
⓬ 3 2 瑞 穂 区

　

上記のイベントは、新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合があります。公式ウェブサイトをご確認ください。
感染症の感染拡大防止のため、必ずマスク着用でお越しください。また、体調がすぐれない方の参加はご遠慮ください。

  

問合 区役所地域力推進室(☎852‒9303・FAX852‒9306)

申込・問合 区役所地域力推進室　〒467-8531（住所不要）☎852-9303・FAX852-9306・　 a8529302@mizuho.city.nagoya.lg.jp

日時 ２/18（木）～21（日）10：00～16：00（最終日は15:00まで）
※入場は閉場15分前まで。

場所 名古屋市博物館ギャラリー4・5室
主催 瑞穂区役所、山崎川さくら塾実行委員会　
協賛 瑞穂区商店街連合会、瑞穂区内郵便局、メイカーズピア

問合 区役所地域力推進室（☎852‒9303・FAX852‒9306）

　瑞穂区の区の木、区の花である“サクラ”を題材とした「瑞穂のさくら写
真展」は、例年5月に開催しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の
影響により、下記の日程に変更して開催します。

第19回 瑞穂のさくら写真展

桜やスポーツなどをテーマにした体験型フェスタで実施するスポーツ体験やランニング教室などの参加者を募集します。

３/27(土)10：00～13：00日時 パロマ瑞穂レクリエーション広場（萩山町4-1）

受付

場所
はがき、メールまたはFAX（「希望のコース」、〒住所、参加者氏名、電話番号、学年、応募者が未成年の場合は保護者氏名を記載）にて、３/５
（金）必着で申し込み。定員を超えた場合は抽選。抽選結果は3月中旬に通知します。特設サイト（２/11（祝・木）開設）でも申し込みできます。

体
験
コ
ー
ス

スポーツ体験Ａコース１ 30人 スポーツ体験Ｂコース2 30人

誰でもすぐに実践できる正しい走り“型”
のコツを知ろう！
対象…区内在住・在勤・在学
　　　（1組4人まで申し込み可能）
時間…10：40～11：10（受付10：10～）

ラグビーとセパタクローの体験
対象…区内の小・中学生
時間…11：15～13：00
　　　（受付10：45～）

ハンドボールとブラインドサッ
カーの体験
対象…区内の小・中学生
時間…11：15～13：00
　　　（受付10：45～）

3 ファミリーふれあいランニング教室 25人

綱引きを知って体験して楽しむイベント！
対象…区内の小・中学生
時間…10：30～11：10（受付9：45～）

4 子ども“綱引き”イベント 8人

健康でいきいきと共に支え合う
　　　  まちづくりをすすめています

自分らしく生きるために自分らしく生きるために
～ＡアドバンスＣケアＰプランニング～～ＡアドバンスＣケアＰプランニング～

出典：名古屋市　在宅医療・介護のしおり（発行 名古屋市 名古屋市医師会）

瑞穂区はち丸在宅支援センター（☎852‒0874・FAX852‒0875）、区役所福祉課（☎852‒9366・FAX851‒1350）問合

　皆さんは、かかりつけ医をおもちですか？
　かかりつけ医とは｢健康に関することを何でも
相談でき、必要な時は専門の医療機関を紹介して
くれる、身近にいて、頼りになる医師｣のことです。
　通院できなくなった場合、かかりつけ医が自宅へ訪問
して診療を行うこともあります。かかりつけ医が訪問診
療できない場合は、かかりつけ医または瑞穂区はち丸在
宅支援センター (下記問合せ)へご相談ください。

　おうちで過ごす時間が増えた今、家族やまわりの信頼できる人たちとＡＣＰ
について考えるよい機会です。
　｢介護が必要となったとき、どのような介護を受けたいですか？｣｢自分が今後
受ける医療や介護について、家族や医師に伝えておきたいことはありますか？｣
　自分が望む医療とケアについて、前もって考え、繰り返し話し合って共有する
取り組みをＡＣＰと呼びます。

