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区役所市民課問合 735-3835 735-3921

緑化センター問合 733-8340 733-5350

区役所地域力推進室問合 735-3822 735-3829

月 火 水 木 金 土 日

3/8

15

22

29

5

9

16

23

30

6

10

17

24

31

7

11

18

25

4/1

8

12

19

26

2

9

13

20

27

3

10

14

21△

28○

4○

11△

これからの時期は、転勤・就職・入学などにより引っ越しをする方が増えるため、市民
課窓口が非常に混雑します。右のカレンダーを参考にして、時間に余裕を持って窓口
へお越しください。また、混雑状況や手続きの内容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。

「ショウちゃんとめぐる ぶらり昭和区MAP」シリーズは、地域の皆さんと協働で

製作しているまちあるきマップです。最終の第５弾となる八事・興正寺編が３月に完成

します。

区内の歴史的なものや、まちあるきにおすすめのポイントを載せています。楽しい

コラムも満載です！ 「ぶらり昭和区ＭＡＰ」を手に、まちあるきに出かけてみませんか？

八事山興正寺の境内の一画に所在する交番です。壁面は
隣接する立体駐車場と合わせて黒を基調とする市松模様と
木の壁で構成されています。市松模様の中には赤いランプも
配置されています。黒や茶色を基調とした建物は、周囲の景観
に溶け込むような落ち着いたたたずまいで、地域に親しまれる
開かれた交番となっています。開放的なデザインは、2012年
グッドデザイン賞を受賞しました。

平　　　日＝午前8：45から午後5：15まで
日曜窓口△＝午前8：45から正午まで
日曜窓口〇＝午前8：45から午後2：00まで

＝大変混雑
＝混雑
＝休庁日

市民課窓口の混雑情報が区ウェブサイトで確認できます！　➡
窓口の混雑状況を「空き」「やや混み」「混み」で表しています。
窓口に来庁される際の目安としてご活用ください。

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止になる場合があります。

※写真は製作途中のものです。

3月25日（木）

　　～6月6日（日）3月25日（木）

　　～6月6日（日）

●3～4月のイベント
高校生春のアカペラコンサート 協力／FAN2021 実行委員会

日時 3/28（日）午前10：30～午後3：00
場所 普選記念壇（雨天時/奏楽堂）

●コンクール
鶴舞公園 写生コンクール 協賛／ ㈱サクラクレパス

日時 3/25（木）～5/31（月）
画題 園内一円の風景

対 象 中学生以下
応募作品 四つ切サイズ

「写生コンクール」応募先 ※月曜休館サクラ・スカイビューイング

日時 4/3（土）、4/4（日）
①午前10：00～正午／②午後1：00～4：00

場所 奏楽堂周辺

入場
無料

参加賞
あり

小雨
決行

有料/１回
５００円

雨天
中止

5/31（月）
持込または郵送（消印有効）

７月下旬
〒４６６-００６４
鶴舞一丁目１-１６８

（鶴舞公園内）名古屋市緑化センター 行

画用紙無料配布デー画用紙無料配布デー画用紙無料配布デー画用紙無料配布デー
4/3（土）午前10：00～午後3：00
場所 緑化センター2階事務所
画用紙（四つ切）が無料でもらえるよ♪

