
認知症の人と家族が安心して暮らせるまち・

なごやの実現を目指して

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） 2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.jpHP

●人口／2,327,723人

●世帯／1,129,819世帯

●面積／326.50km2

（令和3年1月1日現在）
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認知症の特徴である位置の感覚

が掴みにくい人でも自分で履ける

ように、前後の目印となる踵がなく、

履き口を広げやすく作っています。

高齢者施設などで使用しながら

開発中です。（表紙で試着中）

認知症当事者同士で語り合う「本人

ミーティング」を定期的に開催。当事者

同士で話してもらうことで、当事者なら

ではの生活・経験にまつわる話が飛び

出します。その内容をまとめ、まちづくり

の考え方や企業の商品開発などに

活かしていきます。

当事者の方々のお話を聞いて初めて気付か

されることも多く、意識が変わりました。この

取り組みは、決して認知症の人にだけ優しい

ものではありません。当事者・行政・企業・

地域の皆さんが理解し合い、連携することで、

認知症の人だけでなく、全ての人にとって住み

やすいまちになってほしいと思います。

現在名古屋市には、65歳以上の認知症の人が約10万人いる

と推計されています。認知症は誰にとっても身近な病気で

あり、全ての市民が正しい理解と知識を持ち、認知症の人と

その家族を支えていかなくてはなりません。

本市では、昨年4月に施行した「名古屋市認知症の人と家族が

安心して暮らせるまちづくり条例」の下、さまざまな取り組み

が行われています。今回は北区での取り組みを紹介します。

問合（北区認知症フレンドリーコミュニティについて）北区役所福祉課  ☎ 917-6575  FAX 914-2100

（認知症の現状について）健康福祉局地域ケア推進課  ☎ 972-2549  FAX 955-3367

しゃべりたいことが出てこん  自分から腐っていくことはにゃあ

　まずは自己紹介してちょうよ。河村たかしから

インタビュー。

　内田豊藏さん「認知症サポーター。実は認知症

当事者です。35歳まで市バスで働いていた。市長

室に来るのは初めてだよ」

　水内智英さん「名古屋芸術大学でデザインの

チカラを社会に役立てる、ソーシャルデザインの

研究・教育をしています」

　Q.ほんだけど内田さん、認知症当事者って、

ホントに書いてもええんきゃあ?

　内田さん「ええよ。病院で1時間以上検査。ほんで

『認知症ですよ』と言われた時はガクッときたね」

　Q.日ごろは認知症に対し、どう取り組んどるの？

　内田さん「1人で家にこもってはイカン。人と会って

会話をすることが一番大事」

　水内さん「北区認知症フレンドリーコミュニティ

ガイド作成のための有識者懇談会に座長として

関わっています。認知症当事者、企業などと一緒に、

まちづくりをしたり社会の環境を変えていく。そんな

取り組みにとても共感しています」

　内田さん「地域の皆さんとお互いの日常を大事

にして助け合い。それが大事」

　水内さん「令和7年には65歳以上の5人に1人

が認知症。認知症でもそうでない人でも社会に

参加し支え合える。そんな社会にシフトしていくことが

大切ですよね」

　Q.自分で認知症だという人はまだまだ少ないよ。

ナゴヤの皆さんにメッセージ頼みます。

　内田さん「しゃべりたいことが出てこん。言葉が

飛ぶんですよ。記憶が。でも、落ち込むのではなく、

散歩。コロナに注意して集まって、楽しく過ごす。

自分から腐っていったらいかんよ」

　水内さん「このような認知症当事者も集まる北区

の取り組みは、全国の認知症の方の勇気づけに

なると思います」

　自分から腐っていくことはにゃあ。どえりゃあ素晴

らしい。当事者内田さんからの金言。河村たかし

72歳。認知症を恐れてもしようがにゃあ。なんか世の

ため人のため、人生最後まで楽しく朗らかに。だがね。

とよぞう

↑左から水内智英さん、内田豊藏さん、河村市長、

　（市役所本庁舎市長室にて）

　※インタビューは12月に実施

※厚生労働省の「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」による

　全国の認知症有病率推定値をもとに本市における認知症高齢者数を推計

有識者懇談会委員

後藤裕一さん

高齢者の6人に1人が認知症

目指せ！ 認知症フレンドリーコミュニティ
認知症でも地域の一員として、暮らし続けることができるまちづくりを目指しています。

認知症の人と一緒に、

住みやすいまちづくりを。

認知症高齢者数の将来推計

平成24年
（2012年）

平成27年
（2015年）

令和2年
（2020年）

令和7年
（2025年）

認知症
高齢者数

増加率
（平成24年基準）

74,000人 86,000人 100,000人 112,000人

－ 116.2％ 135.1％ 151.4％

「友達との約束は、事前に予定をメール

で知らせてもらう」など、認知症の人の

生活からヒントを得て、暮らしやすいま

ちづくりを進めるための冊子を作成中。

3月中旬から市ウェブサイトや北区役

所などで配信・配布予定です。

北区認知症フレンドリー

コミュニティガイドを作成

かかと

つか

認知症の人にとっても

履きやすい靴下をデザイン

北区では

こんなアイデアが

出ています！

（インタビュー写真）北区まるっとすまいる大作戦…北区で高齢者が最期まで安心して暮らし続けられるためのまちづくりの取り組み

※画像はイメージです。

い

 ２
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新型コロナウイルス感染症は､誰でも､いつでも感染する可能性があります｡

万が一､自分や家族が陽性となった場合に備えて､日頃から準備をしておくことが大切です｡

かかりつけ医などの判断によりPCR検査などを実施

〈 療養生活について 〉

肺炎などの入院治療が

必要な方など

軽症･無症状の方は､本人の希望･状況などで判断

・発症日から10日間経過し、症状軽快後72時間を経過した方

・発症日から10日間経過する前に症状が軽快し、

  PCR検査などで2回連続で陰性となった方

・陽性と判定された検査の検体採取日から10日間経過した方

・陽性と判定された検査の検体採取日から6日間経過し､

  PCR検査などで2回連続で陰性となった方

県が指定した

宿泊療養施設

（ホテルなど）で療養

自宅で療養病院に

入院

問合 健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策室  ☎ 972-4389  FAX 972-4376

