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　当区は、高齢者のみなさんにいつまでも生き生きと過ごしていただくために、老人クラブの加入促進に取り
組んでいます。
　高齢者のみなさんが、明るく楽しく生活をしていただくことで、地域もより元気になります。
　老人クラブは、おおむね60歳以上の方からなる地域の自主的な組織で、町内などの方が集まって１つのクラ
ブを作っています。
　地域では、趣味の活動や交通安全などの市民運動、清掃活動などのボランティアなどを行っています。
　区単位では、スポーツ行事（グラウンドゴルフなど）・文化行事（作品展、芸能交流会など）など数多く参加して
いただける行事を行っています。
　興味のある方は、ぜひ、地域の老人クラブの役員や区の活動推進員にお尋ねください。

　当区は、高齢者のみなさんにいつまでも生き生きと過ごしていただくために、老人クラブの加入促進に取り
組んでいます。
　高齢者のみなさんが、明るく楽しく生活をしていただくことで、地域もより元気になります。
　老人クラブは、おおむね60歳以上の方からなる地域の自主的な組織で、町内などの方が集まって１つのクラ
ブを作っています。
　地域では、趣味の活動や交通安全などの市民運動、清掃活動などのボランティアなどを行っています。
　区単位では、スポーツ行事（グラウンドゴルフなど）・文化行事（作品展、芸能交流会など）など数多く参加して
いただける行事を行っています。
　興味のある方は、ぜひ、地域の老人クラブの役員や区の活動推進員にお尋ねください。

『なごやかクラブ昭和』（昭和区老人クラブ連合会）で 新しい仲間をつくりませんか？

混雑状況によりお時間をいただく場合がありますので、ご理解をお願いいたします混雑状況によりお時間をいただく場合がありますので、ご理解をお願いいたします

こんなとき 届出期間

①市外から昭和区への転入　※
転入

転出
引っ越しの日まで

引っ越した日から
14日以内

②市内他区から昭和区への転入

③昭和区内での引っ越し

④昭和区から市内他区への転出

⑤昭和区から市外への転出

届出先

昭和区役所市民課

昭和区役所市民課

引っ越した先の区役所・支所

・印鑑登録は、市外へ引っ越しすると廃止されます。（市内の引っ越しは継続します。）
・市立の小・中学校へ通うお子さんは、通学中の学校でも転校手続きが必要です。

●本人確認ができるもの
　１つの提示で可…運転免許証、パスポート、

身体障害者手帳など
複数の提示が必要…健康保険証、年金手帳、

敬老手帳など
●委任状（代理人が届け出する場合）
●前住所地発行の転出証明書（※①の場合のみ）
●全員のマイナンバーカード（お持ちの方）
●外国籍の方は在留カード、特別永住者証明書
●住民基本台帳カード（お持ちの方）

届出に必要なもの

問 合 区役所市民課　　735-3835　　735-3921

問 合 区役所福祉課　　735-3911　　731-8900

　引っ越しのために一度に大量のごみを出されると、収集でき
ない場合があります。引っ越しごみは計画的に適正な処分をお
願いします。

引っ越しごみの処分は計画的に引っ越しごみの処分は計画的に

※詳しくは、市ウェブサイトをご覧いただくか下記へお問い合わせください。

☆可燃ごみ・発火性危険物　　 週２回収集

☆不燃ごみ　　 月１回収集

問 合 環境事業所　　871-0504　　871-0505

☆新聞、雑誌、段ボール、古着など
地域の集団資源回収、リサイクルステー
ション、または古紙リサイクルセンターに出
してください。

☆エアコン、テレビ、冷蔵（凍）庫、洗濯機・衣類乾燥機
家電リサイクル法対象機器のため、家電量販店などに相談
いただくか、ご自分で指定引取場所に搬入してください。

インターネットによる申し込み 収集日の10日前まで　
　https://www.nagoya-sodaigomi.jp/gomi/ 
　からお申し込みください。

電話による申し込み 収集日の７日前まで
　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
　受付時間 午前9：00～午後5：00
　　　　 　土・日曜日を除く（祝日は申し込み可）

