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伝統工芸×デザイン～ものづくりの街､名古屋に根付く伝統の技とアイデンティティを世界へ～
　　　　　　　　　　　　　　 

名古屋の伝統的工芸品の一部分です｡全体像は次ページへ→

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｡

■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（祝休日を除く月曜～金曜日の午前9：00～午後5：30）にご相談ください｡
 

☎

令和3年（2021年） 11月号

●人口／2,327,146人
●世帯／1,125,288世帯
●面積／326.50km2

（令和3年10月1日現在）
11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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新型コロナ
ウイルス感染症の
影響について

掲載されているイベントや行事などについては、中止や内容変更となる場合がありますので､あらかじめご了承ください。
最新情報は各問い合わせ先へご確認いただくか、市ウェブサイトをご覧ください。
イベントや行事に参加される場合は､以下のことにご理解とご協力をお願いいたします。

体温を測定して
発熱がないことを確認

マスクの着用
咳エチケットの徹底

まめに
手洗い･手指消毒

体調が悪い場合は
参加しない

市営住宅 入居者の募集
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
11/21(日)～30(火)消印有効
11/19(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

民間賃貸住宅
｢住宅確保要配慮者専用賃貸住宅｣
入居者の募集

所得に応じた家賃補助あり
オリエントビル(名東区牧の里
一丁目)･中駒九番団地(港区九
番町)
住宅に困窮する高齢者･障害者･
子育て中の方などで､所得要件
などを満たす方
随時
住宅都市局住宅企画課
☎972-2772 FAX972-4172

対象

受付
問合

場所

｢障害者福祉のしおり」
点字版･デイジー版の配布

抜粋版あり｡｢広報な
ごや｣も点字版･デイ
ジー版･音楽CD版を
発行しています｡

視覚障害のある方
12/1(水)～電話かEメールで
名古屋ライトハウス情報文化セ
ンター☎654-4523

syuppan@nagoya-lighthouse.
jp
(｢障害者福祉のしおり」について)
健康福祉局障害企画課
☎972-2585 FAX951-3999
(｢広報なごや｣について)
市長室広報課
☎972-3134 FAX972-4126

無料

対象

問合

申込

HIVなどの無料検査会
HIV･梅毒･B型肝炎･C型肝炎の採血
による検査｡匿名で実施。ホーム
ページで事前予約必要｡検査結果は
後日､パソコン・スマートフォンで
確認できます｡

12/5(日)午前10:00～午後4:00
ナディアパーク6階(中区栄三
丁目)
健康福祉局感染症対策室
☎972-2631 FAX972-4203
www.hiv-stiguide.city.nagoya.
jp

無料

問合

HP

場所
日時

保育施設の新規開所(来年4/1～)
★認可保育所

名東区梅森坂一
丁目
市内在住で0～
5歳の子(利用は生後6カ月
～6歳に達した日以降最初の
3/31まで)｡選考で20人

★小規模保育事業所
中川区高畑二丁目
市内在住で0～2歳の子(利
用は生後6カ月～3歳に達し
た日以降最初の3/31まで)｡
選考で6人

★事業所内保育事業所
中村区二ツ橋町･熱田区沢下町
市内在住で0～2歳の子(利
用は生後6カ月～3歳に達し
た日以降最初の3/31まで)｡
選考で各5人

区役所民生子ども課･支所区民
福祉課

対象

対象

対象

問合

場所

場所

場所

障害者作品展示会
来年2/8(火)～13(日)午前9:30～
午後5:00(2/13は午後3:00まで)
市博物館(瑞穂区瑞穂通)

★作品の募集…展示会に出品する
書･絵画･写真などを募集

市内在住か在勤(学)､または
市内の障害者福祉施設に入所･
通所している障害のある方
電話かファクスで市身体障害
者福祉連合会
☎682-0878 FAX671-3124
12/10(金)まで(作品の提出は
来年1/7～19)

健康福祉局障害企画課
☎972-2585 FAX951-3999

無料

対象

受付

問合

場所

日時

申込

ひとり親家庭向け
ジブリジャズコンサート

来年1/16(日)
午後1:30～3:10
瑞穂文化小劇場(瑞穂区豊岡通)
市内在住のひとり親家庭の親
と3歳～中学生の子(1組2人程
度)｡抽選で75組｡託児要予約
11/30(火)必着
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)

無料

対象

受付
問合

場所

日時

子どもスポーツフェスタ･冬
ドッジボール･ソフトバレーボール･
バスケットボールなど4種目

来年1/15(土)午前9:30～午後
5:30
日本ガイシホール(南区東又兵
ヱ町)など4会場
市内在住の小学生｡抽選
12/12(日)必着
区 役 所 情 報 コ ー ナ ー ･ 市 ス
ポーツ施設･教育スポーツ協会
(南区東又兵ヱ町)
☎614-7504 FAX614-7149

対象
受付

場所

日時

案内
配布

無料

市障がい者スポーツ指導員
養成講習会(初級)

障害者や障害者スポーツについての
知識･技術を学ぶ

来年2/19(土)～3/12(土)の土曜
日の全4回､午前9:00～午後6:00
守山スポーツセンター(守山区
竜泉寺二丁目)
18歳以上の方｡要件あり
3,500円　　　11/30(火)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(名東
区勢子坊二丁目)☎703-6633
(水曜日･祝日の翌平日休み)
FAX704-8370

対象
受付

場所

日時

料金
案内
配布

アスリートふれあい事業
～ソフトボール～

トヨタ自動車レッドテリアーズの
皆さんから技術や魅力を学ぶ｡ポジ
ション別アドバイスあり

12/19(日)午前9:30～午後0:30
パロマ瑞穂野球場(瑞穂区豊岡
通)
小学生チーム(1チーム15人まで)｡
抽選で100人
12/5(日)必着
ホームページ･パロマ瑞穂ス
ポーツパーク(瑞穂区山下通)
☎836-8200 FAX836-8206
www.nespa.or.jp/shisetsu/
mizuho/

無料

対象

受付

場所
日時

案内
配布

HP

なごやカップ ミニ駅伝大会
チームで計13.2kmを走る｡計測は行
いません｡

来年1/22（土）午前10:00～
パロマ瑞穂レクリエーション広場
発着（瑞穂区山下通）
中学生以上の方（1チーム5人･第
2走者は女性）｡抽選で60チーム
1チーム6千円
12/6（月）必着
1 1 / 8（ 月 ）～ 区 役 所 情 報
コーナー・市スポーツ施設・教育
スポーツ協会（南区東又兵ヱ町）
☎614-7100 FAX614-7149

対象

受付

場所
日時

料金

案内
配布

ウエルネスガーデン健康づくり講座
ポールウォーキング

初心者向け｡貸し出し
用ポールあり

12/5(日)･12(日)の
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20人
傷害保険料必要
11/11(木)午前9:00～電話･
ファクス･Eメールで健康福祉
局健康増進課☎972-2605
FAX972-4152

a2605@kenkofukushi.city.
nagoya.lg.jp

対象
場所

日時

料金
申込

スポーツ・健康

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｡

■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、11月1日(月)
　からです。

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

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

2021/11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

2021/12月

○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)

■市電子申請サービスでの申し込みは…
　市ウェブサイト 電子申請サービス 検索
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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

【10月号の答え】

お菓子の紙箱は
｢紙製容器包装｣(資源)です!

