
東日本大震災から10年
～陸前高田市への行政丸ごと支援の歩み そして交流へ～

↓高田松原津波復興祈念公園（岩手県陸前高田市）

❹令和2年10月撮影

❶震災前 ❷震災直後 ❸震災から5年後

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。

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

→

←

■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
　※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ワクチンについての一般的なお問い合わせは､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　　 0120-761770（午前9：00～午後9：00）   FAX03-3581-6251
■同ワクチン接種会場に関するお問い合わせ･集団接種会場での接種予約は、本市コールセンターにご連絡ください｡
　【3/1開設】  ☎ 050-3135-2252（月曜～金曜日の午前9：00～午後5：30）   FAX052-972-4386   ※詳しくは❹面参照

〈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などをご利用ください〉

令和3年（2021年） 3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／2,326,844人
●世帯／1,130,037世帯
●面積／326.50km2

（令和3年2月1日現在）
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大地震のとき、公共交通機関は一定期間止まります。

●むやみに移動しないでください。

●通勤･通学者は、状況が落ち着くまで職場や学校に
　留まれるよう、軽食などを置いておきましょう。

●状況が落ち着いたら徒歩で帰ることができるように準備をしておきましょう。

平成23年（2011年）3月11日  東日本大震災発生

4月 7日  陸前高田市を全面支援することを決定

問合 防災危機管理局危機対策室  ☎ 972-3526  FAX 962-4030

問合 市被災地域支援本部（防災危機管理局危機対策室）  ☎ 972-3585  FAX 962-4030

詳しくは市ウェブサイト 帰宅困難者にならないために 検索

また、家族などで災害が起きた時に備えて、話し合いましょう。　詳しくは市ウェブサイト 家族防災会議 検索

絶望の中差し伸べられた支援 名古屋と陸前高田の絆
　まずは自己紹介。河村たかしからインタビュー。
戸羽市長｢陸前高田市長の戸羽太です。この10
年間、名古屋の皆さんには大変お世話になり、感
謝申し上げます｣
　Q.10年前から現在まで、名古屋市がこうやって
丸ごと支援と言われとるけど、印象はどう?
　戸羽市長｢東日本大震災でまちがまさに壊滅し、
市の職員も全体の4分の１にあたる100人以上が
犠牲になりました。機能そのものがなくなり、途方に
暮れ、絶望を感じていた時に、名古屋市に『支援す
る』と言っていただき、本当に感謝でございます｣
　Q.東日本大震災の経験から、今後に活かすべ
きことはどう?
　戸羽市長｢行政ができることには限界があります。
地震や津波に限らず、日頃から、一人一人が考えら
れることを備えていただかなければいけない｣

　Q.（陸前高田の）当時の気仙中学の越校長は、
高台へ逃げるように指示して生徒の命を救ったん
だけど、｢以前から避難所である海のすぐ横の校舎
では危険だと考えていたんです｣と言っていた。そ
の辺、戸羽さんはどう思う?
　戸羽市長｢今の話、想定を鵜呑みにせず、最悪
の事態を考えて行動したから、子どもたちが1人も犠
牲にならずに済んだということですね｣
　Q.役所でも今まで言われてきたことに疑いを持
って、もう一回慎重に考えることが大切だよね。
　戸羽市長｢東日本大震災では、当時考えられて
いた想定をはるかに超える大災害となりました。自分
の住むまちのハザードを知ることも大切ですが、それ
だけにとらわれず、その時とるべき最善の行動を考え
ておくことが大切かと思います｣
　Q.最後に名古屋市民へのメッセージをどうぞ。

　戸羽市長｢我々が絶望の中、途方に暮れている
時に、名古屋の皆さんが手を差し伸べてくださり、本
当にありがとうございました。これからのお付き合い
の中でどんなお返しができるかは分かりませんが、こ
れからも是非末永いお付き合いをお願いします｣

と

い

ば

う の

ふとし

↑左から陸前高田市 戸羽市長、河村市長
　（青少年文化センター アートピアホールにて）
　※インタビューはオンラインで実施

被災直後の旧陸前高田市役所庁舎

土地区画整理業務に
従事する名古屋市職員

（平成29年度）

名古屋市は、陸前高田市を応援しています

いつ起きてもおかしくない！ 南海トラフ巨大地震へ備えて

陸前高田市を
支援することとなった経緯

～外出時の備え 帰宅困難者にならないために ～

名古屋市は東日本大震災により甚大な被害を受けた岩手県陸前高田市へ、震災直後(平成23年度)から被災地の復旧･復興
の状況やニーズに応じて延べ252人の職員を継続して派遣し、復興を支援しています。震災から丸10年を迎える現在も、被災
地では復興事業が続いており、今後も陸前高田市の復興を応援するとともに、支援から生まれた絆・交流をつないでいきます。

地震が起きたとき、自宅で家族と一緒にいるとは限り
ません。東日本大震災では、首都圏を中心に多数の帰
宅困難者が発生しました。駅や道路に人や車が殺到
して混乱が生じれば、救助活動や緊急車両の通行の
妨げになる恐れもあります。外出時に大地震にあって
も、落ち着いて行動できるように備えましょう。

名古屋市の支援の特徴

観光交流・振興事務に
従事する名古屋市職員

（今年度）

陸前高田市との交流が末永く続けられるよう、平
成26年（2014年）10月28日に友好都市の協定を
締結し、さまざまな分野で交流しています。今後も
交流関係のさらなる発展に向けて取り組んでいき
ます。

友好都市の協定

市民同士の交流を応援するために、「名古屋市
及び陸前高田市市民交流事業補助金制度」を
設置しています。詳しくは面をご覧ください。

陸前高田市では
・市街地は壊滅的な状況
・100人を超える市職員が死亡･行方不明
・市役所の行政機能がまひ状態
・岩手県・陸前高田市が名古屋市に強く支援を要請

●甚大な被害を受けた陸前高田市の行政全般を、
名古屋市の持つ総合力によって“丸ごと支援”
する全国初の取り組みです。

●陸前高田市のまちづくりの基礎となる震災復
興計画の策定や被災市街地復興土地区画整
理事業から、被災者に寄り添った保健指導に至
るまで、さまざまな業務に携わり、陸前高田市の
ハード･ソフト両面において支援してきました。

学校や会社で
被災したときの
自分の動きを
シミュレーション
してみましょう！

～陸前高田市への 行政丸ごと支援 の歩み そして交流へ～

東日本大震災から10年

 ２
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問合 スポーツ市民局区政課  ☎ 972-3148  FAX 972-4458

●全ての区役所の市民課
　（住民票・戸籍・印鑑登録・マイナンバーなど）
●港・名東区役所の保険年金課
　（国民健康保険・後期高齢者医療制度・国民年金など）
●山田・徳重支所の区民生活課
　（住民票・戸籍・印鑑登録・マイナンバーなど）
●北・中川区役所の駐車場･混雑ランプとは、窓口の混雑状況を、青（空き）・黄（やや混み）・

赤（混み）の三段階で発信するものです。
･表示は、混雑状況から予測される目安であるため、実際の
待ち時間とは異なる場合があります。
･混雑ランプとは別の手段で情報発信している区役所もあり
ます。

待ち時間の目安

15分未満

15～30分

30分超

混雑情報が確認できる窓口混雑ランプでの表示

空き

やや混み

混み

青

黄

赤

●コース・周辺道路では、最長約10時間、
車両の通行が禁止されます｡

●市内では、相当の混雑・渋滞が予想さ
れますので､当日の自動車利用は極力
お控えください｡

●規制時間は目安であり、当日の状況に
よって変わる場合があります｡

←交通規制図の
　ダウンロードはこちら

マラソンフェスティバル ナゴヤ･
愛知実行委員会  ☎ 0570-666-401

問合

(スポーツ市民局スポーツ戦略室
  ☎ 972-3294  FAX 972-4417)

