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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。

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

場所 パロマ瑞穂スタジアム（雨天中止）
対象 ①区内在住・在学・在勤　②パロマ瑞穂スタジアムで楽しみたい方

株式会社パロマ協力・協賛 協力 株式会社名古屋グランパスエイト、公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会、パロマ瑞穂スポーツパーク

定員 ①50人　②定員なし
受付 はがき、ファクスまたはメールに｢グラウンドを楽しもう(参加希望のイベントの番号)｣と明記し、必要事項(参加者全員の氏名(ふりがな)・ 

年齢(学年)、代表者の住所・氏名・ 電話番号、参加者が未成年の場合は保護者名)を記入の上、４/20(火)必着で申し込み。１組１通のみ有効。 
①のみ、定員を超えた場合は抽選。当選者には４/23(金)までに案内を発送します。

　瑞穂区の魅力のひとつ｢瑞穂公園｣にあるパロマ瑞穂スタジアム
　トップスポーツ選手も使用していたグラウンドで思いっきり遊んで、芝生を体感しよう！
建て替え前の今しかできない体験です。

地域の魅力に親しむ

第20回

まち•人•瑞穂の
さくらをテーマに、
瑞穂区の魅力をさくら
とともに表現した写真
を募集します。

瑞穂の 写真展 作品募集

▲第19回さくら大賞受賞作品「とばりの降る頃」▲第19回さくら大賞受賞作品「とばりの降る頃」

応募
方法

作品に応募用紙を添え、瑞穂区役所3階北エレベーター付近受付
にご持参ください。郵送での応募はできません。

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

瑞穂区役所、瑞穂生涯学習センター、瑞穂福祉会館、瑞穂区内
のコミュニティセンター・郵便局で配布します。
※さくらの花だけを被写体とした写真、人物が主体となった写真は
　応募の対象となりません。詳細は、応募要項をご確認ください。

応募
要項・応募
用紙

受付
時間 10：00～16：00募集

期間 4/18　～21水日

写真展開催日

日時 場所 名古屋市博物館
ギャラリー 7木～235/20 日

①5/3(祝・月) 午前の部10：00～12：00
グランパスくんと一緒に

サッカーを楽しもう！

名古屋グランパス
マスコットキャラク
ターグランパスくん
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教 室 ･ 相 談 名 受 付 時 間 対 象 ・ 内 容 など

むし歯予防教室
（予約制）

４／15（木）
９：00～10：00

�おおむね１歳児～未就学児
▶�歯科検診、歯みがき相談、栄養相談、

フッ化物塗布（￥720円）、保護者の歯
科検診（１歳児の保護者の希望者）。

●持ち物／歯ブラシ、タオル、
　　　　 母子健康手帳

４／20（火）
13：15～14：15

はじめての歯み
がき教室（予約制）

４／28（水）
９：45～10：00

�10～12か月程度の乳児で初参加の方
▶�むし歯予防の話、歯みがき実習、お

悩み相談（歯、栄養）など。
※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。

▼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

離乳食講習会
～マンマコース～ 

①４／16（金）
②５／７（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①４／12（月）～☎で申し込み。
　②４／20（火）～☎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～ 

４／23（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４／13（火）～☎で申し込み。
申込・問合保健感染症係（☎837－3267）

母乳相談
（予約制）

４／19（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）

パパママ教室
（予約制）

５／10（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）

　委託医療機関での３か月健診は３
月末で終了しました。医療機関での
受診の案内が届いた方で、３月末ま
でに受診できなかった方は、下記問
い合わせ先へご連絡ください。

★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。
★１歳６か月児および３歳児の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。
★３か月児および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）

教 室 ･ 相 談 名 開 催 日 時 対 象 ・ 内 容 など

性感染症検査
５／７（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）

　

