
⓬ 2 9 港 区

港区役所民生子ども課　　052-654-9712　　052-651-1190　／　南陽支所保護・子ども係　　052-301-8342　　052-301-8411問合

クルーズ名古屋ツアー実行委員会主催
事務局
港区役所地域力推進室

　 a6549621@minato.city.nagoya.lg.jp
〒455-8520（住所不要） 港区役所地域力推進室

052-654-9624
052-651-6179

問合・
応募先

令和3年4月からの保育施設の
利用申し込みを、10月15日（木）～
12月10日（木）までの期間で受け
付けします。今年度、利用保留中
の方も再度申し込みが必要です。

丸池保育園

港保育園

九番保育園

宝神保育園

★南陽第二保育園

南陽第三保育園

港西保育園

当知保育園

南陽第一保育園

誓成保育園

愛名保育園

リーゴ正保保育園

小鳩幼児園

名港保育園

かもめ保育園

おうすだきしめ保育園

認定こども園富士文化幼稚園

名古屋ドレミこども園

たからうらこども園

認定こども園いしん保育園

親愛保育園

いずみこども園

ぜんしん保育園

スクルドエンジェル保育園なんよう園

わんぱく保育園

わんぱく保育園ぶんえん

茶屋こばと保育園

辰巳幼児園

白鳩保育園

ゆうゆう乳児園

土古おおぞら保育園

いずみこども園分園

いずみこども園中島分園

（仮称）ちゃやひるず保育園

（仮称）ウィズブック保育園大手

認定こども園うぐいす幼稚園

バンビーノ乳児園

スクルドエンジェル保育室みなと園

ちびっこタウンいりば園

にこにこ園

ぽかぽか保育室明徳

ぐろうすきっず保育室みなと園

サンライズキッズ名古屋港園

ひばり保育室

トットハウスみなと

11月 9日（月）

11月 9日（月）

11月10日（火）

11月10日（火）

11月11日（水）

11月11日（水）

11月12日（木）

11月12日（木）

11月13日（金）

10月19日（月）

10月19日（月）

10月20日（火）

10月21日（水）

10月21日（水）

10月22日（木）

10月22日（木）

10月23日（金）

10月23日（金）

10月26日（月）

10月27日（火）

10月28日（水）

10月29日（木）

10月30日（金）

11月 4日（水）

11月 4日（水）
 

11月13日（金）

丸池町1-1-1

築盛町93-1

九番町1-1-1

宝神四丁目701

知多二丁目2401

新茶屋五丁目2004

野跡四丁目4ｰ8

当知三丁目2610

東茶屋二丁目305

津金一丁目12-3

七番町5-3

正保町3-52

千鳥一丁目13-7

港楽三丁目4-17

宝神三丁目1401

小碓一丁目138

小賀須一丁目801

秋葉二丁目110

多加良浦町5-25

惟信町2-28-1

本宮町3-18

善進町2-18

善進本町191

七反野二丁目1904

春田野二丁目3101

春田野一丁目715

西茶屋一丁目35-6

辰巳町3-31

辰巳町12-13

稲永四丁目1-15

土古町2-23

当知一丁目1504

中川区中島新町四丁目2711

東茶屋一丁目612

佐野町3-20

本宮町5-16

多加良浦町4-270

川西通5-28-1

正徳町6-92

小賀須三丁目101

小碓四丁目480サンモール富信1B

築盛町47ハッコー商事ビル1F

浜二丁目2-2

宝神五丁目3302

秋葉一丁目7-1-1

7：30～18：30（～18：30）

7：30～19：30（～19：30）

7：30～18：30（～18：30）

7：30～19：30（～19：30）

7：30～18：30（～18：30）

7：30～18：30（～18：30）

7：30～18：30（～18：30）

7：30～19：30（～19：30）

7：30～19：30（～19：30）

7：15～19：15（～18：15）

7：20～19：20（～18：20）

7：30～19：30（～19：30）

7：00～19：00（7：30～18：30）

7：30～18：30（～18：30）

7：00～19：00（～18：00）

7：00～19：00（～19：00）

8：30～18：00（土曜開所なし）

7：00～19：00（～18：00）

7：00～19：00（～18：00）

7：15～19：15（～18：15）

7：30～18：30（～18：30）

7：15～19：15（～18：15）

7：00～19：00（～18：00）

7：30～19：30（～19：30）

7：30～19：30（～19：30）

7：30～19：30（～19：30）

7：00～19：00（～18：00）

7：15～19：15（～18：15）

7：00～19：00（～19：00）

7：30～19：30（～19：30）

