
宮の渡し公園で撮影された映画の一こま（熱田区）

2021 『名も無い日』製作委員会©

ナゴヤの日本一を発見する旅へ 一緒に出発しよみゃあ！
ナゴヤはコロナ対策日本一。

「しっかりコロナ対策やってちょうよ」と街でよく話しかけられました。
名古屋市が行っている健康観察｡市民の皆さまに電話に出てもらっ
たり､2週間にも及ぶ自宅待機に協力してもらったり｡加えて､保健
センターなどが毎日500人体制で､地を這う感染経路調査を行って､
地道だけど徹底的な感染ルートを追う作業を続けています｡集団感染
のおそれが高い場合など､状況に応じて､陽性者との接触の程度がそれ
ほど濃厚ではない方も健康観察者として日々状況を確認しています｡
これは､行政にしかできないこと｡市民の皆さまのお陰でコロナ対策
日本一。
※5/16時点  
　名古屋市コロナ新規陽性患者数210人  健康観察者数3,480人

子どもを一人も死なせないナゴヤ、何としてでも実現したい。
常勤スクールカウンセラー、全中学校配置。全小学校へも広げて、
子どもさんの命を救っていきたい。常勤スクールカウンセラーを配置して
から7年、１3万ケース以上、子どもさんの数で2万人以上対応しとります。
さらに学校を楽しく。自らのやりたいことを子どもさん自ら発見して、ナゴヤ
の大人がみんなで子どもさんの人生を一緒に応援していこう。
戦争で市街地の5割以上を失ったナゴヤ。
名古屋城天守もその時焼失したが、戦後今の姿に再建され、そして今回
の木造復元へ。まさにどんな苦しいことがあっても、チャンスがある街
ナゴヤを象徴している。そんな歴史があるナゴヤだから、熱田神宮以来、
日本一がたくさんある。復興・復活して、シティオブドリームス、ナゴヤ。
ナゴヤの日本一を皆さまと一緒に発見する旅に出発しよみゃあ。

就任あいさつ

は

今 月 の 特 集

地元の魅力再発見 熱田区
～映画のロケ地を訪ねて～

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。

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｡ 「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←

　↑集団接種
予約サイトはこちら   

■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-staf  fsup.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集団接種予約サイトで予約できます。（     面参照）
 ※ファクス・Eメールでの接種予約はできません。

☎

☎
❹

令和3年（2021年） 6月号

●人口／2,323,643人
●世帯／1,134,719世帯
●面積／326.50km2

（令和3年5月1日現在）
6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

☎



63

地
下

鉄
名

港
線

熱田駅熱田駅

熱田神宮熱田神宮

熱田神宮熱田神宮

金山駅金山駅

神宮前駅神宮前駅白鳥庭園

熱田区役所熱田区役所

東
海
道
本
線

東
海
道
本
線

名
鉄
名
古
屋
本
線

名
鉄
名
古
屋
本
線

堀
川
堀
川

22

1

名古屋
国際会議場

名古屋
国際会議場

西高蔵駅西高蔵駅

地下鉄名城線地下鉄名城線

神宮西駅神宮西駅

伝馬町駅伝馬町駅

熱田神宮
公園

熱田神宮
公園

宮の渡し公園宮の渡し公園

秋葉山圓通寺

今 月 の 特 集今 月 の 特 集

●できるだけ人との距離（２ｍ以上）を空けましょう
●体調がすぐれないときは外出を控えましょう

●まめに手洗い・うがいをしましょう
●正しくマスクをつけましょう
●公共交通機関を利用する際は、会話は控えめにしましょう

外出時にも感染予防を忘れずに!

区のプロフィール

東海地方最大級の日本庭園。
アジサイやハナショウブ、スイレン
など初夏の花が楽しめます。

熱田区熱田西町2-5
午前9:00～午後5:00
月曜日、ただし祝休日の場合翌平日
中学生以下無料､高校生～64歳300円、65歳以上100円

場　　所

開園時間

休 園 日

観 覧 料

熱田湊の歴史について
あつた宮宿会 会長  花井芳太朗さん

あつた宮宿会  鈴木瑛司さん

東海道で唯一の海路であった熱
田の「宮宿」～三重県の「桑名宿」
を結ぶ「七里の渡し」の船着き場
があった場所で、「熱田湊」と呼ば
れていました。風情ある松の並木
や復元された常夜灯・時の鐘の
ライトアップなど、地域の方々の
憩いの場となっています。

毎月１日に参拝する「朔日参り」に来る
人々へのおもてなしとして、平成27
年（2015年）にあつた宮宿会が始め
たマルシェです。あつた朔日市でしか
販売されないものも多く、見に来る
だけでも楽しめます。地域密着の
我々の活動を、未来の熱田を担う若
い世代にも伝えていきたいです。
※あつた宮宿会…熱田を盛り上げ、熱田の魅力を発信することを目的に
　地元老舗企業・NPO・大学などが参画したまちづくり団体

熱田区神宮一丁目1-1
7/1(木)・8/1(日)・9/1(水)・10/1(金)・
12/1(水) 午前9:30～午後2:00頃

熱田区神宮二丁目3-15
6/1（火）・11/1(月) 午前9：30～午後2:00頃

場所
日時

場所
日時

熱田神宮へ｢朔日参り｣に
来る方々へのおもてなし

昭和12年（1937年）
66,307人（16区中16位）
8.20㎢（16区中15位）
ハナショウブ・クロガネモチ

創設
人口
面積 
花・木

熱田区
令和3年5月1日現在

朔日市限定販売
あつた宮餅

熱田にある老舗4社が共同開
発した、ほうじ茶餡の餅が
入った人気商品。その月限定
の季節の和菓子も
入っている。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止や内容変更となる
　場合があります。最新の情報はホームページでご確認ください→

この映画は熱田祭り（尚武祭）が軸となっています。私にとって熱田祭りは自分の
原風景です。昔は、願う、祈るということの大切さがわかりませんでした。コロナ
禍、さまざまな想いをもって皆さんも日々を過ごされていると思います。今年
も昨年に引き続き中止になった熱田祭りを、今作を通して体感してください。
自分は今なぜここにいるのか、生かされているのか？ そんなことを自問させる
映画です。是非映画館にてご覧ください。お待ちしています！
※昨年と今年、熱田祭りは神事のみの催行となっています。

しょう ぶ

か

熱田神宮熱田神宮ココで
撮影

神宮前商店街ココで
撮影

区の魅力紹介

日比 遊一さん
からのコメント

［監督］
ひ    び ゆう いち

『名も無い日』映画

地元の魅力
再発見
熱田区

宮の渡し公園宮の渡し公園ココで
撮影

新型コロナウイルスが落ち着いたら、
お出かけしたい、まずは近くから、
という方も多いのではないでしょうか。
熱田神宮など、歴史ある熱田区。
外出できるようになった時に備えて、
映画のロケ地を始め、
魅力的な場所を紹介します。

全編名古屋弁

～映画のロケ地を訪ねて～

現在公開中

はな   い   よし   た   ろうみやしゅく

しち  り

いこ

みなと

しろ   とり

すず   き   えい  じ

つい  たち

〈 今年30周年！ 〉
1月は開催なし

名古屋市
出身

5個入1,000円5個入1,000円
※写真は5月の和菓子※写真は5月の和菓子

N

熱田区地域力推進室　    683-9424  FAX 683-9494問合 ☎ 

 ２
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交通事故は偶然に起きてしまった仕方のないことだという考えを捨てましょう。自分が突然被害者（その家族）になったらどう感じるかと想像してく
ださい。そっと寄り添い、困ったときの選択肢を紹介できたら、きっとその方の力になるはずです。

昨年の市内での刑法犯認知件数は16,570件。交通事故(交通犯罪)の人身事故件数は7,959件に上ります。誰もが
犯罪の被害者になる可能性があるのです。本市では、条例に基づき、総合支援窓口の設置、経済的・精神的支援、
広報啓発など犯罪被害に遭った方を対象とした支援を行っています。

月曜～金曜日の午前8:45～午後5:30
（祝休日休み）　

犯罪被害者や家族･遺族対　　象

日　　時

■あなたや、あなたの大切な人が犯罪被害に遭った時
　ご相談ください。

電話で専任の相談員が対応します。

　    972-3042
　　a2582@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

※犯罪捜査や当事者間の仲裁などに応じる
窓口ではありませんのでご理解願います｡

犯罪被害者等総合支援窓口

事故直後は、周りから「事故だから仕方ない。私も居眠り運転してしまうことある
し。」とか、「泣いてどうする、お前がしっかりしなくては。」など言われると、つらく、
反応に困りました。言った側は何気ない気持ちでも、言われた側には深く突き刺さり、
ずっと忘れることはありません。何も言わず一緒に泣いてくれたり、多めに作った
からと夕飯などを届けてくれたりしたことはありがたかったです。寄り
添ってくれている、一人ではないと感じました。

TAV交通死被害者の会会員 阪口 玲香さん
さかぐち   れい  か

被害者の支えになるのは…

平成14年（2002年）夏、東名阪高速道路鈴鹿インター付近で渋滞中の最後
尾に大型トレーラーが時速約100㎞のまま追突、炎上。運転手の過労による
居眠り運転で、母・弟・長男が焼死、いとこが重傷を負った。

※阪口さんのコメント全文は市公式noteでご覧いただけます→

スポーツ市民局人権施策推進室　    972-2582  FAX 972-6453問合

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

自転車損害賠償保険などへの加入は条例で義務付けられています。

●自転車事故の加害者となり、高額な賠償責任が発生したケースも…

男子小学生が、夜間、自転車で帰
宅途中に歩行中の女性と正面衝
突。女性は頭がい骨骨折などで
意識不明になり、監督責任を問
われた保護者に賠償命令。

賠償金額 ： 9,521万円（神戸地方裁判所 平成25年7月判決）

自転車保険、入っていますか?

