
↓「ぼくはきみのゲートキーパー」名古屋市いのちの支援広報キャラクター４こま漫画

名古屋市いのちの支援広報キャラクター「うさじ」「うさじじ」「うさばば」「ぴよ吉」   becco©

あなたの身近な人は悩みを抱えていませんか？  9/10（金）～16（木）は自殺予防週間

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 ※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や同感染症に関する一般的な相談は、受診・相談センター（コールセンター）にご連絡ください｡
     052-249-3703（24時間受付）   FAX052-265-2349   　  nagoya _ jyushinsoudan@medi-staf  fsup.com
■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関する一般的なお問い合わせは､厚生労働省電話相談窓口にご連絡ください｡
 　  0120-761770（午前9：00～午後9：00）   FAX03-3581-6251
■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。

☎

☎
❸
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令和3年（2021年） 9月号

●人口／2,327,954人
●世帯／1,125,357世帯
●面積／326.50km2

（令和3年8月1日現在）
9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

☎
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ゲートキーパーって何？ 悩んでいる人に声を掛け、皆で支えよう
  ゲートキーパーとは何ですか？ 
ゲートキーパーとは自殺予防の概念で、悩んでいる人
のサインに気付き、声を掛け、話を聴き、必要な支援に
つなげ見守る人のことです。「大切な人の心を支える
人、それがゲートキーパーです」と紹介しています。

↑愛知県臨床心理士会の
山内恵理子さん

今 月 の 特 集今 月 の 特 集

健康福祉局健康増進課　    972-2283  FAX 972-4152問合 ☎ 

あなた の 身 近 な 人 は
悩 み を抱えていませ ん か？

悩んでいる人は自ら悩みを話せず、孤独感がある
場合も少なくありません。温かい声掛けは安心感を
与え、悩みを相談して良いのだと思うきっかけにも
なります。まずは声掛けから始めてみましょう。

悩みを打ち明けられたときは、
「頑張れ」などの励ましの言葉を
かける方が良い？

悩みを打ち明けられたときは、
「頑張れ」などの励ましの言葉を
かける方が良い？

安易な励ましは相手を追い詰めてしまうこと
があります。相手の気持ちに寄り添った言葉
を掛けましょう。うなずきや相づちで真剣に
聴いている姿勢を伝え、相手の話を否定せず
気持ちをそのまま受け止めましょう。

悩みが深刻で自分だけで対応しきれないと
感じたら、専門の相談窓口に
相談するよう勧めた方が良い？

悩みが深刻で自分だけで対応しきれないと
感じたら、専門の相談窓口に
相談するよう勧めた方が良い？

悩みが大きく深刻であると感じたときは、専門の相談
窓口に相談するよう勧めましょう。本人が相談窓口を
探せないことや相談できないこともあるので、本人の
代わりに探したり、相談窓口に連絡したりするのも
良いでしょう。

●ゲートキーパー講座をｗｅｂで学べる！●ゲートキーパー講座をｗｅｂで学べる！

ウェブサイト「こころの絆創膏」では、
ゲートキーパーについて学べるほか、
人間関係・仕事・病気・家庭の悩みなど
の相談窓口や同じ悩みを抱えた人の
グループの情報を検索できます。

●ゲートキーパー養成のため研修講師を派遣！●ゲートキーパー養成のため研修講師を派遣！

まずは、気付き、声を掛けることから始めてみましょう。自分で対応することが難しいと
感じたら、専門機関にご相談ください。そして見守っていることを伝えましょう。

場合によっては本人の代わりに相談窓口を探して連絡を。

「少しは眠れている？」「疲れてない？」などの声掛けを。

「大変だったね」「よく頑張ったね」などの寄り添う言葉を。

はい
いいえ

はい
いいえ

はい
いいえ

9/10　～16　は
自殺予防週間

金 木

悩んでいる人は
そっとしておいてあげた方が良い？
悩んでいる人は
そっとしておいてあげた方が良い？

あなたの大切な人が

悩んでいる…？！ そんなとき、

あなたならどうしますか？

ゲートキーパーの役割について学び、

あなたも明日からゲートキーパーに!

対象
申込 

専門の相談窓口は

こちら→

名古屋市の令和2年の自殺者数は361人※で、前年と比べて56人増加しています。長引くコロナ禍の影響も
あり、あなたの周りで最近「ぼんやりしていることが多い」「口数が少なくなった」といった人はいませんか？
その人は、悩みや問題を抱えて一人でつらい思いをしているかもしれません。そこで、愛知県臨床心理士会
の山内恵理子さんに、ゲートキーパーのこと、悩んでいる人へのアプローチの仕方などを聞きました。

※厚生労働省人口動態統計・概数値

か

ウェブ

ばんそう こう

ばんそう こう

↑こころの絆創膏
はこちら

  悩んでいる人には、どうアプローチすれば　
　良いですか？
身近な人のいつもと違う様子に気付いたら、声を掛け、
話を聴きます。悩みを打ち明けるのはすごく勇気がいる
ことなので、「暑いねぇ」「疲れてない？」などのちょっと
した声掛けが糸口になります。悩みを打ち明けられた
時は、つらい気持ちを抱えながら今まで頑張ってきたの
かもしれないと思って耳を傾けてみてください。相手に
寄り添う気持ちが伝わるだけでも違います。

  寄り添うことの大切さを理解しました。他には？ 
必要な時は専門機関につなぐように働きかけます。
名古屋市にはウェブサイト「こころの絆創膏」や、分か
りやすいパンフレットがあり、解決に必要な窓口が紹介
されています。すぐに解決しないこともありますが、問題
がありながらもなんとかやっていけるところを見守ると
いうのも、必要な視点だと思います。

  最後に市民の皆さまにメッセージを
死を考えるほどの苦しみをどう乗り越えたかという調査
では、身近な人に話して受け止めてもらえたことと、スト
レス対処法を持っていることが役に立ったと言われて
います。特別なことじゃなくてもいいのです。普段から

「ちょっと手伝ってくれる？」「いいよ」といった支え合う
関係を作ることも大切ですね。

まとめ

（面接相談・予約制）こころの健康（夜間・土日）
予約受付専用電話    962-9002

（祝休日を除く毎日 午前9:00～午後8:00）

無料相談（面接相談・予約制）
☎

市精神保健福祉センターここらぼ
   483-2095

（月曜～金曜日 午前8:45～午後5:15）
☎

地域・会社で原則10人以上が参加するグループ（オンラインも可）
Ｅメール・電話・ファクスで健康福祉局健康増進課　
    972-2283   FAX 972-4152
　 a2283@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp　
☎

 ２
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ワクチン接種についてワクチン接種について無料

・事前予約が必要です｡  ・予約開始日は右表のとおりです｡
・同種類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｡

案 

内

市ウェブサイト
※実施日や会場などの
　情報を確認できます→

市ウェブサイト
※実施日や会場などの
　情報を確認できます→

案 

内

県ホームページ
※会場・無料シャトルバスなどの
　情報を確認できます→

ただし､都心部への流入抑制のため､都心部経　
由の料金が高い場合には､発着地が同じでも　
料金は同一ではありません｡

各医療機関へ直接予約してください
コロナワクチンナビ
※接種できる医療機関や
　予約方法を確認できます→

案 

内

ワクチン接種は強制ではなく、ご本人の
意思に基づき実施されるものです。職場
や周りの方などに接種を強制したり、接
種を受けていない方に差別的な扱いを
することのないようお願いします。

皆さまへのお願い

●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）を
　お持ちください。

当日の注意点

受 

付

受
付

案 

内

10月分の接種予約：
9/13(月) 午前9:00～

9月分の接種予約：
随時

随時

場
所

・ 名古屋空港ターミナルビル2階
　（西春日井郡豊山町）
・ 藤田医科大学（豊明市）
・ バンテリンドームナゴヤ
　（東区大幸南一丁目）

場 

所

・ パロマ瑞穂スタジアム（瑞穂区山下通）

名古屋高速 検索

新型コロナウイルス感染症により療養中でも投票ができます!新型コロナウイルス感染症により療養中でも投票ができます!
～特例郵便等投票制度が創設されました～

区選挙管理委員会(区役所総務課)、市選挙管理委員会　   972-3315  FAX 972-4180

名古屋高速お客様センター　    919-3200  FAX 919-3166問合

問合

対　象

手続きのイメージ

助成金額
案　内

新料金について名古屋高速からお知らせ新料金について名古屋高速からお知らせ新料金について名古屋高速からお知らせ新料金について名古屋高速からお知らせ

・ETC無線通行より料金が高くなる場合があります｡
・入り口ごとに最大距離が異なるため､往復で料金が異なります｡
・名二環などへ乗り継いだり､途中で降りた際の払戻しはありません｡

12/26（日）まで（予定）
最大1万円
ホームページ

詳しくは
※割り引きが適用され､後日料金が調整される場合､ETC車載器など
　から通知される料金は実際の請求金額とは異なる場合があります｡

豊山南入口 Bルートの料金を
Aルートの料金に
引き下げます伊勢湾岸道 豊田南IC 

名二環 本郷IC

東名阪 蟹江IC 

1,560円
1,580円

A B

Cルートの料金は
引き下げません

1,390円
1,060円

C D

請求書（署名必要）･外出自粛要請などの書面（保健センター
などから交付されていない場合は不要）

う かい
・都心部(名二環の内側)の渋滞を避け､名二環などに迂回しても料金は同一です｡

〈例〉

〈例〉

感染拡大防止のため､請求書や投票用紙へ記入する際は､
手指を消毒しマスクや手袋を着用してください｡
書類の郵便ポストへの投函は、外出自粛要請
を受けていない方へ依頼してください。

