
　プールや海水浴、川遊びなど水に親しむ機会が多くなる季節が近づ
いてきました。水の事故を防ぐために次のことに注意しましょう。
・ 子どもが水遊びする場合は、必ず大人が付き添いましょう。
・ 海や湖など広い水辺では、沖へ行きすぎないようにしましょう。ま
　た、水の流れのとても速い「離岸流」に注意しましょう。
・ 川での水の事故は毎年発生しています。特に川幅が狭くなっている
　場所は、流れが速いので注意しましょう。
・ 飲酒して遊泳するのは絶対にやめましょう。
・ ライフジャケットを積極的に着用しま
　しょう。
問合　消防署　☎841－0119　℻842－0119

　土木事務所が管理している街路灯には、その柱に番号と連絡先を記
載したシールが貼ってあります。「夜間点灯していない」「点滅してい
る」などの状態を発見された方は、番号を下記問い合わせ先までお知ら
せください。なお、土木事務所のシールが貼られていない街路灯は、町
内会や商店街などが管理しています。
問合　土木事務所　☎751－5128　℻751－5129

賛助会員募集
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に伴うテロ対策

　
　きちんと分別された資源は、リサイクルされ、さまざまなものに生ま
れ変わります。大切な資源を有効利用するため、マークを目印に分別し
てください。
※�分別が多少不十分で収集していたものでも、今月は分別し直していただくこ

ともあります。ご不明な点などがあれば収集職員に気軽にお尋ねください。

　「プラマーク・紙マーク」を見つけたら、正しくリサイクル！

　お近くの回収拠点または環境事業所にお持ち込みください。
　回収拠点は一般社団法人JBRCのウェブサイトで検索できます。

　対象となる充電式電池には、右のスリー
アローマークがついています。
※�アルカリ・マンガン乾電池は不燃ごみ、リチウム電池は発火性危険物
で出してください。

6月は分別マナーアップ推進月間です

可燃ごみに混ざっていませんか？

プラスチック製容器包装へ 紙製容器包装へマークが
目印！

★空き箱、紙袋、包装紙、内側に
　�アルミ箔が貼られているパッ

クなどの紙製の容器や包装　
　

プラマーク・紙マークがついていたら資源です！

小型充電式電池　 検索

モバイルバッテリーや小型充電式電池は収集できません。

日時 内容

8／4（水）

午後1：30～3：00

快適安全な入浴介助と簡単着替えのコツ

8／18（水） 安心して暮らせる住まいの工夫

8／25（水）
高齢者の食事の工夫

～じょうずに食べて元気に長生き！～

9／1（水）
心を元気に穏やかに！

思わず微笑む癒しの介護ロボット

※�9／1終了後、プラザおしゃべりサロン（交流会）を開催します。教室を
受講された方は、どなたでも参加可能です。（午後3：30～4：00）
※各日とも、終了後午後3：30まで介護に関する個別相談会を行います。
※4回の講座ですが1回のみの参加も可能です。
場所　なごや福祉用具プラザ
　　　（御器所通3－12－1　御器所ステーションビル3階）
対象　介護中の方、介護に関心のある方　
定員　各回先着20人

申込　6／25（金）から下記問い合わせ先へ
問合　なごや福祉用具プラザ　☎851－0051　℻851－0056

中部介護者教室「楽らく介護のすすめ～心と体の健康講座～」

★トレー類、ボトル類、袋類、パッ
　ク類などのプラスチック製の容
　器や包装

名古屋市総合リハビリテーション事業団↑��
マスコットキャラクター「りはみん」こちらからアクセス→

　分別方法を手軽に検索したり、資源やごみの収集
日をお知らせしたりする機能がついたアプリです。
※アプリ利用料無料（ただし、通信料はかかります）

分別アプリ　さんあ～る

分別方法に悩んだら・・・
資源・ごみ分別アプリ「さんあ～る」をご利用ください！

検索

　～あなたの協力がオリパラの成功に繋がります～
○警戒警備にご協力を！

　不審な人、物、車、を発見するため、行き先を尋ねたり、持ち物や車の
中などを見せていただくことがあります。
○テロ等不法行為の未然防止のために！

　「爆発物の原料となり得る化学物質の大量購入者」「テロを示唆する
言動を発している者」「多くの人が集まる駅・空港や繁華街、電気・ガス・
水道の関連施設等の周辺に放置された不審物件並びに不審車両」を発
見した場合は、速やかに警察官にお知らせください。
問合　警察署　☎852－0110　℻852－0266