宿泊療養施設で

療養することになったら…

自宅療養における注意事項

症状の

ある方

症状が

ない方

万が一に備えて！
療養生活の持ち物チェックリスト

□衣類　□マスク　□スリッパ　□携帯電話･充電ケーブル

□洗面･入浴用品(歯ブラシなど)　□コップ　□常備薬

□ごみ袋　□アルコール消毒液　□体温計　□タオル類　

陽性

以下のいずれかを満たすと､療養が解除されます｡（厚生労働省が定めた基準）

・　・　・　・

●最大で10日程度、外出ができないことを想定して、日用品などを準備しておきましょう。

●宿泊療養施設では､毎日検温し体調管理を行っていただきます｡自宅での療養の場合､

保健センターが電話などで､体温や咳･鼻汁･倦怠感などの健康状態を定期的に確認します。

●症状に変化があった場合､医療機関と連携し､必要な医療を提供します。

けん  たい

●陽性となった方と他の同居者の部屋を可能な限り分けましょう。

●陽性となった方の世話は､できるだけ限られた方(1人が望ましい)で行いましょう。

●できるだけ全員がマスクを着用しましょう。

●こまめに手洗いをしましょう。　●できるだけ換気をしましょう。

●ドアノブ･トイレ･浴室など共用する場所はこまめに消毒しましょう。

　また、トイレはふたを閉めて流しましょう。

●食器･タオルなどは陽性となった方と共用してはいけません。

●汚れたリネン･衣服はすぐに洗濯しましょう。　●ごみは密閉して捨てましょう。

防ごう！

  家庭内感染防ごう！

  家庭内感染

必要に応じて､

日用品も

支給します。

軽症･無症状で

・自立した日常生活を送り､自力で感

  染予防ができる方

・重症基礎疾患のない方など、医師が

  施設での療養が適当と判断した方

宿泊療養施設は､家庭内での感染

防止などを目的としています。

［入所の対象］

●1日3食の提供があり､

　費用はかかりません｡

●療養生活に必要な日用品は､

　ご自身で持ち込んでいただきます。

●室内の掃除など､身の回りのことは

　ご自身で行っていただきます。

●滞在中は施設から外出できません。

●飲酒や喫煙はできません。

●家族や友人との面会はできません。

●医師による診察や薬の処方は

　していません。

●看護師が常駐しているので､

　24時間相談ができます。

●費用はかかりません。　●アレルギーや軟食にも対応しています。

自宅で療養されている方のうち､希望される方に､

1日3食を毎日配達します（陽性となった方本人分のみ）。

受け渡しの際は直接対面せず、食事を玄関前などにお届けし、電話でお知らせします。

自宅療養者向け 配食サービス

保健センターから症状・行動歴・接触のあった

方などについて聞き取り調査をします。陽性判明

陽性となった方と接触があった方へ
陽性となった方への聞き取り調査の結果、接触があり、健康観察が必要となった方には、

行動の自粛をお願いさせていただきます。感染拡大防止のため、ご協力をお願いします。

 ３
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早朝､夕暮れ､夜間の暗い時間

帯に外出するときは､明るく目

立つ服装をし､反射材を身に着

けましょう。

ドライバーの皆さまも､横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるときは､

必ず横断歩道の手前で一時停止しましょう。

みんなで交通ルールを守って､交通事故ゼロを目指しましょう！

問合 スポーツ市民局地域安全推進課　☎ 972-3123  FAX 972-4823

問合 健康福祉局地域ケア推進課　☎ 972-2549  FAX 955-3367

こんな時はまず、各区にある「はち丸在宅支援センター」にご相談ください！

交通事故にご注意！

住み慣れた場所で、家で、暮らし続けたい…。そんなあなたの思いをサポートします。

詳しい連絡先などはホームページで！→

事故の多くは道路の横断中に起きています｡こんなことをしていませんか？

近くに横断歩道があるときは､遠回りでも横断歩道を利用しましょう｡

（交差点など）道路を横断するときは、左右の安全を十分確認してから渡りましょう｡

交通ルールを守り､「止まる・見る・待つ」を実践しましょう。

在宅療養とは、病気や介護が必要な状況であっても､医療･介護サービスを受けながら自宅などの

住み慣れた場所で生活すること｡名古屋市では､医師や看護師だけでなく､歯科医師や薬剤師､

ケアマネジャー､ヘルパーなど多様な職種の人たちと共に皆さまの在宅療養をサポートしています｡

医師などが定期的に訪問し､必

要な医療を提供します｡診察や

薬の処方､歯科診療も自宅で受

けることができます。

介護が必要な方一人一人に合っ

たサービスを､ケアマネジャーが

計画して提供します｡

これから在宅療養を始めたいけれど､不安なことはどこに相談すればいいの?

在宅療養を始めた後も､急に困ったことが出てきたら相談に乗ってくれるの?

通院が難しくなってきたので、自宅で医師に診てもらいたい

持病があるけれど、できれば最期まで家にいたい

月曜～金曜日 

午前9：00～午後5：00

受付時間

月曜～金曜日 午後5：00～翌午前9：00

土曜･日曜日･祝休日は24時間対応

受付時間

☎ 325-2610

例えば

子ども(15歳以下)

若者(16～24歳)

一般(25～64歳)

高齢者(65歳以上)

半数以上が

高齢者！

半数以上が

暗い時間帯！

年齢別内訳

朝(午前6：00～9：00)

昼(午前9：00～午後6：00)

夜(午後6：00～10：00)

深夜(午後10：00～午前6：00) 

時間帯別内訳

0人(0％)

4人(9％)

12人(29％)

26人(62％)

5人(12％)

14人(33％)

10人(24％)

13人(31％)

いつも車が来ない道だから、

横断歩道じゃないけどここで渡っちゃお…

渡りきる前に信号が赤に

なりそうだけれど、急いでいるから…

昨年(令和2年)1月～12月の市内の交通事故死者数は42人｡なんと前年比9人の増加!!内訳は… 

どのようなサービスを受けられるか､訪問診療を受けられる医療機関は

どこかなど､具体的な相談にお応えします｡

夜間や祝休日にも専門の看護師が適切な対応方法をアドバイスします。

各区｢はち丸在宅支援センター｣〈昼間〉

在宅療養あんしん電話相談〈夜間・休日〉 NEW

在宅療養者の同意に基づき、多職種の人たちが

お互いに診療情報を共有できる｢はち丸ネット

ワーク｣を活用して皆さまをサポートします!

それ本当に安全ですか？ 反射材をつけよう！

反射材を着けると

こんなに違います！

危険！

でも、利用するのにちょっと不安…

反射材なし

反射材あり

 ４
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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。

名古屋歯科保健医療センター(障害

者歯科)をご利用ください

地域で歯科医療を受けることが困難
な障害者への相談と診療を行ってい
ます｡事前予約制

火曜～土曜日の午前9:00～午
後5:00
①名古屋北歯科保健医療セン
ター(北区平手町)②名古屋南歯
科保健医療センター(南区弥次
ヱ町)
1～3級の身体障害者手帳･1～3
度の愛護手帳をお持ちの方など
①名古屋北歯科保健医療セン
ター☎･FAX915-8844
②名古屋南歯科保健医療セン
ター☎611-8044 FAX825-4340
(健康福祉局医療福祉課
 ☎972-2574 FAX972-4148)

問合

診療

場所

対象

児童扶養手当の計算方法などが

変わります(3月分～)

障害基礎年金や障害補償年金などを
受給しているひとり親家庭の方は､
児童扶養手当が支給されていません
でしたが､制度改正により児童扶養
手当が支給される可能性があります
(所得制限などの要件あり)｡

市ウェブサイト
区役所民生子ども課･支所区民
福祉課

問合

案内

市営住宅 入居者の募集

一般､子育て･若年世帯､単身者､多家
族･多子世帯､多回数落選向けなど

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)､収入要件などを満たす方｡
申し込み区分により追加要件あ
り｡抽選
2/19(金)～28(日)消印有効
2/18(木)～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

案内
配布

対象

受付

里親制度休日相談窓口

2/28(日)午後1:00～5:00
7
な ご や

58キッズステーションマルチ
ルーム(中区栄三丁目)
市内在住で里親登録を検討して
いる方｡先着6組｡託児あり
2/11(木･祝)午前9:00～電話･
ファクス･Eメールでこども家
庭支援センターさくら
☎821-7867 FAX821-7869
　c-sakura@xrh.biglobe.ne.jp
子ども青少年局子ども福祉課
☎972-2519 FAX972-4438

対象

場所

日時

申込

問合

無料

認可外保育施設などの

利用料無償化

4月から認可外保育施設などに入園
予定の方は､3月末までにお住まいの
区の区役所民生子ども課に認定申請
書と必要書類を提出してください｡

3～5歳児クラスの保育の必要性
のある世帯･0～2歳児クラスの
保育の必要性のある非課税世帯
子ども青少年局保育企画室
☎971-1101 FAX228-6942

対象

問合

子ども会に入ろう!

子ども会では､地域における子ども
たちの健全な育成を目的に､年齢の
異なる子ども同士がさまざまな遊び
やスポーツなどを行っています｡進
級や入学に合わせて､子ども会で新
しい仲間づくりや､学校や家庭では
できない活動をしてみませんか｡

区役所民生子ども課問合

国民健康保険に関する届け出

【加入･脱退】
次のような場合は届け出をしてくだ
さい｡
★職場の健康保険をやめたとき(被

扶養者から外れたとき)
★市外から転入してきたとき
★子どもが生まれたとき　など
加入の届け出が遅れると､保険料を
さかのぼって一度に納める必要があ
ります｡

【給付･減免など】
次の場合､申請により給付を受けら
れることがあります｡
★医療費が高額になったとき
★市民税非課税世帯の方が入院中の

食費を支払うとき　など
区役所保険年金課･支所区民福
祉課

問合

重度障害者福祉タクシー利用券･

重度身体障害者リフト付タクシー

利用券の追加交付

新型コロナウイルス感染症の影響を
鑑み､同券10枚の追加交付を行います｡
利用期限は3/31(水)まで｡申請必要

令和2年度の同券の残数がおお
むね10枚以下の方
3/25(木)消印有効
市ウェブサイト･健康福祉局障
害企画課☎972-2587
FAX951-3999

対象

受付

案内
配布

高額医療･高額介護の合算制度

令和元年8月～令和2年7月に医療保
険と介護保険の両方を利用し､加入
している各医療保険における世帯内
での医療費･介護サービス費の合計
自己負担額が一定額を超えた場合､
申請すると超えた分の金額が支給さ
れます｡
★国民健康保険･後期高齢者医療に

加入の方…2月下旬から対象の方
へお知らせを送付します(市外か
ら転入された方や医療保険の種類
が変わった方にはお知らせできな
い場合があります)｡

★それ以外の医療保険に加入の方…
区役所福祉課･支所区民福祉課で
発行される介護保険の負担額証明
書を添付して医療保険者に申請し
てください｡

区役所保険年金課･福祉課､支所
区民福祉課

問合

■給与所得控除･公的年金等控除や基礎控除の見直しによる変更
税制改正により給与所得控除･公的年金等控除が10万円引き下げら
れます｡これにより国民健康保険料の均等割の減額判定に不利益が

生じないよう､合わせて減額基準額を引き上げます｡

 

■ひとり親控除の創設による寡婦(夫)控除の見直しによる変更
これまで税法上の寡婦(夫)･本市の国民健康保険料の寡婦(夫)控除
のみなし適用を受けていた方は､新設される｢ひとり親控除｣や｢寡