・

・

・12歳～22歳の基礎疾患などの
  ない方

予約開始日対　象
・23歳以上の方
・１２歳～22歳の基礎疾患などの
  ある方

既に予約可能

感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受け
た方(濃厚接触者を除く)

【インターネット】

【電話】

集団接種予約サイト→

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
午前9:00～午後5:30

※ファクス・Eメールでの接種予約はでき
ません。

※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。

クーポン券に関する最新情報はこちら→

請求に必要な様式のダウンロードはこちら→

ホームページは
こちら→

区
の
選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
人

投票日４日前必着、公示・告示日前も可

市 政 ト ピ ッ ク ス

受　付

受　付

同封物

投票日当日必着

■予約方法

※各入り口から利用できる最大距離の料金へ
現金やETCカード手渡しで利用の方

医療機関での
個別接種
医療機関での
個別接種

3

大規模会場での
集団接種

大規模会場での
集団接種

区役所などでの
集団接種

区役所などでの
集団接種

中京圏ETC/ETC2.0車載器
購入助成キャンペーン実施中！

ETC無線通行で利用の方　

5/1に
改定した

※利用距離に応じた料金へ

期　間

・ETC

※空きがあれば受け付け可

※空きがあれば受け付け可

随時 ※空きがあれば受け付け可受
付

2

1

豊山南入口

清洲JCT清洲JCT

名古屋南JCT名古屋南JCT

東名阪東名阪

名二環名二環

名古屋IC名古屋IC

名古屋西
JCT
名古屋西
JCT 名古屋高速名古屋高速

AA

DD

CC

BB

本郷IC

豊田南IC

蟹江IC

高針JCT高針JCT

※料金は普通車の場合

楠JCT楠JCT

上社JCT上社JCT

☎

集団接種におけるお願い
●公共交通機関でお越しください。
●集団接種( 　    )予約後に､個別接種（　)
　の予約を入れた方は､必ずいずれかの
　予約をキャンセルしてください｡
　集団接種予約キャンセル等専用電話
　　 228-7874
 （毎日午前9:00～午後5:30）
●会場への直接のお問い合わせは、ご遠
　慮ください。

②③ ①

　　…9/6(月)
　……既に予約可能
①③
②

　投票用紙などを請求❶

   投票用紙などが郵送で届く❷
   自宅や宿泊施設などで､投票用紙に候補者名を記入し､
　投票用封筒に入れた後､封筒の表面に署名
   投票用紙などを郵送

❸

❹

申

　込

　方

　法

 ３
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市の財政の内訳を
見てみましょう！

増えている扶助費とは生活保護費や高齢者・子ども・障害の
ある方などへの支援に要する経費のことです。市税の伸びが
期待できない中、利用者の増加などにより、扶助費は今後も
増加が見込まれ、本市の財政状況は厳しい状況が続くと考え
られます。そのため、引き続き行財政改革に取り組み、必要な
財源を確保していきます。

5つの柱からなる戦略を策定し、スポーツにより地
域の活性化や都市ブランドの向上を推進します。タイで人気の競

技。編んだボール
を足や膝で相手
のコートに返し合
うバレーボールに
似た競技。

名古屋市は、スポーツの人を惹き付ける力・熱中
させる力を活かし、明るい未来を作ります。

アジア競技大会は4年に一度開催されるアジア最大のスポーツの祭典で、アジアの
恒久平和に寄与したいとの願いを込め、1951年（昭和26年）に第1回大会がインド
のニューデリーで開催されました。

パリオリンピックの実施競技に加え、アジア特有の競技など約40競技が実施され
ます！例えば、過去の大会ではこういった競技が実施されています。

５ Years To Go ！
イ ヤ ー ズ 　   ト ゥ 　   ゴ ー

第20回 アジア競技大会
(2026/愛知・名古屋）

財政局財政課　
☎ 972-2306  FAX 972-4120

問合

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

問合総務局アジア競技大会推進室　☎ 972-2231  FAX 972-4205問合

①市税収入と義務的経費の推移（一般会計予算）

※平成29年度から、県が負担していた義務教育などにかかる教職員の給与を市が負担することになり、
　人件費が増えています。
※平成30年度以降の市税収入には上記に伴う税源移譲を含んでいます。
※令和2年度から、会計年度任用職員制度を導入することになり、人件費にはその金額を含んでいます。

※（　　）内は県が負担していた義務教育などにかかる教職員の給与を除いた金額です。

予算について詳しくは冊子「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。 予算のあらまし　名古屋市 検索

当初予算264億円に加え、新たに140億円を補正予算で計上しました。140億円のうち、主な事業は以下のとおりです。

名古屋市の財政事情
②義務的経費の内訳（一般会計予算）

0

2,000
3,000
4,000
5,000
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1,000

9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
（億円）

令和3年令和元年平成29年平成27年平成25年平成23年

扶助費
（福祉・医療など）

生活保護費
主
な
も
の

障害福祉サービス
にかかる経費

民間保育所の運営
にかかる経費
人件費

（職員の人件費）
公債費

（市債の返済）

合　計

平成23年度 令和３年度

△36億円

+464億円

+368億円

+981億円
（△12億円）

+1,869億円
（+876億円）

△104億円

2,525億円

863億円

296億円

241億円

1,755億円

1,397億円

5,677億円

3,517億円

827億円

760億円

609億円

1,293億円

区　分

新型コロナウイルス
感 染 症 対 策

ワクチン接種を実施するため、必要な費用を増額

低所得の子育て世帯の支援として、児童扶養手当受給世帯
などに、児童１人につき５万円を支給

42億3,000万円子育て世帯生活支援特別給付金の支給

高齢者施設などにおける新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、
施設の従事者に対し、週１回程度のＰＣＲ検査などを実施

12億5,400万円高齢者施設などの従事者へのPCR検査など

パロマ瑞穂スタジアムなどにおいて集団接種を実施するための会場運営費
10億6,800万円新型コロナウイルスワクチン大規模集団接種会場運営費

新型コロナウイルスワクチン接種事業 66億2,200万円

（義務的経費） 公債費 人件費 扶助費 市税 一般会計

13,194
12,499

11,712
10,72310,25910,499

7,5467,5467,1837,1836,9036,903
5,9005,9005,6765,6765,6775,677 5,5915,945

5,1115,0014,8804,872
3,5173,2282,9882,8862,5942,525
2,7362,6702,6281,6751,6881,755

1,2931,2851,2871,3391,3941,397

2,736億円
（1,743億円）

7,546億円
（6,553億円）

+992億円

アジア競技大会って？

アジア競技大会ではどんな競技が実施されるの？

スポーツで名古屋の未来を照らす

❶名古屋市スポーツ戦略

スポーツコミッションとは、自治体・スポーツ団体・
民間企業などが一体となり、スポーツによるまちづ
くり・地域活性化を目指す組織のことです。大規模
大会の誘致・開催支援やスポーツと文化・観光を掛
け合わせた魅力づくりによって、名古屋市スポーツ
戦略の推進を目指します。

❷名古屋スポーツコミッションを立ち上げます

選手村

メイン会場

大会期間

４５の国と地域から選手・チーム役員が最大1万5千人参加します！

何カ国から、何人くらいの選手が参加するの？

セパタクロー
中国で盛んな競
技。相手と格闘し
て勝負を決めるも
のと一定の動作の
形を採点するもの
がある。

武術太極拳

2026（令和8）年
9/19（土）～10/4（日）【16日間】

名古屋市瑞穂公園陸上競技場
（瑞穂区山下通5-1）

メイン選手村を名古屋競馬場跡地
（港区泰明町1-1）に整備

トップアスリートの熱戦を間近で見られるチャンスがやってくる！
大会開催に向けた取り組みは、
市公式noteでも紹介しています→

ノート

国際的なスポーツの祭典が名古屋に！ 大 会 概 要

©2018INASGOC ©2018INASGOC

増えている義務的経費とは、職員などの人件費、生活保護や
保育所の運営などのための扶助費、公共施設を建設すると
きなどの市債を返済するための公債費のことです。支出が
義務付けられているため、削減が難しい経費です。

など

ひ

い
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最近、「恋人ができた！」とウキウキしているあの人は、異性ではなく、同性
の恋人ができたのかもしれないです。もしも親しい人に恋愛の質問を
したいと思った時は「彼氏（彼女）できた？」ではなく、「好きな人いる？」

「恋人できた？」と聞いてくれると嬉しいです。もちろん恋愛を
しない人もいます。LGBTQの人が身近にいるかもしれない
と思うことで出てくる言葉も違ってくると思います。

LGBTなどの当事者の多くの方にとって､そのことを周りに言え
ない理由の一つは､周囲の理解が十分ではないことへの不安が
大きいことだと考えられます｡皆さん一人一人が性の多様性に
ついて正しい理解を深め､差別や偏見がなくなるよう､社会全体
で取り組んでいきましょう｡

詳細は
市ウェブ
サイト→

※★印の頭数が等しくないのは､収容中に死亡した動物や
翌年度も引き続き収容している動物などもいるためです｡

LGBTとは、レズビアン（女性の同性愛者）・ゲイ（男性の同性愛者）・バイセクシュアル（両性愛者）・トランスジェンダー
（こころの性とからだの性との不一致）の頭文字でセクシュアル・マイノリティの総称のひとつです。本市ではセクシュアル・
マイノリティへの理解促進や相談に関する取り組みを進めています。

