720円免

8／27（木） 南陽分室

９／10（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
９／２（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、栄養などの相談

【予約制】の事業は、事前に電話予約してください。

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
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。

※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。

▼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　8／20（木）、９／10（木）２日間コース

　　　午前10時～※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　５組（先着順）

内容　保健師・保育士の講話など

申込　8／19（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

※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

犬の飼い主さんへのお願い　

～快適なまちづくりにご協力を！～
◎リードをつないで散歩しましょう
　 　普段はおとなしい犬でも、刺激の多い屋

外では、人や他の動物にかみつくことがあ

ります。

◎散歩中のフンは必ず持ち帰りましょう　
　　フンの放置は、ご近所の迷惑です！ 

◎自宅で排せつさせるしつけをしましょう
　 　散歩の目的は、運動とストレスの解消、

社会環境に慣れさせることです。

◆しつけに関する冊子をお配りしています。

問合　食品衛生・動物愛護等担当　

　　　☎052－651－6486

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
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。

▼みんなと元気でいこまい講座
 【予約制】
　いつまでも元気で暮らすために、健康を保

つポイントを楽しく学びましょう。

日時　①8／26（水）②９／９（水）午後２時～

場所　①港保健センター

　　　②稲永スポーツセンター

対象　港区在住の65歳以上の方

定員　①12人②20人（先着順）

内容　①お口の健康についての話、音楽療法

　　　②認知症についての話、体操

申込　①8／24（月）②９／７（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　９／30（水）午後

場所　南陽分室

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　40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　９／16（水）までに下記へ