購入額の2分の1（上限2千円）が返ってくる!
以下の要件を全て満たす方
●市内在住
●令和4年3月31日時点で7歳～18歳または65歳以上
●安全性の認証※1を受けた新品のヘルメットを購入
※1＝SG・JCF・CE・GS・CPSCマークが付いたヘルメット

対　　象

申請方法

受　　付 来年2/15（火）まで
※予算額に達した場合、期間中に終了することがあります

自転車用ヘルメットの購入を補助します

［答え］

%約
自転車事故による死者のうち、
頭部損傷で亡くなった人の割合

面接相談は事前予約制

▼自転車乗用中のヘルメット着用
　状況別の致死率（令和2年・全国）

※警察庁統計より

着用

非着用

0.8（%）

0.6

0.4

0.2

0

［答え］

約 倍
ヘルメットをかぶっていた時に比べて、
かぶっていない時の致死率

区地域力推進室
または市ウェブサイトから

申請書類を入手

領収書・申請書類を
スポーツ市民局地域安全推進課へ郵送

または区地域力推進室へ直接提出

▼自転車事故死者の負傷主部位
　（平成28年～令和2年・愛知県内）

はち丸

※愛知県警統計より

頭部
胸部

腰部

その他

%%

%

%

市 政 ト ピ ッ ク ス

 ３
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緊急安全確保

避難指示

高齢者等避難

災害が発生・切迫し、避難場所への移動が
かえって危険な状況です。
近くの頑丈な建物など少しでも安全な場所で、
身の安全を確保してください。

災害リスクのある地域に住む方は、

警戒レベル4までに避難を完了してください。

速やかに安全な場所へ避難が必要です※。

高齢者・障害のある方など、
避難に時間のかかる方とその支援者は避難が必要です※。
その他の方は避難の準備をしてください。

予約について、コールセンターへつながらないなど、多くのご意見をいただきました。
今後、コールセンターの回線の順次増強などを検討してまいります。

接種には事前予約が必要です。 市役所・区役所での接種予約はできません。ワクチン接種についてワクチン接種について

※浸水の危険がない上階などで、身の安全を確保することも避難の一つです。

（必ず発令されるとは限りません）

無料

新型コロナウイルス感染症に
　　　
　　

高

危
険
度

高齢者向け

災害発生

非常に危険

警 戒

警戒レベル1・2は、気象庁が発表する注意報など

警戒レベル 市が発令する避難情報 とるべき行動

肩を
出しやすい
服装で

クーポン券･予診票･
本人確認ができるもの

（運転免許証･健康保険証など）

接
種
当
日

持
ち
物

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

国民健康保険傷病手当金の支給 ひとり親世帯分 子育て世帯生活支援特別給付金

離職者等向け就職面接会
介護保険料の減免

対象

問合
遺族･障害年金などの公的年金などを受給し、4月分の児童扶養手当
を受給していない方､または新型コロナウイルス感染症の影響で､
児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入となっている方
※4月分の児童扶養手当を受給した方には､同給付金を5/11(火)に
支給しましたので申請は不要です｡

コールセンター（6/1開設）  　 930-5850（祝休日を除く月曜～金曜
日、8/31までは毎日午前9：00～午後5：30）  FAX 933-1118

愛知県就業促進課  　 954-6366  FAX 954-6927

対象

問合

問合

受付 案内

主たる生計維持者が死亡･重篤な傷病を負った､または主
たる生計維持者の事業収入などが一定割合以上減少し
た第一号被保険者
区役所福祉課・支所区民福祉課

対象

問合

主たる生計維持者が死亡･重篤な傷病を負った、または主た
る生計維持者の事業収入などが一定割合以上減少した世帯
区役所保険年金課･支所区民福祉課･国民健康保険料コールセンター（6/2開設）
  　0570-007-584（祝休日を除く月曜～金曜日の午前8：45～午後5：15）

国民健康保険料の減免

対象 受付

問合

6/1(火)～ 

受付 6/1(火)～ 

令和3年度の保険料の全額または一部を減免

令和3年度の保険料の全額または一部を減免

児童1人あたり5万円を支給

※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｡

来年2/28(月)まで 市ウェブサイト

場所
日時 申込6/24（木） 午後1:00～4:00 不要

ウインクあいち7階展示場（中村区名駅四丁目4-38）
対象 求職活動中の方（令和3年3月大学などの卒業者を含む）

無 料

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方への支援市民の皆さまへ

！

です。6/18（金）午前9:00受付開始
※会場未定の区は、決まり次第市ウェブサイトなどでお知らせします。
会場の詳細は、区版（～面）をご覧ください。

登録医療機関・予約状況は
「コロナワクチンナビ」で

検索できます→

予約サイト
から→

申
込
方
法

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電話で 祝休日を除く月曜～金曜日の午前9:00～午後5:30
聴覚障害のある方など､電話での相談が難しい方はFAX 972-4386へお問い合わせください。

※ファクス・E
メールでの
接種予約は
できません。

お近くの登録医療機関へ直接予約してください。
登録医療機関での接種 希望する方は

7月の集団接種会場での接種 予約は

市 政 ト ピ ッ ク ス

 ４
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防災危機管理局危機対策室　    972-3522  FAX 962-4030問合

スポーツにより、本市の課題解決・地域活性化・
都市ブランド向上を推進するための計画(案)を策
定しました。

スポーツ市民局スポーツ戦略室
　  972-3294  FAX 972-4417
　  a3294@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

6/30(水)まで
問合

配布･募集期間

名古屋市スポーツ戦略（案）こまめに手洗い･
手指の消毒をしましょう｡

食事中以外は
マスクを着用しましょう｡

飲食店へ行く際には、
家族か4人までにしましょう。

観光文化交流局文化振興室
　  972-3172  FAX 972-4128
　  a3172@kankobunkakoryu.city.
     nagoya.lg.jp

6/14(月)～7/16(金)
問合

配布･募集期間

文化振興計画2020を踏まえ、より一層名古屋の
文化芸術を推進していくための計画（案）を策定
しました。

名古屋市文化芸術推進計画2025（案）

や が発令された時、すぐに行動できるように。
事前に確認しましょう!

スポーツ市民局地域安全推進課
　  972-3123  FAX 972-4823
　  a3123@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

6/21(月)～7/20(火)
問合

配布･募集期間

交通安全対策基本法に基づき、市内の交通安全
に関する総合的・長期的な施策を推進するための
計画(案)を策定しました。

第11次名古屋市交通安全計画（中間案）

　  

事前に飲食店のホームページなどを確認し、
アクリル板の設置や座席の間隔の確保･
換気の徹底がされている飲食店を選びましょう｡

Facebookは
こちら→

フェイスブック
Twitterは
こちら→

ツイッター

感染者数の速報などの情報を発信中！

SNSアカウントSNSアカウント

飲食する際の対策飲食する際の対策
関するお知らせ

　　　
　　　　　　

3日分の
食料品など 体温計 マスク アルコール

消毒液スリッパ ごみ袋

皆さまのご意見をお寄せください

計画(案)･資料などの配布･閲覧は
区役所情報コーナー･市民情報センター(市役所
西庁舎1階)のほか､市ウェブサイトでもご覧い
ただけます｡点字版･音声変換用テキストファイル
を希望される方は　　　へご連絡ください｡問合

面参照

災害対策基本法が改正され、これまで違いが分かりにくいとの声もあった「避難勧告」と「避難指示（緊急）」が、「避難指示」に一本化されました。
いざというとき安全に避難ができるように、とるべき行動を確認しておきましょう。

土砂崩れや自宅が浸水する可能性など、住んでい
る地域の災害リスクをハザードマップ
などで確認しましょう。

災害リスク

詳しくは、市ウェブサイト→

指定緊急避難場所(命を守るために緊急避
難をする場所)と指定避難所(自宅が被災し
た際に一定期間、避難生活を送る場所)を
ハザードマップなどで確認しましょう。

避難先

新型コロナウイルス感染症対策
として、次のものもプラス！非常持ち出し品 ダウンロードはこちら

iOS端末を
ご利用の方↓

名古屋市防災アプリ
Android端末を
ご利用の方↓

アンドロイド

位置情報と連携した
災害リスク・避難先などを
確認できます。

※上記内容は、名古屋市内の店舗の場合です。実施期間・交付金額などは変更することがあります。
※上記以外の協力金については、ホームページ･県民相談総合窓口でご確認ください。

