
港区役所福祉課　　052-654-9718　　052-651-1190 南陽支所区民福祉課　　052-301-8348　　052-301-8411問合

　外見からは分かりにくい障害・疾患のある

方や、コミュニケーションを取ることが困難

な障害のある方などが活用します。

？ 誰のためのカード？

　透明のケースに入れて、首からぶら下げ

たり、かばんに取り付けて、周りの方に提示

します。

？ どうやって使うの？

　港区役所や南陽支所、港保健センター、

港区障害者基幹相談支援センター、港区社

会福祉協議会で配布しています。

？ どこでもらえるの？

名古屋市オリジナルヘルプカード名古屋市オリジナルヘルプカード

授産製品を購入して、応援しましょう授産製品を購入して、応援しましょう 　障害者の方が作った食品や雑貨など（授産製品）を区役所・支所の庁舎内で販売して

います。商品を購入することは、障害者の支援につながります。ぜひ、お立ち寄りください。

　販売事業所の都合などにより、販売の予定が変更となる場合があります。

　販売スケジュールなど詳しくは、港区ウェブサイトの月間スケジュールでご確認ください。

12月3日～9日は

障害者週間です

検索みなとーり

港区役所
エントランスホール

（1階）

場所

●急に具合が悪くなった

　（ 緊 急 時 ）

●迷子になって道を

　教えてもらいたい

　（ 平 常 時 ）

●避難所で生活を

　しなくては

　ならなくなった

　（ 災 害 時 ）　 　　　　　　　　など

きゅう

まい

ひ

さい がい じ

なんじょ せいかつ

おし

へいじょう じ

ご みち

ぐ あい わる

きんきゅう じ

ヘルプカードは、
こんなときに利用できます。

り よう

　「手助けが必要な人」と「手助けする人」を結ぶ

名刺サイズの２つ折りのカードです。

みなとーり・
マスコットキャラクター「しゃちBAY」

裏面

　障害についての講話や障害のある方との交流会など、ご

要望に応じて出前講座でお届けします。お気軽にご相談く

ださい。

出前講座出前講座

期間
令和3年3月末までの平日　午前9時～午後5時

※祝休日除く
場所 港区内のご希望の場所

主催 港区障害者自立支援連絡協議会 申込 港区役所福祉課へ電話

対象 港区在住・在勤・在学で5人以上のグループ
港区障害者基幹相談支援センター

（港栄一丁目1－22港栄店舗104号）

地下鉄名港線「港区役所」駅②番出口より、北へ徒歩1分

　052-653-2801　　052-651-7477

問合

港区障害者基幹相談

支援センターをご存知ですか？

港区障害者基幹相談

支援センターをご存知ですか？
　障害・難病のある方やご家族の

方などの身近な相談窓口です。生

活の悩みや不安、仕事、福祉に関す

るサービスの相談など、お気軽に声

を掛けてください。

ヘルプカードを提示された時は、

ヘルプカードに書いてある内容について

支援や配慮をお願いします。

障害のある方を理解する研修会

「あなたと私の架け橋宅急便」

　自分から「困った」と伝えるのが苦手な人

が、緊急時や災害時などに、このカードを

見せることで、周りの人に助けを求めるも

のです。

？ ヘルプカードってなに？

　港区では、「障害者が自立して安心して暮らせる地域社会づくり」を目指した

取り組みを進めています。皆さんも一緒に、支援の輪に入ってみませんか？

もっと身近に！ 障害者福祉のこと

みなとーりみなとーり

南陽支所
エレベーターホール前

（1階）

場所

みなと～り南陽支店・
マスコットキャラクター「みなど～る」

みなと～り

南陽支店

みなと～り

南陽支店

　栄養士考案の健康に配慮した和食
中心のお弁当や、タオルなどの縫製品
などを販売。

☎052-384-8567

しおかぜ作業所

　愛知県産の小麦「きぬあかり」を使っ
たうどん（冷蔵）や、手芸品などを販売。

☎052-301-1823

作業所えがお

　期間限定のパンなど、20種類以上
の美味しいパンを販売。

☎052-302-7301

うろじの家
「ぱんだふる」

みなとーり

　3色の毛糸を編み込んだたわし、色
とりどりのビーズを使ったアクセサリー
などを販売。

☎052-661-0390

まちかどサポート
センター

（かもめクラブ・
  すずめクラブ）

　ローズマリーやオレンジピールの
入ったクッキー、風邪予防効果のある
ローゼルティーなどを販売。

☎052-691-3030

からし種

　柔らかくて吸水性に優れた布巾な
ど、日頃使える縫製品を販売。

☎052-302-1075

イルカ作業所

みなとーり

自由に

書き入れます

みなと～り南陽支店

区の人口　143,333　世帯数　64,272　(令和2年 10 月 1 日現在)
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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・費用の表示のないものは無料　※申し込みの表示がないものは当日自由参加

