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港区役所地域力推進室　　052-654-9621　　052-651-6179問合

少しでもおかしいと思ったら、警察へご相談ください。　港警察署　　052-661-0110

特殊詐欺とは、犯人が電話やはがき（封書）などを用いて

親族や公共機関の職員などを名乗って被害者を信じ込ませ、

現金やキャッシュカードをだまし取る犯罪行為の総称です。

ご家族・ご友人・ご近所の方と「こんな詐欺があるから気を

付けてね。」とお話ししてみませんか？皆さんの絆で詐欺の

被害を防ぎましょう。

特殊詐欺とは、犯人が電話やはがき（封書）などを用いて

親族や公共機関の職員などを名乗って被害者を信じ込ませ、

現金やキャッシュカードをだまし取る犯罪行為の総称です。

ご家族・ご友人・ご近所の方と「こんな詐欺があるから気を

付けてね。」とお話ししてみませんか？皆さんの絆で詐欺の

被害を防ぎましょう。

自分１人で判断しない 必ず誰かに相談自分１人で判断しない 必ず誰かに相談自分１人で判断しない 必ず誰かに相談自分１人で判断しない 必ず誰かに相談

み
なと
「

あん

安・
あん

安」演劇部

私たちが解説します私たちが解説します私たちが解説します私たちが解説します港区の特殊詐欺認知状況（各年の1月～8月）港区の特殊詐欺認知状況（各年の1月～8月）

前年と比較して急増！

　　

被害件数

被害総額

区分 令和元年

0件

0円

10件

約2,400万円

令和2年

●家族や友だちに迷惑が掛かると思い、
   相談できなかった
●子どもの声を間違えるわけがないと思った
●警察・区役所などと言われて信用してしまった
●まさか自分が被害に遭うなんて…