主な要件

案      内 ホームページ ※受付期間など､最新情報はホームページをご確認ください。

※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。
県民相談総合窓口  　 954-7453（毎日午前9:00～午後5:00）  FAX 972-4136

実施期間

要請内容

4/20（火）～5/11（火）
（まん延防止等重点措置の期間）

5/12（水）～31（月）
（緊急事態措置の期間）

問      合

交 付 額
1店舗・

１日あたり

・カラオケ設備の利用自粛

・業種別ガイドラインの遵守、県の「安全 ・ 安心宣言施設」に登録し､PRステッカーとポスターを掲示

・中小企業など…売上高に応じて4～10万円（売上高減少額の4割の選択も可）
・大企業…売上高減少額の4割（最大20万円）

午前5:00から午後8:00までに
営業時間短縮（酒類の提供は
午前11:00から午後7:00まで）

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

ホームページは
こちら↓

県の要請に応じて、休業・営業時間の短縮などを実施した飲食店などを運営する事業者に､県から交付されます。

・酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店など…休業
・上記以外…午前5:00から午後8:00までに
　　　　　 営業時間短縮

・酒類･カラオケ設備の提供（酒類の持ち込みを含む）
 の取り止め

事業者の皆さまへ

↑こちらから
アクセス

高齢者等避難 避難指示

NEW 避難所開設情報サイトができました

 ５
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〈往信用裏面〉〈返信用表面〉
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〈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、6月1日(火)　
　からです。

■広報なごや6月号には…
　記事の内容(開催日･申込期限など)が原則
　6月11日(金)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)
※栄市税事務所では庁舎保守作業のため､7月4日の日曜窓口は実施しません｡

こちらから
アクセス→

こちらから
アクセス→

ジェネリック医薬品を
ご存じですか?

新薬と同等の効果･効能を持つと認
められ､新薬よりも安価な後発医薬
品のことです｡ご利用の際は医師･薬
剤師にご相談ください(区役所保険
年金課で｢希望シール｣を配布)｡ジェ
ネリック医薬品へ切り替えると医療
費の自己負担の軽減が一定以上見
込まれる市国民健康保険加入者に
は､｢ジェネリック医薬品差額通知｣
を送付します｡

健康福祉局保険年金課
☎972-2567 FAX972-4148

問合

薬物乱用は｢ダメ｡ゼッタイ｡｣
覚醒剤･大麻･危険ドラッグなどの薬
物乱用は､本人の心と健康をむしば
むばかりでなく､家庭崩壊や犯罪に
つながります｡正しい知識を身に付
け､薬物乱用を防止しましょう｡

市保健所環境薬務課(健康福祉
局内)
☎972-2651 FAX972-4153

問合

国民健康保険
年間保険料の確定

★令和3年度の保険料をお知らせす
る通知書を6月中(年金天引きの
世帯は7月中)に送付します｡

★保険料の減免には申請が必要で
す｡詳しくは通知書に同封のチラ
シをご覧ください｡

区役所保険年金課･支所区民福
祉課･保険料コールセンター
☎0570-007-584(6/2開設)

問合

かかりつけ医を持ちましょう
かかりつけ医とは､患者自身や家族
の健康管理をしてくれる身近な医師
のことです｡普段の健康状態や過去
の病歴などを把握しているので､適
切な治療が受けられます｡

健康福祉局保健医療課
☎972-2623 FAX972-4154

問合

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
①新築募集

中駒名駅西マンションⅡ(中
村区太閤四丁目) 

②随時募集
香林館(守山区小幡中一丁目)
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｡(①は抽選で
42戸)
①6/11(金)～17(木)②随時
住宅都市局住宅企画課
☎972-2944 FAX972-4172

場所

場所

対象

受付
問合

定住促進住宅 入居者の募集
中堅所得者向けの住宅｡子育て支援
の家賃減額制度あり

エコビレッジ志段味(守山区大
字吉根)･シティファミリー上社
(名東区上社一丁目)など市内
39物件
親族と同居で収入要件などを満
たす方
随時
市住宅供給公社
☎523-3875 FAX523-3863

場所

対象

受付
問合

外国人高齢者給付金の支給
支給額は月額1万円

大正15年4月1日以前生まれ
で､永住または特別永住許可を
受けているか､昭和36年4月1
日以降に日本国籍を取得した方
(公的年金･生活保護受給者など
を除く)｡所得制限あり
区役所福祉課･支所区民福祉課

対象

問合

児童手当現況届の提出は
6/30(水)まで

手当を受給中の方は区役所から送付
される所定の用紙に記入し提出して
ください。提出がない場合は6月分以
降の手当の支払いが停止されます｡

区役所民生子ども課･支所区民
福祉課

問合

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

①11/17(水)
②12/15(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
①8/10(火)②9/10(金)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

日程

料金

申込

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 24
25 26 27 28 29 30 31

2021/7月

子どもと親のためのセミナー
養育費や面会交流､ライフプランな
どについて学ぶ9回のセミナー

6月～来年2月
市内各所
市内在住の離婚を考えている方
か離婚した方
6/19(土)以降順次締め切り(回
により異なる)
ホームページ･ジョイナス.ナゴ
ヤ(中区栄三丁目)
☎252-8824 FAX252-8842
joinas-nagoya.jp

無料

対象

受付

場所
日程

HP

案内
配布

医療費助成における各医療証･
福祉給付金資格者証の更新

現在お持ちの各証の有効期限は
7/31(土)です｡8/1(日)から有効の
各証は7月中旬に郵送します｡
※医療機関などで受診する際､限度

額適用認定証や公費負担医療の受
給者証･医療券などをお持ちの場
合は､併せて病院窓口へ提示して
ください｡

※加入する健康保険が変更となった
場合は､区役所･支所への届け出が
必要です｡

区役所保険年金課･健康福祉局
医療福祉課☎972-2574
FAX972-4148

問合

特定医療費受給者証の更新
①7/31(土)②9/30(木)まで有効の
同証をお持ちの方は､更新申請が必
要です｡

①7/30(金)②9/30(木)まで
区役所福祉課･支所区民福祉課問合

受付

民間戦災傷害者援護見舞金の申請
太平洋戦争時の空襲などの戦時
災害で負傷し､現在も身体障害
者障害程度等級7級以上の障害
があり､市内に1年以上在住し
ている方(恩給･原爆被爆者に対
する給付などの受給者を除く) 
12/28(火)まで
健康福祉局障害企画課
☎972-2587 FAX951-3999

問合
受付

対象

定期子宮頸
け い

がん予防接種
国の意向により、積極的な勧奨は差
し控えていますが、希望する方は市
内指定医療機関で接種できます｡

市内在住で小学6年～高校1年
生相当年齢の女性
市ウェブサイト
健康福祉局感染症対策室
☎972-3969 FAX972-4203

問合
案内

対象

無料

集団健診を受けましょう!
月曜～金曜･日曜日に実施｡同時にが
ん検診も受診できます｡日時･場所･
申し込み方法などは受診券に同封の
案内でご確認ください｡

40歳以上の国民健康保険加入
者か後期高齢者医療加入者
無料(がん検診は1項目500円)

〈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 FAX972-4148

〈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 FAX972-4148

〈がん検診について〉健康福祉局
健康増進課
☎972-2637 FAX972-4152

問合

対象

料金

がん検診無料クーポン券の送付
対象は､市内在住
で令和3年4月1日
時点に次の年齢の
方です｡
★大腸がん…40･45･50･55･60歳の方
★乳がん…40･45･50･55･60歳の女性
★子宮頸

け い

がん…20･25･30･35･40
歳の女性

無料クーポン券は6月ごろに送付し
ますが､対象の方はクーポン券がな
くても保険証などで住所･生年月日
を確認の上､無料で受診できます｡
※令和2年度無料クーポン券の有効

期限は来年3/31(木)まで延長し
ています｡

市ウェブサイト
健康福祉局健康増進課
☎972-2637 FAX972-4152

問合
案内

無料

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

生活・福祉

 ６
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6/23(水)～29(火)は男女共同参画
週間 女性の権利110番

弁護士とイーブルなごや相談室専門
相談員が対応
①電話相談…☎323-7

な や み

830
ゼロ

6/28(月)午前10:00～午後
3:00

②面接相談
6/28(月)午前10:00～午後
3:00(1回30分)
イーブルなごや(中区大井町)

②先着10人
①不要②6/11(金)午前10:00～
電話でイーブルなごや相談室専
用ダイヤル☎321-2760
イーブルなごや☎331-5288
(第3木曜日休み) FAX322-9458

問合

場所

日時

日時

申込
人数

無料

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
7～9月
市内在住で60歳以上の方｡抽選
で各15～25人
3,280円
6/5(土)～19(土)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

