
中川運河 長良橋（中川区）からの眺め↓

今 月 の 特 集

生まれ変わる中川運河
―歴史をつなぎ、未来をつくる―

ぜひ読んでね！

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。

1～12面 市版 13～16面 区版（16面から始まります！）今月から紙面デザインが変わりました！
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｡

ワクチンの集団接種の
予約はこちら   

「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
■集団接種会場での接種は、本市コールセンターかホームページで予約できます。
 ※ファクスでの接種予約はできません。

☎

☎

↓

令和3年（2021年） 5月号

●人口／2,320,719人
●世帯／1,131,556世帯
●面積／326.50km2

（令和3年4月1日現在）
5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

☎



53

12年前に世界運河会議の発案元であるキャナ
ルアートと出会いました。私は都市計画を専門と
してきましたが、運河を「感性」によって活性化さ
せようという考え方に共感しました。その後、アート
イベントなどの活動を続けた結果、その思いや活
動に啓発され、多くの団体が生まれ、展開したと
思っています。中川運河を軸に新しい名古屋を
つくるために、市民・行政・企業の対話の場にして
いきたいです。

私が中川運河と出会ったのは、11年前にキャナル
アート主催のアートイベントに参加した時でした。
4年前から「中川運河助成ARToC10」に参加し、
西宮神社にて公演を行ってきました。今年9月には
対岸の広見憩いの杜と運河を挟んでコンサートを
行う予定です。今後も地域の方に協力を仰ぎなが
ら、名古屋の唯一無二の革新的な場所「中川運
河地区」にするという自身の目標に向けて、私が考
える社会と共存する芸術活動を体現していきます。

広大な水辺の開放感を感じながら過ごすことができます。
今後もにぎわい施設の誘導を進めていきます。

今井智景「シネクドキズムⅡ
～人と神社と運河をつなぐ」

中川運河を舞台に活動する話題の人

　　　 5/21(金)～23(日)
　　　ささしまライブ24地区
参加者募集中（要予約）！
オンライン配信も！
詳しくは

国内外のゲストによるシンポジウムや
アートイベントなど。これからの運河・
水辺について一緒に考えませんか。

世界運河会議NAGOYA

レストラン・カフェなど

水上クルーズ

アート　

緑地・遊歩道

世界運河会議 検索

クルーズ名古屋 検索

日 程

場 所

水面活用
SUP（スタンド
アップパドル
ボード）など水
面活用も始まっ
ています。

サップ

企業からの寄附をもとに、運河を舞台にした多彩なアート
プログラム「ARToC10」が行われ、地域の方がアートの創作
活動に参加するなど、人と人とのつながりも生まれています。

アートック    テン

中川運河キャナルアート
専務理事（事務局長）

藤澤徹さん
とおる

作曲家・
Seainx project代表

今井智景さん
ち    かげ

シ ー インクス　 　 プロジェクト

ささしまライブ24地区と金城ふ頭（港
区）を結ぶ「クルーズ名古屋」を運航。
魚・鳥の様子や昭和の面影を残す倉
庫群などの眺めを楽しめます。車いす
で乗船できる船もあります。

運航スケジュール･運賃・乗船場など
詳しくは

地域の方と運河周辺でコスモスを育てる
「コスモスプロジェクト」　

バーミキュラ ビレッジ 珈琲元年中川本店 撮影：井上正己

クルーズ名古屋

中川運河キャナルアート

平成30年（2018年）の
地域の方との座談会の様子

広見憩いの杜や堀止緑地では、芝生広
場で運河を眺めながら過ごすことができま
す。また、遊歩道の整備も進めています。

ほりどめいこ もり

昭和の様子 撮影：井上正己撮影：井上正己

中川運河助成 検索詳しくは

豊かな時間を
過ごす

水辺で憩い、
人とつながる

いこ

アートを生み出す、
肌で感じる

水上から
景色を楽しむ

市文化財 松重閘門
こう  もん

夜間は
ライトアップも！

広見憩いの杜

― 歴史をつなぎ、未来をつくる ―― 歴史をつなぎ、未来をつくる ―
中川運河は、昭和初期の建設当時「東洋一の大運河」と呼ばれ、水運物流の軸として名古屋圏の産業発展を

支えてきました。水運物流の役割が小さくなった今、平成24年(2012年)に策定した中川運河再生計画に基づき、
うるおいや憩い、にぎわいをもたらす運河へと再生を目指した取り組みを進めています。

中川運河は、昭和初期の建設当時「東洋一の大運河」と呼ばれ、水運物流の軸として名古屋圏の産業発展を
支えてきました。水運物流の役割が小さくなった今、平成24年(2012年)に策定した中川運河再生計画に基づき、

うるおいや憩い、にぎわいをもたらす運河へと再生を目指した取り組みを進めています。
いこいこ

生まれ変わる中川運河生まれ変わる中川運河生 ま れ 変 わ る 中 川 運 河生 ま れ 変 わ る 中 川 運 河
今 月 の 特 集

住宅都市局名港開発振興課　    972-2784  FAX 972-4161問合 ☎

   Junichi Takahashi©

小栗橋

ささしまライブ
24地区

珈琲元年
中川本店

長良橋

クルーズ名古屋乗船場

堀止緑地

バーミキュラ
ビレッジ

中
川
運
河

西宮神社

堀止

広見憩いの杜
いこ

ほりどめ

もり

松重閘門
こう もん

■「中川運河再生計画」におけるゾーン３区分

にぎわいゾーン
拡大図

にぎわいゾーン
拡大図

ガーデン
ふ頭

名古屋港

松重閘門

名古屋駅

金山駅
長良橋

地下鉄
名港線

堀
川

あ
お
な
み
線

ささしまライブ
24地区
ささしまライブ
24地区

モノづくり産業
ゾーン

レクリエーション
ゾーン

中
川
運
河

にぎわい
ゾーン
にぎわい
ゾーン

堀止
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◆市では地域で親子を見守り､児童虐待を予防する｢すくすくボラン
ティア｣や､子育て支援の活動を手伝う｢すくすくサポーター｣の養成
講座を行っています｡詳しくは❼面をご覧ください｡

子どもが急に病気になったけれど、仕事が休めないときなどに利用できる制度です。

※土曜日の実施時間は施設により異なります｡
月曜～土曜日(祝休日を除く)の午前8:00～午後6:00

市内23カ所

日　時

実施施設

●生活保護世帯･市民税非課税世帯 ： 無料
●その他の世帯 ： 利用時間に応じて 1,000～2,000円（日額）

利用料

●市内在住で生後6カ月～小学生の病気または病気の回復期である
●保護者の勤務などの都合により､家庭での育児が困難である
●医師の判断により､利用が適当と認められる

以下の要件を全て満たす子ども対　象

※保育所などを利用していない方も利用できます｡

ご存知ですか?

利用を希望する施設の
空き状況を確認

利用を希望する施設に
電話などで予約

利用当日に
｢利用連絡書｣などを
施設に提出

施設の利用許可を
受けて利用

施設を運営している医療機関または
かかりつけ医を受診し､｢利用連絡書※｣を
記入してもらう

1 2 3 4 5

昨年4月に利用料を
引き下げました!

新しい環境になかなかなじめなかったり、新型コロナウイ
ルス感染症の影響による生活の変化があったりと、5月は
ストレスを抱えてしまいがち。そんな時期だからこそ、子育てで
困っていませんか? 周囲に心配なご家庭はありませんか?
ちょっとした気付きがあなたと子どもを虐待から守ることに
つながります。

児童虐待防止の
シンボルマークの
オレンジリボン

配偶者などからの暴力（DV）でお悩みの方はご相談ください。

月曜～金曜日(祝休日を除く)の午前10:00～午後5:00 土曜・日曜日・祝休日の午前10:00～午後6:00
351-5388

配偶者暴力相談支援センター

232-2201
DV被害者ホットライン

身体的虐待 身体を傷つける

ネグレクト 養育を十分に行わない

心理的虐待 言葉で攻撃する･拒否する

性的虐待 わいせつな行為を行う

など

児童虐待とは
保護者が子どもに
対して行う次の行
為です｡

市ウェブサイト イライラしない子育て講座 検索

動画｢イライラしない子育て講座
　　　～10分でわかる子育てのとっておきのコツ～｣

・ 
・ 
・

・

子どもの気持ちや考えに耳を傾けましょう｡
子どもの状況に応じて周りの環境を整えてみましょう｡
肯定文で分かりやすく伝え､時には一緒に
行動してお手本になりましょう｡
当たり前の行動であっても、良いこと・でき
ていることを具体的に褒め、認めてあげま
しょう｡

□ 不自然な傷やあざのある子どもがいる
□ 服装や身体がいつも不潔な子どもがいる
□ 地域の中で孤立している保護者がいる
虐待の確証がなくても、まずはご連絡をお願いします。

189
いち    はや      く

24時間365日対応

児童相談所虐待対応ダイヤル

お近くの児童相談所に
電話がつながります。ぜひご覧ください!