区分 診査日 対象児の生年月日

３か月児 ４／21（水） Ｒ２.12.16～12.31

受付時間／第２子以降　８：50～９：00
　　　　 第１子　　　９：10～９：20

▼認知症高齢者の介護相談など
★もの忘れ相談医による専門相談
　日②４／28（水）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②４／22（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。
★認知症家族教室
　日②４／20（火）13：30～15：30
　 �認知症の方を介護している家族　▶ようこそ家族教室へ。
★弁護士による無料法律相談（要予約）
　日①４／27（火）13：30～16：30　 �高齢者およびその家族
　▶高齢者に関する財産管理や相続、家族間の問題などを弁護士に相談。
　※相談は１人30分程度。資力要件など条件あり。
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）

▼オレンジリボンキャンペーン2021ｉｎ瑞穂区役所
　「劇団うりんこ｣による親子演劇会　ちょろりんのすてきなセーター
日５／26（水）13：30～15：30（13：00～開場）　場瑞穂文化小劇場

�区内在住の未就学児およびそのご家族　席80人
▶すてきなセーターを手に入れるため、ちょろりんはどうしたでしょう？
受電子申請（５面参照）またははがき（イベント名、代表者の〒住所・氏名
　・電話番号、参加者全員の氏名（ふりがな）、未就学児の年齢を記載）に
　て４／12（月）～５／12（水）必着で申し込み。はがき１通につき５人まで可。

　定員を超えた場合は抽選。抽選結果は５／19（水）までに通知。
※報告の目的で撮影する場合がありますので、ご了承ください。
※マスクの着用がない方、体調がすぐれない方は参加をご遠慮ください。

オレンジリボンは児童虐待防止のシンボルです。
　５月と11月は｢児童虐待防止推進月間｣です。関係団体の協力を得て、児
童虐待防止への理解を深め、主体的に関われる取り組みを行っています。
申込・問合区役所民生子ども課
　　　　　（〒467－8531（住所不要）☎852－9392・℻852－9375）

▼３か月児 ▼１歳６か月児・３歳児
��乳幼児健康診査�

区 分 診 査 日 対象児の生年月日

１歳６
か月児

４／15（木） Ｒ１.５.19～６.４

５／６（木） Ｒ１.６.５～６.21

３歳児
４／13（火） Ｈ29.11.９～11.22

４／27（火） Ｈ29.11.23～12.８

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

　瑞穂保健センターで健診を受診される方へのお願い

　犬の登録と狂犬病予防注射

　ハチに刺されないために

　生後91日以上の飼い犬は、
登録と毎年１回の狂犬病予防注射が必要です。　

　狂犬病予防集合注射は、新型コロナウイルス感染症の影響により、
実施を延期します。延期後の日程は、市公式ウェブサイトまたは、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。
　集合注射の利用を予定していた方々にはご迷惑をおかけしますが、
お近くの動物病院で狂犬病予防注射を受け、保健センターで注射済票
の交付手続き（￥550円）を行ってください。
　名古屋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
射済票の交付を受けることができ、この場合は保健センターでの手続
きは不要です。
※動物病院で注射を受ける際には、待合室での混雑を
　避けるため事前に電話連絡で相談するなど、感染を
　防ぐための配慮をお願いします。注射料金などの詳
　細については、各動物病院にお尋ねください。
問合食品衛生・動物愛護等担当（☎837－3253）

　４～５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）

▼歯の健康教室・相談� 申込・問合保健感染症係（☎837－3267）



受往復はがき（往信裏面に教室名（①④⑬⑯は希望日程・クラスAかBも）、
　〒住所、氏名（ふりがな）、電話番号、年齢（学年）、性別、返信表面
　に〒住所、氏名を記載）、または電子申請（５面参照）にて、①～⑤は
　４／13（火）、⑥～⑯は４／21（水）、⑰は４／20（火）必着で申し込み。
　定員を超えた場合は各申込期限翌日に公開抽選。
※①④はA・Bクラスへの重複申し込み不可。教室開始日までに対象
　年齢に達している必要あり。⑭については、期間中に１歳にならな
　い事。教室により、開催期間内に休講の日あり。
申込・問合①～⑯管理第２係
　　　　　（〒467－0011 萩山町３－68－１ ☎836－8210・℻836－8211）
　　　　　⑰管理第１係
　　　　　（〒467－0062 山下通５－４ ☎836－8200・℻836－8206）

