
↓SDGsフェスティバルin名古屋丸の内「SDGsテラス」（中区）

今 月 の 特 集

みんなが幸せに生きる未来のためにできること 名古屋市はSDGs未来都市

市長インタビュー「ＳＤＧｓ。なんでｗｈｙ！！」 など

ぜひ読んでね！

エスディージーズ

ワイ

イン

052 - 953 -7584 午前8：00～午後9：00
年中無休

よくある質問をウェブサイトで公開しています。
名古屋おしえてダイヤル

市政に関する

お問い合わせは 052-971-4894　　7584@oshiete -dial.jp 名古屋おしえてダイヤル

新型コロナウイルス感染症の影響により各ページに記載のある行事などは中止や内容変更となる場合があります。各催しの問い合わせ先へご確認ください。

■同感染症について不安のある方は、以下の相談窓口にご連絡ください。

　厚生労働省電話相談窓口　　 0120-565653（午前9：00～午後9：00）  FAX03-3595-2756

■発熱などの症状のある方は、まずはかかりつけ医にご連絡ください｡

■相談する医療機関に迷う場合には、受診・相談センター（コールセンター）にご連絡ください｡（24時間受付）
　☎ 052-249-3703　FAX052-265-2349　　  nagoya_jyushinsoudan@medi-staffsup.com
　※聴覚障害のある方など､電話での相談が難しい方はファクスまたはEメールをご利用ください｡
　※同感染症に関する一般的な相談も､受診･相談センター(コールセンター)にご連絡ください｡

■同感染症陽性の方や濃厚接触者にあたる方は､お住まいの区の保健センターにご相談ください｡

　（月曜～金曜日の午前9：00～午後5：30）

新型コロナウイルス感染症について
※今後の状況により変更となる場合があります。
　最新情報は市ウェブサイト（www.city.nagoya.jp）をご覧ください｡

相談窓口はこちらからも
ご確認いただけます↓

「新型コロナウイルス

接触確認アプリ」の

インストールをお願いします｡

Android端末を
ご利用の方

アンドロイド

iOS端末を
ご利用の方

→

←

令和3年（2021年） 1月号

広報なごやは毎月10日までにお配りしています。　　　　　配布／区役所総務課

記事の内容（開催日・申込期限など）が原則、毎月11日以降のものを掲載しています。

広報なごや点字版・声の広報なごやをご希望の方はご連絡ください。

編集・発行／名古屋市市長室広報課  ☎052-972-3134 FAX052-972-4126

〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号　　  www.city.nagoya.jp

●人口／2,327,864人

●世帯／1,129,194世帯

●面積／326.50km2

（令和2年12月1日現在）

HP



みんなが幸せに生きる未来のためにできること

Sustainable Development Goals

SDGsについて楽しく学べるホームページ「なごやSDGs街」を公開しました！

普及啓発冊子「SDGsってなに？」

大学生のアイデアで地域課題を解決し、SDGs達成を！

「SDGs IDEA FORUM」活動中！

●日本語で「持続可能な開発目標」といいます。

●2030年までに達成を目指す世界共通の目標です。

●17の目標と169のターゲットが設定されています。

●「誰一人取り残さない」を誓い、先進国も開発途上国も、

　全ての国において達成すべき目標です。

こんな地域課題を考えています。

なごや環境大学では、SDGs達成に向けた活動や行動の創出を図る「SDGs未来創造クラブ」を進めています。

市内21図書館で、SDGsの特設展示を実施中です！

SDGsの各ゴールが示す内容や、

SDGs未来都市に選ばれた名古屋市

の取り組み内容について紹介してい

ます。市ウェブサイトをご覧ください。 問合 総務局企画課  ☎ 972-2203  FAX 972-4418

SDGs。なんでｗｈｙ！！

　まず自己紹介してちょうよ。河村たかしからインタ

ビュー。

　高砂有里さん｢名古屋市立大学人文社会学部

現代社会学科3年。プラスチックの研究をし、9年卓

球をやっています｣

　後藤孝志さん｢同じく現代社会学科４年。弓道部

のキャプテンでした。4部リーグだったのを3年連続

昇格させ、１部リーグまで行きました｣

　長谷川和実さん「同じく現代社会学科４年。ダン

ス部。ロックダンスをしていました」

　Q.みんなSDGs達成に向けてどんなことに取り

組んできたわけ?

　高砂さん｢ゼミでは、SDGsや脱プラスチック社会

について研究しており、今回、市主催のSDGs IDEA 

FORUMにも参加します｣

　後藤さん「脱プラスチックを目指し、紙製のファイル

を皆さんに配布してきました」

　長谷川さん「昨年はプラスチックの削減。今年は

卒論で子どもの貧困について研究しています」

　Q.みんなの苦労話、聞かせてちょうよ。

　長谷川さん｢なぜ子どもの貧困を無くさないといけ

ないのか。なぜプラスチックを無くさないといけない

のか。『なぜ？』と考えることに苦労しました｣

　後藤さん「『紙よりプラスチックのほうが使い勝手

がいいよ』と実際に言われることもあり、当たり前の

ように意識の中に染み付いてしまっているので、その

意識をぬり変えるのに苦労しました」

　高砂さん「コロナで衛生面が重視されるように

なったので、脱プラスチック社会と衛生面をどう両立

するか。すごく苦労しました」

　Q.市民の皆さまへのメッセージをどうぞ。

　高砂さん「一度プラスチックについて考える機会を

持ってもらえるといいと思います｣

　後藤さん「SDGsには17個の目標があります。

SDGsってなんだろうというところから、インターネット

などで調べてみてくださいね」

　長谷川さん「17個の目標。まず1つでも知って、少し

でも行動に移してもらえるとよいと思います」

　ほんだけど、常に両面から考えてみやぁ！レジ袋で

も、2説分かれるがね。環境上良くないから有料化

して使わんようにとか、余ったプラスチックだで、生活の

便利にもなるがね、とか。

　皆さん名市大のバリバリの若者。ぜひ社会の両面

からの意見をよう考えてナゴヤから世界に羽ばたいて

ちょうよ。Good Luck 名市大の若者たち。

↑左から長谷川和実さん、高砂有里さん、河村市長、

　後藤孝志さん （市役所本庁舎市長室にて）

ホームページは

こちらから↓

市ウェブサイトは

こちらから↓

マーチ

ワイ

サスティナブル ディベロップメント

名古屋市はSDGs未来都市
ディー ジーズエス

ゴールズ

街づくりゲームや動画など

により、楽しみながらSDGs

を学べるホームページです。

SDGsを学びながらポイン

トを集め、あなただけの街

をつくりませんか？

例えば…　「食べ物を残さず食べきった」「ごみ

拾いをした」などSDGs達成に向けた身近な

取り組みを投稿するとポイントを獲得！

令和
2年1

2月

オープ
ン！

※1/31（日）まで 問合 環境局環境企画課  ☎ 972-2684  FAX 972-4134

こちらも見てね！

海を守る

には…？

多文化・多世代が共生

できるまちづくりとは？

名古屋がリサイクル

先進都市になるには？

食品ロスを

減らすには？

どうやってポイントを集めるの？

16面参照

集めたポイントを使ってパーツをゲット！

たか すな

アイデア

グッド ラック

フォーラム

広報なごや　令和 3年 1月号2



差別や偏見は、警戒して距離を置こうとして抱いて

しまう、過度な不安や恐れといった気持ちから生ま

れます。恐れるべきはウイルス自体であり、ウイルス

に感染した人ではありません。何気なく言ってし

まった一言で、周りの人を傷つけていないか、今一

度自分を振り返り、冷静な行動ができるように心掛

けましょう。

人権問題についてお悩みの方はご相談ください。

●なごや人権啓発センター　☎ 684-7017　FAX 684-7018

　火曜(祝休日の翌日を除く)～日曜日の午前9:00～午後5:00

●法務省　人権に関する相談窓口　☎ 0570-003-110

　祝休日を除く月曜～金曜日の午前8:30～午後5:15

　　　　　　　                   インターネット人権相談窓口はこちら →

新型コロナウイルスの影響でお悩みの方はご相談ください。

●新型コロナウイルスこころのケア相談（電話相談）

　☎ 483-2185　祝休日を除く月曜～金曜日の

　　　　　　　   午前8:45～正午・午後1:00～5:00

　☎ 212-9780　祝休日を除く月曜～金曜日の午後5:00～10:00

　　   市内在住か在勤（学）の方

新型コロナウイルス感染症が日本で確認されてから、まもなく1年が過ぎようとしています。長引くコロナ禍で、いつもなら

しないきつい態度をとってしまったり、普段は気にならないことに非常に動揺してしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

コロナ禍だからこそ、優しさを忘れずに、一人一人が日ごろの生活を見つめ直してみましょう。

市精神保健福祉センターここらぼには、

日 こ々のような悩みが寄せられています。

■地下鉄やバスに乗るのも怖い。

　悪いことばかり考えてしまう。

■家族がコロナの影響で仕事をなくして、

　不安で夜も眠れない。

感染リスクが高まる「５つの場面」に注意しましょう。

飲酒の影響で気分が高揚し、

大声になっていませんか？

区切られた狭い空間に

大人数が集まって

いませんか？

マスクなしでの会話

マスクをつけずに、近距離で

話していませんか？

狭い空間での共同生活

長い時間、換気せず閉鎖された状態に

なっていませんか？

大人数や、長時間に及ぶ

飲食になっていませんか？

居場所の切り替わり

仕事の休憩時間など、

気が緩んでいませんか？

飲酒を伴う懇親会など 大人数や長時間に及ぶ飲食場面❶

場面❸ 場面❹ 場面❺

場面❷

今までと異なるコロナ禍が長期にわたり、怖さやス

トレスを誰もが感じています。こういう時は、日々の

生活の中で無理なく楽しめる活動を増やしたり、軽

い運動をしてみては？また、信頼できる方に自分の

気持ちを話すことで、つらさが和らぐこともあります。

長く続く場合は専門家にご相談ください。

問合 スポーツ市民局人権施策推進室  ☎ 972-2583  FAX 972-6453 問合 市精神保健福祉センターここらぼ  ☎ 483-2095  FAX 483-2029