子育てに悩む保護者や子ども自身の
｢SOS｣に応えます｡

761-4152
なごやっ子SOS

24時間365日対応

よ    い     こ     に

検温しましょうね。
先生お願いします。

わかりました。 よろしく
お願いします。

空いているかな？ 大丈夫ですよ！ はい！○月○日、
予約したいの
ですが。

子ども青少年局子ども福祉課　    972-3979  FAX 972-4438問合

子どもの前での
DVは心理的虐待です｡

※「利用連絡書」は保護者が市ウェブサイトからダウンロード・印刷してお持ちください。

子ども青少年局保育企画室　    972-2528  FAX 972-4146問合 実施施設・利用方法など､詳しくは市ウェブサイト→

利 用 方 法利 用 方 法

市 政 ト ピ ッ ク ス

 ３
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野外で行う生き物観察会･体験会を通して
生物多様性や環境問題について楽しく学ぼう!

市内各所
市内在住･在学の小中学生と保護者
抽選で各10～30人
5/19(水)必着 

場所

 区役所情報コーナー・ホームページ 案内配布

受付

対象

↑ホームページ
　はこちら

生物多様性の大切さとその影響につい
て広くみんなで考えようという日で、
平成12年（2000年）､国連によって定
められました。生物多様性とは、生き
物のつながりの豊かさのこと｡私たち
の暮らしは､食べ物や衣服､飲み水な
どさまざまな形で生き物がもたらす恵
みに支えられています｡この機会に生
物多様性について考えてみませんか?

5/22(土)は
｢国際生物多様性の日｣

5 30 ～6 27■日 ■日

楽しく遊ぼう！！

1兆3,194億円 1兆2,544億円 5.2%
一般会計

合　計

市税を主な財源とし､福祉､教育、
道路･公園の整備など市政の基
本的な事業を行っている会計

9,835億円 1兆447億円 △5.9%

特別会計
特定の収入（保険料など）によっ
て特定の事業（保険事業など）を
行っている会計で､一般会計と区
別して経理する必要がある会計

4,464億円 4,490億円 △0.6%

2兆7,493億円 2兆7,481億円 0.0%

公営企業会計
病院・上下水道・市バス・地下鉄
事業など､主にサービスを受け
る方からいただいた料金で運営
している会計

令和3年度
当初予算額会計名と内容 令和2年度

当初予算額
対前年度
伸び率

［各会計の当初予算額］

市の予算の内訳を
見てみましょう！

詳しくは冊子「令和3年度予算のあらまし」をご覧ください。区役所･支所､市民情報センター(市役所西庁舎1階)で
配布しているほか、市ウェブサイトでもご覧いただけます｡ 詳しくは市ウェブサイト 予算のあらまし 検索

医療提供体制の確保 66億円
積極的疫学調査･健康観察体制の確保等 17億8,091万円
医療費･PCR検査費の公費負担等 20億5,718万円

感染拡大の防止 36億円
児童福祉施設､学校の衛生用品購入等 11億7,578万円
障害児通所支援事業所､介護保険･障害福祉サービス事業所に
おけるサービス提供体制の確保 4億5,119万円

社会経済活動の回復 143億円
ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続資金の
利子補給 115億789万円
観光客誘致促進事業 16億5,000万円

利用料金施設の減収補塡など 19億円

1

2

3

4

など
などほ てん

など

この他に令和２年度補正予算における繰越事業として新型コロナ
ウイルスワクチン接種事業（124億8,700万円）などを計上しました｡

令和3年度予算において全体で264億円を計上しました｡

新型コロナウイルス
感 染 症 対 策

★田んぼで田植え
★身近な自然の中の生き物探し
★いろいろな植物探し など親子で楽しめる13の体験会があります｡

★森で木を伐ってコースター作り
★船から堀川を知ろう

き

［一般会計の収入と支出］

人件費
扶助費※4

公債費※5

投資的経費※6

その他※7

2,736億円

支出計
1兆3,194億円

3,517億円
1,293億円
1,177億円
4,471億円

支　出

※1
※2
※3
※4
※5
※6
※7

市民税減税による減収額は91億円
国から地方交付税の代わりに地方公共団体に認められる市債
公債償還基金からの借入金70億円を含む
生活保護費､障害福祉サービス、保育所等の運営費などの経費
市債の元金返済額および利子支払額 
道路・学校など公共施設の建設や改修の経費
国民健康保険や介護保険をはじめとした他会計への支出金など

収入計
1兆3,194億円

市　税※1

市　債

その他※3

5,591億円
1,291億円

うち450億円は
臨時財政対策債※2

（国・県支出金など）

収　入

6,312億円

財政局財政課
    972-2306  FAX 972-4120

問合

同実行委員会(環境局環境企画課内)　    972-2684  FAX 972-4134問合

市 政 ト ピ ッ ク ス

 ４
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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

地下鉄東山線･鶴舞線｢伏見｣駅4・5番出口 徒歩5分

開館時間

アクセス

休館日

検診ごとに500円（免除制度あり）
市内の協力医療機関へ直接申し込み

自己負担金

受診方法

無料
市内の協力医療機関へ直接申し込み

自己負担金

受診方法

名古屋市科学館のプラネタリウムは昭和37年(1962年)に開館。平成23年(2011年)に建て
替えを行い、世界最大のプラネタリウムドームとしてギネスブックに登録されました｡しか
も、観覧者数は年間約50万人と日本一。どこよりもみられているプラネタリウムなのです。

ノーベル賞受賞100年記念

昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、がん検診や健康診査の中止が相次ぎました。しかし、
生活や環境が変わった今だからこそ、病気の早期発見･早期治療につながる検診（健診）が大切です。

◎検診（健診）スタッフの
　体調確認
◎会場の定期的な換気・消毒
◎1日の予約数の調整　など

健診を受けることで生活習慣病の危険性に早く気付くことができま
す。市では1年（度）に1回、問診・
身体計測・血圧測定・血液検査な
どの健診を実施しています。

国民健康保険特定健康診査
後期高齢者医療健康診査

［プラネタリウム］中学生以下無料､高校･大学生500円､一般800円　
［特別展］小中学生500円､高校･大学生800円(学生証持参)､
　　　　一般1,500円　

観覧料

※プラネタリウムを除く展示室をご覧いただけます

早期がん（2㎝までのがん）のうちに発見できるのは、
1㎝から2㎝になるわずか1～2年の間です。

定期的にがん検診を受けましょう。
市の検診で年間1,300人以上の方の

がんが発見されています。

がんの進行と自覚症状が出るまで

※無料クーポンの対象の方は､前年度受診された方でも受診できます｡

大腸がん･子宮頸がん･乳がん検診については､特定の年齢の方
に無料クーポン券を6月ごろに送付します｡対象の方は送付され
る前でも無料で受診できます｡

無料クーポン券の送付

令和3年4月1日時点で対象となっている方に､5月下旬に送
付します｡
※特定健康診査は加入している健康保険ごとに実施します｡国民健康保険･後
期高齢者医療以外の健康保険にご加入の方は､ご加入の健康保険にお尋ね
ください｡

案内と受診券の送付

検診(健診
)は

｢不要不急
｣では

ありませ
ん

ぜひ活用してください。

がん検診

細胞が
変異する

がんが検診で見つかる
大きさになる

10～20年
1つのがん細胞が1cmの大きさになる 2cmになる

1～2年

※文部科学省「がん教育推進のための教材 補助教材」より抜粋

自
覚
症
状
の
出
現

けい

世界を変える理論をいくつも解明した
アインシュタイン｡その法則を学びなが
ら楽しく遊べる体験展示やゲームを通し
て､大人も子どもも彼が見つめた世界を
体験しよう!

健康福祉局健康増進課　    972-2637  FAX 972-4152問合

［国民健康保険特定健康診査について］ 
健康福祉局保険年金課　    972-2567  FAX 972-4148

［後期高齢者医療健康診査について］ 
健康福祉局医療福祉課　    972-2573  FAX 972-4148

問合

同館(中区栄二丁目17-1)　    201-4486  FAX 203-0788問合

最大の魅力は専門学芸員の生解説。
4月にデジタル機器、座席、カーペットなどが新しくなりました｡プラネタリウムドーム

↑詳しくは
ホームページを
ご覧ください。

まで
市科学館特別展

市 政 ト ピ ッ ク ス

 ５
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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
5/22(土)～31(月)消印有効
5/21(金)～区役所総務課･支所
区民生活課､住まいの窓口(中区
栄三丁目)､市住宅供給公社(西
区浄心一丁目)
☎523-3875 FAX523-3863

対象

受付
案内
配布

福祉向市営住宅 入居者の募集
①ひとり親世帯②障害者世帯③車い
す利用者専用④高齢者世帯･高齢者
専用⑤親子隣居･親子同居世帯(②④
は単身者向けあり)

市内在住か在勤の方で収入要件
を満たす方｡ただし申込区分に
よりその他要件あり｡抽選
6/1(火)～14(月)消印有効
5/31(月)～区役所福祉課･民生
子ども課､支所区民福祉課