対象
日程

料金

案内
配布

受付

障害者ふれあい教室
①フライングディスク

7/11(日)午前10:00～正午
②みんなで体を動かそう

7/18(日)午前10:00～正午
①中生涯学習センター(中区
橘一丁目)②南生涯学習セン
ター(南区東又兵ヱ町)
15歳以上の知的障害がある方
と保護者｡先着①20人②15人
実費負担あり
6/14(月)午前10:00～電話か
ファクスで名古屋手をつなぐ育
成会
☎671-6211 FAX671-6214
健康福祉局障害企画課
☎972-2585 FAX951-3999

対象

料金

問合

日時

日時

場所

申込

障害者スポーツ大会 水泳の部
8 / 2 2 ( 日 ) 午 後
1:00～5:00
障害者スポーツセ
ンター
市内在住(学)また
は市内の障害者福祉施設に入
所･通所している12歳以上で､
身体障害者手帳か愛護(療育)手
帳をお持ちの方
6/29(火)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

対象

日時

場所

無料

案内
配布

受付

中部電力市民スポーツ祭
参加者の募集

陸上競技･水泳･バスケットボールな
ど38競技､一般の部･マスターズの
部など5部門の大会を開催

主に8/21(土)～29(日)
市内スポーツ施設など
市内在住の方など
区 役 所 地 域 力 推 進 室 ･ 市 ス
ポーツ施設･市教育スポーツ協
会(南区東又兵ヱ町)
☎614-7100 FAX614-7149

対象

日程
場所

無料

案内
配布

子どものための巡回劇場
テイクアウト

毎年春休みに開催している子ども向
けの児童劇･人形劇などを､今年は
ホームページでご覧いただけます｡

8/31(火)まで
市文化振興事業団
☎249-9387 FAX249-9386
www.bunka758.or.jp/id_
kodomozyunkai.html

日程
問合

HP

無料
オペレッタ｢伯爵令嬢マリツァ｣
出演者オーディション

7/21(水)･22(木･祝)･23(金･祝)
※ 公 演 は 来 年 2 / 1 8 ( 金 ) ～
20(日)
青少年文化センター(中区栄三
丁目)
15歳以上の方｡選考で35人程度
7/1(木)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

場所

日程

要項
配布

Nagoya P
ポップ

OP U
アップ

P A
アーティスト

RTIST
パフォーマーの募集

10月～来年9月に地下鉄駅･商業施
設などでパフォーマンスを行う

7/2(金)必着
地下鉄駅･文化小劇場･市文化振
興事業団(中区栄三丁目)
☎249-9385 FAX249-9386

受付
要項
配布

揚輝荘(南園)聴
ちょう

松
しょう

閣
か く

の催し 

①定期公演｢D
デュオ

uo R
リフレ

efre タンゴコン
　サート｣

6 / 2 0 ( 日 ) 午 前 1 1 : 0 0 ～
11:30･午後1:30～2:00

②ワークショップ｢夏のフラワーア
　レジメント｣教室

6/27(日)午後1:30～2:30
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②6/11(金)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

申込
料金

日時

人数

文化のみち二葉館 文学展
｢岡

お か

井
い

隆
たかし

の歌業 没一年を偲
し の

んで｣
歌人の岡井隆さんの生涯や功績につ
いて展示

6/10(木)～7/25(日)の開館日、
午前10:00～午後5:00
入館料必要
☎･FAX936-3836(月曜日､た
だし祝休日の場合翌平日休み)

日時

問合
料金

文化のみち3館を巡る
産業の歴史パネル展

文化のみち界
か い

隈
わ い

から生まれた産業と
起業家の歴史を展示

6/16(水)～27(日) 
文化のみち二葉館(東区橦木
町)･文化のみち橦木館(東区橦
木町)･旧豊田佐助邸(東区主税
町) 
各施設の入館料必要
文化のみち二葉館
☎･FAX936-3836(月曜日休み)

日程
場所

問合
料金

U
アンダー

‐15しごと体験メッセ
さまざまな職業の話を聞き体験する

7/22(木･祝)午前10:00～午後
3:00
青少年宿泊センター(緑区大高町）
小中学生｡抽選で120人
7/8(木)まで
同所☎624-4401(月曜日休み)
FAX624-4403

問合

日時

場所
対象
受付

無料

徳川園の催し

★和紙人形展…日本各地の和紙を
使った人形展

6 / 1 0 ( 木 ) ～ 1 3 ( 日 ) 午 前
10:00～午後5:00(6/10は午
後1:00～)

★七夕ゆかたフォトサービス…ゆか
たで来園された方にその場で写真
を撮ってプレゼント

7/4(日)午後2:00～4:00
当日先着30組

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
人数

料金

文化のみち橦
し ゅ

木
も く

館 木工家ウィーク
NAGOYA｢木工家がつくる椅子展｣

全国各地の木工家が制作した椅子を
展示

6/11(金)～13(日)午前10:00～
午後5:00
入館料必要
同館(東区橦木町)
☎939-2850(月曜日休み)
FAX939-2851

日時

問合
料金

レジャー

●日本ガイシアリーナ競泳プール
7/1(木)～8/31(火)午前10:00～午後8:30(日曜･祝休日は午後
6:00まで)･大会専用利用のため､利用できない日時あり
100ｍ以上泳げる小学生以上の方(ただし小学生と競泳プール使
用許可証を持たない中学生は1人につき100ｍ以上泳げる保護者
1人同伴)
小中学生300円･一般700円･市内在住65歳以上200円
同所(南区東又兵ヱ町)☎614-6211(祝休日を除く月曜日休み) 
FAX614-6215

●市民プール(名城･楠･山田･瑞穂･熱田･中川･富田･港･守山)
7/20(火)～8/31(火)午前10:00～午後5:30
※施設別の休み･期間外の開場日あり
未就学児無料･小中学生100円･一般300円･市内在住65歳以上
100円
各プール･スポーツ市民局スポーツ施設室 
☎972-3263 FAX972-4417

●サンビーチ日光川
7/10(土)･11(日)午前9:30～午後5:00､7/17(土)～8/31(火)午
前9:00～午後5:00
未就学児無料･小中学生700円･一般1,500円･市内在住65歳以上
500円
7/1(木)～ホームページ
同所(港区藤前五丁目)☎302-6200 FAX302-6474
sunbeach-nikkougawa.com

対象

案内

問合

問合
HP

問合

料金

料金

料金

日時

事前予約が必要です!!
日時

日時

プールのオープン

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6 く ら し の ガ イ ド
 ７
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市科学館
南
な ん

部
ぶ

陽
よ う

一
い ち

郎
ろ う

生誕100年記念展
ノーベル物理学賞を受賞した南部博
士の生い立ちや偉業などの紹介

6/19(土)～27(日)までの開館
日､午前9:30～午後5:00(入館
は午後4:30まで)
入場無料(入館料金必要)
同館(中区栄二丁目)
☎201-4486(月曜・第3金曜日
休み)
FAX203-0788

問合

日時

料金

市博物館 常設展企画展示
｢平安の遺文 ～大須文庫の奇跡～｣

｢将門記残巻｣など古く平安時代から
伝来した重要文化財3点を展示

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(月曜日休み)
FAX853-3636

問合

日時

料金

東山動植物園 親子どうぶつ講座
生物多様性の大
切さや自然との
共生について楽
しく学ぶ。①｢ア
ジアゾウをもっ
と知ろう｣②｢カメ･カエル博士｣
③｢動物園のじゅうい｣

①②7/22(木･祝)③7/23(金･
祝)午後2:00～3:00
小中学生と保護者(2人1組)。抽
選で①③30組②15組
入園料必要
電子申請か往復はがき(1通1組
まで｡希望講座名･学年･保護者
氏名も記入)で同園
(〒464-0804千種区東山元町
3-70)☎782-2111(月曜日休
み) FAX782-2140
6/30(水)必着

申込

受付

日時

対象

料金

市科学館
生きている地球の記録

国際環境映像祭入賞作品上映会
7/18(日)午前10:00～午後4:09
抽選で120人
電子申請か往復はがき(1通5
人まで､年齢､中学生以下･高
大 生 ･ 大 人 の 人 数 も 記 入 ) で
同館(〒460-0008中区栄二
丁目17-1 )☎201-4486(月
曜･第3金曜日休み) 
FAX203-0788
7/3(土)必着

無料

受付

日時

申込
人数

東谷山フルーツパーク
講習会｢バナナペーパー作り(パイ
ンボードのおやつ付）｣

8/7(土)
午 後
2:00～
3:30
小 中 学
生 と 家
族(1組4人まで)。抽選で5組
1組1,200円
電子申請か往復はがきで同所
(〒463-0001守山区大字上志
段味字東谷2110)
☎736-3344(月曜日休み)
FAX736-2660
7/10(土)消印有効(電子申請は
6/20~)

受付

日時

申込
料金

対象
イーブルなごや公開講座
｢『いま』を読み解く コロナ禍が女
性に及ぼした影響とは?｣

手話通訳･要約筆記あり
7/3(土)午前10:30～正午
当日先着160人｡託児要予約
無料(託児は40円)
託児は6/26(土)まで
同所(中区大井町)
☎331-5288(第3木曜日休み) 
FAX322-9458
e-able-nagoya.jp