みんなで参加してね☆

ぶらり昭和区ＭＡＰぶらり昭和区ＭＡＰ
八事・興正寺編が完成します

八事・興正寺編が完成します

ユニークな外観の八事交番ユニークな外観の八事交番 第１弾から第４弾のマップは、
区役所と鶴舞中央図書館で
配付中です。

「ぶらり昭和区ＭＡＰ」で
昭和区の魅力を
探してみよう！

で配布します。

区役所１階情報コーナー
区役所3階地域力推進室

鶴舞中央図書館
区ウェブサイトからも
ダウンロードできます♪ ぶらり昭和区

3月23日
火

から配布！

作品提出締切 表彰式

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



放置自転車などの保管場所が変わります

大地震に備え、自主防災力を高めよう

何もなかった日ほど、誇らしい日はない
～警察官・警察職員募集～

　多くの犠牲者を出した阪神・淡路大震災では、救助された人のうち8
割弱が家族や近隣住民の手によるものでした（図1）。また、被害の大き
かった神戸市では、自力または家族や近隣住民によって生き埋めや閉
じ込めから救出された人の割合が９割を超えています（図2）。大規模な
地震発生による被害の拡大
防止には、国や都道府県、市
町村の対応だけでは限界が
あります。だからこそ、まず
は自分の身を守る準備から
始めましょう。家具や大き
な電化製品に挟まれないよ
う、配置を見直したり倒れ
ないようしっかり固定しま
しょう。そして、地域で行わ
れる自主防災活動に積極的
に参加しましょう。日頃か
ら、防災に関するさまざま
な情報を収集し、自主防災
力を高めておきましょう。
後回しにすることが一生の
後悔につながります。南海
トラフ地震は明日起きるか
もしれません。
出典：図1「大規模地震災害による人的被害の予測」（河田恵昭 自然災害科学第16巻第1号）
　　 図2 「兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書（神戸市内、標本調査）」（日

本火災学会）
問合　消防署　☎841－011９　℻842－011９

　警察官や警察職員は『県民の安全と安心を守る』ため
に仕事をしています。
・ 交番、駐在所などで昼夜を問わずパトロールを行い、

地域の治安を守る地域課
・各種捜査や鑑識活動などで犯人を検挙する刑事課
・ 交通死亡事故を1件でも減らすべく、交通指導取締り

などを行う交通課
など部署によって役割は異なりますが、日々私たちは強い正義感を
持って働いています。人々の当たり前の日常が続くために・・・！
　警察官・警察職員の業務は非常に幅広く、あなたの能力を発揮できる
場所が必ず見つかります。
　あなたも「安全な社会を守り続ける」仕事をしてみませんか。「あなた
の正義感が誰かを守る！」
◎警察官・警察職員の採用に関する案内および問合せ先

〇採用センター直通電話　　☎９61－147９
　（月～金曜日〔祝日を除く〕午前8：45から午後5：30まで）
　〇愛知県警察ウェブサイト　http：／／www.pref.aichi.jp／police／

　〇愛知県警察ツイッター　　@AP_saiyo
　〇愛知県警察本部採用センター　ＬＩＮＥ＠ID：@sum5558x

問合　警察署　☎852－0110　℻852－0266

　令和3年4月1日（木）以降に下記場所で撤去された放置自転車などの
保管場所は、桜山保管場所（広見町6丁目）から下記保管場所に変更とな
ります。

　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

【入賞者（敬称略）】
ポスター・図画の部 書道の部

　区長賞 加藤誠也（川原小2） 奈良琴美（円上中2）

青少年育成
部会長賞

米田律花（松栄小6） 奈良美涼（村雲小6）

教育振興会
長賞

大森瑛仁（川名中2） ティラマンノヴァ（御器所小3）

　入　賞

赤坂咲苗（八事小1）、熊野瑛悟
（滝川小1）、木山小都（滝川小2）、
尾関望心（広路小2）、柳澤希美

（広路小4）、岡井琉依（川原小3）、
小島咲輝（川原小4）、西谷宇生

（伊勝小4）、武藤成矢（御器所小
1）、上木莉央（吹上小2）、大黒永
人（吹上小2）、中込佳穂（鶴舞小
1）、半田大和（鶴舞小1）、半田明
日菜（鶴舞小3）、宮本光（鶴舞小
3）、横井美里（村雲小3）、玉置千
珠（村雲小4）、柿田蒔浬菜（村雲
小6）小川葉子（白金小4）

出口詩乃（八事小5）、佐々木里菜
（滝川小4）、加藤真奈葉（滝川小6）、
加藤美空（広路小4）、鈴木丈瑠（広
路小5）、一柳旬佑（川原小3）、川中
愛莉（川原小6）、土本みりあ（川原
小6）、寺澤彩（伊勝小3）、柳田澪花

（伊勝小5）、村山愛（松栄小4）、宮本
樹香（松栄小5）、榎本有那（松栄小
6）、廣田菜々子（御器所小6）、坂本
柚季（吹上小4）、伊藤芽那美（鶴舞
小4）、寺尾美咲（村雲小5）、間宮杏
音（村雲小6）、秋元星空（白金小4）、
水野日愛（円上中2）、外尾遥夏（円
上中2）