これって どうやって 捨てればいいの!?

【今月号の問題】

お菓子の紙箱発泡スチロール(緩
か ん

衝
しょう

材)

紙製容器包装

11月は分別マナーアップ推進月間!
資源はごみと混ぜずにリサイクル!

申し込みは11/20（土）まで（消印有効）に電子申請・往復はがき（1通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。

東谷山フルーツパーク
〒463-0001守山区大字上志段味字東谷2110
☎736-3344（月曜日休み）
★講習会｢ウメの剪

せ ん て い

定と育て方｣…
　12/12（日）午前10:00～正午。24人｡
　200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）
★家庭菜園教室｢家庭菜園の冬の作

業｣…12/18(土）午後1:30～3:30｡
　30人｡300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）
★ドライフラワー教室「しめ縄リース」

…12/5（日）午前10:00～正午･午後
1:30～3:30｡各20人｡2,500円

なごや環境大学 S
エスディージー

DGｓ
ズ

 未来創造クラブ
まちづくりプロジェクト

日程

日時
場所

案内
問合

ホームページ
はこちら→

★錦2丁目SDGsW
ウ ィ ー ク ス

EEKs…SDGsをテーマにしたワーク
ショップ･セミナー･展示など

11/6(土)～20(土)
★みちにわSDGsマルシェ…SDGsにつながる商品の販

売･体験ワークショップ･活動紹介など
11/20(土)午前11:00～午後4:00
長島町通(中区錦二丁目)

ホームページ
環境局環境企画課☎972-2293 FAX972-4134

自然・環境

南リサイクルプラザの講座
①誰でも簡単!包丁とぎ②不用布を
使った布ぞうりづくり

①11/27(土)②12/18(土)午前
10:00～正午
同所(南区元塩町)
市内在住か在勤(学)の方｡抽選
で各5･6人程度
電子申請･はがき(1通1人まで｡
希望番号も記入)で環境局減量
推進室☎972-2398
FAX972-4133
①11/18(木)②11/30(火)必着

無料

対象

受付

場所

日時

申込

エコパルなごやの催し
①オンライン干潟観察会｢バーチャ

ルガタツアーi
イン

n藤前干潟｣
11/27（土）午後1:30～3:00 

②なごや環境大学主催講座｢なごや
環境ハンドブックから考えるこれ
からのこと｣

12/4（土）午前10:30～正午
同所（中区栄一丁目）
中学生以上の方｡先着50人
800円

電話･ファクス･Eメールで同所
（中区栄一丁目）☎223-1067
（月曜日休み） FAX223-4199

ecopal@n-kd.jp
①11/23(火･祝)まで②11/11（木）
午前9:30～

対象
場所

日時

日時

料金
申込

受付

無料

なごや森づくり体験会i
イ ン

n小幡緑地
～なごやの宝･
マメナシの観察と保全～

12/4（土）午前10:00～正午
（雨天の場合､12/5に延期）
小幡緑地（守山区大字牛牧）
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
11/17（水）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
11月は不法投棄防止強調月間

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

街なか林業体験
クスノキを伐採し､薪

ま き

割りやクラフト
など､木使いの知恵を学ぶ

11/27（土）午前10:00～午後3:00
なごや生物多様性センター
小学5年～中学生と保護者｡抽選
で15組
電子申請・はがき・Eメールで同
センター（〒468-0066天白区元
八事五丁目230）☎831-8104
FAX839-1695 

bdnagoya@kankyokyoku.
city.nagoya.lg.jp
11/18（木）必着

無料

対象

受付

場所
日時

申込

教えて!あなたのプラスチックフリー!
キャンペーン

使い捨てプラスチック
を使用しない行動を
T
ツ イ ッ タ ー

witterで募集｡応募者
の中から抽選で賞品を
プレゼント
★アカウント名:
　＠plasticfree_758（プラスチッ
　クフリーなごや）

11/15（月）～12/13（月）
環境局減量推進室
☎972-2398 FAX972-4133

受付
問合

↑Twitterは
　こちら

文化のみち橦
し ゅ

木
も く

館
親子で楽しむ絵本の読み聞かせ

11/14（日）午前10:30～11:30
入館料必要
同館（東区橦木町）☎939-2850

（月曜日休み） FAX939-2851
問合

日時
料金

名古屋城本丸御殿すす払い
参加者の募集

12/18（土）午後1:30～4:00
小学生以上の方（小学生は保護
者と2人1組）｡抽選で40人
観覧料必要
電話･ファクス･Eメール（年齢
も記入）で同事務局
☎203-8745 FAX203-8634

nagoyajo-susuharai@think-
pp.co.jp
11/30（火）まで
同所（中区本丸）☎231-1700
FAX201-3646

対象

受付
問合

日時

料金
申込

名古屋城の歴史｢紅葉の名勝
二之丸庭園散策と和菓子製作見学｣

学芸員とともに庭園を巡り､名古屋
城の隠れた魅力を学ぶ｡呈茶付き

12/5（日）午前10:30～11:30･
午後1:00～2:00･午後2:30～3:30
小学4～6年生と保護者（2人1組）｡
抽選で各3組
1組1,500円 
往復はがき（希望時間も記入）で
名古屋城振興協会

（〒460-0031中区本丸1-1）
11/24（水）必着
名古屋城振興協会
☎231-1655 FAX231-1617

（名古屋城総合事務所
☎231-1700 FAX201-3646）

対象

受付
問合

日時

料金
申込

蓬
ほ う

左
さ

文庫企画展
｢唐

か ら

絵
え

―尾張徳川家の中国絵画―｣

11/13（土）～12/12（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

徳川美術館蔵

ストリーミング･ヘリテージ
台地と海のあいだ

堀川沿いを舞台に現
代アートやメディア
アートを展示

11/12（金）～
28（日）の金曜
～日曜日･祝日
伊藤家（西区那
古野一丁目）･
納屋橋（中区栄一丁目）･丹羽家

（熱田区神戸町）などのエリア
ホームページ
観光文化交流局文化振興室
☎972-3172
FAX972-4128
streamingheritage.jp

問合

場所

日程

HP

案内

無料

揚輝荘（北園）｢紅葉を楽しむ会｣
大抽選会･俳句大会･スタンプラリー
など

11/28（日）午前9:30～午後4:30
同所（千種区法王町）
☎759-4450（月曜日休み）
FAX759-4451

無料

問合
日時

文化のみち二葉館
｢旧川上貞

さ だ

奴
やっこ

邸の今
～二葉館から旧川上貞奴邸跡へ～｣

同邸にまつわるエリアを巡る
11/23（火･祝）午前10：30～午後
0:30
入館料必要
先着9人
11/11（木）午前10:00～電話
で同館（東区橦木町）
☎･FAX936-3836（月曜日休み）