【予約制】の事業は、事前に電話予約してください。

■お口の健康づくり

　舌体操でお口の機能をアップ　

Point

　食事前がおすすめ！唾液がしっかり出

て、食べる準備が整います。

　　まず、舌を左回り５回、右回り５回
　
ゆっくり大きく回す。

　　
次に、口を閉じて舌先を唇と歯茎の

　
間に置き、ぐるりと左回り５回、右回り

　
５回ゆっくり回す。

 

効果　
①舌の働きがよくなり、誤って食べ物が気

　管に入ることを防ぎます。

②唾液が出て、口の乾燥を防ぎます。

③発音がはっきりします。

④口臭の元の食べかすが残りにくくなりま

　す。

問合　保健感染症係　　052-651-6509

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。

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。

《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。

　 　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

母乳相談【予約制】

052-302-8161
11/30（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

かみかみ離乳食教室

【予約制】

ϐ 052-651-6509
11/25（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　11/11（水）~

子どものアレルギｰと

ぜんそく相談【予約制】

052-651-6531
11/18（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・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

詳細は、港区
ウェブサイトから

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

▼ネズミ防除講習会
～11・12月はネズミ防除運動期間~

　ネズミ被害を防止する最も効果的な方

法は侵入場所をふさぐことです。

　また毒餌による駆除は、寒くなるこの時

期が最適です。

　ぜひこの機会に防除を行いましょう。

日時　11/30（月）

　　　午後2時~3時

場所　港保健センター

内容　ネズミの生態と防除、毒餌作り

持物　８枚切り食パン２枚、ビニール袋、

　　　筆記用具、ハンカチ

申込　事前に下記へ

問合　南保健センター環境薬務室

　　　（住居衛生）

　　　　052-614-2862　　　052-614-2818

▼はじめての歯みがき教室【予約制】
　歯が生え始めると、歯みがきを始める時

期や、磨く方法、回数、時間などの歯みがき

に関する心配事が増えてきます。この教室

では、歯みがきや虫歯予防についての情報

をお伝えします。

日時　11/18（水）

　　　午前10時~

対象　令和元年9月~

　　　２年１月生まれの

　　　子とその保護者

定員　15組（先着順）

申込　11/11（水）~13（金）正午までに下記へ

問合　保健感染症係　

         052-651-6509

▼お口育て教室【予約制】
　赤ちゃんの食べる機能は、学習によって

習得していきます。この教室では、お口育て

のための離乳食スプーンの選び方、離乳食

の作り方などを学びます。また、抱っこの仕

方次第でもお口は変わります。正しい抱っこ

ひもの調節方法についても学びます。

日時　12/16（水）

　　　午前10時~

対象　令和２年６月~

　　　9月生まれの子と

　　　その保護者

定員　15組（先着順）

申込　11/11（水）~12/11（金）正午までに下記へ

問合　保健感染症係　 052-651-6509

「子どものお口の健康についての教室」をオンラインで開催します！
　オンラインミーティングアプリ「ZOOM」で教室を行います。パソコンまたはス

マートフォンなどでご参加ください。詳細は、下記までお問い合わせください。

たくさんの犬や猫を飼っている方へ
　令和2年10月1日から、多数の犬

または猫（合計10匹以上）を飼われ

ている方は、保健センターへの届

け出が義務化されました（一部例

外あり）。届け出後にペットを適正

に飼養するための講習会を受講し

ていただきます。詳細は下記へ

問合　食品衛生・動物愛護等担当

　　　　 052-651-6486　　
　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、名古屋の経済・産業の発展を支えました。