人権施策推進室

担当職員

精神保健福祉センター

担当職員

相
談
窓
口

相
談
窓
口

対象

気を付けよう！

休憩室・喫煙所・

更衣室など

意識しよう！

こまめな換気や

共用部分の消毒

気を付けよう！

昼カラオケ、

車・バスなどの車中

避けよう！

回し飲み・

箸の共用

避けよう！

大声での会話・

深夜のはしご酒

■感染者の氏名などの個人情報を

　インターネットや地域で広める。

■感染者が確認された学校や

　会社などを非難する。

■医療従事者の入店や、家族の登園・

　登校を拒否する。

コロナに感染したのは

○○さんらしいよ

○○学校の生徒は

外出するな！

コロナを

まき散らすな

新型コロナウイルス感染症対策本部会議資料をもとに名古屋市が作成問合 防災危機管理局危機対策室  ☎ 972-3598  FAX 962-4030

新しい生活コロナ と
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計画(案)･資料などの配布･閲覧は区役所情報コーナー･市民情報センター(市役所

西庁舎1階)のほか､市ウェブサイトでもご覧いただけます｡点字版･音声変換用テキスト

ファイルを希望される方は問い合わせ先へご連絡ください｡

皆さんの意見を市政に

パブリックコメント
皆さんのご意見を

お寄せください

問合 子ども青少年局子ども福祉課  

☎ 972-2519  FAX 972-4438 
　  a2519@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画

(第４次)(案)

配偶者からの暴力防止および被害者の保護や自立などに関わる総合的

な支援を推進するための計画(案)を策定しました｡

1/25(月)まで配布･募集期間 問合 健康福祉局健康増進課  ☎ 972-3078  FAX 972-4152 

　  shokuiku@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

名古屋市食育推進計画(第4次)(案)

食育基本法に基づき、食育に関する施策を総合的･計画的に実施する

ための計画(案)を策定しました｡

1/28(木)まで配布･募集期間

 

☎ 972-2234 

問合 スポーツ市民局男女平等参画推進室  

FAX 972-4206　       
a2233-03@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

名古屋市男女平等参画基本計画2025(案)

誰もが性別に関わりなく個性と能力を発揮できる｢男女共同参画社会｣

の実現を目指し、男女平等参画に関する推進施策を総合的かつ計画的

に取り組むための計画(案)を策定しました｡

1/25(月)まで配布･募集期間

る

問合 緑政土木局自転車利用課  ☎ 972-2877  FAX 972-4183 

　  a2876@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

名古屋市自転車活用推進計画(案)

｢自転車があらゆる場面で活きているまち｣の実現のため､自転車に関す

本市の目指す姿､今後10年間の目標､それに伴う施策･事業を定めた

計画(案)を策定しました｡

1/12(火)～2/10(水)配布･募集期間

い

問合 健康福祉局保険年金課  ☎ 972-2567  FAX 972-4148 

　  a2563@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

第2期名古屋市国民健康保険保健事業実施計画(データ

ヘルス計画)及び第3期名古屋市国民健康保険特定健康

診査等実施計画の中間評価(案)

国民健康保険の被保険者の健康･医療情報などの分析に基づいて、PDCA

サイクルに沿った効果的な保健事業を展開し、継続的に健康づくりの支援

をするための第2期データヘルス計画およびメタボリックシンドローム

に着目し、生活習慣病の発症や重症化予防を図るための第3期特定健康

診査等実施計画について、計画期間(平成30年度～令和5年度)の中間

年度にあたり、中間評価(案)をとりまとめました｡

1/12(火)～2/10(水)配布･募集期間

問合 市敬老パスコールセンター(2/1開設)　

☎ 766-5500（祝休日を除く月曜～金曜日の午前9:00～午後5:15）  (健康福祉局高齢福祉課　☎972-4627　FAX955-3367)

※提出期限は｢敬老パスの更新手続きのご案内｣に記載されています｡必ずご確認ください｡提出期限を

過ぎた場合､通常通り(有効期限の約1カ月前～)の更新ができない場合があります｡

※有効期限切れの敬老パスをお持ちで､今年の2/1(月)以降に期限更新される方は､下記コールセン

ターにご連絡ください｡ ※敬老パスの期限更新に乗じた詐欺などに

　ご注意ください。

　
※記載内容の確認のため、

　名古屋市からお電話する場合があります。

｢敬老パスの更新手続きのご案内｣に､

次の2点が同封されます。

  同意書･口座登録票

  返信用封筒

｢同意書･口座登録票｣ に必要事項を

ご記入ください｡

［同意書］

利用回数の確認や乗車料金

の返金のため､乗車実績を

各交通事業者から取得する

ことに同意をいただくもの

［口座登録票］

乗車料金の返金先の口座

をご登録いただくもの

同意書･口座登録票 を

返信用封筒で郵送して

ください｡

ステップ ステップ ステップ

※別途通常の敬老パスの更新手続き(区役所･支所､地下鉄駅､郵便局での更新)も必要です。

敬老パスにチャージしたお金で､名古屋鉄道･

近畿日本鉄道･JR東海の対象の駅を利用した

場合､乗車料金を返金 ※対象の駅について、

詳しくは同封のパンフレットをご覧ください。

変更点変更点

来年2月から､敬老パスが次のとおりに変わります。

敬老パスの利用回数に上限を

設定(1年間で730回)

1

どちらかの写しと、
登録される口座の通帳

キャッシュカード }

期限更新敬老パス

ご提出ください！

の にあたり

を

1 2 3

同意書・口座登録票

制度変更に向け、2/1（月）以降「同意書・口座登録票」の提出が必要になります。

対象交通機関の拡大 変更点変更点2 利用回数の上限設定

※1月末に、「敬老パス

の更新手続きのご案

内」をお送りする方

から同封します。

※通帳やキャッシュカードの原本は送付しない

でください。

第6期名古屋市障害福祉計画･第2期名古屋市障害児福祉

計画(案)

障害のある方が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、

また障害のある児童が身近な地域で支援を受けることができるよう、

障害福祉サービス･相談支援･地域生活支援事業･障害児通所支援など

の提供体制の確保に係る目標などに関する計画(案)を策定しました｡

問合 健康福祉局障害者支援課  ☎ 972-2558 
 
FAX 972-4149 

　  a2558@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

1/14(木)～2/12(金)配布･募集期間

広報なごや　令和 3年 1月号4



新型コロナウイルス感染症の影響について
掲載されているイベントや行事などについては、中止や内容変更となる場合がありますので､あらかじめご了承ください。

最新情報は各問い合わせ先へご確認いただくか、市ウェブサイトをご覧ください。
イベントや行事に参加される場合は以下のことにご理解とご協力をお願いいたします。

小児慢性特定疾病医療受給者証の

更新申請

令和3年3月31日まで有効の同証を
お持ちの方は､有効期限までに更新
申請が必要です｡

3/31(水)まで
区役所福祉課・支所区民福祉課問合

受付

民間保育所等保育士等

就職マッチングシステムサイト

｢なごや つなぐ 保育士｣の開設

市内の認可された民間保育施設の求
人情報を掲載。保育士･保育教諭･保育
補助者として就職を希望する方(資格
取得見込み者を含む)に向けて求人検
索･就業相談･資格取得支援情報を提供

子ども青少年局保育企画室
☎972-2524 FAX972-4146
hoiku.city.nagoya.jp

問合

HP

案内
配布

市営住宅 入居者の先着順募集

一般募集で応募のなかった住宅が対
象

市内在住か在勤､住宅に困窮､親
族と同居(単身者向け住宅を除
く)で収入要件などを満たす方｡
先着
<単身者向け>2/4(木)午前
10:00～<一般､多家族･多子世
帯向け>2/4(木)午後2:00～
1/25(月)～区役所総務課･支所
区民生活課､住まいの窓口(中区
栄三丁目)､市住宅供給公社(西
区浄心一丁目)
☎523-3875 FAX523-3863

対象

受付

国民健康保険医療費のお知らせ

昨年6～10月診療分の医療費の総
額･自己負担額などを記載した｢医療
費のお知らせ｣を1月下旬に送付し
ます｡確定申告の医療費控除の添付
資料として利用可能です｡再発行は
できませんので申告時まで保管して
ください｡

健康福祉局保険年金課
☎972-2567 FAX972-4148

問合

①児童館 留守家庭児童クラブ

②留守家庭児童育成会(学童保育)

利用者の募集

①月曜～土曜日(祝休日を除く)
の午後1:00～6:00(春･夏･冬休
み期間中は午前9:00～)②施設に
より利用時間が異なる場合あり
下校後に就労などで保護者が留
守になる小学生
負担金必要 
①児童館②区役所民生子ども課

対象

料金

問合

日時

市営住宅 定期入居者の募集

入居期間は3～10年程度
市内在住か在勤､申込者本人が
45歳未満､住宅に困窮､親族と
同居で収入要件などを満たす
方｡先着
2/3(水)午後2:00～
1/22(金)～区役所総務課･支所
区民生活課､住まいの窓口(中区
栄三丁目)､市住宅供給公社(西
区浄心一丁目)
☎523-3875 FAX523-3863

対象

受付

案内
配布

里親制度説明

&
アンド

体験談を聞く会

1/31(日)午後1:30
～4:30
昭和生涯学習セン
ター(昭和区石仏
町)
市内在住の方｡当日先着30人程
度｡託児あり
市親和会☎933-6446
FAX935-2815
(子ども青少年局子ども福祉課
☎972-2519 FAX972-4438)

日時

問合

対象

場所

無料

体温を測定して
発熱がないことを確認

マスクの着用
咳エチケットの徹底

まめに
手洗い･手指消毒

体調が悪い場合は
参加しない

生産緑地は指定から30年が経過すると､税制優遇が縮小するなど制度
が大きく変わります｡市では､生産緑地の税制優遇を延長する特定生産
緑地の指定申し出受け付けを実施します｡対象者には､11月上旬ころに
案内書を郵送しています｡事前に電話で予約必要

平成4年(1992年)･5年(1993年)指定の生産緑地を市内に所有の方
1/25(月)～4/9(金)
(千種･瑞穂･南･緑･名東･天白区に生産緑地を所有の方)

緑区役所農政担当☎625-3932 FAX623-8191
(北･西･中村･守山区に生産緑地を所有の方)

守山区役所農政担当☎796-4551 FAX794-2256
(中川区に生産緑地を所有の方)

中川区役所農政担当☎363-4360 FAX362-6562
(港区に生産緑地を所有の方)

南陽支所農政担当☎301-8209 FAX301-8399
(特定生産緑地に関すること)

緑政土木局都市農業課☎972-2463 FAX972-4141

特定生産緑地の指定申し出受け付け開始

対象

問合

受付

がんを早期発見し､適切な治療を行うことで、がんによる死亡を減少
させることができます!早期発見には定期的ながん検診が有効です。

市内在住の以下の対象者の方に､昨年6月ごろにクーポン券を送付し
ています｡年度末は医療機関が混雑することが予想されますので､お
早めにご予約ください｡

検診の予約についてはホームページをご覧ください｡

がん検診無料クーポン券の有効期限はがん検診無料クーポン券の有効期限は

3/31(水)まで!3/31(水)まで!