か か り つ け 医 をもちましょう

各サービスなどを
切れ目なく提供

在宅医療・介護連携
医療 介護

認知症施策

住まい 生活支援

介護予防

1ミズホコウエン（瑞穂公園）
2ナゴヤシハクブツカン（名古屋市博物館）
3センポ・スギハラ・メモリアル
4トウザンソウ（東山荘）
5アジアキョウギタイカイ（アジア競技大会） 
6ヤマザキガワノシキノミチ（山崎川の四季の道）

　皆さまからいただいた貴重なご意見は、
紙面づくりの参考にさせていただきます。
　ご応募ありがとうございました。

今年で19回目

地域包括ケアシステム

瑞穂区では、高齢者ができる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう、
医療・介護・福祉が連携して必要とされるサービスを一体となって切れ目なく提供していく
 　　　　　　　　　　　　の構築を進めています。この中の在宅医療と介護についてご紹介します。

病院へ通院できなくなり、
ケアマネさん（CM）へ相談。

1 ケアマネさんが、はち丸在宅
支援センターから
情報をもらい…

2

なじみの先生が訪問診療
をしていると知った。

3 これからは、かかりつけ医に
診てもらえて安心だ！

4

生活の中で、今まであなたが大切
にしてきたこと、これから大切に
したいことを考え
てみましょう。

いつ訪れるかわからない
｢もしもの時｣のために、
　　元気なうちから、
　　話し始めましょう。

家族や大切な人、医療や介護の
多職種と話し合いましょう。
あなたの想いを代わりに伝えて
くれる人を選びましょう。

気持ちや考え方は、変わること
があります。何度でも重ねて話
し合いましょう。

大

頼できる人と頼できる人と信

切にしたいこと切にしたいこと 気なうちから気なうちから元

り返し
　話し合いましょう
り返し
　話し合いましょう

く

さくら　スポーツフェスタ スポーツ体験など参加者募集！いっしょ
に

楽しもう！
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乳幼児健康診査 （３か月児）

区 分 診 査 日 対象児の生年月日
１歳６
か月児 ２／25（木）Ｈ31.３.27～４.12

３歳児 ３／９（火）Ｈ29.10.２～10.22

受付時間／第２子以降　 13：10～13：20
　　　　 第１子　　　 13：20～14：00

新型コロナウイルス感染症の
影響により、記載の行事など
は変更や中止となる場合があ
ります。
各催しの担当部署へ確認いた
だくか、名古屋市公式ウェブ
サイトを確認してください。

▼歯の健康教室・相談　　　　申込・問合保健感染症係（☎837－3267）

教 室 ･ 相 談 名 受 付 時 間 対 象 ・ 内 容 な ど

はじめての歯みがき
教室（予約制）

２／18（木）
９：45～11：30

10～12か月程度の乳児で初参加
　の方
▶ 歯みがき実習、むし歯予防の話、
お悩み相談（歯、栄養）など（個
別相談１組15分程度）。

２歳児むし歯
予防教室（予約制）

２／25（木）
９：00～９：30

２歳児
▶歯科検診・相談、栄養相談、
　フッ化物塗布（￥720円）。
●持ち物／歯ブラシ、タオル、
　　　　 母子健康手帳

３／２（火）
13：15～13：45

親子の歯の健康
教室（予約制）

２／25（木）
９：30～10：00

１歳～未就学児（２歳児除く）と
　検診を希望する１歳児の保護者
▶歯科検診・相談、栄養相談、　
　フッ化物塗布（￥720円）。
●持ち物／歯ブラシ、タオル、
　　　　 母子健康手帳