☆粗大ごみ 月１回収集、有料
インターネットまたは電話で事前に申し込みが必要

●以下のものをお持ちの方または受給中の方は、あわせて手続きが必要です。
手続きが必要なもの 問　合

国民健康保険証

児童手当

児童扶養手当
名古屋市ひとり親家庭手当など

後期高齢者医療保険証

子ども医療証など

民生子ども課
TEL 735-3902

保険年金課
TEL 735-3844

手続きが必要なもの 問　合
身体障害者手帳・愛護手帳・
精神障害者手帳

保健センター　TEL 735-3950

TEL 735-3914

TEL 735-3912

TEL 735-3894
障害者(児)に関する手当など

介護保険証・介護保険負担割
合証・各種減額認定証など

敬老手帳・敬老パスなど

母子健康手帳（※上記①の方）など

福
祉
課

引っ越しの手続きはお早めに区役所で行う引っ越し手続き

●住民異動届

名古屋市　粗大ごみ 検索

昭和区
SHOWA-KU

　 　 編 集 　 　
昭和区役所　地域力推進室
〒466-8585　　阿由知通3-19
電話（代）　　　731 -1511
FAX　　　　　733 -5534

　 　 編 集 　 　
昭和区役所　地域力推進室
〒466-8585　　阿由知通3-19
電話（代）　　　731 -1511
FAX　　　　　733 -5534

みんなが住み続けたくなるまち昭和区みんなが住み続けたくなるまち昭和区
区の木 ハナミズキ区の木 ハナミズキ

昭和区マスコット
「ショウちゃん」

昭和区マスコット
「ショウちゃん」区の花 ハナショウブ区の花 ハナショウブ

ホームページ face book

昭和区役所
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道路や公園の清掃ボランティアにご参加ください

令和3年度 昭和区子ども会ジュニアリーダー養成講座 
受講生募集

令和4年昭和区成人式の会場などのお知らせ

　令和4年当区成人式を、次のとおり開催します。なお、詳細は区ウェブ
サイトをご覧ください。
開催日　令和4年1月9日（日）　
受付　午前9：10～（予定） 
スケジュール　交流タイム　午前9：10～（予定）
　　　　　　　式典　午前10：30～（予定）
場所　名古屋市公会堂（鶴舞一丁目1－3）
対象　平成13年4月2日～平成14年4月1日に生まれた方
問合　区役所地域力推進室　☎735－3827　℻735－3829

　子ども会の活動に関心を持ち、子ども会リーダー（ジュニアリー
ダー）を目指す方を対象に養成講座を開催します。
内容　デイキャンプ、クラフト、伝承遊び講座など
期間　令和3年4月～令和4年3月（10回程度を予定）
対象　小学6年生～中学3年生（令和3年4月現在） 
定員　50人　
料金　原則無料（材料費など実費負担の場合あり）
主催　昭和区子ども会育成連絡協議会
申込　 3／11（木）までに申込書を学区の子ども会代表者、または下記へ提出。
問合　区役所民生子ども課（2階1番窓口）　☎735－3901　℻735－3909

「春の火災予防運動」　3月1日（月）～7日（日）

不正アクセス・ウイルス感染は他人事じゃない！
～サイバーセキュリティ対策で侵入・感染をブロック～

　令和2年度全国統一防火標語
　「その火事を　防ぐあなたに　金メダル」　

　空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節です。
　火の取扱いにご注意ください。
問合　消防署　☎841－0119　℻842－0119

◎フィッシングによる情報流出に注意
　有名企業や金融機関などを装った電子メールやＳＭＳ（ショート
メッセージサービス）を送り、そこから偽サイト（フィッシングサイト）
に誘導し、クレジットカード番号などの個人情報を詐取する行為を
フィッシング行為といいます。
　他にも、偽サイト（フィッシングサイト）から、ウイルスとして作動す
る不正なアプリをインストールさせる手口もありますので
ご注意ください。
＜対策方法＞
・メール本文中のリンクを安易に開かない。
・ メール本文中のリンクから開いたサイトでＩＤやパス

ワードなどを入力したり、アプリをインストールしない。
・ 金融機関では、電話やメールなどで口座番号・暗証番号・本人の個人情

報を問い合わせることは行っていないため、これらの内容を求める電
話やメールなどを受信したら、契約している金融機関へ問い合わせる。

・ 金融機関のウェブサイトで口座番号・暗証番号・本人の個人情報の入
力が必要なサービスを利用する場合、金融機関から通知を受けている
正規のＵＲＬ（アドレス）をブラウザに直接入力し、金融機関のホーム
ページを開く。