●対象年齢の市民の方は､クーポン券が
　なくても､保険証などで生年月日を確認
　できれば､無料で受診できます｡
●｢2019年度無料クーポン券｣の有効期限を1年延長しています｡
　平成31年(2019年)4月1日現在､上記の年齢の方で､同券未使用の方

は､3/31(水)まで無料で受診できます｡
受診できる医療機関など詳しくは､保健センターなどで配布している
｢がん検診ガイド｣をご覧いただくか､ホームページをご確認ください。

がんの発見の経緯と5年後の生存率(がんの統計’05より)

検診名
無料クーポン券対象者

(令和2年4月1日現在､以下の年齢の方)

大腸がん 40･45･50･55･60歳の男女

子宮頸
け い

がん 20･25･30･35･40歳の女性

乳がん 40･45･50･55･60歳の女性

健康福祉局健康増進課
☎972-2637 FAX972-4152

問合

医療機関 · 検診会場では換気 ·
消毒で新型コロナウイルス感
染予防を行っています！

ホームページ
はこちら→

生活・福祉

〈往信用裏面〉〈返信用表面〉

63

63

〈返信用裏面〉〈往信用表面〉

※記載の休所日の他に､施設などにより休みの場合があります｡
※インターネットを使用するものには通信料がかかります｡

■市電子申請サービスでの申し込みは…
　https://www.e-shinsei.city.nagoya.jp

■はがき・封書・ファクス・Eメールの記入は…
　右記の往復はがき記入例と同様の記入事項を
　お書きください。

■市ウェブサイトのアドレスは…
　https://www.city.nagoya.jp

■市役所への郵便物は…
　郵便番号（〒460-8508）と局・課名のみで
　届きます。

■案内書・募集要項などの配布物・市ウェブサイト
　などでの案内は…
　日にちの記載がない場合は原則、1月4日(月)か
   らです。

■広報なごや1月号には…
　記事の内容(開催日･申込期限など)が原則
　1月11日(月･祝)以降のものを掲載しています｡

○印は区役所・支所、市税事務所・出張所の日曜窓口の実施日：午前8：45～正午｡
取扱業務は転入・転出届の受付や各種証明書の交付など。詳しくは区役所・支所、市
税事務所・出張所、名古屋おしえてダイヤル☎953-7584（おかけ間違いにご注意く
ださい）

こちらから
アクセス→

こちらから
アクセス→

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

2021/2月

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24/31 25 26 27 28 29 30

2021/1月
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史跡大高城跡講演会

｢桶狭間｣の時代と大高城

2/6(土)午後1:30～3:30
市博物館(瑞穂区瑞穂通)
抽選で110人
1/20(水)必着
区役所情報コーナー･図書館･教
育委員会文化財保護室
☎972-3269 FAX972-4202

日時

受付

場所

人数

無料

案内
配布

高齢者就業支援センターの催し

①就業にも役立つパソコン/入門 
2/2(火)～3/2(火)の火曜･木
曜日(2/11･23を除く)の全7
回､午前10:00～正午

②パソコン検定準2級対策講座
2/15(月)～3/8(月)の月曜･
水曜日の全7回､午前10:00
～午後3:30

③講演会｢誰も老人を経験していない
　～老いても脳は進化する～｣

2/19(金)午後1:30～3:00
①②市内在住の55歳以上の方
(①はパソコン初心者②はパソ
コンでの文書編集・関数利用が
できる方)③市内在住か在勤の
方｡抽選で①②10人③80人
①11,600円②5,400円
電子申請･電話･ファクスで同セ
ンター(昭和区御器所通)
☎842-4691 FAX842-4894
1/20(水)まで

申込

受付

料金

日時

日時

日時

対象

無料

うつ病家族教室

2/4(木)午後5:00～8:00･2/6(土)
午後1:30～4:30
ウィルあいち(東区上竪杉町)
市内在住で､うつ病と診断され治
療中の方の家族｡抽選で各30人
電 話 ･ フ ァ ク ス ･ E メ ー ル で
C
キ ャ プ ナ

APNA事務局☎232-2880 
FAX232-2882
　approach@capna.jp
1/31(日)まで
健康福祉局健康増進課
☎972-2283 FAX972-4152

申込

受付

問合

日時

場所

対象

無料

歴史の里しだみ古墳群の催し  

★スタンプラリー…体感!しだみ古墳
群ミュージアム(守山区大字上志
段味)とあいち朝日遺跡ミュージ
アム(清須市)の両施設を訪れた方
先着200人に景品をプレゼント

1/13(水)～2/28(日)の開館日
★西大久手古墳発掘調査の成果報告

会…今年度実施した同調査の成果
と課題について紹介

1/16(土)午後2:00～3:30
体感!しだみ古墳群ミュージ
アム
当日先着100人

★埴
は に

輪
わ

づくり･運搬体験参加者募集
①2/13(土)②3/20(土･祝)の
全2回(②は雨天の場合3/21
に延期)
①体感!しだみ古墳群ミュー
ジアム体験活動室②スカイ
ワードあさひ(尾張旭市)
小学4年生以上の方(小学生
は保護者同伴)｡抽選で20組
1/20(水)必着

ホームページ
教育委員会文化財保護室
☎972-3268 FAX972-4202
www.rekishinosato.city.
nagoya.jp

日程

日時

日程

場所

場所

対象

人数

受付

問合

案内

HP

無料

消費生活センター講座｢くらしの

安全について考えよう｣

2/5(金)～26(金)の金曜日の全4
回､午前10:00～正午
市内在住か在勤(学)の方｡抽選
で24人
電子申請か往復はがき(ふりが
なも記入)で同センター
(〒460-0008中区栄一丁目
23-13伏見ライフプラザ11階)
☎222-9679 FAX222-9678
1/18(月)必着

申込

受付

日時

対象

無料

消費生活フェア パネル展示会

エシカル消費(人や社会･環境に配慮
した消費)などについて学ぶ

1/30(土)午前10:00～午後7:00
イオンモールナゴヤドーム前
(東区矢田南四丁目) 
スポーツ市民局消費生活課
☎222-9679 FAX222-9678

問合

日時

場所

無料

動物愛護センターの催し

①今から考えよう!高齢犬猫のケア
2/23(火･祝)<猫編>午前
10:00～11:30<犬編>午後
1:30～3:30

②犬のしつけ方教室
2/28(日)午後2:00～3:30

市内在住の方｡抽選で①各15人
②15人
電子申請か往復はがき(飼育し
ている犬猫の種類･年齢･性別②
は現在できる事･困り事も記入)
で同センター(〒464-0022千
種区平和公園二丁目106)
☎762-1515 FAX762-0423
①2/9(火)②1/31(日)必着

対象

申込

日時

日時

受付

無料

再犯防止推進モデル事業市民報告会

～犯罪からの立ち直りを支援する

地域社会づくり～

日本福祉大学教授による講演･パネ
ルトークなど

1/22(金)午後2:00～4:30
鯱

こ

城
じょう

ホール(中区栄一丁目)
150人程度
電話･ファクス･Eメールでス
ポーツ市民局地域安全推進課
☎972-3105 FAX972-4823
　a3123@sportsshimin.city.
nagoya.lg.jp
1/18(月)まで受付

日時

人数

申込

場所

無料

↑ホームページは
こちら

なごや多文化共生まちづくり会議

オンラインミーティング

多文化共生について話
し合う

1/23(土)午後
1:00～3:00･
1/29(金)午後
1:00～3:00･
2/2(火)午後6:30～8:30
各40人程度
1/19(火)まで
ホームページ
観光文化交流局国際交流課
☎972-4610 FAX972-4200

受付

問合

日時

案内

人数

無料

市科学館 かがくゼミナール

｢薬局の薬で実験しよう 漢方編｣

2/7(日)午前10:00～正午
中学･高校生｡抽選で16人
中学生350円･高校生500円
電子申請か往復はがき(学年､
テーマについての質問､白衣
持参の有無､白衣のない方は
S･M･Lのサイズも記入)で同館
(〒460-0008中区栄二丁目17-1)
☎201-4486(月曜･第3金曜日
休み) FAX203-0788
1/19(火)必着受付

料金

日時

申込

対象

国際留学生会館 留学生による外国

語･外国文化紹介講座

★ドイツ語会話入門
2/3(水)～24(水)の水曜日の
全4回､午後6:30～7:45

★ポルトガル語会話入門
2/5(金)～26(金)の金曜日の
全4回､午後6:30～7:45

高校生以上の方｡各18人程度
2千円
ホームページか封書(希望講座
も記入｡切手を貼った返信用封
筒同封)で同館(〒455-0015港
区港栄二丁目2-29)
☎654-3511 FAX654-3510
1/11(月･祝)～22(金)必着
nic-nagoya.or.jp