　運河の周辺には多くのものづくり企業があり、近年では運河の

水面などを活用したアート活動や水上スポーツ

が行われ、新たな魅力も生まれています。

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

©名古屋港管理組合

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

昭和を感じることができる倉庫や工場▶

　運河に向かってクレーンが伸びている

倉庫や工場を見ることができます。

中川口通船門▶

　水の高さが違う

名古屋港と中川運

河を船が通れるよ

うにするための特

別な仕組みです。

新
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教室名 日 時 定員

ヨガ＆ピラティス

11/13～12/４
毎週金曜日

18：45　
～19：45

各
40人

バレトン＆エアロ
19：50　
～20：50

教室名 日 時 定員

姿勢改善エクササイズ
11/12～26

毎週
火・木曜日

9：15　
～10：15

各
30人

エアロビクス
10：30　
～11：30

体幹ストレッチ
11/17～12/８
毎週火曜日

13：15　
～14：15

日 程 時 間

11/17～12/８
毎週火曜日

13：00～14：00

11/12～12/10
毎週木曜日

11：00～12：00

　

スピードは

控えめに！

▼11月は分別マナーアップ推進月間
　分別が多少不十分で収集していたものでも、

今月は分別し直していただくことがあります。

◆可燃ごみに混ざっていませんか？ 

　下のマークがついたものは「資源」です！

【プラスチック製容器包装】   【紙製容器包装】

◆モバイルバッテリーや小型充電式電池は

　収集できません！

　お近くの回収拠点・港環境事業所へお持ち

込みください。

◆資源・ごみ分別アプリ「さんあ～る」を

　ご利用ください！

問合　港環境事業所　

　　　 052-382-3575　 052-384-0562

原則として

▼簡単な漏水の調べ方
　「水道の使用量がいつもより多い」と感じた

ら、まずは水漏れがないかチェックしましょ

う。家の中の蛇口を全て閉めてから、水道メー

タの赤い針やパイロット（金属の円盤）を確認

してください。動いていたら水漏れの恐れが

あります。

　水漏れを見つけたときや水道メータの場所

が分からない場合は、下記へ

問合　上下水道局港営業所

　　　 052-661-5226　 052-651-2269

▼中川税務署からのお知らせ
●令和２年分年末調整等説明会

開催中止について
　　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防　

　止および参加される皆さまの安全を考慮し、

　例年実施しておりました年末調整等説明会

　につきましては、開催を中止します。ご不明

　な点は、税務署へお問い合わせください。

▼11月は「明るい選挙強調月間」
　政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈る

ことは法律で禁止されています。また、有権者

が求めることも禁止されています。

　みんなで守ろう三ない運動

　贈らない・求めない・受け取らない

　●「明るい選挙」ポスター・書道作品展
　期間　11/24（火）～12/７（月）

　　　　※11/28（土）・29（日）、12/5（土）を除く

　　　　　12/6（日）は正午まで

　場所　港区役所エントランスホール（１階）

問合　港区選挙管理委員会

　　　 052-654-9618　 052-651-6179

▼違法駐車はやめましょう !
　駐車禁止の表示がなくても、「駐車が禁止さ

れている場所」があります。

＜駐車が禁止されている主な場所＞

●駐車車両の右側の道路上に3.5ｍ以上の余地

　がない場合

●消火栓や防火水槽などの消防用

　水利から5ｍ以内の部分

　消防車や救急車が出動するときは、常に一刻

を争います。そんなとき、違法駐車によって、通

行が妨げられると、皆さまの大切な命や財産

を守ることができません。また、違法駐車の車

が消火栓や防火水槽を塞いでいると、火災発

生時の消火活動に使用することができませ

ん。

　路上に車を停めるときは、消防車や救急車の

通行・活動の妨げとならないか、車を離れる前

にもう一度ご確認ください。

問合　港消防署

　　　 052-661-0119　 052-653-0119

　●11月は
　　「自転車安全利用促進強調月間」
　　 ～自転車に乗るときに実践しよう～

　◆走るときは、車道の左側が原則、

　　歩道は例外

　◆歩道を走るときは歩行者優先で、車道寄り

　　を徐行

　◆子どもと高齢者はヘルメットを着用

　◆夕暮れ時は早めにライトを点灯

　◆夜は、明るい服装や反射材

　　を着用

　◆スマートフォンを見ながら、

　　イヤホンを使いながらの運転を

　　しない

　●11月26日は
　　自転車盗難防止「ツーロックの日」
　　港区で盗まれた自転車の約半数は無施錠

　です。また、最近の傾向として、自宅やマン

　ションの駐輪場で盗難の被害に遭うケース

　が増えています。自転車には短時間でも必

　ず鍵を掛け、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

　　　　 052-654-9624　 052-651-6179

　　　　　　　大規模災害発生時にはライフ

　　　　　　ラインが止まってしまう可能性

　　　　　があります。普段から飲料水や非

　常食などを７日分備蓄し、うち3日分は非常

