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新年度を迎え、真新しいランドセルを背に元気な姿で登校する子ども
や、新社会人となった若者のフレッシュな姿を見かけるようになりました。

不慣れな環境で通学・通勤が始まり、交通事故の発生が心配されます。一人一人が交通安全意識を高め、
安全運転や安全行動の実践を通じて交通事故の防止を図りましょう。
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４月６日
　～15日
春 の全国交通安全運動春 の全国交通安全運動

●お子さんと一緒に通学路（通園路）を歩いて、お子さんの目線
で危険箇所を確認しましょう。大人の目では安全に見える場所
が、子どもたちには大変危険な場所となることがあります。
●通学路（通園路）を車で走り、ドライバーの目線から危険箇所を
確認しましょう。

新入学児童・園児の保護者のみなさんへ

●保護者のみなさんや学校の先生は、「飛び出し
をしない」「道路を横断するときは、手をあげる」
など、分かりやすく繰り返し指導してください。

お子さんへの交通安全教育

●横断歩道や自転車横断帯のない場所
でも、歩行者や自転車が横断することが
ありますので注意しましょう。
●車社会を歩き始めたばかりの子どもたち
を安全に育んでいくために、児童や幼児
の特性を十分に理解し、思いやりのある
運転を心掛けましょう。

ドライバーのみなさんへ

区役所地域力推進室問合 735-3822 735-3829

区役所地域力推進室問合 735-3827 735-3829

警察署問合 852-0110 852-0266

八事の森の春まつり2021
中止のお知らせ
八事の森の春まつり2021
中止のお知らせ

4/29(祝・木)に予定しておりました八事の森の春まつり2021は、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため中止となりました。楽しみにされていた皆さまには大変申し訳
ございませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

「新発見！昭和区の魅力」をテーマに、令和2年11月20日から令和3年

1月29日まで作品募集をしたところ、127名の方から488点ものご応募

をいただきました。その中から受賞した10作品をご紹介します。

昭和区には素敵な写真が撮れる魅力的なスポットがたくさんあります。ぜひ
訪ねてみてください。行き方などは、区役所で配布中の「昭和区まちかどフォト
受賞作品MAP」や「ショウちゃんとめぐるぶらり昭和区MAP」をご覧ください。

ぶらり昭和区MAPはこちらから

「南山教会 聖堂」國分 進
（カトリック南山教会）
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「犯罪にあわない」「犯罪を起こさせない」「犯罪を見逃さない」
　4月1日から10日までの10日間、「春の安全なまちづく
り県民運動」が実施されます。
　「犯罪にあわない」「犯罪を起こさせない」「犯罪を見
逃さない」の3N（ない）のスローガンを掲げ、地域が一体
となった県民総ぐるみ運動を展開し、県民の防犯意識
の高揚を図り、犯罪の減少を目指します。
　この運動の機会に、もう一度自分の身のまわりの防犯について考え、
ご家庭や地域で話し合ってみましょう。
○特殊詐欺の被害防止対策
・�犯人と話をしないために、電話機を常時留守番電話設定にしておき、
相手が誰かを確認してから電話に出る。
・�相手の身分を疑い（一度電話を切り、正しい電話番号を調べる）、お金を
要求するメールや封書に記載された電話番号には絶対に電話をしない。
・第三者に絶対に現金やキャッシュカードを渡さない。暗証番号を教えない。
○子どもの安全対策～走って逃げよう！助けを呼ぼう！～
・�相手の「見た目」ではなく、「しつこく話しかけてくる」「じっと見つめ
てくる」「写真を撮ってくる」「急に走り寄ってくる」「体を触ってくる」
などの「動き」に注意する。
・少しでも「こわいな」「おかしいな」と感じたらすぐに走って逃げる。
・�できるだけ大きな声で助けを呼ぶ、防犯ブザーを鳴らす。
など、自分の身を守るための方法をご家庭でも教えてあげてください。
問合　警察署　☎852－0110　℻852－0266