３／２（火）
13：45～14：15

※フッ化物塗布をご希望の方は、おつりのないようにお願いします。
　生活保護世帯（証明要）は免除あり。
※記載の時間は受付時間です。

▼心・体の健康教室・相談 

▼子育て教室・相談 
教 室 ･ 相 談 名 開 催 日 時 対 象 ・ 内 容 な ど

母乳相談
（予約制）

２／15（月）
13：05～15：30
（受付時間）

卒乳希望の方、母乳でお困りの方
▶個別相談（１人10分程度）。
●持ち物／母子健康手帳
申込・問合子育て総合相談窓口
　　　　　（☎837－3285）

離乳食講習会
～マンマコース～ 

①２／19（金）
②３／５（金）
各10：00～11：30

４～６か月児の保護者
席各８組（先着順）
▶離乳食（離乳開始から完了まで）の
　話、お口の話、初期の離乳食の見
　本展示（試食はありません）。
受①２／12（金）～☎で申し込み。
　②２／22（月）～☎で申し込み。
申込・問合保健感染症係
　　　　　（☎837－3267）

離乳食講習会
～モグモグコース～ 

２／26（金）
10：00～11：30

８～９か月児と保護者
席８組（先着順）
▶離乳食（１日２回食から３回食へ
　の進め方）の話、お口の話、離乳食
　の見本展示（試食はありません）。
受２／15（月）～☎で申し込み。
申込・問合保健感染症係
　　　　　（☎837－3267）

パパママ教室
（予約制）

３／１（月）
13：15～15：00

妊娠中のママとパパ
▶赤ちゃん準備コース。
●持ち物／母子健康手帳
申込・問合子育て総合相談窓口
　　　　　（☎837－3285）

子育て
総合相談窓口

毎週月曜～金曜
８：45～17：15

（面接相談は９：00
～16：30まで）

▶子育てのさまざまな悩みや心配
　事について保健師などが専用電
　話や面接で相談に応じます。
問合子育て総合相談窓口　
　　（☎837－3285）

　保健センターで集団健診により実
施しておりましたが、新型コロナウ
イルス感染症流行の状況から、個別
健診として医療機関で実施します。
<変更期間>令和２年11月１日から
　　　　　令和３年３月31日まで
★対象者へ個別通知します。
★指定の受診期間に受診できない
　場合や、名古屋市外から転入さ
　れた方で、まだ健診を受診して
　いない場合は、ご連絡ください。
★詳細は、名古屋市公式
　ウェブサイトをご覧く
　ださい。
問合保健感染症係（☎837－3267）

★当日は入り口で体温測定します。
★同伴は避けて、お子さん１人に
　保護者の方１人とさせていただ
　きます。保護者の方はマスク着
　用のうえお越しください。
★以下の場合には健診を控えてく
　ださい。
　・風邪の症状や37.５℃以上の発
　　熱がある。
　・新型コロナウイルス感染者と
　　濃厚接触した。
　・家族に感染疑いの方がいる。
★対象者へ個別通知します。通知
　が届かない方も、該当日時にお
　越しください。
★希望者にフッ化物塗布（￥720円）
　を実施します。おつりのないよ
　うにお願いします。生活保護世
　帯（証明要）は免除あり。
★�１歳６か月児はフェイ
スタオルをお持ちくだ
さい。身長などを測る
時にお子さんの下に敷
きます。

問合保健感染症係（☎837－3267）

日３／10（水）
　13：10～13：30（受付時間）
�神経・筋疾患難病と診断された
方と家族

▶医師による個別相談など。
受３／4（木）までに☎で申し込み。
申込・問合保健看護担当
　　　　　（☎837－3271）

教 室 ･ 相 談 名 開 催 日 時 対 象 ・ 内 容 な ど

性感染症検査
３／５（金）
13：30～14：30
（受付時間）

感染の心配な方�
▶ＨＩＶ・梅毒・性器クラミジア
　感染症の検査。
※匿名可（緊急時の連絡先のみ記載）。
※無料。
※結果は原則一週間後。
※性器クラミジア感染症検査は、
　１時間以上排尿を控えてご来所
　ください。
問合感染症対策等担当
　　（☎837－3264）