受付
問合

日時

HP

料金
人数

市精神保健福祉センター
依存症家族教室 

精神科医・臨床心理士による講話や
当事者・家族の体験談など

6/30（水）・7/16（金）・29（木）・8/11
（水）の全4回、午後2:00~4:00
市内在住か在勤（学）で、依存症
に悩む方の家族。先着25人
6/11（金）午前10:00~電話・
ファクス（年齢・依存症の方との
続柄・現在困っていることも記
入）か直接、同センター（中村区
名楽町）☎483-3022
FAX483-2029

申込

日時

対象

無料

難病治療中で子育てをしている
お母さんのつどい　

臨床心理士を交えて｢療養しながら
の子育て｣について語り合う

7/12(月)午前10:00～11:30
中保健センター(中区栄四丁目)
市内在住の難病治療中で子育て
中の女性｡10人程度
6/11(金)午前10:00～電話･
ファクスか直接､中保健セン
ター保健予防課☎265-2263
FAX265-2259

申込

日時
場所
対象

無料

イーブルなごや 女性のからだセミ
ナー｢妊活と夫婦関係を考える｣

6/22(火)午後2:00～4:00
女性｡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
6/21(月)まで
e-able-nagoya.jp

申込

受付
HP

日時

料金
対象

少年少女発明クラブ
★3次元設計教室(①初級･②中級)

①7/27（火）･28（水）か8/3
（ 火 ）･ 4（ 水 ）の 各 全 2 回 ②
7/26（月）･8/5（木）の全2回
午前9:30～午後4:30
シーアールイーエンジニア
育成センター(中区金山一丁
目)
中学生(②はC

キ ャ ド

AD経験者)｡
抽選で①各6人②6人

★中学生プログラミング教室
③8/11(水)･12(木)の全2回､
午後1:30～5:30
市立大学総合情報センター
(瑞穂区瑞穂町)
タイピング経験のある中学生｡
抽選で40人

3千円
①②6/23(水)③7/9(金)まで
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

受付

日時

場所

場所

日時

対象

対象

HP

料金

案内
配布

ぜんそく児のための音楽教室
①8/4（水）・18（水）②8/25（水）・
27（金）午前10:00~11:30
音楽プラザ(中区金山一丁目)
小児ぜんそくの小学①1~3年生
②4～6年生｡選考で各15人
電子申請･はがき･ファクスで
環境局公害保健課☎972-2690 
FAX972-4156
6/23(水)必着

無料

対象

日時

申込

場所

受付

小学生起業家たまご塾
経済カードゲームで楽
しく学ぶ金融･起業家
教育プログラム

7/4(日)午前10:15 
~午後0:15･午後
2 : 0 0 ~ 4 : 0 0 ､
7/18(日)午前
10:15~午後0:15･午後2:00 
~4:00
なごのキャンパス(西区那古野
二丁目)
市内在住か在学の小学4～6年
生｡抽選で各80人
6/22(火)午後5:00まで
ホームページ
経済局スタートアップ支援室
☎972-3046 FAX972-4135

日時

対象

場所

問合
案内
受付

無料

↑ホームページ
はこちら

東山動植物園夏休み特別講座
★動物コース…動

物園の飼育員と
獣医師の仕事に
ついて学ぶ

7/24(土)･7/25(日)①午
前10 :30～11 :30②午後
2:00～3:00
①小学3･4年生②小学5･6年
生｡抽選で各40人

★植物コース…昔の方法で植物を仲
間分けする

7/25(日)午前10:00～正午
小学3～6年生｡抽選で15人

入園料必要
電子申請か往復はがき(1通1人
まで｡希望日時･学年･保護者氏
名も記入)で同園(〒464-0804
千種区東山元町3-70)
☎782-2111(月曜日休み)
FAX782-2140
6/30(水)必着受付

日時

日時

対象

対象
料金
申込

鯱
こ

城
じょう

学園楽
ら く と う か ん

陶館 陶芸教室
①陶芸体験教室

7 / 2 0 ( 火 ) 午 前
10:00～正午

②夏休みこども陶芸教室
7/28(水)･8/4(水)･
1 8 ( 水 ) の 全 3 回 ､ 午 前
10:00～正午

市内在住の①50歳以上で陶芸
初心者②小学3年～中学生｡抽
選で①30人②40人
①2,250円②4,000円
往復はがき(①年齢②学年も記
入)で同館(〒465-0051名東区
社が丘三丁目1206)
☎･FAX701-7211
6/30(水)消印有効

対象

受付

申込

日時

日時

料金

防犯市民講座を開きませんか
特 殊 詐 欺 ･ 空 き
巣･自動車盗など
の被害を防ぐ方
法について､地域
安全指導員が会
場に出向き､30分～1時間程度の講
座を行う｡オンライン開催もあり

月曜～金曜日の午前10:00～午
後8:00､土曜･日曜日･祝休日の
午前10:00～午後4:00
市内在住か在勤(学)で10人以
上を集め､市内に会場を用意で
きる方｡オンラインの場合自宅
での参加も可(ただし､個人単位
での申し込み不可)
開催希望日の10日前まで
スポーツ市民局地域安全推進課
☎972-3128 FAX972-4823

対象

受付
問合

日時

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
 ８
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高齢者就業支援センター 講座･講習
①就業にも役立つ/は

じめてさわるパソ
コン

7/14(水)･
16(金)の全2
回､午前10:00～正午

②就業のためのプラスワン講習｢特
殊詐欺被害防止教室｣

7/16(金)午後1:30～3:00
③就職支援講習 介護職員初任者研修

7/20(火)～10/5(火)の全25回
①③市内在住で55歳以上の方
②市内在住か在勤で55歳以上
の訪問介護や家事援助などに
従事する方｡抽選で①10人②
15人③20人
①2,500円③5,500円
6/21(月)必着
同センター(昭和区御器所通)
☎842-4691 FAX842-4894

対象

受付
問合

日程

日時

日時

料金

無料

高齢者日常生活支援研修
介護保険の生活支援サービスの担い
手を育成

来年2月までのうち3日間
市内各所
市内在住か在勤の方｡各30人程度
500円
6/12(土)以降順次締め切り
区役所情報コーナー･福祉課､支
所区民福祉課･総合社会福祉会
館(北区清水四丁目)
なごや福祉ネット
☎918-7410 FAX918-7411
(健康福祉局介護保険課
☎972-3487 FAX972-4147)

対象

受付

問合

日程
場所

料金

案内
配布

音訳ボランティア養成講習
9/8(水)～来年3/9(水)の水曜
日(11/3･12/29･1/5･2/23
を除く)の全22回(11/24は予
備日)､午後1:30～3:30
名古屋ライトハウス情報文化
センター
パソコンの基本操作ができ､同
ボランティアとして5年程度活
動が可能な方｡選考で8人
教材費必要
はがき(年齢･受講の動機も記入)
で同センター(〒455-0013港
区港陽一丁目1-65)
☎654-4521 FAX654-4526
6/29(火)必着
健康福祉局障害企画課
☎972-2587 FAX951-3999

対象

受付

申込

問合

日時

場所

料金

ひきこもり講演会
｢ひきこもりとネット・ゲーム｣

7/3(土)午後1:30～4:00
中村文化小劇場(中村区中村町)
県医療療育総合センター中央病
院医師の吉

よ し

川
か わ

徹
とおる

さん
先着100人
6/11(金)午前8:45～電話かファ
クスでひきこもり地域支援セン
ター☎483-2077 FAX483-2029

無料

場所
講師

日時

申込
人数

市民企画運営講座｢なごやか市民
教室｣ボランティア講師の募集

持っている知識や技能を生かして各
区生涯学習センターで講座を行う

20歳以上の方｡選考で64人
6/21(月)必着
ホームページ
教育委員会生涯学習課分室
☎･FAX321-1579(祝休日･第3
木曜日休み)
www.suisin.city.nagoya.jp

受付
案内

対象

HP

問合

認知症介護家族支援プログラム 
受講生の募集

認知症介護の知識取得や仲間づくり
8月～来年1月の第2土曜日の全
6回
高齢者就業支援センター(昭和
区御器所通)
市内在住で認知症の方を介護し
ている家族｡選考で8人
7/2(金)消印有効
区役所福祉課･支所区民福祉
課､健康福祉局地域ケア推進課
☎972-2549 FAX955-3367

無料

場所

対象

日程

受付
案内
配布

動物愛護センターの催し
★施設見学会

①7/18(日)
②8/4(水)
午後2:00～
3:30
高 校 生 以
上の方｡抽選で各30人

★パピー教室
③7/25(日)④8/22(日)午後
1:30～3:00
市内在住で生後6カ月までの
子犬を同伴できる方(登録･
狂犬病予防注射･混合ワクチ
ン接種済みに限る)｡抽選で各
10組

電子申請か往復はがき(希望
日､③④は犬の種類･年齢･性別
も記入)で同センター
(〒464-0022千種区平和公園
二丁目106)☎762-1515 
FAX762-0423
① 7 / 4 ( 日 ) ② 7 / 2 1 ( 水 ) ③
7/11(日)④8/8(日)必着