受付

HP

日時

日時

申込

対象

料金

お父さん向け｢パパっと料理教

室～子どもが食べられるスパイス

カレーを作ろう～｣

簡単カレー作りを通して家族の在
り方を学び考えるオンラインセミ
ナー。食材などは各自で用意

2/27(土)午前10:30～午後2:00
市内在住･在勤(学)で子育て中
の男性｡先着20人
1/12(火)午前9:00～電話･ファ
クス･Eメールでスポーツ市民
局男女平等参画推進室
☎972-2234 FAX972-4206
　a2233@sportsshimin.city.
nagoya.lg.jp

日時

申込

対象

無料

市立大学

大学史資料館の開設 

沿革に関する公文書など､同大学に
関する資料を展示

月曜～金曜日(祝休日を除く)の
午前9:00～午後5:00
同大学滝子キャンパス学生会館
2階(瑞穂区瑞穂町)
不要
同大学学術情報室
☎872-5796 FAX872-5781

場所

問合

日時

申込

無料

東山動植物園

大人のための動物講座

①飼育係だからわかるメダカの姿
2/6(土)午後2:00～3:00

②メダカ博士による大人のメダカ講
座

2/7(日)午後2:00～3:00
③大人の動物レストラン

2/11(木･祝)午後2:00～3:00
高校生以上の方｡抽選で各80人
入園料必要
電子申請か往復はがき(希望
日･ふりがなも記入)で同園
(〒464-0804千種区東山元町
3-70)☎782-2111(月曜日休
み) FAX782-2140
1/20(水)必着

※動物取扱業の登録内容は⓰面参照
受付

日時

日時

日時

申込

対象

料金

ソレイユプラザなごや

人権セミナー

★｢認知症の母と生き
る～大切な人が認知
症になったら､あな
たはどうする?～｣

2/12(金)午後
2:00～4:00
フリーアナウン
サーの岩佐まりさん

★「 人 生 に 無 駄 な こ と な ん て な
い ～ サ イ ボ ー グ に な っ て も
う一度野球しようよ!～｣

2/13(土)午後2:00～4:00
動 画 ク リ エ イ タ ー の
寺 田 ユ ー ス ケ さ ん

市内在住か在勤(学)の方｡抽選
で各40人 
電子申請･電話･ファクスで同所
(中区栄一丁目)☎684-7017(月
曜日休み) FAX684-7018
1/27(水)まで

対象

申込

受付

日時

日時

講師

講師

無料

岩佐まりさん

教養・実用

往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照5く ら し の ガ イ ド
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イーブルなごや 弁護士による法律

セミナー｢離婚と子ども｣

2/9(火)午後1:30～3:30
25人程度(託児要予約)
無料(託児は40円)
ホームページ･電話か直接､同
所(中区大井町)☎331-5288(第
3木曜日休み) FAX322-9458
2/8(月)まで(託児は2/2まで)
e-able-nagoya.jp

日時

申込

受付

HP

料金

人数

食育講演会｢今こそ!食事をおいし

く､バランスよく｣

テーマは｢愛知の発酵の魅
力と､それを活かした身体
に優しい和食｣

2/24(水)午後1:30～4:00
鯱

こ

城
じょう

ホール(中区栄一丁目)
200人程度
電子申請かはがきで健康福祉局
健康増進課☎972-3078 
FAX972-4152
1/12(火)～2/1(月)消印有効

申込

受付

日時

人数

場所

無料

案内
配布

東日本大震災から10年 被災地支

援オンラインシンポジウム

陸前高田市長の基調講演や市から被
災地へ派遣されていた職員によるパ
ネルディスカッション

2/7(日)午後2:00～3:50
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー・防災危機管理局危機対
策室☎972-3585 FAX962-4030

日時

無料

スマホ･タブレット体験教室

携帯電話販売店の講師による高齢者
向けの①スマートフォン基礎操作②
オンライン会議の体験

①2/15(月)午後1:30～3:30②
2/18(木)午後1:30～3:30
守山生涯学習センター(守山区
守山三丁目)
抽選で各12人
電子申請か往復はがき(希望日
も記入)で総務局情報化推進課
☎972-2261 FAX972-4113
1/4(月)～22(金)必着

日時

申込

受付

場所

対象

無料

マンション管理相談会

2/20(土)午後1:00～4:00
西生涯学習センター(西区浄心
一丁目)
抽選で12組(1組3人まで)
はがきかファクスで住宅都市局
住宅企画課☎972-2960
FAX972-4172
2/15(月)必着

日時

申込

受付

場所

人数

無料

靴の講演会｢フィットするパンプス

の選び方～キレイも機能も～」

上級シューフィッターによる講演と
地元の靴職人による製作実演交流会

2/5(金)午後6:15～8:00
なごのキャンパス(西区那古野
二丁目)
抽選で40人
電子申請･はがき･Eメールで経
済局労働企画室☎972-3145 
FAX972-4129　 a3145@
keizai.city.nagoya.lg.jp
1/26(火)必着

人数

受付

申込

場所

日時

無料

水の歴史資料館

｢防災クイズラリー｣

阪神淡路大震災を振り返りながら､
上下水道に関する防災知識を学ぶ｡
プレゼントあり

1/16(土)～24(日)の開館日、午
前9:30～午後4:30
同館(千種区月ケ丘) 
☎723-3311(月曜日休み)
FAX723-3312

問合

日時

無料

市民大学公開講演会

テーマは｢知るほどに好きになる中
川運河～祝開通90周年 みんなで中
川運河を愛でましょう～｣

3/13(土)午後1:30～3:00
イーブルなごや(中区大井町)
抽選で160人
電子申請か往復はがきで教育委
員会生涯学習課分室
(〒460-0001東区泉一丁目1-4)
☎950-5031 FAX950-5041
2/9(火)必着

日時

申込

受付

場所

人数

無料

点字で名刺を作る体験やボッチャ
など、楽しみながら学べる「子ども
じんけん教室」も開催しています。

クイズを解きながら人権につい
て楽しく学べます｡
また､人権に関する図書・DVDの
閲覧・貸し出しやアニメ、絵本、漫
画などの視聴・閲覧もできます｡

ソレイユプラザなごやの安藤陽介さん

「人権って難しそう。」そう感じていませんか？
当館では体験活動などを通して、誰もが持って
いる“幸せに楽しく生きる権利”＝“人権”につ
いて考えることができます｡土日祝休日も開館
しているので､気軽に遊びに来てください｡

知って

いますか？

この施設！

基本

データ

中区栄一丁目23番13号 伏見ライフプラザ12階
午前9:00～午後5:00
月曜日（祝休日の場合は翌平日）　　　　　 無料

地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅6番出口徒歩7分
同所☎684-7017  FAX684-7018

場　所

料　金

開館時間
アクセス

休館日

問　合

詳しくは ソレイユプラザなごや 検索

「ソレイユ」とは､｢太陽｣や
｢ひまわり｣を意味するフ
ランス語です｡太陽の光の
ように､人権の光も平等に
降り注いでほしいという
思いを込めた施設名です｡

市民の皆さん一人一人が、人権について、気付き・学び・行動するための

取り組みを行っています。展示室では､高齢者･視覚障害のある方などの

疑似体験や車いすに乗る体験ができ、自分とは違う立場の方の体験をす

ることで、人権とは何かを自らの問題として学ぶことができます。

往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照5 く ら し の ガ イ ド
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蓬左文庫 企画展 ｢尾張の百科事典
―御

ご

秘
ひ

本
ほ ん

『張
ちょうしゅう

州雑
ざ っ し

志』―｣
尾張藩で御秘
本として扱わ
れた地誌｢張州
雑志｣｡色鮮や
かな記録画を
展示･紹介

2/6(土)～
4/4(日)の開館日､午前10:00～
午後5:00(入館は午後4:30まで)
観覧料必要
同所(東区徳川町)☎935-2173
(月曜日休み､ただし祝休日の場
合は翌平日休み) FAX935-2174

日時

料金

問合

張州雑志 巻72
津嶋天王祭図

名古屋市蓬左文庫蔵

I
アイ

♥
ラ ブ

 S
ス テ ー ジ

TAGE C
コ ン サ ー ト

ONCERT
～ミュージカル&

アンド

オペレッタ～
★ミュージカルステージ

2/20(土)午後2:00～3:30
★オペレッタステージ

2/21(日)午後2:00～3:30
青少年文化センターアートピア
ホール(中区栄三丁目)
障害者･大学生以下など3,200
円･一般4,000円｡チケットは市
文化振興事業団チケットガイド
(中区栄三丁目)などで販売中
市文化振興事業団
☎249-9387 FAX249-9386

日時

日時

場所

料金

問合

市美術館 常設展
｢名品コレクション展｣

1/5(火)～
3/14(日)
ま で の 開
館日､午前
9:30～午
後5:00(金
曜日は午後
8:00まで)
常設展観覧料必要
同館(中区栄二丁目)☎212-0001
(月曜日休み､ただし祝休日の場
合は翌平日休み) FAX212-0005

日時

料金

問合

山元春挙《観瀑之図》
名古屋市美術館所蔵

市公館ガイドツアー
国内外の賓客をもてなし､海外諸都
市との交流を深める拠点である同館
を公開

2/13(土)午前10:00～11:00･午
後1:00～2:00･午後3:00～4:00
小学4年生以上の方(小学生は
保護者同伴)｡抽選で各10組(1
組2人まで)
往復はがき(希望時間も記入)で
同館(〒460-0001中区三の丸
三丁目2-5)
☎953-0333 FAX953-0130
1/27(水)必着

日時

対象

申込

受付

無料

名古屋能楽堂 三月定例公演
3/6(土)午後2:00～4:40
狂言｢伊

い も じ

文字｣･能｢養
よ う ろ う

老 薬
や く す い

水｣
小学生以上の方
学生2,000円･一般3,200～
4,200円｡チケットは同所(中区
三の丸一丁目)･文化小劇場など
で販売中
同所☎231-0088 FAX231-8756