婦控除｣の対象になることで､引き続き国民健康保険料の独自控除

が適用されます｡

　※前年の合計所得が500万円(給与収入のみの場合約678万円)を超
　える方や事実上の婚姻関係がある方(住民票の続柄に｢夫(未届)｣
　｢妻(未届)｣の記載)は､控除が適用されなくなる場合があります｡

なお､本改正を踏まえた令和3年度の確定保険料は､6月に通知します。

税制改正による

国民健康保険料に関する主な変更点

健康福祉局保険年金課☎972-2569 FAX972-4148
詳細は､市ウェブサイト

問合

令和
3年度～

国民健康保険料 税制改正 検索

広報なごや令和3年1月号に掲載の

「 敬老パスの期限更新にあたり同意書・口座登録票を

ご提出ください！」について

分かりにくい点があったため、改めてお知らせいたします｡
■敬老パスの名古屋鉄道･近畿日本鉄道･JR東海への対象交通機関の

拡大､利用回数の上限設定の開始時期は、令和4年2月1日(火)です｡
■制度変更に向けて、1年前にあたる令和3年2月1日(月)以降、同意

書・口座登録票を｢敬老パスの更新手続きのご案内｣に同封して順
次お届けします｡

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)

問合

生活・福祉

ｖ

〈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、2月1日(月)から
　です。

■広報なごや2月号には…
　記事の内容(開催日･申込期限など)が原則
　2月11日(木･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
（3/28は午後2:00まで）｡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 29 30 31

2021/3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 25 26 27

28

2021/2月

 ５



23

なごや生物多様性シンポジウム～みん

なでつなぐ生物多様性の未来～

3/21(日)午前9:30～午後5:00
市立大学病院3階大ホール(瑞
穂区瑞穂町)
抽選で100人　 　  2/28(日)まで
区役所情報コーナー・図書館･な
ごや生物多様性センター(天白
区元八事五丁目)☎831-8104
FAX839-1695

受付

日時

人数

場所

無料

案内
配布

なごや森づくり講座i
イ ン

n東山公園

～クロミノニシゴリ天然下
か

種
し ゅ

更新

の林
り ん

床
しょう

づくり～

間伐や落ち葉かきなどの体験を通し
て森づくりについて学ぶ

3/7(日)午前10:00～正午
※雨天の場合は3/21(日)に延期
東山公園(天白区天白町)
小学生以上の方(小学生は保護
者同伴)｡抽選で20人
電子申請かはがき(年齢も記入)
でみどりの協会(〒466-0064
昭和区鶴舞一丁目1-166)
☎731-8590 FAX731-0201
2/19(金)必着
緑政土木局緑地利活用課
☎972-2489 FAX972-4143

申込

受付

対象

日時

問合

場所

無料

東海三県一市グリーン購入

キャンペーン

環境への負荷が小さいものを優先的
に購入する｢グリーン購入｣をした方
に抽選でエコな商品をプレゼント

2/21(日)まで
東海三県内のスーパーマーケッ
トなどの協力店舗
市ウェブサイト
環境局環境企画課
☎972-2684 FAX972-4134

案内

問合

日程

場所

｢食品ロスダイアリー｣アプリを

ご利用ください

捨ててしまった期限切れ
の食品や食べ残しを日記
形式でアプリに記録する
ことで､‘‘もったいない”
家庭からの食品ロスの削
減と食費の節約を目指しましょう｡

ホームページ
環境局資源化推進室
☎972-2390 FAX972-4133

案内

問合

↑ホームページ
はこちら

要項
配布

チャレンジファーマーカレッジ

受講生の募集

野菜栽培や収穫物販売などを学ぶ
4/3(土)～来年3/13(日)｡実習
20回･座学14回程度
農業センターd

で ら

elaふぁーむ(天
白区天白町)
市内在住か在勤(学)の令和3年4
月1日現在20歳以上で､過去3年
以内に野菜の栽培経験があり､
修了後市内の農地で耕作する意
欲がある方など｡選考で8人
3万5千円
2/28(日)消印有効
市ウェブサイト･区役所情報コー
ナー･同センター☎801-5221
(月曜日休み) FAX801-5222

対象

日程

場所

料金

受付

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｣

これからの時代に必要な企業や行政
とNPOとのパートナーシップを学ぶ

2/19(金)午後1:00～2:00
電話･ファクス･Eメール(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
2/17(水)まで受付

日時

申込

無料

S
エスディージーズ

DGs謎解きラリーi
イ ン

n伏見

～2030年からの挑戦状～

伏見ライフプラザ（中区栄一丁目）･
市科学館（中区栄二丁目）･でんきの
科学館（中区栄二丁目）などを回り
謎解きをしながらSDGsについて
学ぶ

3/13(土)まで
無料(市科学館のみ入館料必要)
エコパルなごや(中区栄一丁目)･
伏見ミリオン座(中区錦二丁目)
環境局環境企画課
☎972-2293 FAX972-4134

問合

日程

料金

案内
配布

中止
エコパルなごや マンスリー企画展示

｢『ガタガール』原画展｣

干潟を愛する少女と干潟の生きもの
を学ぶ生物部青春漫画｢ガタガール｣
の複製原画を展示

2/2(火)～28(日)の開館日､午
前9:30～午後5:00
同所(中区栄一丁目)☎223-1066
(月曜日休み) FAX223-4199

問合

日時

無料

名古屋駅前モニュメント｢飛
ひ

翔
しょう

｣

さよならイベント

名古屋駅駅前広場(東側)の再整備に
向け解体される｢飛翔｣の記憶を継承
するため､さまざまな催しを開催

★飛翔内部見学ツアー
2/27(土)午前10:00～10:20･
午前11:00～11:20･午後
1:00～1:20･午後2:00～
2:20･午後3:00～3:20
市内在住か在勤
(学)で18歳以上の
方｡抽選で各10人
2/17(水)まで
ホームページ

★飛翔SNS投稿キャンペーン…「飛
翔 」が 写 っ て い る 写 真 を 撮 影
し､｢ #

ハッシュタグ

名駅のぐるぐる｣をつけて
SNS(T

ツ イ ッ タ ー

witter･I
イ ン ス タ グ ラ ム

nstagram)に投稿
した方の中から抽選で景品を進呈

2/11(木･祝)～28(日)
★飛翔ギャラリー
　…｢飛翔｣と名古屋駅の変遷を紹介

2/11(木･祝)～28(日)
大名古屋ビルヂング前(中村
区名駅三丁目)

住宅都市局リニア関連･名駅周
辺開発推進課
☎972-2745 FAX972-4171

日程

案内

問合

日程

対象

場所

日時

受付 ↑ホームページ
はこちら

無料

無料

がん患者のウィッグ(かつら)

購入費用助成

購入費用の3割(上限3万円)を補助｡
購入後1年以内の申請が必要｡1人1
回まで｡ただし､平成31年4月1日～
令和2年3月31日に購入された方は､
令和3年3月31日まで申請できます｡

市内在住でがんと診断され､抗
がん剤治療に伴う脱毛症状など
でウィッグが必要な方
がん相談･情報サロン｢ピアネッ
ト｣☎243-0555(月曜･日曜日
休み) FAX243-0556
(健康福祉局健康増進課
☎972-2637 FAX972-4152）

問合

対象

暮らしとこころの

お悩み無料相談会

弁護士･臨床心理士などが新型コロ
ナウイルス感染症の影響などによる
さまざまな生活の不安･悩みに対応

3/21(日)午後1:30～4:40
大一名駅ビル(中村区名駅四丁目)
市内在住か在勤(学)の方｡先着
9人
2/12(金)午前10:00～電話か
ファクスで愛知県弁護士会
☎203-4410 FAX204-1690
健康福祉局健康増進課
☎972-2283 FAX972-4152

問合

対象

申込

日時

場所

無料

中止

ビーズクッションの出し方

環境局作業課　☎972-2394 FAX972-4133問合

収集車がビーズクッションを圧縮した際、破裂し中身のビーズが道路
一面に飛散してしまうことがあります｡ビーズクッションをごみとし
て排出する際は､以下のことに注意しましょう｡
●「ビーズクッション」と分かるように貼り紙をする

●他のごみに埋もれないように出す

なお､家庭で使用していたビーズクッションは、
●30㎝角以内の場合……可燃ごみ

●30㎝角を超える場合…粗大ごみ

として排出してください｡

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

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)
★プリザーブドフ

ラワーでつくる
春 の ブ ー ケ …
3/20(土･祝)
午後1:30～3:30｡
30人｡2,500円

荒子川公園ガーデンプラザ

〒455-0055港区品川町2-1-1
☎384-8787(月曜・第3水曜日休み)
★メッセージを添

えた春の寄せ植
え … 3 / 1 3 ( 土 )
午 後 1 : 3 0 ～
4 : 0 0 ｡ 2 0 人 ｡
3,000円

申し込みは2/20(土)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

自然・環境

レジャー

生活・福祉

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

 ６
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東山動植物園
親子どうぶつ講座

★コアラの一生

2/23(火･祝)午後2:00～3:00

★メダカ講座

3/20(土･祝)午後2:00～3:00

中学生以下の方と保護者(2人1

組)｡抽選で各40組

入園料必要

電子申請か往復はがき(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

2/17(水)必着

※動物取扱業の登録内容は⓰面参照

料金

申込

受付

対象

日時

日時

東山動植物園
大人のための動物講座

★再考 動物の福祉とは:誰の､何の

ためのもの?