町内会・自治会に加入していますか？

みんなでつくろう安心の街

　町内会・自治会は、地域で自主的につくられた住民自治組織です。地
域の皆さんが安心・安全で快適に暮らせるよう、自主防災訓練や清掃活
動など身近でさまざまな活動を行っています。
　いざというときお互いに助け合えるよう、日ごろから親睦を深める
ためにも町内会・自治会に加入しましょう。加入は、お住まいの地域の
町内会長・自治会長か下記問い合わせ先へご相談ください。
問合　区役所地域力推進室　☎735－3823　℻735－3829

日程　第1回：6／6（日）�　講習会・鑑賞・写真撮影会　

　　　第2回：6／13（日）　菖蒲池で株分け　

　　　第3回：9／12（日）　株の補植と肥料やり・草取り　

時間　各日とも午後1：30～4：00
場所　市公会堂、鶴舞公園菖蒲池など
定員　50人程度（応募者多数の場合、区民優先で抽選）
　　　※4歳以上。家族などグループでの応募可。
協力　緑化センター（鶴舞公園事務所）
　　　桜花学園高等学校インターアクトクラブ

申込　�5／14（金）までに申込書を下記問い合わせ先へ提出。メール・
ファクス・郵送可。申込書は区ウェブサイトからダウンロード
できます。

問合　区役所地域力推進室（3階4番窓口）☎735－3822　℻735－3829　
　　　 a7353820@showa.city.nagoya.lg.jp

　加熱式たばこ・電子たばこは、近年、流通量が増えており、リチウムイ
オン電池が内蔵されているため、ごみ収集車の火災の原因となる場合
があります。車両火災防止のため、加熱式たばこ・電子たばこは発火性
危険物として出してください。
対象　�加熱式たばこ・電子たばこの電池が内蔵されている本体および

充電器（紙巻たばこおよび取替カートリッジなどは除く）

出し方　�①「資源用指定袋」か「透明または中身の見える半透明の袋」に入れる。
　　　　②可燃ごみの収集日に、可燃ごみと少し離して出す。
問合　環境事業所　☎871－0504　℻871－0505

問合　緑化センター　☎733－8340　℻733－5350

区の花ハナショウブを育てよう！～講習会＆栽培体験～

鶴舞公園花まつり ～4月のイベント～

4月から加熱式たばこ・電子たばこを「発火性危険物」で収集します

～あなたも、地域のリーダーとして活動してみませんか？～
　当区では、年齢・性別・職業がさまざまな消防団員が学区単位で地域
に密着した活動に取り組んでいます。特別なスキルは不要です。昭和区
のためにあなたの力を貸してください!

〈入団資格〉 ○�区内に居住、勤務、通学されてい
る方

　　　　　○�入団時に18歳以上65歳以下の方
〈活　　動〉 ○�災害活動、災害に備えた訓練、住

民への訓練指導など
〈待　　遇〉 ○年額報酬と出動手当の支給
　　　　　○活動に必要な被服、装備の支給
　　　　　○�公務災害補償、退職報償金、表彰

制度あり
問合　消防署　☎841－0119　℻842－0119

FAN 特別編  アカペラコンサート　

　　　　　4／18（日）　午前10：30～午後5：30
　　　　　奏楽堂　

日時
場所

小雨
決行

雨天
決行

ブルーグラスミュージックフェスティバル2021
　アメリカ・ケンタッキー生まれのアコースティック音楽で
　楽しいひとときを♪　　　　　　　
　　　　5／2（日）　正午～午後4：30　　　　　　 奏楽堂日時 場所