対象

対象

申込

受付

日時

日時

無料

盲ろう者向け通訳･介助員養成講習
9/3(金)～12/17(金)の金曜
日･1/21(金)･2/25(金)の全18
回､午前10:00～午後3:00
あいち聴覚障害者センター(中
区三の丸一丁目)
手話か点字ができる方｡選考で
10人程度
教材費など必要
7/20(火)必着
あいち聴覚障害者センター
☎228-6660 FAX221-8663
(健康福祉局障害企画課
☎972-2587 FAX951-3999)

受付

日時

場所

対象

問合

料金

空き家活用支援
地 域 の 活 性 化 を
図 る た め 空 き 家
を 活 用 す る 場
合､改修費の3分
の2(上限100万円)を助成

空き家の所有者･賃借人
随時
スポーツ市民局地域振興課
☎972-3126 FAX972-4458

対象
受付
問合

消費生活センター
｢大豆から考えるS

エス

D
ディー

G
ジ ー

s
ズ

｣ 
豆から豆腐やおからを作りながら
SDGs(持続可能な開発目標)につい
て学ぶ

①6/23(水)②6/26(土)午前
9:30～正午
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)｡先着①12人②4組
6/15(火)①午前9:00～②午前
10:00～電話で同センター(中
区栄一丁目)
☎222-9679 FAX222-9678

申込

日時

対象

無料

なごや子育てフォーラム｢歌のお
兄さんと歌って踊ろう｣

オンライン開催
7/10(土)午前
10:00～正午
3～5歳の幼児
と保護者｡120
組
往復はがき(園名も記入)で幼児
教育研究協議会(〒460-8508
教育委員会指導室内)
☎972-3234 FAX972-4177
6/25(金)必着

無料

受付

日時

申込

対象

若年性認知症 本人･家族交流会
原則毎月第4
土 曜 日 午 後
1:30～3:30
総合社会福祉
会館(北区清
水四丁目)･高齢者就業支援セン
ター(昭和区御器所通)
初期の若年性認知症と診断され
た方と家族｡15組程度
実費負担あり
電話･ファクス･Eメールで認知
症相談支援センター
☎734-7079 FAX734-7199 

n-renkei@nagoya-shakyo.
or.jp
開催日前日の正午まで
健康福祉局地域ケア推進課
☎972-2549 FAX955-3367

対象

受付

申込

問合

日時

場所

料金

市内在住か在勤(学)で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)
①②6/14(月)③6/11(金)④6/14(月)午前8:45～電話で同セン
ター(昭和区御器所通)☎853-0099 FAX853-1682
詳しくは市ウェブサイト

対象

申込
人数

応急手当 検索

講習名 日　程 時間
救
命
入
門
コ
ー
ス

①（成人） 7/18（日）･8/28（土）･9/26（日） 午前10:00～
11:30

②(小児･乳
児） 7/17（土）･8/29（日）･9/25（土）

午前10:00～
11：30･午後
1:30～3：00

③普通救命Ⅰ
（成人）(★は
ウィメンズ
講習）

7/2（金）･6（火）･9（金）･12（月）･15（木）･
21（水）･27（火）･31（土）･8/2（月）･★6（金）･
10（火）･13（金）･16（月）･22（日）･23（月）･
31（火）･9/2（木）･7（火）･10（金）･11（土）･
13（月）･21（火）･24（金）･29（水）･30（木）

午前9:00～正
午

7/2（金）･6（火）･8（木）･12（月）･★15（木）･
19（月）･30（金）･31（土）･8/4（水）･6（金）･
10（火）･12（木）･16（月）･22（日）･26（木）･
31（火）･9/2（木）･7（火）･9（木）･★10（金）･
11（土）･21（火）･29（水）

午後1:30～
4：30

④普通救命Ⅲ
（小児･乳児）

7/1（木）･13（火）･8/4（水）･12（木）･
9/1（水）･9（木）

午前9:00～
正午

7/18（日）･28（水）･8/23（月）･28（土）･
9/24（金）･26（日）

午後1:30～
4：30

応急手当研修センター救命講習 無料

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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サマーとりっぷi
イ ン

n木
き

祖
そ

村
名古屋市の水源地である木祖村を訪
れ､ダム湖でのカヌー体験などを通
して水や森林の大切さなどを学ぶ

7/28(水)～1泊2日(4食付き)
長野県木曽郡木祖村(集合･解散
は名古屋市役所付近)
市内在住のひとり親家庭の小学
4～6年生｡抽選で20人
6/17(木)必着
県母子寡婦福祉連合会
☎915-8862 FAX915-8444
(上下水道局経営企画課
☎972-3615 FAX961-0276)

無料

対象

受付
問合

場所
日程

｢木曽川さんありがとう｣
参加者の募集

名古屋の水源の1
つ で あ る 味

み そ

噌 川
が わ

ダムの見学などを
通じて､水源地の
大切さを学ぶ

7/17(土)午前7:30～午後7:30
長野県木曽郡木祖村(集合･解散
は名古屋市役所)
市水道給水区域内にお住まいの
小学生以上の方(小中学生は保護
者同伴｡1組4人まで)｡抽選で40人
千円(昼食代)
ホームページか往復はがき(全
員の住所･年齢･学年・電話番
号も記入)で上下水道局広報
サービス課
☎972-3608 FAX972-3710
6/21(月)必着
www.water.city.nagoya.jp

対象

場所
日時

料金
申込

受付
HP

味噌川ダム

S
エスディージーズ

DGsオンラインセミナー
｢SDGs実践企業から学ぶ｣

地域･社会貢献､環境教育の取り組み
事例について学ぶ

6/25(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
6/22(火)まで受付

日時
申込

無料

なごや生物多様性
サマースクール　

野外での生き物
観察会や､学習
会･標本作成な
ど

① 7 / 2 3 
(金・祝)・24(土)・31(土)②8/1（日） 
・3（火）・4（水）・7（土）
小中学生｡抽選で各20人程度
①7/4(日)②7/18(日)必着
ホ ー ム ペ ー ジ ･ 区 役 所 情 報
コーナー･なごや生物多様性セ
ンター(天白区元八事五丁目)
☎700-7792 FAX839-1695
bdnagoya.jp

対象
受付

HP

日程

無料

案内
配布

エコパルなごや上映会｢ロラック
スおじさんの秘密の種｣

7/4(日)午前10:30～正午・午後
2:00~3:30
先着各50人
6/11(金)午前9：30～電話･
ファクス･Eメールで同所(中区
栄一丁目)☎223-1066(月曜日
休み) FAX223-4199

a2231066@kankyokyoku.
city.nagoya.lg.jp

対象
申込

日時
無料

藤前干潟ふれあい事業
～干潟体験～

干潟に入り､生き
物を観察して生
態を学ぶ

①7/22(木・
祝)午前9:30 
～正午②8/9(月･祝)正午～午
後2:30
藤前活動センター(港区藤前二
丁目)
小学4年生以上の方(小学生は
保護者同伴)｡抽選で各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
①7/10(土)②7/30(金)まで

対象

場所

申込

受付

日時

無料

めざせ!!水の環
わ

復活～学んでみよ
う､水のこと～ in 猪

い

高
た か

緑地
水循環についての説明と緑地内散策

7/1(木)午前9:30～正午
猪高緑地(名東区猪高町)
抽選で20人
電話･ファクス･Eメールで環境
局地域環境対策課☎972-2675 
FAX972-4155 

a2675@kankyokyoku.city.
nagoya.lg.jp
6/17(木)まで

人数
場所

申込

受付

日時

無料

環境デーなごや中央行事
ブース出展者の募集　

9/18(土)に久屋大通公園で環境を
テーマに行う同イベントへの出展

市民団体･事業者など
6/30(水)まで
ホームページ
同実行委員会(環境局環境企画課
内)☎972-2684 FAX972-4134
kankyoday.com/chuogyoji/

対象
受付

HP

問合

なごやSDGsグリーンパートナーズ
の募集

SDGs達成に向けた取り組みを積極
的に実施している事業所を｢登録エコ
事業所｣｢認定エコ事業所」｢認定優良
エコ事業所｣として登録･認定します｡

随時　　　　市ウェブサイト
環境局低炭素都市推進課
☎972-2693 FAX972-4134

案内受付
問合

木曽三川流域フォトコンテスト
木曽三川流域の魅
力を伝える写真を
募集｡入賞者には
同流域の特産品を
プレゼント! 