7：15～19：15（～18：15）

7：15～19：15（～18：15）

7：30～19：30（～19：30）

7：30～19：30（～19：30）

8：00～18：00（土曜開所なし）

7：30～18：30（～18：30）

7：30～18：30（～18：30）

7：30～18：30（～18：30）

7：30～18：30（～18：30）

7：30～18：30（～18：30）

7：30～18：30（～18：30）

7：30～18：30（～18：30）

8：00～16：00（土曜開所なし）

7：30～18：30（～18：30）

６か月

産休あけ

６か月

６か月

６か月

６か月

６か月

６か月

６か月

６か月

◆６か月

産休あけ

産休あけ

６か月

産休あけ

産休あけ

６か月

６か月

６か月

６か月

産休あけ

◆６か月

産休あけ

６か月

６か月

6か月～2歳

６か月

産休あけ

６か月

◆ 6か月～3歳

６か月

1歳～2歳

6か月～2歳

６か月

６か月

２歳～

6か月～2歳

産休あけ～2歳

産休あけ～2歳

産休あけ～2歳

産休あけ～2歳

産休あけ～2歳

◆ 6か月～2歳

1歳～2歳

6か月～2歳

052-651-2261

052-661-0549

052-653-6061

052-383-0505

052-301-7914

052-301-8903

052-381-1517

052-383-4722

052-301-8849

052-304-7320

052-653-6016

052-381-7555

052-661-5582

052-661-1069

052-383-4518

052-389-3300

052-301-5188

052-302-8833

052-381-5588

052-382-2523

052-661-1314

052-381-5895

052-382-6410

052-655-5692

052-720-6186

052-398-5130

052-652-1921

052-661-1031

052-389-2300

052-389-5132

052-381-5895

052-692-4001

052-228-0787

052-661-0068

052-381-7272

052-655-5220

052-383-6603

052-303-3155

052-398-5107

052-387-5991

050-5807-2204

052-383-3682

052-387-7094

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午前

午後

午前

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前 午後

午前 午後

午前 午後

午前 午後

午前 午後

午前

午後

午後

11月17日（火）

11月18日（水）

午前 午後

午前 午後

港 区 役 所２階

第 六 会 議 室 で

受け付けします。

公

　立

私

　立

小
規
模
保
育
事
業
所

施設名 受付面接日時 電話番号 所 在 地 受入年齢 開設時間※（）内は土曜日

★南陽第二保育園は、令和7年度から社会福祉法人に移管されます。　※実際に預けることのできる時間は、ご家庭の状況によって変わります。
◆ 受入年齢が変更になる可能性があります。詳細は下記へ

名古屋港と名古屋駅周辺を結ぶ中
川運河。以前は、多くの荷物が船で運
ばれ、名古屋の発展を支えました。ク
ルーズの後は、JICA中部なごや地球
ひろばで国際協力について学べます！ ※参加条件などの詳細はHPをご覧ください。

水上から中川運河を体験してみよう！

▼体感！！
中川運河 詳細

１０月２５日（日）１０月２５日（日）

クルーズ名古屋 検索

集合場所：名古屋港ポートビル
※集合・解散の時間や場所など詳細は

当選通知にてお知らせします。

クルーズ名古屋▶

「クルーズ名古屋」定期運航中！★
運航日・運賃・経路など詳細はHPへ

「クルーズ名古屋」定期運航中！★
運航日・運賃・経路など詳細はHPへ

ＮＰＯ法人
伊勢湾フォーラムの

ガイドつき

ＮＰＯ法人
伊勢湾フォーラムの

ガイドつき

市内在住で、保護者が就労（家

事以外）・出産の前後・病気・障害・

親族介護・求職活動・就学などの

理由で保育ができないこと

利用要件

10月1日（木）～下記にて配布します。

利用申込書

各保育施設、港区役所民生子ども

課、南陽支所保護・子ども係

配布場所

○第1希望の保育施設で受け付け
します。記入済みの申込書を持
参の上、表の受付面接日時にお
越しください。区役所で受け付
けする保育施設を第１希望にさ
れる方は、11月17日（火）･18日

