
東部医療センター･西部医療センターが、名古屋市立大学の医学部附属病院になります。
ふ ぞく

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター

区の情報発信力を高めるため､これまで12～15面に掲載していた
区版が13～16面へ移動し､最終面から区版が始まります!

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター

名古屋市立大学病院

次回 5月号から紙面デザインが変わります!

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｡
　（祝休日を除く月曜～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｡
　☎ 050-3135-2252（祝休日を除く月曜～金曜日の午前9：00～午後5：30）   FAX052-972-4386

〈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〉

名古屋市長選挙 4/25● 投票日にご都合の悪い方は、期日前投票制度をご利用ください。
詳しくは「広報なごや名古屋市長選挙特集号」をご覧ください。

投票時間
午前7：00～午後8：00

市選挙管理委員会
☎052-972-3315
FAX052-972-4180

日

令和3年（2021年） 4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／2,325,060人
●世帯／1,129,474世帯
●面積／326.50km2

（令和3年3月1日現在）
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名市大に｢3つの大学病院(総病床数約1,800
床)｣が誕生しました。国公立大学最大規模の
特長を活かし、優れた人材育成･先進医療の提
供･先端的研究の発信･安定的な病院経営の4
つの使命をさらに高めることにより｢市民から
愛され信頼される名市大｣を築いてまいります。

多難な道もあることでしょうが、明る
い未来に向かって進みます。これから
も温かいご理解とご支援をお願い申
し上げます。

3病院の連携により、これまでの診療体制に加えて、高度先進医療の強化や地域の医療水準の向上を図り、
これからも市民の皆さまが安心して生活できる医療サービスの提供を進めていきます。

名古屋市立東部医療センター　  名古屋市立大学医学部附属東部医療センター

名古屋市立西部医療センター　  名古屋市立大学医学部附属西部医療センター

公立大学法人名古屋市立大学

市民から愛され信頼される
名市大・大学病院 「We Are One(われわれはひとつ)」3病院は一つ

になり、より大きな力となって市民の皆さまに広く
高度先進医療･救急医療を提供し、また災害や
感染症にも備えます。令和7年（2025年）には救
急･災害医療センター(仮称)の開設も予定して
います。これからも救急･災害医療の拠点として、
名古屋の医療を支えてまいります。

名古屋市立大学病院

・ 高度･専門医療
・ 身体的負担が少ない手術支援ロボット
　などによる手術

・ 救急医療
・ 身体的負担の少ない心臓手術

手術支援ロボット→医学研究科・医学部研究棟→

救命救急センター→

ホームページは
こちら↓

NICU→

・ 小児・周産期医療
・ 身体的負担の少ないがん医療

救急・災害医療の拠点として

当院は、年間1,000件を超える分娩実績があり、
新生児治療に特化したNICU（新生児集中治療
室）を設置するなど、母子ともに安全な出産を支
えています。また、身体的負担の少ない陽子線
治療の拠点としても重要な役割を担っています。
これからも市民の皆さまに寄り添い「地域に根
差した大学病院」になれるよう努めてまいります。

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター

小児･周産期医療、がん医療の
トップランナーとして

附属病院化については、「名市大未来
プラン2021」にも掲載しています。
詳しくはホームページをご覧ください。

当院は、平成27年（2015年）に救急･外来棟を
オープンし、救命救急センターとして、年間
7,000件以上の救急搬送を受け入れています。
また、第二種感染症指定医療機関として、新型
コロナウイルス感染症などの感染症への対応も
行っています。今後さらに3病院での連携も深め、
｢断らない救急｣の最前線に立ってまいります。

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター

病院長  間瀬 光人さん理事長・学長  郡 健二郎さん

病院長  大原 弘隆さん 病院長  大手 信之さん

｢断らない救急｣の最前線で

問合 名古屋市立大学病院  ☎ 858-7114  FAX 858-7537
名古屋市立大学医学部附属東部医療センター  ☎ 721-7171  FAX 721-1308
名古屋市立大学医学部附属西部医療センター  ☎ 991-8121  FAX 916-2038

ぶんべん

ふ ぞく

東部医療センター･西部医療センターが、
名古屋市立大学の医学部附属病院になります。

診療は、これまで通り。変わる3つのポイントはここ！

4月から

名称が
変わります

特長・医療ニーズへの対応

特長・医療ニーズへの対応
特長・医療ニーズへの対応

1ポイント 2ポイント 3ポイント

地域の医療機関との相互の
患者紹介を積極的に行い、救
急･災害医療をはじめとして
地域連携を強め、地域医療水
準の向上に貢献します。

地域医療水準の向上
3病院合計で約1,800床の病
床を持つ、国公立大学で全国
最大規模の大学病院群とし
て、人材育成と臨床研究の充
実を図ります。

優れた医療人材の育成
3病院の特長をより活かせる
よう専門性の高い医師を配
置し、市民の皆さまから信頼
されるゲノム医療などの高度
先進医療を提供します。

高度先進医療の強化

ウィー アー ワン

い

い

場所  瑞穂区瑞穂町字川澄1

場所  北区平手町1-1-1 場所  千種区若水一丁目2-23

 ２
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コロナ禍で生活が苦しい、家族のことで困っている、頼る人がいないなどの
生活の悩み・不安を話してみませんか。

支援員が相談に応じ､どのような支援が必要か一緒になって考え､
自立に向けた支援を行います。

問合 健康福祉局地域ケア推進課  ☎ 972-2598  FAX 955-3367

問合 スポーツ市民局男女平等参画推進室  ☎ 972-2234  FAX 972-4206

昨年4月以降、新型コロナウイルス感染
症の影響による相談が大変多くなって
います。今はどなたにとっても大変な時
期です。聞きたいこと･聞いてほしいこと
などお気軽にご相談ください。少しでも
暮らしや気持ちが前向きになるようにお
手伝いします。これからの生活のことを
一緒に考えましょう!

コロナの影響で
就労先が見つからず､
貯金が残りわずかとなったAさん。

家賃の不安を軽減するために､就職に向け
た支援と合わせて､一定期間、家賃相当額
を支給(年齢・所得などの要件あり)。

現在は仕事が見つかり安心して毎日を
過ごしています。

仕事が長続きしないなど、
働くことに対する不安を
抱えていたBさん。

支援計画の作成・企業での職業訓練など
就労への準備を支援。

当初は一定の配慮の下で就労していまし
たが、継続した働きが認められ､正社員と
して就労することができました。

仕事はしているものの、
市税や国民健康保険料を滞納する
など家計に悩んでいたCさん。

家計の立て直しのアドバイス・債務整理と
家計改善を支援。

分割納付などの資金計画を考え、滞納料
金を全て支払うことができました。家計が
安定し、生活への不安も軽減されました。

サポートセンターでは、このような支援をしています

仕事・暮らし自立
サポートセンター
相談支援員

市内在住で､生活保護を受給していない方対象

電話での相談も行っています▶☎ 321-2760／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)

仕事・生活の悩みや不安などのご相談は、こちら

サポートセンター広報キャラクター
ⓒbecco

かめ代 ビーバー君 かめ助

お気軽に近くのサポートセンターへご相談ください！
面談相談には事前予約が必要です。
相談は、電話･Eメールでも受け付けています。

名古屋市 くらサポ 検索開所時間･場所など詳しくは
※市内在住の方であれば、原則どのサポートセンターでも相談できます。

☎ 446-7333  FAX 446-7555　　 sigoto.kurasi@support-nagoya.jp 
(西･中村･中･中川区にお住まいの方を主に担当）
☎ 684-8131  FAX 684-8132　　 kanayama@support-nagoya.jp 
(瑞穂･熱田･港･南･緑･天白区にお住まいの方を主に担当）
☎ 508-9611  FAX 508-9612　　 shigoto.kurashi@oozone.jp 
(千種･東･北･昭和･守山･名東区にお住まいの方を主に担当）

名駅

金山

大曽根

悩むより、話しましょう

相談支援員からのメッセージ

  収入が不安定で先が見えない

  家賃が払えなくて困っている

  仕事が長続きしない

  親の介護で働けない　  家族のことで悩んでいる

  子どもが引きこもり、自分は高齢で将来が不安

  困っているがどこに相談したらよいか分からない

などの悩みや不安があるときは、
一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。

秘密厳守

秘密厳守
女性のための総合相談は、こちら

経済的なこと･DVに関すること･家族に関することなどの相談に女性相談員が対応します。

市内在住か在勤（学）の女性対象
○匿名で相談できます。
○返信には数日かかります｡緊急の相談には応じられません｡
○メールによる返信は原則1回です｡
メールアドレス・記入事項など詳しくは市ウェブサイトから→

これまでにあった電話相談の例
●在宅勤務の夫に家事を頼んだら､
　物に当たり散らかされた。
●元夫に養育費を払ってもらえなくなった｡
●家族が新型コロナウイルスへの感染対策に無頓着で困っている｡
●妊娠中の新型コロナウイルスへの感染が不安｡

6/30（水）まで
Eメールで相談

できます。

 ３
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名古屋市では､市民の皆さまに｢命を守る｣防災対策を行っていただくため､
令和3年度消防職員などが市内約50学区の全ての世帯を訪問し､ご家庭の
防災対策状況について伺います｡各家庭に必要な対策の提案をするとともに､
それらを進めるきっかけとして家具転倒防止器具などの防災用品を1つ無償
でお渡しします｡
｢南海トラフ巨大地震｣の被害想定では、家具の転倒･落下防止対策などを実施
することで、負傷者数が半分程度になるとしています｡「南海トラフ巨大地震」
から命を守るために、まずは寝室の家具転倒防止対策から始めましょう。

白内障･網膜症、難聴、動脈管開存症など一生涯を通した
重度の障害のある赤ちゃんが生まれる可能性があります｡
妊娠中は風しんの予防接種を受けることができないため、
職場や親戚など身近な方からうつさないよう、
予防することが大切です｡

対象の方には、昨年5月までに無料クーポン券を送付しています｡
検査は採血して行います。
検査の結果、抗体が基準値未満と判断された方は、予防接種を無料で受けられます｡
有効期限が｢2020年3月｣または｢2021年3月｣の同クーポン券は、来年3月まで使用可能です｡
早めに抗体検査と予防接種を受けましょう｡

●電子申請　●保健センターへ窓口申請　●健康福祉局感染症対策室へ郵送申請

風しん抗体検査･予防接種の
無料クーポン券の有効期限を延長します!