グリーンアドベンチャー  ～公園の樹木ウォッチング～
　　　　　4／29（祝・木）　午前10：00～午後1：00
　　　　　園内一円　　　　　　正面入口

春のグリーンバザール　花苗や鉢花の販売

　　　　　5／1（土）、2（日）　午前9：30～午後4：00
　　　　　緑化センター　　　　　　　

日時

受付

場所

日時

1　集団資源回収

2　リサイクルステーション（市民団体が実施する資源回収）中止の場合あり

 問合　環境事業所　☎871－0504　℻871－0505　

開催場所 所在地・℡ 開催日時（休止の場合あり）

㈱藤川紙業
名古屋営業所

福江二丁目11－25
☎882－0157

月曜～土曜　午前9：00～午後4：00

開催場所 所在地 開催日時 問合

シャンピアポート 白金3－6－24 毎週水曜日
午前10：00～午後2：00

古紙回収研究会
☎309－7305

西友 御器所店 塩付通3－1
第2・4水曜日

午前10：00～正午

　 中部リサイクル運動
　 市民の会

☎982－9079
（土日祝☎659－1007）八事ハウジング 八事本町16

古紙の出し方についてのお願い〈段ボール・新聞・雑誌〉

●子ども会や町内会などが実施する古紙の回収です。
●回収日や回収場所などの開催情報については、各団体が回覧板
　などで案内しています。不明な点は環境事業所まで。

3　古紙リサイクルセンター（古紙回収業者が実施する資源回収）

場所

身近なボランティア 消防団員募集！

加熱式

たばこ
電子たばこ

みどりの日　映画上映会
　ガーデニング界注目の植物の魔術師「ピィト・アゥドルフ」の生涯に
　迫るドキュメンタリーを上映
　　　　5／4（祝・火）、5（祝・水）　
　　①午前9：30～10：45　②正午～午後1：15　③午後2：30～3：45
　　　　緑化センター2階講習室
　　　　500円
　　　　事前申込制　※詳細は公式ＨＰへ　　　　　

日時

場所

定員

料金
申込

八幡山古墳　歴史散歩　史跡名勝天然記念物指定90周年
　　　　 5／8（土）　午前10：00～11：00　　　　　 先着20人
　　　　 八幡山古墳　※雨天時は緑化センター2階講習室

日時
場所

第78回 昭和区民軟式野球大会 開幕　

　当区では毎年軟式野球大会を開催しており、参加チームを募集
しています。興味のある方はぜひ、下記までご連絡ください。

日時　�6／27（日）ほか　
場所　鶴舞公園野球場ほか
対象　�区内在住・在勤・在学の方が所属するチーム
　　　（区内の企業チームも大歓迎です）
定員　先着16チーム　料金　1チーム12,000円
主催　昭和区体育協会、
　　　愛知県軟式野球連盟昭和支部、区役所
申込　�5／14（金）までに下記問い合わせ先へ
　　　申込書を提出

問合　区役所地域力推進室（3階4番窓口）　☎735－3827　℻735－3829

区ウェブサイトもご覧ください→

ハナショウブイメージキャラクター
「のはなちゃん」

鶴舞公園歴史ウォーキング
　　　　　5／1（土）　午前10：00～（約2時間コース）
　　　　　園内一円、鶴々亭　　　 受付 　正面入口

日時
場所

小雨
決行

小雨
決行
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　この本には、岩波書店所蔵の漱石宛絵は

がきコレクションから約100点が収録され

ています。

　鶴舞公園の奏楽堂と噴水の写真がつい

た2枚の絵はがきも収録されており、これ

は大正5年に名古屋の鈴木禎次の家で夏休

みを過ごした四女愛子からの絵はがきで

す。父親に名古屋のことを報告しているほ

ほえましい様子が見て取れます。

　他にも寺田寅彦など門下生や伊藤左千

夫などの文学仲間、さらには全国の読者か

らの絵はがきも収録されており、個性豊か

な絵はがきから夏目漱石について、新たな

一面を発見できます。

『漱石の愛した絵はがき』
中島国彦／編　長島裕子／編　岩波書店

申込　�＜電子申請＞または＜往復はがき＞（本紙❺面を参照）で、当パーク管
理第２係（上記問い合わせ先）に申し込み。「ジュニアスポーツ教室」は、
当パーク管理第1係（〒467－0062　瑞穂区山下通5－4　☎836－8200　
℻836－8206）へ。

■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）

●�【NESPA主催事業】

①ステイホームでの簡単ストレッチ
日時　5／26（水）午前10：00～正午
定員　15人　料金　300円

相談日 時間 予約開始 場所 申込・問合
4／22（木） 午後1：00～4：00

相談は20分

4／15（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）5／13（木） 5／6（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