日時

対象

演目

料金

問合

Nagoyaチラシデザイン大賞
作品募集

市内で開催される舞台公演･美術展な
どのチラシを募集｡優秀作品は表彰あり

1 / 2 8 ( 木 ) 消 印 有 効 ( 持 参 は
1/29午後5:00まで)
ホームページ
市文化振興事業団
☎249-9385 FAX249-9386
www.bunka758.or.jp/id_
flyercontest.html

案内

問合

HP

受付

文化のみち二葉館
開館16周年｢ふたばの日｣

開館記念日の2/8(月)は入館無料｡
先着100人に記念品を進呈
★川上貞

さ だ

奴
やっこ

の時代展―貞奴のスク
ラップブックより―

2/8(月)～14(日)午前10:00～
午後5:00

★川上貞奴の雛
ひ な

人形とお琴
2/8(月)～14(日)午前10:00～
午後5:00

★川上貞奴の手描き雛の羽織
2/8(月)～3/7(日)の開館日､
午前10:00～午後5:00

入館料必要(2/8は入館無料)
同館(東区橦木町)
☎･FAX936-3836(月曜日休み､
ただし2/8は開館)

日時

日時

日時

問合

料金

テレビ放送
●面下参照16

揚輝荘(南園)聴
ちょうしょうかく

松閣の催し
①全力で愛を叫ぶアーティスト
　“花井健児”渾

こ ん し ん

身のライブ
1/17(日)午前11:00～11:30･
午後1:30～2:00

②講演会｢～未来へ伝えたい匠の技と
心～揚輝荘から竹中大工道具館へ｣

1/24(日)午後1:30～2:30
③ワークショップ｢フラワーアレン

ジメント｣教室
2/14(日)午後1:30～3:30

①当日先着各23人②当日先着
20人③先着10人(①②は開演の
1時間前～着席券配布)
入館料必要(③は別途500円必要)
①②不要③2/2(火)午前9:30～
電話で同所(千種区法王町)
☎759-4450(月曜日休み)
FAX759-4451

日時

日時

日時

申込

料金

人数

徳川園の冬牡
ぼ

丹
た ん

わら囲いをした20種70鉢を展示

1/2(土)～2/21(日)の開園日､
午前10:00～午後4:30
入園料必要
同園(東区徳川町)☎935-8988
(月曜日､ただし祝休日の場合は
翌平日休み) FAX937-3847

日時

問合

料金

無料

久屋大通庭園フラリエ
クリスマスローズフェア

｢ガク｣が落ちないこと
で｢合格の花｣と呼ばれ
るクリスマスローズ
の展示や即売会

1 / 2 8 ( 木 ) ～
2 / 7 ( 日 ) 午 前
1 0 : 0 0 ～ 午 後
5:00(2/7は午後3:00まで)
入場無料

★クリスマスローズの育て方セミ
ナー

1/30(土)午後1:30～2:10
先着20人
1/11(月･祝)午前9:00～電話
で同園☎243-0511
FAX243-0512

同園(中区大須四丁目)問合

料金

申込

人数

日時

日時

クルーズ名古屋に
新船舶を導入

中川運河と名古屋港を結ぶ船舶を運
航中｡1/23(土)～車いすでも乗船で
きる新しい船舶の運航を開始

小学生150～750円･中学生以
上300～1,500円(区間により異
なる)｡1/23(土)～3/27(土)は同
日2回目以降の運賃の割引あり

★記念品の配布…乗船された方当日
先着各100人に記念品を進呈

1/11(月･祝)･23(土)･31(日)･
2/14(日)･3/14(日)

★沿川施設での優待…対象施設でク
ルーズ名古屋の乗船券を提示した
方に優待あり

1/23(土)～3/31(水)
★船内ガイドによる案内…一部便に

乗船
1/17(日)･2/23(火･祝)･
27(土)･28(日)･3/7(日)･
20(土･祝)･21(日)･27(土)

ホームページ
住宅都市局名港開発振興課
☎972-2785 FAX972-4161
cruise-nagoya.jp

テレビ放送
●面下参照16

問合

HP

案内

料金

日程

日程

日程

春のエンジョイウォーキング
地下鉄｢伏見｣駅発着｡那古野神社や
四

し

間
け

道
み ち

などを巡る約5kmの平坦な
コース｡ボランティアの付き添いあり

3/6(土)午前9:00～午後0:20
抽選で50組(1組5人まで)
1組500円
往復はがき(年齢も記入)で市レ
クリエーション協会(スポーツ市
民局スポーツ振興室内)
☎971-1026 FAX972-4417
1/18(月)～2/19(金)必着受付

料金

申込

人数

日時

金城ふ頭に遊びに行こう!
スタンプラリー(冬)

金城ふ頭にある4つの施設でスタンプ
を集めた方に先着で景品をプレゼント

3/21(日)まで
レゴランド®･ジャパン(港区
金城ふ頭二丁目)､リニア･鉄道
館(港区金城ふ頭三丁目)､メイ
カーズ ピア(港区金城ふ頭二丁
目)など
各施設の入場料など必要
市ウェブサイト
金城ふ頭来訪促進実行委員会(住
宅都市局名港開発振興課内)
☎972-2777 FAX972-4161

案内

問合

場所

料金

日程

おんたけ休暇村の催し
①冬の上高地スノーシュー 河童橋

を目指して!
2/10(水)～1泊2日(3食付き)

②北八ヶ岳を魅了する!｢縞
し ま が れ や ま

枯山｣ス
ノーシュー

2/12(金)～1泊2日(3食付き)
③スノーシューを楽しもう!i

イ ン

n乗鞍
高原

2/19(金)～1泊2日(3食付き)
18歳以上の方(高校生を除く)｡
先着各15人
①③1万8千円②2万円(いずれ
も別途レンタル代500円必要)
1/11(月･祝)午前10:00～
同所(長野県木曽郡王滝村)
☎0264-48-2111
FAX0264-48-2874

受付

問合

対象

料金

日程

日程

日程

港防災センター冬イベント｢災害時
ケータイを上手につかおう｣

スマートフォン型大型ビジョンでの
災害用伝言板の使用や避難所での充
電サービスなどを体験

1/16(土)･17(日)午前10:00～
午後3:00
不要
同所(港区港明一丁目)
☎651-1100(月曜日休み) 
FAX651-6220

申込

問合

日時

無料

文化・芸術 レジャー

往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照5く ら し の ガ イ ド
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ウエルネスガーデン健康づくり講座

ノルディックウォーキング

初心者向け｡貸し出し用ポールあり
1/24(日)･31(日)､2/27(土)･
3/6(土)の各全2回､午前10:00～
正午｡小雨決行
同所(北区平手町)
市内在住の方｡先着各20人
傷害保険料必要
1/12(火)午前9:00～電話･ファ
クス･Eメール(希望日も記入)で
健康福祉局健康増進課
☎972-2605 FAX972-4152
　 a2605@kenkofukushi.city.
nagoya.lg.jp

日時

場所

対象

料金

申込

ノルディックウォーキングで

健康づくり

未経験者向け基礎講習もあり
2/7(日)午前10:00～正午｡雨天
決行
農業文化園･戸田川緑地(港区春
田野二丁目)
抽選で30人  　　　600円
電子申請か往復はがきで同園
(〒455-0873港区春田野二丁
目3204)☎302-5321(月曜日
休み) FAX303-6116
1/20(水)消印有効

日時

場所

人数 料金

申込

受付

日本ガイシアリーナ

アイスリンクスケートの日

入場料金の割り
引き｡入場制限
(120人)あり｡
手袋持参

1/17(日)午前10:00～午後6:00
小中学生350円･高校生以上
700円･市内在住65歳以上200
円(住所･年齢の分かるものを持
参)･未就学児無料(未就学児1
人につき保護者1人同伴滑走必
要)｡別途貸靴代300円必要
不要
同所(南区東又兵ヱ町)
☎614-6211(月曜日休み)
FAX614-6215

日時

料金

申込

問合

障害者スポーツセンター

東海障害者卓球大会

(サウンドテーブルテニスの部)

3/7(日)午前9:00～午後4:00
愛知･岐阜･三重･静岡県在住の
身体障害者手帳をお持ちの視覚
障害のある方で､令和2年4月1
日現在13歳以上の方｡抽選で男
性24人･女性24人
1/4(月)～31(日)必着
区役所福祉課･支所区民福祉課､
同センター(名東区勢子坊二丁
目)☎703-6633(水曜日休み)
FAX704-8370

日時

対象

受付

案内
配布

無料

名古屋観光クーポン｢シャチ割｣を

利用しませんか?