こころの
健康相談日

毎週水曜日
15：45～17：15

▶心の健康に関する相談。
受前日までに☎で申し込み。
※秘密厳守。
※第４水曜日は｢うつ病家族相談日｣
申込・問合保健感染症係
　　　　　（☎837－3267）

  乳幼児健康診査 
  （１歳６か月児・３歳児）

日３／26（金）13：30～15：30　 小学生とその保護者
席20人（先着順）
▶株式会社明治による、｢乳牛｣｢うがい・手洗い｣に
　関する食育講座。
受２／25（木）～☎で申し込み｡
●持ち物／筆記用具　※マスク着用のうえお越しください。
申込・問合保健感染症係（☎837－3267）

 難病（神経・筋疾患）患者・ 
 家族のつどい

●可燃ごみ／収集は週２回
●不燃ごみ／収集は月１回
●粗大ごみ（30センチメートル角を超える大型ごみ）／有料、収集は月１回
　地域ごとに収集日が決まっており、事前申し込みが必要です。
　○電話での申し込み･･･収集日の１週間前まで
　　粗大ごみ受付センター☎0120－758－530（フリーダイヤル）
　　　　　　　　　　　　（県外・携帯電話からは☎052－950－2581）�
　　※受付時間／９：00～17：00（土・日曜日、年末年始除く）
　○インターネットでの申し込み･･･収集日の10日前まで
　　www.nagoya－sodaigomi.jp／gomi／
　○処理施設までご自分で持ち込む自己搬入制度
　　持ち込む前に環境事業所で申請が必要です。
次のものは市では収集していません。
●家電リサイクル法対象品（エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機など）
　家電販売店または指定引取場所へご相談ください（有料）。
●パソコン
　各メーカーの窓口かパソコン３Ｒ推進協会（☎03－5282－7685）へお問い合
　わせください（｢ＰＣリサイクルマーク｣が付いている場合は原則無料）。
●新聞・雑誌・段ボールなど
　地域の集団資源回収やリサイクルステーションをご利用ください。
問合瑞穂環境事業所（☎882－5300・℻882－5305）

▼不燃ごみ・粗大ごみは月１回！
　引越しのごみ出しは計画的に行いましょう！
　３月に引越しなどで一度に大量のごみを出されると収集できなくな
る恐れがあります。ごみ出しは２月から計画的に行いましょう。

　春休み食育講座



▼春のカラオケ大会
　α５/29(金)10:00～15:00
　ζ福祉会館利用者が日頃の練習
　　の成果を発表します。　

　新型コロナウイルス感染症の影響により、記載の行事などは変更
や中止となる場合があります。
　各催しの担当部署へ確認いただくか、名古屋市公式ウェブサイト

（https：／／www.city.nagoya.jp）を確認してください。
　イベント直前での中止や日程変更など、皆さまにご迷惑をおかけ
しておりますが、ご理解いただけますようお願い申し上げます。 ※の行事については下記のとおり。

福祉会館利用証をお持ちの方
受２／12（金）９：00～本人が☎で申
　し込み。

▼プリント★サロン（※）
　日２／26（金）
　　13：30～15：00
　席25人（先着順）
　▶クロスワードパズル
　　やナンプレに挑戦。

▼レコードを聴く会（※）
　日２／24（水）13：30～15：00
　席25人（先着順）

▼金曜サロン（※）
　日①２／19（金）10：30～11：30
　　②３／５（金）10：30～11：30
　席各回25人（先着順）
　▶①交通安全講話。
　　②防犯講話。
　　　お楽しみ★プレゼントあり。