2/20(土)午後1:30～2:30

★東山動植物園の絶滅危惧種(動物編)

2/21(日)午後2:00～3:00

高校生以上の方｡先着で各80人

入園料必要

2/12(金)午前9:00～電話かファ

クスで同園(千種区東山元町)

☎782-2111(月曜日休み)

FAX782-2140 

※動物取扱業の登録内容は⓰面参照

料金

申込

対象

日時

日時

おんたけ休暇村「飛騨･信濃を結ぶ
鎌倉街道『野麦峠スノーシュー』｣

3/6(土)～1泊2日(3食付き)

18歳以上の方(高校生を除く)｡

先着15人

1万8千円(別途レンタル代500

円必要)

2/11(木･祝)午前10:00～

同所(長野県木曽郡王滝村)

☎0264-48-2111

FAX0264-48-2874

料金

申込

問合

対象

日程

M
ム ー ブ

oove i
イ ン

n K
キ ン ジ ョ ウ

injof
フ ト ウ

uto
車に乗ったままの映

画鑑賞やマルシェ･

学生を中心に公募し

た映像作品の授賞式

など

3/6(土)･7(日)午前

10:00～午後9:00

市営金城ふ頭駐車場(港区金城

ふ頭二丁目)など

無料(一部駐車場使用料･参加費

必要)

不要(一部事前予約制)

★クルーズ名古屋 金城ふ頭周遊便

｢ナイトクルーズ｣の運航

3/6(土)午後4:00･午後5:00･

午後6:00･午後7:00発

運賃必要

ホームページ

金城ふ頭賑わい創出事業実行

委員会

(住宅都市局名港開発振興課内)

☎972-2717

FAX972-4161

料金

料金

申込

案内

問合

日時

場所

日時

↑ホームページ
はこちら

名古屋市観光周遊セット券(シャチ
割利用限定)を販売しています

市バス･地下鉄･メーグル

に1日乗り放題の乗車券

と割引価格の観光施設入

場券をセットで販売

高校生以上の方

ホームページ

市バス・地下鉄テレホンセンタ－

☎522-0111 FAX951-3344

案内

問合

対象
↑ホームページ

はこちら

農業センターd
で ら

elaふぁーむ
しだれ梅まつり

紅白のしだ

れ梅約700

本が咲き競

う｡朝市･青

空市も開催｡

3/5(金)～7(日)には名古屋コーチン

商品の販売もあり

2/27(土)～3/21(日)午前9:00～

午後4:30

入場無料(期間中は駐車場有料)

同センター(天白区天白町)

☎801-5221(月曜日休み､ただ

し期間中は開園) FAX801-5222

料金

問合

日時

“農”と出会う、３つの公園
農業公園は､農業について楽しく学びながら､レクリエーションの場
としてゆったり憩える｢農のテーマパーク｣です｡市内には､それぞれ
違った特色を持つ農業公園が3つあります｡
大都市では貴重になってきたさまざまな｢農｣との触れ合いを通じ
て､食の大切さや潤いのある暮らしを体感することができます。

①農業センター d
で ら

elaふぁーむ
テーマは野菜と畜産｡のどかな放牧

場と絶品の牛乳･ジェラート､全国有

数規模のしだれ梅園が名物です｡

③ 農 業 文 化 園

水
す い と う

稲と花をテーマとした農業公園で､

隣接の戸田川緑地とともに､園内では

四季折々の花が楽しめます｡

②東谷山フルーツパーク
温室や果樹園で世界のいろいろな果実

が楽しめる､フルーツのテーマパーク｡

池で魚釣りも楽しめます｡

農業センター所長 鈴木 裕治さん

①農業センター delaふぁーむ（天白区天白町大字平針字黒石2872-3）☎801-5221　FAX802-5222

②東谷山フルーツパーク(守山区大字上志段味字東谷2110)☎736-3344　FAX736-2660

③農業文化園(港区春田野二丁目3204)☎302-5321　FAX303-6116

　　　  月曜日(祝休日の場合は翌平日)　　　　 午前9:00～午後4:30　　　 　入場無料休園日 営業時間 料　金

基本
データ

季節ごとに違った楽しみ方ができるのが農業

公園の魅力です｡各施設おいしい食べ物や､収

穫体験のイベントなど､魅力がいっぱいです！

※ご来園の際は､事前の体温チェックやマスク

の着用などにご協力ください。

知って

いますか？

この施設！

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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体感!しだみ古墳群ミュージアム

埴輪のあるガーデニング講座

3/14(日)午後1:00～3:00
先着50人程度　　　500円
天野麻里絵さん
2/14(日)午前9:00～電話で同
所(守山区大字上志段味)
☎739-0520(月曜日休み)
FAX739-0524

日時

講師

人数

申込

料金

自死遺児支援セミナー

身近な人を亡くした体
験をしたとき心や体に
起きる変化｢グリーフ｣
や生活上の課題などを
学ぶ

3/6(土)午前10:00～11:30
ウィンクあいち(中村区名駅四
丁目)
市内在住の方など｡50人程度
ホームページ･電話･Eメールで
市ゲートキーパー研修事務局
☎090-2946-7677 
　gk.kenshu@gmail.com
3/5(金)まで
健康福祉局健康増進課
☎972-2283 FAX972-4152

受付

問合

申込

日時

対象

場所

無料

↑ホームページ
はこちら

｢家具固定技術研究会」

参加者の募集

大規模地震の発生に備えた､家具の
転倒防止方法を紹介。実技を交えな
がら初心者の方にも分かりやすく説
明します。

2/16(火)午後6:00～7:00
昭和消防署(昭和区御器所通)
市内在住か在勤(学)の方｡先着
30人
2/12(金)午前8:45～電話で消
防局消防課
☎972-3543 FAX951-8463

申込

日時

対象

場所

無料

講演会｢大
お お

曲
ぐ る

輪
わ

貝塚を語る･縄文時

代のムラを語る｣

3/7(日)午後1:30～4:00
市博物館(瑞穂区瑞穂通)
抽選で110人
往復はがき･ファクス･Eメール
で教育委員会文化財保護室
☎972-3268 FAX972-4202
　 a3268@kyoiku.city.nagoya.
lg.jp
2/19(金)必着受付

申込

日時

場所

人数

無料

市政資料館｢モノづくり名古屋 ラ

ンドセルの軌跡展｣

ランドセルの歴史に関するパネル展
示や､ランドセルの実物･素材などの
展示

3/5(金)～14(日)の開館日､午
前9:00～午後5:00
同館(東区白壁一丁目)
☎953-0051(月曜・第3木曜日
休み) FAX953-4398

問合

日時

無料

ゆとりある住まい講演会

｢DIYで自分らしい空間づくり｣

3/4(木)午後2:00～3:30
鯱
こ じ ょ う

城ホール(中区栄一丁目)
DIYクリエイターのc

ち こ

hikoさん
200人程度
往復はがき･ファクス･Eメール
で愛知ゆとりある住まい推進協
議会(〒460-0008中区栄四丁
目3-26)☎264-4022 
FAX264-4041
　info@yutori.gr.jp
2/24(水)消印有効
住宅都市局住宅企画課
☎972-2942 FAX972-4172

問合

受付

申込

日時

場所

講師

人数

無料

指定難病を持つ､子育て中のお母

さんのつどい

体育指導員を招き､心と体をほぐす
リラクゼーションを行う

2/26(金)午前10:00～11:30
中保健センター(中区栄四丁目)
市内在住の難病治療中で子育て
中の女性｡15人程度
電話･ファクスか直接､中保健セ
ンター保健予防課
☎265-2263 FAX265-2259
2/25(木)午後5:00まで受付

申込

日時

場所

対象

無料

動物愛護センター 

パピー教室

3/14(日)午後1:30～3:00
市内在住で生後6カ月までの子
犬を同伴できる方(登録･狂犬病
予防注射･混合ワクチン接種済
みに限る)｡抽選で5組程度
電子申請か往復はがき(犬の種
類･年齢･性別も記入)で同セン
ター(〒464-0022千種区平和
公園二丁目106)
☎762-1515 FAX762-0423
2/28(日)必着受付

申込

日時

対象

無料

大都市制度講演会(W
ウ ェ ブ

eb講演会)