令和2年度青少年育成作品展

　区内在住・在勤の美術作家で構成する昭和区美術協会会員による作
品展です。絵画・工芸・彫刻・書・写真を展示します。
日時　3／16（火）～21（日）
　　　午前９：30～午後5：00（最終日は午後4：00まで）
場所　市博物館（瑞穂区瑞穂通1－27－1） 
      　3階ギャラリー 第2・3･4室
主催　昭和区美術協会、区役所
※ 新型コロナウイルス感染症対策として、連絡先を記入いただきます

のでご了承ください。
問合　区役所地域力推進室　☎735－3827　℻735－382９

　転勤や卒業・入学などで引っ越しが多くなる季節です。使用中の水道
を中止されるときや新たにお使いになるときは、お早めに下記へご連
絡ください。上下水道局公式ウェブサイトからのお申込みも受け付け
ています。
申込　 上下水道局お客さま受付センター（名水ダイヤル）

☎884－5９5９　℻872－12９6
　　　受付時間（年中無休）　平日：午前8：00～午後7：00　

土日・休日：午前8：00～午後5：15
ウェブサイト　https：／／www.water.city.nagoya.jp／

問合　上下水道局瑞穂営業所　☎841－7146　℻842－05９2

第60回 昭美展

水道の使用中止・開始のお届けはお早めに

放置自転車などを撤去した場所 保管場所

御器所駅周辺の放置禁止区域内

吹上保管場所
千種区吹上一丁目（若宮大通内）
☎731－8544
市バス「千早」下車、花田公園北、名古屋高速高架下

桜山駅周辺の放置禁止区域内
および
放置禁止区域以外の昭和区全域

中根保管場所
瑞穂区関取町166番地　☎834－9697
市バス「弥富通三丁目」下車、南へ徒歩約10分

◆ 放置された自転車および原動機付自転車（50cc以下）が撤去の対象と
なります。

◆ 引き取り、電話受付日時は月～土曜日（祝日、年末年始、暴風警報発令
中を除く）午後2：00～午後7：00までです。

◆撤去した日から1カ月が過ぎても引き取りのない場合は処分します。
問合　緑政土木局自転車利用課　　☎９72－2877　℻９72－4183
　　　24時間対応コールセンター　☎0120－９24－3９6

家庭ごみの処分に困ったときは・・・
　急な引っ越しのためにごみを収集日に出せないなど、家庭ごみの処
分に困ったときは、ご自分で処理施設に持ち込む方法（自己搬入）があ
ります。
・ 搬入できない物など搬入時の注意事項がありますので、できるだけ事
前にお電話などでご相談ください。

  ＜搬入できない物の例＞産業廃棄物、家電リサイクル法対象機器、
パソコン、資源化可能な紙類など

・ 搬入するごみを車両に積んだ状態で、環境事業所に月曜日から金曜日
の受付時間内にお越しください。車に積まれたごみを確認するなどの
手続きをします。

・受付当日にご自分で搬入先の処理施設に運んでいただきます。
・ 処理施設で計量を行い、10㎏までごとに200円の手数料を現金にてお

支払いいただきます。

※「可燃ごみ」と「不燃ごみ・粗大ごみ」を同時に運ぶことはできません。
詳しくは　市ウェブサイト　　自己搬入　　
問合　環境事業所　☎871－0504　℻871－0505

受付時間 搬入先 搬入時間

可燃ごみ
午前8：00
～午後2：30

鳴海工場（緑区）
午前8：45～午後3：40
（正午～午後1：00除く）

不燃ごみ・粗大ごみ
午前8：00
～午後2：30

大江破砕工場
（港区）

午前8：45～午後3：40
（正午～午後0：45除く）

破砕できない物
を多く含む場合

午前8：00
～午後2：10

愛岐処分場
（岐阜県多治見市）

午前9：15～午後4：10
（正午～午後0：45除く）

検索

日時　2／22（月）～3／5（金）の平日 午前8：45～午後5：15、
　　　3／7（日） 午前8：45～正午
場所　区役所2階　講堂ロビー

問合　区役所地域力推進室　☎735－3826　℻735－382９
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名古屋市役所広報課
ノート注釈
広報なごや3月号昭和区版13面に誤りがありましたので、お詫びして訂正します。（正）○愛知県警察本部採用センター　ＬＩＮＥ＠ ID：@sum5558x（誤）○愛知県警察本部採用センター　ＬＩＮＥ＠ ID：sum5558x