日時

料金

申込
人数

子どもアートピア
名曲いっぱい♪親子でクラシック
｢音楽はそりに乗って｣

初めてでも楽しめる女声アンサンブ
ルと室内楽の演奏でお届けするクリ
スマスコンサート

12/18(土)･19(日)午後1:30～3:00
アートピアホール(中区栄三丁目)
1,000～1,800円｡チケットは
市文化振興事業団チケットガイ
ド(中区栄三丁目)などで販売中
市文化振興事業団☎249-9387 
FAX249-9386

場所
日時

料金

問合

藤前干潟ラムサール条約登録20周年
プレ･イヤースタンプラリー

11/2（火）～30（火）
市内各所　　　　不要
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

申込
問合

日程
場所

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
 ７
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禅
ぜ ん

隆
りゅう

寺
じ

の紅葉
元
げ ん

和
な

9（1623）年に尾張徳川家初代藩主義
よ し

直
な お

公
から寺地を拝領し創建された。本堂は戦災で焼
失したが､山門･観音堂は創建当時のものが残さ
れている｡本堂内部の喚

か ん

鐘
しょう

は尾張藩の鋳
い も じ

物師の
総括をつとめた水野家の作とされる。庭には「山
水菩薩庭園」と名付けられた枯山水の庭園があ
る。紅葉の見頃は11月末から12月初め。

★投稿者　yoko ookadoさんのコメント
すぐ横を外堀通が走り､マンションやビルに囲まれた
中にあるお寺ですが､紅葉の時期は､道路から境内をの
ぞくだけでも､一瞬で別世界と感じるほどの紅葉です｡
広くはないですが､そこにいると街の騒音やすぐ横に
建つビルなどの存在を忘れてしまいます｡

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｡

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

検索
問合

まちなみデザイン20選

東区飯田町

11/5（金）～12/10（金）は
なごやING（いじめのない学校づくり）キャンペーン期間

市立小･中･高等･特別支援学校で､いじめのない学校づくりに児童生徒
自ら取り組んでいます｡今年度も､全学級の児童生徒一人一人が､ING
フラッグやポスター制作などを通して､いじめについて考えます｡

教育委員会指導室☎972-3232 FAX972-4177（なごや子ども応援委
員会について)教育委員会子ども応援室☎950-7161 FAX950-7164

問合

相談先 受付時間
子どもSOSほっとライン24

☎0120-0-7
な

8
や

3
み

1
い

0
おう 毎日24時間

ハートフレンドなごや
☎683-8222

月曜～金曜日の午前9:30～午後7:00･
土曜日の午前9:30～正午（祝休日休み）

子ども･若者総合相談センター
（東区泉一丁目）☎961-2544

月曜～土曜日の午前10:00～午後5:00
（祝休日休み）

なごや子ども応援委員会
常勤のスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの
専門職を学校に配置し､子どもと親を総合的に支援しています｡相談
予約の電話番号･受付時間は､市立小･中･特別支援学校で全児童生徒
に配布されるリーフレットをご覧ください｡

見えない見えづらい方への読み書
き支援～代筆･代読支援員養成講習

12/14(火)･21(火)の全2回､午
前9:30～午後5:00
中小企業振興会館(千種区吹上
二丁目)
18歳以上で同支援員として活
動できる方｡抽選で20人
2千円
はがき(ふりがな･年齢･受講動機
も記入)で名古屋ライトハウス
(〒456-0062熱田区大宝一丁目
1-1ヴェルクレート日比野A-014)
11/22(月)消印有効
名古屋ライトハウス
☎211-7461 FAX211-7465
(健康福祉局障害企画課
☎972-2587 FAX951-3999)

対象

受付
問合

場所

日時

料金
申込

8
ハチマルニイマル

020フェスティバル･オーラルフ
レイル予防イベント同時開催

80歳で20本以上の歯を残せるよ
う､お口の健康度チェックや歯科相
談などを実施

12/5(日)午前11:00～正午･
午後0:30～1:30･午後2:00～
3:00の3部制(いずれも午前
10：30～整理券配布)
ナディアパーク3階デザイン
ホール(中区栄三丁目)
当日先着各50組
ホームページ
オーラルフレイル事務局
☎959-2215
(健康福祉局健康増進課
☎972-2637 FAX972-4152)
nagoya-d.com/

無料

案内
問合

場所

日時

人数

HP

なごやナースキャリアサポートセ
ンター 看護実践セミナー

テーマは｢職場における人間関係
力～自分も周りも元気になる～｣

12/8(水)午後1:30～4:30
(准)看護師･保健師･助産師のい
ずれかの資格取得者｡50人程度
500円
11/11(木)～24(水)
同センター(東区葵一丁目)
☎936-4883 FAX979-4560

対象

受付
問合

日時

料金

高齢者就業支援センターの催し
①同行援護従業者養成研修(一般･応

用課程)…視覚障害のある方など
の外出を支援する技術を学ぶ

12/8(水)～来年2/8(火)の全8回
②警備業基礎講習 

12/9(木)午前10:00～午後
3 : 0 0 ･ 1 2 / 1 0 ( 金 ) 午 前
10:00～正午の全2回

③警備業界シニア就職フェア 
12/10(金)午後1:00～2:00

①市内在住で55歳以上の､介護
職員初任者研修修了以上の資格
取得者②市内在住で55歳以上
の､受講後警備員として就業を
希望する方③おおむね55歳以
上の方｡抽選で①14人②18人
①1万4千円      11/22(月)まで
同センター(昭和区御器所通)
☎842-4691 FAX842-4894

無料

無料

対象

受付
問合

日程

日時

日時

料金

指定難病をもつ､子育て中の
お母さんのつどい

体育指導員と､心と体をほぐすリラ
クゼーションを行う

12/6(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
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
11/11(木)～12/3(金)午後5:00

無料

対象
場所
日時

申込

受付

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)に対して､保育所などへの送
迎や預かりなどの支援を行う同事業
に関する講習会

12/23(木)午後2:00～5:10 
応急手当研修センター(昭和区
御器所通) 
市内在住で20歳以上の保育士
資格取得者｡先着6人
11/15(月)午前10:30～
同事業事務局本部(子ども青少
年局子育て支援課内)
☎962-5102 FAX972-4419