名古屋ウィメンズマラソン      名古屋シティマラソン      名古屋ウィメンズホイールチェアマラソン

日
規 制予定 時 間

交通規制 のお知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、沿道での観戦はお控えください｡

混雑情報の
確認はこちら

市ウェブ
サイト

市公式
LINE

区役所の窓口は、月曜日・祝休日の翌開庁日や、3月から4月にかけて混雑が予想されます｡
区役所にお越しの際は、市ウェブサイトや市公式LINEで事前に混雑情報を確認していただき、

混雑緩和にご協力お願いします｡

ライン

桜通大津

今池白川公園

弥富通

新御園橋

交通規制時間
（予定）

凡例

交通規制区間
（マラソンコース）

※交通規制に伴い、市バスの運休・
　う回などの臨時措置を実施します。

名
古
屋

熱 

田
神
宮
前

金山

堀 田

鶴 

舞

千 

種

大
曽
根

こ
ろ

こ
ろ

こ
ろ

こ
ろ

こ
ろ

こ
ろ

こ
ろ

こ
ろ

こ
ろ

こ
ろ

こ
ろ

こ
ろ

こ
ろ

こ
ろ

こ
ろ

こ
ろ

萱場
8：45～16：10

今池（北）
8：50～12：55

内山町
8：50～16：05

御器所
8：55～12：45

瑞穂運動場西
9：00～12：20

新瑞橋
9：00～12：15

桜山
9：00～12：35

瑞穂区役所
9：00～12：30

中道
8：55～12：50

高岳
10：00～15：35

城北橋
10：25～15：00

赤萩
9：55～15：45

千代田1
10：05～13：35

こ
ろ

地下鉄堀田
9：00～12：15

日銀前
10：05～15：25

こ
ろ

日銀前
10：05～13：50

錦通伏見
10：05～13：35

三の丸1
10：25～15：20

秩父通
10：35～14：45

城見通２
10：30～14：50

古出来町
8：50～16：05

こ
ろ

こ
ろ

日銀前
10：05～13：50ころ

こ
ろ

ナゴヤドーム南
8：20～16：20

大幸1
6：00～16：20ころ

康生通2
10：35～14：45ころ

こ
ろ

ハーフ（21.0975㎞）
11：20～13：20

FINISH

フル（42.195㎞）
11：30～16：10

FINISH

FINISH
ホイールチェア（10㎞）

9：20～9：40

START
ホイールチェア

フル
ハーフ

9：00
9：10
10：15

 ３
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●
●

● ●

接種には事前予約が必要です。

肩を出しやすい服装でお越しください。

病気治療中の方や、体調に不安がある方は、かかりつけ医などに相談してください。

― 対象医療機関･集団接種会場を確認したいとき ―

接種前にしっかり情報提供を行った上で､接種を受ける方の同意がある場合に限り接種を行います｡

接種を受ける日に市内に住民票のある方で、
接種を希望する方

接種までの流れ

クーポン券が郵便で届く

予約する

持ち物

接種当日

クーポン券を受け取った後でないと予約できません。

発送は3月下旬以降を予定しています。

医療従事者などの方

65歳以上の方
※クーポン券の発送時期などは、決まり次第ウェブサイトなどでお知らせします。

※時期・時間によって電話が混み合う可能性があります。

● 自宅などで体温を測定し、体調が悪い場合などは接種を控えてください。
● 当日の問診などの結果によっては、医師の判断により接種ができない場合があります。
● ワクチンの効果を十分得るために、同じ種類のワクチンを一定期間を空けて2回接種する必要があります。

■ 新型コロナウイルスワクチンについての一般的なお問い合わせ
　厚生労働省電話相談窓口
　　 0120-761770（午前9：00～午後9：00）  FAX 03-3581-6251
■ 新型コロナウイルスワクチン接種会場に関するお問い合わせ･集団接種会場での接種予約について
　なごや新型コロナウイルスワクチンコールセンター(3/1開設)
　☎ 050-3135-2252(月曜～金曜日の午前9:00～午後5:30)  FAX 052-972-4386

□ クーポン券
□ 予診票
　 接種できるか判断するため､当日の体調などを記載していただくものです｡
□ 本人確認ができるもの(運転免許証･健康保険証･マイナンバーカードなど)

その他の方

無料

クーポン券は接種対象の個人宛てにお送りします｡
65歳以上の方に優先してお送りします。その後、その他の方に順次お送りします。

対象医療機関  での接種を希望する方
▶ 最寄りの対象医療機関へ
　 直接連絡すると予約ができます。
　 予約開始日は医療機関によって異なります。

集団接種会場  での接種を希望する方
▶ コールセンターまたは予約システムで、
　 会場の検索･予約ができます｡
　 予約開始日は改めてお知らせします。

※長期間入院・入所している方など、やむを得ない事情がある場合は、
　例外的に本市以外の市町村で接種を受けることができます｡ 

● コールセンターでお答えします｡
● 市内の集団接種会場は決まり次第ウェブサイトなどでお知らせします。
● 厚生労働省の接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」（3月中旬開設予定）でも検索できます｡

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

対象

名古屋市では、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止し、
死亡者や重症者の発生をできる限り減らすため、ワクチンの接種を実施します｡

最新情報は
市ウェブサイトでも

確認できます

 ４
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問合 教育委員会子ども応援室  ☎ 950-7161  FAX 950-7164

気付いてる？あなたのレジリエンス
新型コロナウイルスの感染拡大防止のための、新しい生活様式の導入などに
より、子どもたちの生活においてこれまで当たり前だったことを我慢するなど、
落ち込んでしまうこともあるかと思います。コロナ禍が長期化する中、子どもの
健やかな心の成長のため、心の回復力・レジリエンスと、それを育むためのアド
バイスをお伝えします。

●家族でゆっくりと話をするなど、コミュニケーション
　する時間を持ちましょう。
●「あなたがいてくれるだけでうれしいよ」と
　いうように、存在そのものが大事である
　ことを言葉で伝えてみましょう。

各市立小・中・特別支援・高等学校には、スクールカウンセラーやなごや子ども応援委員会など子どもや保護者を
支援する専門家がいます。心配なことや対応に迷う場合には、まずはお子さまが通われている学校へご相談くだ
さい。またお住まいの地域のなごや子ども応援委員会について知りたいときは、下記の連絡先にご連絡ください。

落ち込むような出来事があっても、立ち直ることができ
る力。みんなが必ず持っているものです。レジリエンスとは

●深呼吸や肩上げ、10秒呼吸法などを
取り入れ、体を緩めてみましょう。

●体を動かしたり、本を読んだりする
など、好きなことをして自分の時間も
大切にしましょう。

レジリエンスを構成する要素は、いくつかありますが、今回はその内の５つを紹介します。 次の例にあるように、レジリエンスには、いろ
いろな種類の力があります。そして、みんな
必ずいくつかのレジリエンスを持っています。

レジリエンスはこれ以外にもいくつもあります。
自分が、今までどのように困難を乗り越えて
きたのかを振り返り、自分の持っている力を
確認することも、レジリエンスを育むことにつ
ながります。