対象

受付
案内
配布

国民健康保険･介護保険
～交通事故などで治療･介護サービ
スを受ける場合は届け出を～

①国民健康保険加入者が､交通事故
などの治療で保険証を使う場合は､
お住まいの区の区役所保険年金課か
支所区民福祉課へ届け出をしてくだ
さい｡国民健康保険が負担した治療
費を､後日相手方に請求します｡
②同様の原因で介護サービスを利用
した場合も､届け出が必要です｡

①区役所保険年金課･支所区民
福祉課②区役所福祉課･支所区
民福祉課

問合

問合

後期高齢者医療制度
保養施設の利用料金割引

1人1泊につき千円割引(1年度4泊ま
で)｡宿泊当日､同制度の保険証を持参
★おんたけ休暇村(長野県王滝村)
　…☎0264-48-2111
★サンヒルズ三河湾(蒲郡市)
　…☎0533-68-4696
★すいとぴあ江南(江南市)
　…☎0587-53-5555
★百年草(豊田市)
　…☎0565-62-0100
★休養温泉ホーム松ケ島(三重県桑名

市)…☎0594-42-3330(水曜日休み)
★あいち健康の森プラザホテル(東

浦町)…☎0562-82-0211
電話で各施設
健康福祉局医療福祉課
☎972-2573 
FAX972-4148

申込

9歳児への日本脳炎予防接種券
送付の延期

日本脳炎ワクチン
の製造一時停止に
より､供給量が大
幅に減少していま
す｡初めて接種す
る3歳児を優先す
るため､9歳児へのシール式接種券
送付を延期し､来年度に送付する予
定です｡

平成24年4月2日～平成25年4
月1日生まれの方
健康福祉局感染症対策室
☎972-3969 FAX972-4203

問合

対象

福祉特別乗車券の一斉更新
5月下旬までに通知書を郵送します｡
更新には通知書に同封の同意書の提
出が必要です｡5月中に通知書が届か
ない方は､お問い合わせください｡

令和3年3月31日時点で同券の
交付を受けている方
区役所福祉課･支所区民福祉課､
福祉特別乗車券コールセンター
☎766-6656 FAX687-6577

対象

問合

高齢者日常生活用具の給付
★電磁調理器

65歳以上の寝たきりの方や､
高齢者のみの世帯の方など

★火災警報器･自動消火器
65歳以上で､寝たきりの方か､
災害時に直ちに脱出すること
が困難な1人暮らしの方

原則1割の自己負担あり
区役所福祉課･支所区民福祉課

対象

対象

料金
問合

｢なご福マルシェ｣の開催
障害者施設で働く
人たちが作った商
品の販売会

5/15(土)午前
10:00～午後6:00
オアシス21銀河の広場(東区東
桜一丁目)
不要　　　ホームページ
ウェルジョブなごや
☎433-2328 FAX433-2538
(健康福祉局障害者支援課
☎972-2584 FAX972-4149)
weljob-nagoya.jp

日時

場所

申込 案内
問合

HP

ナゴヤ家
か

ホーム(高齢者共同居住事
業)事前交流会　

単身高齢の方が市営住宅で共同生活
する制度の説明と参加者交流会

6/2(水)午前１0:00～午後4:00
さくら一番館(名東区高針荒田)
市内在住か在勤､配偶者のいない
60歳以上で､自宅を所有せず所
得要件などを満たす方｡先着20人
5/11(火)～
介護サービスさくら
☎753-9985 FAX788-2391
(住宅都市局住宅管理課
☎972-2957 FAX972-4173)

問合

日時
場所
対象

受付

無料

民生委員･児童委員による相談
福祉･子育てに関
する困りごとが
ある場合､お近く
の民生委員･児童
委員にお気軽に
ご相談ください｡
委員には守秘義
務があり､相談内容の秘密は守られ
ます｡
※民生委員･児童委員

の活動についての
PR動画もご覧くだ
さい｡

区役所民生子ど
も課

問合 ↑視聴はこちらから

無料

公害認定患者にプール券(12枚)を
配布します

市内在住で
法律･条例
に基づく公
害認定患者
来年3/4(金)まで
保健センター保健予防課
保健センター保健予防課･環境
局公害保健課 ☎972-2688
FAX972-4156

対象

受付

問合
配布

国民生活基礎調査にご協力ください
6/3(木)現在の世帯構成や､7/8(木)
現在の世帯の所得などを調査｡調査員
証を持った調査員が伺います｡結果は
保健･医療･福祉などに活用されます｡

無 作 為 に 抽 出 さ れ た 市 内 約
1,100世帯
保健センター企画管理係･健康
福祉局監査課☎972-2597
FAX972-4150

対象

問合

　

事前に予約が必要です｡同じメーカー製のワクチンを一定期間空けて､
2回接種する必要があります｡

市内に住民票があり昭和32年4月1日以前に生まれた方
※接種の際は本人の同意が必要です。

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

〈医療機関での接種〉各医療機関へ直接連絡（5月下旬～接種開始予定）

高齢者の新型コロナウイルスワクチン接種

対象

申込

↑コロナワクチン
   ナビ はこちら

無料

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。

新型コロナ
ウイルス感染症の

影響について 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

※ファクスでのお問い合わせは､同ワクチンコール
　センター972-4386

〈持ち物〉クーポン券･予診票･本人確認ができるもの
〈服装〉肩を出しやすい服装でお越しください

※接種可能な医療機関は厚生労働省の接種総合案内
　サイト｢コロナワクチンナビ｣でも検索できます。

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、5月6日(木)　
　からです。

■広報なごや5月号には…
　記事の内容(開催日･申込期限など)が原則
　5月11日(火)以降のものを掲載しています｡

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

こちらから
アクセス→

こちらから
アクセス→

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

2021/6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
23/30 24/31 25 26 27 28 29

2021/5月

 ６
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生涯学習相談員
ボランティア養成講座

6/1(火)～7/27(火)の全9回､午
後1:30～3:30
イーブルなごや
抽選で20人　　　4,500円
5/18(火)必着
同所(中区大井町)
☎･FAX321-1579(第3木曜日
休み)

日時

場所
人数
受付
問合

ひとり親家庭等就業支援講習会
パソコン講習､日商簿記3級､介護職
員初任者研修など

7～9月　　　市内各所
市内在住のひとり親家庭の親か
寡婦(一部離婚調停･裁判中の方
も申し込みできる講習あり)｡抽
選で各10～20人程度
教材費必要
5/7(金)～28(金) 
5/7(金)～区役所民生子ども
課･支所区民福祉課､ジョイナ
ス.ナゴヤ(中区栄三丁目)
☎252-8824 FAX252-8842

場所
対象

受付

日程

料金

案内
配布

中学生の学習支援事業
参加者の募集

6月～来年3月までの毎週1回か
2回
市内各所
市内在住でひとり親家庭(児童
扶養手当受給者本人が所得制限
内に限る)･生活保護世帯などの
中学生｡抽選で各会場12人
5/28(金)消印有効
子どもの縁の下サポーター
☎753-3741
(子ども青少年局子ども未来企画
室☎972-3199 FAX972-4204)

対象

受付
問合

場所

日程
無料

なごやすくすくボランティア･すく
すくサポーター養成講座

両講座を受講し､地域での子育てを
応援する
★なごやすくすくボランティア養成

講座…地域での子育て支援や児童
虐待の予防活動を学ぶ

①6/7(月)②7/12(月)午後
1:30～3:30③8/12(木)午後
2:00～4:00④9/17（金）午後
1:30～3:30
①緑区役所(緑区青山二丁目)
②名東区役所(名東区上社二丁
目)③7

な

5
ご

8
や

キッズステーション
(中区栄三丁目)④東生涯学習
センター (東区葵一丁目)
各30人程度｡託児要相談
① 6 / 3 ( 木 ) ② 7 / 8 ( 木 ) ③
8/10(火)④9/15(水)必着

★すくすくサポーター養成講座…子
育て支援の活動を手伝うために必
要なことを学ぶ

⑤8/25(水)⑥10/8(金)午前
10:45～午後3:25
758キッズステーション
各20人程度
⑤8/24(火)⑥10/7(木)まで

① ～ ④ 子 ど も 家 庭 支 援 セ ン
ターさくら
☎821-7867 FAX821-7869
(子ども青少年局子ども福祉課
☎972-3979 FAX972-4438)
⑤⑥758キッズステーション
☎262-2372 FAX262-2370

問合

受付

受付

場所

場所

日時

日時

人数

人数

無料
手話通訳者認定試験

6/27(日) 
名身連福祉センター(中村区中
村町)
20歳以上､手話講習などを2年
以上受講し手話技術などを習
得､通訳活動に従事できるなど
を満たす方
5/31(月)消印有効
区役所福祉課･支所区民福祉課､
名身連聴覚言語障害者情報文化
センター
健康福祉局障害企画課
☎972-2587 FAX951-3999

無料

対象

受付

問合

場所
日程

案内
配布

市民後見人候補者養成研修
説明会

ボランティアで成年後見活動を行う
市民後見人を養成する研修(7月～
来年1月にオンラインで実施)の説
明会｡会場での説明会はオンライン
が困難な方に限る

①5/31(月)午後1:30～3:30②
6/2(水)午前10:00～6/25(金)
午後5:00
①市総合社会福祉会館(北区清
水四丁目)②オンライン
市内在住の30～68歳の方｡①
75人程度
5/24(月)必着
ホームページ
成年後見あんしんセンター
☎856-3939 FAX919-7585
(健康福祉局地域ケア推進課
☎972-2549 FAX955-3367)
nagoya-seinenkouken.jp/