問合　感染症対策等担当　☎052－651－6537

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。

■家の中でできる体力づくり
　握力を鍛えよう！　

　握力の低下は上肢機能や全身の体力の低

下を招きます。以下の３つの運動で握力の

維持、向上に努めましょう。

問合　保健看護担当　☎052－651－6539

①グーパー運動 ②タオル絞り運動 ③手の指先でつまむ運動
　親指から小指まで

一 般 の 方

《感染症対策について》

１　付き添いは原則保護者の方お一人にしてください。

２　当日来所される保護者の方は、マスクの着用にご協力ください。

３ 　当日来所される方の体温測定を行います。37.５℃以上の場合は受講できません。

４ 　受講されるお子様と同居のご家族などが体調不良の場合は、保健センターにご連絡のう

え、参加を見合わせてください。

子育て総合相談窓口 ☎

健康ダイヤル ☎  

☎  

 ☎  

名古屋南歯科保健医療センター ☎  

※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

保健センターだより
港保健ｾﾝﾀｰ☎

南陽分室　☎

　 　港保健センター　お知らせ

詳細は

市ウェブサイトから
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原則として

▼災害時に断水した時、
 次の施設で飲料水の確保ができます
～応急給水施設～

　上下水道局員または水道工事店が仮設給水

栓を設置し、応急給水を行います。

～地下式給水栓～

　地域の方自ら操作できる給

水施設です。全ての市立小・中

学校に設置してあります。

問合　上下水道局港営業所　

　　　☎052－661－5226　℻052－651－2269

▼成人式のお知らせ
　港区では成人式を成人の日に開催します。

新成人の方には、現在お住いの地域の案内状

を12月中にお届けします。転居などの理由に

よる、出席会場変更の受け付けは

10月以降に行います。詳しくは港

区ウェブサイトをご覧ください。

日時　令和３年１月11日（月・祝）

対象　平成12年４月２日～

　　　平成13年４月１日生まれの方

問合　港区役所地域力推進室

　　　☎052－654－9625　℻052－651－6179

港区民美術展
資格　港区在住・在勤・在学の中学生以上

　　　※アマチュアに限る

部門　［日本画］［洋画］［書］［写真］［彫刻・工芸］

港区子ども美術展
資格　港区在住・在学の小学生

部門　［絵画］①小学生低学年の部（１～３年生）

　　　　　　②小学生高学年の部（４～６年生）

港区短詩型文学展
資格　港区在住・在勤・在学の方

部門　［短歌］［俳句］［川柳］

展覧期間　10/30（金）～11/１（日）

会　　場　ららぽーと名古屋みなとアクルス内

※申込など詳細は港区ウェブサイト

問合　港区役所地域力推進室

         ☎052－654－9625　℻052－651－6179

▼令和２年度港区区民まつり
 中止のお知らせ
　11／３（火・祝）に開催を予定しておりまし

た、「令和２年度港区区民まつり」は、新型コロ

ナウイルス感染症の影響を踏まえ、来場者お

よび関係者の皆さまの健康・安全面を第一に

考慮した結果、開催を中止します。

　また、同日に開催を予定しておりました「エ

ンジョイウォークみなと」につきましても開

催を中止します。

　開催を楽しみにされていた皆さまには申し

訳ありませんが、ご理解いただきますようお

願いします。

問合　港区区民まつり実行委員会事務局

　　　（港区役所地域力推進室内）

　　　☎052－654－9625　℻052－651－6179

▼高齢者はつらつ長寿推進事業
　健康体操や工作、レクリエーションを通し

て、介護予防や仲間づくりをすすめます。

 
　

※材料費など実費負担あり

期間　令和２年10月～３年３月（週１回）

対象　市内在住の65歳以上の方

　　　（会場に自分で来られる方）

申込　８／31（月）までに電話・窓口へ

問合　港区社会福祉協議会

　　　☎052－651－0305　℻052－661－2940

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

▼認知症予防リーダー養成講座 
　認知症を理解しサポートする知識と技術を

身に付けます。

期間　令和２年10月～２か月間（全５回）

対象　市内在住の60歳以上の方

定員　５人（先着順）

申込　８／13（木）～31（月）に下記へ

問合　港福祉会館

　　　☎052－382－7009　℻052－381－2285

設置場所

公園

稲永、善南、小碓中央、港北、土古、当知中央、

宝神中央、稲永東、秋葉、新茶屋川、藤前、荒

子川、日光川、南郊

その他
南陽支所、中川西応急給水センター、

神宮寺給水所、国際展示場

簡単アクセス

▼港区ふれあい広場中止のお知らせ
　10／24（土）に開催を予定しておりました、

「第33回港区ふれあい広場」および10月後半に

予定しておりました「第42回港区障がい児・者

ふれあい作品展」は、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大防止のため中止とします。

問合　港区社会福祉協議会

　　　☎052－651－0305　℻052－661－2940

▼自主防災組織を知っていますか
　自主防災組織とは、隣近所の人々が力を合

わせ、防災活動に取り組む組織です。昭和34年

の伊勢湾台風を契機に制定された災害対策基

本法によって生まれ、名古屋市では現在ほぼ

全ての町内会・自治会で結成され、初期消火な

どの訓練を行っています。今後はさらに近隣

住民と声を掛け合い、各地域の実情に合わせ

た防災活動を続けていきます。

　こうして住民同士

が顔の見える関係に

なり助け合うことで、

災害発生時の被害を

減らすことができま

す。

問合　港消防署

　　　☎052－661‐0119　℻052－653‐0119

▼「新聞・雑誌・段ボール・衣類・布類」は
　大切な資源！リサイクルにご協力を！
　地域の集団資源回収やリサイクルステーショ

ン、古紙リサイクルセンターなどで出しま

しょう。

●新聞・雑誌・段ボールは、

　それぞれに分け、ひもで

　しばって出してください。

●衣類・布類は、透明か半透明の袋に入れて出し

　てください。

　※布団、枕、座布団など「わた」が

　　詰めてあるもの、じゅうたん、

　　カーペット、マット類などは出せません。

　※ハンガーなど、衣類・布類以外のものは

　　入れないでください。

　地域によって出し方のルールがある場合

は、そのルールに従ってください。

問合　港環境事業所　

　　　☎052－382－3575　℻052－384－0562

▼南陽地域ふれあいまつり
 中止のお知らせ
　10／25（日）に開催を予定しておりました、

「南陽地域ふれあいまつり」は、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大防止のため中止とし

ます。また、同日に開催を予定しておりました

「南陽さんぽウォーキングイベント」につきま

しても中止とします。

　開催を楽しみにされていた皆さまには、申

し訳ありませんが、ご理解いただきますよう

お願いします。

問合　 南陽地域ふれあいまつり実行委員会事

務局（南陽支所庶務係内）

　　　☎052－304－8995　℻052－301－8399
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認
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「道路ふれあい月間」