・ クレジットカード会社から身に覚えのない利用代金の引き落としに
関する通知があった場合は、直ちにクレジットカード会社に連絡し
て、利用停止などの手続きを行う。
問合　警察署　☎852－0110　℻852－0266

行政書士による無料相談（予約制）

内容　相続・遺言（公正証書遺言）などの手続きに関すること。
日時　2／24（水）午後1：30～4：05　
場所　区役所 6階第2会議室
申込　 2／19（金）までに電話（平日午後のみ）またはファクスにて下記問

い合わせ先へ。
　　　※予約に余裕がある場合は当日参加も可能。
問合　愛知県行政書士会昭和支部　☎752－0600　℻308－3933

はつらつクラブ参加者募集

税のお知らせ

　 

　

● 令和3年度　個人市民税・県民税申告会場のご案内
日時　3／15（月）まで（土・日曜日、祝日を除く）
　　　午前8：45～正午、午後1：00～5：15
場所　金山市税事務所1階、昭和区役所2階
※郵送による提出にご協力ください。
※ 来場の際はマスクを着用し、体調がすぐれない場合は来場を控えて

ください。
問合　金山市税事務所市民税課個人市民税第一係　☎324－9804
● 令和2年分　確定申告会場のご案内
日時　2／16（火）～3／15（月）　午前9：15～午後5：00　
　　　※土・日曜日、祝日を除く。ただし、2／21・28（日）は開設。
　　　※各日、入場整理券の配付が終了した時点で受付終了となります。
　　　　 入場整理券は当日会場配付とLINEアプリによる事前発行があ

ります。
場所　電気文化会館5階（中区栄二丁目2－5、地下鉄伏見駅4番出口から徒歩2分）
　　　※  駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。
　　　※期間中は、税務署内に確定申告会場を設けておりません。
　　　※ 2／15（月）までは税務署内に確定申告会場を設けておりますが、

いずれの会場も「入場整理券」が必要です。
・ 体調のすぐれない方、マスクを着用されていない方、検温にご協力いただけ

ない方には入場をお断りする場合があります。
・�確定申告書は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で　

作成し、自宅からのe－Tax（電子申告）をご利用ください。
【国税庁ホームページアドレス】 https：／／www.nta.go.jp
問合　昭和税務署（確定申告相談センター）　
　　　☎881－8171（自動音声）　※ 音声案内「0」を選択。

　令和2年度の共同募金運動は、皆さまの温かいご支
援により大きな成果をあげることができました。お寄
せいただいた募金は、愛知県共同募金会でまとめら
れ、来年度に区内の地域福祉推進と県内の社会福祉施
設の整備などに役立てられます。ご協力ありがとうご
ざいました。
一般募金額　　　　　7，069，511円
歳末たすけあい募金額　165，514円（1／15現在）
問合　昭和区共同募金委員会（昭和区社会福祉協議会内）　☎884－5511　℻883－2231

令和2年度共同募金のお礼　

　健康体操・音楽・外出・レクリエーションなどを楽しみながら、介護予
防について理解を深めるとともに、自主的な活動や地域活動などを通
じて地域でいきいきとした生活が送れるようお手伝いします。
日程　4月から9月までの6カ月間　
　

　 　 　
　　　

　　　
対象　市内在住の65歳以上の方（会場までご自分で来られる方）
料金　原則無料（材料費など、実費負担の場合あり）
申込　2／3（水）～26（金）に来所、電話またはファクスにて受け付け。
　　　※新規優先。定員を超えた場合は抽選。複数会場申し込み不可。
問合　昭和区社会福祉協議会　☎884－5511　℻883－2231

　ボランティアで道路や公園を
清掃する愛護会制度があります。
きれいな公園や道路は気持ちの
いいものです。ご参加ください。
問合　土木事務所　☎751－5128　℻751－5129