問合

HP

日時

場所

案内
受付

対象

無料

初めての手話オンライン講座
6/25(金)～9/10(金)の全10
回､午後6:30～8:30 
市内在住か在勤(学)で18歳以
上の手話を初めて学び､Z

ズーム

oom
によるオンライン形式での受講
が可能な方｡抽選で10人
5/31(月)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

対象

受付
案内
問合

HP

無料

ソレイユプラザなごや
人権セミナー

①｢パパは女子高
生だった～自
分らしく生き
ること～｣

6/11(金)
午前10:30
～ 午 後
0:30
L

ラ イ ク

i k e 
m

マ イ セ ル フ

y s e l f
代表の前田良さん

②｢SNS被害の現状と支援､被害者･
加害者にならないために～やさし
い心で一隅を照らす～｣

6/12(土)午後2:00～4:00
僧侶の高橋美

び

清
せ い

さん
市内在住か在勤(学)の方｡抽選
で①30人②45人
電子申請･電話･ファクスで同所
(中区栄一丁目)
☎684-7017(月曜日休み) 
FAX684-7018
5/26(水)まで

対象

受付

日時

日時

講師

講師

申込

無料

HP

F
フュージョン

UXION N
ナ

AG
ゴ

OY
ヤ

A C
クリエイティブ

REATIVE 
C

クロッシング

ROSSING キックオフイベント
参加者募集

中小企業を対象に､自社ブランドの
構築や新商品･新サービスの開発促
進などを目指すプロジェクトの交流
イベント

5/27(木)午後1:00～4:00
ナゴヤイノベーターズガレージ
(中区栄三丁目)
中小企業者･デザイナー(デザ
イン系学部専攻の学生可)な
ど｡50人程度
5/26(水)午後5:00まで
ホームページ
経済局次世代産業振興課
☎972-2418 FAX972-4135
fuxion758.com

無料

対象

受付
案内
問合

場所
日時

高齢者就業支援センター 講座･講習
①全身性障害者移動介護従業者養成

研修…障害のある方の外出を支援
する技術を学び､同従業者として
就業を目指す

6/4(金)･11(金)･18(金)の全
3回､午前9:30～午後4:50

②就業にも役立つ/
ホームページ作
成入門

6/21(月)～
7/7 (水)の
月曜･水曜･
金曜日の全8回､午後1:30～
3:30

③就業にも役立つパソコン/デジタ
ル写真(基礎) 

6/28(月)･30(水)･7/5(月)･
7(水)の全4回､午前10:00～
正午

市内在住の55歳以上で①介護
職員初任者研修課程修了以上の
資格取得者②ワードの操作がで
きる方③パソコンの基本操作
ができる方｡抽選で①20人②③
10人
① 5 , 0 0 0 円 ② 1 4 , 8 0 0 円 ③
7,100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
5/20(木)まで

対象

受付

日時

日時

日時

料金

申込

イーブルなごやの催し
手話通訳･要約筆記あり
①公開講座｢いま｣を読み解く 人工

乳房で微
ほ ほ

笑
え

みを～伝統のものづく
りに吹き込む新たな息吹～

6/4(金)午前10:30～正午
②特別講演会｢ひとつひとつ､少しず

つ 自分らしく前へすすむ～これ
からの女性の生き方～｣

6/28(月)午後2:00～3:30
プロフィギュアスケーターの
鈴木明子さん

①当日先着160人②抽選で160
人(託児は10人)
無料(②託児は40円)
②6/1(火)必着
同所(中区大井町)
☎331-5288(第3木曜日休み)
FAX322-9458

受付
問合

日時

日時
講師

料金

人数

無料

料金

鶴舞中央図書館 
点訳ボランティア養成講座

点訳図書の製作ボランティアを募集
6/3(木)～11/4(木)の木曜日
(7/22･8/5･9/23を除く)の全
20回､午後1:30～3:30
6/3(木)午後1:30～3:30のオ
リエンテーション(無料)に参加
し､受講後に同館の点字文庫ボ
ランティアとして活動できる
方｡選考で20人
1,540円　　　6/2(水)必着
同館(昭和区鶴舞一丁目)
☎741-3132(月曜･第3金曜日
休み) FAX732-9871

対象

受付
問合

日時

料金

なごやナースキャリアサポートセ
ンター トピックス研修会

テーマは｢意思決定への支援(ACP)｣
7/3(土)･10/9(土)･11/13(土)･
12/16(木)午後1:30～4:30
看護職員｡各30人程度
500円
開催日の1週間前必着
はがきかEメールで同センター
(〒461-0004東区葵一丁目4-7)
☎936-4883 FAX979-4560 
　a9351755-08@kenkofukushi.
city.nagoya.lg.jp

対象

受付

日時

料金

申込

保育士就労サポート研修

保育士資格があり現在保育関係の仕
事をしていない方が､市内の保育所
などで働くための全2日の研修(講
義のみの参加も可)

〈講義〉7/14(水)午前9:30～午
後3:30〈演習〉7/15(木)午前
9:30～午後0:30
ハローワーク名古屋中(中区錦
二丁目)
保育士資格取得者で研修後市内
の保育所などで就労意欲のある
方｡抽選で30人｡託児あり(抽選
で5人程度)
往復はがき(託児希望の場合､人
数も記入)で子ども青少年局保
育運営課
☎972-4646 FAX972-4116
5/17(月)～6/5(土)消印有効

対象

受付

場所

日時

申込

無料

名古屋国際センター 外国人児童･
生徒サポーター研修～入門編～

外国人の子どもと保護者の現状や課
題を理解し､関わり方を考える

6/13(日)･27(日)･7/11(日)の
全3回､午後1:30～4:30
選考で40人
学生1,000円･一般1,500円
ホームページ･電話･Eメールで
同センター(中村区那古野一丁
目)☎581-5689(月曜日休み)
FAX581-5629 　
　seminar-vol@nic-nagoya.
or.jp
5/12(水)午前10:00～30(日)
午後5:00
nic-nagoya.or.jp

受付

HP

日時

料金
申込

人数

前田良さん

憲法週間記念行事
憲法が求める社会とは…男女共同
参画は何のためか?

上野千鶴子さん(オンライン出演)に
よる講演・弁護士との対談

5/29(土)午後1:00～4:00
鯱

こ

城
じょう

ホール(中区栄一丁目)
当日先着250人(オンライン参
加は当日先着450人)
ホームページ
総務局総務課
☎972-2103 
FAX972-4111
www.aiben.jp

問合

場所
日時

人数

案内

HP

無料
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6 く ら し の ガ イ ド
 ７
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カンピロバクター食中毒を
防ぎましょう!

★市内では､生または半生(加熱不
十分)の鶏肉料理が提供された飲
食店で､食中毒が多く起きていま
す｡

★カンピロバクターという鶏の腸
管などにいる細菌が原因です｡
｢新鮮だから生で食べられる｣､
｢肉の表面を加熱すれば大丈夫｣
は間違いです｡

★飲食店では､鶏の刺身･しもふり･
あぶり・レバ刺しなどは避け､中
心部まで十分に加熱した鶏肉料
理を安全に美味しく食べてくだ
さい!

市保健所食品衛生課(健康福祉
局内)
☎972-2646 FAX955-6225

問合

テレビ放送
●面下参照12

市科学館の催し
★市民観望会①｢月をみる会｣②｢七

夕の星をみる会｣
①6/19(土)午後6:45～9:00
②7/3(土)午後6:45～9:00
抽選で各100人(中学生以下
は保護者同伴)

★プラネタリウム夜間投影｢七夕の
夜｣

③7/7(水)午後6:30～7:30
高校生以上の方｡抽選で350人

高校生以上700円(①②は中学
生以下300円)
電子申請か往復はがき(①②は
1通10人まで､大人･中学生以下
の各人数も記入｡③は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
①5/6(木)～27(木)②5/19(水)～
6/9(水)③5/28(金)～6/17(木)
必着

受付

日時

日時

料金

申込

人数

対象

東山植物園講演会｢日本の植物学
の礎

いしずえ

を築いた伊藤圭介｣
獨
どっきょう

協大学名誉教授の
加藤僖

の ぶ

重
し げ

さんによる
講演

5/28 (金)午前
1 0 : 0 0 ～ 正 午
( 受 付 は 午 前
9:30～)
市公館(中区三の丸三丁目)
抽選で30人 
電子申請か往復はがきで同園
(〒464-0804千種区東山元町
3-70)
☎782-2111 FAX782-2259
5/17(月)消印有効受付

場所

日時

申込
人数

伊藤圭介

無料

体感!しだみ古墳群ミュージアムの
催し

①歴里講座｢竹林
を飾ろう!竹炭
でつくる短冊
づくり～｣

6/13(日)
午後1:00～3:00(小雨決行)