無料

対象

受付
問合

場所
日時

里親制度説明 &
アンド

体験談を聞く会
11/20(土)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･保健センター
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

ひとり親家庭等就業支援講習会
在宅就業ガイダンス･パソコン講習･
経理事務講習など

来年1～3月  　　市内各所
市内在住でひとり親家庭の親か
寡婦(一部の講習は離婚調停･裁
判中の方も申し込み可)｡抽選で
各10～20人程度
教材費必要
11/22(月)まで 
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

対象

受付

場所日程

料金

案内
配布

消費生活フェア
なごやエシカルフェア

人や社会･環境に配慮したエシカル
消費について学ぶ

11/13(土)午前10:00～午後7:00
イオンモールナゴヤドーム前
(東区矢田南四丁目)
入場無料　　　不要
スポーツ市民局消費生活課
☎222-9679 FAX222-9678

問合

場所
日時

料金 申込

工
く

藤
ど う

勇
ゆ う

一
い ち

さん(横浜創英中学･高等
学校校長)による教育についての
講演

一人ひとりが自分らし
く､たくましく生きてい
くための学びについて

来 年 1 / 1 5 ( 土 )
午後2:00～3:40
鯱

こ

城
じょう

ホール(中区
栄一丁目)
抽選で350人
往復はがきかホームページで
教育委員会総務課
☎972-3207 FAX972-4175
11/30(火)消印有効

無料

↑ホームページ
　はこちら

受付

場所

日時

申込
人数

マジパンづくりに挑戦!
ケーキなどの飾りになるお菓子のマ
ジパン作りを体験

12/11(土)午前10:00～午後4:00
青少年宿泊センター(緑区大高町)
小学5年～中学2年生｡抽選で10人
500円
11/30(火)必着
同センター
☎624-4401 FAX624-4403

対象

受付
問合

場所
日時

料金

なごや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

①12/10(金)②来年2/18(金)
午前10:45～午後3:25
7
な ご や

58キッズステーション(中区
栄三丁目)
各20人程度
①12/8(水)②来年2/16(水)まで
758キッズステーション
☎262-2372 FAX262-2370
(子ども青少年局子ども福祉課
☎972-3979 FAX972-4438)

無料

受付
問合

場所

日時

人数 知ってみよう やってみようボラン
ティア｢ぼらマッチ!なごや｣

ボランティアをしたい
人と必要としている団
体が出会うイベント｡
カレーハウスC

コ

oC
コ

o壱
番屋創設者の宗

む ね つ ぐ

次德
と く

二
じ

さんによる講演会あり
12/4(土)午後1:00～4:30
愛知大学名古屋キャンパス(中
村区平池町)
11/27(土)必着
ホ ー ム ペ ー ジ ･ 区 役 所 情 報
コーナー
市民活動推進センター(中区栄
三丁目)☎228-8039(月曜日休
み) FAX228-8073

無料

受付

場所
日時

問合

案内
配布

↑ホームページ
　はこちら

ゲートキーパー養成研修
悩んでいる人に気付き･
声を掛け､話を聴き､必
要な支援につなげ､見守
る｢ゲートキーパー｣に
必要な知識･技術を学ぶ

〈入門編〉12/5(日)
午前10:00～11:45〈実践編〉
12/12(日)午前10:00～11:45

〈 応 用 編 〉1 2 / 1 8 ( 土 ) 午 前
10:00～11:45
ウインクあいち(中村区名駅四
丁目)
市内在住か在勤(学)の方｡各
100人程度
ホームページ･電話･Eメールで
市ゲートキーパー研修事務局
☎090-2946-7677 FAX308-4579

gk.kenshu@gmail.com
開催日の前日まで
健康福祉局健康増進課
☎972-2283 FAX972-4152

無料

対象

受付
問合

場所

日時

申込

↑ホームページ
　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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↑視聴はこちら

子ども青少年局子ども福祉課☎972-3979 FAX972-4438問合

11月は児童虐待防止推進月間

★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～｣
子どもの褒め方や､子どものダダこね解決法など動
画を見て子育てについて考え､学び､実践してみま
しょう｡

★児童相談所虐待対応ダイヤル
24時間365日

子どもや保護者からの小さな
サインに気づいたら、まずは
連絡・相談してください｡お近くの児童相談所につながります｡

★なごやっ子SOS　☎761-4152　24時間365日
子育てに悩む保護者や子ども自身の｢SOS｣に応えます｡

スポーツ市民局人権施策推進室☎972-2582 FAX972-6453問合

｢部落差別の解消の推進に関する法律｣をご存じですか?
平成28(2016)年12月16日に施行された本法律は､現在も部落差別は
存在し､部落差別が許されないものであるとの認識のもと､部落差別の
解消を推進し､部落差別のない社会の実現を目的としています｡

許すな!えせ同和行為
同和問題(部落差別)を口実に高額な図書の購入を求められるなど不当な
要求があったら､毅

き

然
ぜ ん

とした態度で拒否しましょう｡

ソレイユプラザなごや
講演会･親子映画会

①講演会｢ネット社会における部落
差別の現実～『寝た子』はネットで
起こされる!?～｣

12/21（火）午後2:00～4:00
②映画｢アダムス･

フ ァ ミ リ ー ｣
（2020）…ボッ
チャ体験あり

12/24（金）
午後1:30～
3:30

①市内在住か
在勤（学）の方
② 市 内 在 住 ･
在学の小学生
と 保 護 者 ｡ 抽
選で①45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
11/30（火）まで

無料

対象

受付

日時

日時

申込

©2019 Metro-Goldwyn-
Mayer Pictures Inc. and Bron 
Creative MG1, LLC. All Rights 
Reserved.  The Addams 
Family(TM) Tee and Charles 
Addams Foundation. All 
Rights Reserved.