　犯人は、警察・銀行・弁護士・

孫・息子などになりすまし、「息

子・孫を身を投げ出してでも

助けたい」というあなたの気持

ちに付け入ります。

また、誰かに相談す

る暇を与えません。

カードすり替え詐欺カードすり替え詐欺

すり替えの手
口すり替えの手
口

●封をするように見せて、かばんの中で封筒をすり替える
●封印をするので印鑑を持ってくるように言い、取りに行っている隙に
　封筒をすり替える

●封書やはがきで届きます。

封筒が手元に残るので、だまし取られたことに気付きにくい

ポ
イント！

他の人にキャッシュ
カードを渡さない！
暗証番号を教えない！

ポ
イント！

かかってきた電話を
信用してはいけません！
必ず警察へ確認しましょう！

ポ
イント！

書いてある連絡先に電話
しちゃだめ！
まず、警察へ相談を！

ポ
イント！

お金が必要と
言われたら、必ず
誰かに相談！

警察や金融庁を名乗り

などと言って自宅を訪問し

キャッシュカードなどをだまし取る

架空請求詐欺架空請求詐欺

事件の犯人を捕まえたら、仲間とし

てあなたの名前が出てきた。捜査の

ためにあなたの口座の情報が必要

だまされたふり作戦を悪用した詐欺だまされたふり作戦を悪用した詐欺
警察を名乗り

犯人逮捕にご協力を。犯人に言われる

ようにお金を渡してください。犯人を

捕まえてお金は必ずお返しします。

コロナ関連詐欺コロナ関連詐欺

その他　詐欺のキーワードその他　詐欺のキーワード

あなた名義で医療物資が

発注されている。今すぐ

物資が欲しいので、あなた

の登録番号を教えて。

法務管理局委託 督促状

裁判取り下げ期日を経て訴訟を開始

させていただきます。連絡がない場

合、裁判になり差し押さえをすること

があります。

※注意書き

はがきによる督促は詐欺です。

法務管理局からの通達がはがきで

届くことはありません。

取り下げ期日　令和○年○月○日

・取り下げ等のお問い合わせ窓口

　東京法務管理局

　☎03-○○○○-○○○○

封筒で届いているからこれは

本物？と思わせる注意書き

お隣の奥さんも
届いたって

言ってたねぇ

　有料サイトの未納料金があるといってお金を要求する架

空請求メールもあります。訴訟の封筒が届き、身に覚えが

ないからと無視していたら、犯人がでっち上げた訴訟による

本当の裁判所からの通知だったというケースも。

「ATMで還付金の受け取りを」「携帯電話の番号が変わった」

ひとり
では…

決めない

会わない

カネのこと

話に出たら

ぜんぶ詐欺振り込まない

キャッシュカード

見せろ 渡せは

ぜんぶ詐欺

　脚本・演出・役者・動画編集全てを港区役所地域力推

進室の職員が担っています。特殊詐欺をはじめとする防

犯対策について「誰でもわかる、誰でも記憶に残る」

を目指して、港区内で出張公演や動画配信を実施中。令

和元年度は20公演を実施。「安・安」とは「安心・安全で

快適なまちづくり」に由来。

多様化・複雑化する特殊詐欺の実際の手口を寸劇で再現

ご視聴はこちらから↑

第１話 第2話

YouTube「まるはっちゅ～ぶ」にて動画を配信中！ 

第1話「カードが不正に使われている」の巻

第2話「新型コロナ関連詐欺」の巻

大事なことは

詐欺の被害に遭った方の声 あん　　  あん

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　143,452　世帯数　64,293　(令和 2年 9月 1日現在)
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【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。一 般 の 方

※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。

《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。

 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

母乳相談【予約制】

保健センター　　☎052－651－6539
分室☎052－302－8161

10／26（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

10／30（金）

13：00～15：15
港保健

センター

11／６（金）

もぐもぐ離乳食教室

【予約制】

☎052－651－6509
10／28（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。離乳食と歯の話（試食はありませ
ん）、個別相談など
定員　６組（先着順）　申込　10／12（月）～

歯っぴー教室【予約制】

☎052－651－6509

10／22（木）

13：30～14：30

南陽分室
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

11／12（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
10／14（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

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 南陽分室 電話･面接で子育て、健康づくりの相談

※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。

　おつりのないようにお願いします。

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

【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。

　つま先立ちトレーニング　

＊５～10回ほど繰り返し行います。

＊はだしで行うと足指が開き、体が安定

　します。

効果　ふくらはぎのトレーニングだけで

　　　なく、足指や足裏、太もも、お尻、腹

　　　筋などの筋肉も使われ全身の血流

　　　を良くします。

① 肩幅に足を開いて立つ

② かかとを上げてつま先

　 立ちになり３秒キープ

③ ゆっくりとかかとを

　 下ろす 

　