市内観光で利用できる市
内周遊向け観光クーポン
を抽選で販売

1/19(火)～24(日)必
着
ホームページ
同コールセンター
☎050-3645-5790
(観光文化交流局観光推進課
☎972-2406 FAX972-4200)

案内

問合

受付 ↑ホームページ
はこちら

S
エスディージーズ

DGsオンラインセミナー

｢2030年の先をみつめる人々｣

①身近な海をきれいにしよう
1/22(金)午後7:00～8:00

②生き物あふれるまちを目指して
2/5(金)午後7:00～8:00

電話･ファクス･Eメール(希望
日･メールアドレスも記入)でな
ごや環境大学実行委員会(環境
局環境企画課内)
☎･FAX223-1223(月曜日休み)
　 webinar@n-kd.jp
①1/19(火)②2/2(火)まで受付

日時

日時

申込

無料

藤前干潟映画会｢蟹
カニ

の惑星｣

2/6(土)午後1:30～3:30
エコパルなごや(中区栄一丁目)
先着50人(小学生以下は保護者
同伴)
1/11(月･祝)午前9:00～電話･
ファクス･Eメールでエコパルな
ごや☎223-1067(月曜日休み)
FAX223-4199
　a2662@kankyokyoku.city.
nagoya.lg.jp

日時

申込

人数

場所

無料

エコパルなごやマンスリー企画展示

｢環境絵画コンクール入賞作品展

示｣

｢きれいな空気･水といきもの｣をテーマ
に、小学生を対象としたコンクールを
実施し、選ばれた優秀作品11点を展示

1/6(水)～28(木)の開館日､午
前9:30～午後5:00
同所(中区栄一丁目)☎223-1066
(月曜日､ただし祝休日の場合は
翌平日休み) FAX223-4199

問合

日時

無料

なごや森づくり講座i
イン

n戸田川緑地

～なごや西の森づくりに参加しま

せんか?～

間伐などの保全体験を通して森づく
りについて学ぶ

2/21(日)午前10:00～正午
※雨天の場合は2/28(日)に延期
戸田川緑地(港区春田野二丁目)
高校生以上の方｡抽選で20人
電子申請･はがき(年齢も記入)か
直接､みどりの協会(〒466-0064
昭和区鶴舞一丁目1-166)
☎731-8590 FAX731-0201
2/5(金)必着
緑政土木局緑地利活用課
☎972-2489 FAX972-4143

問合

受付

申込

対象

日時

場所

無料

オンラインセミナー｢フェアトレード

タウンなごやのススメ｣

開発途上国の原料や
製品を適正な価格で
継続的に購入する
｢フェアトレード｣
と｢環境問題｣のつ
ながりについて学ぶ

1/30(土)午後1:00～3:00
抽選で100人
電話･ファクス･Eメールで環境局
環境企画課☎972-2698
FAX972-4134 
　 a2662-01@kankyokyoku.
city.nagoya.lg.jp
1/22(金)まで受付

日時

申込

人数

無料

環境科学調査センター

調査研究発表会

市内の環境に関する調査･研究成果
の発表会をオンラインで開催

2/5(金)午後2:00～3:40
先着100人
1/12(火)午前9:00～電話かEメー
ルで環境科学調査センター
☎692-8481 FAX692-8483
　a6928481@kankyokyoku.
city.nagoya.lg.jp

日時

申込

人数

無料

外食での｢食べきり」に

ご協力ください

外食での食べ残しを減らすた
めに､以下のことに取り組み
ましょう｡
★注文は､食べきれる量にする
★料理を食べきる
★食べきれない料理は､お店に確認し

て持ち帰る
環境局資源化推進室
☎972-2390 FAX972-4133

問合

無許可の不用品回収業者に

ごみを出さないでください！

家庭ごみは､産業廃棄物処理業や古物
商の許可では回収できません｡違法な
業者が回収したごみは不法投棄され
るなど､環境汚染につながる恐れがあ
ります｡また､高額な費用を請求され
る場合もあります｡ごみは市のルール
を守って出してください｡

環境局廃棄物指導課
☎972-2683 FAX972-4132

問合

広報なごやに広告を掲載しませんか？

募集期間や申込方法など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか
下記問い合わせ先へお問い合わせください。

問合 市長室広報課 ☎972-3132 FAX972-4126
　touroku-kohonagoya@shicho.city.nagoya.lg.jp

広報なごや紙面広告 検索

名古屋市内全戸に

配布しています

問合 市長室広報課　☎972-3134 FAX972-4126

5 ch 自然・環境 「生物多様性×S
エ ス

D
ディー

G
ジ ー

s
ズ

」

私たちの暮らしは､生きものからもたらされる
恵みに支えられています｡生物多様性の大切さ
をSDGsとの関わりと共に考えてみませんか？

チャンネル登録も
お願いします！

名古屋市の施策や施設などを動画で紹介‼名古屋市の施策や施設などを動画で紹介‼
ナゴヤの魅力、健康･福祉・子育て、自然･環境などナゴヤの魅力、健康･福祉・子育て、自然･環境など
8つのジャンルがあります。ぜひご覧ください！8つのジャンルがあります。ぜひご覧ください！

ホーム

ページは

こちら→

農業センター　d
で ら

elaふぁーむ

〒468-0021天白区天白町大字平針字
黒石2872-3 ☎801-5221(月曜日休み)
★家庭菜園教室｢スイートコーン､エ

ダマメ､インゲン､アスパラガス
の作り方｣…2/13(土)午後1:30～
3:30｡40人｡300円

緑化施設の催し

※この他にもさまざまな講座が
あります｡詳しくは区役所情報
コーナー･地下鉄駅･生涯学習セ
ンターなどで配布の
｢行こうよ公園｣か同
ホームページをご覧
ください。

↑こちらから
アクセス

緑化センター

〒466-0064昭和区鶴舞一丁目1-168
☎733-8340(月曜・第3水曜日休み)
★着生ラン～コチョウランを中心に～

…2/27(土)午後1:30～4:00｡45人｡
無料

東山動植物園(入園料必要)

〒464-0804千種区東山元町3-70
☎782-2111(月曜日休み)
★ミニ系洋ランの栽培と管理法…

2/21(日)午前10:00～正午｡30人｡
1,500円

庄内緑地グリーンプラザ

〒452-0818西区山田町大字上小田井字敷地3527
☎503-1010(月曜・第3水曜日休み)
★ツバキの鉢植え栽培…2/14(日)

午後1:30～4:00｡30人｡1,000円

名城公園フラワープラザ

〒462-0846北区名城一丁目2-25
☎913-0087(月曜・第3水曜日休み)
★有馬所長のバレンタイン企画～

フ ラ ワ ー ア レ ン ジ メ ン ト ～ …
2/13(土)午後1:30～3:30｡20人｡
2,000円

申し込みは1/20(水)まで(消印有効)
に電子申請・往復はがき(1通で1人1
講座まで｡催し名･希望日時と対象が
中学生以下の講座は学年も記入)で
各施設へ｡抽選

スポーツ・健康

自然・環境

往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照5 く ら し の ガ イ ド

広報なごや　令和 3年 1月号 9



障害福祉関係職員の募集

①障害福祉サービス推進員
②障害者職業能力開発プロモーター
③障害福祉サービス費等審査支払事

務員
④障害福祉サービス事業者等指定指

導事務員
2/21(日)　　　4月～来年3月
パソコンの基本操作ができる方｡
選考で①～③1人程度④3人程度
1/25(月)必着
市ウェブサイト･区役所情報コー
ナー･健康福祉局障害者支援課
☎972-2558 FAX972-4149

受付

対象

試験 期間

要項
配布

時給制通達員の募集

市･区役所からの文書などを区内の
家庭や事業所に配付｡採用区外在住
の方も応募可

4月～来年3月
選考で各区若干人(千種･東･北･
中村･中･昭和･熱田区は募集な
し)
市ウェブサイト
区役所総務課･支所区民生活課

案内

問合

人数

期間

生活保護関係職員の募集

①生活保護居宅生活支援員
②生活保護就労支援員
③医療･介護扶助事務員
④生活保護年金等調査員
⑤生活保護債権管理員
⑥生活保護経理事務員

2/20(土)　　　4月～来年3月
区役所･支所
業務に必要な資格をお持ちか実
務経験のある方｡選考で①1人
程度②14人程度③12人程度④
1人程度⑤6人程度⑥2人程度
1/4(月)～27(水)消印有効
市ウェブサイト･区役所情報コー
ナー･健康福祉局保護課
☎972-2552 FAX972-4148

受付

勤務

対象

試験 期間

要項
配布

海外展開･誘致推進専門員の募集

海外展開を目指す市内企業への情報
提供やアドバイスなどを行う

2月上旬
4月～来年3月
日本貿易振興機構名古屋貿易情
報センター(中村区名駅四丁目)
貿易に関する知識と経験を持
ち､英語が堪能な方など｡選考で
1人
1/25(月)必着
市ウェブサイト･経済局産業立
地交流室☎972-2423
FAX972-4135

受付

勤務

対象

試験

期間

要項
配布

生物多様性専門員(植物分野)の募集

生物調査や生物情報を分類整理･維
持管理などを行う

2/12(金) 　　　4月～来年3月
なごや生物多様性センター(天
白区元八事五丁目)
生物調査･生物多様性保全活動の
経験があり､標本の分類整理･維
持管理に関する知識がある方｡
選考で1人
1/29(金)必着
市ウェブサイト･同センター
☎831-8104 FAX839-1695

受付

勤務

対象

試験 期間

要項
配布

※会計年度任用職員については､再
度の任用の可能性があります｡

障害福祉･難病等支援員の募集

2/21(日)　　　4月～来年3月
区役所福祉課･支所区民福祉課
社会福祉士･精神保健福祉士の
資格取得者などで､パソコンの
基本操作ができる方｡選考で20
人程度
1/25(月)必着
市ウェブサイト･区役所情報コー
ナー･健康福祉局障害者支援課
☎972-2558 FAX972-4149

受付

対象

勤務

試験 期間

要項
配布

保育所看護師の募集

2/2(火)か3(水)
4月～来年3月
(准)看護師資格取得者で､実務
経験のある方｡選考で10人
1/22(金)消印有効
市ウェブサイト･子ども青少年
局保育運営課☎972-2527
FAX972-4116

受付

対象

試験

期間

要項
配布

学校関係職員の募集

①時給制児童生徒看護介助員
②時給制発達障害対応支援員
③通級指導定着支援員
④時給制学校司書

4月～来年3月
①看護師資格取得者②障害のあ
る児童などの支援に関心がある
方③発達障害対応支援員として2
年以上勤務経験のある方など④
司書･司書補･司書教諭のいずれ
かの資格取得者｡選考で①10人程
度②80人程度③1人④16人程度
①～③1/4(月)～18(月)
④1/4(月)～2/8(月)必着
市ウェブサイト･区役所情報コー
ナー･教育委員会指導室
☎①～③972-3233
④972-3232 FAX972-4177

受付

対象

期間

要項
配布

感染症対策事務員の募集

4月～来年3月
パソコンの基本操作ができる
方｡選考で若干人
1/25(月)～2/10（水）消印有効
市ウェブサイト･健康福祉局新
型コロナウイルス感染症対策室
☎972-4389 FAX972-4376

受付

対象

期間

要項
配布

厚生院(特別養護老人ホーム･附属

病院)職員の募集

受け付け･選考･採用は職種(看護師･
介護員)により異なる

随時
市ウェブサイト･同院(名東区勢
子坊二丁目)☎704-2211
FAX704-2780

受付

要項
配布

市立高校(定時制) 生徒の募集

①中央高校(中区新栄三丁目)
②工業高校(中川区北江町)