曜日 時間 実施会場 定員

月
午前9：45～11：15 白金コミュニティセンター

各
23人

（八事は
20人）

午後1：45～3：15 八事コミュニティセンター

火
午前9：45～11：15 御器所コミュニティセンター

午後1：45～3：15 松栄コミュニティセンター

木
午前9：45～11：15 広路コミュニティセンター

午後1：45～3：15 川原コミュニティセンター

金
午前9：45～11：15 吹上コミュニティセンター

午後1：45～3：15 滝川コミュニティセンター

　もしものときに備えて、「ショウちゃんみまもり
袋」を下記の窓口で配布しています。
　ショウちゃんみまもり袋とは、緊急連絡先やか
かりつけ医療機関などを記入できるお守り袋で
す。かばんなどにつけることで外出の際の緊急時
に備えるものです。
配布対象者　区内在住65歳以上の高齢者
配布場所　　区役所福祉課、
　　　　　　東部いきいき支援センター、西部いきいき支援センター
問合　区役所福祉課　☎735－3874　℻731－8900

もしものときに備えて　「ショウちゃんみまもり袋」

　　　　どりょくん
（緑政土木局補修班
イメージキャラクター）

公園や道路にたばこの

吸い殻や空き袋などの

ごみを捨てないで!

住宅用火災警報器の設置状況をご確認ください！

暖房器具、コンロなど使用方法は正しいですか？

家の周りに燃えやすい物を置いていませんか？

昭和消防署公認キャラクター
　「たまご犬のたまごろう」

　　
　昭和区ママブログ公開中！（https：／／ameblo.jp／showa－kosodate／）
　　～現在ブログライターを募集しています～

 問合　昭和区子育て応援サイト運営委員会事務局
   　　 （区役所民生子ども課）☎735－3901　℻735－3909

反射材
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　探偵ロジャー・シェリンガムの出席した
仮装パーティで、参加者の女性が首つり死
体となって発見された。ロジャーは犯人へ
の同情から状況証拠を隠蔽しようとするも
のの、手抜かりから一番怪しい立場となっ
てしまう。自らの無罪を証明するため矢継
ぎ早に（迷）推理を連発、何としても自殺に
しようと証拠を捏造し、ほかの参加者と口
裏合わせをするが・・・？
　物語の序盤から読者には犯行の状況が明
かされているのに、ロジャーは名？探偵な
のに、推理が全然当たらないのは、どうし
て。最後にはどんでん返しもあります。

●�【NESPA主催事業】ウィズコロ

ナの避難所生活を考える

過去の感染防止策をVTRで見た
り、段ボールベッドの組み立て体
験をします。
日時　�3／8（月）午後1：00～3：00
定員　20人
料金　300円
持物　筆記用具、
　　　マスク
講師　�なごや防災ボランティア

ネットワーク昭和　　　　
顧問　小塚勝さん

申込　�2／18（木）必着で、電子申請
または往復はがき（本紙❺
面参照）にて受け付け。

■予約相談　法律相談（民事法律相談など）

■当日相談（休日をのぞく）

●みんなのおはなし会

日時　���2／24（水）午後3：30～3：50　
対象　幼児、小学生と保護者
定員　先着5組
申込　�2／17（水）午前9：30から来館

または電話にて受け付け。

『ジャンピング・ジェニイ』
アントニイ・バークリー／著　狩野一郎／訳

国書刊行会

●ちくちく手づくりの会

「なんのたまご？」を作ります。
日時　3／4（木）午前10：00～正午
定員　先着20人
料金　400円程度
持物　�鉛筆、はさみ、針、もめん糸

（白・黒）
申込　�2／18（木）
　　　�午前9：30か

ら来館また
は電話にて
受け付け。

相談日 時間 予約開始 場所 申込・問合

2／25（木） 午後1：00～4：00
相談は20分

2／18（木）～ 区役所
６階

会議室

名古屋おしえてダイヤル
☎953－7584

（土・日・祝日受付可）3／11（木） 3／4（木）～

相談内容 日時 申込・問合
女性悩み
ごと相談

毎週月～金曜日
（事前予約可）

午後10：00～正午
午後1：00～4：00

民生子ども課
☎735－3880　℻735－3909

内職相談 毎週火曜日 午後10：00～正午
午後1：00～3：00

民生子ども課
☎735－3892　℻735－3909

巡回日時 場所

2／17（水）
午後2：00～4：00 八 事 山 興 正 寺

3／10（水）
午前10：00～11：00 伊 勝 神 社

2／11～3／10の休館日  

 2／19（金）、3／5（金）

●�春のお楽しみ会

児童館で大きな画面の中のお兄さ
ん、お姉さんと一緒に手あそびや
歌ったりします。柳城短期大学と
地域子育て支援拠点らららルーム
とのコラボ企画です。たくさんの
人と一緒に楽しもう！
日時　�3／19（金）午前10：30～11：30
対象　乳幼児
定員　先着12組
申込　�2／16（火）午前10：00から電