レジリエンスの５つの要素

スクールカウンセラーからのアドバイス

レジリエンスの具体例

自分の強みや弱み、
将来の目標や大切にしている

価値観を知っている

自分の問題解決能力を信じ、
自分なら困難に打ち勝てると

信じられる

いざという時、自分を
支えてくれると確信できる人が

いると感じられる

自分の感情・感覚を
正しく理解し、

コントロールできる

ストレスを必要以上に
感じることなく、未来はより良い

ものになると確信できる

●好きなことに打ち込む力
●あまり考えないようにする力
●誰かに助けを求める力
●自分を信じる力
●すてきな夢、わくわくする目標を持つ力

スクールカウンセラー
（主任総合援助職）

阪口裕樹さん

【保護者の方へ】

●家族や友だち・先生・スクールカウンセラー
など、信頼できる人と話をしたり、
　家族や友だちと遊んだりしましょう。

●睡眠をきちんととり、食事も3食
　きちんと食べましょう。

●運動やゲームなど時間を決めて、
　好きなことをして過ごしましょう。

【小・中学生、高校生の皆さんへ】

特別なことではなく、日常の中で
育まれていきます。普段の生活の中で、

以下のことを心掛けてみましょう。

それまで
の自分

回復

落ち込み
この部分が
レジリエンス

立ち直った
後の自分

1 1

2

3

2

実際、レジリエンスを
育むにはどうしたらいいの？？ ひろき
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民間賃貸住宅｢高齢者向け優良賃
貸住宅｣入居者の募集

バリアフリー､緊急時対応･安否確認
サービスあり(有料)｡所得に応じた
家賃補助あり

香林館(守山区小幡中一丁目)･
E
イ ー ス ト サ イ ド

ASTSIDE丸の内(中区丸の内
三丁目)はじめ市内25物件
60歳以上で単身･夫婦世帯の所
得要件を満たす方
随時
住宅都市局住宅企画課
☎972-2944 FAX972-4172

問合

対象

受付

物件

〈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、3月1日(月)　
　からです。

■広報なごや3月号には…
　記事の内容(開催日･申込期限など)が原則
　3月11日(木)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･4/4は午後2:00まで）｡
※5月以降は､原則毎月第1日曜日（5月･9月･1月は第2日曜日）に実施します｡

こちらから
アクセス→

こちらから
アクセス→

特別養護老人ホーム 入居者の募集
6月(予定)
アカデミックケアホーム太閤
(中村区日吉町)｡名称は仮称
家庭での介護が困難な､原則､要
介護3以上の方(入院治療の必
要な方を除く｡要介護1･2の方
でも入居が認められる場合あ
り)｡選考で100人
3/31(水)まで
区役所福祉課･支所区民福祉
課

案内
配布

受付

対象

場所
開所

子ども医療証の更新
新しい医療証を3/31(水)までに郵
送します(申請不要)｡4/1(木)以降の
受診時には､必ず新しい医療証をお
持ちください｡

令和3年度に小･中学校に入学
する方
健康福祉局医療福祉課
☎972-2574 FAX972-4148

対象

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
利用券の更新

身体障害者･愛護(療育)･精神障
害者保健福祉のいずれかの手帳
を持参で区役所福祉課･支所区
民福祉課
3/17(水)～

申込

受付

もう受けましたか?
特定健康診査

令和2年度の実施期間は3/31(水)ま
でです｡お早めに医療機関に予約･受
診してください｡

市内医療機関(約千カ所)
40歳以上で令和2年9月30日ま
でに市国民健康保険被保険者と
なった方
健康福祉局保険年金課
☎972-2567 FAX972-4148

問合

対象
場所

無料

休養温泉ホーム松ケ島
｢湯

ゆ

ったり健康宿泊プラン｣
健康に役立つイベントと食事のプラン

①7/21 (水)②9/15 (水)③
10/20(水)～各1泊2日(3食付き)
市内在住で65歳以上の方(同伴
者は20歳以上)｡先着各80人
60歳以上･ひとり親家庭･身体
障害者手帳などをお持ちの方
8,500円､一般8,800円
①4/10(土)②6/10(木)③7/10(土)
午前9:00～電話かファクスで
同所(三重県桑名市)
☎0594-42-3330(水曜日休み)
FAX0594-42-3396

対象

料金

申込

日程

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 29 30

2021/4月

里親制度休日相談窓口
3/21(日)午後1:00～2:00･午後
2：30～3：30･午後4:00～5:00
児童福祉センター(昭和区折戸町)
市内在住で里親登録を検討して
いる方｡先着各2組｡託児あり
3/11(木)午前9:00～電話･ファ
クス･Eメール(希望時間も記入)
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

日時

申込

場所

問合

無料

里親制度説明 &
アンド

体験談を聞く会
3/27(土)午後1:30～4:30
総合社会福祉会館(北区清水四
丁目)
市内在住の方｡当日先着70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)

対象

日時
場所

問合

無料
名古屋都市センター 企画展
｢まちづくり広場の足跡｣

3/2(火)～31(水)までの開館
日､午前10:00～午後6:00(土
曜･日曜日･祝休日は午後5:00
まで)
同センター(中区金山町一丁目)
☎678-2212(月曜日休み) 
FAX678-2210

日時

問合

無料
日時

日時

日時

人数

人数
料金

申込

体感!しだみ古墳群ミュージアムの
催し

①リアル謎解きゲーム～歴史の里し
だみ古墳群に隠された謎を解いて
しだみ調査隊に入隊しよう!～

来年1/30(日)までの開館日､
午前9:00～午後4:00
3千人程度

②春の企画展示｢松ヶ洞18号墳｣
3/23(火)～6/13(日)の開館
日､午前9:00～午後5:00(展示
室への入場は午後4:30まで)

③講演会｢東海六部族の行方｣
4/18(日)午後1:30～3:00
先着50人

①300円(別途展示室入場料必
要)②展示室入場料必要③500円
①②不要③4/1(木)午前9:00～
電話で同所(守山区大字上志段
味)☎739-0520(月曜日､ただ
し祝休日の場合は翌平日休み)
FAX739-0524

今春名古屋高速は対距離料金へ変更
現金決済の場合は、利用可能な最も
遠い出口までの料金となります｡

ホームページ
名古屋高速お客様センター
☎919-3200 FAX919-3166 
nagoya-expressway.or.jp

問合
案内

HP

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

2/8(月)～3/7(日)において、以下の要件などを満たす事業者
・県の営業時間短縮要請を受け､営業時間短縮(終日休業含む)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
　　1店舗1日当たり6万円

※要請内容の変更により対象期間･交付金額が変更になる場合あり
ホームページ
※受付期間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

交付金額

案内

無料相談
窓口案内

認知症電話相談 認知症コールセンター
☎734-7089 FAX734-7199

月曜･水曜～金曜日の午前10:00～午後4:00､火曜日の午
後2:00～8:00(祝休日休み)｡認知症の不安などの相談｡専
門職･介護経験者が対応｡対象は認知症の人や家族など

男性相談 相談専用ダイヤル
☎050-3537-3644

水曜日の午後6:00～8:00､第4日曜日の午前10:00～正午(祝日休み)｡家族･
仕事･人間関係などの相談｡男性の相談員が対応。対象は男性
※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

生活・福祉

日曜窓口を
ご利用ください

実施日は上記カレンダー参照

取
扱
業
務

★転入･転出･転居届の受け付け(マイナンバーカードをお持ちください)､転入学関係の手続き
★住民票の写し･印鑑登録証明書など各種証明書の交付　★転出入に伴う国民健康保険･国民年金などの手続き
★税務の申告･届け出の受け付け､納税の受け付け　など   
  (一部取り扱いできない業務があります｡詳しくは、お問い合わせください)

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)問合

教養・実用

 ６
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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。

消費生活センターの催し
★大豆から考えるS

エスディージーズ

DGs…豆から豆
腐やおからを作りながら持続可能
な開発目標について学ぶ

①3/23(火)午前9:30～正午
②3/30(火)午前9:30～正午

★じゃんけんゲームでおこづかい帳
を学ぼう&

アンド

でんきって何だろう?
③3/27(土)午前10:00～11:30

①市内在住か在勤(学)の方②市
内在住の小学4～6年生と保護
者(2人1組)③市内在住の小学
生と保護者(2人1組)｡先着①12
人②4組③6組
①②3/15(月)午前9:00～③
3/12(金)午前10:00～電話で
同センター(中区栄一丁目)
☎222-9679 FAX222-9678