前期3/4(木)･後期3/24(水)
4月
①普通科(単位制昼間)160人･
普通科(夜間)80人･商業科(夜
間)40人②工業技術科(夜間)40
人
願書などの提出は前期2/25(木)･
26(金)､後期3/19(金)･22(月)
出身中学校･①中央高校
☎241-6538 FAX261-9452
②工業高校☎361-3118
FAX361-1221

受付

試験

入学

人数

要項
配布

市科学館協議会 公募委員の募集

年2回程度､平日に開催する協議会に
出席｡謝礼あり

令和3年7月～令和5年7月
市内在住か在勤(学)で20歳以
上の方(市が設置する附

ふ

属
ぞ く

機関
の委員や市職員を除く)｡選考で
1人
3/16(火)必着
1/15(金)～市ウェブサイト･区役
所情報コーナー･同館
☎201-4486(月曜･第3金曜日
休み) FAX203-0788

受付

期間

対象

要項
配布

守山養護学校高等部産業科

生徒の募集

1/28(木)
4月
市内在住で知的障害があり､中学
校卒業か同等以上の学力がある
方など｡選考で27人
直接､同校(守山区小幡一丁目)
☎794-5466 FAX795-2615
1/12(火)～18(月)※提出後の志
願変更は1/21(木)･22(金)

申込

受付

試験

対象

入学

名古屋市役所

技術系×職場見学ツアー

技術系の市職員として働くことを考
えている方が､普段見ることのでき
ない技術系職場を訪問し､仕事のや
りがいや魅力を知る

2月上旬～3月下旬
①山田東第７次公営住宅新築工
事現場(東区矢田三丁目)②東山
総合公園(千種区東山元町)③広
川ポンプ所工事現場(中川区広川
町)④名港工場(港区熱田前新田)
本市技術職に興味のある方｡抽
選で①④20人程度②③10人程
度
1/6(水)～25(月)
1/6(水)～市ウェブサイト
人事委員会任用課☎972-3308
FAX972-4182

案内

受付

問合

日程

場所

対象

広川ポンプ所工事現場

無料

受験希望者向け

名古屋市役所業務ガイダンス

①2/9(火)･10(水)午前9:45～
午後0：20･午後1:50～4:25②
2/25(木)･26(金)午前9:45～
午後0:20･午後1:50～4:25
①昭和区役所講堂(昭和区阿由
知通)②名古屋国際会議場(熱田
区熱田西町)
大学生など｡抽選で各80人程度
1/12(火)～24(日)
1/12(火)～市ウェブサイト
人事委員会任用課☎972-3308
FAX972-4182

案内

受付

問合

日時

場所

対象

無料

ボランティアあそびっこの募集

友達との関わりが苦手な小中学生の
遊び相手として家庭訪問などを行う

1年以上登録可能な18～29歳
(高校生を除く)で2/5(金)･6(土)
の事前研修に参加できる方｡選考
電話か直接､西部児童相談所(中
川区小城町)☎365-3278
FAX365-3281
1/29(金)まで

対象

申込

受付

無
料
無
料
相
談
窓
口
案
内

相
談
窓
口
案
内

呼吸器
なんでも

相談

南保健センター

(南区東又兵ヱ町)
☎614-2879 FAX614-2818

1/19(火)･2/16(火)･3/16(火)｡事前に予約
した上で､開催日の午後1:15～2:30に受け付
け手続き必要｡専門医による長引く咳や息切
れなど呼吸器に関する面接相談とレントゲ
ン検査など｡対象は市内在住の15歳以上の方

月曜～金曜･第1土曜日の午前9:00～午後5:00｡水
曜日は午後6:30まで(祝休日休み)｡専任の相談員
による就職相談･支援､職業紹介(予約制)｡対象は市
内で求職中の方(新卒の方含む)

就職相談

なごやジョブサポートセンター

(千種区吹上二丁目)
☎733-2111 FAX733-2115

　 nagojob.city.nagoya.jpHP

消費生活

相談

消費生活センター(中区栄一丁目)
☎222-9671 FAX222-9678

　 seikatsu.city.nagoya.jp

月曜～金曜日は面接･電話相談､土曜日は電話
相談のみ(祝休日休み)｡いずれも午前9:00～午
後4:15｡対象は市内在住か在勤(学)の方
※Eメールによる相談もホームページから受け

付けています｡

HP

納付をお忘れなく
個人市民税･県民税 第4期分

納期限は2月1日(月)

納税は便利な口座振替で
詳しくは納付書をご覧ください｡

当日先着｡
開場は各回30分前｡

日 時 場 所 人数

1/22(金)
午後6:30～
8:10

名東文化小
劇場(名東区
上社一丁目)

150
人

1/23(土)
午後1:30～
3:10

港文化小劇
場(港区港楽
二丁目)

150
人

1/31(日)
午後1:30～
3:10

西文化小劇
場(西区花の
木二丁目)

150
人

問合 名古屋城総合事務所
☎231-1700 FAX201-3646

名古屋城天守閣
木造復元

市民向け説明会
無料 申込不要

1/22（金）午前10:00～オン
ライン版説明動画をまるはっ
ちゅ～ぶ 1chで公開します｡

※

会計年度任用職員の募集

市からのお知らせ

往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照5く ら し の ガ イ ド
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経済センサス 活動調査

調査員の募集

調査対象の事業所へ調査票の配布な
どを行い､事業所および企業に関す
る実態を調査｡手当あり

5月上旬～6月下旬
選考で各区15人程度(昭和･天
白区は募集なし)
2/12(金)まで
活動を希望する区の区役所総務
課･総務局統計課
☎972-2253
FAX972-4114

期間

対象

受付

問合

市図書館協議会委員の募集

年4回程度､平日に開催する協議会
に出席する｡謝礼あり

令和3年6月～令和5年6月
市内在住か在勤(学)で､令和3年
6月15日現在20歳以上の方(市
が設置する附

ふ

属
ぞ く

機関の委員や市
職員の方を除く)｡選考で1人
1/5(火)～31(日)必着
1/5(火)～市ウェブサイト･区
役所情報コーナー･図書館
鶴舞中央図書館☎741-3133(月
曜日休み) FAX733-6337

期間

対象

受付

問合

要項
配布

償却資産申告書の提出

提出先は､償却資産が所在する区を
担当する市税事務所固定資産税課｡
電子申告(eltax.lta.go.jp)や郵送に
よる提出もできます｡

令和3年1月1日現在､土地･家
屋以外の事業用の資産で､構築
物(舗装路面･フェンスなど)､器
具や備品(コピー機･パソコンな
ど)､機械や装置などの償却資産
を所有している方
2/1(月)まで
市税事務所固定資産税課

対象

受付

問合

給与支払報告書の提出

提出先は､給与の受給者の令和3年1
月1日現在(退職者は退職時)の住所が
★市内の場合…個人市民税特別徴収

センター(〒460-8201中区丸の
内三丁目10-4丸の内会館)

★市外の場合…受給者がお住まいの
市町村

電子申告(eltax.lta.go.jp)や郵送に
よる提出にご協力ください｡

令和2年中に給与を支払った方
2/1(月)まで
同センター☎957-6930
FAX957-6934

対象

受付

問合

新築の認定長期優良住宅に対する

固定資産税の減額

申告により､新築後5年間(3階建て
以上の耐火･準耐火住宅は7年間)､
居住部分に相当する固定資産税額の
最大2分の1を減額

長期優良住宅の認定を受け､令
和2年1月2日～令和3年1月1日
に新築された住宅｡要件あり
2/1(月)まで
市税事務所固定資産税課

対象

受付

問合

マイナンバーカード交付･市コール

センターの開設

交付に関する問い合わ
せに対応
☎050-3174-1503

月 曜 ～ 金 曜 日
(祝休日を除く)
の午前8:45～午後5:15

★交付予約の試行実施(東･昭和･
南区･支所管内を除く緑区)…交
付通知書で個別に案内します｡
(制度について)
マイナンバー総合フリーダイヤル
☎0120-95-0178(月曜～金曜
日の午前9:30～午後8:00､祝休
日の午前9:30～午後5:30)
(コールセンターについて)
スポーツ市民局住民課
☎972-3108
FAX953-4396

日時

問合

消費生活審議会公募委員の募集

市民の消費生活の安定･向上を図る
ための施策について審議する

令和3年6月～令和5年5月
市内在住か在勤(学)で20歳以
上の方｡選考で若干人
1/12(火)～2/12(金)消印有効
1/12(火)～区役所情報コーナー･
スポーツ市民局消費生活課(中
区栄一丁目)☎222-9679
FAX222-9678

期間

対象

受付

要項
配布

都市計画の変更

①都市計画高度利用地区･生産緑地
地区②都市計画道路(上志段味線)③
都市計画第二種市街地再開発事業
(鳴海駅前)の変更｡いずれも概要を
ウェブサイトに掲載

①③住宅都市局都市計画課
☎972-2798 FAX972-4164
②住宅都市局街路計画課
☎972-2721 FAX972-4164

縦覧
・

問合

｢中学3年生応援きっぷ｣の

申し込み

市バス･地下鉄･ゆとりーとラインに
一日乗り放題の同きっぷを無料で2
枚ずつ配布

市内在住で市外の中学校に通学
する中学3年生
※市内在学の方は、原則各学校
　より配布(申し込み不要)
2/26(金)消印有効
ホームページ
交通局経営企画課
☎972-3859
FAX972-3938
kotsu.city.nagoya.jp

対象

受付

案内

問合

HP

保護猫譲渡会

1/23(土)午前10:00～正午･午
後1:00～3:00
市獣医師会館(中区大須四丁目)
先着60組(1組4人まで)
入場無料
1/15(金)午前10:00～ホーム
ページか電話で人とペットの共
生サポートセンター
☎681-2211 FAX681-2020
dog-cat-support.nagoya

