
※写真撮影時のみマスクを外しています

↓市章「　 」、名古屋グランパス「エイト」を意識して「八」の人文字で撮影（名古屋グランパスのスタッフの皆さん）

地域社会と共に～名古屋グランパス×名古屋市 包括連携協定締結～　　　　　　　　　　　　　　 

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。

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について
■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
　※電話･ファクス番号が変更となる可能性があります。最新情報は市ウェブサイト（www.city.nagoya.jp)をご覧ください。
■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） 12月号

●人口／2,326,664人
●世帯／1,125,372世帯
●面積／326.50km2

（令和3年11月1日現在）
12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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地域社会と共に
10/29（金）に、地元のプロサッカークラブ名古屋グランパスと包括連携協定を締結しました。
名古屋市と連携した取り組みをはじめ、名古屋グランパスによる地域・社会活動を紹介します。

市民生活の幅広い分野で連携し、市民サービスの一層の
向上、地域の活性化などの取り組みを通して、相互の持続的
な発展を目指していくものです。

行政だけの力では対応が難しい課題に対し、企業と行政が
互いの長所を生かして連携することで、より効果的な取り
組みが可能になります。

来年、市営交通100周年・名古屋グランパス30
周年を迎えるため、相互に周年を盛り上げる取り
組みを実施しています。今年度は、約500人の
地下鉄駅職員が「鯱の大祭典・市営交通100周年
コラボTシャツ」を着
用し、市営交通100
周年のPRと市営交通
の利用を促進してい
ます。

市営交通100周年記念事業
などへの協力

消防局・消防団と協働して、イベントなどに
参加し、地域防災力の向上を図っています。

消防局と連携した
地域防災力の向上

ふれあいサッカー教室、親子無料観戦招待、選手
やスタッフによる小学校訪問を毎年実施し、子
どもたちがスポーツに興味関心を持つきっかけ
や将来の目標を考える機会を創出しています。

サッカーを通した子どもとの
ふれあい事業

写真提供：名古屋グランパス

～名古屋グランパス×名古屋市 包括連携協定締結～～名古屋グランパス×名古屋市 包括連携協定締結～

▶選手コメント・社長メッセージ

▶本市との取り組み例

包括連携
協定とは

締結の
メリット

名古屋グランパスでは、ホームタウンである愛知県がより良くなるよう、そして持続
可能でより良い世界が実現するよう、日頃から地域や試合会場でさまざまなSDGs
への取り組みを行っています。

スタジアム周辺のゴミ拾いを行い、
ボランティアの皆さんなどと連携し
て分別したり、これまで販売したユ
ニフォームやTシャツなどの不要に
なった衣料品を、専用BOXで回収し、
地球の資源へとリサイクルする活動
を行っています。

持続可能なホームタウンを目指して

スポーツと健康は非常に密接な関係にあり
ます。サッカー選手は、専門のトレーナーや
栄養士がサポートしながら細かく身体に気を
つかい生活しています。今まで培ってきた
クラブのノウハウを活かし、ホームタウンの
皆さんに食育を通して、いつまでも健康に生活
できる手助けをしています。

スポーツに親しみ、
楽しむことで健康な毎日を！

エスディージーズ

▶社会貢献活動

ボックス

しゃち

↑ボランティアによるゴミ拾い ↑小学校での食育講演

選手は試合で全力を尽くし、皆さんの期待に応えるべく日々練習
に励んでいます。新型コロナウイルスの影響により世界中で
大きな影響が出ている中、私たち選手が安心して試合を出来て
いるのも支えてくれる皆さんのおかげであり、その分、ホームタウン
にお返ししていく必要があると考えています。今後も名古屋市
がより良い街になるよう、チーム一丸となって活動していきます。

名古屋グランパス　キャプテン　丸山祐市 選手
感謝の気持ちを勝利と活動で示したい

名古屋グランパス　柿谷曜一朗 選手
背番号８にふさわしい選手を目指して

今年、名古屋グランパスに加入し背番号８を背負って
プレーしています。名古屋市の「八」、そして名古屋
グランパスエイトの「エイト」ということで責任を感じて
います。試合でのプレーはもちろん、さまざまなホーム
タウン活動でも、名古屋の皆さんにより愛してもらえる
選手になれるよう頑張っていきます。

新型コロナウイルスの影響はまだまだ続いており、社会に多大な変化をもたらしました。Jリーグは２０２０年、長期間の中断を初めて経験しまし
たが、そうした期間を経て、あらためてクラブの在り方を見つめ直すことができました。名古屋グランパスでは、サッカーの試合だけではなく、
SDGsの活動をはじめ、ホームタウンが持続可能な社会になるよう、行政や地域の皆さんのお力添えもいただきながら、より良い街、より良い
クラブになるよう、今後も活動を続けてまいります。

株式会社名古屋グランパスエイト　代表取締役社長　小西工己 さん
すべてはホームタウンとともに

こう  き

今 月 の 特 集今 月 の 特 集

（包括連携協定・本市との取り組みについて）総務局総合調整室　　 972-2223　FAX 972-4112
（名古屋グランパスの社会貢献活動について）株式会社名古屋グランパスエイト　　 0565-79-8880　FAX 0565-79-8110問合
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自宅療養

もしもコロナに感染したら?もしもコロナに感染したら?

☎ 249-3703（24時間受付）　FAX 265-2349　    nagoya_jyushinsoudan@medi-staffsup.com
※電話・ファクス番号が変更となる可能性があります。最新情報は市ウェブサイトをご覧ください｡

健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策室　　  972-4389　FAX 972-4376問合

感染拡大防止のため、保健センターが、症状･行動歴･接触のあった方などを聞き取って調査します。

高齢者･基礎疾患のある方･
重症の方など（医師により判断）

軽症･無症状の方など
（本人の希望･状況などで判断）

施設で働く看護師 保健センターの保健師

宿泊療養

保健センターが原則1日1回、電話などで健康状態を確認します。
スマートフォンなどで健康状態を入力するシステムMy HER-SYSも活用しています。

重症化に備えて地域の医療機関などで診療を受けられる体制を整備しています。

必要に応じて、パルスオキシメーター（血液中の酸素飽和
度を測定する機器）を貸し出します。

陽性となった本人・同居の濃厚接触者で希望される方は、
1日3食の配食サービス（無料）を利用できます。

療養中は自宅から外出できません。

検温などを行い、毎日健康状態を確認します。

一部の施設では医師の往診を実施し、必要に応じて
点滴・投薬などを行っています。

1日3食の食事（無料）の提供があります。

家族や友人などとの面会はできません｡

療養中は施設から外出できません。

療養解除のための主な要件（医師の判断で延長する場合があります。）

新型コロナワクチン３回目接種
ワクチンを2回接種しても、時間の経過とともにワクチンの有効性が低下することが報告されています。
そのため､2回目の接種から原則8カ月以上経過した後に3回目の接種を受けられます。

接種券の発行申請はこちらから→

新型コロナウイルス感染症は、誰でも感染する可能性
があります。陽性になったときには、安心して療養
できるように保健センターがサポートします。

発熱などの症状のある方は、まずはかかりつけ医などへご連絡ください。
相談する医療機関に迷う場合は、受診･相談センター(コールセンター)にご連絡ください。

マイ       ハー      シス

自宅療養

陽性となったご本人やご家族の不安な気持ちに寄り添い、
安心して療養できるようサポートします。保健センター
からの案内・調査などへのご協力をお願いします。

ワクチン接種は強制ではなく、本人の意思に基づいて実施され
るものです。職場や周りの人に接種を強制したり、接種を受けて
いない人に差別的な扱いをしたりするのは絶対にやめましょう。

宿泊療養

症状のある方 … 発症日から10日間経過し、かつ症状が軽快してから72時間経過した方

症状のない方 … 陽性と判定された検査の検体採取日から10日間経過した方

2回目の接種を
5/1（土）～31（月）に受けた
医療従事者

2回目の接種を
5/1（土）～31（月）に受けた
医療従事者でない方

12/13（月）

12/20（月）

3回目の接種の接種券発送予定日

陽性判明

無料

知っておこう

入院

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・12/29～1/3を除く月曜～金曜日の午前9:00～午後5:30）

問合

安心して療養していただけるよう私たち
看護師が施設に常駐しています。療養中
は24時間いつでも相談ができます。

医療機関での個別接種を中心に進めていく予定です。接種できる
医療機関などについては、接種券に同封のチラシをご確認ください。

接種には原則事前予約が必要です。接種券を受け取った後に予約
してください。

接種券は、2回目の接種の記録が確認できた方に、接種を受けら
れる時期が近づきましたら順次お送りします。

1回目の接種を海外で受けた方や2回目の接種の後に本市に転入
された方などは、3回目の接種の接種券の発行申請が必要です。

 ３
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市役所や区役所は､12/29（水）～1/3（月）まで休ませていただきます｡ここでは､市民生活に
関連のある年末年始の主な業務や休みの期間についてお知らせします｡