4／15（木）
午前10：00～11：00 川 原 神 社

4／21（水）
午前10：00～11：00 伊 勝 神 社

●令和3年度前期主催講座

講座名 期間
曜日
時間帯

回 対象・定員 料金
締切

（必着）

〈なごや学マイスター講座〉昭和区の魅力を発見、発信!
～学んで、伝えて、あなたも昭和ガイドマイスター～

5／20～6／24 木・午前 6
一般（受講後マイスターと
して活動したい方）・20人

無料

4／22
（木）

〈女性セミナー〉ワタシの「今」を「未来」に生かす
～ロールモデルからヒント発見!～

5／25～7／13 火・午前 7 女性・24人
無料

（別途教材費400円）

絵と言葉で思いをステキに伝えてみませんか
～絵手紙で始める生涯学習～

5／31～7／5 月・午前 5 一般・21人
1,500円

（別途教材費500円）

【名古屋柳城女子大学・名古屋柳城短期大学共催】
発見いっぱい1歳児の成長
～親子で遊んで、学んで、育ちあい～

6／11～7／9 金・午前 5 1歳児と親・10組 1,500円

音と遊ぼう
～楽器や歌で楽しもう～

7／29～8／30 月、木・午前 4
障がいのある

小学生と親・10組
無料

6／24
（木）

医食同源
～食べてめざそう　健康生活～

8／17～9／14 火・午前 5 一般・24人 1,500円

〈なごや学〉名古屋の文学
～文豪の足跡を辿って～

8／27～9／24 金・午前 5 一般・20人 1,500円

対象　市内在住・在勤・在学で各講座に定める対象者。「一般」とは、中学生を除く15歳以上の方。
申込　�＜電子申請＞または＜往復はがき＞（本紙❺面を参照）に①講座名②住所③氏名（ふりがな）・年齢④

電話番号を記入のうえ当センターに郵送。1講座につき1人（1組）1通有効。定員超過の場合抽選。

●�免疫力を高める元気体操

日時　4／24（土）午前10：00～11：15
対象　市内在住の60歳以上の方
定員　先着16人
持物　動きやすい服装
講師　加藤利枝子
申込　�4／12（月）から窓口または電