11/5(金)必着
ホームページ･
上下水道局経
営企画課
☎972-3615 
FAX961-0276
www.water.city.nagoya.jp/
kisosansen

受付

HP

要項
配布

なごや森づくり体験会
inなごや東山の森
～初夏のタケ刈りは楽チン!～

7/10(土)
午前10:00 
～正午(雨
天の場合､ 
7/24に延
期)
平和公園くらしの森(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20人
電子申請･はがき(年齢も記入)か
直接､みどりの協会(〒466-0064
昭和区鶴舞一丁目1-166)
☎731-8590 FAX731-0201
6/23(水)必着
緑政土木局緑地利活用課
☎972-2489 FAX972-4143

対象

受付
問合

場所

日時

申込

無料

サクラを枯らす外来種のカミキリ
ムシにご注意ください

サ ク ラ や ウ
メ､モモなど
に 寄 生 し て
枯 ら し て し
まう｢クビア
カ ツ ヤ カ ミ
キリ｣の被害が広がっています｡幼虫
が幹の中から出す大量の木くずを
見かけたら､なごや生物多様性セン
ターへご連絡ください｡

なごや生物多様性センター
☎831-8104 FAX839-1695

問合

幼虫が出す木くず

エコ･スタイル運動実施中!
市では省エネルギーの取り組みと
して､冷房時の室温は28℃を目安と
し､職員は軽装で勤務しています｡家
庭や職場でも涼しく快適に過ごせる
服装で省エネにご協力ください｡

環境局低炭素都市推進課
☎972-2662 FAX972-4134

問合

農薬の適正使用のお願い
農薬は､使用方法を
誤ると人への健康
被害や環境への悪
影響をもたらす場
合があります｡子ど
もや病気の方、体の弱い方への配慮
からも､次のことを守ってください｡
★病害虫や雑草の発生予防など､農薬

を使用しない方法を考えましょう｡
★農薬を使用する場合は､近隣に周

知し､飛散防止に努めましょう｡
緑政土木局都市農業課
☎972-2499 FAX972-4141

問合

令和2年度最優秀作品
『清流の滴り』

（長野県南木曽町柿其渓谷）

案内

申し込みは6/20(日)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

緑化施設の催し
↑こちらからアクセス

緑化センター
〒466-0064昭和区鶴舞一丁目1-168
☎733-8340(月曜･第3水曜日休み)
★鶴舞公園の樹

木観察会～夏
の樹木観察～
…7/4 (日)午
前10:00～正
午｡15人｡無料

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)
★ プリザーブドフ

ラワー教室～夏
ア レ ン ジ ～ …
7 / 1 3 ( 火 ) 午 前
10:00～正午｡20
人｡2,500円

庄内緑地グリーンプラザ
〒452-0818西区山田町大字上小田井字敷地3527
☎503-1010(月曜・第3水曜日休み)
★家庭菜園～楽し

く作ろう健康野
菜～…7/10(土)
午 後 1 : 3 0 ～
4:00｡27人｡無
料

農業センター d
で ら

elaふぁーむ
〒468-0021天白区天白町大字平針字黒石2872-3
☎801-5221(月曜日休み)
★家庭菜園教室｢キャ

ベツ､ブロッコリー､
カ リ フ ラ ワ ー ､ ニ
ン ジ ン の 作 り 方 ｣
… 7 / 2 4 ( 土 ) 午 後
1:30～3:30｡30人｡300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。

これって どうやって 捨てればいいの!?

【5月の答え】【今月の問題】

CD・DVD

6月は分別マナーアップ推進
月間です｡資源はごみと混ぜ
ずにリサイクル!

プラスチック製容器包装
(資源)

汚れたものはさっと
水洗いすればＯＫ!

答えは､翌月号に掲載します｡
ごみ分別アプリ｢さんあ～る」
でも答えを確認できます｡

環境局作業課☎972-2385 
FAX972-4133

問合

資源 ･ ごみ分別アプリ 検索

お弁当のトレー

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
❿
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保健センターなどの保健師の募集
7/4(日)　　　原則来年4月
昭和62年4月2日以降生まれの
同資格取得(見込み)者｡選考で
20人程度
6/18(金)消印有効
市ウェブサイト･保健センター･
健康福祉局職員課
☎972-2505 FAX972-4145

対象

受付

試験 採用

要項
配布

市立大学病院
医師事務作業補助者の募集

各種診断書の作成補助や電子カルテ
への代行入力などを行う

月曜～金曜日の午前8:30～午
後5:00
病院での医療事務経験者､診療
報酬請求事務能力認定資格か診
療報酬に関する資格をお持ちの
方｡選考で若干人
随時　　　　ホームページ
同病院医事課
☎858-7122 FAX858-7124
w3hosp.med.nagoya-cu.ac.jp

対象

HP

受付 案内
問合

勤務

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･楽器演奏など)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
☎972-4090 FAX972-4207)
jinzaibank-nagoya.jp

対象

HP

受付
問合

知的障害者を対象とした職員の募集
簡単なパソコン入
力､軽作業の事務
補助などを行う

8月中旬
来年4月
愛護(療育)手帳をお持ちで昭和
51年4月2日～平成16年4月1
日生まれの方｡選考で1人
7/16(金)消印有効
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･総務局人事課
☎972-2125 FAX972-4115

対象

受付

試験
採用

要項
配布

あおなみ線の駅名が変わります
来年春に､｢名古屋競馬場前｣駅を
｢港

こ う ほ く

北｣駅へ変更します｡
名古屋臨海高速鉄道
☎383-0960 FAX383-0956

問合

感震ブレーカー設置費の助成
大きな地震が起きたときに､電気を
自動的に遮断する器具で､地震時の
出火を大きく減らすことができま
す｡設置前の申請が必要です｡

市内の住宅に同器具を設置する方
来年1/31(月)まで
市ウェブサイト
防災危機管理局危機管理企画室
☎972-3523 FAX962-4030

受付
対象

案内
問合

災害用備蓄飲料水 ｢名水｣の販売
災害に備え､1人1日3L､3日分以上
の飲料水を備蓄しましょう｡1箱
490mL缶24本入り､賞味期限令和
12年10月

<上下水道局営業センターなど
での窓口販売>通年<配達販売> 
6/4(金)～来年3/16(水)
<窓口販売>1箱2,200円<配達
販売>1箱2,400円
※配達販売では高齢者のみの世

帯など災害時に配慮が必要と
なる世帯は100円割り引き

上下水道局お客さま受付セン
ター☎884-5

ゴ ク ゴ ク

959 FAX872-1296

期間

問合

料金

高濃度PCB使用変圧器・コンデン
サーの処理期限は3月31日です！

昭 和 2 8 ～ 4 7 年
(1953～1972年)
までに国内で製造
された変圧器･コ
ンデンサーには､
有 害 物 質 で あ る
PCB（ポリ塩化ビフェニル）が使用され
たものがあります｡高濃度PCB使用機
器を保有している方は､本市への届け
出を行い､処理期限(来年3/31)までに
適正に処理してください｡※感電の恐
れもあり大変危険ですので､確認作業
は必ず電気主任技術者などにご相談
ください｡

環境局廃棄物指導課
☎972-2392 FAX972-4132

問合

コンデンサー

感染症対策･予防・検査に関する
展示会｢感染症対策総合展｣

感染予防に活用可能な製
品などを事業者向けに
展示･紹介｡6/19(土)は
感染症をテーマとした
ショーも開催

6/17(木)～19(土)午前10:00 
～午後5:30
ポートメッセなごや(港区金城
ふ頭二丁目) 
入場無料
ホームページ
同実行委員会☎03-6273-0403
(観光文化交流局M

マ イ ス

ICE推進室
☎972-3185 FAX972-4201)

日時

場所

料金
案内
問合

↑ホームページ
はこちら

6月は食育月間です
健康のため
に 朝 ご 飯
を 欠 か さ
ず取り､食
事を楽しみ
ましょう｡
ホームページでは食育
に関するイベントやコ
ラムなどを掲載してい
ます｡また､食育に関す
る取り組みを行う｢なご
や食育応援隊｣や栄養成
分の表示などをお知らせする｢食育
推進協力店｣を紹介･募集しています｡

健康福祉局健康増進課
☎972-3078 FAX972-4152

問合

↑ホームページ
はこちら

雨水ますのふたの上の清掃に
ご協力をお願いします

雨水ますは
雨を下水管
に流すため
の入り口で
す｡ゴミや落
ち葉で詰ま
ると､浸水の原因となる恐れがありま
す｡雨水ますの上部はいつもきれいに
しておくようご協力をお願いします｡

上下水道局保全課
☎972-3742 FAX961-0304

問合

吹付けアスベストの対策補助
★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

ボランティアあそびっこの募集
友達との関わりが苦手な小中学生の
遊び相手として家庭訪問などを行う

1年以上登録可能な18～29歳(高
校生を除く)で7/2(金)･3(土)の
事前研修に参加できる方
電話か直接､西部児童相談所(中
川区小城町)
☎365-3278 FAX365-3281
6/25(金)まで

申込

受付

対象

国道23号通行ルール(名古屋南部地域)

なお、道路交通法により、大型貨物自動車などは
夜間（午後11:00～午前6:00）、最も中央寄りの
通行帯を通行しなくてはいけません。

沿道環境 ( 大気 ･ 騒音 ) 改善のため
大型車は中央寄り走行
にご協力をお願いします。

環境局大気環境対策課☎972-2682 FAX972-4155問合

みんなの健康と平穏な暮
らしを私たちの決意と実
践で守り抜きましょう

ＳＴＯＰ!コロナ差別

★住宅ローン控除の特例の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例(*1)が延長され､令和
3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象とな
りました｡なお､この特例の適用を受けるには､注文住宅は令和2年10
月1日から令和3年9月30日までの間に､分譲住宅などは令和2年12月
1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります｡
(*1)特例が適用されるのは､住宅の対価の額または費用の額に含