　時に持ち出せるようにしましょう。

　　また、新型コロナウイルス感染症対策と

　して、非常持出品に体温計、

　マスク、アルコール消毒液、

　スリッパなどを追加して

　準備をお願いします。

　問合　港区役所総務課

　　　　 052-654-9614　 052-651-6179

　ジィジョの
 　　　防災わんポイント！

●税務署に行かなくても確定申告はできます！
　　令和２年分の確定申告における確定申告

　会場は、新型コロナウイルス感染症の感染

　拡大防止のため、入場制限を行う場合があ

　ります。

　◆自宅でできる確定申告

　　 　確定申告会場に行かなくても、①②を

お持ちであればe-Tax（電子申告）で申告

書を提出できます。　

　　①マイナンバーカード

　　②ＩＣカードリーダライタまたはマイナ

　　　ンバーカード読み取り対応のスマート

　　　フォン

　　事前に税務署でＩＤ・パスワードの発行

　手続き（※）をすると、マイナンバーカード

　やＩＣカードリーダライタなどがなくても、

　e-Taxを利用できます。

　※ＩＤ・パスワードの発行手続き

　　 　申告者本人が運転免許証などの本人確

認書類をお持ちの上、最寄りの税務署へ

お越しください。

　 　確定申告に備え、今のうちから、マイナ

　ンバーカードの申請手続きまたはＩＤ・パ

　スワードの発行手続きをご検討ください。

問合　中川税務署　 052-321-1511

▼稲永スポーツセンターからのお知らせ
●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　当日30分前～先着順

●休館のお知らせ
　　設備工事のため、下記のとおり休館しま

　す。ご注意ください。

　期間　１/12（火）～２/28（日）

問合　稲永スポーツセンター

　　　 052-384-0300　 052-384－0303

▼南陽プールからのお知らせ
●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　当日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

▼認知症サポーター養成講座
日時　①11/11（水）午後２時～４時

　　　②11/26（木）午後１時30分～3時

場所　①イオンモール名古屋茶屋

　　　②港区東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港区西部いきいき支援センター

　　　　 052ｰ381-3260　 052-381－3261　　　②港区東部いきいき支援センター　　　　 052ｰ651－0568　 052-651－1167

▼港区冬季卓球大会
日時　１/10（日）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・在学者（高校生以上）、

　　　港区体育協会加盟団体

部門　男子・男子50歳以上・女子

内容　シングルストーナメント

費用　300円

申込　12/9（水）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

小型充電式電池

分別アプリ　さんあ～る
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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。

▼とだがわこどもランドの催し
●コメディ・クラウン・サーカスショー
　日時　11/22（日）

　　　　午前10時30分～/午後１時30分～/

　　　　午後３時30分～（各40分間）

　　　　※各回30分前～開場

　定員　各80人（先着順）

　内容　ジャグリングやバルーンなど、クラ

　　　　ウン（道化師）による、パフォーマン

　　　　スショー

　申込　開演１時間前～整理券配布

●シャンディ・クランツ
　　  コメディ・クラウンショー
　日時　11/23（月・祝）

　　　　午前10時30分～/午後１時30分～/

　　　　午後３時30分～（各30分間）

　定員　各80人（先着順）※雨天時

　内容　屋外回遊型のクラウン（道化師）によ

　　　　るパフォーマンスショー

　申込　雨天時は、開演１時間前～整理券配布

　　　※雨天時は屋内で実施のため、定員があります。

●人形劇であそぼう
　日時　11/26（木）午前11時～11時30分

　　　　※15分前～開場

　対象　未就学児とその保護者

　定員　25人（先着順）

　内容　かわいい人形たちが

　　　　楽しいお話を繰り広

　　　　げます。

　申込　当日午前10時30分～整理券配布

問合　とだがわこどもランド

　　　 052-304-1500　 052-304-1501

▼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

11月

12 木 10：00～11：00 高木コミセン

14 土 13：45～14：45 宝神荘

14 土 15：00～16：00 新稲永荘

18 水 10：00～11：00 新泰明荘

21 土 10：00～11：00 正保公園

12月

２ 水 13：45～14：45 明徳小学校南

５ 土 10：00～11：00 みなと荘

▼おはなし会

申込　①11/15（日）午前９時30分～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

▼港図書館からのお知らせ
●みなと子育てミニ広場
　日時　11/19（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　６組（先着順）