年末年始のお知らせ
29 30

12月

年中無休

1月
431 1 2 3水 木 金 土 日 月 火

区
役
所･

支
所

ご
み
と
資
源
の
収
集
な
ど※

下
水
道・

水
道

交
通

救急病院などに軽症患者が集中すると､重症患者への治療に支障が出ることが懸念されています｡救急医療体制を守る
ためには､皆さまのご理解・ご協力が必要です｡かかりつけ医を持ち､日頃から健康管理に気を付けましょう。

休日･夜間･年末年始の救急医療

健康福祉局保健医療課　☎ 972-2623  FAX 972-4154問合

スポーツ市民局広聴課　☎ 972-3139  FAX 972-3164問合

救急医療の
適正受診を！

受付時間

受付時間

受付時間

受付時間

受付時間

受付時間

□突然の激しい頭痛
□締め付けられるような胸の痛み
□呼びかけても反応がない  など

重大な病気・けがの可能性が！

年中無休 午後7：00～翌午前8：00
＃8000

（＃が使えないとき ☎ 962-9900）

●小児救急電話相談

月曜～金曜日 午後8：00～午前0：00
土曜･日曜･祝休日･12/30～1/3
午後6：00～午前0：00

☎933-1174
●子どもあんしん電話相談

あいち救急医療ガイド
でも検索できます→

年中無休･24時間
☎263-1133　
●愛知県救急医療情報センター

診療科目

内科･
小児科

休日急病
診療所/

★平日夜間
急病センター

　千種区今池五丁目4-15 ☎ 733-1191 　北区下飯田町3-3-2 ☎ 915-5351
　西区城西四丁目15-10 ☎ 531-2929 　中村区則武本通2-80-2 ☎ 471-8311
　昭和区川名町2-4-4 ☎ 763-3115 　瑞穂区師長町9-3 ☎ 832-8001
　熱田区伝馬一丁目5-4 ☎ 682-7854 ★中川区高畑一丁目222 ☎ 361-7271
　港区港楽二丁目6-18 ☎ 653-7878 ★南区西又兵ヱ町4-8-1 ☎ 611-0990
★守山区小幡一丁目3-2 ☎ 795-0099 　緑区鳴海町字池上98-5 ☎ 892-1133
　名東区丁田町35 ☎ 774-6631 　天白区池場二丁目2403 ☎ 801-0599

　北区平手町1-1-5 クオリティライフ21城北内　☎ 915-8844
　南区弥次ヱ町5-12-1　☎ 611-8044

　中区丸の内三丁目5-18　☎962-9102

　東区葵一丁目4-38  ☎ 937-7821

●小児科専門医による診察

［日曜日･祝休日･12/30～1/3］ 午前9：30～正午･午後1：00～4：30
★は月曜～金曜日午後8：30～11：30も受付

［月曜～金曜日］ 午後7：30～翌午前6：00　［土曜日］ 午後5：30～翌午前6：00
［日曜日･祝休日・12/30～1/3］ 午前9：30～正午･
　　　　　　　　　　　　　　 午後1：00～4：30･午後5：30～翌午前6：00

［日曜日･祝休日･12/30～1/3］ 午前9：30～正午･
　　　　　　　　　　　　　　 午後1：00～4：30･午後5：30～8：30

［日曜日･祝休日･12/30～1/3］ 午前9：30～正午･午後1：00～4：30

［日曜日･祝休日･12/30～1/3］ 午前9：00～11：30･午後1：00～3：30

［日曜日･祝休日］ 午前9：00～正午　［12/29］ 午前9：00～11：00
［12/30～1/3］ 午前9：00～11：00･午後1：00～3：00

［月曜～金曜日］ 午後8：30～11：00　［土曜日］ 午後5：30～11：00
［日曜日･祝休日･12/30～1/3］ 午前9：30～正午･
　　　　　　　　　　　　　　 午後1：00～4：30･午後5：30～8：30

名古屋市
医師会

急病センター

歯科保健
医療センター

眼科･
耳鼻咽喉科

外 科

歯 科

名 称 所在地･電話番号、受付時間

住民票の写し･印鑑登録証明書･戸籍全部（個人）事項証明書の発行

税務証明の発行（市税事務所･出張所も同じ）

可燃ごみ･発火性危険物･プラスチック製容器包装･不燃ごみ･粗大ごみ

市バス

地下鉄　★東山線は12/31（金）～1/3（月）は年末年始ダイヤ

市バス･地下鉄テレホンセンター ☎ 522-0111  FAX 951-3344 午前8：00～午後7：00

名古屋・金山サービスセンター 午前8：00～午後8：00
栄サービスセンター・お忘れ物取扱所 午前9：00～午後8：00

（◎12/31・1/3は午前10：00～午後5：00）
お客さま受付センター（名水ダイヤル）  ☎ 884-5959  FAX 872-1296
午前8：00～午後7：00（◎12/29～1/3は午後5：15まで）

ゴ ク ゴ ク

紙製容器包装･ペットボトル･空き瓶･空き缶

粗大ごみ受付センター　　  0120-758-530
携帯電話･県外からは☎ 052-950-2581
1/5（水）～7（金）収集分の電話申し込みは12/28（火）まで
インターネット申し込みは収集日の10日前まで

埋火葬許可書の発行＜12/29（水）～1/3（月）の受付時間＞
午前9：00～正午･午後1：00～5：00…区役所で受け付け（支所を除く）
それ以外の時間（午前1：00～2：00･正午～午後1：00を除く）…全市分を中区役所のみで受け付け

年中無休

年中無休

◎

◎ ◎ ◎ ◎

◎

◎ ◎

休み

休み

休み
休み

休み

日曜・休日ダイヤ
土曜・日曜・休日ダイヤ

休み

午前8：00～午後9：00

「戸籍・住民票」、「税金」、「新型コロナウイルス感染症」など
市政に関するお問い合わせに自動応答します。

名古屋おしえてダイヤル 市公式LINE
ライン

☎ 953-7584  FAX 971-4894　
  　7584@oshiete-dial.jp

※診察は受付時間の30分後から開始します（歯科を除く）

※ごみと資源の収集などについて、詳細は各戸に配布される「年末年始のごみ収集日のお知らせ」をご確認ください。

友達登録は
こちら→

インターネット
申し込みはこちら→

　その他施設は、各施設または下記へお問い合わせください。

年末年始も応答！ 年末年始も24時間応答！

12/29 1/3

12/29 1/3

風邪や腹痛など軽症な場合は、
休日急病診療所・急病センター

などを利用しましょう

でも、こんな症状のときは
迷わず救急車を！

［休日急病診療所・急病センターなどの連絡先と受付時間］

軽症か重症か迷ったら、
まずここに連絡しましょう

Check

よくあるお問い
合わせはこちら→

市 政 ト ピ ッ ク ス

 ４
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江戸時代の中頃に活躍した文人画家･池大雅（1723～76年）と

与謝蕪村（1716～83年）｡本展覧会は、両者が競演したことで

名高い国宝『十便十宜図』（川端康成記念会蔵）を中心に、

大雅と蕪村による文人画の名品を紹介します｡

開館時間 午前9:30～午後5:00（入場は午後4:30まで）
休 館 日 月曜日（1/10を除く）、第4火曜日、

12/27（月）～1/3（月）・1/11（火）
アクセス

観 覧 料 【未就学児】無料　　【小中学生】500円
【高校・大学生】900円　　【一般】1,400円
※中学・高校・大学生は学生証持参　
地下鉄桜通線「桜山」駅4番出口　徒歩5分
同館（瑞穂区瑞穂通1-27-1）　詳しくは当館ウェブサイトをご覧ください 
☎ 853-2655  FAX 853-3636

※入場する際は、マスクを必ず着用してください。
問  合

大雅と蕪村 検索

ぶんじん が  か

よ  さ ぶ そん

じゅうべんじゅうぎ   ず

いけのたい が

もし自分や大切な人が被害に遭ったらと、自分事として考えることが、誰もが安心・安全に暮らせる社会を創る第一歩となります。
犯罪被害に遭われた方にそっと寄り添い、皆で支え合える社会を作っていきましょう｡

11/25（木）～12/1（水）は犯罪被害者週間です｡自分や大切な人が犯罪被害に遭うことを想像したことがあり
ますか｡犯罪被害は、決して他人事ではなく、誰の身にも起こり得ることです｡本市では「名古屋市犯罪被害者
等支援条例」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･人材育成を柱とした、犯罪被害
に遭われた方への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・12/29～1/3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。