なくそう水の事故！

　＜西部＞6／15（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＞6／15（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ー1）

◆高齢者いきいき相談室による無料出張相談会

◆高齢者のための無料法律相談（要予約）
日時　6／28（月）　午後1：30～　※1人30分程度　
定員　3人
場所　西部いきいき支援センター�　
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　6／18（金）午後5：00までに、上記西部いきいき支援センターへ

認知症家族サロン ＜西部＞6／11（金）、7／9（金）　＜東部＞6／15（火）
午後1：30～3：30　

もの忘れ相談事業
（要予約）

＜東部＞6／17（木）
午後1：30～　※1人30分程度　定員：3人

認知症家族教室 ＜西部＞6／25（金）　＜東部＞6／24（木）
午後1：30～3：30　定員：10人程度

　

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

街路灯が点灯していないときは・・・

　昭和区社会福祉協議会では、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづ
くり」を進めるために、賛助会員を募集しています。
＜令和2年度の会費実績＞
　個人会員：805人
　法人会員：107件
　会費総額：2,991,000円
　※�使いみちなどはウェブサイト　　　　　　　　　　　　　　　
（http：／／www.showaku－shakyo.jp/）で公開しています。

＜会費＞
　個人会員：1口1,000円、法人・団体会員：1口10,000円
申込　�電話または窓口にて申し込み。後日、郵便振込用紙を送付いたします。
問合　昭和区社会福祉協議会　☎884－5511　℻883－2231

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 6／23（水）　午後1：30～4：05
場所 区役所6階第2会議室
申込　�6／18（金）までの平日午後に電話またはファクスにて下記問い合わせ先へ
問合　愛知県行政書士会昭和支部　担当：岩本　☎752－0600　℻308－3933

行政書士による無料相談（予約制）

昭和区社協マスコットキャラクター
　　　　　　　　　　「こころん」→

問合　環境事業所　☎871－0504　℻871－0505

←昭和消防署公認
キャラクター

「たまご犬の
たまごろう」

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、イ
ベ
ン
ト
な
ど
が
変
更
・
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。詳
し
く
は
各
問
い
合
わ
せ
先
へ
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　　
　　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～

　子育てをしている人のため、そして
自分のために、お役立ち情報・身近な話
題などを発信しています。
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
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●乳がん検診（予約制）
日時　�7／2（金）午後�
　　　※�生理のある方は、生理終

了後なるべく１週間以内
の受診をお勧めします。

場所　昭和保健センター
対象　��今年度中に40歳以上の女性
　　　�（令和2年度受診された方、妊

娠中・授乳中、豊胸手術を受
けられた方を除く）

料金　�500円��※料金免除制度あり
申込　���6／17（木）までに下記問い合

わせ先へ※定員になり次第
締め切り

問合　���集団検診予約受付センター
☎0570－041－758

　　　　　こちらから
　　　　　アクセス→

内容　名和昆虫博物館の研究員の楽しい解説つきで、昆虫採集をして
　　　みませんか。（雨天時は座学のみ）
日時　7／31（土）午前10：00～正午　
場所　鶴舞公園　緑化センター　2階研修室
対象　昭和区・千種区内在住の小学生とご家族（保護者の同伴が必要です）
定員　小学生15人（先着順）
持物　�帽子、飲料水、筆記用具、マスク着用
申込　�7／1（木）午前10：00から電話またはファクス（催し名、氏名、住所、連絡

先、学年、保護者氏名、ファクス番号を明記）にて下記問い合わせ先へ
問合　名東区公害対策室　☎778－3109　℻778－3110

　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。
　通知のない方は、お問い合わせ
ください。

　 6・7月は、蚊の防除運動期間です。
　ヒトスジシマカ（ヤブカ）は、植木鉢の水受皿や草む
らに放置された空き缶など、小さな水たまりから発生
します。こまめに溜まった水を捨てるなどして、蚊の幼
虫（ボウフラ）が生息しないようにしましょう。
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 6／22（火） 令和3年2／15～2／28生

【受付】第1子：午後2：00～3：00
第2子以降：午後1：00～2：00

子育て総合相談窓口（子育て世代包括支援センター）
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

日時 内容

7／8（木）
午前10：00～

【受付】午前9：45～

運動、認知症予防、栄養、お口の

健康
7／15（木）

7／29（木）

いきいきカレッジinしょうわ（予約制）

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講話「赤ちゃんを迎えるために」
日時　7／7・21（水）午後1：25～3：00　（2日間コース）
受付　�午後1：10～1：25
対象　区内在住の9カ月までの妊婦とご家族　
定員　先着5組（1組あたり2名まで）
持物　�母子健康手帳
問合　保健感染症係　☎735－3962