講 座 名 開 催 日 時（回 数） 対 象 定 員 費 用

①<なごや学マイスター講座>
　さくらスイーツで伝えよう、
　瑞穂区のよさ～さくらスイー
　ツマイスターとして活躍し
　ませんか～

５／26～６／30の水曜
※６／９除く

10：00～12：00（５回）

中学生を除く
15歳以上 10人 2,500円

②<なごや学>
　刀剣と名古屋

５／20～６／24の木曜
※６／３除く

10：00～12：00（５回）

中学生を除く
15歳以上 25人 1,200円

③<女性セミナー>
　心の声に素直に！～キー
　ワードは｢私らしさ｣～
　[託児付]

５／21～７／９の金曜
※７／２除く

10：00～12：00（７回）

中学生を除く
15歳以上の

女性

16人
（うち

託児
８人）

500円
（託児費

別途
 560円）

▼名古屋市講座

市内在住・在勤・在学で各講座に定める方   
受 往復はがき（往信裏面に講座名、〒住所、氏名（ふりがな）、電話番号、

③の託児希望者はお子さんの氏名（ふりがな）・生年月日、返信表面
に〒住所、氏名を記載）、または電子申請（５面参照）にて、①～③
は４／23（金）、④は４／27（火）、⑤は５／９（日）必着で申し込み。定
員を超えた場合は各申込期限翌日に抽選。

※応募は１講座１人１通のみ有効。
※③の託児対象者は２歳以上（５／21現在）の未就園児。
申込・問合瑞穂生涯学習センター（〒467－0831 惣作町２－27－３）

教 室 名 開 催 日 時（回 数） 対 象 定 員 費 用
①水泳 
　女性教室
　A・B

A４／28～７／14の水曜 
B５／６～７／８の木曜 
11：00～12：30（10回）

中学生を除く
15歳以上の女性 各40人 各

6,600円

②水泳 
　中高年スイム＆　
　ウォーキング教室

４／28～７／14の水曜 
13：30～14：30（10回） 50歳以上 32人 7,600円

③水泳
　幼児教室

４／28～７／14の水曜 
15：15～16：15（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

A４／28～７／14の水曜 
B５／６～７／８の木曜 
16：45～18：15（10回）

小学生 各50人 各
6,000円

⑤水泳
　一般教室

４／28～７／14の水曜 
18：45～20：15（10回） 中学生以上 40人 6,600円

⑥弓道教室 ５／８～７／10の土曜
14：00～16：00（10回） 中学生以上 20人 5,500円

⑦アーチェリー
　教室

５／９～６／27の日曜
14：00～16：00（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の
火曜と金曜 

16：30～18：00（10回）
小学３～６年生 24人 5,300円

⑨バレトン教室Ⅰ ５／12～７／14の水曜 
13：45～14：45（10回）

中学生を除く
15歳以上 20人 5,200円

⑩フラダンス
　教室Ⅰ

５／11～７／13の火曜 
14：00～15：00（10回）

中学生を除く
15歳以上の女性 20人 5,200円

⑪子育てママの
　スタイルアップ
　教室[託児付]