↑市公式note
はこちら

動画
「ペット、オーライ？」の
視聴はこちら↓

はらおか

自分の身体を人に見られたくないのは多くの人が思春期に感じる
かと思いますが、自分の身体を見ること自体が苦痛でした｡中学生
になると､制服を着ることに耐え切れず不登校に｡先生には理解し
てもらえるはずがないと思い、誰にも言えませんでした｡
親にカミングアウトをして以来10年間拒絶され､人生を
諦めようと何度も思っていました｡今では仲の良い親子
ですが､大切な人に理解されないのはしんどかったです｡

学校や行政などを中心に､トランス
ジェンダーとして自身の体験談を話す
活動などをしています｡

原岡 貴毅さん

親にカミングアウトして以来
10年間拒絶

LGBTQ※当事者で作られたアイドルグループ 
NSM＋として10年間活動｡現在もイベントでの
パフォーマンスなどを通じてLGBTQは身近な
存在だと伝えています。

樹梨杏さん

声をかけるなら
「好きな人いる？」「恋人できた？」

※Q(クエスチョニング) : 性自認･性的指向がはっきりしていない人

たか き ジュ リ アン

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

名古屋市セクシュアル・マイノリティ電話相談

３２１-５０６１相談窓口

講 演 会

第2金曜日 午後7:00～9:00日時

「性の多様性から考える
　誰もが過ごしやすい社会とは」

9/21（火）～YouTubeで配信予定

最後の読者向けメッセージ

 人 と ペット の共生するまち

動物愛護センターには、飼い主が飼えなくなった犬･猫、迷子になった犬､自分では生きていけない子猫､
路上で怪我をして動けない犬･猫などが収容されています。名古屋市は、こうした犬・猫がいない未来を目指しています。

｢家族で考えよう、人もペットも幸せな暮らし｣をテーマとした動物クイズなど
 今年はWebで開催します。

元の飼い主さんのところへ帰る
新しい飼い主さんのところへ行く
殺処分される

63頭
897頭

63頭

計1,023★
頭

飼うなら最期まで　

特設サイトは
こちら→日 時 9/6(月) 午前10:00～10/4(月) 午後6:00

問 合 健康福祉局食品衛生課  ☎972‐2649  FAX 955‐6225

令和2年度､名古屋市動物愛護センターでは 1,235★頭 の犬猫を保護しました。

動物愛護センターで引き取られた動物が､
その後どうなるか知っていますか?

最期まで責任を持って飼えるのか､飼う前によく考えてみてください｡

□ 毎日、きちんと世話ができますか？

□ きちんとしつけができますか？

□ 飼うためにいくら必要か分かりますか？
    →犬は年間に約30万円、
       猫は年間に約16万円かかります。

□ 犬や猫の寿命を知っていますか？
   →犬の平均寿命は約14歳、
      猫は約15歳です｡

□ もしもあなたが飼えなくなった時に、
    代わりに世話をしてくれる人はいますか？

ペット、オーライ？ペット、オーライ？ペット、オーライ？ペット、オーライ？

（令和2年度）

動物フェスティバル2021
なごや

動物フェスティバル2021
なごや

動物フェスティバル2021
なごや

エヌエスエムプラス

ユーチューブ

※犬の殺処分は0

↑市公式note
はこちら

9/20 26（月・祝） （日）～ は
動物愛護週間

名古屋市公式noteでは、原岡さん・樹梨杏さんのコメント全文を紹介しています。

家族として迎えたペットと最期まで幸
せに暮らすために､ペットを飼う前に
正しい知識を身につけることが重要
です｡
以下の項目をチェックしてみましょう。

日程

ノート

市 政 ト ピ ッ ク ス
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新型コロナウイルス感染症の影響について
掲載されているイベントや行事などについては、中止や内容変更となる場合がありますので､あらかじめご了承ください。

最新情報は各問い合わせ先へご確認いただくか、市ウェブサイトをご覧ください。

感染防止対策協力金(営業時間短縮要請枠)
厳重警戒措置期間(7/12～8/7)、まん延防止等重点措置期間
(8/8～31)に以下の要件を満たす飲食店などの運営事業者
･ 県の要請を受け､営業時間短縮(終日休業含む)を実施

※まん延防止等重点措置期間は､酒類の提供は禁止
・ 業種別ガイドラインの順守､カラオケ設備の利用自粛
・ 県の｢ニューあいちスタンダード(あいスタ)｣の認証を受け､

認証ステッカーを掲示､または県の｢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など

ホームページ
県民相談総合窓口
☎954-7453（毎日午前9:00～午後5:00） FAX954-6923

※受付期間や交付要件・交付金額などの詳細はホームページをご
覧ください。また、要請内容の変更により､期間などが変更にな
る場合があります｡

※上記以外の協力金については､ホームページをご覧
　ください｡

対象

問合
案内

ホームページはこちら→

住宅支援資金の貸し付け
家賃実費相当額(上限4万円)を12カ
月分貸し付け

原則､児童扶養手当を受給し､母
子･父子自立支援プログラムの
策定を受けている方
随時
県母子寡婦福祉連合会
☎915-8862 FAX915-8444

（子ども青少年局子ども未来企画室
☎972-2522 FAX972-4204）

対象

受付
問合

認知症高齢者グループホーム
居住費の助成対象者を拡大します

10月利用分から､市民税非課税世帯
で､本人の年金収入(非課税年金を含
む)などが80万円を超える方(預貯
金などの要件あり)にも､申請により
月額1万円を上限に家賃･光熱水費
を助成します｡

区役所福祉課･支所区民福祉課問合

お薬手帳を携帯しましょう
災害時にお薬手帳があると､カルテや
薬歴が失われた場合でも､記載情報を
基に薬の選択をスムーズに行うこと
ができます｡普段からお薬手帳を活用
し､携帯するようにしましょう｡

健康福祉局環境薬務課
☎972-2651 FAX972-4153

問合

高齢の方がいる世帯へ
エアコン設置費用を助成しています

助成上限は7万1千円｡
購入前の申請が必要｡
修理費用も対象｡1世
帯1回限り

市内在住で､昭和32年4月1日以
前生まれの､市民税非課税世帯･
生活保護受給世帯などでエアコ
ンを1台も有していない（故障に
より使用できるエアコンが一台
もない場合も含む）世帯
9/30(木)まで
区役所福祉課･支所区民福祉課

対象

受付
問合

ショッピングモール健診の
お知らせ

毎日のお買い物のついでに健診を受
けることができます｡がん検診も同
時に受診可能

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で受
診券をお持ちの方(がん検診は､
市内在住で職場などで受診する
機会のない方)
無料(がん検診は1項目500円･
減免制度あり)
健康福祉局保険年金課
☎972-2567 FAX972-4148

対象

問合

料金

敬老金の贈呈
大正11年生まれの方に3万円､昭和
9年生まれの方に3千円を贈呈しま
す｡9/16(木)以降に郵送で届く口座
振込依頼書に必要事項を記入の上､
返送してください｡

市敬老金コールセンター(9/16
開設)☎766-6688
FAX955-3367

問合

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70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
10/1(金)～15(金)必着(申し込
み後､11/5までに主治医意見書
の提出必要)

対象
期間

受付

料金

申込

中学生の学習支援事業
参加者の募集

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(所得
要件あり)･生活保護世帯などの
中学生｡抽選で各会場12人
9/13(月)～12/27(月)
子どもの縁の下サポーター
☎753-3741 FAX753-3742
(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

ぜんそく児の
保護者のつどい

z
ズ ー ム

oomによるオンライン配信で専門
家による講義･困りごとの相談など

①12/12(日)②12/18(土)午後
2:00～4:00
①小学生②未就学で小児ぜんそ
く児の保護者｡抽選で各15人
9/22(水)まで
市ウェブサイト
環境局公害保健課
☎972-2690 FAX972-4156

無料

対象

受付

日時

問合
案内

高等学校就学支援の各種制度
①市奨学金の給付…

経済的理由で修学
が困難な方に国公
立6万円･私立7万2
千円(年額)を支給

市内在住､県内
の高校に在籍､保護者が市民
税所得割非課税(生活保護受
給者を除く)などを満たす方｡
選考で3,030人

②高校入学準備金の貸し付け…経済
的理由で修学が困難な方に30万
円を貸し付け｡選考で280人

市内在住で県内の高校へ進学
予定で所得要件を満たす方

①学校により異なる②9/30(木)
まで
在籍する学校･教育委員会学事課
☎972-3385 FAX972-4175

対象

対象

受付

問合

私立高校授業料の補助
市内在住で県内の私立高校に通
学し､県が独自に実施する授業
料軽減の対象範囲外の方(所得
要件あり)
各私立高校･教育委員会学事課
☎972-3219 FAX972-4175

対象

問合

就学援助制度
学用品費･給食費などを
援助

市内国公立小中学
校の児童生徒の保
護者で所得要件な
どを満たす方
在籍する学校へ申請書と証明書
類を提出
在籍する学校･教育委員会学事課
☎972-3217 FAX972-4175

対象

問合

申込

市立幼稚園 園児の募集
入園は来年4月｡預かり保育も実施｡
弁当持参週3回程度､その他は園が
用意する会食｡保護者の送迎が必要｡
※比良西幼稚園(西区清里町)の募集

は行いません｡
平成29年4月2日～平成31年4月
1日生まれの方
10月上旬

9月上旬～各市立幼稚園
各市立幼稚園･教育委員会教職員
課☎972-3243 FAX972-4177

対象

受付

問合
要項配布

私立幼稚園 園児の募集
入園日･教育内容は園に
より異なる

10/1(金)～
ホームページ
各私立幼稚園
(教育委員会学事課
☎972-3219 FAX972-4175)

受付

問合
案内 ↑ホームページ

はこちら

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…
　市ウェブサイト

■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、9月1日(水)
　からです。

■広報なごや9月号には…
　記事の内容(開催日･申込期限など)が原則
　9月11日(土)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)
新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場などとして使用されるため､駐車場の
混雑が予想されます。ご来庁の際は、公共交通機関でお越しください。

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

2021/9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
24/31 25 26 27 28 29 30

2021/10月

電子申請サービス 検索

 ６
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申し込みは9/20(月･祝)まで(消印
有効)に電子申請・往復はがき(1通で
1人1講座まで｡催し名･希望日時と
対象が中学生以下の講座は学年も記
入)で各施設へ｡抽選

緑化施設の催し

※この他にもさまざまな講座があり
ます｡詳しくは各施設へお問い合
わせください。

　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

【8月号の答え】
不燃ごみ

アルカリ･マンガン乾電池

乾電池以外のリチウ
ム電池などは捨て方
が違うので注意！

これってどうやって捨てればいいの!?