※クーポン券がないと無料で検査･接種できません｡お手元にない方は、以下の方法で再発行の申請ができます｡

詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。

国立感染症研究所　感染症発生動向調査

（人）

（歳）

令和元年の風しん患者の性別年齢分布（全国）

男
女

※家具転倒防止対策がされていない場合、その後の状況確認のため、再度訪問することがあります。
※部屋に上がることはありません。

昭和37年(1962年)4月2日～昭和54年(1979年)4月1日生まれの男性
指定医療機関･健診機関(特定健診または事業所健診)

対象

実施場所

昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれ（40～50歳代）
の男性は、風しんの公的接種を受ける機会がなかったため
抗体がなく特に風しんにかかりやすいと言われています｡

風しんは強い感染力を有する感染症で、高熱や発しん、関節痛などの症状が出ることがあります｡

費用は一切かかりません｡詐欺にはご注意ください｡

職員は制服を着用して訪問します（写真参照）｡
不審に思われた際は、身分証の提示を求めてください｡

↑無償で1つお渡しする防災用品の例

問合 消防局消防課  ☎ 972-3543  FAX 951-8463日程 来年3月まで
消防 戸別訪問 検索市ウェブサイト対象学区は市ウェブサイトで順次公開します｡

風しんの抗体検査と予防接種を受けましょう!

問合 市予防接種電話相談窓口（健康福祉局感染症対策室内）  ☎ 972-3969  FAX 972-4203

妊娠中の方が感染すると大変なことに！

南海トラフ巨大地震南海トラフ巨大地震から生き延びる!
消防局が戸別訪問を実施します!

市ウェブサイトは
こちら→

白内障･網膜症

難聴

動脈管開存症

400
300
200
100
0
0- 5- 10- 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85-

面参照

何でもご相談
ください！

来年3月
まで

昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性の方へ

自分のため、周りの人のため、お早めに！

 ４
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がん患者妊よう性温存治療費助成
が変わります(4/1～)

国の事業開始に伴
い､申請先が以下の
通りとなります｡

【妊よう性温存治療
に関する助成】
★令和2年4月～令和3年3月に受け

た治療…市に申請
令和4年3月まで

★令和3年4月以降に受けた治療…
県に申請｡必要な書類は市への申
請書類とは異なります｡事業開始
まで申請をお待ちください。

【意思決定支援に関する助成】
市に申請

治療終了後1年以内
健康福祉局健康増進課
☎972-2637 FAX972-4152

問合

受付

不妊治療費助成の制度改正
【①特定不妊治療費助成】
★法律婚だけでなく､事実婚も助成

対象に追加
★所得制限の撤廃
★1子ごとに助成回数をリセット
★助成上限額の拡充

【②一般不妊治療費助成】
★法律婚だけでなく､事実婚も助成

対象に追加
★所得制限の撤廃

①令和3年1月②令和3年3月以
降に治療が終了した方
保健センター保健予防課

対象

問合

ひとり親家庭向け 自立支援給付金
①自立支援教育訓練給付金…資格や

技術を習得するための指定講座の
受講料の一部を助成

②高等職業訓練促進給付金…看護
師など1年以上の修学が必要な国
家資格の修学期間中に一定額を支
給｡別途入学準備金などの貸し付
けあり

市内在住の20歳未満の子ども
を扶養するひとり親家庭の親
で､所得要件などを満たす方
①随時(受講開始前に相談必要)
②4･10月｡4月分から受給希望
の方は4/30(金)までに事前相
談･申請が必要
区役所民生子ども課･支所区民
福祉課

対象

受付

問合

幼稚園･認可外保育施設等利用料
無償化の認定申請書提出先の変更
(4/1～)

原則、郵送で提出してください｡
★提出先…子ども青少年局保育企画

室分室(〒461-0005東区東桜一
丁目4-13アイ高岳ビル3階)

子ども青少年局保育企画室分室
☎971-1101 FAX228-6942

問合

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。

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

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>5/7(金)午前
10:00～<一般､多家族･多子世
帯向け>5/7(金)午後2:00～
4/27(火)～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

医療的ケア児支援サイト「e
え

・g
が

a･o
お

」
を開設

医療的ケアを必要とする
お子さんとその家族の役
に立つサポート情報や相
談先などを掲載

ホームページ
子ども青少年局子ども福祉課
☎972-2520 FAX972-4438

問合
案内

↑ホームページ
はこちら

東山動植物園
ハートフルナイト

5/29(土)午後5:30～7:00
身体障害者･戦傷病者･愛護(療
育)･被爆者健康･精神障害者保健
福祉のいずれかの手帳または特定
医療費受給者証(難病)をお持ちの
方と家族｡駐車場は抽選で400組
往復はがきかEメール(駐車場希
望台数も記入)で同園
(〒464-0804千種区東山元町
3-70)☎782-2111(月曜日休み) 
FAX782-2140
　 higashiyama-gyomu@
ryokuseidoboku.city.nagoya.
lg.jp
5/7(金)消印有効

※動物取扱業の登録内容は⓰面参照
受付

申込

日時
対象

無料

DV被害者のためのサポート
グループ事業 参加者の募集

DV被害者が同じ悩みを持つ人と語
り合い､体験や感情を共有したり情報
を交換し合うことにより､精神的な回
復や自立を目指す気持ちをサポート

4月～来年3月(8月を除く)の
原則第1金曜･第3土曜日､午前
10:30～午後0:30
配偶者からの暴力被害を受けた
経験のある方など。選考で各10
人程度
随時
子ども青少年局子ども福祉課
☎972-2519 FAX972-4438

期間

対象

受付
問合

無料

受付

新型コロナウイルスワクチン 検索詳しくは、市ウェブサイト

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ
高齢者向けの(ワクチン接種のための)クーポン券を、4月中旬以降に
順次個人宛てに発送する予定です｡
　　昭和32年4月1日以前に生まれ、市内に住民票のある方
　　(小学校体育館･区役所講堂など集団接種会場での接種)

市ウェブサイトか電話で
なごや新型コロナウイルスワクチンコールセンター
☎050-3135-2252(祝休日を除く月曜～金曜日の午前9:00～
午後5:30) FAX972-4386
(医療機関での接種)各医療機関へ直接連絡

※クーポン券が届いてから予約してください。
※予約開始日は会場によって異なります。
※接種会場は厚生労働省｢コロナワクチンナビ｣でも検索できます。

対象
申込

コロナ禍
か

における外出自粛に伴い､自宅で熱中症にかかるリスクが高
まっている高齢者に対し､エアコン設置などにかかる費用(修理費用も
可)を助成します｡※購入前に申請が必要です。

以下の要件を全て満たす方
・市内在住で､令和4年4月1日時点で65歳以上の方
・市民税非課税世帯･生活保護受給世帯などに該当
・エアコンを1台も有していない世帯
 （故障により使用できるエアコンが1台もない
  場合も含む）
　 上限7万1千円
4/12(月)～9/30(木)
区役所福祉課･支所区民福祉課

助成金額

対象

受付
問合

高齢の方がいる世帯へ  エアコンの設置費用を助成します

1 世帯
1 回限り

在宅高齢者エアコン設置等助成の登録事業者の募集
受領委任払い方式でエアコンを販売する登録事業者を募集していま
す｡受領委任払いとは､対象となる方がエアコンを購入する際､あらか
じめ助成額(上限7万1千円)を差し引いた価格で販売していただき､後
日名古屋市へ差し引いた金額を請求していただく支払い方法です。

9/22(水)まで
健康福祉局高齢福祉課☎972-2544 FAX955-3367

受付
問合

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、4月1日(木)

からです。

■広報なごや4月号には…
　記事の内容(開催日･申込期限など)が原則
　4月11日(日)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(4/4
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
23/30 24/31 25 26 27 28 29