②講演会｢矢作川をのぞむ御
み か

河
わ の

国
く に

の
前期古墳｣

6/20(日)午後1:30～3:00
先着①30人②100人
500円
①5/13(木)②5/20(木)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

日時

料金
申込

人数

市立大学 市民公開講座
｢夏の薬用植物園｣

同大学内で栽培している薬用植物を
紹介

6/18(金)･19(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
5/26(水)必着受付

場所

日時

料金
申込

人数

動物愛護センター
問題犬のためのしつけ方教室

6/16(水)午
後 1 : 3 0 ～
3:30
市 内 在 住 の
方｡登録･狂
犬 病 予 防 注
射･混合ワク
チン接種が済んでいる犬の同伴
可｡抽選で15組(うち犬同伴は4
組程度)
電子申請か往復はがき(犬の種
類･年齢･性別･体重･困り事､犬
の同伴希望の有無も記入)で同
センター(〒464-0022千種区
平和公園二丁目106)
☎762-1515 FAX762-0423
6/2(水)必着

対象

受付

日時

申込

無料

港防災センター企画展｢雲と友だ
ちになる方法～雲や空となかよく
なって､上手に付き合おう～｣ 

雲のでき方や種類･特徴､虹の仕組み
などを学びながら､大雨や雷､台風な
どへの備えについて学ぶ

5/18(火)～8/31(火)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

無料

問合

日時

映画｢h
ヒ ズ

is｣～セクシュアル・マイノ
リティについて考えましょう～ 

6/5(土)午後1:30～4:30
イーブルなごや(中区大井町)
100人程度
700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
5/29(土)まで
e-able-nagoya.jp

受付
HP

場所
日時

料金
申込

人数

ウエルネスガーデン健康づくり講座 
初心者向け｡貸し出し用ポールあり
①ポールウォーキング

6/12(土)･20(日)､7/10(土)･
1 7 ( 土 ) の 各 全 2 回 ､ 午 前
10:00～正午｡小雨決行

②ノルディックウォーキング
6/19(土)･26(土)､7/18(日)･
2 5 ( 日 ) の 各 全 2 回 ､ 午 前
10:00～正午｡小雨決行

同所(北区平手町)
市内在住の方｡先着①各20人②
各20人
傷害保険料必要
5/11(火)午前9:00～電話･ファ
クス･Eメール(希望日も記入)で
健康福祉局健康増進課
☎972-2605 
FAX972-4152
　a2605@kenkofukushi.city.
nagoya.lg.jp

対象
場所

日時

日時

料金
申込

スポ･レク教室
レクリエーショ
ン イ ン デ ィ ア
カ ･ ソ フ ト バ
レーボール･ミ
ニテニスなど

6/26 (土)
午 前 9 : 4 0
～午後2:30
中スポーツセンター(中区栄一
丁目)
抽選で100人
300円
6/16(水)必着
区 役 所 地 域 力 推 進 室 ･ 市 ス
ポーツ施設･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

受付

問合

場所

日時

料金
人数

要項
配布

少年少女発明クラブ
ドローンプログラミング体験教室

7/4(日)午前１0:00～正午･午
後2:00～4:00
株式会社テックササキ(熱田区
神宮四丁目)
小学4～6年生｡抽選で各6人
3千円
5/31(月)まで
ホームページ･経済局次世代産
業振興課☎972-2419
FAX972-4135
nagoya-hatsumei.org

対象

受付

場所

日時

料金

HP

案内
配布

クリエイターズショップ･ループ
H

ハ

ay
ヤ

aワークショップ｢天然精油でつ
くる除菌スプレー＆

アンド

ハンドクリーム｣
5/29(土)･30(日)午後1:00～
2:00･午後3:00～4:00
先着で各5人
3,500円
5/12(水)正午～
同所(中区栄三丁目)
☎265-2106 FAX265-2107

日時

人数
料金
受付
問合

消費生活センターの催し　
①実習講座｢ようこそミクロの世界

へ｣…顕微鏡での野菜などの観察
と正しい手洗い方法の体験

5/22(土)午前10:00～正午
②消費生活講座｢くらしと経済｣

6/4(金)～25(金)の金曜日の
全4回､午前10:00～正午

①市内在住の小学4～6年生と
保護者(2人1組)②市内在住か
在勤(学)の方｡①先着4組②抽選
で24人
①電話②電子申請か往復はが
き(ふりがなも記入)で同セン
ター(〒460-0008中区栄一丁目
23-13伏見ライフプラザ11階)
☎222-9679 FAX222-9678
① 5 / 1 2 ( 水 ) 午 前 9 : 0 0 ～ ②
5/17(月)必着

対象

受付

日時

日時

申込

無料

受付

少年スポーツ指導者研修会
｢オリンピック･パラリンピックを
指導にどう活

い

かすか｣ 
6/12(土)午後2:00～4:00
鯱

こ

城
じょう

ホール(中区栄一丁目)
少年スポーツ指導者など｡抽選
で300人
電子申請か往復はがき(年齢
も記入)でスポーツ市民局ス
ポーツ振興室
☎972-3262 FAX972-4417
5/17(月)必着

対象
場所
日時

申込

無料

教養・実用

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6く ら し の ガ イ ド
 ８
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申し込みは5/20(木)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

エコパルなごや マンスリー企画展
示｢リユース家具の展示｣

粗大ごみとして出された家具類を回
収･修理して展示･販売

6/30(水)までの開館日､午前
9:30～午後5:00 
入場無料
同所(中区栄一丁目)
☎223-1066(月曜日､ただし祝
休日の場合は翌平日休み) 
FAX223-4199

問合

日時

料金

エコパルなごや｢剪
せん

定
てい

枝を使った
ぶたカエルづくり｣

5/30(日)午前10:30～11:10･
午後1:00～1:40
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
5/11(火)午前9:30～電話･ファ
クス･Eメール(希望時間も記入)
で同所(中区栄一丁目)
☎223-1066(月曜日休み)
FAX223-4199
　a2231066@kankyokyoku.
city.nagoya.lg.jp

対象

日時

料金
申込

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

7/20(火)まで
※休館日は施設ごとに異なる
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
☎972-2684 FAX972-4134

問合

日程

料金
案内
配布

企業向けSDGsオンラインセミナー
｢SDGs実践企業から学ぶ｣

SDGsから企業独自の価値を発見
し、高めることについて学ぶ

5/28(金)午後2:00～3:00
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
5/25(火)まで

無料

受付

日時
申込

タイヤの空気圧点検
キャンペーン

エコドライブを推進するために､車
のタイヤの空気圧を調整します｡

5/25(火)午前10:00～午後3:00
イオンモール熱田店駐車場(熱
田区六野一丁目)
不要
環境局大気環境対策課
☎972-2682 FAX972-4155

無料

問合

場所
日時

申込

南リサイクルプラザの講座
★不用布を使った布ぞうりづくり

①5/29(土)②6/26(土)③
7/24(土)午前10:00～正午

★誰でも簡単!包丁とぎ
④5/30(日)午前10:00～正午

同所(南区元塩町)
市内在住の方｡抽選で各5人
電子申請かはがき(1通1人1講
座まで｡希望番号も記入)で環境
局減量推進室
☎972-2398 FAX972-4133 
①④5/18(火)②6/11(金)③
7/7(水)必着

無料

対象

受付

場所

日時

日時

申込

5月は不法投棄防止強調月間です
不法投棄には､5年以下の懲役もし
くは1千万円以下の罰金､またはそ
の両方が科せられます｡テレビや洗
濯機などはリサイクルが義務付けら
れています｡

環境事業所･環境局作業課
☎972-2385 FAX972-4133

問合

フードドライブにご参加ください!
家庭にある手つかず
食品を回収します｡食
品はフードバンクを
通じて福祉団体など
に届けられます。

5/21(金)・22(土)
午前10:00～午後6:00
松坂屋名古屋店南館1階オルガ
ン広場(中区栄三丁目)
ホームページ
環境局資源化推進室
☎972-2379 FAX972-4133

問合

場所

案内

日時
↑ホームページ
はこちらから

小型家電のリサイクルに
ご協力ください!