▼ママと赤ちゃんのための交流ひ
　ろば｢ベイビーすまいる｣
日３／２（火）10：30～11：30
０歳児と保護者（プレママもＯＫ）

席16組（先着順）
▶産後の気持ちの整え方などを学
　びます。
受２／16（火）10：00～☎で申し込み。

▼親子であそぼう
日３／10（水）10：30～11：30
幼児と保護者

席15組（先着順）
受２／24（水）10：00～☎で申し込み。

▼集まれ１歳児！
　みんなの音楽ひろば♪
日３／16（火）10：30～11：30
１歳児と保護者　席15組（先着順）

▶リトミックを取り入れた音楽あ
　そび。
受３／２（火）10：00～☎で申し込み。

▼わらべうたであそぼう♪
日３／11（木）10：30～11：30
１歳児と保護者

席10組（先着順）
受２／25（木）10：00～☎で申し込み。

▼パパとあそぼう！
日３／７（日）10：30～11：30
６か月～１歳６か月児と保護者

席15組（先着順）
▶リトミックを取り入れた音楽あ
　そび。
受２／21（日）10：00～☎で申し込み。

▼名古屋女子大学共催事業
　｢動くおもちゃ作り｣
日３／14（日）13：30～15：00
年少児～小学生（幼児は保護者同伴）

席10組（先着順）
▶ゴムやゼンマイで動くおもちゃ
　を作ろう！
受２／28（日）10：00～☎で申し込み。

▼クラブ員募集（令和３年４月～令和４年３月開催）
ク  ラ  ブ  名 曜  日 時  間 対  象 定 員 費  用
バンビ
（親子クラブ）第４木曜 10：30

～

12：00

Ｈ31.４.２～Ｒ２.４.１生まれの
幼児（１歳児）と保護者 15組 1,500円

ぞうさん
（親子クラブ）第２火曜

Ｈ30.４.２～Ｒ１.９.30生まれの
幼児（１歳半～２歳児）

と保護者
15組 1,500円

ママと
いっしょ※

第１・３
金曜 10：00

～

11：30

Ｈ29.４.２～Ｈ31.４.１生まれの
幼児（２・３歳児）と保護者

15組 300円

親子体操
クラブ 第３水曜 15組 無料

造形クラブ
Ａ※

第１・３
土曜

10：00

～

12：00

令和３年度年長児クラス該当の
幼児・小学１年生 12人 3,000円

造形クラブ
Ｂ※

14：00

～

16：00
令和３年度小学２・３年生 16人 3,000円

将棋クラブ 第２・４
土曜

10：00

～

12：00

令和３年度小学生～高校生
※抽選の場合、未開講だった　
　令和２年度にお申し込みいた
　だいた方を優先します。　　

16人 300円

母親卓球
クラブ

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今期の募集はいたし
ません。　　　　　　　　　　　
　募集の際には、児童館たよりやウェブサイトなどでお知らせい
たします。

こども卓球
クラブ
●実施曜日は、都合により変更する場合があります。
※ママといっしょ、造形クラブＡＢは令和３年９月までの実施です。

受��往復はがき（往信裏面に希望クラブ名、〒住所、子の氏名（ふりがな）、
電話番号、４月からの新学年、生年月日、性別、返信表面に〒住所、
氏名を記載）にて２／12（金）～18（木）必着で申し込み。定員を超えた
場合は抽選。１人１クラブ、１人１通（多胎児はきょうだいで１通）
のみ申し込み可。結果は申込者全員に３／２（火）ごろに発送。

申込・問合瑞穂児童館（〒467－0011�萩山町１－22）

▼認知症予防事業
　お試し体験会（※）
　日２／22（月）
　　10：00～12：00
　席25人（先着順）　
　▶健康体操、脳トレ体操など。

▼認知症予防教室
日４月～９月の火・水・木曜日の
　いずれか週１回10：00～12：00
市内在住の65歳以上

席各曜日12人
▶健康体操やレクリエーションなど
　で認知症を予防しましょう。
受２／12（金）～３／１（月）に直接ま
　たは☎で申し込み。定員を超え
　た場合は抽選。結果は申込者全
　員に通知します。
●材料費など実費負担あり。