問合　保健看護担当　☎052－651－6539

■家の中でできる体力づくり

食欲がないときでも
 いろいろ栄養を取りたいときに

●カルシウムおにぎり
　（材料・１人分）

　☆ごはん：100g　　　☆しらす干し：２g

　☆プロセスチーズ：８g　☆小松菜：８g

　☆塩：少々

　（作り方）

　①しらす干しは熱湯を通す。

　②チーズは細かく刻む。

　③小松菜は細かく刻み、ゆでて塩少々を振り掛けておく。

　④ごはんに①②③を混ぜて、おにぎりにする。

●バナナパンケーキ～小麦粉／卵／牛乳不使用～
　（材料・直径８cm×３枚分）

　☆米粉：50g　　☆ベーキングパウダー：小さじ１／２

　☆サラダ油：大さじ１／２　☆豆乳：50ml

　☆小松菜：20g　 ☆バナナ：１／２本

　☆メープルシロップやはちみつなど：お好みで

　（作り方）

　①小松菜はゆでて細かく切っておく。

　　バナナはフォークでつぶしておく。

　②ボールに米粉、ベーキングパウダーを入れよく混ぜ、

　　さらにサラダ油、豆乳を入れてよく混ぜる。

　③②に①を加えてゴムベラでさっくり混ぜる。

　④温めたホットプレートにサラダ油をひき、③を流し入れ、

　　色よく焼けてきたら裏返して、両面に焼き色が付いたら出来上がり。

エネルギー タンパク質 脂質 カルシウム 食塩相当量

202kcal ５.６g ２.５g 93㎎ 0.４g

　朝ごはんで元気な１日を始めましょう！食欲がないとき

でもいろいろ栄養を取りたいときに、朝ごはんとしても、間

食としても食べられます。食事として取る場合は、具だくさ

んの汁ものを添えてみましょう。

カルシウムの豊富な
食材を使いました

エネルギー タンパク質 脂質 カルシウム 食塩相当量

107kcal １.５g ３.２g 16㎎ 0g

食物アレルギーの
方が食べられる

献立を考えました

１人分栄養価

写真は２人分

１枚分栄養価

問合　保健感染症係　☎052－651－6509

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
。

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、港区

ウェブサイトから
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原則として

▼寝具クリーニングサービス 

対象　港区在住のひとり暮らしで、

　　　・要支援、要介護認定を受けている方

　　　・障害支援区分認定を受けている方

　　　※施設入居者を除く

定員　110世帯（抽選）

内容　１世帯につき掛布団、敷布団、毛布を計

　　　３枚（掛・敷布団は計2枚まで）

　　　※羽毛布団可

申込　10／１（木）～30（金）に港区役所などで

　　　配布の申込書を記入し下記へ

問合　港区社会福祉協議会

　　　☎052－651－0305　℻052－661－2940

▼全国一斉秋の火災予防運動
11／９（月）～15（日）

2020年度 全国統一防火標語

「その火事を　防ぐあなたに　金メダル」
　これからの時季は、空気の乾燥や暖房器具

の使用により、火災が発生しやすくなります。

以下のことを守り、火災予防に努めましょう。

●家の周りに燃えやすい物を置かない

●寝たばこは絶対にやめる

●火気を使用するときは、その場を離れない

●住宅用火災警報器を設置し、点検する

問合　港消防署　

         ☎052－661－0119　℻052－653－0119

▼貯水槽水道の点検を実施しています
　安全でおいしい水道水をお届けするため、

受水槽や高置水槽を経由する貯水槽水道の無

料点検サービスを実施しています。点検の際

は立ち合いが必要です。なお、本点検サービス

は法定点検に代わるものでは

ありません。詳細は下記へ

問合　上下水道局港営業所

　　　☎052－661－5226　℻052－651－2269

▼成人の日記念式典
　１／11（月・祝）に次の会場で式典を行います。

※新成人（平成12年４月2日～13年４月１日生）

　の方には、12月中に案内状をお届けします。

※出席会場の変更は、市電子申請サー

　ビス（❻面くらしのガイド参照）を

　ご利用ください。詳細は市ウェブ

　サイトへ

問合　港区役所地域力推進室

　　　☎052－654－9625　℻052－651－6179

学区名 会場

東築地 東築地小学校

中川 中川小学校

東海 東海小学校

成章 成章小学校

大手
ネッツトヨタ
　名古屋（株）
　港・名四店

港西 港西小学校

稲永 稲永小学校

野跡 野跡小学校

簡単アクセス

▼おはなし会

申込　①11月開催は10／15（木）～、10月開催　

　　　　は事前に下記へ（先着順）

　　　②当日10分前～先着順

問合　①港図書館　　

　　　　☎052－651－9249　℻052－651－9250

　　　②南陽図書館

　　　　☎052－301－2116　℻052－301－2117

対象 日　時 場　所 定員

乳幼児

① 10／14（水）・28（水）、

　11／４（水）・11（水）・25（水）
11：00～11：20 港図書館 ４組

①10／21（水）、11／18（水） 11：00～11：20
らら

スタジオ
４組

②10／22（木） 11：00～11：20 南陽図書館 5組

幼児・
小学生

①10／17（土）、11／21（土） 11：00～11：20 港図書館 ４組

②10／17（土） 11：00～11：20 南陽図書館 5組

▼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

10月
14 水 13：45～14：45 明徳小学校南

31 土 10：00～11：00 みなと荘

11月

5 木 13：40～14：40 東築地学区防災センター

7 土 14：00～16：00 当知住宅

10 火 10：00～11：00 神宮寺コミセン

▼あなたの建物に、正しい住居番号を
　住居表示を実施した町（住所を「（町名）○番

○号」と表すところ）で、建物の新築・改築など

をした場合は、住所が変わることがあります

ので、区役所総務課へ届出をしてください。

　住居表示を実施した町名は、市ウェブサイ

トでご確認いただけます。

問合　港区役所総務課

　　　☎052－654－9611　℻052－651－6179

▼プラスチック製容器包装の
　　飛散防止にご協力ください

　プラスチック製容器包装の袋が風で飛散し

て、通行の妨げとなることがあります。以下の

方法で飛散防止にご協力ください。

●カラス対策用ネットなどをかぶせる

●洗濯ばさみやＳ字フックなどで袋を固定する

※プラスチック製容器包装は、リサイクル可

　能な大切な資源です。可燃ごみとして出す

　のではなく、資源収集にご協力ください。

問合　港環境事業所　

　　　☎052‐382‐3575　℻052‐384‐0562

　港土木事務所では、専門の職員（直営補修班）

が日々現場に出向き、道路の段差や穴ぼこの

補修、樹木の剪定、雑草の除草など、健全な道

路・公園・河川の維持に

努めています。また、側

溝や水路、雨水枡
ます

の修

繕なども行い、大雨に

備えています。作業時

にご不便をお掛けする

こともありますが、安心で安全なま

ちづくりを進めていきますので、今

後もご協力をお願いします。

問合　港土木事務所

　　　☎052－661－1581 ℻052－661－9154

「まちを守る直営補修班」

▼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　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 10／13（火）・20（火）