　８月は「道路ふれあい月間」です。

道路は交通機能だけでなく、にぎわいやみど

りなどの空間を提供することで、地域の基盤

としてまちを支えています。自転車や無許可

の看板などの放置、ごみのポイ捨てなどは路

上環境の悪化につながります。

一人一人の心掛けで、道路をい

つも美しく、安全に利用するこ

とができます。今後も皆さまの

ご協力をお願いします。

問合　港土木事務所

　　　☎052－661－1581 ℻052－661－9154

▼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ｰ651－0568　℻052ｰ651－1167

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

事業名　
場所 ①港区在宅サー

   ビスセンター

②港区西部いきい

　き支援センター

医師（もの忘れ相
談医）の専門相談

８／20（木）
13：45～15：15

認知症の
家族サロン

８／20（木）
13：30～15：30

８／25（火）
13：30～15：30

認知症の
家族教室

８／20（木）
13：30～15：30

―

文化活動の推進

港区西部いきいき支援センターは、

寛政町６ｰ40へ移転しました。

（電話・FAX番号に変更はありません）

▼認知症サポーター養成講座
日時　８／27（木）①午後１時30分～３時

　　　　　　　 ②午後２時～４時

場所　①港区在宅サービスセンター

　　　②港区西部いきいき支援センター

対象　認知症に関心のある方

申込　 事前に下記へ

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
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▼とだがわこどもランドの催し
●ぼくのいえ、わたしのいえ
　　自分だけのお家を作ってみよう！

　期間　８／12（水）～14（金）

　　　　 午前10時～11時30分

　　　　午後１時30分～３時

　対象　4歳～小学２年生とその保護者

●おじゃま虫キャラバン　
　　昆虫のぬりえや、生きた虫・標本の展示

　日時　 ８／20（木）午前10時30分～午後０時

30分、午後１時30分～３時

※人数制限あり

問合　とだがわこどもランド

　　　☎052－304－1500　℻052－304－1501

▼あそびっこひろば「水あそび」
日時　８／20（木）・27（木）

　　　午前10時30分～11時30分

対象　未就園児とその保護者

定員　10組（先着順）

内容　幼児用プールで水遊び

申込　 ８／６（木）午前10時～、窓口・

　　　電話もしくはFAXで下記へ

　　　 の問い合わせからも申込可

問合　港児童館　☎・℻052－384－4473

▼藤前干潟の渡り鳥調査隊
日時　８／29（土）午前10時～正午

対象　小学生以上

定員　10人（先着順）

内容　 藤前干潟の野鳥観察と、簡単な調査

申込　８／28（金）までに下記へ

問合　野鳥観察館　☎・℻052－381－0160

▼コンチュー博士のおもしろ研究室
　テーマは「昆虫の身体能力」。コンチュー博

士と一緒に色々な昆虫のヒミツを研究しよう!