対象

申込

日時

日時

無料市科学館
サイエンスクラブ会員の募集

科学実験工作･プラネタリウムの観
覧･夜間観望会(オンライン)など

令和3年度に①小学5･6年生②
中学生の方｡先着①160人②64
人
①7千円②8千円
4/10(土)午前9:30～
ホ ー ム ペ ー ジ ･ 区 役 所 情 報
コーナー･同館(中区栄二丁目)
☎201-4486(月曜･第3金曜日
休み) FAX203-0788
nyukai.nagoya-science.club

受付
料金

HP

対象

案内
配布

市科学館プラネタリウムリニューアル
デジタル機器･音響･座席などをリ
ニューアル

4/1(木)　　　観覧料必要
同館(中区栄二丁目)
☎201-4486(月曜･第3金曜日
休み) FAX203-0788

問合
料金日程

港防災センター 企画展
｢東日本大震災10年『陸前高田市行
政丸ごと支援』｣

現在の陸前高田市の様子や本市のこ
れまでの支援､両市の交流などを写
真やパネルで紹介

3/9(火)～5/9(日)の開館日､午
前9:30～午後4:30
同センター(港区港明一丁目)
☎651-1100(月曜､ただし祝休
日の場合は翌平日､第3水曜日
休み) FAX651-6220

問合

日時

無料

HP

少年少女発明クラブ 
中学生科学実験教室

5/16(日)･6/13(日)･7/25(日)･
8/1(日)･9/5(日)･26(日)の全6回
先端技術連携リサーチセンター
(守山区大字下志段味)
令和3年度に中学1～3年生にな
る方｡抽選で24人
1万円  　　 4/9(金)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

場所

料金 受付

対象

日程

案内
配布

なごっちフレンズ
登録会員の募集

子どもたちが身近
な地域や名古屋の
ことを主体的に考
えるイベントなど
の情報を提供｡登
録者には｢なごっ
ちピンバッジ｣を
進呈

4月～来年3月
市内在住か在学で令和3年度に
小学5年生～高校生の方
随時
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･子ども青少年局企画
経理課
☎972-3081 FAX972-4437

無料

案内
配布

期間
対象

受付

なごっち

高齢者就業支援センター講座･講習
①就業にも役立つパソコン/入門

4/12(月)～26(月)の月曜･
水曜･金曜日の全7回､午前
10:00～正午

②清掃講習～プロの仕事を学ぶ!フ
ロア清掃編～

4/20(火)午前9:30～正午
③除草(手作業)従事者養成講習

4/21(水)～5/27(木)の全7
回､午前10:00～午後4:00

市内在住の①②55歳以上の方
(①はパソコン初心者)③58歳
以上で､4/13(火)午前10:00～
11:00の事前説明会(無料)に参
加でき､受講後市シルバー人材
センターで除草の会員として
就業できる方｡抽選で①10人②
30人③20人
①11,600円②300円③3,000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
3/22(月)まで

料金

対象

受付

申込

日時

日時

日時

市立大学 市民公開講座
｢春の薬用植物園｣

同大学内で栽培している薬用植物を
紹介

4/23(金)･24(土)午前10:00～
正午
同大学田辺通キャンパス薬学部
(瑞穂区田辺通)
抽選で各75人 　　500円
往復はがきかEメール(1通2人
まで｡希望日も記入)で同大学薬
学部事務室(〒467-8603瑞穂
区田辺通3-1)☎836-3402
FAX834-9309
　 yakusouen@phar.nagoya-cu.
ac.jp
3/31(水)必着

人数
申込

料金

受付

場所

日時

鯱
こ

城
じょう

学園楽陶館 高齢者陶芸教室
★入門コース

①4/19 (月)～
6/14(月)の月曜
日(5/3を除く)
の 全 8 回 ､ 午 後
1:00～3:00

★研究コース(経験者向
け)

5/6(木)～7/29(木)の木曜
日(7/22を除く)の全12回､
②午前9:30～11:30③午後
1:00～3:00

市内在住で60歳以上の方｡抽選
で①～③30人
①1万8千円②③2万4千円(別
途材料費必要)
往復はがき(希望番号･年齢も記
入)で同館(〒465-0051名東区
社が丘三丁目1206)
☎･FAX701-7211
3/25(木)消印有効

料金

対象

申込

受付

日時

日時

応急手当研修センターで救命講習を開催します｡
応急手当を身につけましょう

講習名 日　程 時間 申込開始日
①(成人)
　90分

4/10(土)･5/16(日)･
6/12(土) 午前10:00～

3/12(金)
②(小児･乳児)
　90分

4/18(日)･5/29(土)･
6/27(日)

午前10:00～･
午後1:30～

③普通救命Ⅰ
　(成人)3時間

4/2(金)･5(月)･9(金)･
★13(火)･15(木) ･21(水)･
23(金)･25(日)･
5/8(土)･11(火)･14(金)･
17(月)･21(金)･26(水)･
28(金)･31(月)･
6/4(金)･7(月)･9(水)･
13(日)･18(金)･
★21(月)･24(木) ･30(水)

午前9:00～

3/11(木)
4/2(金)･5(月)･7(水)･
12(月)･16(金)･19(月)･
22(木)･25(日)･5/8(土)･
10(月)･12(水)･18(火)･
20(木)･★26(水)･28(金)･
31(月)･6/4(金)･8(火)･
10(木)･11(金)･ 13(日)･
21(月)･25(金)･29(火)

午後1:30～

④普通救命Ⅲ
　(小児･乳児)
　3時間

4/6(火)･17(土)･
5/10(月)･27(木)･
6/11(金)･26(土)

午前9:00～
3/12(金)4/21(水)･28(水)･

5/6(木)･16(日)･
6/1(火)･14(月)

午後1:30～

市内在住か在勤(学)で令和3年度に①②小学4年生以上の方③④
中学生以上の方(★は女性のみ)｡先着各11人｡ただし､②は先着各
8組(子ども同伴可)
申し込み開始日の午前8:45～電話で同センター(昭和区御器所通)
☎853-0099 FAX853-1682

対象

申込

他にも講習はあります｡詳しくは市ウェブサイト 応急手当 検索

無料

救
命
入
門
コ
ー
ス

★はウィメ
ンズ講習

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6 く ら し の ガ イ ド
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市民水田 参加者の募集
田植えから収穫まで手作業の米作り
を体験

4/17(土)･5/15(土)･6/5(土)･
7/3(土)･10/16(土)･11/6(土)
の全6回
戸田川緑地西側の水田(港区西
福田一丁目)
市内在住か在勤の2～5人のグ
ループ｡抽選で28口(1口につき
水田100㎡｡1組3口まで)
1口14,400円(収穫米付き)
3/19(金)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

料金
受付

日程

場所

対象

案内
配布

菊の教室～大菊を育ててみよう～
苗から開花までの大菊の育成方法を
学ぶ

4/11(日)･5/16(日)･6/27(日)･
7/11(日)･8/22(日)･9/5(日)･
10/10(日)の全7回､午後1:30～
3:30
名城公園フラワープラザ(北区
名城一丁目)
抽選で20人　　　　4千円
3/20(土･祝)消印有効
同所☎913-0087(月曜･第3水
曜日休み) FAX913-9379

料金
受付
問合

日時

場所

人数

たんぼの楽
が っ こ う

校 参加者の募集
野菜の植え付けや田植えから収穫ま
でを体験

4/11(日)･25(日)･5/16(日)･
6/20(日)･7/4(日)･8/29(日)･
10/17(日)･11/7(日)･28(日)
の全9回
農業文化園･戸田川緑地(港区春
田野二丁目)
小学生と保護者(2人1組)｡抽選
で24組
4,500円
3/20(土･祝)消印有効
同園☎302-5321(月曜日休み)
FAX303-6116