｢『地方自治の母国』イギリスが示

す未来の大都市の姿｣

ホームページで公開
2/16(火)～3/31

（水）
帝京大学教授の
内
な い

貴
き

滋
しげる

さん
不要
総務局大都市･広域行政推進室
☎972-2208 FAX972-4418

申込

問合

日程

講師

無料

↑ホームページ
はこちら

ファーストキフ･フェスタ＠
アット

オン

ライン

楽しみながらボラン
ティアやNPOについ
て知り､応援･交流す
る｡NPO活動などを紹
介する動画を見て､応
援メッセージを送ると
抽選で景品あり｡動画
はホームページで公開

2/2(火)午前9:00～
28(日)午後5:00

★トークショー配信…中京テレ
ビアナウンス部のバーチャル･
ユーチューバー大

お お つ た

蔦エルさんによ
るNPOの活動紹介など

2/2(火)正午～28(日)午後
5:00

不要
市民活動推進センター(中区栄
三丁目)☎228-8039(月曜日休
み) FAX228-8073

問合

申込

日時

日時

無料

↑ホームページ
はこちら

大蔦エルさん

なごやジョブサポートセンター

自己PR＆
アンド

課題プレゼン対策

学生向けオンラインセミナー

オンライン時代の就職活動の全体像
と対策についての講演｡申込者には
市内企業88社の魅力PR冊子を進呈

2/26(金)午後1:30～3:30
就 職 活 動 を 控 え た 大 学 生 な
ど｡50人程度
2/18(木)まで
ホームページ
同センター
☎733-2112 FAX733-2115
www.nagojob.city.nagoya.jp

受付

HP

問合

日時

案内

対象

無料

鯱
こ

城
じょう

学園 学生の募集

専攻は､環境･国際･健康･生活･福祉･
音楽･園芸･陶芸･美術･地域･文化

4月
市内在住で昭和36年4月１日以
前生まれの方｡抽選で347人
授業料年額4万8千円(別途実費
負担あり)
2/15(月)～3/15(月)消印有効
区役所福祉課･生涯学習セン
ター･同学園(中区栄一丁目)
☎222-7521 FAX222-7523

料金

対象

入学

案内
配布

受付

少年少女発明クラブ｢ものづくり

教室(デリバリー)｣参加者の募集

市内6教室(千種･東･西･瑞穂･中川･
天白教室)で実施

4月～来年1月の土曜･日曜日の
全8回
小学4年～中学生｡抽選で各
12～18人程度
1万円
2/28(日)必着
ホ ー ム ペ ー ジ ･ 区 役 所 情 報
コーナー･経済局次世代産業振興
課☎972-2419 FAX972-4135
nagoya-hatsumei.org

日程

対象

案内
配布

受付

HP

料金

© 2018 STORYTELLER DISTRIBUTION CO., LLC.

映画｢ビリーブ 未来への大逆転｣

～司法分野における女性の参画に

ついて考えましょう～

3/6(土)午後1:30～4:00
イーブルなごや(中区大井町)
100人程度｡託児要予約
700円(託児は40円)
ホームページ･電話か直接､同所
☎331-5288(第3木曜日休み)
FAX322-9458
2/27(土)まで
e-able-nagoya.jp

料金

人数

申込

受付

HP

日時

場所

Ｑ 親族が亡くなり､私が相続人になることが分かりましたが､事

情があって財産を相続したくありません｡相続の放棄をするに

はどうしたらよいですか?

相続放棄をするには､あなたが相続人となることを知ったとき
から3カ月以内に､亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に

｢相続放棄申述書｣を戸籍謄本などの必要書類と合わせて提出する必要
があります｡この期間を過ぎてしまうと､原則として相続放棄はできな
くなります｡ただし､3カ月の期間内でも､亡くなった方の預
貯金を使ったり､物を売ったりして財産を処分していると
相続放棄ができなくなりますのでご注意ください｡

（愛知県弁護士会☎203-0730 FAX204-1690）

Ａ

相続放棄をしたい
法

律
相

談

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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①手話通訳者②要約筆記者(パソコ

ンコース)養成講習会

①4/8(木)～来年3/24(木)の
全45回､午後1:30～3:30②
4/13(火)～来年2/8(火)の全
43回､午後1:30～3:30
名身連福祉センター(中村区中
村町)
市内在住か在勤(学)で令和3年
4月1日現在20歳以上の方(①
は手話上級者)｡選考で①8人②
10人
①8千円②9千円(いずれも別途
教材費必要)
2/28(日)必着
ホ ー ム ペ ー ジ ･ 名 身 連 聴 覚
言 語 障 害 者 情 報 文 化 セ ン
ター☎413-5885(水曜日休み) 
FAX413-5853(健康福祉局障害企
画課☎972-2587 FAX951-3999)
meishinren.or.jp

日時

場所

対象

料金

案内
配布

受付

HP

高齢者就業支援センター 講座･講習

①サービス介助基礎研修
3/9(火)午後1:30～3:30

② 就 業 に も 役 立 つ パ ソ コ ン / パ
ワーポイント(基礎)

3/9(火)･12(金)･16(火)･19(金)
の全4回､午後1:30～3:30

③就業にも役立つ/はじめてさわる
パソコン

3/15(月)･17(水)の全2回､午
前10:00～正午

市内在住で55歳以上の方(②は
パソコンの基本操作ができる
方)｡抽選で①20人②③10人
①1,000円②7,300円③2,500
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
2/22(月)まで

日時

日時

日時

対象

料金

申込

受付

無料

イーブルなごやの催し

①仲間と一緒に親子であそぼう♪子
育てグループ交流会

2/24(水)午前10:00～11:30
就学前の子どもと保護者か子
育てグループに参加している
方｡抽選で20組

②公開講座｢『いま』を読み解く 女性
ちんどん屋 名古屋大須から世界
へ｣…手話通訳･要約筆記あり

3/16(火)午前10:30～正午
当日先着150人｡託児要予約
無料(託児は40円)

① 2 / 1 7 ( 水 ) 必 着 ② 託 児 は
3/9(火)まで
同所(中区大井町）
☎331-5288(第3木曜日休み) 
FAX322-9458
e-able-nagoya.jp

日時

日時

人数

対象

問合

料金

HP

受付

世界自閉症啓発デー 映画上映会

｢トスカーナの幸せレシピ｣

元一流シェフと料理の才能を秘めた
アスペルガー症候群の少年の友情を
描いた作品

3/18(木)午後1:00～2:40･午
後4:00～5:40(開場は30分前)
昭和文化小劇場(昭和区花見通
一丁目)
抽選で各300人
往復はがき(1人1通｡希望時間
も記入)で発達障害者支援セン
ターりんくす名古屋
(〒466-0858昭和区折戸町
4-16)
☎757-6140 FAX757-6141
2/26(金)消印有効受付

申込

日時

場所

人数

無料

水の歴史資料館

｢防災クイズラリー｣

東日本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

3/6(土)～14(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

日時

問合

無料

堀川展

～かくれ産業･土木遺産～

2/16(火)～28(日)午前10:00～
午後6:00(月曜日休み｡土曜･日
曜日･祝日は午後5:00まで)
名古屋都市センター11階まち
づくり広場(中区金山町一丁目)
緑政土木局河川計画課
☎972-2823 FAX972-4193

日時

問合

場所

無料

地域の国際化セミナー｢人とつなが

る､街を生きる～知り合えない私た

ちと隣近所の多文化共生｣

外国人が住民の半数以上を占める
｢芝園団地｣(埼玉県川口市)の報告か
ら､今日の共通の地域課題｢住民同士
のつながりの希薄化｣を切り口に､こ
れからの地域づくりを考える

3/6(土)午後1:30～4:30
①オンライン②名古屋国際セン
ター別棟ホール(中村区那古野
一丁目)
先着①90人②30人
2/11(木･祝)午前10:00～ホーム
ページ･電話･Eメールで同セン
ター☎581-5689(月曜日休み)
FAX581-5629　
　seminar-vol@nic-nagoya.or.jp
nic-nagoya.or.jp

日時

場所

人数

申込

HP

無料

食品安全･安心学習センター

｢春の公募講座｣

検査所の見学や野菜のクイズなど
3/5(金)･11(木)午後1:30～
3:30
中央卸売市場本場食品衛生検査
所(熱田区川並町)
市内在住か在勤(学)の方｡先着
各10人
2/15(月)午前9:00～電話かE
メール(希望日も記入)で
健康福祉局食品衛生検査所
☎671-3385 FAX671-3383

申込

日時

場所

対象

問合

中止

無料

子ども食堂フォーラム

子どもをはじめとする地域の方が､
食事を通してつな
がる場である｢子
ども食堂｣に関す
る講演･活動報告
など

3/19(金)午後1:30～3:30
鯱

こ

城
じょう

ホール(中区栄一丁目)
200人程度
電話･ファクス･Eメールで市社
会福祉協議会☎911-3193
FAX917-0702　　chiiki01@
nagoya-shakyo.or.jp
3/5(金)まで
子ども青少年局子ども未来企画
室☎972-3199 FAX972-4204