2021/5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

 ５
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体感!しだみ古墳群ミュージアムの
催し

①春イベント…古代体験プログラム
やステージイベントなど

5/3(月･祝)午前9:00～午後
5:00

②講演会｢可
か に

児川
が わ

をのぞむ前波古墳
群(岐阜県可児市)｣

5/16(日)午後1:30～3:00
先着50人

①入場無料②500円
①不要(一部事前申し込み必要
な催しあり)②4/16(金)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翌平日
休み) FAX739-0524

申込

日時

人数
日時

料金

市科学館 プラネタリウム夜間投影
｢皆既月食直前S

スペシャル

P｣
5/19(水)午後
6:30～7:30
高 校 生 以 上
の方｡抽選で
350人
700円
電子申請か往復はがき(1通5人
まで)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
4/6(火)～25(日)必着

申込

受付

日時

対象

料金

憲法週間記念行事
★人権講演会…アナウンサーの

住吉美紀さんによる新型コロナ
ウイルスに感染した際の体験談な
ど(手話通訳･要約筆記あり）と人
権啓発映画｢サラーマット～あな
たの言葉で～」(日本語字幕あり)
の上映｡講演のみオンライン参加
も可

5/15(土)午後1:00～2:50(開
場は30分前)

★映画上映会…①映画｢長いお別れ」
(日本語字幕･日本語音声ガイド付
き）②映画｢君の瞳が問いかけてい
る｣(日本語字幕あり)の上映

5/16(日)①午前10:00～午後
0:07②午後2:00～4:03(開場
はいずれも30分前)

鯱
こ

城
じょう

ホール(中区栄一丁目)
市内在住か在勤(学)の方｡抽選
で各250人(講演のオンライン
参加は人数制限なし)
電子申請･電話･Eメール(講演の
オンライン参加の申し込みはE
メールのみ)でソレイユプラザな
ごや☎684-7017(月曜日休み)
FAX684-7018
　 a6847017@sportsshimin.
city.nagoya.lg.jp
4/30(金)まで

対象

申込

受付

日時

日時

場所

無料

中央卸売市場　
親子で梅加工体験教室

5/29(土)午後
1:00～2:30
市内在住の小学
3～6年生と保
護者(2人1組)｡
抽選で15組
5/15(土)必着
市ウェブサイト
同市場（熱田区川並町）
☎671-1185 FAX671-1184

問合

日時

受付

対象

案内

無料

国際留学生会館 留学生による
外国語･外国文化紹介講座

★中国語会話入門
5/17(月)～6/21(月)の月曜
日の全6回､午後6:30～7:45

★英語初級会話…全て英語で進行
5/19(水)～6/23(水)の水曜
日の全6回､午後6:30～7:45

高校生以上の方｡各18人程度
3千円
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
4/11(日)～23(金)必着
nic-nagoya.or.jpHP

日時

日時

受付

申込
料金
対象

愛知教育大学連携講座
｢親子で学ぼう!｣

生活に欠かせない｢水｣や身近な｢お
金｣について親子で学ぶ

6/5(土)･12(土)の全2回､午後
1:30～3:00
イーブルなごや(中区大井町)
小学生と保護者｡抽選で36人
電子申請か往復はがき(学年･保
護者の年代も記入)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
5/12(水)必着

日時

場所
対象

受付

申込

無料

案内
配布

少年少女発明クラブ
｢科学ものづくりアイデア道場｣

ワークショップを通じて､日常生活
を便利にするアイデアを具体化

6/12(土)･7/10(土)の全2回､
午前9:30～正午･午後1:30～
4:00
ブラザーミュージアム(瑞穂区
塩入町)
小学5年～中学生｡抽選で各10
人
千円　　　
5/12(水)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.orgHP

日時

場所

対象

料金
受付

案内
配布

大学連携講座 名古屋市民大学
最先端の大学研究成果や歴史などを
テーマに学べる6講座･講演会

5～9月　　　市内各所
抽選で各20～430人
無料～千円
4/21(水)必着
区役所情報コーナー･生涯学習
センター･教育委員会生涯学習
課分室(東区泉一丁目)
☎950-5031 FAX950-5041

日程 場所
人数
料金
受付

介護保険制度が変わります
【4月からの変更点】
★65歳以上の方の介護保険料が変

わります…変更後の保険料につい
ては､4月中旬に送付する納入通
知書でご確認ください。

★介護サービスの利用料を決める介
護報酬が改定されます…利用料に
ついては、担当のケアマネジャー･
ご利用の介護サービス事業所にお
問い合わせください｡

【8月からの変更点】
★高額介護サービス費などの利用者

負担の上限額が変わります…現役
並み所得者の上限額が細分化さ
れ､一部引き上げられます。

★介護保険負担限度額認定の限度額
と適用条件が変わります…負担限
度額認定証をお持ちの方には､6
月に更新のご案内とともにお知ら
せします。

★施設などを利用中の食費の利用者
負担額の目安となる基準費用額が
変わります…食費については､ご
利用の施設などにお問い合わせく
ださい。

なごや介護保険お問い合わせセ
ンター(8/31まで)
☎0570-088-580 FAX972-4147

問合

認知症高齢者グループホーム
居住費の助成

月額2万円を上限に居住費(家賃･光
熱水費)を助成

市民税非課税世帯､本人の前年
の年金収入(遺族･障害年金な
どの非課税年金を含む)と合計
所得金額(年金収入に係る所得
分を除く）の合計が80万円以下
(生活保護受給者などは除く)､
預貯金などが一定額以下の方
区役所福祉課･支所区民福祉課

対象

問合

敬老パスで名鉄バス･三重交通の
路線バスも利用可能に(来年2月～)

敬老パスは､来年2月から対象交通
機関を拡大するとともに､利用上限
回数(730回)を設定します｡これま
での交通機関に加え､名古屋鉄道･近
畿日本鉄道･JR東海と名鉄バス･三
重交通の路線バスでも利用できま
す｡対象区間や利用方法などは今後
送付する案内をご確認ください｡

市内在住の65歳以上の方
敬老パスコールセンター
☎766-5500(健康福祉局高齢福
祉課☎888-8611 FAX888-8613)

対象
問合

国民健康保険料の均等割額の減額を
受けるには所得の申告が必要です

前年中の世帯の所得が一定金額以下
の場合､所得の申告により保険料の
均等割額が減額されます｡ただし､確
定申告書や市県民税の申告書を提出
された方､勤務先で年末調整を受け
た方､令和3年3月31日時点で18歳
以下で所得のない方は､申告の必要
はありません｡詳しくは6月(年金か
らの天引きを行う｢特別徴収｣の世帯
は7月)に送付する案内をご覧くだ
さい｡

区役所保険年金課･支所区民福
祉課

問合

国民年金の学生納付特例制度
所得が一定以下の学生は､申請し承
認されると保険料の支払いが猶予さ
れ､その期間の保険料は就職後に支
払うことができます｡承認された期
間は老齢基礎年金を受給する資格期
間に算入され､障害・遺族年金の保障
もあります｡3月まで同制度を利用
し､4月以降も引き続き利用を希望
する方は､改めて申請が必要です｡

区役所保険年金課･支所区民福
祉課

問合

杉原千
ち

畝
う ね

少年像の一般公開
杉 原 千 畝 ｢ 命
の ビ ザ ｣ 発 給
8 0 年 を 記 念
し て ､ 寄

き ふ

附 金
で制作した像
が完成しまし
た ｡ 普 段 は 見
ることができ
な い 、校 内 に
ある像を公開します｡パネル展示な
どもあり

4/11(日)午前9:00～午後4:00
瑞穂ヶ丘中学校(瑞穂区高田町)
不要
総務局総合調整室
☎972-2223 FAX972-4112

日時

問合
申込
場所

無料

生活・福祉

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
 ６
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イーブルなごや 弁護士による
法律セミナー｢離婚と財産分与｣

5/18(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
5/17(月)まで
e-able-nagoya.jp

申込

受付
HP

日時
人数
料金

無料

高齢者就業支援センター 講座
①ミニ講座 &

アンド

就業体験講習｢介護の
仕事を知りましょう｣

< 学 び 編 > 5 / 1 1 ( 火 ) 午 前
10:00～午後0:30<実技編>
5/11(火)午後1:30～4:00

②就業にも役立つパソコン(基礎)
<ワード>5/17(月)～31(月)
の月曜･水曜･金曜日の全7
回､午前10:00～正午<エク
セル>5/17(月)～6/2(水)の
月曜･水曜･金曜日の全8回､
午後1:30～3:30

市内在住で55歳以上の方(②は
パソコンの基礎知識をお持ちの
方)｡抽選で①各15人②各10人
②ワード11,800円･エクセル
13,300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
4/20(火)まで

申込

受付

日時

日時

対象

料金

イーブルなごや
前期主催講座

男女平等参画と女性教育に関する
13講座

①5～10月②8～10月
抽選で各15～30人程度｡託児
要予約
無料～5千円(託児は別途料金
必要)
①4/20(火)②7/13(火)必着
ホ ー ム ペ ー ジ ･ 区 役 所 情 報
コーナー･同所(中区大井町)
☎331-5288(第3木曜日休み)
FAX322-9458
e-able-nagoya.jp