【今月号の問題】

大きさが30センチメートル角
以上の電子レンジ･オーブン

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)
★ ハロウィンアレンジ[実技]…

10/17(日)午後1:30～4:00｡24人｡
2,000円

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)
★クリスマスリースをつくろう…

10/2(土)午後1:30～3:30｡30人｡
2,500円

荒子川公園ガーデンプラザ
〒455-0055 港区品川町2-1-1
☎384-8787(月曜・第3水曜日休み)
★ 庭 木 の 松 の 手 入 れ 

秋(実技)…10/2(土)
午後1:30～4:00｡30
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）
★フラワーアレンジメント教室～秋

の暖かなオレンジの花たちと実
ものアレンジ～…10/9(土)午後
1:30～3:30｡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）
★ 花 木 を 使 っ た 苔

こ け

玉 づ く り …
10/16(土)午前10:00～正午｡27人｡
2,000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(おみやげ付き)…10/10(日)･30(土)
午前10:00～11:00｡小学生と保護者
(1組4人まで)｡各11組｡1組500円

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問い合
わせ先へご連絡ください｡

皆さまのご意見を
お寄せください

皆さまの
意見を市政に

パブリックコメント

①健康増進事業に関する事務 全項目評価書 重要な変更に伴う再評価(案)
②子どものための教育･保育給付(保育園入所)に関する事務
　全項目評価書 再評価(案)
個人番号(マイナンバー)を含む個人情報の管理方法について､情報漏えい
などのリスクを分析･軽減する措置をまとめた評価書を策定しました。

9/17(金)まで
①健康福祉局健康増進課☎972-2637 FAX972-4152
　 a2637@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
②子ども青少年局保育企画室☎972-3028 FAX972-4146
　 a2528@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

問合
配布 ･ 募集期間

木曽三川スポGOMI大会 i
イ ン

n下呂
チームで制限時間内にごみを拾い､
ごみの量と質でポイントを競う

11/7(日)
下呂温泉街周辺など｡集合は幸田
しらさぎ緑地公園(岐阜県下呂市)
愛知･岐阜･三重･長野県在住の
方(1チーム3～5人｡うち1人以
上は20歳以上)｡抽選で100人
参加費無料(交通費は自己負担)
10/8(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

対象

受付

問合

場所
日程

料金

案内

HP

水源地探検隊(オンライン)
市水源地(岐阜県揖

い

斐
び

郡揖斐川町)の
自然の豊かさや水源地保全の大切さ
を学ぶ｡11月上旬に体験活動キット
(水源林の苗木づくり･バードコール
づくり)を送付予定

市水道給水区域内にお住まいの
小学生｡抽選で60人
ホームページか往復はがき(学
年･保護者の連絡先も記入)で上
下水道局水道計画課
☎972-3655 FAX961-0314
9/30(木)必着
www.water.city.nagoya.jp

無料

対象

受付

申込

HP
なごや森づくり体験会i

イ ン

n相生山緑地
～森の手入れをしよう～

9/25(土)午前10:00～正午(雨
天の場合､10/2に延期)
相生山緑地(天白区天白町)
小学4年生以上の方(小学生は
保護者同伴)｡抽選で20人
電子申請かはがき(年齢も記入)
でみどりの協会(〒466-0064
昭和区鶴舞一丁目1-166)
☎731-8590 FAX731-0201
9/17(金)必着
緑政土木局緑地利活用課
☎972-2489 FAX972-4143

無料

対象

受付
問合

場所

日時

申込

｢木曽川さんありがとう｣
参加者の募集

市の水源の1つである味
み

噌
そ

川
が わ

ダムの
見学や水木沢天然林散策などを通じ
て､水源地の大切さを学ぶ

10/23(土)午前7:30～午後7:30
長野県木曽郡木

き

祖
そ

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
9/21(火)必着
www.water.city.nagoya.jp

対象

受付

場所
日時

料金
申込

HP

味噌川ダム

収穫体験
★カキの部

11/6（土）・7（日）
①天白区梅が丘農園
②天白区池見農園

★サツマイモ・秋冬野菜の部
10/30（土）・31（日）・11/6（土）・
7（日）のうち1日
③中川区大当郎農園

市内在住か在勤（学）の方。抽選
で①各10組②40組③50組
1組①②千円③4千円
往復はがき（1組1通まで。農園・
①は希望日も記入）で株式会社
H

ホ ー プ

OPE（〒460-0003中区錦一
丁目17-13名興中駒ビル4階）
9/20（月・祝）消印有効
緑政土木局都市農業課
☎972-4071 FAX972-4141

対象

受付
問合

場所

場所

日程

日程

料金
申込

ゆとりーとライン20周年記念 秋の
ウォーキング｢すいどうみち緑道から
庄内川･白沢渓谷･小幡緑地へ｣

ゆとりーとライン｢守山｣駅発～ゆ
とりーとライン｢小幡緑地｣駅着の
コース(約6㎞)｡ゴールした方先着400
人に完歩賞(20周年ピンバッジ)あり

9/26(日)午前9:00～10:30受け
付け｡雨天決行(荒天中止)
不要
ホームページ
名古屋ガイドウェイバス
☎758-5620 FAX758-5621
guideway.co.jp

無料

問合

日時

申込

HP

案内

おんたけ休暇村
｢油

あぶら

木
ぎ

美
び

林
り ん

こもれびの滝と滝越地区
&
アンド

自然湖スケッチ撮影ツアー｣
10/17(日)～1泊2日(3食付き)
18歳以上の方(高校生を除く)｡
先着15人
1万6千円
9/11(土)午前10:00～
同所(長野県木曽郡王滝村)
☎0264-48-2111
FAX0264-48-2874

対象

受付
問合

日程

料金

エコパルなごやの催し
① 木 の 実 な ど を 使 っ た ツ リ ー ･

リースづくり
10/17（日）・11/28（日）・12/5（日）

〈ツリー〉午後1:30～2:15
〈リース〉午後2:30～3:15

②干潟(ヨシ原)の人気者 カニと
トビハゼに会おう!

10/17（日）午前9:30～正午
小学生以上の方（小学生は保護
者同伴）。①先着で各20人②抽選
で20人
①500円
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
①9/11（土）午前9:30～②
10/3（日）まで

対象

受付

日時

日時

料金
申込

無料

見て診て発見!樹木医と診る
｢鶴舞公園｣樹木ツアー

樹木の健康状態や必要な治療などにつ
いて学びながら、樹木の役割を考える

10/30(土)午前9:00～正午･午後
1:00～4:00
同園(昭和区鶴舞一丁目)
市内在住か在勤(学)の方(小学生以
下は保護者同伴)｡抽選で各30人
電子申請か往復はがきで緑政土
木局緑地利活用課☎972-2492
FAX972-4143
9/29(水)必着

対象

受付

場所

日時

申込

無料

野鳥観察館 秋の野鳥イベント
藤前干潟のシギ･チドリを見よう

①野鳥観察会 
9/19(日)午前10:00～正午
抽選で20人

②野鳥のおはなし 
9/19(日)午後1:30～2:30
抽選で15人

③野鳥ミニ講座｢鳥のミニリースを
作ろう!｣

9/20(月･祝)午後1:00～3:00
当日先着30人
500円

①②電話･ファクス･Eメールで
同館(港区野跡四丁目)
☎･FAX381-0160（月曜、ただし
祝休日の場合翌平日･第3水曜日
休み） nagoya.kansatukan
@car.ocn.ne.jp
①②9/17(金)まで受付

日時

日時

日時

料金
申込

人数

人数

人数

無料

無料

自然・環境

レジャー

往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照6 く ら し の ガ イ ド
 ７
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高齢者就業支援センターの催し
①介護業界シニア就職フェア

10/5(火)午後1:00～2:30
②仕事にも役立つ/いきいき健康体操

10/13(水)･27(水)･11/10（水)･
24(水)･12/8(水)の全5回､
午前10:00～11:00

③就業にも役立つパソコン
〈エクセル基礎〉10/18(月)～
11/5(金)の月曜･水曜･金曜日
(11/3を除く)の全8回､午前
10:00～正午〈ワード基礎〉
10/18(月)～11/1(月)の月
曜･水曜･金曜日の全7回､午後
1:30～3:30