料金
受付
問合

日程

場所

対象

要項
配布

農業センターd
で ら

elaふぁーむ
農業ボランティア育成講座
受講希望者説明会

栽培の基礎を学び､市内の農家を手伝
う同ボランティアの育成講座の説明会
(講座受講には説明会への参加が必要)

4/3(土)
市内在住か在勤(学)で同ボラン
ティアとしておおむね5年以上
活動できる方｡抽選で80人
3/20(土･祝)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(天白区天
白町)☎801-5221(月曜日休み) 
FAX801-5222

受付

対象
日程

無料

東谷山フルーツパークで楽しむ
春の自然観察会

同園職員による季節の見どころ紹介
4/25(日)午前10:30～11:30
抽選で15人
電子申請か往復はがきで同園
(〒463-0001守山区大字上志
段味字東谷2110)
☎736-3344(月曜日休み)
FAX736-2660
3/20(土･祝)消印有効受付

人数
申込

日時

無料

エコパルワークショップ
i
イ ン

n名古屋港水族館
①環境紙芝居･オリジナルキーホル
ダーを作る環境工作②スタンプラリー

3/14(日)午前9:30～午後3:15
名古屋港水族館(港区港町)
②小学生以下の方｡当日先着①
80人②300人
入館料必要
エコパルなごや
☎223-1066(月曜日休み)
FAX223-4199

問合

場所
対象

料金

日時

エコパルなごやの催し
★マンスリー企画展示｢2030年の

未来をよりよくしたい!｣
3/30(火)までの開館日､午前
9:30～午後5:00

★自然木を使ったゾウづくり
3/28(日)午前10:30～11:00･
午後1:00～1:30
3～12歳の方(小学3年生以下
は保護者同伴)｡先着各15人
500円
3/11(木)午前9:30～電話･
ファクス･Eメール(希望時間
も記入)で同所

同所(中区栄一丁目)
☎223-1066(月曜日休み)
FAX223-4199
　a2231066@kankyokyoku.
city.nagoya.lg.jp

料金
申込

問合

日時

日時

対象

無料

案内
配布

なごや環境大学 共育講座
森や川での自然体験･施
設見学･専門家の講義な
ど､まちじゅうをキャン
パスに学べる環境講座

4～9月
市内外各所　　　無料～4千円
4/11(日)～9/25(土)まで順次
締め切り(講座により異なる)
区役所情報コーナー･生涯学習
センター･図書館
同大学実行委員会(エコパルな
ごや内)☎･FAX223-1223(月
曜日休み)

料金
受付

問合

日程
場所

雨水浸透･貯留に関する
アンケート調査実施中！

雨水浸透ますなどの設
置状況について､アン
ケートにご回答いただい
た方の中から抽選で200
人に景品をプレゼント

市内の戸建住宅にお住まいの方
3/24(水)まで
ホームページ･区役所情報コー
ナー･図書館
環境局地域環境対策課
☎972-2675 FAX972-4155

問合

対象
受付
案内
配布

↑ホームページ
はこちら

粗大ごみ収集の
インターネット申込が
利用しやすくなります(3/1～)

申し込みのできる粗大ご
みの種類が増えるとと
もに､収集品目や申し込
み点数の追加や減少､申
し込み自体の取消もイン
ターネットからできるようになりま
す｡また申し込みが完了した際に送付
される受付完了メールから､粗大ごみ
を出す場所が地図で確認できます｡

ホームページ
環境局作業課
☎972-2399 FAX972-4133

案内
問合

↑ホームページ
はこちら

4/1(木)～加熱式たばこ･電子たば
こを｢発火性危険物｣で収集します

近年､加熱式たばこ･電子た
ばこの流通量が増えてい
ます｡リチウムイオン電池
が内蔵されているため､ご
み収集車の火災の原因と
なる場合があります｡ごみとして排出
する際は､分別にご協力ください｡

環境局作業課
☎972-2394 FAX972-4133

問合

PCB(ポリ塩化ビフェニル)蛍光灯
安定器の処理期限が迫っています!

昭和52年(1977
年)までに建て
られた事業用の
建物には､有害
物質であるPCB
が使用されている蛍光灯安定器が設
置されている可能性があります｡保
有している場合は､届け出を行い、処
理期限(3/31)までに適正に処理し
てください｡

環境局廃棄物指導課
☎972-2392 FAX972-4132

問合

ゆとりーとライン沿線重ね捺
お

しス
タンプラリー

ゆとりーとライン沿線
の10カ所で5種類のスタ
ンプを重ねておして絵
を完成させた方先着500
人に景品をプレゼント

3/23(火)まで
ゆとりーとライン｢大曽根｣駅･
東谷山フルーツパーク(守山区大
字上志段味)･守山スポーツセン
ター(守山区竜泉寺二丁目)など
不要
住宅都市局交通施設管理課
☎972-2730 FAX972-4170

申込
問合

日程
場所

無料

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)
★アウトドア気分で楽しめるマイ

ガーデンの活用術…4/24(土)午
前10:00～正午｡32人｡無料

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)
★家庭でおいしい果物をつくろう…

4/16(金)午後1:30～4:00｡27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)
★春の山野草寄せ植えをつくろう

…4/25(日)午前10:00～正午｡30
人｡2,000円

緑化施設の催し

申し込みは3/20(土･祝)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

※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→

自然・環境

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6く ら し の ガ イ ド
 ８
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名古屋城春まつり
イベントステージ､飲食ブース､隅櫓

やぐら

･
茶席公開など

3/20(土･祝)～5/5(水･祝)
★名古屋城桜まつり…開園時間を

午後7:30まで延長
3/26(金)～4/11(日)

観覧料必要
同所(中区本丸)☎231-1700
FAX201-3646

料金
問合

日程

日程

名古屋城つばき展
切り花･鉢花･盆栽な
ど約350点を展示｡
苗木の即売や栽培相
談もあり

3 / 6 ( 土 ) ～
1 5 ( 月 ) 午 前 9 : 0 0 ～ 午 後
4:30(3/15は午後4:00まで)
観覧料必要
同所(中区本丸)☎231-1700
FAX201-3646

料金
問合

日時

無料

ゆとりーとライン20周年記念事業
3/23(火)に20周
年を迎えるにあた
り､さまざまな催
しを行います｡
★特定3日フリー
　乗車券の販売…

期間中ゆとりーとライン｢大曽根
｣駅～｢小幡緑地｣駅間を何度でも
利用可能

3/19(金)10:00～23(火)
千円(大人券のみ)

★20周年記念キャンペーン…記念
グッズ(マフラータオル･ピンバッ
ジ)の販売など

3/23(火)午後1:00～･午後
4:00～
ゆとりーとライン｢大曽根｣駅
入場無料

★ 小 幡 緑 地 の 桜 ･ マ メ ナ シ 観 察
ウォーク
…ゆとりーとライン｢小幡緑地｣
駅～イオン守山店(守山区笹ヶ
根三丁目)の約6.0kmのコース｡
ゴールした方先着400人に完歩
賞あり

4/4(日)午前9:00～10:30集合
不要

ホームページ
名古屋ガイドウェイバス
☎758-5620
FAX758-5621
www.guideway.co.jp

料金

料金

案内
問合

HP

日時

日時

日時
申込

場所

東山動植物園 春まつり
絶滅危惧種の動
物を見て周るウ
オークラリーな
ど

3 / 2 0 ( 土 ･
祝)～5/9(日)の開園日､午前
9:00～午後4:50(入園は4:30
まで)