　令和2年度は、子育てわいわいサ
ロン・子育て相談・本のひろば自遊
らんどは開催されません。ご了承
ください。

■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　��3／24（水）午後3：30～3：50
対象　�幼児・小学生と保護者（子ど

ものみの参加可）
定員　先着5組
申込　�3／17（水）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
3／25（木） 午後1：00～4：00

相談は20分

3／18（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）4／8（木） 4／1（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）

午前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
午前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
3／11（木）

午前10：00～11：00
川 原 神 社

4／6（火）

午後2：00～4：00
法 音 寺

4／7（水）

午後2：00～4：00
八事山興正寺

　岩手の女たちに受け継がれる手わざを、季節ごと
に紹介したこの本は、世の中が便利になるにつれ
失われてゆく暮らしの手仕事を伝え残し、実践す
る「女わざの会」の活動記録でもあります。「米3粒
包むにいい布きれは捨てるものではない」と仕上
げられた打敷（うづしき）を始め、小物から衣服な
どの縫いもの、郷土料理やおいしそうなおやつ、は
たおりや糸つむぎなど、あるものを大切に使う手
仕事の数々が、作り方とともに温かみのある手書
きの文字とイラストで取り上げられており、自分
でもやってみたくなる本です。

④筋力体操で元気に過ごそう！

日時　3／30（火）午後1：30～3：00
定員　先着16人　
講師　植屋節子さん
申込　�3／16（火）から

●�じどうかんまつり3
さんさんさん

33

3／11～4／10の休館日��

 3／19（金）、4／2（金）

●�令和3年度会員制クラブ員募集

�

※�詳細は当館ウェブサイトを参照。
申込　�3／12（金）午前10：00～4／2

（金）に、＜電子申請＞（本紙
❻面を参照）または官製は
がきを持参して来館。

　　　※定員超過の場合、抽選。

●�ちくちく手づくりの会

「かしわもち」を作ります。
日時　4／8（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　�3／11（木）午前9：30から来館