市内在住の65歳以上（１人で通
　える方）
席各会場20人程度
▶ 健康づくり体操やレクリエーショ
ンなどを通じて、介護・認知症
予防への理解を深めるとともに、
はつらつとした生活が送れるよ
う支援します。

受 ２／12（金）～３／５（金）に☎（平日
のみ）または℻（希望会場、〒住
所、氏名、電話・℻番号、生年
月日、性別を記載）で申し込
み。定員を超えた場合は抽選。
※材料費など実費負担あり。
※�新型コロナウイルスの影響や令
　和３年度予算の状況によって、変
　更になる場合があります。

▼高齢者はつらつ長寿推進事業【コスモス】参加者募集
会　　場 曜日 時間

陽明コミュニティセンター 毎週
月曜

午前

瑞穂区在宅サービスセンター 午後

弥富コミュニティセンター 毎週
火曜

午前

井戸田コミュニティセンター 午後

仁所公民館 毎週
水曜

午前

御剱コミュニティセンター 午後

穂波コミュニティセンター 毎週
木曜

午前

南新開荘集会所 午後

●開催期間／令和３年４月～９月
●開催時間／午前＝10：00～12：00
　　　　　 午後＝13：30～15：30
※市内全会場を含め１人１会場のみ申
　し込み可。

教 室 名 開 催 日 時（ 回 数 ） 対  象 費 用

①ノルディック
　ウォーキング
　体験会

２／12・17・19・22・24・26、
３／３・５・８・10
の月・水・金曜
10：00～11：15（10回） 中学生を除く

15歳以上
各回
300円

②ニコニコ
　ウォーキング

２／12・19・26、３／５の金曜
10：00～11：15（４回）

受窓口または☎にて、各回前日までに申し込み。

▼アンチエイジングレッスンタイム
日２／22、３／８（各月）13：30～14：30
場ＭＩＺＵＨＯスタジオ
席各回20人（当日13：00～先着順）
￥各回400円
▶ソフトエアロやソフトヨガ、自重を使った
　筋力トレーニング、ストレッチなど。
●持ち物／室内用シューズ、飲み物、タオル
問合管理第２係（☎836－8210・℻836－8211）

▼パロマ瑞穂スタジアム個人走行開放事業
日２／18・25（各木）15：30～19：30
　※当日窓口にて受け付けます。
場パロマ瑞穂スタジアム
￥大人／200円
　小・中学生・市内在住の65歳以上／100円　�
▶パロマ瑞穂北陸上競技場の休場期間中の
　特例措置として個人利用者にパロマ瑞穂
　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く
　ださい。
※日程変更する場合がありますので、ウェブ
　サイトで確認するか、お問い合わせください。
問合管理第１係（☎836－8200・℻836－8206）
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　お問い合わせ先一覧  　２／11～３／10の休館・休場日
瑞穂生涯学習センター　惣作町２－27－３
〒467－0831   ☎871－2255・℻871－2256

２／22、３／９
名古屋市博物館　瑞穂通１－27－１
〒467－0806   ☎853－2655・℻853－3636

２／15・22、
３／１・８

パロマ瑞穂スポーツパーク（瑞穂運動場）
スタジアム・ラグビー場・ラグビー練習場
・北陸上競技場（３／19まで臨時休場）
・レクリエーション広場
・野球場（３／１まで臨時休場）
管理第１係　☎836－8200・℻836－8206
テニスコート（３／15まで臨時休場）・相撲場