27（火）、11／5（木）

10（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
10／13（火）・20（火）

27（火）、11／10（火）

13：15

～14：15

⓳

港区民美術展、港区子ども

美術展、港区短詩型文学展
　区民の皆さまの力作を展示

します。ぜひご覧ください。

10／30（金）～11／1（日）

時間　午前10時～午後6時

場所　ららぽーと名古屋

　　　みなとアクルス内

問合　港区役所地域力推進室

　　　☎052－654－9625　℻052－651－6179

▼稲永スポーツセンター レッスンタイム

対象　中学生以上

費用　１回につき300円

申込　開始30分前～先着順

問合　稲永スポーツセンター 

　　　☎052－384－0300　℻052－384－0303

教室名 日　時 定員

ヨガ＆
ピラティス

10／16（金）・23（金）
30（金）、11／6（金）

18：45～
19：45

各
40人

バレトン＆
エアロ

19：50～
20：50

学区名 会場

小碓 小碓小学校

正保 正保小学校

明徳 明徳小学校

当知 当知小学校

西築地 西築地小学校

港楽 港文化小劇場

高木 高木小学校

神宮寺 神宮寺小学校

南陽・西福田
福田・福春

南陽交流
プラザ

日　程 教室名

11／20（金）腰の負担を最小限に！らくらく移乗技術

12／４（金）
知りたかった！正しい食事介助と低栄養予防
～ベッド上での介護編～

12／18（金）もうこれで安心！おむつのお悩み解消法

12／25（金）自分でできる！感染予防と簡単貯筋体操

▼西部介護者教室 楽らく介護のすすめ
～心と体の健康講座～

※１回のみの参加可能

時間　午後１時30分～３時

場所　中川区役所講堂（中川区高畑１－223）

定員　各20人（先着順）

※午後３時30分まで介護の個別相談会を実施

申込　10／21（水）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HP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

▼港区弓道大会
日時　11／7（土）午前9時45分～

場所　稲永スポーツセンター

対象　港区在住・在勤・在学の経験者、

　　　港区体育協会加盟団体

内容　①金的②近的競技

費用　500円

申込　10／16（金）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

新
型
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ロ
ナ
ウ
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ル
ス
感
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に
よ
り
、
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ン
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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
。
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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。

10港 区 ２ ⓳

  

▼とだがわこどもあきまつり 2020
日時　10／10（土）・11（日）午前10時～午後３時

内容　 園内に隠された謎を解く「とだがわ謎

解き大冒険」や、劇団かかし座の公演な

ど楽しいイベントが盛りだくさんです。

※ 劇団かかし座の公演のみ、開演1時間前か

ら整理券配布。詳細は下記へ

問合　とだがわこどもランド

　　　☎052－304－1500　℻052－304－1501

▼荒子川公園ガーデンプラザ展示会
●トロッケンクランツ

　<木の実のリースとクラフト>展
　期間　10／16（金）～18（日）

　時間　午前9時～午後4時30分

●花De遊ぶ2020<あわてん坊のクリスマス>
　期間　11／6（金）～8（日）

　時間　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

▼ぶんしん0.1.2「劇団そらのゆめ
　おおきいねずみとちいさいねずみ」

　セリフのないお芝居をみんなで楽しもう！

日時　11／23（月・祝）

　　　午前11時～※30分前～開場

定員　175人（先着順）

費用　ペア1,000円、シングル700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

▼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

・港児童館共催講座）
日時　11／20（金）午前10時～正午

場所　港区役所第三会議室（３階）

対象　小学３年生以下の保護者

　　　※講座は保護者のみの受講

定員　20人（申込多数の場合抽選）

※託児10人（託児はおやつ代が50円必要）

申込　10／20（火）必着

　　　往復はがき：住所・氏名（ふりがな）・電

　　　話番号を記入し①へ

　　　インターネット：市電子申請サービス 

　　　（❻面くらしのガイド参照）から   

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

▼医師による健康相談
日時　10／21（水）、11／4（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