インダストリアルAIシンポジウム
公開市民講座

テーマは｢ロボティク
スとAIの融合による生
活DX(デジタルトラン
スフォーメーション)
の可能性｣

12/10 (金)午後
4:20～5:20
①オンライン②デザインホール
(中区栄三丁目)
情報通信研究機構の坂

さ か が み

上義
よ し

秋
あ き

さん
①制限なし②抽選で30人
12/7(火)まで
ホームページ 
経済局次世代産業振興課
☎972-2419 FAX972-4135

↑ホームページ
　はこちら

無料

受付

問合

場所

日時

人数

案内

講師

先進技術体験イベント
H

ハ ッ チ

atch T
テ ク ノ ロ ジ ー

echnology F
フ ェ ス

es
ドローン･電動モビリ
ティなどの体験

11/27（土）･28（日）
午前10:00～午後
4:00
H

ヒ サ ヤ

isaya-o
オ オ ド オ リ

dori P
パ ー ク

ark
（中区錦三丁目･丸の内三丁目）
ホームページ
経済局次世代産業振興課
☎972-2418 FAX972-4135

問合

場所

日時

案内

↑ホームページ
　はこちら

無料

人権週間記念行事
★人権啓発映画の上映…①いのちの

停車場（日本語字幕あり）②僕が君
の耳になる（日本語字幕･日本語音
声ガイドあり）

12/4（土）①午前10:00～午
後0:10②午後2:00～3:30

★人権講演会「子育て､
そして…がん アナウ
ンサーパパ奮闘記」…
手話通訳･要約筆記･
オンライン配信あり｡
講演前に人権啓発映
画の上映あり

③12/5（日）午後1:15～3:30
フリーアナウンサーの笠

か さ

井
い

信
し ん

輔
す け

さん
鯱

こ

城
じょう

ホール（中区栄一丁目）
市 内 在 住 か 在 勤（ 学 ）の 方 ｡
①～③抽選で各250人
電子申請･電話･ファクスでなご
や人権啓発センター☎684-7017

（月曜日休み） FAX684-7018
11/17（水）まで

無料

対象

受付

場所

日時

日時

申込

講師

笠井信輔さん

犯罪被害者等支援入門講座
11/25（木）～12/1（水）は犯罪被害
者週間｡犯罪被害者や家族･遺族を取
り巻く環境への理解を深め､犯罪被
害者への支援について学ぶ

12/16（木）･17（金）の全2回､
午後1:10～4:30
①ソレイユプラザなごや（中区
栄一丁目）②オンライン
①抽選で20人②制限なし
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
11/30（火）必着

無料

受付

場所

日時

申込
人数

県営名古屋空港PR展示
空港や航空機の魅力を紹介

11/30（火）～12/12（日）の開
館日､午前9:30～午後5:00
市博物館（瑞穂区瑞穂通）
県営名古屋空港協議会
☎223-5701 FAX231-6767

（総務局空港対策室
☎972-2224 FAX972-4112）

無料

問合
場所

日時

市立大学の催し
①豊橋技術科学大学包括連携協定締

結記念シンポジウム
11/29（月）午後2:00～4:00

②名市大ブックス特別市民公開講座
12/5（日）午前10:00～午後
0:15･午後1:30～3:45

同大学桜山キャンパス
抽選で①100人②各200人
電子申請･往復はがき･ファクス
で同大学学術課（〒467-8601
瑞穂区瑞穂町字川澄1）
☎853-8308 FAX841-0261
①11/19（金）②11/25（木）必着受付

場所

日時

日時

申込
人数

無料

名古屋国際センター
発見!体験!地球市民キャンパス

フランスやペルーなどの外国人講
師と一緒に多文化共生やS

エスディージーズ

DGsにつ
いて考える｡①多文化共生クラス②
SDGsクラス

12/19（日）午後1:00～5:00
（午後4:30～5:00は教育関係者
向け質疑応答）
中学･高校･大学生､教育関係者｡
先着①18人②22人
1 1 / 1 1（ 木 ）午 前 1 0 : 0 0 ～
ホームページ･電話･Eメール

（希望講座名も記入）で同セン
ター（中村区那古野一丁目）
☎581-5691（月曜日休み）
FAX581-5629

koryu@nic-nagoya.or.jp
www.nic-nagoya.or.jp

無料

対象

日時

申込

HP

家具転倒防止ボランティア
養成講座

12/18(土)午後1:00～5:00
中消防署(中区栄一丁目)
市内在住か在勤(学)で､継続的
にボランティア活動できる方｡
先着30人
11/11(木)午前8:45～電話で
消防局消防課☎972-3543
FAX951-8463

無料

対象
場所
日時

申込

空き家対策
★相続･空き家対策セミナー 

…専門家による個別相談あり
11/21（日）午後1:30～4:30
①市民活動推進センター（中
区栄三丁目）②オンライン
①20人程度②制限なし
電話･ファクス･Eメールで相
続ファシリテーター協会
☎0120-345-067
FAX03-6434-5216

web@jifa-c.net
11/19(金)午後6:00まで

★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

随時
スポーツ市民局地域振興課
☎972-3126 FAX972-4458

無料

受付
問合

場所
日時

申込
人数

受付

市民大学公開講演会
①w

ウ ィ ズ

ithコロナの時代 インターネッ
ト･SNSにおける人権を考える

12/8（水）午後1:00～2:30
②｢いのち｣のルーツを宇宙に求めて2

12/15（水）午後1:30～3:00
③名古屋･街なか石めぐり

12/25（土）午前10:30～正午
イーブルなごや（中区大井町）
①②15歳以上の方（中学生を除
く）③小学生以上の方（保護者同
伴も可）｡①当日先着160人②③
抽選で各160人
②③電子申請か往復はがきで教
育委員会生涯学習課分室

（〒461-0001東区泉一丁目1-4）
☎950-5031 FAX950-5041
②11/17（水）③11/24（水）必着

無料

対象

受付

場所

日時

日時

日時

申込

体感!しだみ古墳群
ミュージアムの催し

①ミニ展示｢西大久手古墳 市民参加
の発掘調査で何がわかった?｣

12/14（火）～19（日）の開館
日､午前9:00～午後5:00（入
場は午後4:30まで）

②歴里講演会「東三河の積
つ み

石
い し

塚
づ か

古墳群」
12/19（日）午後1:30～3:00
先着50人

①展示室入場料必要②500円
②11/19（金）午前9:00～
同所（守山区大字上志段味）
☎739-0520（月曜日休み） 
FAX739-0524

受付
問合

日時

日時

料金
人数

マンション管理講座･相談会
①地域別初級ミニ講座

12/4（土）午後1:00～4:00
②マンション管理士無料相談会

12/4（土）午前9:15～午後0:15
中生涯学習センター（中区橘一
丁目）
抽選で①25人②8組
はがきかファクスで住宅都市局
住宅企画課
☎972-2960 FAX972-4172
11/19（金）必着

無料

受付

場所

日時

日時

申込
人数

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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ホームページ･区役所情報コーナー
環境デーなごや実行委員会(環境局環境企画課内)☎972-2684
FAX972-4134　　    　www.kankyoday.com/chuogyoji/

問合
HP

案内配布

おうちで環境デーなごや
身近に参加できるさまざまな企画を開催

食品ロス削減などに
ついて学べます!

いろいろな団体のエコ活動を
学べます!

育てている野菜や植物の写真
を送ってください！

市内産のお米や伝統野菜の種子
が抽選で当たります。詳しくは
ホームページをご覧ください。

野菜や植物を育てよう!動画を楽しもう!