期間　11／１（日）まで

問合　戸田川緑地管理センター

　　　☎052－302－5321　℻052－303－6116

▼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

●水泳ワンポイントアドバイス
　（水中ウォーキングを含む）

　※別途プール入場料が必要

問合　南陽プール

　　　☎052－303－2015　℻052－303－2016

教室名 日　時 定員

家庭でもできる
姿勢改善
エクササイズ  ①８／11～25

 ②９／１・８

毎週火曜日

９：15～
10：15

①各14人

②各30人
家庭でもできる
エアロビクス

10：30～
11：30

体幹
ストレッチ

９／１（火）・８（火）
13：15～
14：15

各30人

　　 稲永スポーツセンター  定期スポーツ教室

申込　 往復はがき：教室名・住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号を記入し下記の住所へ

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

※⑤のみ★９／10（木）～電話・FAXで直接施設へ（先着順）

※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

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

教室名 期　間 時　間 回数 対　象 定員 費　用 締切

①ジュニアソフト
　バレーボール教室

９／12～12／12 指定土曜日 ９：45～11：45 ８ 小学生 35人 4,080円
８／28
（金）

②小学生わんぱく
　体操教室

９／14～12／14 指定月曜日 16：30～17：30 ６ 小学１～３年生 20人 5,100円

８／26
（水）

③オーシャンズ
　フットサル１

９／17～10／15 毎週木曜日 18：30～20：00 ５ 小学生 30人 2,550円

④弓道教室 ９／19～11／21 毎週土曜日 ９：30～11：30 10 中学生以上 20人 5,500円

⑤障がい者
　キッズテニス

10／２～10／30 毎週金曜日 17：00～18：00 ５
小学生

（知的障害児）
15人 ― ★

⑥テニス（初級）教室 10／２～12／18 指定金曜日 18：45～20：45 10 一般 45人 8,400円
９／９
（水）⑦稲永エンジョイアウ

　トドアウォーキング
10／17～10／31 毎週土曜日 ９：30～11：30 ３ 一般 15人 990円

▼港区スポーツ大会 
①港区秋季ソフトテニス大会
　日時　１日目　９／６（日）午前９時～

　　　　２日目　９／13（日）午前９時～

　　　　※参加組数などにより日程変更あり

　場所　稲永公園テニスコート　Ａ・Ｂ面

　定員　20組（抽選）

　内容　男子・女子：ダブルストーナメント

②港区ダブルス・テニス大会
　日時　９／20（日）午前９時～　予備日９／27（日）

　場所　港区内テニスコート

　定員　20組（抽選）

　内容　男子・女子：ダブルストーナメント

対象　港区在住・在勤・在学者、

　　　港区体育協会加盟団体

費用　１組1,000円（傷害保険料含む）

申込　８／19（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

▼おはなし会
対象 日　時 場　所

乳幼児

８／12（水）・26（水）、
９／２（水）・９（水）

11：00～11：30 港図書館

８／19（水） 11：00～11：30
らら

スタジオ

９／10（木） 11：00～11：30 南陽図書館

幼児・
小学生

８／15（土） 11：00～11：30 港図書館

▼みなとシネマ
 ～なつかしの邦画特集～「乳母車」
日時　９／９（水）

　　　午前10時30分～、午後２時～

　　　※30分前～開場

定員　各回100人（先着順・全指定席）

費用　500円※チケット発売中

※ 中止となったみなとシネマのチケットをお

持ちの方は「乳母車」のチケットと交換しま

す。詳細は下記へ

問合　港文化小劇場　

　　　☎052－654－8214　℻052－654－8215

▼ドライフラワーを楽しむ作品展
期間　９／4（金）～６（日）

　　　午前９時～午後4時30分

問合　荒子川公園ガーデンプラザ　　

　　　☎052－384－8787　℻052－384－5664

▼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　９／５（土）午後１時15分～２時15分

対象　市内在住の65歳以上の方

場所　草津湯（錦町14－６）

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

▼みなと子育てスタンプラリー
　港区内の子育て支援関連施設などを親子で

訪れてみよう！スタンプが集まったら景品

がもらえるよ。

（景品の数には限りがあります。）

期間　９／１（火）～30（水）

対象　乳幼児とその保護者

※対象施設一覧は、港区ウェブサイト

問合　港区役所民生子ども課

　　　☎052－654－9713　℻052－651－1190

簡単アクセス

ママパパのページ

日　程 時　間

９／１（火）・８（火） 13：00～14：00

９／３（木）・10（木） 11：00～12：00

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
日　時 場　所

８

18 火 10：00～11：00 神宮寺コミセン

22 土 10：00～11：00 正保公園

26 水 10：00～11：00 新泰明荘

９ ２ 水 13：45～14：45 明徳小学校南

簡単アクセス

　子どもを狙った犯罪に注意！
　暑い季節は子どもに声を掛けたり、身体を

触ったりする不審者事案が増加します。

● 防犯ブザーはすぐに使えるように身に着

け、定期的に点検しましょう

● お子さんと一緒に通学路や遊び場の危険場

所・安全な場所を確認しましょう

● 通学路にある「こども110番の家」を確認し

ましょう

問合　港警察署

　　　☎052－661－0110　℻052－654－0199

港けいさつ安心安全通信

※ 南陽図書館では、読み聞かせ・手遊びの後に

参加者のおしゃべりタイムを設けます。

問合　港図書館　　

　　　☎052－651－9249　℻052－651－9250

　　　南陽図書館

　　　☎052－301－2116　℻052－301－2117

問合　自動車図書館　☎・℻052－821－3364
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