①おおむね55歳以上の方②③
市内在住で55歳以上の方(③は
パソコンの基礎知識をお持ちの
方)｡抽選で②30人③各10人
②1 ,500円③エクセル基礎
13,300円･ワード基礎11,800円
①不要②③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
9/21(火)まで

対象

受付

日時

日時

日時

料金

申込

無料

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
テーマとした15講座･講演会

10月～来年3月　
イーブルなごや(中区大井町)など
抽選で各20～430人
無料～2千円
9/24(金)以降順次締切り(講座
により異なる)
区役所情報コーナー･生涯学習
センター･教育委員会生涯学習
課分室(東区泉一丁目)
☎950-5031 FAX950-5041

受付

場所
日程

料金
人数

案内
配布

市科学館 市民観望会
①｢木星と土星をみる会｣
②｢木星をみる会｣

①10/24(日)午後6:15～8:30
②11/7(日)午後6:15～8:30
抽選で各100人(中学生以下は
保護者同伴)
中学生以下300円･高校生以上
700円
電子申請か往復はがき(1通10
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
①9/7(火)～28(火)②9/21(火)～
10/12(火)必着

受付

日時

料金

申込

人数

水の歴史資料館企画展 ｢下水道汚
泥の処理～90年の変遷～｣

昭和7年(1932年)に天白汚泥処理
場で天日乾燥による処理を開始して
からの移り変わりを紹介

9/18(土)～10/31(日)の開館日、
午前9:30～午後4:30
同館(千種区月ケ丘)
☎723-3311(月曜日､ただし祝
休日の場合は翌平日休み)
FAX723-3312

問合

日時

無料

ユースクエア
はじめてのW

ウ ェ ブ

EBサイト基礎講座
～めざせIT企業・IT事務～

HTMLとCSSの基礎｡簡単なウェブサ
イトの構築技術の習得｡初心者向け

10/24(日)～来年1/30(日)の日
曜日の全13回､午後2:00～5:00
15～34歳(中学生除く)のパソ
コンの基本操作ができる方。抽
選で10人程度
10/7(木)まで
ホームページ
youth-nagoya.jp

対象

受付

日時

案内
HP

無料

ポストコロナ社会で私たちができ
ることを考える①講演会②講座

地域福祉の現状や地域課題に取り組
む活動内容・経験談などを学ぶ

①10/17（日）午後1:30～3:30
②11/16（火）・26（金）・29（月）・
12/6（月）午後1:00～3:30
市総合社会福祉会館（北区清水
四丁目） 
先着①50人②各25人
①無料②500円（資料代・保険料
含む）
9/13（月）午前9:00～
市社会福祉協議会
☎911-3180 FAX917-0702

（健康福祉局地域ケア推進課
☎972-2547 FAX955-3367）

受付
問合

場所

日時

料金
人数

国際留学生会館 留学生による
外国語･外国文化紹介講座

★英語初級会話…全て英語で進行
10/11(月)～11/15(月)の月曜
日の全6回､午後6:30～7:45

★韓国語会話入門
10/15(金)～11/19(金)の金
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
9/11(土)～24(金)必着
nic-nagoya.or.jp

対象

受付

日時

日時

料金
申込

HP

防災講演会あいち
｢東日本大震災から10年｣

陸前高田市職員や名古屋大学教授に
よる講演

9/23(木･祝)午後1:30～4:30
鯱

こ

城
じょう

ホール(中区栄一丁目)
280人程度
電話で名古屋地方気象台
☎751-5124
9/22(水)午後5:00まで
防災危機管理局危機対策室
☎972-3526 FAX962-4030

無料

受付
問合

場所
日時

申込
人数

市立大学 市民公開講座
健康･子育て･ICT(情報通
信技術)など9講座

10/2(土)～11/14(日)
各50～150人程度
500円
10/1(金)以降順次締め切り
ホ ー ム ペ ー ジ ･ 区 役 所 情 報
コーナー･同大学学術課(瑞穂区瑞
穂町)☎853-8308 FAX841-0261

受付

日程

料金
人数

案内
配布

↑ホームページ
はこちら

イーブルなごや 後期主催講座
男女平等参画と女性教育に関する
18講座

①10～12月②来年1～3月
抽選で各15～30人程度｡託児
要予約
無料～8,500円(託児は別途料
金必要)
①9/28(火)②12/14(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

受付

日程

料金

人数

HP

案内
配布

市民活動推進センター
NPO講座｢NPOをつくろう｣

①ゲストトーク編
11/11(木)午後1:30～2:50

②法人設立編…設立に関する書類作
成について学ぶ

11/11(木)午後3:00～4:30
市内在住か在勤(学)の方｡先着
各30人
各500円
9/11(土)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

対象
日時

日時

料金
申込

カルタで知る伊勢湾台風
伊勢湾台風カルタの紹介や当時の写真
を展示し､伊勢湾台風を振り返ります｡

9/14(火)～10/17(日)の開館日
(月曜日､ただし祝休日の場合は翌
平日休み)､午前9:30～午後4:30
港防災センター(港区港明一丁目)
防災危機管理局危機対策室
☎972-3526 FAX962-4030

問合
場所

日時

無料

のびのび子育てサポート事業
提供会員講習会

子育てのお手伝いをしたい
方(提供会員)が､手助けをし
てほしい方（依頼会員）に､
保育所送迎や預かりなどの
支援を行う同事業に関する
講習会

10/20(水)午前9:20～午後4:30､
10/29(金)午前9:25～午後5:00
の全2回
市総合社会福祉会館(北区清水
四丁目)
市内在住で20歳以上の方｡先着
40人
9/15(水)～電話･ファクス･E
メールでニチイ学館☎581-1411
FAX581-1440 ec632j@
nichiigakkan.co.jp
のびサポ事務局本部(子ども青
少年局子育て支援課内)
☎962-5102 FAX972-4419

対象

問合

場所

日時

申込

無料

里親制度説明 &
アンド

体験談を聞く会　
9 / 2 6 ( 日 ) 午 後
2:00～4:30
高齢者就業支援
センター(昭和区
御器所通)
市 内 在 住 の 方 ｡
当日先着60人程度｡託児あり
区役所民生子ども課･支所区民
福祉課
市里親会こどもピース
☎933-6446 FAX935-2815
(子ども青少年局子ども福祉課
☎972-2519 FAX972-4438)

無料

対象

問合

場所

日時

案内
配布

消費生活センターメールマガジン
｢なごや暮らしのあんしん情報｣に
登録しませんか？

消費者トラブルから身を
守るための情報･地域で
高齢者などを見守る人向
けの情報や､講座･イベン
ト情報を週1回程度配信

ホームページ
同センター
☎222-9679 FAX222-9678

無料

↑ホームページ
はこちら

問合
案内

電話番号のかけ間違いにご注意ください 電話をかける際は必ず番号をご確認いただき、正確な番号へおかけいただきますようお願い申し上げます。

12/24(金)まで
市ウェブサイト･
区情報コーナー･土木事務所など
緑政土木局緑地利活用課☎972-2489 FAX972-4143

受付

問合

案内
配布

名古屋が誇る
サクラの名所

集まった寄附金は､瑞穂区山崎川沿いの
衰弱したサクラの植え替えや植栽環境の
改善などに活用します｡

｢山崎川のサクラ保全プロジェクト｣
寄

き ふ

附金の募集

衰弱した
サクラ次世代にサクラを

伝え残そう!

瑞穂区マスコットキャラクター
みずほっぺ

｢南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)｣が発表されたら､事前避難を!
★南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)とは?

南海トラフの東か西で M
マグニチュード

8クラスの地震が起こり､1週間以内に､
もう片方でも起こる可能性が高まっている時､国から発表されます｡
本市は東に属しているので、最初に西で地震が起こった場合には
次の地震に備え、事前避難対象地域に事前避難を呼び掛けます｡

★事前避難対象地域はどこ?
津波到達前に､地震動に伴い河川堤防が沈下し､おおむね地震発生か
ら30分以内に30センチメートル以上の浸水が生じるおそれのある
熱田･中川･港･南･緑区の一部が該当します｡

★どこに、どれぐらいの期間避難すればいいの?
対象地域の住民は安全に命を守るため､対象地域外の知人･親類宅（困
難な方は市が開設する避難所）に1週間避難しましょう｡

防災危機管理局危機管理企画室
☎972-3523 FAX962-4030

問合
臨時情報や本市の

対象地域･避難先などの
詳細はこちら→

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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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)
①②④9/14(火)③9/13(月)午前8:45～電話で
同センター☎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

応急手当研修センター(昭和区御器所通)で救命講習を開催します｡救命入門
コース(①成人②小児･乳児)③普通救命Ⅰ(成人)④普通救命Ⅲ(小児･乳児)｡
講習 日　時
① 10/16（土）･11/28（日）･12/11（土）午前10:00～11:30
② 10/17（日）･11/27（土）･12/19（日）午前10:00～11:30･午後1:30～3:00

③

10/3（日）･6（水）･8（金）･15（金）･★18（月）･21（木）･25（月）･27（水）･
11/3（水･祝）･5（金）･8（月）･12（金）･17（水）･20（土）･24（水）･
29（月）･12/2（木）･3（金）･★8（水）･10（金）･13（月）･20（月）･24（金）･
28（火）午前9:00～正午
10/3（日）･6（水）･8（金）･15（金）･18（月）･21（木）･25（月）･27（水）･
11/1（月）･2（火）･8（月）･★11（木）･17（水）･20（土）･24（水）･29（月）･
12/2（木）･3（金）･8（水）･10（金）･20（月）･21（火）･24（金）･28（火）
午後1:30～4:30