日程
人数

案内
配布

受付

HP

料金

なごやギャンブル障害回復トレーニ
ングプログラム｢N

ナ ッ ト

AT-G
ジー

｣
ギャンブルに頼らない生活の実現の
ため､グループワークなどを通して
学ぶ

4/21(水)～来年3/16(水)の毎
月第3水曜日､午後2:00～4:00
市精神保健福祉センターここら
ぼ(中村区名楽町)
市内在住･在勤(学)で事前面接
によって参加が認められた方｡
選考で各10人程度
電話で同所
☎483-3022 FAX483-2029
4/19(月)まで(空きがあれば随
時受け付け可)

申込

受付

日時

対象

場所

無料

なごやナースキャリアサポートセ
ンター ナース復職研修会

①講義
4/20(火)･6/21(月)･25(金)
午前10:00～午後3:00

②技術練習
4/21(水)･22(木)･5/25(火)･26
(水)･6/22(火)午前10:00～
午後3:00

③見学実習
6 / 2 3 ( 水 ) ･ 2 4 ( 木 ) 午 前
9:30～午後4:30

復職を目指す(准)看護師･保健
師･助産師のいずれかの資格取
得者｡①～③各15人程度｡①②
託児あり
電話かEメールで同センター(東
区葵一丁目)☎936-4883
FAX979-4560
　 a9364882@kenkofukushi.
city.nagoya.lg.jp
開催日の①②前日(託児は8日
前)③2週間前まで

申込

受付

日時

日時

日時

対象

無料

市民活動推進センターの催し
①ボランティア講座～ボランティア

へのはじめの一歩～
4/23(金)午後2:00～4:00･
6/12(土)午前10:00～正午

②NPO講座～NPO法人設立のしか
た編～

5/19(水)･7/30(金)午後
2:00～4:00

市内在住か在勤(学)の方｡先着
①各20人②各20人
500円
4/11(日)午前9:00～電話･ファ
クス･Eメールで同センター(中
区栄三丁目)☎228-8039(月曜
日休み) FAX228-8073
　 npo@sportsshimin.city.
nagoya.lg.jp

申込
料金

日時

日時

対象

春爛
ら ん ま ん

漫！
桜の名所を楽しむウォーキング

地下鉄｢高岳｣駅発
｢ 平 安 通 ｣ 駅 着 の
コース(約8.3km)｡
御用水跡街園(北区
辻本通)などの桜の名所を楽しむ

4/18(日)まで
不要
交通局乗客誘致推進課
☎972-3816 FAX972-3817

申込
問合

日程

無料

伏見!
春のうきうきスタンプラリー

市科学館(中区栄二丁目)･消費生活セ
ンター(中区栄一丁目)･エコパルなご
や(中区栄一丁目)でスタンプを集め､
ソレイユプラザなごや(中区栄一丁
目)でゴール｡参加者には景品あり

4/24(土)～5/23(日)※休館日は
施設ごとに異なる
不要
ソレイユプラザなごや
☎684-7017(月曜日､ただし祝
休日の場合は翌平日休み)
FAX684-7018

申込
問合

日程

無料

ふるさとふれあいウォーキング
歩かまい稲武

稲武どんぐり工房(豊田市)発着の約
7kmのコース｡稲武地区の町並みや
川沿いを歩く

5/16(日)午前9:30～11:00集合
名古屋市･豊田市･岐阜県中津川
市に在住か在勤(学)の方
1,000円(現地で使えるクーポ
ン券500円含む)
不要

★送迎バス…地下鉄｢本郷｣駅発着
抽選で75人
2,500円(参加料･クーポン券
を含む)
5/6(木)必着

区 役 所 情 報 コ ー ナ ー ･ 市 ス
ポーツ施設･スポーツ市民局ス
ポーツ振興室☎972-3262
FAX972-4417

申込

日時
対象

料金

料金

受付

人数

案内
配布

徳川園の催し
★ハープ演奏会

4/25(日)午後1:30～2:30
★ちびっこ集まれ!忍者サムライ修

行…講師指導によるチャンバラ体験
5/5(水･祝)午前11:00～正
午･午後2:00～3:00(いずれ
も15分前～整理券配布)
当日先着各30人

入園料必要
同園(東区徳川町)☎935-8988
(月曜日休み) FAX937-3847

問合

日時

日時

料金
人数

劇場版｢名探偵コナン緋色の弾丸｣
公開記念特別企画
｢名古屋城の秘密を解き明かせ!｣

名古屋城の音声
ガイドに｢名探
偵コナン｣が登
場

5/16(日)ま
で
名古屋城(中区本丸)
無料(別途観覧料必要)
観光文化交流局観光推進課
☎972-2406 FAX972-4200

問合

日程

場所
料金

©2020　青山剛昌/
名探偵コナン製作委員会

無料

無料

名古屋駅前モニュメント｢飛翔｣
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｣(中村区名駅
一丁目)の記憶を継承するため､さま
ざまな催しを開催
★｢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

5/1(土)～31(月)
★親子で｢飛翔｣のお掃除イベント

5/8(土)･15(土)
市内在住の小学生と保護者
(2人1組)｡抽選で各日40組
4/26(月)まで

★｢飛翔｣内部見学ツアー
5/17(月)･24(月)･29(土)
市内在住か在勤(学)の18歳
以上の方｡抽選で各日50人
4/26(月)まで

ホームページ
住宅都市局リニア
関連･名駅周辺開発
推進課
☎972-2745
FAX972-4171

案内
問合

受付

日程

日程
対象

対象

受付

受付

↑ホームページは
こちら

あなたのアイデアで｢カラスによるごみ散乱０
ゼ ロ

｣へ！

ご家庭で実践しているカラスによるごみ散乱対策のアイデアを
募集します。優れたアイデアは市ウェブサイトで紹介します。
アイデア投稿者の中から先着150人には本市指
定のごみ･資源袋、優秀賞に選ばれた3人には家
電製品の生ごみ処理機をプレゼントします｡
(景品の贈呈は市内在住の方に限ります｡)

4/15(木)午前0:00～5/14(金)
市ウェブサイト
環境局作業課☎972-2394 FAX972-4133

受付
案内
問合

テレビ放送
●面下参照16

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
 ７
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名古屋には路上禁煙地区
があります

人混みでの喫煙は､周囲の人にとっ
てやけどや衣服を焦がす恐れなどが
あり､とても危険な行為です｡条例で
｢名古屋駅｣･｢栄｣･｢金山｣･｢藤が丘｣
を｢路上禁煙地区｣に指定していま
す。区域内では火のついたたばこを
持つことも禁止されており､違反者
には二千円の過料が科せられます｡
｢路上禁煙地区｣以外でも､歩きたば
こをしない･吸い殻入れを携帯する
など喫煙マナーを守りましょう｡

市ウェブサイト
環境局作業課
☎972-2385 FAX972-4133

案内
問合

テレビ放送
●面下参照16

子ども向け藤前干潟観察会
干潟の中に入り､生き物を観察して
生態を学ぶ

5/16(日)午後1:30～4:00
藤前活動センター(港区藤前二
丁目)
3歳～小学3年生の方(保護者同
伴)｡抽選で20人
電話･ファクス･Eメールで藤前
干潟ふれあい事業実行委員会

（エコパルなごや内）
☎223-1067(月曜日休み)
FAX223-4199
　 a2662@kankyokyoku.
city.nagoya.lg.jp
4/30(金)まで受付

場所

対象

申込

日時

無料

なごや生きもの報告会
5/9(日)午後2:50～4:45
市立大学病院病棟･中央診療棟
3階大ホール(瑞穂区瑞穂町)
抽選で120人
電子申請かはがきでなごや生物
多様性センター(〒468-0066
天白区元八事五丁目230)
☎831-8104 FAX839-1695
4/23(金)必着受付

場所

人数
申込

日時
無料 なごやグリーンウェイブ

苗木の配布
植樹などを通して生物多様性を考え
る活動として｢世界フェアトレード
デーなごや｣の会場で苗木を配布

5/8(土)午前10:00～
名城公園t

ト ナ リ ノ

onarino(北区名城一
丁目)周辺
当日先着500人
環境局環境企画課
☎972-2698 FAX972-4134

場所

人数
問合

日時

無料

3農業公園連携講座
｢夏の親子3農業公園めぐり｣

全3回の連続講座
★新タマネギの収穫とコースターを

染めよう
5/15(土)午後1:30～3:30
農業文化園･戸田川緑地

★バナナペーパー作りとパイン
ボードのおやつ付き

6/13(日)午後1:30～3:30
東谷山フルーツパーク(守山
区大字上志段味)

★夏野菜収穫と羊毛マスコット作
り､コーチン卵おみやげ付き

7/3(土)午後1:30～3:30
農業センターd

で ら

elaふぁーむ
(天白区天白町)

小中学生と保護者(1組4人ま
で)｡抽選で6組
1組2,600円
電子申請か往復はがきで戸田川
緑地管理センター
(〒455-0873港区春田野二丁
目3204)☎302-5321(月曜日
休み) FAX303-6116
4/20(火)消印有効