　内容　自由遊び、育児交流など

　申込　11/11（水）午前９時30分～下記へ

問合　港図書館　　

         052-651-9249　 052-651-9250

▼南陽図書館からのお知らせ
●親子で化石をほろう！ 　日時　11/28（土）

　　　　午前10時～11時30分

　対象　小学４年生～中学生とその保護者

　定員　５組10人（先着順）

　申込　11/14（土）～下記へ

問合　南陽図書館

　　　 052-301-2116　 052-301-2117

対象 日 時 場 所 定　員

乳幼児

②11/12（木）・26   
（木）、12/10（木）

11：00
～

11：20

南陽
図書館

５組

①12/２（水）・９
（水）・23（水）

港図書館 ６組

①12/16（水）
らら

スタジオ
６組

幼児・
小学生

②11/21（土）
南陽

図書館
５組

①12/19（土） 港図書館 ６組

▼荒子川公園ガーデンプラザ展示会
●トロッケンゲビンデ 
　　　　　　　未来へつなぐ乾燥植物工芸展　期間　11/13（金）～15（日）

●木工クラフト（剪定木で作った生き物）展
　期間　11/19（木）～23（月・祝）

●いけばな展　期間　11/28（土）・29（日）

問合　荒子川公園ガーデンプラザ

　　　 052-384-8787　 052-384-5664

▼農業文化園・戸田川緑地の催し
●ベジタブル☆クリスマス
　期間　12/25（金）まで

　内容　稲や野菜を使ったクリスマス

　　　　飾りを展示します。

▼絵本作家と遊ぼう
日時　11/21（土）午前10時30分～正午　　　

対象　４歳～小学生（はさみが使える方）

　　　※幼児は保護者同伴

定員　10組（先着順）

内容　『ほしじいたけ ほしばあたけ』『なんと！

　　　ようひんてん』の作者、石川基子さんの

　　　読み聞かせとミニ絵本創りのワーク

　　　ショップ

　　　※汚れてもいい服装で参加

申込　11/11（水）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　11/14（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　11/13（金）までに下記へ

問合　野鳥観察館　 ・ 052-381-0160

▼名古屋市認知症家族支援事業
●認知症の家族サロン
　日時　①11/19（木）、12/３（木）②11/24（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港区西部いきいき支援センター

　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　11/19（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

●地元野菜トラック市
　日時　12/５（土）

　　　　午前10時～午後３時

　　　　※野菜がなくなり次第終了

　内容　地元農家が作る新鮮野菜の販売

　　　　親子マルシェも同時開催

問合　戸田川緑地管理センター

　　　 052-302-5321　 052-303-6116

▼港生涯学習センターの催し
●【公開講座】これからも日本でイキイキと

　暮らしたい
　～入管法改正から３０年、日系外国人の今～
　主催講座「誰もがイキイキと暮らす社会

とは」の第１回を公開します。

　日時　11/19（木）

　　　　午後６時30分～８時30分

　　　　※30分前～開場

　定員　24人（先着順）

　申込　当日午後５時30分～整理券配布

●＜なごや環境大学共育講座＞
　海洋プラスチックって何？
　～その原因と影響を探る～
　日時　12/５（土）午後１時30分～３時30分

　　　　※30分前～開場

　定員　24人（先着順）

　申込　当日午後０時30分～整理券配布

　※高校生以上向けの内容です

問合　港生涯学習センター

　　　 052-653-5171　 052-653-5172 ▼パソコン相談室
　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。

日時　11/20（金）、12/４（金）

　　　午前10時～正午

問合　港生涯学習センター

　　　 052-653-5171　 052-653-5172

▼無料人権相談
　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、人権擁護委員が相談に応じます。

日時　12/10（木）

午前10時～正午、午後１時～３時

場所　港区役所第四会議室（３階）

問合　港区役所総務課

　　　 052-654-9613　 052-651-6179

　今年も紅葉の季節になりました。

夏場に緑や木陰を与えてくれた樹木

は紅葉の盛りを過ぎると、一斉に葉を落とし

ます。側溝や雨水枡
ま す

に落ち葉がたまると、雨

水の排水が妨げられ、道路の冠水などの原因

となります。

　沿道にお住まいの皆さま

にはご迷惑をお掛けします

が、玄関前や歩道の落ち葉清

掃にご協力をお願いします。

問合　港土木事務所　

　　　 052-661-1581　 052-661-9154

「落ち葉清掃にご協力を」

簡単アクセス
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