（水）に港区役所2階・第六会議
室で受け付けします。

○いずれの日程でも都合が悪い場
合や、他区の保育施設を第１希
望にされる場合は、10月15日

（木）～12月10日（木）までの期
間で、港区役所民生子ども課ま
たは南陽支所保護・子ども係で
受け付けます。

申込受付

○発達に遅れのある幼児（集団保
育が可能な3歳以上）の利用申
し込みは、11月13日（金）までに
お願いします（「発達質問票」が
必要です）。

○希望する保育施設については、
全てお子様同伴で見学をしてく
ださい。見学可能な日時につい
ては、各保育施設へお問い合わ
せください。

注　意

午前　＝ 9：30～11：30

午後　＝ １3：30～15：30

受付時間

午前集合グループ 午後集合グループ

・クルーズ体験
　ガーデンふ頭～ささしまライブ

・JICA中部 なごや地球ひろば見学

　参加希望グループ名（第1希望・第2希望）、参加者
氏名（児童・保護者）、学年、参加者全員の住所と電話
番号、メールアドレス（FAX・はがきで応募の場合）を明
記してお申し込みください。

対　象 小学４～６年生とその保護者

応募はこちらから
（メール）

応募人数 １組につき３人（保護者含む）まで

定　員 各グループ20人程度（抽選）

応募期限 9月14日（月）はがきは当日消印有効

電子メール、ＦＡＸ
またははがきで下記へ

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　143,627　世帯数　64,351　(令和 2年 8月 1日現在)
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　上体伸ばし

両手を頭の上で組み、

天井に向かって伸ばす。

両手を頭の上で組み、真横に少し

曲げ脇を伸ばし、３秒くらい静止し

ゆっくり戻す。

※左右繰り返し行う。

　このとき反動はつけない。

　体側伸ばし（左右）

【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・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