対象　�区内在住の65歳以上の女性（男性の講座は12月に開催予定）
申込　7／1（木）までに下記問い合わせ先へ
　　　※定員になり次第締め切り
問合　感染症対策等担当　☎735－3964

成人向けの健康診断の
料金免除制度の該当者

①本年度中に70歳以上の方
②生活保護受給世帯
③�市民税非課税世帯（保健セン
ターで実施日の前日までに確認
書の交付を受けてください。）
④市医療費助成制度の受給者
⑤市福祉給付金の受給者
⑥中国残留邦人等に対する支援
　給付受給者
※�当日証明できるものをお持ちく
ださい。

昭和区・千種区合同夏休み昆虫教室（予約制）

蚊の発生を防ぎましょう

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

区分 実施日 対象

1歳
6カ月児

6／24（木）令和元年8／16～9／2生

7／8（木） 令和元年9／3～9／18生

３歳児

6／16（水）平成30年3／1～3／19生

6／30（水）平成30年3／20～4／9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 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

6／25（金）
午前10：00～11：00
新型コロナウイルス感
染症防止のため中止す
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 保健看護担当☎735－3961

母乳相談
（予約制）

6／14（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

子育て教室（イヤ
イヤ期編）

（予約制先着7人）

7／21（水）
午前10：00～11：00

【受付】
午前9：45～10：00

内容　�子どもの発達と関わ
り方の講話

対象　�区内在住の平成31年
1月～令和元年9月生
まれの子どもの親

持物　母子健康手帳
申込　�7／7（水）午前9：00か

ら予約開始

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）

6／18（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
就学前の幼児とその
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）

6／22（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
完了前後の食事など�

�対象　�区内在住の令和2年6
月から9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。

申込　�6／16（水）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）

7／1（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

もぐもぐ教室
（予約制先着8組）

7／30（金）
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
10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。

申込　�7／1（木）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　�精神科医による個別
相談など

※�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
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■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　��6／23（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　当日先着5組

相談日 時間 予約開始 場所 申込・問合

6／24（木）
午後1：00～4：00
相談は20分

6／17（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）7／8（木） 7／1（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

　

　東京で働いていた32歳の都は、母親の看病のため仕事
を辞め、実家に戻ってきた。地元のアウトレットで時間勤
務にして働く都。お昼の休憩で入った回転寿司でそっぽ
を向いたまま応対する定員の態度に思わずクレームを
つける。そんな出会いだった貫一との恋、仕事でのトラブ
ル、過去の経験、家族の世話、友達とのやりとり。悩みなが
らも自分と向き合い、進んでいく物語。
　自分の生活や過去の経験を思い浮かべ、都と一緒に考
えたり、落ち込んだり。いつの間にかぐいぐいと引き込ま
れていく小説です。

巡回日時 場所

6／30（水）
午後2：00～4：00 法 音 寺

7／7（水）
午後2：00～4：00 八事山興正寺

6／11～7／10の休館日  

 6／18（金）・7／2（金）

●ちくちく手づくりの会

「おばけちゃん」をつくります。
日時　��7／1（木）午前10：30～正午
定員　先着20人
料金　材料費300円程度
持物　�鉛筆・はさみ・針・もめん糸

（白・黒）
申込　�6／17（木）午前9：30から電話

または来館にて受け付け。

申込　 6／29（火）までに＜電子申請＞
または＜往復はがき＞（本紙❻
面を参照）に記入のうえ郵送。
※定員超過の場合、翌日抽選。

『自転しながら公転する』　
山本文緒／著　新潮社

●��【夏休みこども劇場】「ともだちや

～あいつもともだち～」

今年の夏、劇団うりんこの公演が
やって来る！家族みんなで楽しめ
る演劇公演です。
日時　8／17（火）午後2：00～
開場　午後1：30
定員　�300人
料金　当日2,500円、前売2,000円
　　　※大人・子ども同一料金。
　　　※�4歳以上有料（3歳以下でも

席が必要な場合は有料）。

●�健康講話のお知らせ

医師による健康講話「がん検診に
ついて」。
日時　6／24（木）午後2：00～3：00
対象　市内在住の60歳以上の方
定員　先着16人
講師　�むぎしまファミリークリ