５／13～６／10の木曜
10：30～12：00（５回）

４か月以上の
０歳児と母親 ５組 3,300円

⑫赤ちゃんと一緒
　産後ヨガ

５／10～７／12の
第２・４月曜

10：00～11：00（５回）

４か月以上の
０歳児と母親 14組 4,000円

⑬体操教室
　A・B

５／21～７／16の
第１・３金曜

A15：30～16：30（５回）
B16：45～17：45（５回）

A年中・年長児
 B小学１・２年生

A20人
B16人

各
5,200円

⑭avexライフデザ
　インメソッド
　コツミック

５／11～７／13の火曜
11：00～12：00（10回）

４か月以上の
０歳児と母親 15組 10,000円

⑮avexライフデザ
　インメソッド
　バンビート！

５／11～７／13の火曜
15：30～16：15（10回） 年中・年長児 15人 10,000円

⑯avexライフデザ
　インメソッド
　ダンスボックス
　A・B

５／11～７／13の火曜
A16：40～17：30（10回）
B17：50～18：40（10回）

 A年長児～
　　　小学２年生
 B小学３～６年生

各20人 各
8,000円

⑰ジュニアふれあ
　い陸上教室

５／15～11／21の
土曜と日曜

９：30～12：00（５回）

小学１・２年生 100人
2,550円

小学３年生～中学生 200人

教 室 名 開 催 日 時 （回 数） 対 象 定 員 費 用

テニス教室 ５／６～７／８の木曜
９：45～11：45（10回）

中学生を除く
15歳以上 25人 8,000円

ヨガ教室 ５／７～７／９の金曜
12：30～13：30（10回）

中学生を除く
15歳以上 25人 6,000円

親子トリム＆
エアロ教室

５／７～７／９の金曜
13：45～14：45（10回）

よちよち歩きの
未就学児と親 20組 5,000円

バウンドテニス
教室

５／11～６／29の火曜
９：45～11：45（８回）

中学生を除く
15歳以上 25人 2,400円

ピラティス教室 ５／11～７／13の火曜
12：30～13：30（10回）

中学生を除く
15歳以上 25人 6,000円

健康体操教室 ５／11～７／13の火曜
13：45～14：45（10回）

中学生を除く
15歳以上 25人 4,000円

すこやかキッズ
体操教室A

５／11～７／13の火曜
15：45～16：45（10回） 年少～年長児 10人 6,000円

すこやかキッズ
体操教室B

５／11～７／13の火曜 
16：50～17：50（10回） 小学１～３年生 10人 6,000円

受窓口（官製はがき持参）または往復はがき（往信裏面に教室名、〒住所、
　氏名（ふりがな）、電話番号、年齢（学年）、性別、返信表面に〒住所、
　氏名を記載）もしくは電子申請（５面参照）にて４／23（金）必着で申し
　込み。定員を超えた場合は抽選。
申込・問合名古屋市体育館（〒456－0023 熱田区六野２－５－３）

▼健康（医科）相談してみませんか？
日第２・４木曜14：00～15：00
▶体調についてのちょっとしたお
　悩みなどを医師に相談。
受１週間前までの事前予約制。
※詳細はお問い合わせください。

▼脳活プリント★サロン（※）
　日４／22（木）13：30～15：00
　席25人（先着順）　
　▶ナンプレなどに挑戦。
▼懐かし映画会（※）
　日４／30（金）
　　９：30～11：50、13：30～15：50
　席各回25人（先着順）
　▶オリビア・ハッセー主演
　　「ロミオとジュリエット」
　　（1968年公開）。
▼金曜サロン（※）
　日５／７（金）10：30～11：30
　席25人（先着順）　
　▶楽しく認知症予防体操。
　●講師／横川 珠姫さん

▼ＮＥＳＰＡ主催講座
講 座 名 開 催 日 時（回 数） 対 象 定 員 費 用

④初めての人でも安心！
　そば打ち体験

５／30（日）
10：00～12：00（１回）

中学生を除く
15歳以上 12人 2,200円

⑤ゆらすぽ健康体操 ６／７・21（各月）
10：00～11：30（２回）

中学生を除く
15歳以上 16人 1,000円

▼リフレッシュヨガ（※）
　日４／20（火）
　　10：00～10：40、10：50～11：30
　席各回20人（先着順）
　▶イスでの簡単ヨガ。

※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４／12（月）９：00～本人が☎で申
　し込み。

▼英語でおはなし会
日４／15（木）11：00～11：30

乳幼児～
席６組（先着順）
▶英語のあそび歌と
　絵本の読みきかせ。
受４／15（木）10：00～☎で申し込み。
▼ストーリーテリングのおはなし会
日４／17（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。