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

【予約制】の事業は、事前に電話予約してください。

※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。

事業名 実施日 受付時間 場　所 対象・内容

母乳相談【予約制】

☎052－302－8161
９／28（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

問合　保健感染症係　☎052－651－6509

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。

▼乳幼児の健康診査

一 般 の 方

【南陽分室】南陽･西福田･福田･福春学区の方

【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。

《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。

◆飼犬には、鑑札と注射済票を装着

◆感染症予防のためワクチン接種を実施

◆避難用のキャリーバッグに慣らす

◆防災用品を用意

　薬、5日分（できれば７日分以上）のエサと

　水、ケージやキャリーバッグ、予備の首輪や

　リード、トイレ用品、食器、捜索用の写真など

ペットの災害対策
　いざという時に備え、大切な

ペットも安全に避難できるよう、

日ごろから次のことを心掛けま

しょう。

◆ペットが迷子になっても飼主がわかるよう

　に、名札やマイクロチップなどで身元表示

◆トラブル防止のため、避妊・去勢手術を実施

　※犬・猫は、マイクロチップの装着、避妊・去

　　勢手術費用の一部補助あり

問合　食品衛生・動物愛護等担当

　　　☎052－651－6486

◆こまめな水分補給を

　行いましょう。

　（20～30分間隔

　くらいを目安に）

◆ 冷房や扇風機などを上手に利用し、部屋

　の風通しを良くしましょう。

◆室内の湿度を50～60％にしましょう。

◆外出時は、日傘の利用や

　帽子を着用し、こまめに

　休憩をしましょう。

◆１日３食バランスよく食べましょう。

　特に筋肉のもとになるたんぱく質を積極的

　に取りましょう。

　しっかり食べること

　で体力も思考力も良

　くなります！

◆献立を考えたり、料理

　を作ったり、食事を楽

　しみましょう。

◆人混みを避けながら

　散歩をしましょう。

◆家事や庭いじりなど

　を行いましょう。

◆室内で「ちょっとし

　た運動」を行いましょ

　う。特にラジオ体操は、

　立位・座位どちらでも

　できます。自分の体力

　や体調に合わせて

　強度を調整できる

　ためオススメです！

◆毎食後、歯みがきをしましょう。

◆入れ歯の手入れも忘れずに行いましょう。

◆噛みごたえがある食材を

　食事に取り入れて、よく

　噛んで食べましょう。

◆音読、早口言葉、歌唱、

　電話で話すなど、お口

　の機能を保ちましょう。　

　生活リズム

　運動

　口腔ケア

◆十分な睡眠を取り、

　規則正しい生活習慣を

　心掛けましょう。

　質の良い睡眠、体を

　十分に休めることは

　免疫力を高めます！

　壁押し腕立て

筋力づくり・ストレッチ

　食事

問合　感染症対策等担当

　　　☎052－651－6537

　熱中症対策

①椅子に浅く座る。片足を前に伸

　ばしてかかとを床に着ける。

②つま先を上に向けて前屈する。

③ふくらはぎの後ろ側が伸びた

　ところで静止、ゆっくり上体を

　起こす。

①手を水平に突き出し、

　壁に着いたら手のひら

　１つ分下にずらす。

②１・２・３で肘を曲げて

　静止、１・２・３で腕を

　伸ばして始める前の姿

　勢に戻る。

③息を吐きながら腕を伸

　ばす。

 ポイント

  胸を壁に近づけるイメージで行いま

 しょう。

 ※足が滑らないように注意しましょう。

健康寿命をのばし元気に過ごす！～心身の健康づくり～
 

　ふくらはぎ伸ばし

　　　　　　　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
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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

▼水害（内水氾濫）に備えて
　台風の襲来や前線の停滞により、市内でも

内水氾濫（※）による被害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、ご家庭でしっかり準備をしておきま