ニック　麥島昭彦さん　
申込　�6／11（金）から電話または来

館にて受け付け。
●�スマホ・タブレット体験教室

新しい生活様式・ステイホームを
楽しむスマホ・タブレット活用術。
日時　6／29（火）午後1：00～3：00
対象　市内在住の60歳以上の方
定員　先着16人
講師　ソフトバンク（株）
申込　�6／15（火）から電話または来

館にて受け付け。

当館イベントに参加するには

※�お住まいの区の福祉会館で発行
する名古屋市福祉会館利用証が
必要です。

※�発行の際には、住所・生年月日が
記載された証明書（免許証・保険
証など）と緊急連絡先電話番号
が必要です。

●�トークイベント「再発見!名古屋

の富士山すべり台」

日時　��7／3（土）午後2：00～3：30
定員　40人程度
講師　��「名古屋の富士山すべり台」著者

牛田吉幸さん、　　　　　
名古屋ネタライター　　　
大竹敏之さん

申込　�6／11（金）午前9：30から電話
または来館にて受け付け。

※�イベントに関連し
て、6／8（火）～7／4
（日）の間、牛田吉
幸さんによる富士
山すべり台の写真
も展示します。

●��【トライアルサマー】親子孫で楽

しい「大道仮説実験」講座

科学実験、工作をします。
日時　8／5（木）午前10：00～正午
対象　小・中学生と保護者
定員　10組（1組3人まで）　
料金　教材費300円
講師　�NPO法人楽知ん研究所　　

宮地祐司さん
共催　�安心・安全で快適なまちづ

くり推進協議会
申込　�6／24（木）までに＜電子申請＞

または＜往復はがき＞（本紙
❻面参照）に記入のうえ郵送。

●�【環境デーなごや2021】

　発見！川名公園～遊ぼう、育て

　よう、私たちの自然～

日時　6／13（日）午前10：00～正午
場所　�川名公園（集合場所　トン

ボ池）
定員　�先着30人
講師　�自然観察指導員　　　　　

篠田陽作さん
申込　�当日午前9：30から配布の整

理券により受け付け。
●� 【NESPAワンコインプロジェクト】

体験　カブトムシを観察して遊ぼう

日時　7／26（月）午前10：00～11：30
対象　�小学1～4年生　　　　　　

※カブトムシを飼える子
定員　15人
料金　教材費100円
持物　�虫かご、油性マジック（お持

ちの方のみ）
申込　�6／24（木）までに＜電子申請＞

または＜往復はがき＞（本紙
❻面参照）に記入のうえ郵送。

●� 【現地学習】八事の夜の虫の観察会

日時　7／29（木）午後7：00～9：00
場所　興正寺公園
対象　�保護者1人に小学生1人
定員　15組
料金　500円
講師　�名古屋昆虫同好会のみなさん
共催　�安心・安全で快適なまちづ

くり推進協議会
申込　�6／24（木）までに＜電子申請＞

または＜往復はがき＞（本紙
❻面参照）に記入のうえ郵送。

●�人に勧めたくなる終活

「こんな時代だからこそ縁起でも
ないことを話しましょう。」
日時　8／4（水）午後7：00～8：30
定員　15人　
料金　600円
講師　�NPO法人ら・し・さ
　　　諸戸慶子さん
申込　�6／24（木）までに＜電子申請＞