④ 10/1（金）･7（木）･11/11（木）･22（月）･12/7（火）･23（木）午前9:00～正午
10/16（土）･22（金）･11/3（水･祝）･28（日）･12/11（土）･27（月）午後1:30～4:30

応急手当を身につけましょう 無料

トリノシンポジウム
本市との姉妹都市提携15周年を迎
えたイタリア トリノに関するシン
ポジウム

9/25(土)午後4:00～7:00
名古屋国際センター(中村区那
古野一丁目)
抽選で50人
往復はがき･電話･Eメールで
観光文化交流局国際交流課
☎972-3063
FAX972-4100

a3061@kankobunkakoryu.
city.nagoya.lg.jp
9/17(金)必着受付

場所
日時

申込
人数

無料

法の日週間記念行事
｢S

エスディージーズ

DGs｣は万能か?地球の限界を防
ぐために我々ができること

10/10(日)午後1:00～
4:00
①鯱

こ

城
じょう

ホール(中区
栄一丁目)②オンラ
イン
当日先着①250人②450人
ホームページ
総務局総務課
☎972-2104 FAX972-4111

無料

問合

場所

日時

人数
案内

↑ホームページ
はこちら

なごやナースキャリアサポートセ
ンター 市民公開講座

テーマは｢新型コロナ感染症
の今～名古屋市保健所の活
動を通じて～｣

11/25(木)午後2:00～
3:15
千種文化小劇場(千種区千種三
丁目)
市保健所長の浅井清

き よ

文
ふ み

さん
100人程度
往復はがき･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
11/10(水)必着

無料

受付

場所

日時

申込
人数
講師

講座｢犯罪被害を学ぶ会～もし､
あなたの大切な人が事件･事故に
あってしまったら～｣

①10/20(水)②11/9(火)午後
2:00～3:50
①熱田文化小劇場(熱田区神宮
三丁目)②守山文化小劇場(守山
区小幡南一丁目)
各100人程度
はがき･ファクス･Eメールでス
ポーツ市民局人権施策推進室
☎972-2583 FAX972-6453

a2580@sportsshimin.city.
nagoya.lg.jp
①10/6(水)②10/26(火)必着

無料

受付

場所

日時

申込
人数

テキストデータ化ボランティア
養成講習

視覚などに障害がある方
のために図書・資料を文
字に変換する作業を学ぶ

11/7（日）・21（日）・
12/5（日）・19（日）・
来年1/16（日）の全5回、午後
1:30～3:30
名古屋ライトハウス情報文化セ
ンター（港区港陽一丁目）
70歳以下でパソコンの基本操
作ができ、講習中はノートパソ
コンを持参し、同ボランティア
として5年以上活動できる方。
選考で10人
9/30（木）まで
ホームページ
同センター☎654-4521
FAX654-4526

（健康福祉局障害企画課
☎972-2587 FAX951-3999）

対象

受付

問合

場所

日時

案内

↑ホームページ
はこちら

無料

クリエイターズショップ･ループ
SAWAKO KATAOKAワークショップ
｢自分だけの形でつくる真

し ん

鍮
ちゅう

ブローチ｣
ブローチにしたい希望の絵や写真を
事前提出し､当日作家と一緒に仕上
げる金属加工体験

10/17(日)午後1:00～2:00･
3:00～4:00
先着で各4人 　　1点2千円
9/17(金)正午～
同所(中区栄三丁目)
☎265-2106 FAX265-2107

受付
問合

日時

料金人数

まちづくりスキルアップ講座
｢活動の壁を越えるコツ｣

｢いい企画ができたらどうする?｣｢仲
間の集め方は?｣などまちづくり活動
の具体的な｢コツ｣を学ぶ

10/3(日)午前10:30～午後4:30
ウィルあいち2階(東区上堅杉町)
抽選で30人
9/17(金)まで
ホームページ
名古屋都市センター☎678-2214
(月曜日休み) FAX678-2209
nup.or.jp/nui/

無料

受付

問合

場所
日時

人数

案内

HP

無料健康講演会
①災害弱者の命を守る避難方法を学

ぶ～在宅療養者や子どもが命を失
わないために～…Y

ユ ー チ ュ ー ブ

ouTubeで配信
9/27(月)～12/31(金)
愛 知 県 立 大 学 教 授 の
清水宣

の ぶ

明
あ き

さん
②精神障害者家族交流事業…テーマ

は｢心の病とは何か｣｡オンライン
配信あり

10/31(日)午後1:00～4:00
鯱

こ

城
じょう

ホール(中区栄一丁目)
市内在住の精神障害がある方
の家族｡当日先着300人(オン
ライン参加は制限なし)

ホームページ
①市療養サービス事業団
☎482-3781 FAX482-3785
②健康福祉局健康増進課
☎972-4075 FAX972-4152
①nr s . o r . j p②me i ka ren .
sakura.ne.jp/rainbow2021/

講師

対象

問合

場所

日程

日時

案内

HP

自分らしく働きたい女性のための
再就職スキルアップ講座

パ ソ コ ン 実 務（ ス タ ン
ダード･エキスパート)･
W
ウ ェ ブ

EB入門など4講座
10/26(火)以降の各
6回､午前9:30～午後
4:00
ヒューマンアカデミー名古屋駅
前サテライト教室(中村区名駅
五丁目)
市内在住で早期の就職を目指し
ている女性｡抽選で各10人｡託
児要予約
3千円(託児は無料)
ホ ー ム ペ ー ジ ･ 区 役 所 情 報
コーナー
9/30(木)以降順次締め切り(講
座により異なる)
経済局労働企画室☎972-3145
FAX972-4129

対象

受付

問合

場所

日時

料金
案内
配布

↑ホームページ
はこちら

炎症性腸疾患患者さんのための
医療講演会i

イ ン

n緑区
テーマは｢新たな潰瘍性大腸炎・ク
ローン病炎症マーカーLRG｣と｢免疫
抑制時におけるコロナワクチン接種
Q&

アンド

A｣
9/26(日)午後1:00～3:00
緑保健センター(緑区相原郷一
丁目)
当日先着50人
市立大学病院消化器内科
☎853-8211 FAX852-0952
(緑保健センター保健予防課
☎891-3628 FAX891-5110)

問合

場所
日時

人数

無料

久屋大通庭園フラリエ
多肉とみどりのマルシェ

多 肉 植 物・雑 貨
の販売やワーク
ショップなど

10/8(金)～
10(日)午前
9:00～午後
5:00

①羽兼直行さん
による講演会

10/8(金)～10(日)午後1:30～
2:30
先着各20人

②多肉植物の寄せ植え教室
10/8(金)～10(日)午後3:30～
4:30
先着各20人

入場無料(②は参加費必要)
①②9/11(土)午前9:00～電子
申請か電話で同園(中区大須四
丁目)☎243-0511
FAX243-0512

人数

申込
料金

日時

日時

人数

日時

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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鶴舞公園奏
そ う が く ど う

楽堂の夕景
明治43(1910)年に建てられたルネッサンス様式
の円形の建物で､設計は名古屋近代建築の先駆者
である鈴木禎

て い

次
じ

。昭和初期の台風で崩壊したため、
平な屋根を備えた形で再建されたが､当初の姿に
戻したいとの声が強く､平成9(1997)年に復元さ
れた｡

★投稿者　佐々基
も と

成
な り

さんのコメント
｢鶴舞公園｣のシンボル｢奏楽堂｣。西空に
沈む夕日で、空が茜色に染まり公園の一
日の終わりを告げていました｡

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

市民投票によりまちなみデザイン
20選に選ばれた風景の中から一
部を紹介します｡

検索
問合

まちなみデザイン20選

昭和区鶴舞一丁目

eスポーツ体験施設の開設
9/4(土)～10/3(日）の月曜・木
曜～日曜日
大須商店街第1アメ横ビル(中
区大須三丁目)
入場無料
不要
経済局地域商業課☎972-2432
FAX972-4138

問合

場所

日程

料金
申込

障害者ふれあい教室(①リズム体操
②③フライングディスク)

①10/2(土)午前9:00～正午
②③10/17(日)午前10:00～正午
①天白スポーツセンター(天白
区植田三丁目)②中川生涯学習
センター(中川区富川町)③中村
生涯学習センター(中村区鳥居
通)
15歳以上で知的障害のある方
と保護者｡先着①③30人②20人
実費負担あり
9/13(月)午前10:00～電話･
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

問合

場所

日時

料金
申込

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

10/10（日）・17（日）、11/13
（土）・20（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
9 / 2 5（ 土 ）・1 0 / 2（ 土 ）、
10/31（日）・11/14（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
9/13（月）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

スポーティブライフ月間
体育の日の催し

①親子ラジオ体操i
イ ン

n鶴舞
10/10(日)午前6:30～6:50(雨
天中止)
テラスポ鶴舞(昭和区鶴舞一
丁目)

②東山一万歩ウオーキング
10/10(日)午前8:00～11:30(雨
天中止)
千種スポーツセンター(千種
区星が丘山手)正面入口前集
合

小学生以下は保護者同伴
不要
スポーツ市民局スポーツ振興室
☎972-3262
FAX972-4417

対象

問合

場所

場所

日時

日時

申込

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
10～12月
市内在住で60歳以上の方｡抽選
で各15～25人
3,280円
9/5(日)～21(火)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