しょう。

（※）内水氾濫とは…

　大雨が下水の排水能力

　を上回り、市街地に水

　があふれかえること

～水害への備え～

●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

●家の周りに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

▼秋の交通安全市民運動
　　　　　９／21（月・祝）～30（水）

　秋は夕暮れ時が早くなるため、歩行者や自転

車の動きが見えにくくなり、交通事故に遭う

危険性が高まります。

　車を運転する際は、早めにラ

イトを点灯しましょう。

　また、歩行者や自転車利用者

は明るい服装や反射材を着用

するなど、交通事故に遭わない

ための工夫をしましょう。

問合　港区役所地域力推進室

　　　☎052－654－9624　℻052－651－6179

　サクラ・モモ・ウメ・スモモに寄生し枯らし

てしまう外来カミキリが港区内で複数確認さ

れています。幼虫が幹から出す木くず（フラ

ス）を見かけたら直ちにご連絡ください。

問合　なごや生物多様性センター

　　　☎052－831－8104　℻052－839－1695

フラス
詳細情報

クビアカツヤカミキリにご注意ください

▼クリーンパートナーになりませんか
　市では、美化推進重点区域でまちの美化活

動を行う団体を募集しています！

要件　 10人以上で、月1回以上清掃活動（ポイ

捨て物の回収）が実施できる、環境美化

を主な目的としたボランティアグループ

または地域貢献に努める企業グループ

※ 清掃用具の支給、ごみ・資

源の回収、市民活動保険

の保険料負担を市が行い

ます。

※ 登録の手続きなど、詳細

は下記へ

問合　港環境事業所

　　　☎052－382－3575

　　　℻052－384－0562

　今回の国勢調査は、調査票の対面配付や

調査員による回収は行いません。

　便利なインターネット回答にご

協力ください。

問合　港区役所総務課

　　　☎052－654－9617

　　　℻052－651－6179

▼「放課後のおうち」学童保育のご案内
　就労などの理由で、学校か

ら帰宅しても保護者が家庭

にいない小学生をお預かり

します。

※詳細は最寄りの学童保育

　所または下記へ

※支援員を募集している学童保育所もありま

　す。詳細は下記へ

問合　港区学童保育連絡協議会

　　　（中川学童保育所内）　

　　　☎・℻052－651－5196　　　

　　　港区役所民生子ども課

　　　☎052－654－9714　℻052－651－1190

名　称 電話番号 対象校

中川学童保育所 052－651－5196
中川・東海・
千年（熱田区）

大手留守家庭児童
育成会

052－661－2821 大手

当知学童保育所 052－383－3572 小碓・明徳・当知

港楽学童保育所 052－654－0369 西築地・港楽

高木・神宮寺学童
保育所

052－355－6050
港西・稲永・野跡
高木・神宮寺

福田学童保育所 052－302－4433 南陽・福田・福春

「有料公園施設のご案内」

　土木事務所では公園内のテニス

コート、野球場、ソフトボール場、陸上競技

場、球技場（有料施設）の貸

し出しをしています。窓口

でも受け付けしています

が、スポーツ・レクリエー

ション（スポレク）情報シス

テムにご登録いただきます

と、インターネットでの予

約ができ、より便利にお使

いいただけます。窓口時間

やご登録の詳細は下記へ

問合　スポレク専用電話

　　　（港土木事務所内）

　　　☎052－661－2981

▼雨水枡（ます）のふたの上の清掃に
　　　　　　　　　　　ご協力ください
　雨水枡は雨を下水管に

流すための入口です。大

雨による浸水を防ぐた

め、雨水枡のふたの上は、

いつもきれいにしていた

だくようご協力をお願い

します。

問合　上下水道局港営業所　

　　　☎052－661－5226　℻052－651－2269

　～深呼吸で心と体を活性化！～
＊３～４回繰り返し行います。

＊運動の前後、リラックスしたい時、就寝

　時などに行ってみましょう。

効果　脳と体の疲労回復、横隔膜を動か

　　　して便秘予防、血管を拡張させて

　　　高血圧や動脈硬化予防など

■家の中でできる体力づくり
① 背筋を伸ばしお腹に手を当てる

② ゆっくりと鼻から吸って

　 1・２・３・４

③ 口をすぼめて５・６・７・８・

 　９・10とゆっくり息を吐く
 

　問合　港保健センター保健看護担当

　　　　☎052－651－6539　℻052－651－5144

　

９月中旬から調査票

を順次配付します。

←雨水枡

　オレオレ詐欺は、もう

古い?！手口が多様化している特殊詐欺。そ

の対策を真面目に面白くコント仕立てでご紹

介します。詳細は区 からご覧いただけます。

　　  みなと「安・安」演劇部の部室

問合　港区役所地域力推進室

　　　☎052－654－9621

　　　℻052－651－6179

　　「特殊詐欺」の
　　被害防止に関する

　啓発動画を配信中

オレオレ詐欺 振り込め詐欺　などなど…
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※一部スマートフォンでは

　対応しておりません。

▼稲永エンジョイ
 アウトドアウォーキング
期間　10/17（土）・24（土）・31（土）

　　　午前９時30分～11時30分

対象　中学生を除く15歳以上の方

定員　15人（先着順）

費用　990円（３回分）

申込　受付中

問合　稲永スポーツセンター

　　　☎052－384－0300　℻052－384－0303

■美化推進重点区域

ガーデンふ頭

江
川
線

港区役所前

国勢調査2020総合サイト

▼南陽プールからのお知らせ
●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

●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　当日15分前～先着順

問合　南陽プール

　　　☎052－303－2015　℻052－303－2016

教室名 日　時 定員

姿勢改善エクササイズ

10／６（火）

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

日　程 時　間

10／1（木） 11：00～12：00

10／６（火） 13：00～14：00

簡単アクセス

簡単アクセス

簡単アクセス

簡単アクセス
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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。

▼パソコン相談室
日時　10／２（金）午前10時～正午

問合　港生涯学習センター

　　　☎052－653－5171　℻052－653－5172

▼とだがわこどもランドの催し
●スプラッシュ大作戦
　日時　９／21（月・祝）・22（火・祝）

　　　　午前11時～／午後２時～／午後３時～

　　　　※各15分間　※10分前～受付

　対象　小学生

　定員　各18人（当日先着順）

　内容　水鉄砲や水風船で

　　　　水のかけあい

　※濡れてもいい服装か着替えを持参で参加

▼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

９月

12 土 10：00～11：00 みなと荘

17 木 13：40～14：40 東築地学区防災
センター

19 土 14：00～16：00 当知住宅

26 土 13：45～14：45 宝神荘

26 土 15：00～16：00 新稲永荘

29 火 10：00～11：00 神宮寺コミセン

10月

１ 木 10：00～11：00 高木コミセン

３ 土 10：00～11：00 正保公園

７ 水 10：00～11：00 新泰明荘

▼図書館からのお知らせ
●「なごやっ子読書ノート」でお仕事体験 　　日時　①10／３（土）②10／10（土）

　　　　午前10時～／午後１時～／午後３時～

　　　　※各１時間

　場所　①港図書館②南陽図書館

　対象　港区在住の小学生

　定員　各４人（定員を超えた場合

　　　　は抽選）

　申込　９／30（水）までに完成した「なごやっ

　　　　子読書ノート」持参で窓口へ　※港図書館と南陽図書館の重複応募は不可

●おはなし会

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

10／７（水） 11：00～11：30 港図書館

９／24（木）
10／８（木）

11：00～11：30 南陽図書館

幼児・
小学生

９／19（土） 11：00～11：30

港図書館

南陽図書館

●アナグラムであそぼう！
　　バラバラになったひらがなを並べて言葉

　をつくろう！

　日時　９／26（土）午後１時30分～３時30分

　※入室者数により、多少お待ちいただくこ

　　とがあります。

問合　とだがわこどもランド

　　　☎052－304－1500　℻052－304－1501

▼みなと子育てミニ広場
日時　９／24（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　７組（先着順）