場所

場所

場所

対象

料金
申込

受付

日時

日時

日時

｢名古屋市みどりの基本計画2030｣
を策定しました

新しい時代に向けた緑のまちづくり
を進めるため､目指すみどりの都市
像と今後10年間の取り組みについ
てまとめた計画で､本市の緑のまち
づくりの方向性を示すものです｡

市ウェブサイト､区役所情報
コーナー･支所、図書館など
緑政土木局緑地事業課
☎972-2486 FAX972-4142

閲覧

問合

生ごみ堆
た い

肥
ひ

づくり講座
使い切れない段ボールコンポスト堆
肥は引き取ります（要事前連絡）。
★基礎編

①4/28(水)午後1:30～3:00
②5/15(土)③6/26(土)午前
10:30～正午

★応用編
④6/10(木)午後1:30～3:00

①②④エコパルなごや(中区栄
一丁目)③守山生涯学習セン
ター(守山区守山三丁目)
市内在住の方｡抽選で各20人程度
往復はがきかEメール(希望日も
記入)で環境局資源化推進室
☎972-2379 FAX972-4133
　 a2297@kankyokyoku.
city.nagoya.lg.jp
①4/19(月)②4/26(月)
③6/11(金)④5/27(木)必着

受付

場所

対象
申込

日時

日時

無料

愛岐の里山たいけん隊
～春の里山にいこう!～

愛岐処分場の見学や田植え体験など
5/23(日)午前8:20～午後4:30
愛岐処分場(岐阜県多治見市)｡
集合は伏見ライフプラザ(中区
栄一丁目)
小学4年～中学2年生｡抽選で30人
1,500円　　　4/30(金)まで
なごや環境大学実行委員会(エ
コパルなごや内)
☎･FAX223-1223(月曜日休み)

問合

場所

対象
料金 受付

日時

案内
配布

｢楽しみながら稲作体験しよう｣
田んぼアート 参加者の募集

葉の色が異なる古代米を使って田ん
ぼに絵を描く

5/9(日)･7/4(日)･10/10(日)･
12/12(日)の全4回､午前10:00～
正午ころ(作業により異なる)
港区西茶屋三丁目
市内在住か在勤の方｡抽選で
100口(1組5口､1口5人まで)
1口5千円(収穫米などの代金を
含む)
4/20(火)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

受付

場所
対象

料金

日時

住宅の低炭素化促進補助金
①太陽光発電設備
②蓄電システム
③H

ヘ ム ス

EMS…家庭のエネルギー使用量
などを見える化し､家電などを自
動制御するシステム

④Z
ゼ ッ チ

EH…年間で消費するエネル
ギー量が太陽光発電などで創るエ
ネルギー量以下となる住宅

⑤V
ブイトゥエイチ

2 H充放電設備…電気自動車な
どへの充電や電気自動車などから住
宅や事業所へ給電ができる設備

⑥家庭用燃料電池システム(エネ
ファーム)

市内の住宅に①～③を同時に導
入または④～⑥をそれぞれ導入
する方(その他要件あり)。先着
4/19(月)～
4/12(月)～市ウェブサイト･区
役所情報コーナー･環境局低炭
素都市推進課
☎972-2696 FAX972-4134

受付

対象

案内
配布

｢なゴーヤ隊｣新規隊員の募集
緑のカーテン作りに取り組む方に
ゴーヤの種をプレゼント

活動結果報告書を提出していた
だける方｡200人程度
5/31(月)まで
区役所情報コーナー･図書館･環
境局低炭素都市推進課
☎972-2692 FAX972-4134

受付

対象

無料

案内
配布

野鳥観察館 愛鳥週間の催し
①野鳥ミニ講座｢鳥のミニ模型の色

付け｣
5/8(土)午後1:00～3:00
300～500円

②野鳥のおはなし
5/9(日)午後1:30～2:30
抽選で15人

③藤前干潟の野鳥観察会
5/9(日)午前10:00～正午
抽選で20人

①不要②③電話･ファクス･E
メールで同館(港区野跡四丁目)
☎･FAX381-0160(月曜･第3水
曜日休み)
　 nagoya.kansatukan@car.
ocn.ne.jp
②③5/7(金)午後4:30まで受付

申込

日時

日時

日時

料金

人数

人数

無料

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)
★こだわった野菜づくり

…5/8(土)午後1:30～
4:00｡32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)
★小さな風景をつくろう～苔玉と苔

テラリュウム作り～…5/22(土)
午前10:00～正午｡30人｡2,500円

緑化施設の催し 申し込みは4/20(火)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

東谷山フルーツパーク
〒463-0001守山区大字上志段味字東谷2110
☎736-3344(月曜日休み)
★講習会｢果樹の病害虫防除｣…

5/22(土)午前10:00～正午｡24
人｡200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)
★フラワーアレンジメント教室｢母
　の日の贈り花｣…5/1(土)午前

10:00～正午｡15人｡2,500円

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
 ８
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揚輝荘(南園)聴
ちょうしょうかく

松閣
｢愛知音楽団“C

カ ラ ー ズ

olors”管弦楽アン
サンブルコンサート｣

4/18(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
入館料必要
同所(千種区法王町)☎759-4450
(月曜日休み) FAX759-4451

日時

人数
料金
問合

文化のみち橦
し ゅ も く

木館の催し
①なごや折り紙建築展…この地方の

有名な建物の折り紙作品を展示
4/23(金)～5/9(日)の開
館 日 ､ 午 前 1 0 : 0 0 ～ 午 後
5:00(5/9は午後3:00まで)

②ペーパークラフトのワークショッ
プ｢折り紙建築をつくってみよ
う!｣

5/5(水･祝)午前11:00～正
午･午後2:00～3:00
小学生以上の方(小学生は保
護者同伴)｡先着各10人

入館料必要
①不要②4/15(木)午前10:00～
電話で同館(東区橦木町)
☎939-2850(月曜日､ただし祝
休日の場合は翌平日休み)
FAX939-2851

日時

日時

対象

申込
料金

揚輝荘(北園) “青もみじ”を楽しむ
会 i

イ ン

n 揚輝荘
スタンプラリー･俳句大会･優秀写真
作品展など

4/25(日)午前9:30～午後4:30
入場無料　　　
不要

★俳句大会事前投句…お題は｢揚輝
荘の青もみじ｣

4/11(日)～20(火)必着
同所(千種区法王町)☎759-4450
(月曜日休み) FAX759-4451

日時

問合
受付

料金
申込

収穫体験参加者の募集
★春夏野菜の部

5/29(土)～6/20(日)
①中川区中島新町農園②港区
西茶屋農園

★ウメの部
5/29(土)･30(日)
③天白区池場農園

市内在住か在勤(学)の方｡抽選
で①80組②③20組
1組①②4,000円③1,500円
往復はがき(各部1組1通まで･春
夏野菜の部は第2希望の農園も
記入可)で緑政土木局都市農業
課☎972-4071 FAX972-4141
4/20(火)消印有効

料金
申込

受付

日程

日程

場所

場所
対象

森を育む人づくり講座
森の大切さを学びながら､森林整備
を体験

5～12月　　　東海地方の森林
抽選で10人
4/30(金)まで
なごや環境大学実行委員会(エ
コパルなごや内)
☎･FAX223-1223(月曜日休み)

受付
人数

問合

日程 場所

無料

小児気管支ぜんそく患者への
ネブライザー(吸入器)の貸し出し

1年間(最長5年まで延長可)
吸入治療が必要な市内在住の
15歳未満の同患者で､定期的に
実施する保健指導などにご協力
いただける方｡選考で60人
無料(機器の維持･管理費用は自
己負担)
電子申請･はがき･ファクス(患
者のふりがな･生年月日､保護者
名も記入)で環境局公害保健課
☎972-2688 FAX972-4156
4/19(月)必着(申し込み後､5/6
までに主治医意見書の提出必
要)

期間

申込

対象

料金

受付

がん検診などの｢令和2年度無料
クーポン券｣の有効期限の延長

新型コロナウイルス感染症を考慮
し､大腸がん検診･乳がん検診･子宮
がん検診･骨粗しょう症検診･歯周疾
患検診の｢令和2年度無料クーポン
券｣の有効期限を来年3/31(木)まで
延長します｡

健康福祉局健康増進課
☎972-2637 FAX972-4152

問合

ねんりんピック岐阜
市選手団選考会

10/30(土)～11/2(火)の本大会に
向けた選考会を実施｡種目はペタン
ク・ソフトテニス(ダブルス)・マラソ
ンなど

5/5(水・祝)～6/13(日)
市内各所
昭和37年4月1日以前生まれの
方(種目区分により年齢制限あ
り)｡昨年の大会と同一種目での
参加不可
無料～3千円
4/15(木)以降順次締め切り
健康福祉局高齢福祉課
☎972-2542 FAX955-3367

日程

対象
場所

料金
受付
問合

春の高齢者なごやか健康教室
5/12(水)～6/16(水)の水曜日
の全6回､午後1:00～2:30
天白スポーツセンター(天白区
植田三丁目)
市内在住か在勤で65歳以上の
方｡抽選で40人
3,500円
4/28(水)必着
区役所地域力推進室･生涯学習
センター･図書館
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