アーチェリー場・弓道場・屋内プール
トレーニング室・研修室
管理第２係　☎836－8210・℻836－8211

２／15

※テニスコート
　３月中の臨時
　休場は、平日
　のみ　

２／15・３／１
（研修室は
２／22・３／８
も）

瑞穂図書館　豊岡通３－29
〒467－0012   ☎853－0450・℻853－0451

２／15・19・22・
29、３／１・８

瑞穂文化小劇場　豊岡通３－29
〒467－0012   ☎852－7001・℻852－7002

２／15・22、
３／１・８

瑞穂児童館　萩山町１－22
〒467－0011   ☎852－2229・℻841－1348

２／11・15・22・
23、３／１・８

名古屋市東山荘　初日町２－３
〒467－0028　☎・℻共通831－2672

２／15・22、
３／１・８

瑞穂福祉会館　萩山町１－22
〒467－0011   ☎841－3113・℻841－1348

２／11・14・21・
23・28、３／７

名古屋市体育館　熱田区六野２－５－３
〒456－0023   ☎872－6655・℻872－6657

２／15、３／１
昭和スポーツセンター　昭和区吹上２－６－15
〒466－0000　☎733－6831・℻733－6832

２／19、３／５

▼内職相談
日２／12・19・26、３／５（各金）
　10：00～12：00、13：00～15：00

市内在住
問合区役所民生子ども課
　　（☎852－9382・℻852－9375）

▼法律相談
日２／26、３／12（各金）
　13：00～16：00

市内在住・在勤・在学
席16人（先着順）※１人20分以内。
受各開催日の１週間前から☎で申
　し込み。
申込・問合名古屋おしえてダイヤル
　　　　　（☎953－7584）
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▼行政相談（詳細は問合まで）
問合区役所地域力推進室
　　（☎852－9304・℻852－9306）

▼認知症高齢者の介護相談など
　令和２年度下半期認知症家族教室は、新型コロナウイルス感染症の
影響により中止とさせていただきます。
★もの忘れ相談医による専門相談
　日①２／18（木）13：30～15：00
　 もの忘れが気になる方やその家族
★家族サロン
　日①３／３（水）②２／25（木）13：30～15：30
　 認知症の方を介護している家族、経験のある方
　▶不安や悩みを話し合える場、情報交換など。
場①瑞穂区在宅サービスセンター（佐渡町３－18）
　②瑞穂区西部いきいき支援センター（堀田通１－18 シティアーク１階）
申込・問合①瑞穂区東部いきいき支援センター（☎858－4008・℻842－8122）
　　　　　②瑞穂区西部いきいき支援センター（☎872－1705・℻872－1707）

▼パソコン初心者教室
日２／24、３／10（各水）10：00～12：00

市内在住・在勤のパソコン初心者
※初心者体験コース（２時間：全３回）、相談コース（時間自由）。
　（いずれも当日10：00～先着順）

▼子育てサロン｢さくらひろば｣
日３／４（木）10：00～11：30　場瑞穂区役所講堂（２階）

区内在住の未就園児と保護者
席４組程度（定員を超えた場合は抽選）
▶育児相談。
受２／12（金）～25（木）に☎または電子申請（５面参照）にて申し込み。　
　☎の場合は、土・日曜、祝日を除く９：00～17：00に限ります。
申込・問合区役所民生子ども課（☎852－9392・℻852－9375）

▼ストーリーテリングのおはなし会
日２／20（土）11：00～11：30　 ５歳～
席６組（当日先着順）
▶絵本を使わない語りだけのおはなし会。

▼瑞穂図書館・名古屋女子大学図書館コラボ企画
　｢学生ボランティアによるおはなし会｣
日２／27（土）14：00～14：30　 幼児、小学生
席６組（先着順）
受２／27（土）10：00～☎または窓口で申し込み。

▼みんなのおはなし会
日２／13・27（各土）11：00～11：30　 幼児、小学生
席各回６組（当日先着順）

▼ちいさいひとむけおはなし会
日２／25（木）11：00～11：20　 乳幼児～
席６組（先着順）
受２／25（木）10：00～☎で申し込み。

区役所へお越しの際は、公共交通
機関の利用にご協力ください。

▼税のお知らせ
★令和３年度  個人市民税・県民税申告会場
日３／15 （月）まで８：45～12：00、13：00～17：15  
　※土・日曜、祝日を除く。
場金山市税事務所１階、瑞穂区役所さくらルーム（２階）
※郵送による提出にご協力ください。
※ 申告会場にお越しになる場合はマスクを着用し、体調がすぐれない