内容　自由遊び、育児交流など

申込　９／11（金）午前９時30分～下記へ

問合　港図書館

　　　☎052－651－9249　℻052－651－9250

▼司法書士による無料相談
日時　10／１（木）午前10時～午後３時

場所　港区役所第三会議室（３階）

内容　・相続登記、会社設立などの登記

　　　・裁判所への提出書類の作成

　　　・140万円以下の民事紛争に

　　　 関する法律相談　など

申込　事前に下記へ

問合　愛知県司法書士会

　　　☎052－683－6686

▼荒子川公園ガーデンプラザ展示会
●現代押し花展
　期間　９／20（日）～22（火・祝）

●草木染展

　期間　９／25（金）～27（日）

●シャドーアート展
　期間　10／１（木）～４（日）

●日本の庭めぐり（水彩画）展
　期間　10／７（水）～11（日）

問合　荒子川公園ガーデンプラザ

　　　☎052－384－8787　℻052－384－5664

▼とだがわの森感謝祭
　とだがわの森づくりの

活動は、今年で20周年を

迎えます。

日付　10／10（土）

※ 開催の有無は、当日午前８時以降「名古屋お

しえてダイヤル」☎052－953－7584で確認で

きます。

問合　（公財）みどりの協会

　　　☎052－731－8590

▼かみしばいやさん
日時　９／26（土）午前10時～／午前11時～

　　　※各40分間

対象　３歳～小学３年生

　　　（幼児は保護者同伴）

定員　各10人（先着順）

費用　20円

申込　９／11（金）午前10時～

　　　窓口・電話で下記へ

　　　 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　９／19（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　９／18（金）までに下記へ

問合　野鳥観察館　☎・℻052－381－0160

▼港区の現状から考える
「コロナ禍と外国人住民」

　港区は市内で２番目に外国人住民の多い地

域です。新型コロナウイルス感染拡大の中、外

国人住民の暮らしや、我々に何ができるのか、

一緒に考えてみましょう。

日時　９／30（水）午後２時～４時

定員　13人（先着順）

申込　９／11（金）～

　　　下記の電話・窓口へ

※当日は記録用に映像を撮影し、後日、

　 名古屋市公式YouTube「まるはっちゅ～ぶ」

でダイジェスト版を配信する予定です。

問合　港図書館　　

         ☎052－651－9249　℻052－651－9250

▼名古屋市認知症家族支援事業
●認知症の家族サロン
　日時　①９／17（木）②９／29（火）

　　　　午後１時30分～３時30分

　場所　①港区在宅サービスセンター

　　　　②第Ⅱ港寿楽苑

　内容　介護についての悩みや不安などを自

　　　　由に話し合い仲間づくりに繋げます。

●医師（もの忘れ相談医）による専門相談
　日時　９／17（木）

　　　　午後１時45分～３時15分

　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

　定員　各３組（先着順）

　内容　早期発見・治療、お困り症状などの認

　　　　知症に関する相談

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

▼花まゆ展
期間　10／６（火）～11／１（日）

内容　絹糸をとる「まゆ」から生まれた「花

　　　まゆ」の展示

問合　戸田川緑地管理センター

　　　☎052－302－5321　℻052－303－6116

▼医師による健康相談
日時　９／16（水）、10／７（水）

　　　午後２時～

　　　※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

▼ハロウィンのカボチャまつり
期間　10／６（火）～11／１（日）

問合　戸田川緑地管理センター

　　　☎052－302－5321

　　　℻052－303－6116

▼みなと寄席～桂文治独演会～
日時　10／９（金）午後６時30分～

　　　※30分前～開場

定員　175人（先着順・全指定席）

内容　豪放らい落で飄々とした語

　　　り口が持ち味の爆笑の高座

　　　をお楽しみください。

費用　前売2,500円・当日3,000円

　　　※チケット発売中

問合　港文化小劇場　

　　　☎052－654－8214　℻052－654－8215

簡単アクセス
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