日時

対象

場所

料金
受付

問合

要項
配布

障害者スポーツセンターの
催し

★東海障害者卓球大会(一般の部)
6/12(土)･13(日)午前9:00～
午後5:00
同センター(名東区勢子坊二
丁目)
13歳以上で､身体障害者･愛
護(療養)･精神障害者保健福
祉手帳か難病の方は特定医療
費受給者証などをお持ちの方

★市障害者スポーツ大会(アーチェ
リーの部)

6/13(日)午前10:00～正午
猪高緑地(名東区猪高町)
市内在住の中学生以上で身
体 障 害 者 手 帳 を お 持 ち の
アーチェリー経験者

4/30(金)必着
区役所福祉課･支所区民福祉課､
同センター
☎703-6633(水曜日･祝休日の
翌平日休み) FAX704-8370

日時

日時

場所

場所

対象

対象

無料

受付
案内
配布

蓬左文庫
企画展｢うるわしき花と鳥｣

四 季 を 表
す 指 標 や
デ ザ イ ン
と し て 花
と 鳥 を 写
し込んだ絵画
や工芸品を紹介

4/18(日)～5/30(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､ただし祝休日の場合は
翌平日休み) FAX935-2174

日時

問合
料金

黄地枝垂桜に尾長鳥文金襴長絹
(徳川美術館蔵)

文化のみち二葉館の催し
★深ぼり講座｢白壁･主

ち か ら

税･橦
し ゅ も く

木地区 
―住人と共同作業のまちづくり｣

4/24(土)午後1:30～3:00
★広がり講座｢名古屋城下町碁盤割

の資産を活
い

かして都心の魅力をど
う高めるか｣

5/1(土)午後1:30～3:00
先着各20人　　　入館料必要
4/11(日)午前10:00～電話で
同館(東区橦木町)
☎･FAX936-3836(月曜日休み)

日時

日時
人数 料金
申込

市民の｢第九｣コンサート
合唱団員の募集

11/28(日)に日本特殊陶業市民会館
(中区金山一丁目)で開催する同コン
サートに出演｡練習は6～11月に週
1回､市内で実施

練習に参加できる18歳以上の
方｡選考でソプラノ･アルト各
90人､テノール･バス各60人
2万円
4/22(木)消印有効
区役所情報コーナー･図書館･
同実行委員会(中区栄二丁目)
☎203-8044(祝休日を除く月
曜･金曜日の午後1:00～4:50)
観光文化交流局文化振興室
☎972-3172 FAX972-4128

料金
受付

対象

問合

無料

案内
配布

市博物館 常設展企画展示｢描かれ
た宮

みやじゅく

宿｣･｢古文書で読む東照宮祭｣

4/25(日)までの開館日､午前
9:30～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) FAX853-3636

日時

料金
問合

歌川広重
東海道五拾三次之内 宮

熱田神事 館蔵

市バス沿線フォトコンテスト
千種区と昭和区内にあ
るバス停から半径800
メートル以内で撮影し
た両区内の｢市バスで
行ってみたくなる場所｣
を募集｡I

イ ン ス タ グ ラ ム

nstagramから
応募｡入賞者には景品あり

5/12(水)まで
ホームページ
交通局乗客誘致推進課
☎972-3928 FAX972-3817

受付
案内
問合

↑ホームページは
こちら

名古屋能楽堂 五月定例公演
5/16(日)午後2:00～4:30
狂言｢磁石｣･能｢千

せ ん じ ゅ

手｣
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
演目
対象
料金

問合

要項
配布

市民芸術祭 参加公演の募集
10･11月に市内で開催する同祭に
参加｡経費の一部(上限5万円)を助成
する他､優秀公演を表彰

市内を中心に芸術活動を行う個
人･団体｡選考で20公演
5/11(火)消印有効
図書館･文化小劇場･市文化振興
事業団(中区栄三丁目)
☎249-9385 FAX249-9386

対象

受付

市 民 半 額 鑑 賞 会
通常料金の半額で公演を楽しめます(金額は半額後の料金)｡
チケット取扱料(1枚300円)･払込手数料･郵送料は別途必要

場所
人数
申込

受付

御園座(中区栄一丁目)
抽選で①～③⑦～⑩⑭⑮50人④～⑥⑪～⑬100人
往復はがき(❺面右上の記入例参照｡①～⑮の希望番号1つ･車い
す席希望の有無も記入｡1通2人まで｡1つの番号に1通のみ応募
可)で市文化振興事業団(〒460-0008中区栄三丁目18-1ナディ
アパーク8階)☎249-9387 FAX249-9386
4/17(土)消印有効

ミュージカル
｢ 1
セブンティーン

7  A
ア ゲ イ ン

GAIN ｣

①7/1(木)
②7/6(火)
③7/8(木)

午後6:00～9:00 6,500円
A席2階

芸道生活45周年
記念 細川たかし
特別公演

④7/16(金)
⑤7/17(土)
⑥7/20(火)

午後4:00～7:15 7,000円
A席2階

夏休み!
吉本新喜劇 &

アンド

バラエティー公演

⑦8/10(火)⑧8/11(水)
⑨8/12(木)⑩8/13(金)

⑦午後3:00～6:15
⑧～⑩午後4:00
～7:15

3,500円
A席2階

梅沢富美男劇団
梅沢富美男
特別公演

⑪8/19(木)
⑫8/22(日)
⑬8/24(火)

午後4:00～7:15 7,000円
A席2階

ミュージカル
｢エニシング･
 ゴーズ｣

⑭9/6(月)
⑮9/9(木)

⑭午後1:00～4:00
⑮午後5:00～
8:00

6,750円
A席2階

文化・芸術

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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市職員(第1類･免許資格職)採用試験
6/20(日)　　　原則､来年4月
平成3年4月2日～平成12年4月
1日生まれの方など(その他要件
あり)
4/22(木)～5/10(月)まで
4/20(火)～市ウェブサイト･区
役所情報コーナー･人事委員会
任用課
☎972-3308 FAX972-4182

受付

試験 採用
対象

要項
配布

市職員 職務経験者(年度途中採用)
採用試験

4/25(日)　　　原則､7月
昭和36年4月2日～平成2年4月
1日生まれで一定の職務経験が
ある方(その他要件あり)
4/12(月)まで
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･人事委員会任用課
☎972-3308 FAX972-4182

受付

試験 採用
対象

要項
配布

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･
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
(教育委員会部活動振興室
☎972-3265 FAX972-4207)

受付
問合

対象

スクール･サポート･スタッフの募集
市立幼稚園､小･中･特別支援･高等学
校で清掃業務や資料印刷などを行う

5月～来年3月
週4～5日､1日3時間
選考で各学校園1人
採用希望月の前月10日まで
市ウェブサイト
教育委員会教職員課
☎972-3284 FAX972-4177

受付

問合
案内

期間
勤務
人数

受付
要項
配布

交通局職員(①市バス運転士②地下
鉄駅務員)の募集

①5/15(土)②5/30(日)
①来年4月②来年2月
①昭和51年4月2日以降生まれ
の大型第二種免許取得者②平成
3年4月2日～平成15年4月1日
生まれで､泊まり勤務が可能な
方｡いずれも視力など身体的要
件あり｡選考で①10人②15人
4/28(水)まで
ホームページ､地下鉄｢名古屋｣･
｢栄｣･｢金山｣･｢伏見｣駅の駅長
室､交通局人事課
☎972-3823 FAX972-3934
kotsu.city.nagoya.jp/jp/pc/
ABOUT/TRP0000343.htm

HP

採用
試験

対象

受付
要項
配布

生物多様性専門員(動物)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

5/10(月)　　　6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
4/26(月)必着
市ウェブサイト･同センター
☎831-8104 FAX839-1695

期間試験
勤務

対象

受付
要項
配布

子育て支援企業認定審査会
市民委員の募集

子育てに優しい活動を行っている企
業を認定･表彰するため､市民の立場
から意見･提案を行う｡謝礼あり

令和3年6月～令和5年3月
市内在住か在勤(学)の20歳以
上で年6回程度の会議に出席で
きる方｡選考で2人
4/23(金)消印有効
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

期間
対象

市納税お知らせセンター
納付期限を過ぎても市民税･県民税
(普通徴収)､固定資産税･都市計画
税､軽自動車税の納付が確認できな
い方に対して､月曜･金曜～日曜日･
祝休日の午前9:00～午後5:00､火
曜～木曜日の正午～午後8:00に市
が業務を委託する同センターから電
話で納付を呼びかけます｡

財政局収納対策課
☎972-2357 FAX972-4123

問合

地域まちづくり①活動助成
②コンサルタント活用助成

①活動費用の一部②まちづくり構想
の策定や事業化の検討をする上でコ
ンサルタントに委託する費用の一部
を助成

地域まちづくり活動団体(要件
あり)｡選考で①4部門で計6団
体程度②2部門で計3団体程度
4/5(月)～5/14(金)まで(4/23
までに事前相談必要)
4/5(月)～市ウェブサイト･区
役所情報コーナー･住宅都市局
まちづくり企画課
☎972-2938 FAX972-4162