まれる消費税の税率が10％の場合に限ります｡
詳しくは市ウェブサイト 令和 4 年　税制改正 検索

問合 財政局市民税課☎ 972-2352 FAX972-4123

問合 金山市税事務所徴収課☎ 324-9803 FAX324-9825　詳しくは市ウェブサイト 軽自動車税 検索

★グリーン化特例による軽減措置(*3)の見直し
適用期限が令和3年3月31日から2年間延長され､最初の新規検査を令和5年3月31日までに受けた一定の車両に適用されることになりまし
た。また､令和3年4月以降に､新規検査を受けた自家用乗用車･軽貨物車については適用対象が電気自動車などに限定され､営業用乗用車につ
いても適用対象や燃費基準が変更されました｡
(*3)グリーン化特例による軽減措置とは､上記の期間内に最初の新規検査を受け､一定の環境性能を有する三輪および四輪以上の軽自動車につ
　 いて､新規検査を受けた日の属する年度の翌年度に限り税率を軽減する制度です｡

★退職所得課税の見直し
法人の役員等(*2)以外で勤続年数5年以下の方が､令和4年1月1日
以後に支払いを受ける退職手当等については､退職所得控除額を
控除した後の金額のうち､300万円を超える部分について､金額の
2分の1ではなく､全額を課税対象とします｡
(*2)法人役員､国会･地方議員および国家･地方公務員をいいます｡

1/21/2
退職所得控除額

退職手当等の金額
【改正前】

1/21/2
退職所得控除額

全額300万円を超える部分
300万円以下の部分

退職手当等の金額
【改正後】課税される退職所得金額

個人の市民税 ･県民税の主な税制改正

軽自動車税 ( 種別割 ) の主な税制改正

市 税 のおしらせ

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
⓫
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家具転倒防止技術研究会
参加者募集

大規模地震の発生に備え､家具転倒
防止について実技を通じて初心者の
方にも分かりやすく紹介

6/30(水)午後6:00～7:30
中消防署(中区栄一丁目)
市内在住か在勤(学)の方｡先着
30人
6/11(金)午前8:45～電話で消
防局消防課☎972-3543
FAX951-8463

対象
場所
日時

申込

無料

市図書館
第１ブロック市民説明会
千種、東、守山、
志段味、名東図
書館の施設整備
方針について

7/11(日)午前
10:30～正午
市教育館(東区泉一丁目)
市内在住の方｡抽選で80人
ホームページ
6/11(金)～25(金)必着
同館☎741-3133
FAX733-6337
www.library.city.nagoya.jp/
oshirase/index.html

対象
場所

日時

案内
受付
問合

HP

無料

後期高齢者医療
保険料お知らせセンター

納付期限を過ぎても保険料の納付が
確認できない方に対して､月曜～金曜
日(祝休日を除く)の午前10:00～午後
7:00､日曜日の午前10:00～午後4:00
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｡

健康福祉局医療福祉課
☎972-2573 FAX972-4148

問合

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

受付
対象

案内
配布

県優秀技能者被表彰候補者の募集
優れた技能を有し､後進の指導
や育成を通じて技術水準の向上
に貢献した､産業団体などに属
さない市内の事業所(自営業を
含む)に勤務する方｡選考あり
6/23(水)必着
経済局労働企画室
☎972-3146 FAX972-4129

受付
問合

対象

動物愛護週間 図画の募集
動物愛護と適正飼育に関する図画を
募集｡四つ切り画用紙を使用

市内在住か在勤(学)の方
裏面に住所･氏名(ふりがな)･電
話番号･年齢(学生の場合は学校
名･学年･保護者氏名)を記入し､
郵送か直接､保健センター･市保
健所食品衛生課(健康福祉局内)
☎972-2649 FAX955-6225
7/30(金)必着

申込

受付

対象

デザインを活用したい事業者の募集
デザインの専門家を派遣し､商品開
発などへの支援･アドバイスを行う

原則市内に事業所があり､1年
以上事業を継続している中小企
業｡選考で5社程度
負担金8万円(試作品などの製
作費は別途自己負担)
6/18(金)必着
経済局次世代産業振興課
☎972-2418 FAX972-4135

料金

受付
問合

対象

中小企業向けの情報
★事業資金の融資…従業員数･営業

実績などの要件あり
経済局中小企業振興課
☎735-2100 FAX735-2104
市信用保証協会☎212-3011
小規模事業金融公社
☎735-2123
FAX735-0400

★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

問合

問合名古屋で買おまい★
プレミアム商品券 参加店舗募集

8月下旬発売予定の同商品
券を利用できる店舗を募集

市内で小売業･サービ
ス業などを営む店舗
6/17（木）まで
ホームページ
同商品券参加店舗専用コールセ
ンター☎0570-000-792
FAX050-3737-0170
(経済局地域商業課☎972-3407
FAX972-4138)

案内
受付

問合

対象
↑ホームぺージ

はこちら

市有地の売り払い･貸し付け　
一般競争入札による(郵送での受け付
け)

7/30(金)開札
6/28(月)必着
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･財政局資産経営戦略室
☎972-2318 FAX972-4122

受付
日程

案内
配布

 無 料 相 談 窓 口 案 内 住まい･空き家
利活用の相談

住まいの相談コーナー(中区栄三丁目)
☎242-4555

★各種制度･相談窓口の案内など…午前10:00～午後7:00(木曜､第
2･4水曜日休み)

★税金､法律､登記･契約･相続､住宅取引､設計､リフォーム､分譲マン
ション管理､民間賃貸住宅入居に関する専門家による特別相談…相
談日はお問い合わせください。

※ファクスでのお問い合わせは住宅都市局住宅企画課972-4172

市セクシュアル･マイノリティ電話相談 相談専用電話 ☎321-5061
毎月第2金曜日の午後7:00～9:00｡対象は性的少数者(セクシュアル･マイ
ノリティ)の当事者や家族･友人など
※ファクスでのお問い合わせはスポーツ市民局男女平等参画推進室972-4206

労働相談 市民相談室(市役所西庁舎1階)☎972-3163 FAX972-3164
月曜～金曜日の午前9:00～11:45･午後1:00～3:45(祝休日休み)｡賃
金･解雇･労働災害などの相談｡専任の相談員が対応｡対象は市内在住
か在勤(学)の方

精神障害者
家族ピア相談

市精神障害者家族会連合会(天白区野並三丁目) 
☎842-8878 FAX846-5576

電話相談は火曜･土曜日の午前10:00～午後3:00(祝休日休み)｡面会相談(予
約制)は木曜日の午前10:00～午後3:00｡精神障害者の家族が同じような経験
を生かして対応｡対象は市内在住の精神障害者の家族

がんに関する相談 がん相談･情報サロン｢ピアネット｣(中区大須四丁目) 
☎243-0555 FAX 243-0556

火曜～土曜日の午前10:00～午後4:00(祝休日休み)｡がんの不安などの相談｡がん
治療体験者などの｢ピアサポーター｣が対応

ひきこもり相談 ひきこもり地域支援センター(中村区名楽町) 
☎483-2077 FAX483-2029

月曜～金曜日の午前8:45～午後5:15(祝休日休み)｡面接相談(予約制)｡対象は市内
在住のひきこもり状態にある方と家族

納付をお忘れなく
個人市民税 ･ 県民税 第 1 期分

納期限は 6 月 30 日 ( 水 )
納税は便利な口座振替で

詳しくは納付書をご覧ください｡

市政広報テレビ・ラジオ番組 ※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。 問合 市長室広報課 ☎ 972-3134 FAX 972-4126

テレビ番組 （字幕放送あり）　各番組 HP で、放送終了後に番組を視聴できます。　

名古屋市広報課
フェイスブック

www.facebook.com/nagoyakoho

Nagoya International Center
 websiteUseful 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

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 各番組 HP で、放送終了後に番組を視聴できます。　ラジオ広報

コアラが住む街なごや
6ch メ〜テレ 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）
市政情報を分かりやすくお伝えします。

放
送
予
定

6/13 子どもの権利相談室 なごもっか
6/20 市民生活を守る大規模下水工事
6/27 避難情報が変わります
7/4 熱中症を予防しよう！

HP nagoyatv.com/koala/

おもてなし隊なごや （出演：名古屋おもてなし武将隊）

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）

施設や行催事などを紹介します。

放
送
予
定

6/14 分別マナーアップ推進月間
6/21 農業センター
6/28 新型コロナウイルス感染症に備えて
7/5 なごや健康体操

HP nagoyatv.com/omotenashi2021/

NAGOYA CITY I LOVE NAGOYA!
ZIP-FM 77.8MHz 月曜・金曜日 午前10：00ごろ～

月曜日は｢BRUNCH STYLE｣内､金曜日は｢FRIDAY MUSIC PUZZLE｣内で放送
HP zip-fm.co.jp/blog/lovenagoya/

名古屋市だより
CBCラジオ 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～
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
HP hicbc.com/radio/Nagoya

AM 1053kHz
FM 93.7MHz

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 ⬆
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ら
区
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す
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