▼ちいさいひとむけおはなし会
日４／22（木）11：00～11：20

乳幼児～
席６組（先着順）
受４／22（木）10：00～☎で申し込み。
▼みんなのおはなし会
日４／24、５／８（各土）11：00～11：30

幼児、小学生
席各回６組（当日先着順）

▼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４／17（土）
　14：00～14：20

幼児、小学生
席６組（先着順）
受４／17（土）10：00～
　☎または窓口で申
　し込み。

 

      

3 4 瑞 穂 区⓮



4瑞 穂 区 3 ⓯

　お問い合わせ先一覧  　４／11～５／10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

４／13・26
名古屋市博物館　瑞穂通１－27－１
〒467－0806   ☎853－2655・℻853－3636

４／12・19・26・
27、５／６・10

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

４／19

４／19（研修室
は４／12・26、
５／10も）

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

４／12・16・19・
26、５／６・10

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

４／12・19・26、
５／６・10

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

４／12・19・26・
29、５／３・４・
６・９・10

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

４／12・19・26、
５／６・10

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

４／11・18・25・
29、５／２～５・
９

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

４／19
昭和スポーツセンター　昭和区吹上２－６－15
〒466－0000　☎733－6831・℻733－6832

４／16、５／７

▼法律相談
日４／23、５／14（各金）13：00～16：00

市内在住・在勤・在学
席16人（先着順）
※相談は１人20分以内。
受各開催日の１週間前からウェブ
　サイトまたは☎で申し込み。
申込・問合名古屋おしえてダイヤル
　　　　　（☎953－7584）

▼内職相談
日４／16・23・30、５／７（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）

▼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）
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▼町内会・自治会に加入しましょう
　町内会・自治会は、防犯灯の設置管理や夏祭り、防犯パトロール、
地域清掃などさまざまな活動を行い、住民同士の親睦を深めることで
災害時などのいざというときに助け合える関係を築いています。
　町内会・自治会の活動を通じて、ふれあいの輪を広げてみましょう。
　町内会・自治会への加入を希望される方は、町内会・自治会に取り
つぐためのポストを区役所１階情報コーナーに設置していますので、
是非ご利用ください。
問合区役所地域力推進室（☎852－9302・℻852－9306）

▼加熱式たばこ・電子たばこの処分について
　近年流通量の増えている｢加熱式たばこ｣及び｢電子たばこ｣はリチウ
ムイオン電池を使用しており、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、令和３年４月１日より｢発火性危険物｣と
して取り扱うことになりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

問合瑞穂環境事業所（☎882－5300・℻882－5305）

▼公園はマナーを守って利用しましょう
　公園は誰でも利用できる憩いの場所です。ごみのポイ捨てやペットの
ふんの放置などは他の利用者に大変迷惑となります。また、区内の公
園は、バーベキューなどの火気の使用は原則として禁止しています。
マナーを守って気持ちよく利用しましょう。なお、公園でお祭りや盆
踊りなどのイベントを行う場合は許可が必要です。
問合瑞穂土木事業所（☎831－6161・℻831－8710）     

▼子育てサロン｢さくらひろば｣
日５／20（木）10：00～11：30  場瑞穂区役所さくらルーム（２階）

区内在住の未就園児と保護者　席10組（定員を超えた場合は抽選）
▶保護者や子どもの交流の場。育児相談。
受４／12（月）～５／14（金）に☎または電子申請（５面参照）で申し込み｡
　☎での受け付けは土・日曜日、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）
▼第41回区ソフトテニス大会
日６／５（土）９：00～（雨天中止）
場パロマ瑞穂テニスコート
★一般男子・女子の部（高校生を除く）
　 区内在住・在勤・在学の18歳以上のペア
　席男子・女子各８組
★高校生男子・女子の部
　 区内在住・在学の高校生のペア
　席男子・女子各８組
★中学生男女混合の部
　 区内在住・在学の中学生の男女ペア　席８組
●試合方法／ダブルス７ゲームマッチ、中学生は５ゲームマッチ
　　　　　 トーナメント方式
受５／７（金）までに℻・メール（参加部門、〒住所、氏名、電話番号、
　生年月日を記載）または直接申し込み。定員を超えた場合は抽選｡
※駐車場がないため、公共交通機関をご利用ください。
申込・問合区役所地域力推進室