対象

受付

要項
配布

国際交流･多文化共生推進活動に
助成

日本語教室･外国人との交流･外国文
化紹介イベントなどの事業に助成｡
対象経費の2分の1(国外での実施は
3分の1)以内で10万円(姉妹友好都
市･パートナー都市関連事業は20万
円)まで

市内で1年以上国際交流活動を
行っている団体が4月～来年3
月に実施する事業｡選考
4/30(金)必着
市ウェブサイト･観光文化交流
局国際交流課
☎972-3062 FAX972-4200

対象

受付
要項
配布

トラック･バスの買い替え補助
環境性能の良い車へ買い替える場合
に補助｡1台10～50万円

幼稚園･福祉施設･中小企業など
来年3/1(火)消印有効
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･環境局大気環境対策課
☎972-2682 FAX972-4155

対象
受付
案内
配布

吹付けアスベスト対策補助制度
★分析調査費…15万円まで
★除去などの改修費…3分の2まで

(上限120万円)
市内にある建築物(解体工事を
除く)｡契約前の相談･申請必要
住宅都市局建築安全推進課
☎972-2935 FAX972-4159

対象

問合

要項
配布

食の安全･安心モニターの募集
①年4回程度アン
ケートの回答や市
の 施 策 へ の 意 見
を 提 出 す る モ ニ
ター②食品販売店
の調査などを行う
モニターを募集｡い
ずれも謝礼あり

6月～来年3月
市内在住か在勤(学)で18歳以
上の方(①はインターネット･電
子メールを利用できる方)｡選考
で①140人②60人
①6/10(木)②5/13(木)まで
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･健康福祉局食品衛生課
☎972-2648 FAX955-6225

期間
対象

受付

計画
配布

名古屋市食育推進計画(第4次)の策定
食育基本法に基づき､食育に関する
施策を総合的･計画的に推進するた
めの計画(令和3～7年度)を策定

市ウェブサイト･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)
健康福祉局健康増進課
☎972-3078 FAX972-4152

問合

市技能功労者表彰 個人推薦の募集
市内在住の令和3年11月23日
時点で60歳以上､主に中小企業
で働き同一職種に30年以上従
事している､優れた技能を持ち
他の技能者の模範と認められる
などの要件を満たす方
6/18(金)必着
経済局労働企画室
☎972-3146 FAX972-4129

対象

受付
問合

児童虐待防止キャンペーン
児童虐待防止の啓発のため、アン
ケートにご協力いただいた方先着
300人にオリジナルグッズをプレゼ
ント

5/5(水･祝)午前10:00～午後
3:00
とだがわこどもランド エントラ
ンスホール(港区春田野一丁目)
子ども青少年局子ども福祉課
☎972-3979 FAX972-4438

日時

場所

問合

無料

春の交通安全市民運動(4/6～15)

★ドライバーは､子どもや高齢者な
どを見かけたら速度を落とすなど
の｢思いやり運転｣を実践しましょ
う｡また､横断歩道で歩行者を見か
けたら必ず止まるといった｢歩行
者保護｣を実践した運転を行いま
しょう｡

★新入学児童・園児のいる家庭では､
信号の意味と見方､横断の仕方な
どを教えましょう｡

スポーツ市民局地域安全推進課
☎972-3123 FAX972-4823

問合

インターネットで｢健康食品がお試し価格500円で購入できる｣という
広告を見て､一回だけのつもりで購入したが､実は定期購入だったとい
うトラブルが後を絶ちません｡低価格で購入できることばかりが強調
され､定期購入が条件だと分かりにくいため、認識しないまま購入する
ケースが目立ちます｡
インターネット通販にはクーリング･オフ制度はなく､返品できるかど
うかは販売業者が定めたルールに従うことになります｡商品を購入す
る際には､契約内容や解約の条件､返品の可否などをよく確認してから
申し込みましょう｡また､インターネットで購入するときは､最終確認
画面（申し込み画面の後に表示される契約内容が確認できる画面）や注
文受け付けメールを保存するようにしましょう。

定期購入トラブルにご注意!

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

納付をお忘れなく
固定資産税･都市計画税 第1期分

納期限は4月30日(金)
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｡

責め合うのではなく励まし
合うことでやさしい社会の
実現を目指しましょう｡

ＳＴＯＰ!コロナ差別

上下水道局営業所が変わります
令和6年度にかけて営業所を順次､4方面別に再編します｡

再編後の名称は｢営業センター｣です。

ホームページ
上下水道局営業課
☎972-3638 FAX972-3676

問合
案内

名　称 担当区域 開設時期
東部営業センター 千種･東･中･守山･名東区 令和3年4月
西部営業センター 熱田･中川･港･南区 令和5年度(予定)
南部営業センター 昭和･瑞穂･緑･天白区

令和6年度(予定)
北部営業センター 北･西･中村区

ホームページ
はこちら→

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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市バスのダイヤ改正
4/3(土)から市
バスのダイヤが
変わります｡

ホームペー
ジ
市バス･地下鉄テレホンセンター
☎522-0111 FAX951-3344
kotsu.city.nagoya.jp

問合

HP

案内

ゴールデンウイークの
空港利用に関するお願い

★空港を利用する際には､
最新の情報をホームペー
ジでご確認ください｡

★手洗いやマスク着用な
どの感染症対策にご協
力をお願いします｡

①中部国際空港(常滑
市)☎0569-38-1195
②県営名古屋空港
(西春日井郡豊山町)
☎0568-28-5633
(総務局空港対策室 
☎972-2224 FAX972-4112)

問合

↑①ホームページ
はこちら

↑②ホームページ
はこちら地下鉄アクセスガイドの配布

点字と音声による地下鉄｢名古屋｣･
｢伏見｣駅の構内案内｡点字版･デイ
ジー版･テキストデータ版あり

上記の駅を利用する視覚障害の
ある方
電話かEメール(希望駅･版名も
記入)で市総合リハビリテー
ションセンター
☎835-3523 FAX835-3745
　 sikaku@nagoya-rehab.or.jp

申込

対象

無料

猫の飼い主を募集しています!
動物愛護センターには､大人の猫も
多く収容されています｡大人の猫は
子猫に比べて落ち着いており､性格
も分かっているので､ご家庭の状況に
合わせた猫を選ぶことができます｡譲
渡前のトライアル期間もあります｡ぜ
ひ飼うことを考えてみてください。

火曜～日曜日の午前10:00～正
午･午後1:00～3:00
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､猫を飼
養できる住宅にお住まいの方
譲渡の際にマイクロチップ代
3,400円
同センター
☎762-1515 FAX762-0423

日時

場所

対象

料金

問合

犬･猫の①マイクロチップ装着費用
②避妊去勢手術費用の補助券の交付

補助券(有効期間14日)を交付｡事前
に市指定動物病院で日程調整が必要

保健センター｡②は動物愛護セ
ンター(千種区平和公園二丁目)
でも交付
市内在住で犬･猫を飼っている
方(犬は登録が必要) 
市ウェブサイト
健康福祉局食品衛生課
☎972-2649 FAX955-6225

場所

対象

案内
問合

改葬許可の申請は郵送でも行えます
ご遺骨を現在収めている墓地･納骨
堂から他の墓地･納骨堂に移す｢改
葬｣を行う場合､申請が必要です｡郵
送でも申請できます｡

市保健所環境薬務課(健康福祉局
内)☎972-2644 FAX972-4153

問合

中小企業向けの情報
★スタートアップ企業支援補助金…

市内で創業する方か､市内に本社
などを有する創業後5年以内の中
小企業へ対象経費の3分の1以内
(上限100万円)を補助｡受け付け
は5/7(金)まで

経済局中小企業振興課
☎735-2100 FAX735-2104

問合

案内
縦覧・問合

都市計画の決定･変更
①都市計画都市再開発の方針･用途
地域･高度地区･防火地域及び準防火
地域･風致地区の変更､地区計画(千
音寺地区･緑笹塚地区)の決定②都市
計画道路(高速1号線･高速2号線･矢
場町線の中区一部区間)･駐車場(若
宮大通駐車場)の変更※名古屋高速
栄出入口･西渡り線･南渡り線の追加
関連③都市計画公園(東山公園)･緑
地(荒池緑地)の変更

市ウェブサイト
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
☎972-2723 FAX972-4164

5/1(土)名古屋第二環状自動車道
(名二環)が全線開通します

名二環の名古屋西J
ジャンクション

C T～飛島JCT
間が開通し､全線開通となります｡合
わせて､中京圏の高速道路料金が変
わります｡

住宅都市局街路計画課
☎972-2722 FAX972-4160

問合

禁止区域内での客引き行為などの
アルバイトは禁止です

禁 止 区 域 内
( 名 古 屋 駅 ･
栄･金山地区)
で の 客 引 き
行 為 な ど は
条 例 に よ り
禁止されています｡アルバイトを行
うと､条例違反として5万円の過料
を科される場合がありますのでご注
意ください｡