子申請（本紙❺面参照）また
は来館にて受け付け。

●�白金児童館in川名公園

白金児童館のプログラムを川名公
園で行います。お楽しみに！
日時　��3／3（水）午前10：30～11：30
対象　乳幼児と保護者　
申込　�当日現地にて申し込み（雨

天中止）。

●昭和の歌謡曲

昭和の映像を見ながら、心で歌い
その時代の出来事を回想する。
日時　�2／25（木）午後1：30～3：00
対象　市内在住の60歳以上の方　
定員　先着16人
講師　小塚勝さん
申込　�2／13（土）から利用証を持参

のうえ来館または電話にて
受け付け。

●�パロマ瑞穂スタジアム個人走行

開放事業

パロマ瑞穂北陸上
競技場の休場期間
中、パロマ瑞穂ス
タジアムのトラッ
クを開放します。
スタジアム改修前の最後の記念と
しても是非ご参加ください。
日時　�2／4（木）、9（火）、18（木）、25（木）

午後3：30～7：30　　　　　
（更衣・片付けなど含む）

場所　�パロマ瑞穂スタジアム
料金　�大人　200円
　　　�高 齢 者（ 市 内 在 住65歳 以

上）、子ども（小・中学生）　
100円

申込　�当日窓口にて受け付け。
※�日程は変更することがありま

す。当施設ウェブサイトで確認
またはお問い合わせください。

問合　��パロマ瑞穂スポーツパーク
管理第1係　

　　　〒467－0062
　　　瑞穂区山下通5－1
　　　TEL　836－8200　FAX　836－8206

●認知症予防教室上半期募集

回想法やコグニサイズ、レクリ
エーションなどを行います。
日時　�4月～9月の火・水・木曜日　

（3クラス）　　　　　　　
午前10：00～正午

対象　市内在住の65歳以上の方　
定員　各曜日10人
申込　�2／12（金）～3／1（月）までに、

利用証を持参のうえ来館に
て受け付け。

●福祉用具プラザ　カラーセラピー

福祉用具の紹介とカラーセラピー
の体験と色カルタを楽しみます。
日時　�2／27（土）午前10：30～正午
対象　市内在住の60歳以上の方　
定員　先着16人
講師　福祉用具プラザ職員
申込　�2／15（月）から利用証を持参

のうえ来館または電話にて
受け付け。

●�ちいさなアニマルカーをつくろう

日時　�2／16（火）午前10：30～11：30
対象　2歳以上の幼児と保護者
定員　先着6組
料金　50円
申込　�2／12（金）までに、電子申請

（本紙❺面参照）または来館
にて受け付け。

●かげえ人形劇

日時　�3／6（土）※入替制　　　　
　　　1部：午後1：30～2：00
　　　2部：午後2：30～3：00
対象　幼児、小学生
定員　�各部先着15人（子ども優先。

付き添い要相談）
申込　�2／24（水）午前9：30から来館

または電話にて受け付け。
●�大学生に聞いてみよう！Ⅱ　　
～学習室supported�by�服部

国際奨学財団～

服部国際奨学財団（学習室ネーミングラ
イツサポーター）の奨学生である大学生
が、勉強の仕方・学校の選び方など勉強
に関するいろいろな疑問に答えます。
日時　�3／7（日）午後1：00～4：30
対象　�中学生、高校生
定員　�同時に15人程度（出入り自

由）

●�令和3年度　八事福祉会館主催

講座のお知らせ

令和3年度については新たな受講
者の募集を行わず、今年度の受講
決定者の方を令和3年度の受講者
とさせていただきます。ご了承く
ださい。
●�令和2年度わくわくサロン3月開