日時

場所

料金

人数

申込

HP

不燃･粗大ごみ

1月の金曜日の収集日の変更

1月の金曜日の収集が1週ずつ後ろ
にずれますので､ご注意ください｡
(例)第2金曜日収集地域の場合…8
日→15日

環境局作業課
☎972-2394
FAX972-4133

問合

野跡駅前地区市有地などの活用に

係るサウンディング(対話)型市場

調査の実施

同地区の利活用のノウハウやアイデ
アについて提案をいただける民間事
業者を募集

1/21(木)まで
住宅都市局名港開発振興課
☎972-2785
FAX972-4161

受付

問合

水道管の凍結にご注意ください

気温がマイナス4度
以下になると､水道
管が凍結しやすく
なります｡露出して
いる水道管やじゃ
口に防寒材や布な
どを巻いて､凍結を
防ぎましょう｡水を
少し出しておくこ
とも効果がありま
す｡凍結した場合はタオルをかぶせ､
ぬるま湯をゆっくりかけてくださ
い｡熱湯をかけると水道管が破損す
ることもあるので注意しましょう｡

上下水道局営業所･お客さま受
付センター☎884-5

ゴ ク ゴ ク

959
FAX872-1296

問合

改修工事による固定資産税の減額

一定の要件を満たし､工事完了後3カ
月以内に申告が必要
①耐震改修…居住部分に相当する税

額の最大2分の1を1年間減額
昭和57(1982)年1月1日以前
から所在する住宅

②バリアフリー改修…居住部分に相当
する税額の最大3分の1を1年間減額

新築した日から10年以上を
経過した住宅

③省エネ改修…居住部分に相当する
税額の最大3分の1を1年間減額

平成20(2008)年1月1日以前
から所在する住宅

※①③により認定長期優良住宅と
なった住宅は､居住部分に相当す
る税額の最大3分の2を1年間減額

市税事務所固定資産税課

対象

問合

対象

対象

弁護士による1日無料法律相談

民事法律問題についての面接相談
1/22(金)午前9:45～午後4:55
市役所西庁舎
先着16人
1/11(月･祝)午前9:10～電話で
名古屋法律相談センター
☎565-6110
スポーツ市民局広聴課
☎972-3139 FAX972-3164

日時

場所

人数

申込

問合

無料

中小企業向けの情報

★ビジネスセミナー…①2/5(金)
午前9:15～午後4:15②2/16(火)
午後1:15～4:15③2/19(金)午後
1:15～4:15｡先着①30人②③70
人｡①無料②③千円

★法律相談窓口…経営における法律
上の悩みについて弁護士が助言｡
予約制｡無料

★金融相談窓口…月曜～金曜日(祝
休日休み)の午前9:00～正午･午後
1:00～4:00｡予約制｡無料

経済局中小企業振興課
☎735-2000 FAX735-2104

問合

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
市国民健康保険加入者のうち､給与を得ている方(被用者)で､新型コロナウ
イルス感染症に感染した方･感染が疑われる方
区役所保険年金課･支所区民福祉課

対象

問合

被用者への傷病手当金の支給

1事業者1日当たり2万円(最大38万円)
新型コロナウイルス感染防止のため、県の営業時間短縮要請を受けた施設を
運営する､中区錦三丁目･栄三丁目1番～15番･栄四丁目で､11/29(日)～
12/17(木)に営業時間短縮(終日休業した場合も含む)を実施・県の｢安全･
安心宣言施設｣への登録､PRステッカーとポスターの掲示を行っているなど
の要件を満たす中小企業など

  2/1（月）消印有効
　  ホームページ､中区役所情報コーナー
同コールセンター☎228-7310(12/29～1/3を除く毎日午
前9:00～午後5:00) FAX972-4138
※市へお問い合わせいただいてもお答えできませんのでご了承ください｡

対象

受付

案内配布

問合
↑ホームページ

はこちら

県感染防止対策協力金(11/29～12/17実施分)

1年以内(感染拡大の状況などにより更新可)
市内在住か市内で勤務していた方で､解雇などにより現住居
から退去を余儀なくされる方
最低家賃額を3割減額した額(月額8,100～22,300円)｡敷金なし
住民票の写し(入居希望者全員分･続柄のあるもの)･解雇など
が証明できる書類･居住している住居からの退去を余儀なく
されることが分かる書類を持参し､直接､市住宅供給公社(西
区浄心一丁目)☎523-3875 FAX523-3863

料金

期間

対象

申込

仕事を解雇された方などへの市営住宅の提供

特別定額給付金の給付対象であったが､世帯員全員が亡く
なったことで特別定額給付金を受給できなかった方の遺族
2/12(金)消印有効
同コールセンター☎414-6765 FAX583-9203

臨時特別定額給付金の支給

対象

問合

受付

往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照5 く ら し の ガ イ ド
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Useful information for foreign residents is provided by the City of Nagoya website and
the Nagoya International Center. 

●The City of Nagoya website : www.city.nagoya.jp/en　　●Nagoya International Center : ☎052-581-0100  website : www.nic-nagoya.or.jp

 

ZIP-FM 77.8MHz  
FM 93.7MHz
AM 1053kHz

市政広報テレビ・ラジオ番組
テレビ番組（字幕放送あり）

名古屋市政情報番組ナゴヤでしょ!（出演：林修さん） （出演：名古屋おもてなし武将隊）

中京テレビ 6ch日曜日 午後5：25～5：30（再放送/火曜日 午前1：29～1：35）

おもてなし隊なごや
メ～テレ

火曜日 午後6：56～7：00
（再放送/金曜日 午前0：48～0：53、土曜日 午前5：17～5：20）

市政情報を分かりやすくお伝えします。

HP www.ctv.co.jp/nagoyade

ラジオ番組 各回の放送内容は市ウェブサイトで案内しています。市ウェブサイト ラジオ広報   各番組　HP で、放送終了後に番組を配信しています。

月曜・金曜日 午前10：00ごろ～

 zip-fm.co.jp/blog/lovenagoya/
※1/11の放送は1/12午前10:16ごろ～

HP

名古屋市だより
火曜･木曜日 午前11：28ごろ～　水曜日 午前8：17ごろ～
金曜日 午後4：24ごろ～

hicbc.com/radio/nagoyaHP

Nagoya International Center
 website 名古屋市広報課

フェイスブック
www.facebook.com/nagoyakoho

月曜日は｢BRUNCH STYLE｣内､金曜日は｢FRIDAY MUSIC PUZZLE｣内で放送

CBCラジオ

※都合により放送内容や放送日時が
　変更になることがあります。

火曜･木曜日は「つボイノリオの聞けば聞くほど」内､水曜日は「多田しげおの気分爽快!!
～朝からP･O･N」内､金曜日は「ドラ魂キング」内で放送

施設や行催事などを紹介します。

NAGOYA CITY I LOVE NAGOYA!

HP www.nagoyatv.com/omotenashi2020/

放

送

予

定

放

送

予

定

4ch

問合 市長室広報課　☎ 972-3134  FAX 972-4126

  各番組　HP で、放送終了後に番組を視聴できます。

1/17 なごや環境大学
エスディジーズ 

SDGs未来創造クラブ

1/24 名古屋市立工芸高校

1/31 下水汚泥固形燃料化施設

2/7 名古屋高速道路 

1/12 白鳥庭園

1/19 なごや歴史探検

1/26 文化のみち二葉館

2/2  市博物館企画展「なごやのうつりかわり

 ーうみ・やま・まちのくらしー」

2/9  クルーズ名古屋

下記参照

｢新旧の名古屋駅｣･｢テレビ塔建設｣･｢市電と地下鉄｣･｢家電の登場｣などをテーマに、

明治時代から現在までの､名古屋市とそこに暮らした人々の移り変わりをたどる展覧会です｡

月曜日(祝日の場合は翌平日)･第4火曜日(2/23は除く)休館日

中学生以下無料､高校･大学生200円(学生証持参)､一般300円､
市内在住の65歳以上100円(顔写真付きの年齢･住所が確認できるものを持参)

観覧料

午前9:30～午後5:00(入場は午後4:30まで)開館時間

地下鉄桜通線｢桜山｣駅4番出口 徒歩5分アクセス

問合 同館(瑞穂区瑞穂通1-27-1)  ☎ 853-2655  FAX 853-3636

HP www.museum.city.nagoya.jp

ホームページはこちら→

愛知県で9年ぶりに国民体育大会冬季大会が開催されます｡

各都道府県を代表する選手たちの勇姿を､ぜひ会場でご覧ください｡

問合 スポーツ市民局スポーツ戦略室  

☎ 972-3294  FAX 972-4417

(1/26～31は☎ 602-5177  FAX 602-5178)

日本ガイシアリーナ アイスリンク(南区東又兵ヱ町5-1-5)場所

当日先着各500人程度(フィギュア競技会は開場の15分前から
整理券配布予定)
開場時間など詳しくはホームページでご覧ください。

人数

ホームページ

はこちら→

1/27(水) 1/28(木) 1/29(金) 1/30(土) 1/31(日)

フィギュア

競技種目

● ● ●
●

●
●ショートトラック

(午前)

(午後)

入場
無料

新田谷  凜 選手

吉永  一貴 選手

にたや

●動物取扱業の登録／名古屋市　　事業所：名古屋市東山総合公園（千種区東山元町３-７０）　種別：展示　登録番号：０７０１０２７　登録日：平成１9年６月１日　有効期限：令和４年５月3１日　動物取扱責任者：黒邉　雅実
●動物取扱業の登録／公益財団法人名古屋みなと振興財団　事業所：名古屋港水族館（港区港町１-３）　種別：展示　登録番号：０6１１０２5　登録日：平成１8年９月１9日　有効期限：令和３年９月１8日　動物取扱責任者：阿久根　雄一郎

●発行日／令和３年１月１日●部数／１,１１１,59０部●配布／区役所総務課（全戸配布・無料）●印刷／サンメッセ株式会社 広報なごやは、再生紙（古紙パルプ配合率100％、白色度70%)を使用しています。
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