犯罪被害者等総合支援窓口

被害に遭った当時､頭が真っ白な状態で､悲しいとか辛いとかも感じられず､泣きた
いけれど涙が出ず､心が固まり､思考も感情もまひした状態でした｡周りから､「亡く
なった人も浮かばれないから早く元気にならないと｡」と励まそうとして掛けてくだ
さった言葉が､逆につらく感じたことがあります｡一方で､「変わらずにそばにいるか
ら」という友人からのメモが玄関の扉に挟んであり、心が温まりました。被害からの
回復には､長い時間が必要です｡これまでの距離感を変えず、見守りな
がら､今まで通りのお付き合いをしていただけるとありがたいです｡

NPO法人犯罪被害当事者ネットワーク緒あしす 青木 聰子さん
あお  き    さと  こ

お

犯罪被害者は、特別な人ではありません

相談窓口
1996年、覚せい剤の常習犯だった加害者が家に侵入し両親が刺殺される。
その後、当事者が想いを分かち合うグリーフワークや関係機関との意見交換
会、犯罪被害者支援企画「いのちかなでる」などを開催し、被害者を温かく包
み込み、誰もが安心して暮らせる社会づくりのために活動している。

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

面接相談は事前予約制

※青木さんのコメント全文は市公式noteでご覧いただけます→
ノート

市博物館 特別展
ふ たりの 　 　 に ようこ そ楽 園

【国宝】与謝蕪村『十宜図』より「宜夏図」
川端康成記念会蔵
当該場面の展示期間：12/9（木）～14（火）

【国宝】池大雅『十便図』より「課農便図」
川端康成記念会蔵 
当該場面の展示期間12/9（木）～14（火）

か のうべん ず

やしょくろうだい ず

ぎ  か  ず

【国宝】与謝蕪村「夜色楼台図」個人蔵 展示期間：1/18（火）～30（日）【重文】池大雅「瀟湘勝概図屏風」個人蔵 展示期間：1/4（火）～30（日）
しょうしょうしょうがいず びょう ぶ

市 政 ト ピ ッ ク ス

 ５
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｢薬剤耐性｣とは､抗菌薬の使い過ぎなどにより細菌が変化して､抗菌薬
が効かなくなる､または効きにくくなることです｡抗菌薬を正しく飲ま
なければ､身体の中で耐性をもった菌(薬剤耐性菌)が増えて感染症の
治療や手術の際に影響を及ぼすことがあります｡薬剤耐性菌を増やさ
ないために､処方された抗菌薬は医師の指示通り服用し､日頃から手洗
いや咳エチケットなどの予防を心掛けましょう｡

市薬剤師会☎971-0530 FAX971-0531
健康福祉局環境薬務課☎972-2651 FAX972-4153

問合

薬剤耐性健 康 歳 時 記

シルバーハウジング（市営住宅）
入居者の募集

手すり･緊急通報シス
テムの設置､生活援助
員の配置あり
★2人世帯向け…4住宅 全4戸
★単身者向け…7住宅 全10戸

市内在住か在勤､住宅に困窮､ 
65歳以上（2人世帯向けは同居
者も65歳以上｡夫婦の場合､配
偶者は60歳以上）で収入要件を
満たす方｡抽選
12/13（月）～24（金）消印有効
12/10（金）～区役所福祉課･支
所区民福祉課

対象

受付
案内
配布

住まいのない方の
年末の相談窓口

12/21（火）～23（木）・27（月）・
28（火）午前9：00～正午・午後
1：00～3：00
区役所民生子ども課･支所区民
福祉課
年末年始に宿泊場所･食事に
困っている市内の方
健康福祉局保護課
☎972-2555 FAX972-4148

無料

対象

問合

場所

日時

骨粗しょう症検診を
受けましょう

骨粗しょう症とは､骨がもろくなり､
骨折が起こりやすい状態のことで
す｡寝たきりを防ぐためにもぜひ受
診しましょう｡

市内の協力医療機関約800カ所
市内在住で令和3年4月1日現在
40･45･50･55･60･65･70歳
の女性
健康福祉局健康増進課
☎972-2637 FAX972-4152

無料

対象

問合

場所

在宅高齢者訪問理美容サービス
理美容サービスを外出して利用する
ことが難しい高齢者のために､自宅
への理容師･美容師の訪問費用を市
が負担｡カットなどのサービス料は
自己負担｡事前申請が必要

市内在住の65歳以上で介護保
険の要介護3～5の方｡要介護3
の方は要件あり
2千円
区役所福祉課・支所区民福祉課

対象

問合
料金

耐震シェルター･防災ベッド設置
への助成

設置費用の2分の1以内､上限30万
円（市民税非課税世帯は設置費用の
4分の3以内､上限45万円）を助成｡
契約前に申請必要

昭和56年（1981年）5月以前
に着工し､市の無料耐震診断で
判定値が0.7未満の木造住宅
に､65歳以上の方･障害のある
方などが居住する世帯
住宅都市局耐震化支援室
☎972-2921 FAX972-4179

対象

問合

配食サービスをご利用ください
市の指定を受けた配食サービス事業
者が､昼食か夕食（1日1食まで）を配
送し安否を確認します。

①在宅の要支援･要介護認定を
受けている方、基本チェックリ
ストにより生活支援サービスが
必要と判断された方②障害（身
体･知的･精神･難病）のある方の
みの世帯などに属する方
配食経費（一部補助あり｡食事代
は全額自己負担）
①区役所福祉課･支所区民福祉
課②区障害者基幹相談支援セン
ター･健康福祉局障害企画課
☎972-2632 FAX951-3999

対象

問合

料金

①児童館 留守家庭児童クラブ
②留守家庭児童育成会（学童保育）
利用者の募集

①月曜～土曜日（祝休日を除く）
の午後1:00～6:00（春･夏･冬休
み期間中は午前9:00～）②施設
により利用時間が異なる
下校後に就労などで保護者が留
守になる家庭の小学生
負担金必要
①児童館②区役所民生子ども課

対象

問合

日時

料金

母子父子寡婦福祉資金の貸し付け
就学支度･修学などの資金を貸し付
け（連帯保証人が必要な場合あり）

ひとり親家庭の親と子･寡婦と
扶養されている子･父母のない
20歳未満の子
随時
区役所民生子ども課･支所区民
福祉課

対象

受付
問合

ねたきり･認知症高齢者の所得税､
市･県民税の障害者控除

65歳以上のねたきり･認知症の方
は､社会福祉事務所長の障害者控除
対象者認定を受けることで､所得税
や市･県民税の障害者控除を受けら
れる場合があります｡
※令和3年分の所得控除を受けるに

は､12月中の控除対象者認定申請
が必要です｡

区役所福祉課･支所区民福祉課問合

ウズベキスタン共和国タシケント
市オンラインツアー

本市とパートナー都市を締結してい
る同市を中心としたオンラインツ
アーを開催

12/18（土）午後4:00～5:30
国際センター別棟ホール（中村
区那古野一丁目）
先着80人
12/13（月）午前10:00～電話かE
メールで観光文化交流局国際交
流課☎972-3063 FAX972-4200

a3061@kankobunkakoryu.
city.nagoya.lg.jp

場所
日時

申込
人数

無料

ホストタウン写真展
東京2020オリンピック･パラリン
ピック競技大会で､本市がホストタ
ウンとして登録されているウズベキ
スタン・カナダ・フランスの代表選手
の競技中の写真を展示

①12/19（日）まで②12/2（木）
～21（火）③12/6（月）～12（日）
①セントラルギャラリー（中区
錦三丁目）②障害者スポーツセ
ンター（名東区勢子坊二丁目）③
名古屋駅サンフラワーボード広
告（中村区名駅一丁目）
観光文化交流局観光推進課
☎972-2406 FAX972-4200

無料

問合

場所

日程

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

口腔がん検診を受けましょう!
口腔がんは舌や頬の粘膜など口の中
にできるがんです。

①2/20（日）②3/20（日）午前
9:30～11:30
①南歯科保健医療センター(南
区弥次ヱ町)②北歯科保健医療
センター(北区平手町)
市内在住で40歳以上の方。抽選
で各12人
往復はがき(希望日・年齢も記
入)で市委託口腔がん対策事業
室(〒457-0821 南区弥次ヱ町
5-12-1)☎080-7699-1311
1/4(火)必着
健康福祉局健康増進課
☎972-2637 FAX972-4152

無料

対象

問合

場所

日時

申込

受付

国の教育ローン
350万円以内を固定金利で融資

高校･大学などへ在学･入学する
生徒の保護者（学校や収入に要
件あり）
日本政策金融公庫教育ローン
コールセンター
☎0570-008656

（教育委員会学事課
☎972-3385 FAX972-4175）

対象

問合

文化・芸術

生活・福祉

日 月 火 水 木 金 土
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23/30 24/31 25 26 27 28 29

2022/1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

〈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、12月1日（水）
　からです。

■広報なごや12月号には…
　記事の内容（開催日･申込期限など）が原則
　12月11日（土）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→

■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○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､1/9の日曜窓口は
実施しません｡※年末年始の区役所業務などについては❹面をご覧ください｡