申込

受付

問合

人数

日時

場所

無料

次世代ものづくり基盤技術産業展

～T
テ ッ ク

ECH B
ビ ズ

iz E
エ キ ス ポ

XPO～

2/24(水)･25(木)午前10:00～
午後5:00(2/25は午後4:00ま
で)
中小企業振興会館(千種区吹上
二丁目)
入場無料(事前登録必要)
名古屋国際見本市委員会
☎735-4831 FAX735-4836
(経済局産業立地交流室
☎972-2423 FAX972-4135)

問合

料金

日時

場所

こころの健康フェスタなごや

精神科医の名越康文さ
んを講師に迎え､アイド
ルグループのM

マ ジ ッ

AG!C
ク

☆
P

プ リ ン ス

RINCEを生徒役として
ホームページ上で心の健
康授業を実施｡エクササイズ動画の
配信なども行う

2/26(金)～3/14(日)
不要
市精神保健福祉センター
☎483-2095 FAX483-2029

申込

日程

問合

無料

↑ホームページ
はこちら

障害者スポーツ大会

陸上競技とフライングディスクの各
種目

5/9(日)午前9:30～午後3:15
パロマ瑞穂スポーツパーク(瑞
穂区山下通)
市内在住か在学､または市内の
施設に入所､通所している13歳
以上の方で身体障害者手帳か愛
護(療育)手帳をお持ちの方
2/28(日)必着
区役所福祉課･支所区民福祉課､
障害者スポーツセンター(名東
区勢子坊二丁目)
☎703-6633(水曜日休み)
FAX704-8370

場所

日時

対象

無料

受付

案内
配布

絶やすまい 返還つなぐ 強い声

2月は北方領土返還運動
全国強調月間です

名古屋市はウズベキスタン共和国　　 の
東京オリンピック･パラリンピックのホストタウンです

★｢誰もが共生できる社会を実現する名古屋フォーラム｣を実施

ウズベキスタン共和国との交流と､障害
の有無に関わらず誰もが不自由なく生き
られる共生社会のあり方を考えることを
目的に､昨年11月に開催しました｡
●ウズベキスタン共和国のリオパラリンピッ

ク投てき金メダリスト･ノルベコフさんと
河村たかし名古屋市長の対談

●100mアジア記録保持者の井谷俊介さ
んなどによる共生社会についてのディ
スカッション

★名古屋市とウズベキスタン共和国タシケン

ト市はパートナー都市です

ウズベキスタン共和国の名所を動画で紹介し
ています｡

問合 観光文化交流局国際交流課☎972-3064 FAX972-4200

こちらから
ご覧いただけます→

こちらから
当日の様子を
ご覧いただけます→

スポーツ・健康

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

 ９
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市美術館 特別展｢『写真の都』物語
―名古屋写真運動史:1911-1972―｣

近代名古屋におい
て､時代の思潮を
反映し､伝統に対
抗しながら展開し
た写真表現につい
て､ヴィンテージ･
プ リ ン ト な ど の
写真作品約450点
と､各時代に発刊
された機関誌･会
報などを通して紹介

2/6(土)～3/28(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｡いずれも入
館は閉館の30分前まで)
観覧料必要
同館(中区栄二丁目)
☎212-0001(月曜日休み)
FAX212-0005

日時

料金
問合

山本悍右 題不詳
(｢伽藍の鳥籠｣の

バリエーション)1940
名古屋市美術館蔵

揚輝荘(南園)聴
ちょう

松
しょう

閣
か く

ピ ッ コ ロ オ ル ケ ス タ ｢ “ 小 さ な
オーケストラ”コンサート｣

2/21(日)午前11:00～11:30･
午後1:30～2:00(いずれも1時
間前～着席券配布)
当日先着各23人
聴松閣入館料必要
同所(千種区法王町)
☎759-4450(月曜日休み)
FAX759-4451

日時

料金
人数

問合

市博物館 常設展企画展示①｢ひな
人形｣②｢天下人と清須｣③｢豊根村
熊谷家の衣装｣

①3/21(日)まで
②③2/23(火･祝)
～3/21(日)の
開 館 日 ､ 午 前
9 : 3 0 ～ 午 後
5:00(入場は午後4:30まで)
常設展観覧料必要
同館(瑞穂区瑞穂通)
☎853-2655(月曜･第4火曜日
休み｡ただし2/23は開館)
FAX853-3636

日時

料金
問合

N a g o y a  P
ポ ッ プ

O P U
ア ッ プ

P A
ア ー テ ィ ス ト

R T I S T 
ショーケース･ライブ i

イ ン

n 今池
2/27(土)午前11:00～11:30･
午前11:45～午後0:15･午後
1:00～1:30･午後1:45～2:15･
午後2:30～3:00･午後3:15～
3:45･午後4:00～4:30
地下鉄｢今池｣駅イベントスペース
先着各30人
2/12(金)午前9:00～
同実行委員会(市文化振興事業団
内)☎249-9385 FAX249-9386

日時

場所

人数

問合
受付

名古屋フィルハーモニー交響楽
団 中 高 生 に 向 け た 吹 奏 楽 ク リ
ニック

名フィルによる演奏指導を聴講
3/21(日)午前10:00～11:30･
午後2:00～3:30
芸術創造センター(東区葵一丁目)
県内在住か在学で吹奏楽に取り
組む中学1･2年､高校1･2年生
など｡抽選で各300人
2/26(金)必着
区役所情報コーナー･観光文化
交流局文化振興室
☎972-3172 FAX972-4128

日時

場所

対象

受付

無料

案内
配布

防災･減災コンサート
ポッカレモン消防音楽隊と愛知県警
察音楽隊によるコンサート･シェイ
クアウト訓練･防災講話など

3/11(木)午後1:00～3:30
日本特殊陶業市民会館フォレス
トホール
抽選で500人
往復はがきかEメール(1組2人
まで)で同館(〒460-0022中区
金山一丁目5-1)☎331-2141
FAX322-7217
　 event@nagoya-shimin.
hall-info.jp
2/20(土)必着

日時
場所

申込
人数

受付

無料

NAGOYA G
グ ル ー ビ ン

ROOVIN’ S
サ マ ー

UMMER 
[v

バ ー チ ャ ル

irtual]～ルピナス･プロジェクト～
市内の3つの高校のビッグバンド
とプロ演奏者による演奏をホーム
ページ上で公開

2/22(月)午前10:00～
市文化振興事業団
☎249-9385 FAX249-9386
www.bunka758.or.jp/jigyo/
groovinsummer.html

日時

HP

問合

小学校での新たな運動･文化活動
における指導者の募集

小学校部活動を民間委託した新たな運
動･文化活動で､児童の指導や活動の支
援をしていただける方を募集します｡
なごや部活動人材バンクホームぺージ
(jinzaibank-nagoya.jp)へご登録いただく
か､コールセンターにご連絡ください｡

火曜～金曜日の午後3:00～
6:00の間に週1回以上スポーツ
や音楽(合唱･器楽演奏など)の
指導や活動の支援ができる方
随時
なごや部活動人材バンクコール
センター☎0120-691-616
(教育委員会生涯学習課
☎972-4090 FAX972-4207)

受付
問合

対象

※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｡

会計年度任用職員(保育所ローテー
ション勤務対応保育士)の募集

4月～来年
3月
原 則 ､ 月
曜 ～ 金 曜
日 の 午 前
8:30～午
後5:15(4
週に1回土曜日勤務･時差勤務
あり)
保育士資格取得者｡選考で20人
程度
2/17(水)必着
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

勤務

期間

要項
配布

会計年度任用職員(①介護保険料徴
収事務員②事業者指導専門員)の募
集

2/25(木)　　　4月～来年3月
①区役所福祉課②健康福祉局介
護保険課
①債権回収などの従事経験があ
り､エクセル入力などパソコン
の基本操作ができる方②保健師
の資格取得者｡選考で各若干人
2/17(水)必着
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･健康福祉局介護保険
課☎①972-2595②972-3087
FAX972-4147

受付

対象

勤務
試験 期間

要項
配布

会計年度任用職員(夕刻保育対応保
育士)の募集

3/3(水)･4(木)のいずれか
4月～来年3月
保育士資格取得者で､実務経験
のある方｡選考で30人
2/17(水)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

契約認定調査員(介護保険)の募集
要介護認定の調査を行う

4月～来年3月
介護支援専門員の資格取得者
で､認定調査員新任研修を受講
した方｡選考で若干人
3/3(水)必着
市ウェブサイト､区役所福祉課･
支所区民福祉課､健康福祉局介
護保険課
☎750-7881 FAX750-7884

受付

対象
期間

要項
配布

個人市民税･県民税の申告
以下の方は申告が必要です｡
★昨年中に営業･農業･不動産などに

よる所得があった方
★給与所得のみで､昨年中に退職し､

令和3年1月1日現在就職していな
い方

★公的年金などの所得のみで､医療
費控除などを受ける方

ただし､所得税の確定申告をした方
(令和3年1月1日現在市内に事務所･
事業所または家屋敷があるが､その
事務所などが所在する区に住所がな
い方を除く)は申告不要です｡