▼名古屋市認知症家族支援事業
●認知症の家族サロン
　日時　①10／15（木）②10／27（火）

　　　　午後1時30分～３時30分

●医師（もの忘れ相談医）の専門相談
　日時　①②10／15（木）

　　　　午後1時45分～３時15分

　定員　各３組（先着順）

　申込　事前に下記へ

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　認知症の方を介護するご家族の方

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

▼行政書士による無料相談会
日時　10／26（月）午後1時～4時

場所　港区役所第三会議室（３階）

内容　官公署に提出する書類、権利義務・事実

　　　証明に関する（相続・契約など）書類の

　　　作成、行政手続法に関する相談など

問合　愛知県行政書士会名古屋支部

　　　☎052－451－2628

▼「行政相談」のご案内
　行政に関する相談をお受けします。

日時　10／22（木）午後1時～３時

場所　港区役所総合案内（1階） 

問合　総務省中部管区行政評価局

　　　☎052－972－7415　℻052－972－7419

▼藤前干潟の渡り鳥調査隊
日時　10／17（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　10／16（金）までに下記へ

問合　野鳥観察館　☎・℻052－381－0160

▼パソコン相談室
日時　10／16（金）、11／6（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

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

　　　 （❻面くらしのガイド参照）から

※一般は、中学生を除く15歳以上の方

　◆受講後、マイスターとして活動したい方

※①③⑦⑧現地学習あり。交通費自己負担

※④託児は1／20現在満２歳以上の未就学児、

　　子どもの氏名・生年月日を記入。（定員4

　　人、費用480円）

※定員を超えた場合は抽選

※1講座につき1人1回のみの申し込み有効

※①初回のみ午後、②初回のみ夜間

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

講　座　名 日　程 時間 回数 対　象 定員 費用 締切

①〈なごや学マイスター講座〉
　みんなで創る「なごや西の森」！
　～戸田川みどりの夢くらぶマイスターと

なって活動してみませんか～ 

11／18～12／16
毎週水曜日

午前 5 一般◆ 24人 －

10／21
（水）

② 誰もがイキイキと暮らす社会とは
　～実は、ひとごとじゃない

身近な問題を通して～

11／19～12／24
毎週木曜日

午後 6 一般 15人 －

③ 〈なごや学〉港区よいとこ！何度もおいで！！
　～散策で感じるその魅力～

1／19～２／16
指定火曜日

午後 4 一般 24人 1,200
円

12／２
（水）

④ 〈親学関連講座〉どならない子育て
　～親子の楽しいコミュニケーションの

           ススメ～（託児付） 

1／20～２／24
毎週水曜日

午前 6
小学生以下の子をもつ保護
者、子育てに関心のある方

16人 1,800
円

⑤消費者トラブル解消法と生活設計
～安心・安定した生活のために～

1／22～２／26
指定金曜日 午後 5 一般 24人 －

⑥パソコン入門講座 1／27～２／24
指定水曜日

午後 4 一般 9人 2,200
円

⑦ウォーキングから始める生涯学習！ 
　 ～春に向けてともに学びませんか～

1／30～３／20
指定土曜日 午前 5 一般 24人 1,500

円

⑧【港区多文化共生推進協議会共催】
　世界・ニッポン・ＮＡＧＯＹＡの「いま」と「これから」

～国際理解から多文化共生へ～

２／18～３／18
指定木曜日

午前 4 一般 24人 － 1／20
（水）

令和2年度　港生涯学習センター 後期主催講座

港防災センター

　ソナ・エルの防災やってる？

　台風や秋雨前線の影響もあり、

天候が不安定になる時期。一人一人の

避難行動計画を時系列的に整理する

「マイ・タイムライン」を作成し

て風水害に備えよう。

問合　港防災センター

　　　☎052－651－1100　℻052－651－6220

▼大切な人にフォトメッセージを贈ろう！
　感謝の気持ちを伝えることで、人権につい

て考えてみよう！

日時　11／３（火・祝）

　　　午前10時30分～午後0時30分

場所　港区役所前広場

問合　港区役所地域力推進室

　　　☎052－654－9624　℻052－651－6179

▼秋の生活安全市民運動
10／11（日）～20（火）

　子どもの安全を守る活動の推進

～子どもを犯罪から守る５つの約束～

 1　「つ」 ついていかない

 ２　「み」 みんなといつもいっしょ

 ３　「き」 きちんとしらせる

 4　「お」 おおごえでたすけをよぶ

 5　「に」 にげる

　この合言葉（つみきおに）を子ど

もに繰り返し教えるとともに「こど

も110番の家」の場所を子どもと一緒

に確認しておきましょう。

　また、防犯ブザーやホイッスルな

どを外出時に携帯させましょう。

問合　港区役所地域力推進室

　　　☎052－654－9621　℻052－651－6179

マイ・タイムラインの作成見本はこちら→

簡単アクセス
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