 ６
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通常料金の半額で公演を楽しめます(金額は半額後の料金)｡チケット
取扱料(1枚300円)･払込手数料･郵送料は別途必要

宝塚歌劇星組公演
グランド･ロマンス
『王家に捧ぐ歌』

－オペラ｢アイーダ｣
より－

①2/17（木）午後4：00～7：00
②2/18（金）午後4：00～7：00
③2/21（月）午後4：00～7：00
④2/24（木）午後4：00～7：00

4,500円
A席2階

舞台
『行先不明』

⑤3/4（金）午後6：00～9：00
⑥3/5（土）午後5：00～8：00

5,000円
S席2階

吉幾三
特別公演

⑦3/13（日）午前11：00～午後2：20
⑧3/17（木）午前11：00～午後2：20
⑨3/19（土）午前11：00～午後2：20
⑩3/19（土）午後4：00～7：20
⑪3/22（火）午前11：00～午後2：20

7,000円
A席2階

『毒薬と老嬢』 ⑫3/26（土）午前11：00～午後1：50
⑬3/26（土）午後3：30～6：20

6,000円
A席2階

御園座（中区栄一丁目） 　　抽選で各50人
往復はがき（❻面右上の記入例参照｡①～⑬の希望番号1つ･車い
す席希望の有無も記入｡1通2人まで｡1つの番号に1通のみ応募
可）で市文化振興事業団（〒460-0008中区栄三丁目18-1ナディ
アパーク8階）☎249-9387 FAX249-9386
12/17（金）消印有効

場所 人数
申込

受付

市 民 半 額 鑑 賞 会

蓬
ほ う

左
さ

文庫企画展｢浮世絵で旅気分｣

1/4（火）～30（日）の開館日､午
前10:00～午後5:00（入館は午
後4:30まで）
観覧料必要
同所（東区徳川町）☎935-2173

（月曜日､ただし祝休日の場合
は翌平日休み） FAX935-2174

木曽街道六十九次之内 上ヶ松
歌川広重画 (徳川美術館蔵)

問合

日時

料金

秀吉清正記念館 特集展示
｢加藤清正-神になった武将-｣

12/14（火）～2/20
（日）の開館日､午前
9:30～午後5:00
同 館（ 中 村 区 中 村
町）☎411-0035

（ 月 曜 ､ た だ し 祝
休 日 の 場 合 は 翌
平 日 ･ 第 4 火 曜
日､12/29～1/3休
み） FAX411-9987

無料

問合

日時

長烏帽子形兜
（模造）

名古屋フィルハーモニー交響楽団
クリスマス･スペシャル･コンサート

指揮ボブ佐久間によるアレンジ作品
12/24（金）午後6:45～8:45
県芸術劇場コンサートホール

（東区東桜一丁目）
小学生以上の方。1,744人程度
2,200～12,600円
電話で名フィル･チケットガイ
ド☎339-5666 FAX322-3066

対象

場所
日時

料金
申込

文化のみち二葉館
ステンド硝子アート&

アンド

ステンドグ
ラス作品展｢冬のキラメキ｣

12/11（土）～19（日）午前10:00 
～午後5:00
入館料必要
同館（東区橦木町）
☎･FAX936-3836（月曜日休み）

問合

日時

料金

揚輝荘（南園）聴
ちょうしょう

松閣
か く

｢大
お お と も

友玲
れ い こ

子トリオ スタンダードジャ
ズのすべて｣

12/19（日）午前11:00～11:30･
午後1:30～2:00（いずれも1時
間前～着席券配布）
当日先着各23人
入館料必要
同所（千種区法王町）
☎759-4450（月曜日休み）
FAX759-4451

問合

日時

料金
人数

名古屋城冬まつり
お正月遊び･飲食ブースなど

1/1（土･祝）～10（月･祝）午前
9:00～午後4：30

★初開門…おめでたい芸能｢尾張万
ま ん ざ い

歳｣
の披露

1/1（土･祝）午前9:00～
正門付近

★寅
と ら

の置き物の贈呈
1/1（土･祝）午前9:00～
正門･東門
当日先着千人

観覧料必要
同所（中区本丸）☎231-1700 
FAX201-3646

問合

場所

場所

日時

日時

日時

料金
人数

名古屋駅周辺地区謎解き&
アンド

スタンプラリー
名古屋駅周辺地区を回
遊しながら､各エリア
の謎を解き､スタンプ
を集めると特典をプレ
ゼント

1/31（月）まで
名古屋駅周辺（柳橋､円頓寺､四
間道､納屋橋･堀川）
ホームページ
住宅都市局リニア関連･名駅周
辺開発推進課☎972-3981
FAX972-4171

↑ホームページ
　はこちら

問合

場所
日程

案内

無料

駅から始まるヒラメキさんぽ
地下鉄瑞穂区役所駅発～ヨリマチ
FUSHIMI（伏見駅構内）着コース

開催期間中､いつでも参加できる頭
と体を使った健康ウオーキング｡
市営交通の歴史を振り返り魅力あ
るスポットを訪ねる｡約8.1㎞の
コース

1/10（月･祝）まで
不要
地 下 鉄 桜 通 線「 瑞 穂 区 役 所 」
駅
交通局乗客誘致推進課
☎972-3816 FAX972-3817

無料

問合

日程
申込
案内
配布

名古屋港C
ク リ ス マ ス

hristmas I
イ ル ミ ネ ー シ ョ ン

llumination
B

ブ リ ッ ジ

RIDGE Y
ユ ア ー

OUR W
ウ ィ ッ シ ュ

ISH
～希望と願いをつなぐ夜。～

高さ8ｍのツリーやイルミネーショ
ンなど｡フォトスポットも設置

12/3（金）～24（金）午後4:30～
9:00
名古屋港ガーデンふ頭臨港緑園
つどいの広場､名古屋港水族館
正面階段前（いずれも港区港町）
名古屋港冬のにぎわい創出実行
委員会事務局（名古屋港管理組
合内）☎654-7894
FAX654-7990

無料

問合

場所

日時

自然・環境
農業センター d

で ら

elaふぁーむ
360度カメラで牛の目線を体感&

アンド

牧場直伝のバター作り
1 / 1 0（ 月 ･ 祝 ）
午 前 1 0 : 0 0 ～
11:00
先着50組
12/11（土）午前
0:00～
ホームページ
同所（天白区天白町）
☎801-5221（月曜日､ただし祝
休日の場合は翌平日休み）
FAX801-5222

↑ホームページ
　はこちら

無料

受付

問合

日時

人数

案内

小型家電のリサイクルに
ご協力ください!

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

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

対象

問合

水質環境目標値市民モニター
追加募集!

蝮
まむし

池
い け

（緑区大高町）の調査を行う｡謝
礼あり

令和4年1月～令和5年3月
市内在住か在勤（学）で18歳以
上の方を代表とする2人以上の
グループ｡抽選で1グループ
1/13（木）まで
区役所情報コーナー･図書館･環
境局地域環境対策課
☎972-2675 FAX972-4155

対象

受付

期間

案内
配布

ウズベキスタン共和国タシケント
市写真展

パートナー都市である同市の写真を
セントラルパーク内に展示

12/19（日）まで
セントラルギャラリー（中区錦
三丁目）
観光文化交流局国際交流課
☎972-3063 FAX972-4200

問合

場所
日程

無料

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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申し込みは12/20(月)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。 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）
★ 園 芸 お 気 軽 講 座 ～ 水 仙 の 和

風寄せ植え～…1/28(金)午前
10:00～正午｡20人｡2千円

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）
★バラの剪

せ ん て い

定と管理…1/8(土)午
後1:30～4:00｡27人｡無料

【11月号の答え】

これって どうやって 捨てればいいの!?