または電話にて受け付け。

『女わざー東北にいきづく手わざ覚書』
森田珪子／著、新泉社

クラブ名

・将棋クラブ　・母親卓球クラブ
・こどもアート

�②折り紙教室

日時　3／27（土）午前10：30～正午
定員　先着16人
持物　�折り紙、はさみ、のり
申込　�3／13（土）から
�③元気体操で心も身体も健やかに！

日時　3／29（月）午前10：00～11：30
定員　先着16人
講師　�久野和美さん
申込　�3／15（月）から

⑤�認知症予防　リーダー養成講座

認知症予防に関する知識や手法を
学び、地域で活動していただく方
を養成します。
日時　�5／13～6／10（木）全5回、　　

　外部研修3回
定員　先着5人　
申込　�3／11（木）～4／20（火）
※①～⑤の対象は市内在住60歳以上。
※�申込は来館または電話にて受け
付け。

●�少年フットサル・少女サッカースクール無料体験（3～4月）

�

�　

スクール名 曜日 時間 対象 定員

少年フットサル

火
午後4：00～5：00 年中・年長

各30人

午後5：00～6：00 小学5・6年生

木
午後4：00～5：00 小学1・2年生

午後5：00～6：00 小学3・4年生

少女サッカー 火・木 午後5：00～6：00 年長～小学6年生

教室・講座名 曜日 開催日時（回数） 定員 料金

子
ど
も

キッズ体操①（年少）

月

4／26～7／12（10回）
①午後3：10～4：00
②午後4：00～5：00
③午後5：00～6：00

①30人
②40人
③40人

5,800円

キッズ体操②（年中）

キッズ体操③（年長）

キッズ体操④（年少）

水

5／12～7／14（10回）
④午後3：10～4：00
⑤午後4：00～5：00
⑥午後5：00～6：00

④30人
⑤40人
⑥40人

キッズ体操⑤（年中・年長）

キッズ体操⑥
（小学1.2年生）

キッズ体操⑦
（小学1.2年生） 土 5／1～7／3（10回）

午前9：20～10：40 40人

レッツスイム①（年少）

火

5／11～7／13（10回）
①午後3：10～4：00
②午後4：00～5：00
③午後5：00～6：00

各40人

レッツスイム②
（年中・年長）

レッツスイム③（小学生）

レッツスイム④（年少）

木

4／22～7／8（10回）
④午後3：10～4：00
⑤午後4：00～5：00
⑥午後5：00～6：00

レッツスイム⑤
（年中・年長）

レッツスイム⑥（小学生）

レッツスイム小学生A
月

5／10～7／12（10回）
①午後4：00～5：00
②午後5：00～6：00レッツスイム小学生B

キッズ・バスケットボール
（小学生） 金

4／23～8／20（10回）
午後4：30～6：00

30人 6,500円

ドッジボール（小学生） 土 5／1～7／3（10回）
午前9：30～11：30 60人

5,000円

一
般（
中
学
生
以
上
）

パワフルヨガ（月） 月 5／10～7／12（10回）
午後6：15～7：15 40人

パワフルヨガ（木） 木 5／6～7／8（10回）
午前10：45～11：45 30人

パワフルヨガ（隔週金） 金 4／23～8／27（10回）
午後4：00～5：00 40人

エリのヨガ 土 5／1～7／3（10回）
午前10：45～11：45 30人

ヒップホップ 月 5／10～7／12（10回）
午後7：30～8：30

各40人
アクアビクス 火 5／11～7／13（10回）

午前11：00～正午

5,800円水中ウォーキング
水

4／28～7／14（10回）
午前11：00～正午

各40人
ビーチボール 5／12～7／14（10回）

午後7：00～8：30

初歩×2エアロと
しっかりストレッチ 木 5／6～7／8（10回）

午前9：30～10：30 25人 5,000円

バランスボール＆
ストレッチ

金

4／23～8／27（10回）
午後1：30～2：30 20人

6,500円らくらく体操 4／23～8／27（10回）
午後2：45～3：45

各30人
成人水泳レッスン 4／23～8／20（10回）

午後3：00～4：00

※
１親子☆DE☆水遊び　 4／23～7／30（8回）

午前10：10～11：00 各15組
（30人） 7,000円

※
２ベビーマッサージ　 4／23～7／30（8回）

午前10：00～11：30

●4月から始まる教室・講座のご案内

申込　�4／4（日）までに、＜往復はがき＞（本紙❻面を参照）に生年月日も
記入のうえ当センターへ郵送（お1人様1教室につきはがき1枚
まで）。定員超過の場合、4／5（月）抽選。

　　　※1　満2～3歳児と保護者
　　　※2　生後2カ月～歩行前の乳児と保護者

●創作アトリエ

日時　4／18（日）午後1：30～3：00
対象　小学生
定員　先着10人
講師　旭雅昭さん
申込　�4／1（木）午前10：00から来館

または＜電子申請＞（本紙
❻面を参照）にて受け付け。

※�「美術クラブ」は「創作アトリエ」
と名称を変更し、各月での申し
込みになりました。

●ほねほねおさかなをつくろう

日時　3／16（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
申込　�3／12（金）までに来館または

＜電子申請＞（本紙❻面を
参照）にて受け付け。

持物　運動のできる服装、飲み物、タオル、着替えなど　
申込　�当施設ウェブサイト（https：／／aifa－ fc.com／）応募フォーム
　　　もしくは電話にて申し込み。
　　　※無料体験は1回のみです。
　　　※3月は旧学年、4月は新学年クラスで体験します。