★植物園 桜の回廊フェスティバル
　…多種多様な桜が見頃を迎える｡

3/20(土･祝)～4/11(日)
★植物園 お花見さんぽトーク…
   テーマは①ツバキ②シャクナゲ

①3/20(土･祝)②4/10(土)午
後1:30～2:00｡雨天中止
①合掌造りの家前②しゃくな
げの森

★動物園 飼育員のアニマルトーク
3/20(土･祝)～4/25(日)の土
曜･日曜日･祝休日｡雨天中止
各動物舎前

入園料必要
同園(千種区東山元町)
☎782-2111(月曜日､ただし祝
休日の場合は翌平日休み)
FAX782-2140

※動物取扱業の登録内容は⓰面参照

料金
問合

日程

日時

日程

日時

場所

場所

ストリーミング･ヘリテージ
台地と海のあいだ

名古屋台地､熱田台地
の縁

へ り

となる堀川を軸
に ､ 現 代 ア ー ト や メ
ディアアートの作品
の展示を通じて､｢現
代につづく日本の美｣を表現

3/12(金)～28(日)の金曜～日曜日
名古屋城(中区本丸)･納屋橋(中
区栄一丁目)･宮の渡し公園(熱
田区内田町)などのエリア
無料(一部有料の催しあり)
ホームページ
観光文化交流局文化振興室
☎972-3172 FAX972-4128
streamingheritage.jp

日程
場所

案内
料金

問合

HP

揚輝荘(南園)聴
ちょう

松
しょう

閣
か く

の催し
①歴史的鍵盤楽器｢クラヴィコード｣

で奏でるクラシックコンサート
3 / 2 1 ( 日 ) 午 前 1 1 : 0 0 ～
11:30･午後1:30～2:00(い
ずれも1時間前～着席券配布)

②インテリアフラワー･ハーバリウ
ム作り

3/28(日)午後1:30～3:30
①当日先着各23人②先着10人
入館料必要(②は別途500円必要)
①不要②3/11(木)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

申込
料金
人数

Nagoyaチラシデザイン大賞
応募作品展

3/16(火)～21(日)午前9:30～午
後7:00(3/21は午後5:00まで)
市民ギャラリー矢田第7展示室
(東区大幸南一丁目)
市文化振興事業団
☎249-9385 FAX249-9386

日時

場所

問合

無料

桂
かつら

文
ぶ ん

枝
し

 春
しゅん

風
ぷ う

亭
て い

小
こ

朝
あ さ

東西落語名人会
5/13(木)午後6:30～8:00
日本特殊陶業市民会館フォレス
トホール(中区金山一丁目)
2千～4千円｡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
場所

問合

料金

市美術館 特別展
｢アートとめぐる はるの旅｣

同館所蔵･寄託
作品から､｢旅｣
を テ ー マ に 約
50点を展示｡小
中 学 生 に は 鑑
賞ワークブック
(無料)もあり

3/25(木)～6/6(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
場は閉館の30分前まで)
観覧料必要
同館(中区栄二丁目)
☎212-0001(月曜日､ただし祝
休日の場合翌平日休み)
FAX212-0005

日時

料金
問合

山田光春
《星の誕生》

文化のみち二葉館
｢なごや･産業発展の礎

いしずえ

 文化のみち
ゆかりの起業家たち｣展

3/17(水)～21(日)午前10:00～
午後5:00
入館料必要
同館(東区橦木町)
☎･FAX936-3836(月曜日休み)

日時

料金
問合

名古屋演奏家育成塾コンサート
人気投票や専門家によるアドバイス
を通じ､若手演奏家を育て応援する

3/13(土)午後1:30～4:30
千種文化小劇場(千種区千種三
丁目)
1,500円(当日500円増)｡チ
ケットは同所､アイ･チケット 
(clanago.com/i-ticket)で販売中
観光文化交流局文化振興室
☎972-3172 FAX972-4128

日時

料金

場所

問合

守山文化小劇場の休館
天井などの落下防止対策工事のため
休館します｡

令和4年4月1日～令和5年3月
31日

※再開館後の利用申し込み(利用月
の12カ月前から受け付け)は休館
中も受け付け(日曜日を除く)

観光文化交流局文化振興室
☎972-3175 FAX972-4128

期間

問合

堀川フラワーフェスティバル
ハンギングバスケット作成者の募集

作品は5/7(金)～22(土)に開催する
同フェスティバルで展示(作品返却
は5/23)｡作成の代行プランあり

4/8(木)～12(月)午前10:00･
午後1:00集合
堀川納屋橋南側｢納屋橋ゆめ広
場｣(中区栄一丁目)
先着各30人
2,000円(以前に参加しバス
ケット持参の方は1,500円)
3/11(木)午前9:30～ホーム
ページ･電話･Eメール(希望日も
記入)でトラベルコンシェルジュ
☎528-4151(日曜日･祝日休み)
　 info@nagoyantour.com
緑政土木局河川計画課
☎972-2891 FAX972-4193
horikawa.flower-festival.comHP

問合

日時

場所

人数
料金

申込

ナゴヤファッションコンテスト
デザイン画の募集

レディス･メンズ･キッズ(5･6歳)の
未発表オリジナル作品を募集

デザイン画に基づいた実制作が
でき､9/15(水)のリハーサルと
9/16(木)の最終公開審査会に
参加できる方(共同応募不可)
審査料1点500円
5/27(木)必着
ホームページ
ナゴヤファッション
プロモーション実行
委員会(ナゴヤファッション協会
内)☎265-2030 FAX265-2036
(経済局次世代産業振興課
☎972-2418 FAX972-4135)

案内

料金
受付

対象

問合 ↑ホームページ
はこちら

久屋大通庭園フラリエ
多肉とみどりのマルシェ

多肉植物･雑貨の販売
やワークショップな
ど
　　3/26(金)～
　　28(日)午前9:00～
　　午後5：00
★羽

は

兼
が ね

直行さんによる
　トークライブ
　　　3/26(金)～28(日)午後1:30
　　　～2:30

　先着10人
　3/11(木)午前9:00～電話で
　同園
入場無料
同園(中区大須四丁目)
☎243-0511 FAX243-0512

申込

料金

人数

日時

日時

問合

羽兼直行さん

無料

文化・芸術

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6 く ら し の ガ イ ド
 ９
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市民公開講座｢あなたやあなたの
大切な人ががんになったら｣
オンラインセミナーY

ユ ー

ouT
チ ュ ー ブ

ube
国立がん研究センターなどの医師や
がん治療体験者による講演など

3/27(土)午後1:00～3:00(録
画配信は4/1～4/30)
不要
ホームページ
が ん 相 談 ･ 情 報 サ
ロン｢ピアネット｣
☎243-0555
FAX243-0556
(健康福祉局健康増進課
☎972-2637
FAX972-4152)

日程

申込
案内

無料

問合

障害者スポーツセンター スポーツ
教室･地域スポーツ教室

テニス(立位)･水泳･アーチェリーなど
4～7月
身体障害者･愛護(療育)･精神障
害者保健福祉のいずれかの手帳
をお持ちの方｡選考で各5～10人
3/18(木)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

日程
対象

無料

受付
案内
配布

福祉スポーツセンター
高齢者スポーツ教室

軽スポーツ･健康体操･太極拳
4～6月
市内在住で60歳以上の方｡抽選
で各15～25人
3,280円
3/5(金)～19(金)必着
区役所福祉課･支所区民福祉
課､同センター(瑞穂区弥富町)
☎835-3881 FAX835-4094

日程
対象

受付
料金

案内
配布

市交通問題調査会委員の募集
年1回程度平日に開催する会議に出
席し､交通のあり方に関して意見を
述べる｡報酬あり

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(市職員や外郭団体職員､
市が設置する附属機関の委員を
除く)｡選考で2人程度
3/15(月)～4/12(月)必着
3/15(月)～区役所情報コーナ
ー･支所､住宅都市局交通企画課
☎972-2724 FAX972-4170

受付

期間
対象

要項
配布

外国語指導アシスタントの募集
小学校･特別支援学校で英語の授業
の支援を行う

4/6(火)～9(金)のうち1日
4月～来年3月
英検2級以上の能力があり､英
語での日常会話が可能な方｡選
考で240人程度
4/1(木)必着
教育委員会指導室
☎972-3232 FAX972-4177