パネル展に行こう♪

11/1(月)～26(金)日程12/1(水)～
来年1/6(木)

日程

12/11(土)･12(日)
午前10:00～午後
5:00
イオンモールナゴ
ヤドーム前(東区
矢田南四丁目)

日時

場所

あったか!あつた魅力発見市
マルシェ･熱田神宮ガイドツアー・
断
だ ん

夫
ぷ

山
さ ん

古墳特別入山など｡臨時シャ
トルバス（無料）･船の特別運航あり

11/21（日）午前10:00～午後3:00
金山総合駅南口広場（熱田区
金山町一丁目）･熱田神宮公園

（熱田区旗屋一丁目）･白鳥庭園
（熱田区熱田西町）など
市ウェブサイト
同実行委員会（熱田区地域力推
進室内）☎683-9424
FAX683-9494

問合

場所
日時

案内

白鳥庭園 観
か ん

楓
ぷ う

会
★30周年記念･大型生け花の展示

11/20(土)～28(日)午前9:30
～午後4:00

★紅葉ライトアップ

11/20(土)～12/12(日)の金曜
～日曜日･祝休日､日没～午後
8:00(入園は午後7:30まで)

入園料必要
同園(熱田区熱田西町)
☎681-8928(月曜日休み)
FAX681-9288

問合

日時

日時

料金

あおなみ線ツアーズ
｢荒子川公園の木と花で遊ぼう!｣
★冬休み体験コース

花でクラフトづくりの体験や公園内
の探検など

12/24（金）午前10:00～正午･
午後2:00～4:00
荒子川公園（港区品川町）
小学生（保護者同伴）｡抽選で各
20人
電子申請か往復はがき（1通3人
まで｡年齢も記入）で住宅都市局
交通施設管理課☎972-2791
FAX972-4170
11/24（水）消印有効

無料

対象

受付

場所

日時

申込

金城ふ頭に遊びに行こう!
スタンプラリー（秋･冬）

金城ふ頭にある4つの施設がスタンプ
ポイント｡先着で､最初のスタンプを押
す施設でグッズをプレゼント｡さらに
4つ全部集めた方には抽選で賞品あり

来年1/10（月･祝）まで
レゴランド®･ジャパン､メイ
カーズ ピア（いずれも港区金城
ふ頭二丁目）､リニア･鉄道館（港
区金城ふ頭三丁目）など
各施設の入場料など必要
市ウェブサイト
金城ふ頭まちづくり協議会

（住宅都市局名港開発振興課内）
☎972-2717 FAX 972-4161

問合

場所
日程

料金
案内

おんたけ休暇村
｢北原天文館長とみる冬の星空と
ふたご座流星群観望会｣

12/12(日)
～ 1 泊 2 日
(3食付き)
18歳以上の
方(高校生を除く)｡先着25人
1万3千円
11/11(木)午前10:00～
同所(長野県木曽郡王滝村)
☎0264-48-2111
FAX0264-48-2874

対象

受付
問合

日程

料金
堀川尾頭橋親水広場イベント

①尾頭橋リバーサイドパンマルシェ
…市内外のさまざまなパン屋が出店

11/14（日）・20（土）・21（日）・
28（日）午前10:00～午後4:30

②同広場発着の堀川クルーズ便

11/14（日）･20（土）･28（日）
③「あったか!あつた魅力発見市」

会場を結ぶ水上バス…同広場と
白鳥乗船場･宮の渡し乗船場を結ぶ

11/21（日）
堀川尾頭橋親水広場（熱田区新
尾頭一丁目）
①入場無料
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー
緑政土木局河川計画課
☎972-2891 FAX972-4193

問合

場所

日程

日程

日時

料金
案内
配布

あいち
花マルシェ

県 内 産 花
か

き の 販 売 ･
あいちフラワーコンテ
スト･花

は な い く

育教室など
1 1 / 2 0（ 土 ）～
2 3（ 火 ･ 祝 ）午 前
10:00～午後5:00
オアシス21（東区東桜一丁目）・
H

ヒ サ ヤ

isaya-o
オ オ ド オ リ

dori P
パ ー ク

ark（中区錦三
丁目）・久屋大通庭園フラリエ

（中区大須四丁目）
入場無料
ホ ー ム ペ ー ジ・区 役 所 情 報
コーナー
同事務局☎221-0955
FAX221-0739

（緑政土木局都市農業課
☎972-2466 FAX972-4141）
aichi-hanamarche.com

問合

場所

日時

料金

HP

案内
配布

テレビ放送
●面下参照12

NPO応援チャリティイベント
｢ファミリー･クラウンサーカス｣

クラウン（道化師）の
コメディーショー。入場
料の一部をNPOに分配

12/26（日）午後
1:30～3:30
中小企業振興会館

（千種区吹上二丁目）
先着200人
3歳～小学生1,200円･中学生
以上2,200円（当日各300円増）
11/11（木）午前9:00～
ホームページ
同事務局
☎884-2588 FAX881-1230

（市民活動推進センター
☎228-8039 FAX228-8073）

受付

問合

場所

日時

料金
人数

案内

↑ホームページ
　はこちら

東山動植物園 もみじ狩り
期間中､紅葉スポットを巡るウォーク
ラリーなどさまざまな催しを開催。

11/13（土）～12/5（日）の開園日、
午前9:00～午後4:50（入園は午
後4:30まで）。土曜・日曜日・祝休
日の入場には事前予約が必要。

★紅葉ライトアップ…植物園エリア
(一部)の開園時間を延長

11/16（火）～19（金）・24（水）～
26（金）日没～午後7:30（入園は
午後7:00まで）。午後4:30以降
の入場には事前予約が必要。

入園料必要
ホームページ
同園（千種区東山元町）
☎782-2111（月曜日休み）
FAX782-2140
www.h igash iyama.c i ty .
nagoya.jp

問合

日時

日時

料金

HP

案内

ゆとりーとライン20周年記念
秋のウォーキング｢紅葉の小幡緑地
のフリーウォーク｣

小幡緑地を自由散策しながらキー
ワードを見つけるコース。ゆとりーと
ライン「小幡緑地」駅発着。ゴールし
た方先着400人に完歩賞（20周年ピ
ンバッジと清涼飲料水）あり

11/28（日）午前9:00～10:30
受付｡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
www.guideway.co.jp

問合

日時

申込 案内

HP

無料

徳川園の催し
①筝

そ う

曲
きょく

演奏会
11/21(日)午後1:30～2:00･
3:30～4:00

②紅葉ライトアップ…開園時間を延長
し､陶器と竹製の行

あ ん

灯
ど ん

で庭園を飾る
11/26(金)～28(日)･12/3(金)
～5(日)日没～午後7:30(入園
は午後7：00まで)