場合は来場をお控えください。
問合金山市税事務所市民税課個人市民税第一係（☎324－9804・℻324－9825）
★令和２年分 確定申告会場
日２／16（火）～３／15（月）９：15～17：00（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。）
　※土・日曜、祝日を除く。ただし、２／21・28（各日）は開設します。
場電気文化会館５階（中区栄２－２－５地下鉄伏見駅４番出口徒歩２分）
　●上記期間中、税務署内に確定申告会場は設けておりません。
　●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。
　●｢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。
　●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。
　●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。
　●確定申告書は国税庁ウェブサイト｢確定申告書等作成コーナー｣
　　で作成し、ご自宅からのe－Tax（電子申告）をご利用ください。

問合昭和税務署（☎881－8171 確定申告相談センター 音声案内｢０｣を選択）

【国税庁ウェブサイト】https：／／www.nta.go.jp

▼春の火災予防運動３月１日（月）～７日（日）
　「その火事を　防ぐあなたに　金メダル」
火災予防に『住宅用火災警報器』は効果的です。
ご家庭内の住宅用火災警報器をチェックしましょう！

【設置場所】｢台所」、｢すべての寝室｣と｢寝室が２階以上にある場合
　　　　　の階段｣に必要です。

【交換時期】設置から10年以上経過していたら交換時期の目安です。
【作　　動】定期的に作動確認し、電池切れや機器の故障があれば交
　　　　　換をしましょう。
問合瑞穂消防署（☎852－0119・℻852－6223）

▼土木事務所からのお知らせ
★公園愛護会・街路樹愛護会の募集
  公園愛護会や街路樹愛護会は、公園や街路樹・街園をきれいに保て
るよう、周辺の地域住民のみなさんのご協力をいただき管理するため
に設立される会です。区内では現在、24の公園愛護会と42の街路樹愛
護会が活動しています。さらに活動の輪を広げたく、
新規団体を随時募集しています。
　要件は５人以上で月１回以上の清掃・除草活動が
できることなどです。
　市からは報償金などの活動に対する支援があります。
　詳しくはお問い合せください。
★まごころ遊具事業・なごやかベンチ事業　参加者募集　
  公園を魅力的にしていくため、皆さんからあたたかいメッセージと
寄附をいただいて、公園に新しい遊具やベンチを設置する事業を行っ
ています。遊具・ベンチには寄附者の名前とメッセージを取り付け、
想いを伝えます。地域への貢献にぜひご協力ください。
問合瑞穂土木事務所（☎831－6161・℻831－8710）
▼瑞穂ほっこりサロン　ボランティア募集！
　毎週水曜日の午前中（現在は新型コロナウイルスの影響により隔週
で月２回）、瑞穂区在宅サービスセンター１階研修室にて誰もが気軽
に集える交流の場｢瑞穂ほっこりサロン｣を開催しています。
　そこで、「瑞穂ほっこりサロン」を一緒に楽しみ、お手伝いいただけ
るボランティアさんを募集しています。
　ご興味のある方は、お気軽にご連絡ください。
　【瑞穂ほっこりサロン】
　　日毎週水曜日10：00～12：00（現在は新型コロナウィルスの影響に
　　　より隔週で月２回の開催10：00～11：00）
　　場瑞穂区在宅サービスセンター（佐渡町３－18）
申込・問合瑞穂区社会福祉協議会（☎841－4063・℻841－4080）
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためのお願い
■手洗い３S大作戦「すぐに、石けんで、３０秒」
■感染リスクが高まる「５つの場面」の回避
　①飲酒を伴う懇親会等　②大人数や長時間におよぶ飲食
　③マスクなしでの会話　④狭い空間での共同生活
　⑤居場所の切り替わり
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