受付
問合

期間
試験

対象

子ども･若者総合相談センター
ボランティア登録説明会

困難を有する子どもや若者への訪問
支援や同行支援を行うボランティア
の活動内容･登録についての説明

4/24(土)午前10：00～正午･
5/12(水)午後6:30～8:30
同センター金山ブランチ(中区
正木四丁目)
同ボランティア登録を検討して
いる方｡20人程度※説明会に不
参加の方も登録申し込みは可
3/31(水)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(東区泉一
丁目)
子ども青少年局青少年家庭課
☎972-3258 FAX972-4439

対象

場所

日時

受付

問合

案内
配布

いざ!という時のために水道の元栓
の位置を確認しましょう

地震が起きた時､自宅の給水管から
漏水した場合や指定避難所などに避
難する場合は､水道メータの近くに
ある｢元栓｣を閉めましょう｡漏水が
あると､水道の復旧に時間がかかっ
たり､復旧時に水が噴き出したりす
る恐れがあります｡

上下水道局防災危機管理室
☎972-3675 FAX951-1208

問合

市政資料館 公文書の公開
平成元年度までに完結した公文書を
新たに公開します。

3/17(水)以降の開館日
同館(東区白壁一丁目)
☎953-0051(月曜､第3木曜日
休み) FAX953-4398

問合
日程

無料

思いやりの気持ちを人か
ら人へ伝え､不当な差別や
偏見をなくしましょう｡

ＳＴＯＰ!コロナ差別

町内会･自治会に加入しましょう
町内会･自治会は､地域の
方々が自主的につくる任
意の自治組織です｡災害時
には､町内会･自治会を通
して近所付き合いのある
ところほど､地域による救助が進み､復
旧も早いとされ､安心･安全な暮らしを
支えています｡加入するには､お住まい
の地域の町内会長･自治会長(ご不明な
ときは区役所地域力推進室)にお問い
合わせください｡動画｢もしも町内会が
なくなったら｣もご覧ください｡

区役所地域力推進室･スポーツ
市民局地域振興課
☎972-3118 FAX972-4458

問合

↑動画視聴
はこちら

↑ホームページ
はこちら

親
お や が く

学推進協力企業の募集
子どもにとって親はどうあるべきか
を考え､子どもと共に親として成長
する楽しさなどを学ぶ｢親学｣の推進
にご理解･ご協力いただける企業や
団体を募集｡登録企業･団体には､講
師の派遣など支援制度あり

市ウェブサイト
教育委員会生涯学習課
☎972-3253 FAX972-4178

問合
案内

おんたけ休暇村
キャンプカウンセラーの募集

夏休みに同所を利用する小学生
などにキャンプの指導･助言を行
う｡4/11(日)･18(日)に市内で説明会あり

令和3年度に4年制大学の1年生
になる方(説明会に不参加の方
も申し込み可)｡先着40人
4/1(木)午前10:00～
同所(長野県木曽郡王滝村)
☎0264-48-2111
FAX0264-48-2874

対象

受付
問合

犬の鑑札済票を市委託動物病院で
交付します(3/2～)

市から届いた通知はがきなどを持参
すると､狂犬病予防注射と同時に交
付されます｡委託病院一覧は市ウェ
ブサイトをご覧ください｡

市内で犬を飼っている方
交付手数料･注射費用など必要
健康福祉局食品衛生課
☎972-2649
FAX955-6225

対象
料金
問合

スマートフォンに､実在する宅配便業者の名前からSMS(ショートメッ
セージサービス)で不在通知が届いた｡記載されているURLをクリッ
クし､指示通りに再配達アプリをインストールしたところ､自身のス
マートフォンから同じ内容の偽SMSが多数発信され､身に覚えのない
高額な通信料が発生した｡
⃝身に覚えのない不在通知メールが届いた時には､記載されているURL

に安易にアクセスしないようにしましょう｡
⃝その他にも､偽サイトで入力したIDやパスワードが携帯電話会社のキャ

リア決済などで不正利用され､身に覚えのない請求を受ける事例もあり
ます｡安易にIDやパスワードなどを入力しないようにしましょう｡

宅配便の不在通知を装う悪質SMSにご注意!

消費生活センター相談ダイヤル☎222-9671(祝休日を除く月曜～
土曜日 午前9:00～午後4:15) FAX222-9678

問合

春になると新社会人や新入学生などの新しい生活がスタートし､これま
でと人の流れが変わります｡例年､列車や駅構内などにおける痴漢･盗撮被
害は4月から増えはじめ､軽装となる6月に被害件数のピークを迎えます｡
ラッシュ時における列車乗車時は
⃝女性専用車両を利用しましょう｡
⃝ホームでキョロキョロ･ウロウロする人には､要注意｡
被害に遭ったら､一人で悩まず､警察･駅員に通報するか､
電話でご相談ください｡

ホームページ掲載の｢痴漢･盗撮撃退ハンドブック｣もご活用ください｡

痴漢被害相談専用ダイヤル｢ふれあいコール｣
☎561-0184 (24時間･原則女性警察官が対応)

愛知県警察鉄道警察隊 ☎･FAX561-7341問合

列車内などでの痴漢や盗撮にご注意!

↑ホームページは
こちら

スポーツ・健康 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6く ら し の ガ イ ド
❿
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八事霊園納骨堂 使用者の募集
★長期納骨壇

10年　　　30人程度
25,000円(市外在住37,500円)

★短期納骨壇
1年　　　100人程度
1,000円(市外在住1,500円)

随時
八事霊園･斎場管理事務所(天白
区天白町)☎832-1750
FAX832-7759

期間

期間

人数

人数

受付
問合

料金

料金

認知症カフェ運営を助成します
月千～4千円を助成

昨年10月～今年3月の間に市内
で認知症カフェを運営し､一定
の要件を満たす団体
4/5(月)まで
認知症相談支援センター
☎734-7079 FAX734-7199
(健康福祉局地域ケア推進課
☎972-2549 FAX955-3367)

対象

受付
問合

名古屋市及び陸前高田市市民交流
事業に対する助成

本市と陸前高田市の交流事業を開催
した場合の会場使用料や交通費など
の経費の2分の1(上限10万円)を補
助｡事業実施前に相談･申請が必要

主に市内で1年以上継続的に活
動している団体
防災危機管理局危機対策室
☎972-3585 FAX962-4030

対象

問合

軽自動車税(種別割)の申告を
お忘れなく

軽自動車税(種別割)は､その年の4月
1日に原動機付自転車や軽自動車な
どを所有している方に課税されま
す｡廃車･譲渡などをした場合､申告
をしてください｡申告書の提出先は
車種によって異なります｡

市ウェブサイト
金山市税事務所徴収課
☎324-9803 FAX324-9825

案内
問合

中小企業向けの情報
★環境保全･省エネルギー設備資金

融資…省エネルギー設備の導入･
低公害車の購入･公害防止設備の
導入などに必要な資金を融資｡利
子補助制度あり

環境局大気環境対策課
☎972-2674 FAX972-4155

★中小企業人材確保相談窓口…採用
活動や人材の定着などに関する相
談｡予約制｡無料

なごや人材サポートデスク
☎733-2112 FAX733-2115

問合

問合

墓参りの交通案内
密集を避け､分散してお越しください｡

【平和公園】
①地下鉄｢星ヶ丘｣駅から臨時バスを

運行
3/18(木)～21(日)