話にて受け付け。　

●とばしてあそぼうin川名公園

日時　4／27（火）午前10：30～11：30
対象　�乳幼児とその保護者
申込　�当日現地にて受け付け（雨天中止）。
●�ペタペタおしてカバンをつくろう

日時　5／5（祝・水）�午前10：00～11：30
午後1：00～3：00

対象　��18歳までの子ども（小学生
未満は保護者同伴）

※なくなり次第終了。

4／11～5／10の休館日
4／16（金）・5／7（金）

B親子のびのび広場

日時　�4／25（日）　※随時自由参加
午前10：00～午後3：30

●�カバンにつけるアクセサリーを

つくろう

日時　5／8（土）午前10：00～11：30
　　　　　　　午後1：00～3：00
対象　��18歳までの子ども（小学生

未満は保護者同伴）　　
※なくなり次第終了。　　　

●第１期スポーツ教室

●�音楽で楽しむ！

　ファミリーエクササイズ

A「リズムエクササイズ」

日時　4／25（日）
　　　①午前10：00～正午
　　　②午後1：30～3：30
定員　各60家族
申込　�HP（https：／／

aifa － fc.com
／）または　
ファクスに
て先着順に受け付け。

�②健康のための野菜パンを作ろう
日時　6／12（土）午前10：00～正午
定員　12人　料金　1,300円
講師　イーストの会　浅野由美子さん

教室名 開催日時（回数） 対象・定員 料金 締切

�①水泳　女性教室A・B
A：4／28～7／14（水）
B：5／6～7／8（木）

午前11：00～午後0：30（10回）
一般女性・各40人

各
6,600円

4／13
（火）

②�水泳�中高年スイム�　　
＆ウォーキング教室

4／28～7／14（水）
午後1：30～2：30（10回）

50歳以上・32人 7,600円

③水泳　幼児教室
4／28～7／14（水）

午後3：15～4：15（10回）
4歳以上の未就学児・

35人
7,100円

④水泳　小学生教室A・B
A：4／28～7／14（水）
B：5／6～7／8（木）

午後4：45～6：15（10回）
小学1～6年・各50人

各
6,000円

⑤水泳�一般教室
4／28～7／14（水）

午後6：45～8：15（10回）
中学生以上・40人 6,600円

⑥弓道教室
5／8～7／10（土）

午後2：00～4：00（10回）
中学生以上・20人 5,500円

4／21
（水）

⑦アーチェリー教室
5／9～6／27（日）

午後2：00～4：00（8回）
中学生以上・20人 4,400円

⑧�みずほわくわく
　テニスクラブ

5／11～6／11（火・金）
午後4：30～6：00（10回）

小学3～6年・24人 5,300円

⑨フラダンス教室
5／11～7／13（火）

午後2：00～3：00（10回）
一般女性・20人

5,200円

⑩バレトン教室
5／12～7／14（水）

午後1：45～2：45（10回）
一般・20人

⑪�赤ちゃんと一緒　　　
産後ヨガ

5／10～7／12（第2・4月）
午前10：00～11：00（5回）

4カ月以上の0歳児と
母親・14組

4,000円

⑫�子育てママのスタイル
　アップ教室（託児付）

5／13～6／10（木）
午前10：30～正午（5回）

4カ月以上の0歳児と
母親・5組

3,300円

⑬体操教室A・B
5／21～7／16（第1・3金）

A：午後3：30～4：30（5回）
B：午後4：45～5：45（5回）

A：年中、年長・20人
B：小学1、2年・16人

各
5,200円

⑭�avexライフデザインメ
ソッド　コツミック

5／11～7／13（火）
午前11：00～正午（10回）

4カ月以上の0歳児と
母親・15組

10,000円

⑮�avexライフデザインメ
ソッド　バンビート！

5／11～7／13（火）
午後3：30～4：15（10回）

年中、年長・15人 10,000円

⑯�avexライフデザインメソッ
ド　ダンスボックスA・B

5／11～7／13（火）
A：午後4：40～5：30（10回）
B：午後5：50～6：40（10回）

A：年長～小学2年・
20人

B：小学3～6年・20人

各
8,000円

教室名 開催日時（回数） 対象・定員 料金 締切

�①�ジュニアふれあい陸上
教室

5／15～11／21（土・日）
午前9：30～正午（5回）

小学1、2年・100人 2,550円

4／20
（火）

②�ジュニアふれあい陸上
教室

5／15～11／21（土・日）
午前9：30～正午（5回）

小学3年～中学生・
200人

2,550円

●ジュニアスポーツ教室

申込　�4／22（木）必着で＜電子申請＞または＜往復はがき＞（本紙❺面
参照）で当センターに郵送。

●�子ども読書の日記念　　　　
①ちいさいひとのおはなし会

日時　4／28（水）午前11：00～11：20
対象　乳幼児と保護者
定員　先着5組
②みんなのおはなし会

日時　��4／28（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　�①②とも、4／21（水）　　　

午前9：30から窓口または電
話にて受け付け。

●�ちくちく手づくりの会

「短いあんよ（犬）」をつくります。
日時　5／13（木）午前10：00～正午
定員　先着20人
料金　500円程度
持物　�鉛筆、はさみ、針、もめん糸

（白・黒）
申込　�4／15（木）午前9：30から窓口

または電話にて受け付け。

※�定員超過の場合締め切り日の翌
日に抽選。
※�教室開始日までに、対象年齢に
達している必要があります。
※�①④は、A・Bクラスへの重複申
し込みはできません。
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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

4／23（金）
午前10：00～11：00
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。金額はお問い合わせくださ
い。）・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。