催分募集のお知らせ

サロン形式で、手工芸や脳トレな
どさまざまな内容をご用意します。
日時　�原則火・水曜日　　　　　

午後1：30～3：00
対象　市内在住の60歳以上の方　
定員　各クラス5人
申込　�2／8（月）～18（木）までに、利

用証を持参のうえ来館にて
受け付け。　　　　　　　
※定員を超えた場合は抽選。

●�春の健康教室（4月～6月）

教室名 曜日・時間 対象・定員 料金

①親子わくわく体操教室 火曜日
午前10：30～11：30

2～3歳未就園児と母親
20組 ６00円

②いきいき元気アップ教室 水曜日
午前10：30～11：30

50歳以上の男女
25人 300円

③健康フラダンス教室 木曜日
午前10：30～11：30

年齢、性別不問
25人 300円

④ゆったり骨盤体操  金曜日
午前9：30～10：30

女性、年齢不問
25人 300円

⑤  骨盤＆ボディメイク
　エクササイズ

 金曜日
午前11：00～正午

女性、年齢不問
20人 5,800円

●�子どもミュージカル劇団「show－Wa!」

第4回公演　オリジナルプチミュージカル

「マイ・ストーリー～物語への旅～」

日時　�3／28（日）①午前11：00　開演
　　　　②午後2：30　開演
　　　　※各回30分前開場

定員　各回150人未満�　
料金　�500円（前売・当日共通、全指

定席）
申込　�1／29（金）から当劇場、名古

屋市文化振興事業団チケッ
トガイド（☎249－9387）にて
受け付け。

※各教室計10回開催。
申込　��①～④は、2／8（月）～3／12（金）、⑤は2／8（月）～2／26（金）に当施設

ウェブサイト（https：／／aifa－fc.com／）の「専用応募フォーム」を送
信、または「応募用紙」をファクスにて受け付け。

　　　※�定員を超えた場合は抽選。定員に満たない場合、定員に達する
まで3／12以降も先着順で受け付け。
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　個人あてに通知します。同封の
アンケートに記入し、母子健康手
帳とともに当日ご持参ください。
　通知のない方、転入された方は、
お問い合わせください。

教室・相談名など 開催日時 問合  感染症対策等担当  ☎735－3964

エイズ相談・検査、
梅毒検査、
性器クラミジア感染
症検査
※原則、3項目を同時
　検査

2／26（金）
午前9：30～10：30
新型コロナウイル
ス感染症の感染拡
大防止のため中止
する場合がありま
す。お問い合わせ
のうえご来所くだ
さい。

場所　保健センター（4階）
無料、匿名可
※�結果は原則1週間後以降です。
※�HIV検査のみ証明書の発行可
（有料1,220円）、匿名不可。

※�正確な結果を得るため、感染機
会から3カ月以上経過してから
受けてください。

※�検査の都合上、1時間以上排尿
を控えてご来所ください。

教室・相談名など 開催日時 申込  保健感染症係   ☎735－3962

むし歯予防教室
（予約制先着15人）

2／26（金）、3／5（金）
【受付】
午後1：15～2：00

内容　�歯科検診・栄養指導・フッ
素塗布（希望者）

対象　�区内在住の0歳から就学前
の幼児と保護者

料金　�フッ素希望者は720円（生
活保護受給世帯に減免制
度あり）

持物　�母子健康手帳、歯ブラシ、
タオル

もぐもぐ教室
（予約制先着8組）

3／17（水）
午前10：00～11：00
【受付】
午前9：45～10：00

内容　�離乳食のすすめ方や作り�
方、歯のお手入れのすすめ
方など��������

�対象　��区内在住の令和2年6月・7
月生まれのお子さんと保
護者

持物　�母子健康手帳
※参加は初めての方に限ります。
※離乳食の試食提供はありません。
申込　��3／2（火）午前9：00から予約

開始

こころの健康相談
（予約制）

毎週金曜日
（休日を除く）
【受付】
午後2：00～3：30

内容　�精神科医によるこころの
健康に関する相談

対象　�区内在住の方
※��毎月第2金曜日は、うつ病家族

相談日です。

育児相談 3／1（月）中止 新型コロナウイルス感染拡大防
止のため中止します

子育て総合相談窓口（子育て世代包括支援センター）

● 相談曜日　毎週月曜日～金曜日（休日を除く）　

◆ 電話相談　午前8：45～午後5：15（☎745－6030）
■ 面接相談　午前9：00～午後4：30

　子育てで何か困ったこと、悩んでいることはありませんか?
　そんなときはひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