小型家電には､貴金属など
の有用金属が含まれてい
ます｡総合スーパーや区役
所など市内56カ所に回収
ボックスを設置しています
ので､リサイクルにご協力ください｡

携帯電話･パソコン･デジタルカ
メラなど､おおむね縦15㎝×横
40㎝×奥行25㎝以下の小型家電
環境局資源化推進室
☎972-2379 FAX972-4133

対象

問合

東山動植物園 名古屋メダカ里親プ
ロジェクト 参加者の募集

絶滅危
き ぐ

惧種である名古屋メダカ
(ニホンメダカ)の飼育･繁殖を行
う里親を募集
★個人…1人10匹

市内在住の小学3年～中学
生で､6/27(日)午後2:00～
3:00開催の講習会への参
加ができる方(同伴者は入
園料必要)｡抽選で30人

★学校…1校10匹
市内の小中学校｡抽選で5校

5/28(金)必着
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⓬面参照

対象

対象
受付
問合

島田緑地自然生態園
自然観察会

普段は非公
開の同園で､
自然観察指
導員の案内
の も と ､ 世
界最小級の
ハッチョウトンボなどを観察

6/19(土)･20(日)午前10:00～
正午
同園(天白区高島二丁目)
小学生以上の方(小学生は保護
者同伴)｡抽選で各60人
電子申請か往復はがき(1通5人
まで､希望日･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
6/4(金)消印有効
天白土木事務所
☎803-6644 FAX805-1594

無料

対象

受付
問合

場所

日時

申込

平和公園くらしの森 
里山体験講座

①畑作コース
5/23(日)･7/11(日)･10/24(日)
の全3回､午前10:00～正午

②稲作コース
5/30(日)･6/20(日)午前9:30
～正午､10/16(土)･11/6(土)
午後1:30～3:30(雨天の場合
順延)､12/4(土)午後0:30～
2:30の全5回

同所(千種区東明町)
小学生以上の方(小学生は保護
者同伴)｡抽選で①60人②40人
①千円②小中学生千円･高校生
以上2千円 
電子申請か往復はがき(1通5人
まで｡年齢･希望コースも記入)
で東山総合公園(〒464-0804
千種区東山元町3-70)
☎782-2111(月曜日休み)
FAX782-2140
5/17(月)必着

対象

受付

場所

日時

日時

料金

申込

緑化施設の催し

↑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)
★薔

ば ら

薇の香水作り～自然でやさし
いバラの香りを作ります～…
6/20(日)午後1:30～3:30｡30
人｡2,500円

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)
★ 薬草魔女と楽しむメディカル

ハーブレッスン☆フレッシュ
ハーブ編…6/5(土)午前10:00～
正午｡20人｡500円

名城公園フラワープラザ
〒462-0846北区名城一丁目2-25
☎913-0087(月曜・第3水曜日休み)
★ 名古屋友禅体験教室～手描き

友 禅 体 験 ～ … 6 / 2 6 ( 土 ) 午 前
10:00～正午｡20人｡1,000円

庄内緑地グリーンプラザ
〒452-0818西区山田町大字上小田井字敷地3527
☎503-1010(月曜・第3水曜日休み)
★コチョウランの種類と育て方…

6/13(日)午後1:30～4:00｡27人｡
1,800円

農業センター d
で ら

elaふぁーむ
〒468-0021天白区天白町大字平針字黒石2872-3
☎801-5221(月曜日休み)
★牛のお話と農業センター牛乳の

ひみつ…6/19(土)午前10:00～
11:00｡対象は小学生と保護者(1
組4人まで｡中学生以下のみでの
参加不可)｡11組｡1組500円

※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。

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6 く ら し の ガ イ ド
 ９
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問合
案内
受付

民有地緑化助成 みどりの補助金
優良な緑化工事に対して工事費を2
分の1まで補助(上限500万円)

12/28(火)まで
市ウェブサイト
緑政土木局緑地維持課
☎972-2465 FAX972-4143

困難な状況下で社会を支
えてくださっている方へ
みんなで感謝とエールを
送りましょう｡

ＳＴＯＰ!コロナ差別

対象

受付

場所

日程

料金
申込

農園めぐり参加者の募集
畑をめぐりなが
ら野菜を収穫

7/3(土)ま
たは4(日)
天白区菅田
地区の2農
園
市内在住か在勤(学)の方｡抽選
で150組
1組2,150円
往復はがき(1組1通まで)で緑政
土木局都市農業課
☎972-4071
FAX972-4141
5/20(木)消印有効

揚輝荘(南園)聴
ちょうしょう

松閣
か く

の催し
① ト リ オ ･ ラ ナ ン

キュラス 風薫る
コンサート

5/16(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)

②講演会｢渋沢栄一と伊藤次郎左衞
門祐民｣

5/23(日)午後1:30～2:30(1
時間前～着席券配布)

当日先着①各23人②20人
入館料必要
同所(千種区法王町)
☎759-4450(月曜日休み)
FAX759-4451

問合

日時

日時

料金
人数

ほのぼの自然体験
岩
い わ な

魚釣り･乗馬･そば打ち体験など

7/24(土)～1泊2日(3食付き)
開田高原(長野県木曽郡木曽町)
市内在住か在勤で5歳～中学生
を含む家族｡抽選で40人
小学生以下1万5千円､中学生以
上2万円
6/30(水)必着
5/7(金)～区役所地域力推進室･
市スポーツ施設･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

対象

受付

問合

場所
日程

料金

案内
配布

オオキンケイギク抜き取り会
在来植物の生育環境を
脅かす特定外来生物
｢オオキンケイギク｣の
防除について実践を通
じて学ぶ

5/22(土)午前
9:30～正午
東山新池(千種区星が丘山手)
小学生以上の方(小学生は保護
者同伴)｡抽選で30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)☎700-7792
FAX839-1695
5/17(月)必着

無料

対象

受付

場所

日時

申込

藤前干潟オンライン講座
「名古屋港の生き物と藤前干潟」
名古屋港水族館の職
員による港区の生き
物などに関する講演

6/20(日)午後
1:30～3:00
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
6/15(火)まで受付

日時

申込

無料

蓬左文庫 企画展
｢あかがね/くろがね｣

銅
あかがね

･鉄
くろがね

という金属素材に着目し､武
家こだわりの作品を紹介

6/5(土)～7/11(日)の開館日､
午前10:00～午後5:00(入館は
午後4:30まで)
観覧料必要
同所(東区徳川町)☎935-2173
(月曜日休み) FAX935-2174

問合

日時

料金

丸木橋図三所物 
無銘 祐乗 ( 後藤家初代 ) 名物

徳川美術館蔵

市博物館 常設展企画展示
｢朝日遺跡 弥生の大集落遺跡｣･
｢御

お

歌
う た

所
どころ

の歌人の書｣･｢五月人形｣
6/20(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､
ただし祝休日の場合翌平日休み)
FAX853-3636

問合

日時

料金

二反地貝塚出土資料
館蔵

NAGOYAヴォイシーノベルズ･
キャビネット 作品閲覧と作品募集

公募によって選ばれた短編小説を､
名古屋を中心に活動する劇団の俳優
が朗読した音声と合わせてホーム
ページで公開中
★短編小説の募集

市内を中心に活動する文筆
家･文化芸術関係者など｡選考
で140作品
来年3/31(木)まで(上限に達
し次第終了)

市文化振興事業団
☎249-9385 FAX249-9386
nagoya-voicynovels-cabinet.
com/about3/

対象

受付

問合

HP

文化のみち二葉館の催し
①伝統工芸｢真多呂
　人形展｣

5/19(水)
～ 2 3 ( 日 )
午前10:00
～午後5:00(5/23は午後3:00
まで)

②伝統芸能体験講習会｢三味線の初
心者体験｣

6/12(土)午後1:00～1:45
③伝統芸能体験講習会｢正調名古屋

甚
じん

句
く

･どどいつ｣
6/12(土)午後2:00～2:45

②③先着10人 
入館料必要
①不要②③5/28(金)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

日時

料金
申込

人数

堀川フラワーフェスティバル
市民手作りの
花が彩る堀川
でゴンドラ･ク
ルーズ･市民ス
テージなどを
開催

5/7(金)～
22(土)
堀 川 納 屋
橋周辺(中区栄一丁目他)
ホームページ･区役所情報コー
ナー･緑政土木局河川計画課
☎972-2891
FAX972-4193
horikawa.flower-festival.com

場所

HP

日程

案内
配布

交通局×名鉄のウォーキング企画
コラボウォーキング
映画｢名も無い日｣ロケ地巡りコース

地下鉄・名鉄｢金山｣駅発、名鉄｢神宮
前｣駅着コース(約8.2km)｡同映画の
熱田区内のロケ地を中心に巡る

6/30(水)まで
不要
交通局乗客誘致推進課
☎972-3816 FAX972-3817

問合

日程
申込

対象

受付
案内
問合

試験 採用

市立学校教員の募集
市立の高等学校･中学校･小学校･幼
稚園･特別支援学校の教員･養護教員･
栄養教員を募集

7/17(土)       　来年4月
種別に応じた教諭免許状取得
(見込み)者で昭和47年4月2日
以降生まれの方(講師特例の条
件を満たす方は､昭和37年4月
2日以降生まれの方)｡選考
5/17(月)～28(金)
市ウェブサイト
教育委員会教職員課
☎972-3243 FAX972-4177

なごや水フェスタ

木曽三川流域の特産品の
販売､水道のお仕事体験･
ろ過体験など､なごやの
水道水ができる仕組みに
ついて､楽しく遊びながら
学ぶ

6/6(日)午前10:00～午後3:00
鍋屋上野浄水場(千種区宮の腰町)
入場無料  
ホームページ
上下水道局広報サービス課
☎972-3608 FAX972-3710

日時
場所
料金
案内
問合

↑ホームページ
はこちら

職員などの募集

対象

受付

試験 採用

要項
配布

緑政土木局職員
(ポンプ操作業務技師)の募集

ポンプ施設管理事務所で河川･雨水
排水ポンプ施設の操作に関する業務
を行う

7/11(日)　　　来年4月
昭和61年4月2日以降生まれで､
普通自動車免許取得(見込み)者
で､電気･機械の科目を専門に履
修した高校卒業(見込み)以上の
方｡選考で若干人
5/31(月)消印有効
市ウェブサイト･緑政土木局総
務課☎972-2804
FAX972-4166

おんたけ休暇村
おんたけこども村 夏キャンプ

8月
市内在学の小･
中学生｡抽選で
各25～35人
各25,000～
28,500円
6/10(木)消印
有効
ホームページ
同所(長野県木曽郡王滝村)
☎0264-48-2111
FAX0264-48-2874
ontake-kyukamura.net

対象

受付

案内
問合

HP

日程

料金

これってどうやって捨てればいいの!?