内容 日時

缶バッジを
つくろう

3／25（木）
午前10：30～正午
午後1：00～3：30

�バイオリン
コンサート※
（乳幼児向け）
定員　40人

3／26（金）
午前10：30～11：00

�バイオリン
コンサート※
（小学生向け）　
定員　30人

3／26（金）
午前11：30～正午

ぎりぎりタイム
3／26（金）
午後2：00～3：30

通り抜けゲーム
3／27（土）
午前10：30～正午

とうめいなかば
んをつくろう※
（小学生向け）　

定員　8人

料金　300円

3／27（土）
午後2：00～3：30

申込　�※は要予約。3／11（木）午前
10：00から来館または電話に
て受け付け。

3 3 昭 和 区⓮

①健康講話「心不全について」

日時　3／25（木）午後2：00～3：00
定員　先着16人
講師　�たけざわ循環器内科クリ

ニック　竹澤博人さん�
申込　3／11（木）から



　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。

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 4／8（木）

対象者あて個別
に通知します。

3歳児
3／24（水）

4／7（水）

【受付】午後1：05～2：05

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、例年4～5月に実

施している狂犬病予防集合注射は、延期とさせていただきます。
　延期後の日程につきましては、改めて市公式ウェブ
サイト、はがきなどでお知らせします。
※�今後の状況によっては、令和3年度の狂犬病予防集
合注射を行わない可能性がありますのでご了承く
ださい。
　なお、狂犬病予防注射は動物病院で接種できます。
動物病院で接種した場合は、次のとおり手続きを行っ
てください。
＜動物病院で接種した場合の狂犬病予防注射済票交付の手続き＞
以下のものを保健センターに持参してください。

登録済みの犬の場合 未登録の犬の場合

・ 狂犬病予防注射済証　　　　
（動物病院で交付されます。）

・�狂犬病予防注射のお知らせは
がき

・�狂犬病予防注射済票交付手数
料�550円

・�狂犬病予防注射済証　　　　　
（動物病院で交付されます。）

・�犬の登録申請書　　　　　　　　
（保健センターでお渡しします。）

・�狂犬病予防注射済票交付手数料�
550円

・犬の登録申請手数料�3,000円

※郵送受付はできません。

市の委託を受けた動物病院では、狂犬病予防注射と同時に注射済
票、鑑札（未登録の場合のみ）の交付を受けることができます。
※�動物病院で交付を受けた場合は、保健センターでの手続きは不
要です。

詳細は各動物病院にお問い合わせいただくか、市公式ウェブサイ
トでご確認ください。

＜その他の手続き＞
　飼犬の死亡、転居、譲り受けた場合は保健センターへ届け出てくだ
さい。
★狂犬病予防法により、生後91日以上の犬には登録（生涯1回）と毎年1
回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
問合　健康安全課食品衛生・動物愛護等担当　☎735－3959

教室・相談名など 開催日時 申込  保健感染症係   ☎735－3962

子どものアレルギー
とぜん息相談

（予約制）

3／11（木）
【受付】
午後1：30～2：15

内容　�専門医による個別相談な
ど

対象　�区内在住の15歳未満の方
と保護者

おくちぴかぴか教室
（予約制先着5組）

3／23（火）
午前10：15～11：00
【受付】
午前10：00～

内容　�歯のお手入れやお口の育
ちについて

対象　�区内在住の令和2年8月～
11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。
※�3月16日（火）午前9：00から予約
開始

むし歯予防教室
（予約制先着15人）

3／25（木）
【受付】
午前9：15～10：00

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

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。

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

3／26（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。

● 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

飼犬の狂犬病予防注射に関するお知らせ

 

いきいき支援センターからのお知らせ

◆高齢者のための無料法律相談（要予約）
　�　財産管理、相続、家族間の問題など生活上の悩みについて相談
　できます。
　日時　3／22（月）午後1：30～　※1人30分程度　
　場所　東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　3／12（金）午後5：00までに、下記問い合わせ先東部いきいき
　　　　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

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。

＜西部＞3／10（水）・4／9（金）午後1：30～3：00

＜東部＞3／16（火）午後1：30～3：30　

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、介護などの困りごとの相談です。

＜西部＞3／16（火）午後1：30～3：30

　　　　フィールシャンピアポート店

　　　　西側入り口付近（白金三丁目6－24）

＜東部＞3／16（火）午後1：30～4：30

　　　　イオン八事店�4階G.Gフロア前

　　　　（広路町字石坂2－1）

子育て総合相談窓口（子育て世代包括支援センター）

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。

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

検索名古屋市　狂犬病予防

3昭 和 区 3 ⓯
新
型
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