【今月号の問題】

発泡スチロール(緩
かんしょう

衝材)使い捨てカイロ

プラスチック製容器包装

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

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〉1/18（火）午前10:00～
11:45〈実践編〉1/27（木）午前
10:00～11:45〈応用編〉1/29（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｡先着
各100人程度
1 2 / 1 3（ 月 ）午 前 1 0 : 0 0 ～
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
健康福祉局健康増進課
☎972-2283 FAX972-4152

無料

↑ホームページ
はこちら

対象

問合

場所

日時

申込

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

1/22（土）午前9:20～午後
4:30･1/29（土）午前9:25～午
後5:00の全2回
高齢者就業支援センター（昭和
区御器所通）
市内在住で20歳以上の方｡先着
40人
12/13（月）午前9:00～電話･
ファクス･Eメールでニチイ学館
☎581-1411 FAX526-1810

cc684@nichiigakkan.co.jp
子ども青少年局子育て支援課
☎962-5102 FAX972-4419

無料

対象

問合

場所

申込

日時

みんなでショッピングモールを完成
させよう!～デジタルボードゲーム
で経済を学ぶ～

12/27（月）午後2:00～4:00
市消費生活センター（中区栄一
丁目）
市内在住の小学4年～中学3年
生（保護者同伴可）｡先着20人
12/14（火）午前10:00～電話
で同センター
☎222-9679 FAX222-9678

対象

場所
日時

申込

無料

やろまい運動･スポーツ
絵画コンテスト 入賞作品展

①12/26（日）までの開館日､午
前9:30～午後4:30②1/6（木）～
2 / 2 8（ 月 ）の 開 館 日 ､ 午 前
9:00～午後9:00
① ス ポ ー ツ 振 興 会 館 2 階 ス
ポーツ資料展示室②日本ガイ
シ スポーツプラザ1階ふれあい
ギャラリー（いずれも南区東又
兵ヱ町）
教育スポーツ協会
☎614-7504 FAX614-7149

無料

問合

場所

日時
自然・環境

エコパルなごやの催し
①アップサイクル工作教室…不要

となったものを新しい発想で作り
変え､価値を高める｢アップサイク
ル｣を体験

〈木工細工・漆
し っ く い

喰粘土作り〉
12/19（日）午前10:00～11:10･
午後2:00～3:10〈米袋かばん・
漆
し っ く い

喰粘土作り〉12/19（日）午
前11:40～午後0:50

②なごや環境大学テキスト｢なごや
環境ハンドブック｣活用講座

1/15（土）午前10:30～正
午･2/12（土）午前10:00～
正午の2回

①小学生以上の方｡先着各14人
②中学生以上の方｡先着50人
①1,000円②800円
電話･ファクス･Eメールで同所

（中区栄一丁目）
☎･FAX223-1223（月曜日休
み） ecopal@n-kd.jp
①②12/11（土）午前9:30～

対象

受付

日時

日時

料金
申込

市民活動推進センターNPO講座
｢NPOをつくろう｣

★ゲストトーク編
1/29（土）午後1:30～2:50

★法人設立編…設立に関する書類作
成について学ぶ

1/29（土）午後3:00～4:30
市内在住か在勤（学）の方｡先着
各30人
各500円
12/11（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

ファミリーデーなごや
（オンライン）
家族で楽しめる工作な
どの企画を動画で配信

1/8（土）
不要
ホームページ
教育委員会生涯
学習課
☎972-3253 FAX972-4178

無料

問合

日程
申込
案内 ↑ホームページ

はこちら

体感!しだみ古墳群ミュージアム企
画展示「海を望む大型古墳群・高蔵
古墳群」

12/21（火）～3/13（日）の開館
日､午前9:00～午後5:00（入場
は午後4:30まで）
展示室入場料必要
同 所（ 守 山 区 大 字 上 志 段 味 ）
☎739-0520（月曜日､ただし
祝休日の場合は翌平日休み） 
FAX739-0524

問合

日時

料金

動画｢名古屋おもてなし武将隊
～NPO漫遊の旅～｣公開

名古屋で活躍す
るNPOを紹介
する動画を公開

12/31(金)
まで
市 ウ ェ ブ
サ イ ト ･
区 役 所 情 報
コーナー･市民
情報センター
市民活動推進セ
ンター
☎228-8039(月曜日休み)
FAX228-8073

無料

問合

日程

案内
配布

↑視聴はこちら

冬の市役所本庁舎ガイドツアー
国の重要文化財である同所の一般公
開されていない場所を中心に紹介｡
階段での昇降あり｡当日は庁舎の暖
房運転なし

1/29（土）午前10:00～11:30･
午後1:00～2:30
同所（中区三の丸三丁目）
抽選で各30人
電子申請か往復はがき（1通5人
まで｡重複申し込み不可｡希望時
間も記入）で総務局総務課
☎972-2106 FAX972-4111
12/28（火）消印有効

無料

受付

場所

日時

申込
人数

W
ウ ェ ブ

eb講習会｢イラストでわかる!
高次脳機能障害支援｣

交通事故や病気による脳損傷の後遺
症として生じる高次脳機能障害のあ
る方の支援について学ぶ

1/10（月･祝）午前9:00～1/22（土）
午後5:00
12/27（月）まで
ホームページ
同実行会委員会
☎･FAX253-6422

（健康福祉局障害企画課
☎972-2587 FAX951-3999）
koujinou-rehab.com

受付

問合

日時

案内

HP

無料

教養・実用

往復はがきなどの記入方法・案内書の配布日などは●面右上参照6く ら し の ガ イ ド
 ８
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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

あなたには遺産の4分の1について遺留分があるので､お兄さん
に｢遺留分侵害額請求｣をして､お金を受け取れる可能性がありま

す｡この請求は､以前は｢遺留分減殺請求｣という遺産の内容に応じて､
お金や共有持分を受け取るものでしたが､民法が変わり､遺産の内容に
かかわらず､お金を受け取るものになりました｡請求には金額の計算が
必要になり､期間制限のある手続きもあるので､早めに弁護士に相談す
ることをお勧めします｡

（愛知県弁護士会☎ 203-0730 FAX204-1690）

遺留分侵害額請求法 律 相 談
先月､父が亡くなりました｡相続人は私と兄だけで､遺産全部を
兄が相続する内容の遺言書があります｡私は何も財産を受け取
れないのでしょうか｡

Q

A

サブスクを契約している間はサービスを利
用していなくても料金が請求されます｡また
無料期間の間に解約しなければ､自動的に有
料サービスに移行し､定期的に定額料金が引
き落とされることもあります｡
★契約をする前に､無料期間や契約条件など
　を確認しましょう｡
★クレジットカードや携帯電話のキャリア決済､銀行口座などの利用明
　細で、利用していないサブスクの支払いがないか毎月確認しましょう。

消費生活センター相談ダイヤル☎ 222-9671 FAX222-9678
（祝休日を除く月曜日～土曜日午前 9:00 ～午後 4:15）

サブスクの請求トラブルに注意！

サブスクリプション
（サブスク）とは…定
額制で商品・サービ
スを利用できるサー
ビス

問合

パソコンメーカーの公式サイトと勘違いして有料質
問サイトを利用し、月額料金を請求された

お試しで登録した動画配信サービスの解約を忘れ､
利用していないのに料金を請求された

建設技術フェア i
イ ン

n 中部
テーマは｢建設現場のDX（デジタル
トランスフォーメーション）が未来
を創る｣｡建設分野の新技術を紹介

12/14（火）午前10:00～午後5:00・ 
15（水）午前10:00～午後4:00
中小企業振興会館（千種区吹上
二丁目）
入場無料 　　　ホームページ
名古屋国際見本市委員会
☎735-4831 FAX735-4836

（経済局産業立地交流室
☎972-2423 FAX972-4135）
www.kgf-chubu.com

問合

場所

日時

料金 案内

HP

名古屋市民大学｢人権啓発ファシ
リテーター養成講座｣

1/29（土）～3/5（土）の土曜日
（2/12を除く）の全5回､午後
1:30～4:30
イーブルなごや（中区大井町）
抽選で20人
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
12/17（金）必着

無料

受付

場所

日時

申込
人数

クリエイターズショップ･ループ
｢バレンタインスペシャル・国産
ローズウォーターの蒸留体験｣

ア ロ マ ブ ラ ン ド
｢H

ハ ヤ

aya｣のワーク
ショップ｡貴重な国
産バラの、香り高
いローズウォータ 
ー5mLを採取し、
持ち帰りできる

1/29（土）午前11:30～午後0:10･
午後2:00～2:40
先着で各6人 　　　3千円
12/13（月）正午～ 
同所（中区栄三丁目）
☎265-2106 FAX265-2107

受付
問合

日時

料金人数

｢災害時のトイレで大切なこと～
おうちで実験!トイレさんと学ぼ
う～｣（オンライン）

1/10（月･祝）午前10:00～
10:45･午前11:15～正午･午後
2:00～2:45･午後3:15～4:00
小学生以上の方｡先着各20組
12/11（土）午前9:00～
ホームページ
港防災センター（港区港明一丁目）
☎651-1100（月曜･第3水曜日
休み） FAX651-6220
minato-bousai.jp

無料

対象
受付

問合

日時

案内

HP
市科学館
プラネタリウム夜間投影①｢世界
の星座たち｣②｢天の川のすがた｣

①1/14（金）午後6:30～7:30②
2/8（火）午後6:30～7:30
高校生以上の方｡抽選で各350
人
700円
電子申請か往復はがき（1通5人
まで）で同館（〒460-0008中区
栄二丁目17-1）
☎201-4486（月曜･第3金曜日
休み） FAX203-0788
①12/17（金）必着②12/26（日）～
1/13（木）必着