②一方通行規制
3/20(土･祝)･21(日)午前
7:00～午後4:00

【八事霊園】
③駐車禁止などの交通規制…期間中

は同霊園駐車場は利用できませ
ん｡最寄り駅は地下鉄｢八事｣駅､市
バス｢八事｣･｢山手通五丁目｣停

3/20(土･祝)･21(日)午前
7:00～午後5:00

【みどりが丘公園】
④地下鉄｢徳重｣駅から臨時バスを運行

3/20(土･祝)･21(日)
①④交通局自動車運転課
☎972-3869 FAX972-3932
②東山総合公園☎782-2111(月
曜日休み) FAX782-2140
③八事霊園･斎場管理事務所
☎832-1750 FAX832-7759

日程

日程

日時

日時

問合

地下鉄の駅名が変わります
令和4年度に予定されている中村区
役所の移転に合わせ､以下のとおり
変更します｡同時に名城線の一部の
駅名についても変更します｡変更日
は決まり次第お知らせします｡

【地下鉄桜通線】
★｢中村区役所｣駅を｢太閤通｣駅

【地下鉄名城線】
★｢市役所｣駅を｢名古屋城｣駅
★｢伝馬町｣駅を｢熱田神宮伝馬町｣駅
★｢神宮西｣駅を｢熱田神宮西｣駅

交通局運輸課
☎972-3911 FAX972-3913

問合

3/1(月)～7(日)は
春の｢火災予防運動｣週間です

新型コロナウイルス感染症の影響に
より､自宅で過ごす時間が多くなっ
たことから､住宅火災件数も増加傾
向にあります｡コンロ･ストーブなど
の火災に注意しましょう｡寝室・台所
などへの住宅用火災警報器の設置や
点検､カーテン･寝具などへの防炎品
の使用､電気機器の適切な管理など
の火災予防も見直してみましょう｡

消防局予防課
☎972-3542 FAX972-4196

問合

4/2(金)は世界自閉症啓発デー､
4/2(金)～8(木)は発達障害啓発週間

自閉症をはじめとする発達障害は生
まれつきの脳機能の障害で育て方や
本人の怠けが原因ではありません｡障
害に対する周りの理解や配慮で障害
者の生きやすさも変わっていきます｡
お互いの違いを尊重し合いましょう｡

子ども青少年局子ども福祉課
☎972-3187 FAX972-4438

問合

固 定 資 産 税 の 縦 覧
期間

問合

対象
4/1(木)～30(金)の開庁日､午前8:45～正午･午後1:00～5:15
固定資産税の納税者(運転免許証･運転経歴証明書･パスポートなど
本人確認できるものを持参)

市税事務所固定資産税課･
財政局固定資産税課☎972-2343　FAX972-4124

区役所･支所でも､その区役所･支所分の縦覧が可能です｡

場所
栄市税事務所
(東区東桜一丁目）
☎959-3307

ささしま市税事務所
(中村区名駅南一丁目）
☎588-8007

金山市税事務所
(中区正木三丁目)
☎324-9807

担当
区域

千種･東･北･中･
守山･名東区 西･中村･中川･港区 昭和･瑞穂･熱田･

南･緑･天白区

愛知･名古屋ゆかりのノーベル賞受賞者の業績などを分
かりやすく伝え､次世代の科学技術を担う人材の育成や
この地域の先進性･魅力を発信する同施設を､3/23(火)
に開設します(3/23は午後1:00～)｡

オープン

受賞者の偉大さや受
賞研究の内容･成果な
どを伝える大型映像
展示と､受賞者の研究
人生や研究内容･成果
の社会的な貢献を学
べる体験型展示

ノーベル物理学賞を
受賞した

益川敏英さんや
小林誠さん

などの研究内容を
分かりやすく解説

益川 敏英さん 小林 誠さん

←市科学館学芸課長の鈴木雅夫さん

中区栄二丁目17-1(市科学館内)　　　　　午前9:30～午後5:00(入館は午後4:30まで)
月曜日(祝日の場合は翌平日)･第3金曜日(祝日の場合は第4金曜日)
科学館の観覧料でご覧いただけます　※特別展は別途料金が必要
地下鉄東山線･鶴舞線｢伏見｣駅徒歩5分　　　　　市科学館☎201-4486 FAX203-0788
www.ncsm.city.nagoya.jp

アクセス 問　合
H　P

観覧料
休館日
場　所 開館時間

基本
データ

新しい施設がオープンした科学館で､科
学の世界に興味を持っていただき､その
面白さや楽しさを多くの皆様に知って
いただきたいです｡また､3/20(土･祝)～
6/6(日)には｢ノーベル賞受賞100年記
念『アインシュタイン展』」も開催します!

知って
いますか？

この施設！ 市科学館 ｢あいち・なごやノーベル賞受賞者記念室｣OPEN!!

3/23(火)～28(日)に｢あいち･なごやノーベルウィーク｣としてオープニングイベントを開催｡詳しくはホームページをご覧ください｡

市税事務所市民税課※区役所･支所の申告会場は3/15(月)まで
個人市民税・県民税の申告期限が4/15（木)まで延長されました

問合

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6 く ら し の ガ イ ド
⓫



●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３月１日●部数／１，１１１，１００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。
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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）

ナゴヤでしょ!
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。

3/16 名古屋城
3/23 特殊詐欺撲滅大作戦 

 バイ

by みなと安安演劇部
3/30 放送休止

3/14 名古屋市公式
   ライン  

LINE
3/21 子ども･若者総合相談センター
3/28 ともに生きる
　　 ～コロナ禍の障害者を知ってほしい～

矢場町～名古屋城 午後7:00～8:50ごろ

東京2020オリンピック聖火リレー東京2020オリンピック聖火リレー
交通規制のお知らせ交通規制のお知らせ

詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか､お問い合わせください｡
※実施内容は変更になる可能性があります。

問合 名古屋おしえてダイヤル  ☎ 953-7584  FAX 971-4894
（スポーツ市民局スポーツ戦略室  ☎ 972-3294  FAX 972-4417）

オリンピック聖火リレー 検索市ウェブサイト
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7:00～8:20午後
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一方通行規制解除

名古屋城
ニの丸広場

●コース･周辺道路では車両の通行が禁止されます。
●歩行者･自転車もコース横断はできません｡
●市内では相当の混雑･渋滞が予想されますので､当日の自動車利用は
　極力お控えください｡
●規制時間は目安であり、当日の状況によって変わる場合があります。

科学館

交通規制

しゃち

その他、多彩なイベントを開催します｡

名古屋城 二之丸広場（中区本丸1-1）場所

3/20（土・祝）～25（木）  午前9:00～午後4:30（閉門は午後5:00）
3/26（金）～4/2（金）　  午前9:00～午後7:30（閉門は午後8:00）

日時

中学生以下無料、高校生以上500円､市内在住65歳以上100円
（住所・年齢の確認できるもの持参）　※金鯱展の観覧は無料

名古屋城
  観覧料

地下鉄名城線｢市役所｣駅7番出口 徒歩5分､
市バス｢名古屋城正門前｣停 徒歩1分

アクセス

問合 名古屋城総合事務所
☎ 231-1700 FAX 201-3646

詳しくはこちら→

名古屋城の金鯱が16年ぶりに地上に降臨。間近で、あの感動を再び！

※チケットは3/8（月）～販売｡
　詳しくは､ホームページをご覧ください｡　

ミツコシマエ ヒロバス（中区栄三丁目5-10の先 久屋大通公園内）場所
500円（小学生未満無料）料金

4/10（土）～7/11（日） 午前10:00～午後8:00日時

問合 同実行委員会事務局 （中日新聞社社会事業部内）
☎ 221-0955 FAX 221-0739
祝休日を除く月曜～金曜日 午前10:00～午後6:00

（観光文化交流局観光推進課 ☎ 972-2226 FAX 972-4200）

海と山に見立てた会場で､金鯱をインスタレーション（場所や空間
全体を作品として体験できる芸術）として展示。記念撮影コーナー

（有料）や金鯱おみやげブースもあります。

ホームページはこちら→

エ
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