3/15(月)まで
※郵送での提出にご協力ください｡
※所得税の確定申告については税務

署へお問い合わせください｡また､
国税庁ホームページ(www.nta.
go.jp)もご利用ください｡

市税事務所市民税課･財政局市
民税課
☎972-2352
FAX972-4123

受付

問合

バレンタインジャンボ宝くじの発売
1等･前後賞合わせて3億円｡1等･前
後賞合わせて3千万円の｢バレンタ
インジャンボミニ｣も同時発売｡抽選
は3/12(金)

2/3(水)～3/5(金)
1枚300円

※売り上げの一部は市の収益とな
り､学校･公園の整備や図書館･博
物館の運営などに使われます｡

財政局資金課
☎972-2308
FAX972-4107

問合

期間
価格

市立特別支援学校高等部(普通科)
生徒の募集

①西養護学校(中川区小本一丁目)
☎354-3881 FAX354-3879

②南養護学校(熱田区三本松町)
☎871-7390 FAX871-7392

③天白養護学校(天白区植田山二丁目)
☎781-5610 FAX782-1630

④守山養護学校(守山区小幡一丁目)
☎794-5466 FAX795-2615

2/18(木)　　　4月
市内在住で知的障害があり､中学
校か中学校に準ずる学校を卒業
した方｡選考で①67人程度②99
人程度③35人程度④64人程度
願書の提出は2/5(金)･8(月)～
10(水)･12(金)
各特別支援学校

試験 入学
対象

受付

問合

豊臣秀吉条々
名古屋市秀吉清正記念館蔵

納付をお忘れなく
固定資産税･都市計画税 第4期分

納期限は3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｡

市税を電子マネーで
納められるようになりました！

L
ラ イ ン

INE P
ペ イ

ay､P
ペ イ ペ イ

ayPayが
利用できます｡

納税者の皆さまの利便性向上のた
め､電子マネーによる納税方法を
導入しました｡スマートフォンア
プリ(LINEアプリ･PayPayアプリ)
を利用し､納付書のバーコードを
読み取ることで納付できます｡
新型コロナウイルス感染拡大防止
のためにも､ぜひご活用ください｡

　★利用できる市税
・市民税･県民税(普通徴収)
・固定資産税・都市計画税
・固定資産税(償却資産)
・軽自動車税（種別割）

※30万円までの納付書で､期限内
のものに限ります｡

詳しくは、市ウェブサイト

財政局収納対策課
☎972-2354 FAX972-4123

市税の納付 検索

問合

2/1
(月)～

良好な都市景観の形成に寄与していると認め
られる建築物などを表彰する｢まちなみデザ
イン賞｣と､市民の投稿と投票により選出する
｢まちなみデザイン20選｣で、今回選定された
物件･風景などを紹介するパネル展を開催

2/22(月)～24日(水)
イオンモールナゴヤドーム前1階
(東区矢田南四丁目)

住宅都市局都市景観室☎972-2732 FAX972-4485
市ウェブサイト

名古屋まちなみデザインセレクション パネル展

日程

場所

問合

↑デザイン賞受賞物件
｢バーミキュラ ビレッジ｣

セレクション 検索

文化・芸術

職員などの募集

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

❿
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貸し農園 利用者の募集

①憩
い こ

いの農園…9園

②コミュニティ農園…2園

③農業センター市民菜園…1園

④分区園…3園

4月～来年3月(②は3年間)

市内在住の方(②は徒歩･自転車

で通うことができ､除草などの

共同作業に参加できる方)｡抽選

年額6千～1万円

2/20(土)消印有効

市ウェブサイト･区役所情報

コーナー･緑政土木局都市農業

課☎972-4071 FAX972-4141

期間

対象

受付

料金

要項
配布

名古屋城観光ガイドボランティア

の募集

4月

令和3年4月1日現在18歳以上

の方｡選考で10人程度

2/26(金)必着

区役所情報コーナー･生涯学習

センター･名古屋城総合事務所

(中区本丸)

☎231-1700

FAX201-3646

採用

対象

受付

要項
配布

3/1(月)～7(日)は建築物防災週間

(春季)です

市内で建築物の外壁仕上げ材の落下

事故などが発生しています｡建物所

有者にあっては､以下の取り組みに

ご協力ください｡

★外壁タイルなどが落下しないよう

定期的な点検

★防火･避難などに関する定期的な

調査･検査

住宅都市局建築安全推進課

☎972-2935 FAX972-4159

問合

越境入学はやめましょう

地域で子どもを育てることの大切さ

から､特別な事情がある場合を除き､

市立小･中学校へは､子どもが実際に

居住している学区の学校へ入学する

ことになっています｡越境入学(住所

を偽り､他学区の学校へ入学するこ

と)は､子どもを地域から遠ざけてし

まいます｡越境入学が明らかになっ

たときは､本来の学校へ転校してい

ただきます｡

教育委員会学事課

☎972-3217 FAX972-4175

問合

日時

猫の飼い主を募集しています!

動物愛護センターに収容されている

大人の猫は子猫に比べて落ち着いて

おり､健康状態も安定しているなど

のメリットもあります｡ぜひ飼うこ

とを考えてみてください｡

火曜～日曜日の午前9:30～午

後4:30

動物愛護センター(千種区平和

公園二丁目)

市内在住の20歳以上で､猫が飼

育できる住宅にお住まいの方

譲渡の際に3,400円(マイクロ

チップ装着費)

同センター

☎762-1515 FAX762-0423

場所

対象

料金

問合

八事霊園 使用者の募集

天白区天白町

市内に6カ月以上継続して在住

している方｡先着165区画程度

170,100～6,019,200円

2/25(木)午前10:00～

※2/25(木)のみ午前8:45～9:30

に事前受け付け･抽選あり

八事霊園･斎場管理事務所

☎832-1750 FAX832-7759

場所

対象

価格

受付

問合

点字版･音声コード版納税通知

(令和3年度分)の送付

個人市民税･県民税､固定資産税･都

市計画税の納税通知書に同封

電話か直接､市税事務所･出張

所､区役所･支所税務窓口

2/17(水)まで(現在利用中の方

は申し込み不要)

市ウェブサイト

財政局税制課

☎972-2276 FAX972-4123

申込

案内

受付

問合

若宮パーク 土曜･日曜日･祝日の駐

車料金割り引き社会実験

2/6(土)～28(日)の土曜･日曜

日･祝日の午前7:00～翌午前

0:00

同駐車場(中区大須三丁目)

通常30分290円を最初の1時間

のみ1時間290円に､最大料金

を1,450円に割り引き

同駐車場☎251-7581

FAX251-7580

(住宅都市局交通施設管理課

☎972-2728 FAX972-4170)

日時

料金

場所

問合

防災スピーカーの試験放送

全国一斉に防災スピーカーの試験

放送を行います(音声｢これは､Jア

ラートのテストです｣×3回､｢こち

らは､こうほうなごやです｣×1回)｡

ご理解とご協力をお願いします｡

2/17(水)午前11:00

防災危機管理局危機対策室

☎972-3526 FAX962-4030

日時

問合

中小企業向けの情報

★中小企業共済会のご案内…退職金

共済制度と､各種慶弔給付金､レ

ジャー施設の割引などの福利厚生

制度を実施

中小企業共済会

☎735-2131 FAX735-2134

★事業資金の融資…従業員数･営業

実績などの要件あり

市信用保証協会

☎212-3011

小規模事業金融公社

☎735-2123 FAX735-0400

問合

問合

計画
（案）
配布

｢令和3年度名古屋市食品衛生監視

指導計画(案)｣に対する意見の募集

食の安全･安心が確保されるよう､効

果的な監視指導を実施するための計

画

3/1(月)まで

市ウェブサイト･保健センター･

市保健所食品衛生課(健康福祉

局内)

☎972-2646 FAX955-6225

受付

水道の使用開始･中止のお申し込

みはお早めに!

使用中止の申し込みの

際､｢お客さま番号｣を

お知らせいただくとス

ムーズに手続きできま

す｡

ホームページ･電話･ファクスで

上下水道局お客さま受付セン

ター☎884-5
ゴ ク ゴ ク

959 FAX872-1296

申込

↑ホームページ
はこちら

対象

受付

要項
配布

市バス･地下鉄が好きな子集まれ!