または＜往復はがき＞（本紙
❻面参照）に記入のうえ郵送。●夏休み短期集中水泳教室

教室名 開催日時（回数） 対象 定員・料金

①夏休み短期集中水泳教室Ⅰ
7／27（火）～7／30（金）（4回）
午前9：00～10：00 小学生 各30人

5,200円
②夏休み短期集中水泳教室Ⅱ

8／3（火）～8／6（金）（4回）
午前9：00～10：00

●�ビニールロケットであそぼうin

川名公園

日時　�6／23（水）午前10：30～11：30
※雨天中止

対象　乳幼児と保護者
申込　�当日現地にて受け付け。
●�ママからあかちゃんへプレゼン

トをおくろう！～はじめての手

作りおもちゃ～

日時　6／29（火）午前10：30～11：30
対象　�0歳児と保護者
定員　先着8組
申込　�6／15（火）午前10：00から来

館または＜電子申請＞（本
紙❻面参照）にて受け付け。

●�さかなつり～つくって・あそぼ

う～

作ったさかなを釣って遊びます。
日時　7／16（金）午前10：30～11：30
対象　�幼児と保護者
定員　先着8組
申込　�7／2（金）午前10：00から来館

または＜電子申請＞（本紙
❻面参照）にて受け付け。

●�貝がらのデザイン彩色～創作ア

トリエ～

日時　7／18（日）午後1：30～3：00
対象　�小学生
定員　12人
講師　旭雅昭さん
申込　�6／20（日）～7／7（水）の間に

＜電子申請＞（本紙❻面参
照）または官製はがきを持参
のうえ来館にて受け付け。　
※定員超過の場合、抽選。

●�宿題をやろう

おもに算数と国語のお手伝いをし
ます。わからないところを時間を
かけて取り組みます。
日時　7／30（金）午前10：00～正午
対象　�小学生
定員　先着10人
持物　�学校の教科書、「夏の生活」、

プリントなど宿題、筆記用
具、飲み物

講師　�学習支援ボランティア　ス
タディ応援団

申込　�7／3（土）午前10：00から来館
または＜電子申請＞（本紙
❻面参照）にて受け付け。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、イ
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ン
ト
な
ど
が
変
更
・
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。詳
し
く
は
各
問
い
合
わ
せ
先
へ
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●�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　�8／19～9／16（木）全5回、　　

　外部研修3回
対象　市内在住の60歳以上の方
定員　先着5人　
申込　�6／11（金）～7／20（火）に来館

または電話にて受け付け。
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ふれあいやにぎわい
のあふれるまち

子どもが豊かに
育つまち

区政運営

●総合防災訓練
●川名公園
　（防災公園）の活用
●交通安全意識の啓発

誰もがいきいきと
暮らせるまち

まちを支える
区役所

●市民課窓口混雑状況サイトの導入
●区役所庁舎の案内表示改善

●昭和区まちなか
　コンサート
●昭和区まちづくり
　サポーターの活動支援

●赤ちゃん訪問事業、
　地域での子育てサロン支援　
●オレンジリボンキャンペーン
　（児童虐待防止の啓発）
●親子ふれあい映画会

安心・安全で
快適に暮らせるまち

●ショウちゃんみまもり袋・
　安心ほっとカプセルの普及啓発
●障害者理解を推進するイベント
●昭和区卒煙・防煙プロジェクト

昭和区区政運営方針を策定しました

●ご自宅や外出先など、どこからでも、お持ちのスマホ・パソコンなどで市民課窓口の混雑
　状況（受付の待ち人数・お呼び出し番号など）がリアルタイムで確認できます。
●混雑時には庁舎外でもお待ちいただけます。

の が できます市民課窓口 混雑状況 確認

問合  区役所市民課　☎ 735-3835　FAX 735-3921

問合  区役所企画経理室 　☎ 735-3872　FAX 733-5534　　  a7353872@showa.city.nagoya.lg.jp

めざす
まちの姿４めざす

まちの姿３

めざす
まちの姿２めざす

まちの姿1

令和３年度

昭和区将来ビジョン
（計画期間令和2～5年度）の
推進に向けた

令和3年度の
主な取り組み 昭和区マスコット

キャラクター
「ショウちゃん」

子ども虐待防止
オレンジリボン

区役所情報コーナーなどで配布しています。
昭和区のウェブサイトからもご覧いただけます。

昭和区将来ビジョン
昭和区区政運営方針 は、

集団接種（新型コロナウイルスワクチン）の７月の日程について
65歳以上の方（昭和32年4月1日以前に生まれた方）を対象とした、集団接種の７月の日程は下記の通りになります。

050‒3135‒2252
（祝休日を除く月曜～金曜日の午前9：00～午後5：30）
https://s-kantan.jp/city-nagoya-v-u/reserve/
offerList_initDisplay.action

6/18（金）から受け付け開始

昭和消防署 6階講堂

昭和区役所 2階講堂

会　　場 日　　程

7/1（木）、3（土）、4（日）、7（水）、8（木）、
10（土）、11（日）、14（水）、15（木）、
21（水）、22（木）、24（土）、25（日）、
28（水）、29（木）、31（土）

7/17（土）、18（日）

みまもり袋

安心ほっと
カプセル

新型コロナウイルスワクチンコールセンターまたは予約サイトより
お申し込みください。※区役所では受け付けを行っていません。

昭和区
S H O W A - K U

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

ホームページホームページ face bookface book

昭和区役所
編 

集

日 曜 窓 口

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 735-3829

午前8時45分～正午
6/6、7/4
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