家族のつどい（予約制）
内容　精神障害者とのコミュニケーション能力の向上を図ります。
日時　3／1（月）　午後1：30～3：00　
対象　精神障害者の家族　定員　先着10人　
申込　2／8（月）午前9：00から下記問い合わせ先へ。
問合　保健感染症係　☎735－3962

　新型コロナウイルス感染症の状況により中止・延期する場合があります
ので、最新の状況はお問い合わせください。

区分 対象

3カ月児

対象者あて個別に通知し
ます。
※�令和2年11月から令和3

年3月まで、3カ月児健康
診査は保健センターで
は実施しません。市内協
力医療機関で受診いた
だけますので、詳しくは
個別に送付する通知を
ご覧ください。

区分 実施日 対象

1歳
6カ月児

2／18（木）

対象者あて個
別に通知しま
す。

3／4（木）

3歳児
2／24（水）

3／10（水）

【受付】午後1：05～2：05

  ◆ アニサキスとは、主にサバ、サンマ、アジ、イカなどの内臓に見
られる寄生虫で、寄生している魚が死ぬと、内臓から魚の身（筋肉）
に移行します。

  ◆ アニサキスが寄生した魚などを生で食べると、アニ
サキスが胃や腸に侵入し、激しい腹痛などの症
状を起こすことがあります。

  ◆アニサキスは、食酢での処理、塩漬け、しょう油
  やわさびでは死にません。　　

  アニサキス食中毒とは

問合　健康安全課食品衛生・動物愛護等担当　☎735－3959

アニサキス食中毒にご注意ください！

　
  
★ 刺身は薄く切り、食べる時はよくかむように心がけましょう！

新鮮
新鮮な魚を選び、速やかに内臓を取り除く。内臓は生で食
べない。

目視
魚の身（筋肉）を、しっかり目で見て確認し、アニサキスを
確実に除去する。

冷凍or加熱
冷凍（マイナス20℃で24時間以上）するか、加熱（60℃で1分
または70℃以上で瞬時）する。

アニサキス食中毒を防ぐために

 

いきいき支援センターからのお知らせ
◆認知症サポーター養成講座
　�認知症についての理解と、認知症の方への接し方について。
　日時　2／16（火）　午後1：30～3：00　　
　場所　区在宅サービスセンター2階ボランティアルーム（御器所三丁目18－1）
　定員　先着8人　持物　筆記用具
　講師　認知症キャラバンメイト
　申込　電話またはファクスにて、西部いきいき支援センターへ。

◆高齢者のための無料法律相談（要予約）
　財産管理、相続、家族間の問題などについて弁護士に相談できます。
　日時　2／22（月）　午後1：30～　※1人30分程度　
　場所　西部いきいき支援センター�　定員��3人
　担当　愛知県弁護士会高齢者・障害者総合支援センター弁護士
　申込　2／12（金）午後5：00までに、西部いきいき支援センターへ。

　　　　　　　　　　　　　　問合　西部いきいき支援センター（松栄・御器所・吹上・鶴舞・村雲・白金）　☎884－5513　℻883－2231
　　　　　　　　　　　　　　　　　�東部いきいき支援センター（八事・滝川・広路・川原・伊勝）　　　　　☎861－9335　℻861－9336

教室・相談名など 開催日時 申込  保健看護担当  ☎735－3961

母乳相談（予約制）
3／8（月）
【受付】
午後1：10～3：30

内容　�母乳で育てたい、おっぱいか
らの卒業などでお困りの方

対象　区内在住の方

昭和区休日急病診療所のご案内

＜場所＞
川名町2－4－4

＜診療時間＞
午前9：30～正午
午後1：00～4：30

＜診療＞
内科・小児科

＜電話＞
763－3115

＜診療日＞
日曜日、祝日

◆認知症家族サロン
　�介護者同士による悩みや情報交換など交流の場です。
　日時　＜東部＞2／16（火）　午後1：30～3：30
　場所　東部いきいき支援センター
　定員　10人程度　
◆高齢者いきいき相談室による無料出張相談会
　健康、福祉、介護などお困りごとについて相談できます。
　＜西部＞日時　2／16（火）　午後1：30～3：30
　　　　　場所　フィールシャンピアポート店　西側入り口付近
　＜東部＞日時　2／16（火）　午後1：30～4：30
　　　　　場所　イオン八事店4階G.Gフロア前
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