｢ハッチーキッズクラブ｣会員の募集

会員限定お楽しみ企

画への参加や､オリ

ジナル会員証･一日

乗車券･グッズ割引

券の進呈､年3回程

度の会報発行などの特典あり

4月～来年3月

令和3年度に小学4～6年生にな

る方

年会費千円

3/12(金)まで

地下鉄駅･市バス営業所･交通局

サービスセンター

交通局乗客誘致推進課

☎972-3816 FAX972-3817

期間

料金

問合

新型コロナウイルス感染症に対する
県感染防止対策協力金

①12/18(金)～1/11(月･祝)②1/12(火)～17(日)③1/18(月)～
2/7(日)の期間において、営業時間短縮(終日休業した場合も含む)
を実施し､県の営業時間短縮要請を受けた施設を運営･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
るなど要件を満たす事業者
①1店舗1日当たり4万円(最大100万円)②1店舗1日当たり4万円
(最大24万円)③1店舗1日当たり6万円(最大126万円)
ホームページ
※受け付けの締め切りや交付要件などの詳細は案内
　または下記コールセンターでご確認ください｡
同コールセンター☎228-7310 (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

問合

↑ホームページ
はこちら

支給
金額

案内

恐れるべきは､人ではなく
ウイルスです｡差別や排除
は絶対に許されません｡

ＳＴＯＰ!コロナ差別

無 料 相 談 窓 口 案 内

犯罪被害者等
支援の相談

犯罪被害者等総合支援窓口

☎972-3042  FAX972-6453

電話相談は月曜～金曜日の午前8:45～午後5:30(祝休日休み)｡面接相談
は予約制｡専任の相談員が対応｡対象は犯罪被害者や家族･遺族。犯罪捜査
や当事者間の仲裁などに応じる窓口ではありませんのでご理解願います｡

養育費相談
養育費相談専用電話(愛知母子･父子福祉センター内)
☎915-8816  FAX915-8444

月曜～金曜日の午前10:00～午後4:00(祝休日休み)｡養育費や子との面会
交流などの相談。専任の相談員が対応｡必要に応じて司法書士などによる
面接相談･書類作成支援･同行支援を実施｡対象はひとり親家庭の親か寡
婦(離婚前の相談も可)

女性のための
総合相談

イーブルなごや相談室(中区大井町)
☎321-2

つ な が ろ う

760

月曜･火曜･金曜～日曜日の午前10：00～午後4：00､水曜日の午前10：00～
午後1：00･午後6：00～8：00(祝日休み)｡家族関係や暴力などの相談｡面
接相談は予約制｡対象は女性
※ファクスでのお問い合わせはスポーツ市民局男女平等参画推進室972-4206

空き家問題110番 相談専用電話☎223-2355

3/8(月)午前10:00～午後4:00｡愛知県弁護士会による空き家に関する電
話法律相談
※ファクスでのお問い合わせはスポーツ市民局地域振興課972-4458

市セクシュアル･マイノリティ
電話相談

相談専用電話 ☎321-5061

毎月第2金曜日の午後7:00～9:00｡対象は性的少数者(セクシュアル･マ
イノリティ)の当事者や家族･友人など
※ファクスでのお問い合わせはスポーツ市民局男女平等参画推進室972-4206

広報モニターの募集

広報なごや(月1回発行)･市政広報テレビ番組(毎週2番組)を見て､

意見･提案を毎月報告｡期間中1回意見交換会あり｡活動状況に応じて

マナカチャージ券(約1万3千円分)を進呈

期間

対象

受付

要項
配布

第Ⅰ期…4～9月､第Ⅱ期…10月～来年3月｡期間の指定は不可

市内在住で令和3年4月1日現在18歳以上の方(令和2年度の経験

者と公務員を除く)｡選考で各32人

2/26(金)消印有効

市ウェブサイト･区役所情報コーナー･市長室広報課

☎972-3134 FAX972-4126

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

⓫
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●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２月１日●部数／１，１１１，５００部●配布／区役所総務課（全戸配布・無料）●印刷／中日高速オフセット印刷㈱ 広報なごやは、再生紙（古紙パルプ配合率7５％以上、白色度70％）を使用しています。

特別番組｢備えて減災！家族を守る｣

問合 市長室広報課 ☎ 972-3132  FAX 972-4126

2/13(土)午後3:25～4:25
再放送 2/21(日)午前0:30～1:30、3/8(月)午前10:45～11:45、
          3/26(金)午前1:56～2:566ch メ～テレ

（出演：つるの剛士さん・須田亜香里さん・鈴木福さん など）

家族に扮したつるの剛士さんらがコロナ禍の新しい避難生活などを学び､災害に対して何をどう備えたらよいのか､

視聴者と一緒に考え「防災力」を身に付けていく番組です｡

 

 

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/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

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。

2/16 手洗い3S大作戦

2/23 プロギング

3/2 名古屋市立工業高校 

3/9 ごみの分別

2/14 コロナに負けるな！ナゴヤ

2/21 まちなみデザインセレクション

2/28 骨髄バンクドナー登録にご協力を！　　　　　　　　　

3/7 東日本大震災から10年 

ふん

スリーエス

ひなひな 文化のみちの施設を巡ってシールを集め､内裏雛飾りを完成させよう！

各施設で配布するスタンプ台紙では､施設の見どころも紹介しています。

文化のみちの施設を巡ってシールを集め､内裏雛飾りを完成させよう！

各施設で配布するスタンプ台紙では､施設の見どころも紹介しています。

雛巡り
文化のみち文化のみち

主なイベント

文 化 の みち雛 巡りシールラリー文 化 の みち雛 巡りシールラリー 2/6(土)～3/7(日)2/6(土)～3/7(日)

問合 同園(東区徳川町1001)  ☎ 935-8988（月曜日休み）  FAX 937-3847

❹ 徳川園徳川園 ｢徳川園の流し雛｣

2/28(日) 午後1:00～3:00 当日先着150人人数

入園料必要

❷ 「福よせ雛」

2/17(水)～23(火･祝) 午前10:00～午後5:00

問合 同館(東区橦木町3-23)  ☎・FAX 936-3836（月曜日休み）

入館料必要文化のみち二葉館文化のみち二葉館

❺ 徳川美術館徳川美術館 ｢尾張徳川家の雛まつり｣
2/6(土)～4/4(日) 午前10:00～午後5:00（入館は午後4:30まで）

問合 同館(東区徳川町1017)  

☎ 935-6262（月曜日休み） FAX 935-6261

観覧料必要 ❻ 蓬左文庫蓬左文庫
ちょうしゅうざっしご ひ ほん

｢尾張の百科事典－御秘本『張州雑志』－｣　
2/6(土)～4/4(日) 午前10:00～午後5:00（入室は午後4:30まで）

問合 同館(東区徳川町1001)  ☎ 935-2173（月曜日休み）  FAX 935-2174

観覧料必要

❶ 名古屋城名古屋城 ｢阿木のつるし雛と土雛｣ 観覧料必要

2/2(火)～3/30(火) 午前9:00～午後4:30

問合 名古屋城総合事務所(中区本丸1-1)   

☎ 231-1700  FAX 201-3646

問合 同館(東区徳川一丁目10-3)   

☎ 935-7841（土曜･日曜日･祝休日休み）  FAX 935-9592

❸ 名古屋陶磁器会館名古屋陶磁器会館 ｢雛人形で彩る陶磁器会館｣
2/2(火)～3/8(月) 午前10:00～午後5:00（入館は午後4：30まで）

無料

❶名古屋城　❷文化のみち二葉館

❸名古屋陶磁器会館　❹徳川園　

❺徳川美術館　❻蓬左文庫

問合 文化のみち二葉館  

☎・FAX 936-3836(月曜日休み)

観光文化交流局歴史まちづくり推進室  

☎ 972-2779  FAX 972-4128

シールラリーポイント

採光豊かで、壁や遊具に木材が使

われた温かみのあるお部屋。写真

が撮りやすい工夫もされています。

木登り上手なレッサーパンダを

見上げて観察できます！

高低差のある造りとガラス柵で、

いろんな角度から観察できます。※新型コロナウイルス感染症感染拡大

　防止のため、入園制限を行う場合があります。

※動物取扱業の登録内容は欄外参照

問合 同園(千種区東山元町3-70) 
☎ 782-2111  FAX 782-2140

HP www.higashiyama.city.nagoya.jp

月曜日(祝休日の場合は翌平日)休園日

中学生以下無料､高校生以上500円、市内在住の65歳以上

100円(顔写真付きで住所･年齢の確認ができるものを持参)

入園料

午前9:00～午後4:50(入園は午後4:30まで)開園時間

地下鉄東山線「東山公園」駅3番出口 徒歩3分アクセス

国 内の 動 物 園から3 頭 のレッサーパンダ が

東 山 動 植 物 園にやってきました!

国 内の 動 物 園から3 頭 のレッサーパンダ が

東 山 動 植 物 園にやってきました!

まるこ(メス 2歳)
れい

令(オス 1歳) ずん(オス 2歳)

新設のレッサーパンダ舎がオープンします｡きれいなクリ色の毛並み。

器用な手先で木登り上手｡かわいいレッサーパンダは、その生態も興

味深い！空中通路や高低差のある地形を活かした運動場など、さまざ

まな視点からレッサーパンダを観察できます｡

い

オープン日は、緊急事態宣言の解除後に決定し、ホームページでお知らせします。

⓰
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