区分 実施日 対象

1歳
6カ月児 4／22（木） 令和元年6／4

～6／19生

3歳児 4／21（水） 平成30年1／1
～1／15生

【受付】 午後1：05～2：05
※�希望者にフッ素塗布を実施（費
用720円、生活保護受給世帯に
減免制度あり）

教室・相談名など 開催日時 問合 保健感染症係  ☎735－3962

むし歯予防教室
（予約制先着15人）

4／16（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

はじめての
歯みがき教室

（予約制先着10組）
※ 参加は初めての方

に限ります。

4／27（火）
午前10：00～10：45
【受付】
午前9：45～10：00

内容　�歯みがきの仕方、離乳完了
前後の食事の話など

対象　�区内在住の令和2年4月～7
月生まれのお子さんと保
護者

持物　�母子健康手帳
申込　�4／21（水）午前9：00から予

約開始

もぐもぐ教室
（予約制先着8組）
※ 参加は初めての方

に限ります。

①4／28（水）
②5／26（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　�区内在住のお子さんと保護者
①令和2年7月・8月生まれ　
②令和2年8月・9月生まれ

持物　�母子健康手帳
申込　�①4／12（月）午前9：00から

②�5／7（金）午前9：00から
　　　予約開始

子どものアレルギー
とぜん息相談

（予約制）

5／6（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

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

※�毎月第2金曜日は、うつ病家族
相談日です。

対象　区内在住の方

　4月・5月は、スズメバチ類の危害防止運動期間です。
　春になって暖かくなると、アシナガバチやスズメバチの
女王バチが越冬から目覚めて巣を作り始めます。巣が大き
くなる前に家の周りを点検して撤去しましょう。
問合　千種保健センター環境薬務室　☎753－1973

区分 実施日 対象

3カ月児
4／13（火）令和2年12／1　～12／15生

4／27（火） 令和2年12／16～12／31生
【受付】   第1子：午後2：00～3：00
　　　第2子以降：午後1：00～2：00

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）

4／12（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

いきいき支援センターからのお知らせ

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

◆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
　て弁護士に相談できます。
　日時　4／26（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　4／16（金）午後5：00までに、下記西部いきいき支援
　　　　センターへ。

子育て総合相談窓口（子育て世代包括支援センター）

ハチに刺されないために

 ◆認知症家族教室

認知症の知識・介護方法、介護保険などについ
て学んでいただけます。
＜東部＞　4／22（木） 午後1：30～3：30
＜西部＞　4／23（金） 午後1：30～3：30　

 ◆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介護者
同士による交流の場です。
＜東部＞　4／20（火） 午後1：30～3：30　
　定員　10人程度

 ◆ もの忘れ相談医

 　による専門相談

 　　　（要予約）

もの忘れ相談医に認知症に関する相談ができ
ます。
＜東部＞　 4／15（木） 午後1：30～
　　　　　（1人30分程度）
＜西部＞　 4／14（水） 午後1：30～
　　　　　（1人30分程度）
　定員　各3人まで

◆ 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について相談できます。

　　＜東部＞4／20（火） 午後1：30～3：30
　　　　　イオン八事店4階　G.Gフロア前（広路町字石坂2－1）  
　　＜西部＞ 4／20（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）

ママと赤ちゃんのお食事教室（予約制）

これからママになる皆さんで楽しみながら、将来必要になる離乳食に
ついて学んでみましょう♪
内容　�妊婦の食生活について、離乳食について（おとな食への展開）
日時　4／23（金）　午後2：00～3：00　受付　午後1：45～2：00
対象　�区内在住の妊娠中の方
定員　先着5組　
申込　4／16（金）まで受け付け　※参加は初めての方に限ります。
問合　保健感染症係　☎735－3962

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

新
型
コ
ロ
ナ
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よ
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る
場
合
が
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す
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し
く
は
各
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い
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確
認
く
だ
さ
い
。

パパ＆ママ教室（予約制）

内容　①�母と子の歯の健康、食品衛生、妊娠中の食生活　
　　　②�妊産婦の心と体の変化、出産後の子育て、育児体験
日時　（2日間コース）4／14・28（水）　午後1：25～3：00
受付　午後1：10～1：25
対象　�区内在住の妊娠中の方とご家族　
定員　先着5組
持物　�母子健康手帳
問合　保健感染症係��☎735－3962

　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？そんな時はお気軽にご相談ください。
　● 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
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