【今月の問題】

お弁当のトレー

ごみを捨てる際に､分別に悩んだことはあり
ませんか？今月号より連載企画としてごみの
分別方法をクイズ形式で紹介します。答えは、
毎回翌月号に掲載します｡
資源･ごみ分別アプリ｢さんあ～る」でも答え
を確認できます｡
詳しくは､市ウェブサイト

問合  環境局作業課 ☎972-2385 FAX972-4133
資源・ごみ分別アプリ 検索

中止

自然・環境

文化・芸術

名古屋観光クーポン｢シャチ割｣を
利用しませんか?

市内観光で利用できる市
内周遊向け観光クーポン
を抽選で販売

県内在住の方
5/10(月)～17(月)
必着
ホームページ
同コールセンター
☎050-3645-5790
(観光文化交流局観光推進課
☎972-2406 FAX972-4200)

↑ホームページ
はこちら

対象
受付

案内
問合

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
❿
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経済センサス 活動調査のお願い
6/1(火)現在の経済状況を調査｡結果
は地域の産業振興や市街地の活性化
などに役立てられます｡調査票は5月
下旬から配布します｡インターネッ
トでも回答できます｡

市内のすべての事業所･企業
6/8(火)まで
区役所総務課･総務局統計課
☎972-2253 FAX972-4114

対象
受付
受付

令和3年度所得証明･非課税証明
(令和2年分所得)の発行

6/1(火)～
※市民税･県民税の全額が給与

から特別徴収(天引き)されて
いる方は､5/13(木)～

市税事務所管理課問合

日程

高齢者保健福祉計画･
介護保険事業計画｢はつらつ長寿プ
ランなごや2023｣の策定

高齢者の保健や福祉の目標と介護
サービスの量の見込みなどを定めた
令和3～5年度の計画を一体的に策定

市ウェブサイト･5/11(火)～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)
健康福祉局高齢福祉課
☎972-2542 FAX955-3367

問合

閲覧・配布

障害福祉計画･
障害児福祉計画の策定

障害のある方が自立した社会生活を
営むことができるよう､また障害の
ある児童が身近な地域で支援が受け
られるよう､障害福祉サービス･相談
支援･地域生活支援などの提供体制
確保の目標に関する計画を策定

市ウェブサイト･5/11(火)～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)
健康福祉局障害者支援課
☎972-2558 FAX972-4149

問合

閲覧・配布

看護師･准看護師の募集
西部地域療育センター(中川区
小本一丁目)
(准)看護師免許取得者｡選考で2人
随時
市ウェブサイト・同センター
☎361-9555 FAX361-9560

対象

勤務

受付
要項
配布

名古屋高速道路公社
技術職員(土木･電気)の募集

7/18(日)　　　　来年4月
平成3年4月2日～平成12年4月
1日生まれか､平成12年4月2日
以降生まれで大学(短期大学を含
む)か高等専門学校卒業(見込み)
の方｡選考で各若干人
5/14(金)～6/11(金)消印有効
5/13(木)～ホームページ･同公社
(北区清水四丁目)
☎919-5635 FAX919-5655
www.nagoya-expressway.or.jp

対象

HP

受付

試験 採用

要項
配布

育児休業等代替任期付職員の募集
5/31(月)
7月～来年3月
パソコンの基本操作ができる方｡
選考で1人
5/21(金)必着
市ウェブサイト･スポーツ市民局
男女平等参画推進室
☎972-2234 FAX972-4206

対象

受付

期間
試験

要項
配布

会計年度任用職員
(児童虐待対応支援員)の募集

6/5(土)
7月～来年3月　
社会福祉事務所
業務に必要な資格か実務経験の
ある方など｡選考で8人程度
5/6(木)～20(木)必着
市ウェブサイト･区役所情報コー
ナー･子ども青少年局子ども福
祉課☎972-3979
FAX972-4438

受付

期間
勤務
対象

試験

要項
配布

育児休業等代替会計年度任用職員
(緑政土木局事務員)の募集

6/8(火)  　期間7月～来年3月
緑政土木局緑地利活用課
パソコンの基本操作ができる方｡
選考で1人
5/20(木)必着
市ウェブサイト･緑政土木局緑
地利活用課☎972-2492
FAX972-4143

試験
勤務
対象

受付
要項
配布

ドリームジャンボ宝くじの発売
1等･前後賞合わせて5億円｡1等･前
後賞合わせて5千万円の｢ドリーム
ジャンボミニ｣も同時発売｡抽選は
6/11(金)

5/7(金)～6/4(金)
1枚300円
財政局資金課
☎972-2308 FAX972-4107

期間
価格
問合

街頭犯罪抑止環境整備事業補助金
★防犯カメラの設置…1台につき対

象経費の3分の2以内(上限14万
円)｡1団体5台まで(学区連絡協議
会は1団体10台まで)

★防犯灯のLED化…10ワットLED
灯の現物給付および工事費など
(1灯あたり上限5千円)､または現
物給付以外のLED灯の購入費およ
び工事費などの補助(1灯あたり
上限1万円)｡1団体10灯まで(うち
現物給付以外は3灯まで)

学区連絡協議会･町内会など
7/30(金)まで
区役所地域力推進室･スポーツ
市民局地域安全推進課
☎972-3128
FAX972-4823

対象
受付
問合

電気･水道などの子メーターの
有効期限にご注意ください!

ビルや共同住宅などに設置されてい
る電気･水道などの子メーターのう
ち、料金徴収に使用されているもの
は､計量法により種類ごとに有効期
間が定められています｡設置者は有
効期間内に取り換えてください｡

市ウェブサイト
経済局産業企画課
☎972-2448 FAX972-4136

案内
問合

安心･安全･快適
まちづくり活動への助成

1年以上の活動実績があり､2学
区以上にまたがって防犯･交通
安全･清掃などの地域活動を行
う5人以上の非営利団体
5/31(月)まで
区役所地域力推進室･スポーツ
市民局地域安全推進課
☎972-3124 FAX972-4823

対象

受付
要項
配布

名古屋創業準備ルーム
｢D

ドリーム

ream n
ナビ

abi☆｣利用者の募集
創業準備のためのスペー
スを提供｡専門家によるセ
ミナーや創業相談もあり

7～12月
市内で創業を目指す
方｡選考で14人
登録料5千円
6/7(月)必着
区役所情報コーナー･ホーム
ページ
名古屋産業振興公社
☎883-8711 FAX882-0566

期間
対象

料金
受付
案内

問合

↑ホームページ
はこちら

コロナに感染しない､させない!
｢ す

S

ぐ に ､ せ
S

っ け ん
で､3

S

0秒!｣の3つのS
を意識した｢手洗い3S
大作戦｣!家に帰った
ら､職場や学校に着い
たら､手を洗って､感染
防止に努めましょう｡また､マスク
の着用や1時間に2回以上定期的な
換気を行うなど､基本的な感染防止
対策も引き続き徹底することで､自
分と大切な人を､みんなで守りま
しょう｡感染動向など最新の情報は
ホームページをご確認ください!

防災危機管理局危機対策室
☎972-4063
FAX962-4030

問合

高齢ドライバーの安全運転を
支える取り組みを推進します

①後付けペダル踏み間違い急発進
等抑制装置設置の補助…上限は
センサー機能付き3万2千円､セン
サー機能なし1万6千円

市内在住で､令和4年3月31日
時点で65歳以上の､4/1(木)
以降に同装置を設置する方｡
その他要件あり

②運転免許証の自主返納支援…自主
返納した方に地下鉄･市バスなど
で利用できるマナカチャージ券5
千円分を交付します

市内在住で､令和4年3月31
日時点で70歳以上の､3/20
(土･祝)～来年3/18(金)に免許証
を返納した方｡その他要件あり

①来年2/13(日)まで②来年
3/24(木)必着
市ウェブサイト･区役所地域力
推進室･警察署
スポーツ市民局地域安全推進課
☎972-3123 FAX972-4823

対象

対象

受付

案内
配布
問合

｢自転車活用推進計画｣の策定
｢自転車が使いやすいまち｣を目標に､
具体的な施策や事業をまとめました｡

市ウェブサイト･緑政土木局
自転車利用課
☎972-2877 FAX972-4183

閲覧

5月は自転車安全利用促進強調月間･
5月26日は自転車盗難防止
ツー(2)･ロック(6)の日です

市内では自転車
の盗難が多発し
ています。鍵をか
けている自転車
でも盗まれるこ
とがあります。鍵
を複数かける｢ツーロック｣で大切な
自転車を守りましょう｡また､自転車
を利用する際には以下のことを守り
ましょう｡
★原則車道の左側を通行しましょ

う｡歩道を走る場合は､歩行者優先
で､車道寄りを徐行しましょう｡

★ヘルメットを着用しましょう｡
★自転車損害賠償保険などへの加入

が義務付けられています｡
スポーツ市民局地域安全推進課
☎972-3128 FAX972-4823

問合

5月は放置自転車追放月間です
自転車･原動機付自転
車を道路に放置する
と､通行の妨げとなり､
周りの人の迷惑となり
ます｡自転車などで
お出かけの際は､自転車駐車場をご
利用ください｡

緑政土木局自転車利用課
☎972-2877 FAX972-4183

問合

上下水道局職員や委託業者を装った
次のような訪問販売などにご注意を!