対象

受付

日時

料金
申込

高齢者就業支援センターの講習
①就業にも役立つパ

ソコン/ワード（応
用）

1/12（水）～
31（月）の月
曜･水曜･金曜日の全9回､午
前10:00～正午

②就業にも役立つ/はじめてさわる
パソコン

1/12（水）･14（金）の全2回､
午後1:30～3:30

市内在住で55歳以上の方（①は
ワードの基本操作ができる方）｡
抽選で各10人
①15,700円②2,500円
ホームページ･電話･ファクスで
同センター（昭和区御器所通）
☎842-4691 FAX842-4894
12/20（月）まで
www.bes-c.com

対象

受付

日時

日時

料金
申込

HP

市科学館
展示室ボランティア養成講座 

1/15（土）・29（土）・2/12（土）午
前10:00～午後0:30、2/19（土）
午前10：00～午後4：30、2/26（土）
午前9:25～午後5:05のうち
2.5時間、3/19（土）午後5:00～
7:00の全6回
18歳以上（高校生を除く）の方｡
抽選で15人
12/20（月）まで
ホ ー ム ペ ー ジ ･ 区 役 所 情 報
コーナー･図書館など
同館（中区栄二丁目）
☎201-4486（月曜･第3金曜日
休み） FAX203-0788
http : //www.ncsm.c i ty .
nagoya.jp

無料

対象

受付

問合

日程

HP

案内
配布

東山動植物園
大人のための動物講座

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
★｢動物福祉:何の

ため､誰のため｣
2/5（土）午後2:00～3:00

★｢メダカ博士による大人のメダカ
講座｣

2/6（日）午後2:00～3:00
高校生以上の方｡抽選で各60人
入園料必要
電子申請か往復はがき（1通1人
まで｡希望の講座名･ふりがなも
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
1/10（月･祝）必着

※動物取扱業の登録内容は⓬面参照

対象

受付

日時

日時

料金
申込

動物愛護センターの催し 
★問題犬のための

しつけ方教室
①1/19（水）
午後1:30～
3:30

★パピー教室
②1/23（日）③3/13（日）午後
1:30～3:00

①市内在住の方｡抽選で15組
（犬の同伴は抽選で4組程度）②
③市内在住で生後6カ月までの
子犬を同伴できる方｡抽選で各
10組（いずれも、登録･狂犬病予
防注射･混合ワクチン接種済み
の犬に限る）
電子申請か往復はがき（希望日､
犬の種類･年齢･性別①は体重･
困り事､犬の同伴希望の有無も
記入）で同センター

（〒464-0022千種区平和公園
二丁目106）☎762-1515
FAX762-0423
①1/5（水）②1/9（日）
③2/27（日）必着

無料

対象

受付

日時

日時

申込

がんサポートセミナー
｢ウイズコロナ時代のがん患者･
家族支援｣オンライン配信 

講演｢いま、あらためて患
者・家族への支援を考え
る｣と患者･家族支援の取
り組み事例の発表､パネ
ルディスカッション

12/18（土）午後1:30～3/31（木）
全国がん患者団体連合会副理事
長の松本陽子さんなど
ホームページ
がん相談･情報サロン｢ピアネッ
ト｣☎243-0555 FAX243-0556

（健康福祉局健康増進課
☎972-2637 FAX972-4152）

無料

問合

日時

案内

講師

↑ホームページ
　はこちら

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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介護保険関係職員の募集
①介護保険給付･地域包括ケア事務
員②介護保険給付適正化事務員③
介護保険料徴収事務員④介護保険
サービス事業者等指定指導事務員

1～2月
令和4年4月～令和5年3月
①③区役所福祉課②④健康福祉
局介護保険課
①④介護保険制度の知識があ
り､パソコンの簡単な操作がで
きる方②介護支援専門員の資格
取得者③債権回収などの業務に
従事したことがあり､パソコン
の簡単な操作ができる方｡選考
で①若干人②2人程度③3人程
度④2人程度
12/17（金）必着
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー①健康福祉局地域ケア
推進課☎972-2547
FAX955-3367②～④健康福祉
局介護保険課☎972-2537
FAX972-4147

対象

受付

期間
試験

勤務

要項
配布

①国民健康保険滞納整理事務員
②データヘルス保健師の募集

2/6（日）②は事前に郵送による
作文試験あり
令和4年4月～令和5年3月
①区役所保険年金課②健康福祉
局保険年金課
①金融機関での業務経験や債権
回収などの従事経験が1年以上
ある方②保健師資格取得（見込
み）者｡選考で①20人程度②若
干人
①12/28（火）②1/14（金）必着
①市ウェブサイト､区役所情報
コーナー･支所区民福祉課､健康
福祉局保険年金課
☎972-2569 FAX972-4148
②市ウェブサイト､保健セン
ター､健康福祉局保険年金課
☎972-2567 FAX972-4148

対象

受付

期間

試験

勤務

要項
配布

月額制技能労務業務員
（補修作業員）の募集
道路､河川､公園･緑地などの維持管
理を行う

令和4年4月～令和5年3月
土木事務所など
中学校卒業以上の方｡選考で9
人程度
1/5（水）消印有効
市ウェブサイト･緑政土木局総
務課☎972-2804
FAX972-4166

対象

受付

期間
勤務

要項
配布

①区民サービス協力員②証明書交
付センター事務員の募集

①住民票･戸籍に関する事務②郵送
請求された住民票･戸籍に関する証
明書の交付などを行う

令和4年4月～令和5年3月
①区役所市民課･支所区民生活
課②証明書交付センター（熱田
区役所内）
パソコンの基本操作ができる
方｡選考
12/17（金）必着
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･スポーツ市民局住民課
☎972-3114 FAX953-4396

対象

受付

期間
勤務

要項
配布

①妊娠･出産期サポーター
②新生児･産婦訪問指導員
③子育て支援訪問員の募集

①妊産婦への相談支援②家庭訪問に
よる保健指導③家庭訪問による健康
支援を行う

令和4年4月～令和5年3月
保健センター
保健師か助産師の資格取得者｡
選考で①10人程度②3人程度③
2人程度
1/14（金）必着
市ウェブサイト･子ども青少年
局子育て支援課
☎972-3083 FAX972-4419

対象

受付

期間
勤務

要項
配布

①保育案
あ ん な い び と

内人②児童福祉債権管理
事務員の募集

①保育サービスの情報を提供②児童
福祉に係る債権の管理業務を行う

令和4年4月～令和5年3月
①区役所･支所②区役所　
パソコンの基本操作ができる方

（②は債権管理業務の実務経験
も必要）｡選考で①14人程度
②9人程度
1/7（金）消印有効
市ウェブサイト･子ども青少年
局保育企画室
☎972-2524 FAX972-4146

対象

受付

期間
勤務

要項
配布

母子･父子自立支援員
ひとり親家庭応援専門員の募集

令和4年4月～令和5年3月
区役所･支所
社会福祉士などの資格取得者か
業務に必要な知識を持つ方｡選
考で各5人程度
12/17（金）必着
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･子ども青少年局子ど
も未来企画室☎972-2522
FAX972-4204

対象

受付

期間
勤務

要項
配布

子どもの権利擁護調査相談員の募集
子ども･保護者などからの相談への
対応､調査･調整､普及活動などを行う

2/11（金・祝）か13(日)
令和4年4月～令和5年3月
社会福祉士･臨床心理士などの
資格取得者か相談支援業務など
に従事した経験のある方｡選考
で4人程度
12/27（月）必着
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･子ども青少年局子ど
も未来企画室分室（東区東桜一
丁目）☎211-8071
FAX211-8072

対象

受付

期間
試験

要項
配布

①女性福祉相談員②児童虐待対応
支援員③児童相談所勤務
職員の募集

令和4年4月～令和5年3月
①②社会福祉事務所など③児童
相談所
業務に必要な資格か実務経験の
ある方など｡選考で①2人程度
②23人程度③22人程度
①12/17（金）②③12/24（金）
必着
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー
子ども青少年局子ども福祉課
☎①972-2519②972-3979
FAX972-4438
③中央児童相談所☎757-6111
FAX757-6122

対象

受付

問合

期間
勤務

要項
配布

市環境審議会専門委員の募集
水質環境目標値について調査審議を
行う専門委員を募集｡謝礼あり

委嘱日から調査審議の終了まで
（2年程度）
市内在住か在勤（学）の18歳以
上で､環境保全に関する知識が
あるか環境保全に関する活動を
している方｡選考で1人
12/28（火）必着
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･環境局地域環境対策
課☎972-2675
FAX972-4155

対象

受付

期間

要項
配布

動物愛護推進員の募集
動物の愛護や正しい飼い方を普及す
るボランティアを募集

令和4年4月～令和6年3月
市内在住で18歳以上の方｡選考
で64人(再任を含む)
12/22(水)消印有効
市ウェブサイト･保健センター･
動物愛護センター(千種区平和
公園二丁目)
健康福祉局食品衛生課
☎972-2649 FAX955-6225