受付

日程

料金

案内
配布

名古屋城刀剣展―尾張に伝わる刀剣
美術史的に重要な刀剣8点を展示

9/11(土)～26(日)午前9:30～
午後4:30(入場は午後4:00まで)
名古屋城本丸御殿(中区本丸)
観覧料必要
同所☎231-1700 FAX201-3646問合

場所

日時

料金

蓬左文庫秋季特別展
｢尾張姫君ものがたり｣

9 / 1 8 ( 土 ) ～
1 1 / 7 ( 日 ) の
開 館 日 ､ 午 前
10:00～午後
5:00(入館は午
後4:30まで)
入館料必要
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

問合

日時

料金

メランデ･ピアノ三重奏団
ミニコンサート　

10/20(水)午後
2:00～3:00
市公館(中区三
の丸三丁目)
抽選で50人
往復はがき(1通2人まで)で観
光文化交流局文化振興室
☎972-3172 FAX972-4128
9/21(火)必着

無料

受付

場所

日時

申込
人数

名古屋お屋敷めぐり
4館スタンプラリー

スタンプを集めた方に先着でプレゼ
ントあり(旧豊田佐助邸以外で交換)

9/10(金)～10/10(日)
文化のみち二葉館(東区橦木
町)･文化のみち橦

し ゅ

木
も く

館(東区橦
木町)･旧豊田佐助邸(東区主税
町)･揚輝荘(南園)聴

ちょう

松
しょう

閣
か く

(千種
区法王町)
各施設の入館料必要
揚輝荘(南園)聴松閣
☎759-4450 FAX759-4451

問合

場所
日程

料金

文化のみち二葉館
｢姫きもの展 きものの柄を生かし
て“大小 色々 姫きもの”｣

9/15(水)～20(月･祝)午前
10:00～午後5:00
入館料必要 
同所(東区橦木町)
☎･FAX936-3836(月曜日､ただ
し祝休日の場合は翌平日休み)

問合

日時

料金

揚輝荘(南園)聴
ちょうしょう

松閣
か く

展示会
｢ 揚 輝 荘 が 織 り な す 和

わ の

色
い ろ

の 世
界ーKIMONOー｣

10/2(土)～11/21(日)
入館料必要
同所(千種区法王町)
☎759-4450(月曜日休み)
FAX759-4451

問合

日程
料金

日時

文化のみち橦
し ゅ

木
も く

館の催し
①織りと染め～但馬ちりめんを知る～
　…日本各地で出会ったこだわりの
　染め物や織物を展示

　9/10(金)～10/3(日)の開館日、
　午前10:00～午後5:00(10/3は
　午後3:00まで)

②親子で楽しむ絵本読み聞かせ
　　　9/12(日)午前10：30～11：30

入館料必要
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

問合

日時
料金

ファン･デ･ナゴヤ美術展
企画の募集

来年1月に市民ギャラリー矢田(東
区大幸南一丁目)で開催する美術展
の企画を募集

10/14(木)消印有効､持参は
10/15(金)午後5:00まで
市文化振興事業団(中区栄三丁
目)☎249-9385
FAX249-9386

受付

問合

広報なごや
広告募集中！
市内全戸に配布している広報なごやに広告を掲載しま
せんか?
募集枠や申込方法など、詳しくは市ウェブサイトをご
覧ください。
　　市長室広報課☎972-3132 FAX972-4126

touroku-kohonagoya@shicho.city.nagoya.lg.jp
↑市ウェブサイト

はこちら問合

発行部数は
毎月

約110万部！

ワクチンを接種する人し
ない人、お互いの選択を尊
重しましょう

ＳＴＯＰ!コロナ差別

徳川美術館蔵

スポーツ・健康

障害者スポーツ大会 
①ボウリングの部

11/7(日)午前9:00～午後
0:30

②卓球(一般卓球･サウンドテーブル
テニス)個人戦

11/14(日)午後0:15～4:30
①スポルト名古屋(中区新栄二
丁目)②障害者スポーツセン
ター(名東区勢子坊二丁目)
市内在住･在学または市内施設
に入所･通所する12歳以上で､
①愛護(療育)手帳②愛護(療育)･
身体障害者･精神障害者保健福
祉いずれかの手帳をお持ちの方
9/2(木)～30(木)必着
区役所福祉課･支所区民福祉課､
障害者スポーツセンター
☎703-6633(水曜日休み)
 FAX704-8370

日時

対象

受付
案内
配布

場所
日時

無料

文化・芸術

往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照6く ら し の ガ イ ド
❿
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防災危機管理局危機対策室☎972-4063 FAX962-4030問合

市ウェブサイトはこちら→

STOP ! 職場感染

★共有で使うコピー機・
パソコン・電話などは

定期的に消毒しましょう｡

★マスクは鼻と口を
覆うように着用しま

しょう｡

★洗面所･更衣室･休憩室は
密を避けて利用しましょう｡

問合
日時

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｡ご理解とご協力をお
願いします｡

10/6(水)午前11:00
防災危機管理局危機対策室
☎972-3526 FAX962-4030

学校用務員･給食調理員の募集
来年4月       10/9(土)
昭和61年4月2日以降生まれで
中学校を卒業以上の方｡選考で
10人程度
9/24(金)消印有効
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･教育委員会教職員課
☎972-3238 FAX972-4177

対象

受付

試験採用

要項
配布

環境局職員(技士)の募集
①ごみの収集･し尿のくみ取り業務
②ごみの収集･し尿のくみ取り業務
に1～2年従事したのち､ごみ収集車
等の運転業務に転任

10/2(土)　　　来年4月以降
①昭和61年4月2日～平成16年
4月1日生まれの方②昭和61年
4月2日以降生まれの大型免許
取得者(平成30年4月1日以降
に運転免許の停止･取り消し処
分を受けた者を除く)｡選考で①
13人程度②8人程度
9/17(金)消印有効
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･環境事業所
環境局職員課
☎972-2364 FAX972-4130

対象

受付

問合

試験 採用

要項
配布

児童福祉施設の理学療法士の募集
10/17(日)　　　来年4月
昭和62年4月2日以降生まれで同
免許取得(見込み)者｡選考で若干名
9/28(火)消印有効
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･子ども青少年局総務
課☎972-3195 FAX972-4436

対象

受付

試験 採用

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

部活動を民間委託した新たな運動･文
化活動で､児童の指導ができる方を募
集します｡ホームページへ登録するか
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にスポーツ･音楽の指導や
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

受付
問合

HP

緑区における町名･町界の変更
(9/25～)
変更後 変更前

瀬木南

大高町字柿木峡･字北南休
･字南休の全部､字洞之腰･
字銭瓶谷･字北炭焼･字下
西峡･字上瀬木川東･字南
浅間の一部､南大高四丁目
の一部

スポーツ市民局住民課
☎972-3178 FAX953-4396

問合

9/5(日)～11(土)は救急医療週間
風邪や発熱などの軽症時でも､夜間
や休日に救急病院を受診する方が多
く､重症者の受け入れができなくな
る恐れがあります｡救急医療体制の
維持のため､以下の点についてご理
解とご協力をお願いします｡
★かかりつけ医を持ち､日頃から健

康管理を心掛けましょう｡
★夜間や休日は､夜間急病センター･

休日急病診療所を利用しましょう｡
健康福祉局保健医療課
☎972-2623 FAX972-4154

問合

人事行政の運営状況等の公表
令和2年度の市職員数や勤務条件な
どを公表

9/29(水)午前10:00～
市ウェブサイト､区役所情報
コーナー･支所､図書館
総務局人事課
☎972-2123 FAX972-4115

問合

日時
閲覧

ご家庭で不要となった自転車を海
外に向けてリユースします！

まだ乗れる自転車を回収する実験的
な取り組みを実施します｡パーツ不
足･電動自転車は不可｡

9/25(土)･10/23(土) 午前
9:15～午後2:30
南リサイクルプラザ(南区元塩町)
市内在住の方　　　　不要
市ウェブサイト
環境局減量推進室☎972-2398 
FAX972-4133

対象

問合

場所

日時

申込
案内

無料

動物愛護センターの催し
★施設見学会

①10/10(日)午後2:00～3:30
高校生以上の方｡抽選で30人

★問題犬のためのしつけ方教室
②10/20(水)午後1:30～3:30
市内在住の方｡抽選で15組
(犬の同伴は抽選で4組程度｡
登録･狂犬病予防注射･混合ワ
クチン接種済みに限る)

★パピー教室
③10/24(日)④11/21(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､
②は犬の種類･年齢･性別･体重･
困り事､犬の同伴希望の有無③
④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
①9/26 (日)②10/6 (水)③
10/10(日)④11/7(日)必着

無料

対象

対象

対象

受付

日時

日時

日時

申込

認知症カフェ運営への助成
月千～4千円を助成

4～9月に市内で認知症カフェ
を運営し､一定の要件を満たす
団体｡選考
10/5(火)まで
認知症相談支援センター
☎734-7079 FAX734-7199
(健康福祉局地域ケア推進課
☎972-2549 FAX955-3367)