スポーツ市民局地域安全推進課
☎972-3099 FAX972-4823

問合

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅
所有者向けの募集･説明会

高齢者･障害者･子育て世帯などで住
宅に困窮している方に入居者を限定
する同住宅について､改修費･家賃･
家賃債務保証料の一部を補助

市内の賃貸住宅の所有者など｡
選考で20戸程度
5/6(木)～6/4(金)

★説明会
4/28(水)午後2:00～3:30
市役所西庁舎12階
80人程度 　　4/23(金)まで

市ウェブサイト
住宅都市局住宅企画課
☎972-2772 FAX972-4172

問合
案内

受付

日時
場所
人数 受付

対象

無料

無 料 相 談 窓 口 案 内
医療安全相談 健康福祉局保健医療課

☎972-2634 FAX972-4154
電話相談は月曜～金曜日の午前8:45～正午･午後1:00～5:15(祝休日休
み)｡面接相談は予約制｡医療に関する疑問や不安などの相談

自死遺族相談 市精神保健福祉センターここらぼ(中村区名楽町)
☎483-2095 FAX483-2029

第3火曜日の午前10:00～正午(祝休日休み)｡臨床心理士による面接相談
(予約制)｡対象は市内在住か在勤(学)で大切な人を自死で亡くされ､不安な
どを抱えている方

名古屋盲学校
教育相談

名古屋盲学校(千種区北千種一丁目）
☎711-0009 FAX723-6813

月曜～金曜日の午前9:00～午後4:30(祝休日休み)｡対象は見えにくい､見
えないなど見え方についてお困りの子や家族｡社会人で見え方が気にな
る方の相談も可

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

4/20(火)･5/18(火)･6/15(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｡対象は市内在住で15歳以上の方

依存症相談 市精神保健福祉センターここらぼ(中村区名楽町)
☎483-3022 FAX483-2029

第1火曜･第3月曜･第4木曜日の午後2:00～4:00､第1金曜日の午後
2:30～4:30､第2水曜日の午前10:00～正午(祝休日休み)｡専門相談員に
よる面接相談(予約制)｡対象は市内在住か在勤(学)で､アルコール･薬物･
ギャンブルなどの依存に悩む方や家族など

思春期の
精神保健相談

市精神保健福祉センターここらぼ(中村区名楽町)
☎483-2095 FAX483-2029

第1･2木曜日､第3金曜日､第4水曜日の午後2:00～4:00(祝休日休み)｡臨
床心理士などによる面接相談(予約制)｡対象は市内在住か在勤(学)で､思春
期における悩みを抱えている方や家族など

主な木造住宅密集地域に対する各種助成の対象地区を拡大します

※申請には事前相談が必要です｡

　　住宅都市局市街地整備課
　　☎972-2759 FAX972-4163
問合

対象地区

助成制度

区 地　区 区 地　区
北 大杉･杉村 中川 下之一色､戸田

中村 米野､中村､日比津 南 呼続､桜･笠寺･本星崎
瑞穂 御剱(一部昭和区を含む)､大喜 守山 鳥羽見･廿軒家

制 度 対　象 助 成 額
老朽木造
住宅の
除却

昭和56年(1981年)5月31日
以前に着工した居住用として
使用している木造住宅の除却

対象住宅の｢除却費用」、「延べ床
面積×9,600円/㎡」のうち低い額
の3分の1(上限40万円)

ブロック
塀などの

撤去

道路に面する高さ1メートル
以上のブロック塀などの撤
去

「撤去費用の4分の3」
「撤去延長×9,000円/m｣
「15万円」のうち低い額

生活
こみちの
整備促進

狭あい道路沿いの建て替え
などで生じる後退用地を一
般に通行できる通路として
整備

・整備助成金 5,400円/㎡
・通路使用奨励金3,000円/㎡
・量水器移設助成金
 83,500円/件　　　など

耐震診断義務付け対象建築物の除却工事への助成制度の新設
大規模な店舗やホテルなど特定用途の大規模建築物や､地震が起こっ
た際に倒壊し道路をふさぎ避難の妨げになる恐れのある建築物の耐
震化を促進するため､以下の通り助成します｡

※延べ面積当たりの単価が異なる場合あり
　　住宅都市局耐震化支援室☎972-2921 FAX972-4179問合

対　象 助成額(上限はいずれか低い額以内)
要緊急安全確認大規模建築物(店
舗やホテルなど不特定多数の者
が利用する大規模な建築物など)

⃝工事費用の44.8%
⃝延べ面積×56,300円×44.8%(※)
⃝1億1千万円

要安全確認計画記載建築物(県
が指定する緊急輸送道路の沿
道建築物)

⃝工事費用の15分の11
⃝延べ面積×56,300円×15分の11(※)
⃝6,050万円

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



●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４月１日●部数／１，１１２，１００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）

コアラが住む街なごや新番組 4月～放送日変更 （出演：名古屋おもてなし武将隊）

6ch日曜日 午後10:55～11:00
(再放送/金曜日 午前1:53～1:56、午後1:45～1:48)

おもてなし隊なごや
メ～テレ6ch メ～テレ 月曜日 午後6：57～7：00

（再放送/金曜日 午前0：48～0：53、土曜日 午前5：15～5：20）
市政情報を分かりやすくお伝えします。

HP www.nagoyatv.com/koala
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/
※5/3の放送は5/6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

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/omotenashi2021

放
送
予
定

放
送
予
定

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。

4/4 路上での喫煙ルール
4/11 カラスのごみ散乱対策
4/18  なごやかベンチ
4/25  南海トラフ地震から生き延びる！戸別訪問を実施
5/2  子どもの権利相談室 なごもっか
5/9  雨水ポンプ所

4/5  港防災センター
4/12  ゆとりーとライン
4/19  コスプレホストタウン
4/26 重要文化財 東山植物園温室前館
5/3  市科学館特別展｢アインシュタイン展｣
5/10 市美術館特別展｢ランス美術館コレクション｣

ジャン=バティスト・カミーユ・コロー《イタリアのダンス》
1865-70年 油彩／カンヴァス ランス美術館蔵　Inv. 887.3.1
© MBA Reims 2019 / Photo: C.Devleeschauwer

HP www.higashiyama.city.nagoya.jp

HP tv-aichi.co.jp/reims2021

午前9：00～午後4：50(入園は午後4：30まで)
※4/23(金)の公開はオープン式典後（午前10：30ごろ）～

※動物取扱業の登録内容は欄外参照

地下鉄東山線｢星ヶ丘｣駅6番出口 徒歩7分
地下鉄東山線｢東山公園｣駅3番出口 徒歩3分

月曜日(祝休日の場合は翌平日)

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

開園時間

アクセス

休園日
入園料

午前9：30～午後5：00
(金曜日は午後8：00まで｡入場はいずれも閉館の30分前まで)

月曜日（5/3は開館）・5/6（木）

同館(中区栄二丁目17-25) ☎ 212-0001  FAX 212-0005問合

開館時間

アクセス

休館日
【土曜･日曜日･祝休日、日時指定券】
高校･大学生1,000円、一般1,500円
※ローソンチケットでの事前予約購入が必要です。

（空きがあった時間帯はいずれも100円増で当日窓口購入可） 
【平日限定券】 高校･大学生900円、一般1,400円 
いずれも中学生以下無料

観覧料

下記参照

名古屋の姉妹都市であるフランス･ランス市のコレクションが来日。
モネ、ルノワール、ウジェーヌ･ブーダンなど印象派の絵画を紹介します｡
特に19世紀フランス風景画の巨匠であるカミーユ･コローの傑作16点をま
とめてご覧いただける、名古屋では初めての貴重な機会です｡
アトリエを飛び出し自然の光や大気の変化を捉えようとした画家たちの歩
みをご堪能ください｡

風
景
画
の
は
じ
ま
り
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4月10日     ～6月6日土 日

植物移植後の中央ヤシ室｡
開園当初からの植物も展示
しています｡

◀シンノウヤシ

リニューアルオープン！
4.23（金）

下記参照

昭和12年(1937年)に植物園の開園に合わせ
て建設され、平成18年(2006年)に国の重要
文化財に指定された｢東山植物園温室前館｣
が、7年間の保存修理工事を終え再び公開さ
れます｡

ぜんかん

また、温室前面の洋風庭園もリニューアル工事が完了しました｡東西の
軸線と高低差のある地形・水景を活かした庭園で、水鏡にシンメトリー
な温室前館が美しく映し出されます。名古屋出身で日本初の理学博士･
伊藤圭介を紹介する庭もあります｡

5/9（日）までの土曜・日曜日・祝休日および4/1（木）・2（金）・30（金）・5/7（金）
は事前予約が必要です（新型コロナウイルス感染症の状況により延長する
場合あり）。詳しくはお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

地下鉄東山線･鶴舞線｢伏見｣駅5番出口 徒歩8分
チケットの購入方法など、詳しくはお問い合わせいただくか、ホームページを
ご覧ください。

い

中学生以下無料、高校生以上500円、市内在住の65歳以上は顔
写真付きで住所･年齢の確認できるものを持参で100円

市 美 術 館 特 別 展

⓰
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