①当日先着各60人
入園料必要
同園(東区徳川町)☎935-8988
(月曜日休み) FAX937-3847

問合

日時

日時

料金
人数

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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若年層への感染が広がっています

防災危機管理局危機対策室☎ 972-4063 FAX962-4030問合

事業者の方へ 新型コロナウイルス感染症に関する支援策
県感染防止対策協力金(営業時間短縮要請枠) 県中小企業者等応援金

中小企業等新型コロナウイルスワクチン接種促進給付金

厳重警戒措置期間(10/1～17)に以下の要件を満たす飲食店な
どの運営事業者
･県の｢ニューあいちスタンダード(あいスタ)｣認証店
 午前5:00～午後9:00に営業時間を短縮(酒類の提供は
 午前11:00～午後8:00)
･その他の店
 午前5:00～午後8:00に営業時間を短縮(酒類の提供は
 午前11:00～午後7:30)
･カラオケ設備の利用自粛
・｢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
(中小企業など)売上高に応じて2万5千～7万5千円
(大企業)売上高減少額の4割(最大20万円)

　　※1店舗1日あたりの金額
ホームページ
同コールセンター

      ☎228-7310(毎日午前9:00～午後5:00) 
      FAX954-6923

緊急事態措置などによる休業･営業時間短縮要請や外出･移動自粛の影響に
伴い､売上が減少した中小企業･個人事業主など
※売上減少率などの要件あり
(一般枠) 2019年または2020年7～9月と比較した2021年    
同月の売上減少額　※支給額上限あり
(酒類販売事業者枠) 2019年または2020年8・9月と比較した
2021年同月の売上減少額　※支給額上限あり
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) FAX954-6924

交付
金額

交付
金額

交付金額

対象

↑ホームページ
　はこちら

対象

対象

↑ホームページ
　はこちら案内

問合

従業員などに対し新型コロナウイルス感染症対策のためのワク
チン接種をしやすい環境の整備を進めた市内中小企業者など

雇用保険被保険者数に応じて1事業者あたり1～5万円
ホームページ
同コールセンター☎228-7007(祝休日を除く月曜～金曜日の
午前9:00～午後5:00) FAX972-4136

↑ホームページ
　はこちら

感染者数の速報やワクチン
に関する情報などを発信中 !

案内
問合

問合
案内

↑F
フ ェ イ ス ブ ッ ク
acebook

はこちら

イベントに参加
する際はマスクの
着用 ･ 大声自粛を
徹底しましょう｡

アクリル板の設置や座席の
間隔の確保など感染防止対策
が徹底されている飲食店を

利用しましょう｡

ワクチン接種に
ご協力ください。

※左記協力金との併給不可

↑T
ツ イ ッ タ ー
witter

はこちら

市職員（①土木･建築･電気②造園･
衛生･獣医）の募集

11/28（日）　　　原則､来年4月
①平成3年4月2日～平成12年4
月1日生まれの方②主に昭和37
年4月2日～平成3年4月1日生
まれで一定の職務経験がある方
11/17（水）まで
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･人事委員会任用課
☎972-3308 FAX972-4182

対象

受付

試験 採用

要項
配布

会計年度任用職員（保育所ローテー
ション勤務対応保育士）の募集

採用月～来年3月
原 則 ､ 月 曜 ～ 金 曜 日 の 午 前
8:30～午後5:15（時差勤務あ
り･4週に1回土曜日勤務）
保育士資格取得者｡選考で10人程度
随時
市ウェブサイト･子ども青少年
局保育運営課
☎972-2527 FAX972-4116

対象
受付

期間
勤務

要項
配布

会計年度任用職員（学校用務業務員・
日額制学校給食調理業務員）の募集

令和4年4月～令和5年3月
中学校卒業以上の方｡選考で
250人程度
11/19（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

期間

要項
配布

①障害者②知的障害者を対象とし
た会計年度任用職員の募集

①12/11(土)②12/18(土)
令和4年4月～令和5年3月
①身体障害者･愛護(療育)･精
神障害者福祉いずれかの手帳
②愛護(療育)手帳をお持ちの方｡
選 考 で ① 3 5 人 程 度 ② 9 人
程度
①11/24(水)②12/3(金)必着
市ウェブサイト･健康福祉局障
害者支援課･総務局人事課など
☎972-2125 FAX972-4115

対象

受付

期間
試験

要項
配布

名古屋産業振興公社 職員の募集
12/4（土）　　　来年4月
高校･大学などを卒業（見込み）
の方｡選考で若干人
11/25（木）必着
ホームページ･同公社（千種区吹
上二丁目）
☎735-2115 FAX735-2106
www.nipc.or.jp

対象

受付

試験 採用

HP

要項
配布

裁判員制度～裁判員候補者名簿記
載通知を発送します～

来年の裁判員候補者名簿に登録され
た方に､最高裁判所から11月中旬に
通知を送ります｡令和4年2月から令
和5年2月ごろの間に裁判員に選ば
れる可能性があることを事前にお知
らせするものです｡

名古屋地方裁判所
☎203-8916 FAX212-4454
(市選挙管理委員会
☎972-3315 FAX972-4180)

問合

高齢者施策推進協議会 委員の募集
次期高齢者保健福祉計画･介護保険
事業計画の策定にあたり､1年に3～
10回程度、平日開催の会議に出席し
て意見を述べる

令和4年4月～令和7年3月
市内在住の20歳以上の方（市職
員･外郭団体職員を除く）｡選考
で5人程度
11/15（月）～29（月）消印有効
11/15（月）～区役所情報コーナー､
区役所福祉課･支所区民福祉課､
健康福祉局高齢福祉課
☎972-2542 FAX955-3367

対象

受付

期間

要項
配布

地価調査価格の閲覧
令和3年7月1日時点の基準地の価格

随時
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
住宅都市局まちづくり企画課
☎972-2955 FAX972-4162

問合

日程
閲覧

あい･あい･あいさつ活動
11月を｢あいさつ月間｣､11/1(月)
を｢あい･あい･あいさつの日｣とし
て､学校と地域が連携してあいさつ
活動を行います｡中日ドラゴンズ･名
古屋グランパスのマスコットキャラ
クターなどが学校を訪問します｡

教育委員会生涯学習課
☎972-3253 FAX972-4178

問合

災害時の飲み水確保!地下式給水栓!
災害時に地域の
皆さまが自ら操
作して飲料水を
確保できる非常
用のじゃ口を備
えた設備です｡全ての市立小中学校に
整備されています｡

上下水道局防災危機管理室
☎972-3675 FAX951-1208

問合

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



●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８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１１月１日●部数／１，１１4，６００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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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)･市ウェブサイトでご
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｡

皆さまの意見を市政に

パブリックコメント

予防接種に関する事務 全項目評価書 重要な変更に伴う再評価(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(案)を策定しました。