対象

受付
問合

緑区フォトコンテスト
緑区で撮影された､緑区に行きたくな
る写真を募集｡プロの写真家による審
査｡受賞者には景品あり

11/30(火)必着
市ウェブサイト･地下鉄桜通線
｢野並｣～｢徳重｣駅･緑区役所地域
力推進室☎625-3874
FAX623-8191

受付
案内
配布

市バス沿線フォトコンテスト
緑区内にあるバス停から
半径800メートル以内の
同区内で撮影した、｢行っ
てみたくなる場所｣の写
真をI

イ ン ス タ グ ラ ム

nstagramで募集
10/12(火)まで
ホームページ
交通局乗客誘致推進課
☎972-3928 FAX972-3817

受付

問合
案内

↑ホームページ
はこちら

名古屋港I
イ ン ス タ グ ラ ム

nstagram
フォトコンテスト

名古屋港で撮影した､夏
が感じられる写真を募
集｡Instagramで本組合
公式アカウントをフォ
ローし､｢ ＃

ハッシュタグ

名古屋港
フォトコンテスト2021｣をつけて
投稿｡入賞者には景品あり

13歳以上の方
9/30(木)まで
名古屋港管理組合
☎654-7839 FAX654-7990

↑Instagram
はこちら

対象
受付
問合

職員などの募集

市バス運転士(大型第二種免許未取
得者)の募集

10/16(土) 　　令和5年4月
昭和56年4月2日以降生まれで､
大型第二種免許の受験資格があ
る方(視力などの身体的要件あ
り)｡採用者には大型第二種免許
取得費用助成あり｡選考で5人
9/26(日)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

対象

HP

案内
配布

受付

試験 採用

ＪＲ東海リニア中央新幹線シール
ドトンネルにおける安全･安心等
の取組みに関する説明会

工事の安全に必要な対策などについて
9/16(木)午後6:00～7:30
ウィルあいち(東区上堅杉町)
当日先着400人
東海旅客鉄道株式会社
 ☎756-2221 
(住宅都市局リニア関連･名駅周
辺開発推進課☎972-2966
 FAX972-4171)

無料

場所
日時

人数
問合

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



●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９月１日●部数／１，１１３，８５０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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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

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

※9/20の放送は9/21の午前10:16ごろ～
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

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

9/12　H
ハ ッ チ

ATCH T
テ ク ノ ロ ジ ー

ECHNOLOGY NAGOYA
9/19　名古屋港水族館ウミガメ研究
9/26　ナゴヤ人生応援サポーター
10/3　高齢者ドライバーの安全運転を支える取り組み
10/10　新型コロナウイルスに関連した人権配慮

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

9/13　名古屋少年少女発明クラブ
9/20　AI 防犯パトロール
9/27　市科学館ノーベル記念館
10/4　市博物館「ムーミンコミックス展」

HP nagoyatv.com/omotenashi2021/

AM 1053kHz
FM 93.7MHz

息子や孫･市や銀行などの職員を装って電話をかけ､｢還付金の手続き
がある｣などと言ってATMを操作させたり､暗証番号を聞き出し､現金
をだまし取る手口が多発しています｡
・ 市役所や区役所の職員などがATMの操作をお願いすることは絶対

にありません。
・ 家にいる際も留守番電話に設定しておきましょう。
・ 迷ったら1人で判断せず、家族や警察に相談しましょう。
・ キャッシュカードは絶対に渡さない､暗証番号は絶対に教えないよ

うにしましょう。
スポーツ市民局地域安全推進課☎972-3128 FAX972-4823問合

特殊詐欺に注意しましょう！

9月は｢屋外広告物を考える月間｣
道路･電柱などの公共物件には､立看
板･のぼり旗･貼り紙などの広告物を
掲出できません｡違反広告物は街の
景観を損なうだけでなく､歩行者な
どの通行を妨げ危険です｡広告物の
掲出ルールを守りましょう｡

住宅都市局都市景観室
☎972-2735 FAX972-4485

問合

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
結果を定期的に市へ報告する必要が
あります｡

(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)12/28(火)
まで※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

受付

案内
問合

木造住宅の無料耐震診断
市に登録している耐震診断員が､自
宅に伺います｡大規模な地震から家
族の命や財産を守るため､まずは自
宅の耐震性を確認しましょう｡

昭和56年5月以前に着工した2
階建て以下の木造住宅(プレハ
ブ･ツーバイフォー工法などは
対象外)
住宅都市局耐震化支援室
☎972-2921 FAX972-4179

無料

対象

問合

木造住宅の耐震改修助成
木造住宅の耐震改修工事費の5分の
4(上限は1戸100万円｡市民税非課税
世帯の上限は1戸150万円｡)を助成

昭和56年5月以前に着工した木
造住宅で市の無料耐震診断の結
果､判定値が1.0未満のもの
住宅都市局耐震化支援室
☎972-2921 FAX972-4179

対象

問合

墓参りの臨時バス･交通規制
密集を避け､分散してお越しください。

【平和公園】
①地下鉄｢星ヶ丘｣駅より臨時バスを

運行
9/19(日)～23(木･祝)

②一方通行などの交通規制
9/19(日)･23(木･祝)午前
6:30～午後3:30

【みどりが丘公園】
③地下鉄｢徳重｣駅より臨時バスを運行

9/18(土)～20(月･祝)
①③交通局自動車運転課
☎972-3869 FAX972-3932
②東山総合公園☎782-2111(月
曜日休み) FAX782-2140

日程

日程

日時

問合

全国都市交通特性調査に
ご協力お願いします

全国の都市交通の特性や変化を把握
するもの｡10～11月に郵送する調
査票への回答をお願いします｡ 

無作為抽出した市内約2,500世帯
サポートセンター(国土交通省内)
☎0120-920-469
(住宅都市局交通企画課
☎972-2724 FAX972-4170)

対象
問合

9/24(金)～30(木)は結核予防週間
名古屋市内では1日に1人以上の方が結
核と診断され､そのうち10人に1人が
亡くなっています｡咳･たんなどの症状
が2週間以上続いたら､早めに医療機関
を受診しましょう｡また､1年に1回は胸
部エックス線検査を受けましょう｡

市ウェブサイト
健康福祉局感染症対策室
☎972-2633 FAX972-4203

案内
問合

マイナンバーカードの受け取り予
約を全区役所･支所で開始(9/9～)

窓口での待ち時間短縮と混雑緩和の
ため､10/5(火)交付分から､全区役所･
支所で実施します｡一部の区･支所を除
き､受け取りには予約が必要です｡詳し
くは､交付通知書で個別に案内します｡

マイナンバー交付･市コールセ
ンター☎050-3174-1503
(スポーツ市民局住民課
☎972-3108 FAX953-4396)

問合

ピンクリボンライトアップ
10月はピンクリボン月間です｡乳が
んの正しい知識や乳がん検診の大切
さなどを知りましょう｡

10/1(金)午後6:30～11:00
中部電力 MIRAI TOWER(中区
錦三丁目)･オアシス21(東区東
桜一丁目)
健康福祉局健康増進課
☎972-2637 FAX972-4152

場所
日時

問合

弁護士による1日無料法律相談
民事法律問題についての面接相談

10/15(金)午前9:45～午後4:55
市役所西庁舎　　　先着16人
10/1(金)午前9:10～電話で名古
屋法律相談センター☎565-6110
スポーツ市民局広聴課
☎972-3139 FAX972-3164

無料

場所
日時

申込
人数

問合

本人通知等制度をご利用ください
戸籍などの証明書の不正取得による
個人の権利侵害を防止･抑止するた
め､第三者などに証明書を交付した
場合､事前に登録した方へその事実
の通知･証明を行います｡
※証明書を交付した第三者などの個

人情報は通知･証明されません｡
市内に住所または本籍のある
方･あった方
住所･本籍のある(あった)区の
区役所市民課･支所区民生活課､
スポーツ市民局住民課
☎972-3114 FAX953-4396

対象

問合

中小企業向けの情報
★営業戦略セミナー…9/24(金)午前

9:15～午後4:15｡先着70人｡2千円
★BCPセミナー(基礎編)…10/15(金)

午後1:15～4:15｡先着70人｡無料
経済局中小企業振興課
☎735-2100 FAX735-2104

★外国人留学生の雇用･活躍支援セ
ミナー…10/28(木)午後3:00～
5:00｡オンライン｡無料

経済局労働企画室☎972-3145 
FAX972-4129

問合

問合

雨水流出抑制へのご協力のお願い
降った雨を地中に浸み込
ませたり一時的に貯めて
少しずつ流したりするこ
とで､下水管や河川に流
れる雨の量を抑え浸水の
軽減を図る仕組みです｡
雨水タンクなどの雨水流出抑制施設
の設置にご協力をお願いします｡

上下水道局下水道計画課
☎972-3765 FAX961-0314

雨水タンク

問合

問合

相続登記の手続きをお忘れなく
土地や家屋に対する固定資産税は原
則1月1日時点の登記簿上の所有者に
課税されます｡所有者が亡くなった際
は､法務局で相続登記の手続きをお願
いします｡なお､所有者が亡くなってか
ら3カ月以内に登記が完了しない場合
は､現に所有している方(相続人など)
を市税事務所に申告してください｡

市税事務所固定資産税課
高齢ドライバーの後付けペ
ダル踏み間違い急発進等抑
制装置設置を補助します!

国のサポカー補助金(後付け装置）が
終了された場合においても本市補助
制度を継続します｡

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
降に同装置を設置した方｡その
他要件あり
来年2/13(日)まで
市ウェブサイト
同事業助成事務局☎325-6623
(スポーツ市民局地域安全推進課
☎972-3123 FAX972-4823)

問合

対象

受付
案内

テレビ放送
●面下参照12

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

⬆
次
の
面
か
ら
区
版
で
す
。（
⓭
～
⓰
面
）
区
版
の
表
紙
は
⓰
面
で
す
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