★依頼した覚えのない調査や修理
★浄水器や消毒液の訪問販売
水質調査を装って住居に立ち入ろう
とする事案が発生しています｡上下
水道局職員がご家庭を訪問する場合
には職員証を携帯しています｡不審
に思われたときは職員証の提示を求
めるか､お問い合わせください｡

上下水道局お客さま受付センター
☎884-5

ゴ ク ゴ ク

959
FAX872-1296

問合

5/31(月)は世界禁煙デー､
5/31(月)～6/6(日)は禁煙週間です

保健センターでは､禁煙のサポートや
相談対応を行っています｡喫煙は自分
の健康だけでなく､周囲の人の健康に
も影響を及ぼします｡今一度､たばこ
や健康について考えてみましょう｡

健康福祉局健康増進課
☎972-4058 FAX972-4152

問合

↑ホームページ
はこちら

納付をお忘れなく
令和3年度軽自動車税(種別割)
納期限は5月31日 (月 )

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

3/22(月)～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2万円

※要請内容の変更により対象･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か
　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☎954-7453(毎日午前9:00～
午後5:00) FAX972-4136　
※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

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
⓫
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問合
案内

受付

建築物などの定期報告制度
建築基準法令で指定された特定建築
物の所有者･管理者は､有資格者によ
る建築物･建築設備などの調査･検査
結果を定期的に市に報告しなければ
なりません｡

(中村･中区の飲食店･物品販売
店など)10/29(金)まで
(スポーツ練習場､博物館､中村･
中区の事務所など)6/1(火)～
12/28(火)※用途により異な
る｡報告の際は事前予約必要
市ウェブサイト
住宅都市局建築安全推進課
☎972-2923 FAX972-4159

縦覧・問合

案内

日時

都市計画案の縦覧
都市計画用途地域･特別用途地区･高
度地区の変更､都市計画地区計画(泰
明町地区)の決定､都市計画公園(東
山公園)の変更｡いずれも概要は市
ウェブサイトでも閲覧可｡期間中､意
見書の提出も受け付け

5/13(木)～27(木)の開庁日､午
前8:45～正午･午後1:00～5:15
市ウェブサイト
住宅都市局都市計画課
☎972-2798 FAX972-4164

HP

問合

案内
配布

対象

受付

災害時医療救護班員の募集
発災時に中学校に参集し､避難所な
どで医師と医療救護活動などを行う

看護師･薬剤師･保健師などの資
格取得者か医療事務員の方
随時
ホームページ･保健センター企画
管理係･市医師会(東区葵一丁目)
☎937-7801 FAX937-6323
健康福祉局保健医療課
☎972-2623 FAX972-4154
ishikai.nagoya

市政出前トーク
市の取り組みやまちづくりに関して
知りたいこと､疑問に思うことについ
て市の職員が訪問し､お話しします｡
全195のテーマの中から1つ選んで
お申し込みください｡

来年3/31(木)まで
市内在住か在勤(学)で､参加者
をおおむね10人以上を目安に､
市内に会場を用意できる方
実施希望日の20日前まで
市ウェブサイト
市長室広報課☎972-3132
FAX972-4126

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｡

5/19(水)午前11:00
防災危機管理局危機対策室
☎972-3526 FAX962-4030

中小企業向けの情報
★経営相談窓口…対象は中小企業や

創業を考えている方｡無料
新事業支援センター
☎735-0808 FX735-2065

★Nagoya Atotsugi V
ベンチャー

enture 
P

プロジェクト

rojectキックオフイベント…市
内中小企業の後継者の方向け交
流イベント｡6/10(木)午後7:00～
9:00｡抽選で30人｡無料

経済局中小企業振興課
☎735-2100 FAX735-2104

地価公示価格の閲覧
(令和3年1月1日時点)

区役所総務課･支所区民生活課､
図書館､住宅都市局まちづくり
企画課☎972-2955
FAX972-4162

閲覧

対象

日時
問合 問合

問合災害応急用協力井戸の募集
災害時に井戸の水を生活用水(飲用を
除く)として地域の方に提供していた
だける家庭用井戸を募集｡指定された
井戸は｢あなたの街の地震ハザード
マップ｣におおよその位置を掲載

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

問合
問合

受付
案内

日程

民有地緑化コンクール
｢なごやグッドグリーン賞｣の募集

良質･効果的な
緑化事例を表彰

市内の民有
地で5年以
内に施工さ
れた緑化事
例
5/6(木)～7/30(金)消印有効
市ウェブサイト･区役所情報コー
ナー･緑政土木局緑地維持課
☎972-2465 FAX972-4143

対象

受付
要項
配布

過去の大賞事例

受付
案内

↑ホームページ
はこちら

問合

市営交通100周年記念事業
アイデア募集

来年8月1日､市営交通が100周年を
迎えるにあたりイベント企画などの
アイデアを募集します｡抽選で記念
品をプレゼント

5/31(月)まで
ホームページ
交通局経営企画課
☎972-3859
FAX972-3938

無料

建設事業者の募集･説明会
(高齢者向け優良賃貸住宅)

建設費の一部を補助
高齢者向けに賃貸住宅を建設す
る市内の土地所有者など｡選考
で40戸程度
6/1(火)～8/31(火)

★説明会　
5/31(月)午後2:00～3:30
市役所西庁舎　　 80人程度
5/26(水)まで

市ウェブサイト
住宅都市局住宅企画課
☎972-2944 FAX972-4172

案内
問合

日時
場所 人数
受付

対象

受付
無料

マンション管理組合の
皆さまへ

★マンション管理組合登録制度…登
録すると専門家派遣事業の利用や
管理に役立つセミナーなどを案内

★分譲マンション専門家派遣事業…
管理組合への助言や学習会の講師
として専門家を派遣

市内の分譲マンション管理組合
など
市ウェブサイト･住まいの窓口(中
区栄三丁目)･住宅都市局住宅企画
課☎972-2960 FAX972-4172

対象

案内
配布

無料

無 料 相 談 窓 口 案 内
高齢者排せつケア

電話相談
高齢者排せつケアコールセンター 
☎364-8

は

1
い

7
せ

2
つ

月曜～金曜日の午前10:00～午後4:00(祝休日休み)｡排尿･排便･介
護方法に関することなどの相談｡看護師などの専門職が対応｡対象
は排せつでお悩みの高齢者や家族など｡ 匿名での相談も可
※ファクスでのお問い合わせは健康福祉局高齢福祉課955-3367

食の安全相談 市｢よい食｣ダイヤル ☎961-4149

月曜～金曜日の午前8:45～午後5:15(祝休日休み)｡食の安全･安心
に関する疑問･相談に食品衛生監視員が対応｡対象は市内在住･在
勤(学)か市内の食品関連施設を利用する方
※ファクスでのお問い合わせは健康福祉局食品衛生課955-6225

消費生活相談 消費生活センター(中区栄一丁目) ☎222-9671
FAX222-9678 　　　seikatsu.city.nagoya.jp

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

空き家問題110番 相談専用電話 ☎223-2355
6/8(火)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

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

HP

Useful information for foreign residents is provided by the City of Nagoya website and
the Nagoya International Center. 
●The City of Nagoya website : www.city.nagoya.jp/en　　●Nagoya International Center : ☎052-581-0100  website : www.nic-nagoya.or.jp

 

ZIP-FM 77.8MHz
 FM 93.7MHz

AM 1053kHz

市政広報テレビ・ラジオ番組
テレビ番組（字幕放送あり）

コアラが住む街なごや （出演：名古屋おもてなし武将隊）

メ～テレ 6 ch日曜日 午後10:55～11:00
（再放送/金曜日 午前1:53～1:57､金曜日 午後1:45～1:50）

おもてなし隊なごや
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 https://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/HP

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

hicbc.com/radio/nagoyaHP
Nagoya International Center

 website 名古屋市広報課
フェイスブック

www.facebook.com/nagoyakoho

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

※5/3の放送は5/6午前10:16ごろ～

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

6 ch

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。

5/17 名古屋城金シャチ特別展覧
5/24 農業センター
5/31 水フェスタ
6/7 エコパルなごや

5/16 カンピロバクター食中毒
5/23 愛知・名古屋戦争に関する資料館
5/30 ヘルメット購入助成
6/6 危険物取扱週間

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
⓬
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