11/30(火)まで
健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策室☎972-4389
FAX972-4386   covid19-vaccine@kenkofukushi.city.nagoya.Ig.jp

問合
配布 ･ 募集期間

皆さまのご意見をお寄せください

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

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

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

11/14 ノロウイルス食中毒を予防しよう !
11/21 青年選挙ボランティア
11/28 新人消防官のお仕事
12/5 くらしの手続きガイド

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

11/15 あいち花マルシェ
11/22 KOUGEI E

エ キ ス ポ
XPO I

イン
N AICHI

11/29 東山荘
12/6 ウエルネスガーデン

HP nagoyatv.com/omotenashi2021/

AM 1053kHz
FM 93.7MHz

N
ネ ッ ト

et119緊急通報システム
聴覚･音声･言語機能な
どの障害により､119
番通報が困難な方向け
に､スマートフォンなど
からチャット形式で通
報ができるシステムで
す｡利用には､GPS機能付きでメール
受信が可能なスマートフォンかタブ
レット端末が必要となります｡

消防局指令課☎972-3524
FAX972-3577

問合

↑事前登録は
こちら

墓地（①八事霊園②愛
あ

宕
た ご

霊園）
使用者の募集

①天白区天白町②緑区有松愛宕
市内に6カ月以上継続して住所
を有している方｡抽選で①211
区画②12区画
①170,100～6,575,100円
②132,030円

〈前期〉11/10（水）～15（月）､
郵送は11/11（木）必着〈後期〉
11/19（金）～25（木）､郵送は
11/24（水）必着（生前申し込み
の方は後期のみ）
八事霊園･斎場管理事務所
☎832-1750 FAX832-7759

対象

受付

問合

場所

料金

市営交通100年祭 S
シ ン ス

ince1922
①｢市営交通と

わ た し ｣ 思 い
出エピソード
の募集…皆さ
ま か ら い た
だいた市営交通についてのエピ
ソードの一部をホームページなど
で紹介

②100周年記念ポスターモデル大募
集…撮影会は12/11（土）午前
10:00～午後6:00に名古屋国際
センター（中村区那古野一丁目）で
開催

小学生以下の方｡抽選で100人
①来年1/20(木)②11/19（金）
まで
ホームページ
①交通局広報広聴課
☎972-3809 FAX972-3849
②交通局乗客誘致推進課
☎972-3928 FAX972-3817
100th.kotsu.city.nagoya.jp

対象
受付

問合
案内

HP

ノロウイルス食中毒を
予防しよう!

★食事･調理の前･ト
イ レ の 後 な ど は 念
入 り に 手 を 洗 い ま
しょう｡

★食品は中心部まで十
分に加熱しましょう｡

★調理器具類は､十分に洗浄･消毒を
しましょう｡

★感染しても症状が出ないことがあ
ります｡日頃から手洗いを徹底しま
しょう｡動画で消毒液の作り方を紹
介しています｡

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

テレビ放送
下記参照

↑視聴はこちら

問合

11月は自転車安全利用促進強調月間
自転車に乗るときは､交通
ルールを守りましょう｡
★自転車は､原則車道の左

側を走行｡歩道を走る場
合は､歩行者優先で車道
寄りを徐行

★夕暮れ･夜間､雨天時などはライト
を点灯

★スマートフォンなどは使用しない
★妨害運転はしない
★ヘルメットを着用
★自転車損害賠償保険などへ加入

スポーツ市民局地域安全推進課
☎972-3123 FAX972-4823

問合

11月は放置自転車追放月間
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 掛 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

自転車等放置禁止
区域のマーク

動物愛護センターの催し
①犬猫を飼う前教室

12/5(日)午後1:30～3:30
②犬のしつけ方教室

12/18(土)午後2:00～3:30
市内在住の方｡抽選で各20人
電子申請か往復はがき(①は飼
育したい犬猫の種類②は飼育し
ている犬の種類･年齢･性別と現
在できる事･困り事も記入)で同
センター(〒464-0022千種区
平和公園二丁目106)
☎762-1515 FAX762-0423
①11/21(日)②12/4(土)必着

無料

対象

受付

日時

日時

申込

都市計画の決定･変更
都市計画用途地域･特別用途地区･高
度地区･公園(東山公園)の変更､地区
計画(泰明町地区)の決定｡

市ウェブサイト
住宅都市局都市計画課
☎972-2798 FAX972-4164

案内
縦覧･問合

あいちワーク･ライフ･バランス
推進運動 賛同事業所の募集

多様な働き方の推進･年次有給休暇の
取得促進･時間外労働の削減など8項目
に賛同していただける事業所を募集｡
賛同事業所は県のホームページで紹介

県労働局労働福祉課
☎954-6360 FAX954-6926

（経済局労働企画室☎972-3145 
FAX972-4129）
famifure.pref.aichi.jp/aichi-
wlbaction/

問合

HP

中小企業向けLGBTQセミナー
12/8(水)午後2:00～4:00
先着45人
11/11(木)午前9:00～
経済局中小企業振興課
☎735-2100 FAX735-2104

無料

受付
問合

日時
人数

11月は明るい選挙強調月間
私たちの意思が政治に
正しく反映される「明る
い選挙」の実現のため､
有権者一人一人が投票
に参加し､日ごろから

「三ない運動」を守りましょう｡
★政治家は有権者に寄

き ふ

附を「贈らない」
★有権者は政治家に寄附を｢求めない｣
★政治家から有権者への寄附は｢受

け取らない｣
市選挙管理委員会
☎972-3316 FAX972-4180

問合

空き家問題110番
愛知県弁護士会による空き家に関す
る電話法律相談…☎223-2355

12/8(水)午前10:00～午後4:00
スポーツ市民局地域振興課
☎972-3126 FAX972-4458

無料

問合
日時

みどりが丘公園
墓地使用者の募集

市 内 に 6 カ 月 以
上 居 住 し て い る
方｡470区画程度
使用料･年間管理
料必要
来年3/10(木)まで
ホ ー ム ペ ー ジ ･ 区 役 所 情 報
コーナー･同園(緑区鳴海町)
☎876-9877 FAX877-0542

対象

受付

料金

案内
配布

↑ホームページ
　はこちら

若宮パークをご存知ですか?
若宮パークは､栄や大須の自動車混
雑解消のため､フリンジ駐車場に位
置づけられています｡若宮パークを
利用してまち歩きしませんか｡

290円(30分)         ホームページ
若宮大通駐車場(中区大須三丁目)
☎251-7581
(住宅都市局交通施設管理課
☎972-2728 FAX972-4170)
www.wakamiya-p.jp

問合
料金 案内

HP

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
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⓭
～
⓰
面
）
区
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す
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