対象

受付

問合

期間

要項
配布

ワクチン接種は強制される
ものではありません｡個人
の意思を尊重しましょう｡

Ｓ
ス ト ッ プ

ＴＯＰ!コロナ差別

中部電力なごや市民スポーツ祭
スキー競技大会

2/20（日）
飛騨ほおのき平
スキー場（岐阜
県高山市）
市内在住か在勤
(学)で小学生以
上の方
小中学生2千円･高校生以上3千円
1/31（月）まで
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

受付

場所
日程

料金

案内
配布

ひとり親家庭向け 
親子野球教室 

ドラゴンズベースボールアカデ
ミーコーチによる野球教室

2/19（土）①午前10:00～正午
②午後1:00～3:00
中日ドラゴンズ屋内練習場（中
川区露橋二丁目）
市内在住のひとり親家庭の親
と①5歳～小学3年生②小学4～
6年生（1組2人程度）｡抽選で各
30組程度
1/6（木）必着
区役所民生子ども課･支所区民
福祉課､県母子寡婦福祉連合会

（北区金田町）
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

案内
配布

スポーツ・健康

少年スポーツ指導者研修会
子どもの心身の育み方を学ぶ｡

1/22（土）午後2:00～4:00
千種スポーツセンター（千種区
星が丘山手）
少年スポーツの指導者や指導を
したい方｡抽選で60人
電 子 申 請 か 往 復 は が き で ス
ポーツ市民局スポーツ振興室
☎972-3262 FAX972-4417
1/5（水）必着

無料

対象

受付

場所
日時

申込

東海障害者
インドア･アーチェリー大会

2/20（日）午前10:00～午後2:00
障害者スポーツセンター（名東
区勢子坊二丁目）
愛知･岐阜･三重･静岡県に在住
の令和3年4月1日現在13歳以
上で､身体障害者･精神障害者
保健福祉手帳･特定医療費受給
者証などをお持ちのアーチェ
リー経験がある方｡25人程度
12/28（火）必着
12/2（木）～区役所福祉課･支所
区民福祉課､同センター
☎703-6633（水曜日休み）
FAX704-8370

無料

対象

受付

場所
日時

案内
配布

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
1～3月
市内在住で60歳以上の方｡抽選
で各15～25人
3,280円
12/5（日）～20（月）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

猫の譲渡会
①12/19（日）②1/23（日）午前
10:00～正午･午後1:00～3:00
市獣医師会館（中区大須四丁目）
入場無料（後日譲渡の際に諸経
費必要）
ホームページ
人とペットの共生サポートセン
ター☎681-2211 FAX681-2020
dog-cat-support.nagoya

問合

場所

日時

料金

案内

HP

すべての命を救える未来へ!
犬猫サポートプロジェクト

動物愛護セ
ンターなど
の犬猫の命
を救うため
の取り組み
を応援する
クラウドファンディング

1/29（土）まで
市ウェブサイト
健康福祉局食品衛生課
☎972-2649 FAX955-6225

受付

問合
案内

空港利用に関するお願い
★ 空 港 を 利 用 す る 際

には､最新の情報を
ホームページでご確
認ください｡

★手洗いやマスク着用
などの感染症対策に
ご協力お願いします｡

① 中 部 国 際 空 港
（常滑市）
☎0569-38-1195
②県営名古屋空港（西春日井郡
豊山町）☎0568-28-5633

（総務局空港対策室☎972-2224
FAX972-4112）

問合

↑①ホームページ
はこちら

↑②ホームページ
はこちら

※会計年度任用職員については､再
度の任用の可能性があります｡

会計年度任用職員の募集

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
❿
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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｡

皆さんの意見を市政に

パブリックコメント

問合

商業者等の地域貢献活動の推進に関する基本的な考え方
大型店をはじめとした商業者等による地域貢献活動の一層
の推進に向け､基本的な考え方を作成しました｡

12/20（月）まで
経済局地域商業課☎972-2433 FAX972-4138

a2430@keizai.city.nagoya.lg.jp

配布 ･募集期間

住生活基本計画2021-2030（案）及びマンション管理適正化の推進に関する
条例の制定の考え方
住生活の質の向上を目指し､多様な推進主体による住まい･まちづくりの方向
性を体系づける計画（案）を策定しました｡また､マンションの適切な管理を促
進し､良質なマンションストックや良好な居住環境の形成を図るための条例
制定に向けた考え方をまとめました｡

12/3（金）～1/7（金）
住宅都市局住宅企画課☎972-2942 FAX972-4172

a2942@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
問合
配布 ･募集期間

再犯防止推進計画（案）
再犯の防止等の推進に関する法律に基づき､本市の再犯の
防止等に関する施策を総合的に推進するため､計画（案）を
策定しました｡

12/17（金）まで
スポーツ市民局地域安全推進課
☎972-3105 FAX972-4823

問合
配布 ･募集期間

市民活動促進基本方針改訂版（案）
市民活動の推進を図る方針の改訂版（案）を策定しました｡

12/24（金）まで
市民活動推進センター☎228-8039 FAX228-8073

npo@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

配布 ･募集期間
問合

皆さまのご意見を
お寄せください

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）
①②④12/14（火）③12/13（月）午前8:45～電話で同センター
☎853-0099 FAX853-1682　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 1/23（日）･2/26（土）･3/6（日）午前10:00～11:30
② 1/22（土）･2/20（日）･3/12（土）午前10:00～11:30･午後1:30～

3:00

③

1/4（火）・6（木）・7（金）・19（水）・31（月）・2/1（火）・4（金）・
7（月）・19（土）・★21（月）～23（水・祝）・3/1（火）・7（月）・
14（月）・23（水）～25（金）・27（日）・30（水）・31（木）
午前9:00～正午
1/4（火）・7（金）・17（月）・★19（水）・31（月）・2/1（火）・2（水）・
7（月）・19（土）・21（月）～ 23（水・祝）・3/1（火）・2（水）・
14（月）・23（水）・25（金）・27（日）・★29（火）午後1:30～4:30

④
1/17（月）・21（金）・2/2（水）・14（月）・3/2（水）・29（火）午前
9:00～正午
1/6（木）・23（日）・2/8（火）・26（土）・3/6（日）・24（木）午後1:30～
4:30

応急手当を身につけましょう 無料
★交通事故多発！！
10月末現在で人身事故が6,716件発生（前年同時期と比べ237件増）
12/1（水）～10（金）は年末の交通安全市民運動期間です｡
歩行者…夕方から夜間に外出する際は､反射材や明るく目立つ色
の服を着用しましょう｡
ドライバー…12月は一年のうちで最も日没が早い時期です｡早め
のライト点灯･ハイビームの活用により､いち早く危険を発見･回
避できるようにしましょう｡

★飲酒運転は犯罪です｡12月は飲酒運転根絶強調月間
車･自転車を運転するときは次のことを徹底しましょう｡
｢運転するなら飲まない｣「飲んだら運転しない」
｢運転する人に飲酒をすすめない｣「飲んだ人に運転させない」

★自動車盗･特殊詐欺被害が多発
12/1（水）～20（月）は年末の生活安全市民運動期間です｡
自動車盗…車両から離れるときは短時間でも鍵を
掛け､複数の盗難防止機器を組み合わせましょう｡
特殊詐欺…｢還付金があるからATMへ｣は詐欺で
す｡落ち着いて親族や警察に相談しましょう｡ま
た､犯人と会話しないよう留守番電話に設定しま
しょう｡

スポーツ市民局地域安全推進課☎972-3123 
FAX972-4823

問合

市立図書館からのお知らせ
★12月は10冊まで借りられます

12/28（火）まで（徳重図書館
は12/27まで）

★特別整理のため休館…鶴舞中央図
書館は12/6（月）～10（金）､南図書
館は12/13（月）～17（金）

鶴舞中央図書館☎741-3131
（月曜日休み） FAX733-6337

問合

日程

冬の青少年をまもる運動
（12/11～1/10）
子どもたちの非行を防ぎ､事故や犯
罪から守るために､｢おはよう｣･｢こ
んにちは｣という声掛けや地域パト
ロールを行うなど､できることから
始めましょう｡

子ども青少年局青少年家庭課
☎972-3257 FAX972-4439

問合

木造住宅密集地域の各種助成制度
工事（契約）前の申請と期限までの完
了報告が必要です｡要事前相談｡対象
地域は､北･中村･瑞穂･昭和･中川･
南･守山区の各一部｡
★老朽木造住宅の除却…昭和56年
（1981年）5月31日以前に着工し
た居住用として使用している木造
住宅が対象｡最大40万円助成

★ブロック塀などの撤去…道路に面
する高さ1メートル以上のブロッ
ク塀などが対象｡最大15万円助成

★生活こみちの整備…狭あい道路沿
いの建て替えなどで生じる後退用
地が対象｡一般に通行できる通路と
するための整備費などを助成｡

住宅都市局市街地整備課
☎972-2759 FAX972-4163

問合

年末調整･確定申告で控除の申告を!
①国民年金②国民健康保険③後期高
齢者医療④介護保険の保険料は､全
額が｢社会保険料控除｣の対象です｡
※①は日本年金機構から送付された

｢控除証明書｣などが必要です｡
①②③区役所保険年金課･支所
区民福祉課（①の控除証明書に
ついては市内の年金事務所）④
区役所福祉課･支所区民福祉課

問合

令和4年度予算要求内容の公開･
意見募集

各局の予算要求内容を公開し､予算
編成の参考とするための意見を募集

市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･市民情報センター（市
役所西庁舎1階）
12/20（月）必着
財政局財政課
☎972-2306 FAX972-4120

受付
問合

閲覧

市営駐車場（久屋･大須･古沢公園）
の旧回数券の引き換え期限に
ご注意ください

市営駐車場（久屋･大
須･古沢公園）で平成
30年3月31日までに
販売した旧回数券は､
各駐車場の管理事務所
で､現行の回数券に引
き換えてご使用くださ
い｡
★引き換え期限は令和5年3月31日

まで。引き換え期限を過ぎた場合
は､無効となります｡

★久屋駐車場の旧回数券は､引き換
えの際､現行の回数券との差額の
支払いが必要です｡また精算機で
駐車料金280円分として使用する
ことも可能です（期限は令和5年3
月31日まで）｡

住宅都市局交通施設管理課
☎972-2774 FAX972-4170

問合｢市民の声｣を受け付けています
市政に関するご提
案･ご意見などを
ホ ー ム ペ ー ジ ･ E
メールなどで受け
付けています｡

スポーツ市民
局広聴課
☎972-3139 FAX972-3164

shimin-no-koe@sportsshimin.
city.nagoya.lg.jp

↑ホームページ
はこちら

問合

市納税お知らせセンター(市の業務
委託先)から電話で納付の呼び掛け

12/16(木)～27(月)､月曜･金
曜～日曜日の午前9:00～午後
5:00､火曜～木曜日の正午～午
後8:00
納付期限を過ぎても市民税･県
民税(普通徴収)の納付を確認で
きない方
財政局収納対策課
☎972-2357 FAX972-4123

対象

問合

日時

給与支払報告書･源泉徴収票･償却
資産申告書の提出はエルタックス
(電子申告)で!

1/31(月)まで
ホームページ
財政局税務システム整備室
☎265-1109 FAX265-1118
eltax.lta.go.jp

案内
問合

HP

受付

外食での｢食べきり」に
ご協力ください!

★注文は､食べきれる量にする
★料理を食べきる
★食べきれない場合は､お店に確認し

て持ち帰る
環境局資源化推進室
☎972-2390 FAX972-4133

問合

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１２月１日●部数／１，１１4，１３０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。

123

無 料 相 談 窓 口
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

高齢者排せつ
ケア電話相談 高齢者排せつケアコールセンター☎364-8

は い せ つ

172

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

在宅歯科医療相談 在宅歯科医療･介護連携室(南区弥次ヱ町) 
☎619-4188 FAX619-4189

火曜～土曜日の午前9:00～正午･午後1:00～5:00(祝休日休み)｡在宅で
の歯科検診･治療や口腔ケアに関する各種相談｡対象は市内在住の40歳
以上で､寝たきり･病気などで通院が困難な方

看護職復職相談 なごやナースキャリアサポートセンター(東区葵一丁目) 
☎936-4880 FAX979-4560

電話相談は月曜～金曜日の午前8:45～正午･午後1:00～5:15(祝休日休
み)｡面接相談は予約制｡対象は市内在住か市内で復職を希望する現在未
就業の看護師など

認知症電話相談 認知症コールセンター☎734-7089 FAX734-7199
月曜･水曜～金曜日の午前10:00～午後4:00､火曜日の午後2:00～
8:00(祝休日休み)｡認知症の不安などの相談｡社会福祉士などの専門職･
介護経験者が対応｡対象は認知症の方や家族など

交通事故相談 市民相談室(市役所西庁舎)☎972-3162 FAX972-3164
月曜～金曜日の午前8:45～午後5:00(祝休日休み)｡交通事故の一般的な
諸問題の相談｡対象は市内在住か在勤(学)の方

男性相談 相談専用ダイヤル ☎050-3537-3644
水曜日の午後6:00～8:00(12/1･8･15は午後8:30まで延長)｡第4日曜日
の午前10:00～正午(祝休日休み)｡面接相談は予約制｡家族･仕事･人間関
係などの相談｡男性の相談員が対応｡対象は男性
※ファクスでのお問い合わせはスポーツ市民局男女平等参画推進室

972-4206

納付をお忘れなく
固定資産税･都市計画税 第3期分

納期限は1/4（火）
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

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

※12/31は放送休止　※1/10の放送は1/11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　※ 12/28 ～ 1/4 は放送休止

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

12/12 池干しで守る生態系
12/19 男女平等参画社会を目指して
12/26 もしもコロナに感染したら？
1/2 放送休止
1/9 朝ごはんを食べよう

HP www.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

12/13 南区街歩き
12/20 名古屋市立工業高等学校
12/27･1/3 放送休止
1/10 市博物館特別展｢大

た い

雅
が

と蕪
ぶ

村
そ ん

ー文人画の
大成者｣

HP www.nagoyatv.com/omotenashi2021/

AM 1053kHz
FM 93.7MHz

クリスマス･年末年始の新型コロ
ナウイルス感染症対策について

★パーティーなどに
参加するとき…マス
クの着用･大声での
会話を自粛しましょ
う｡

★初詣に行くとき…
密を避け､適切な対人距離を確保
しましょう｡

★帰省など普段会わない人と会うと
き…大人数･長時間の飲食は避け
ましょう｡

防災危機管理局危機対策室
☎972-4063 FAX962-4030

問合

年末ジャンボ宝くじの発売
1等･前後賞合わせて10億円｡1等･
前後賞合わせて5千万円の｢年末
ジャンボミニ｣も同時発売｡抽選は
12/31（金）

12/24（金）まで　　　1枚300円
※売り上げの一部は市の収益とな

り､学校･公園の整備や図書館・博
物館の運営などに使われます｡

財政局資金課
☎972-2308 FAX972-4107

問合

期間 価格

不用品回収業者とのトラブルに
ご注意ください

不用品回収業者が物を積み込んだ後
で高額請求をするトラブルが報告さ
れています｡あなたの出したものが
不法投棄されたり環境汚染の原因に
なるおそれもあります｡ごみの廃棄
は市のルールを守りましょう｡

環境局廃棄物指導課
☎972-2683 FAX972-4132

問合

地域の困りごと解決応援助成
地域の困りごとを解決するための取
り組みへ助成（3年間で上限30万円）

市内に活動拠点があり､令和4
年4月1日以降､同活動を開始･
拡充･継続する団体｡選考
12/13（月）～1/14（金）必着
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）

対象

受付
問合

ご存じですか?震災用マンホール
市内の避難所周辺
道路には､災害時に
仮設トイレを設置
できる震災用マン
ホールがあります｡

上下水道局保全課
☎972-3742 FAX961-0304

問合

市有地の売り払い･貸し付け
一般競争入札による

2/4（金）開札
12/27（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

土地･家屋の利用状況が変わると
きはご連絡を

固定資産税は1月1日現在の固定資
産の状況に応じて課税されます｡
★土地…住宅の敷地は税負担が軽減

されます｡事務所や店舗などを住
宅に改装した場合など､利用状況
を変更した場合は令和4年1月20
日（木）までにお知らせください｡

★家屋…建物の取り壊しや新築･増
築を行った場合は令和3年12月28
日（火）までにお知らせください｡

土地･家屋のある区を担当する
市税事務所固定資産税課

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
3/1(火)消印有効
市ウェブサイト･区役所情報
コーナー･環境局大気環境対策課
☎972-2682 FAX972-4155

対象
受付
案内
配布

都市計画案の縦覧
①都市計画都市再生特別地区(錦三
丁目25番地区)･下水道(当知ポンプ
場)の変更､地区計画(大喜新町地区)
の決定②都市計画道路(広小路線地
下道１号線)の変更｡いずれも概要は
市ウェブサイトでも閲覧可｡期間中､
意見書の提出も受け付け

12/6(月)～20(月)の開庁日､午
前8:45～正午･午後1:00～5:15
市ウェブサイト
①住宅都市局都市計画課
☎972-2798 FAX972-4164
②住宅都市局街路計画課
☎972-2729 FAX972-4164

縦覧･問合

日時

案内

中小企業等経営強化法に基づく先
端設備等導入計画の認定申請受け
付け

認定後取得した対象資産の固定資産
税が3年間免除されるなどの支援制
度あり

経済局中小企業振興課
☎735-2100 FAX735-2104

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
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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