　（☎852－9307・℻852－9306・ a8529307@mizuho.city.nagoya.lg.jp）

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。

▼集まれ１歳児！
　みんなの音楽ひろば♪
日５／18（火）10：30～11：30

１歳児と保護者　席15組（先着順）
▶音楽あそびを親子で楽しもう。
受５／２（日）10：00～☎で申し込み。

▼子育て支援講座｢産後ママ向け
　バランスボールエクササイズ！｣
日４／23（金）10：00～11：00

０歳児（生後２か月～）と保護者
席12組（先着順）
▶バランスボールで心と身体を整
　えましょう！
受４／11（日）10：00～☎で申し込み。
●講師／田口 清美さん
　　　 （体力メンテナンス協会）

▼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５／11（火）10：30～11：30

０歳児と保護者
席16組（先着順）
▶ ママ同士の交流と産後の丈夫な

体づくりについてのお話。
受４／27（火）10：00～☎で申し込み。

▼おでかけわんぱーく
日４／27（火）10：30～11：30
場南新開荘集会室（新開町24－96）

未就園児と保護者
席15組（当日先着順）
▶児童館がおでかけします！ミニ
　滑り台やトランポリンで遊ぼう♪

▼ファミリーデイ☆クラフト～母
　の日のプレゼントを作ろう！～
日４／24（土）14：00～15：30

小・中学生　席10人（先着順）
￥100円
▶手作りアクセサリーを贈ろう！
受４／11（日）13：00～☎で申し込み。

▼こどもの日☆臨時開館
　「キッズクラフト」
日５／５（祝・水）①９：30～11：30
　　　　　　　 ②13：30～16：00

①乳幼児と保護者　②小学生以上
席各回20人（当日先着順）
▶こどもの日にちなんだ工作。

▼親子であそぼう
日５／12（水）10：30～11：30

幼児と保護者　席15組（先着順）
▶親子あそび、誕生日会。
受４／28（水）10：00～☎で申し込み。
▼わらべうたであそぼう♪
日５／13（木）
　10：00～10：40、10：50～11：30

１歳児と保護者
席各回10組（先着順）
受４／22（木）10：00～☎で申し込み。
▼ベビーマッサージ＆ママビクス
日５／14（金）
　10：00～10：45、11：00～11：45

歩き出す前の０・１歳児と保護者
席各回15組（先着順）
受４／30（金）10：00～☎で申し込み。

可燃ごみの収集日に｢資源袋｣
に入れて出してください。
※資源袋の代わりに「透明・
　中身の見える半透明の袋」
　もお使いいただけます。

▼南海トラフ巨大地震から命を守るため戸別訪問をします！
　消防職員などが各世帯を『戸別訪問』し、家具転倒防止対策器具など
の防災用品を１つ無償配布することで、家庭の防災対策の働きかけを
行っています。南海トラフ巨大地震の名古屋市の被害想定では、家具
転倒防止策などを実施することで、負傷者数が「半分程度」に減少する
と想定されています。
　令和元年度はモデル学区として御劔学区で実施しました。令和２年
度は実施することができませんでしたが、令和３年度は感染防止対策
を取り、事業を行っていきます。５月中に高田学区、６月中に堀田学
区で実施を予定しています。訪問時にはご理解とご協力をお願いします。
問合瑞穂消防署（☎852－0119・℻852－6223）

▼災害時要配慮者支援用バンダナを作製しました
　災害時に、避難所において要配慮者が着用　　　 【デザイン】
することで、配慮が必要なことを周囲の人が
認識し、必要な支援や配慮を受けやすくする
ために、瑞穂区では災害時要配慮者支援用バ
ンダナ（以下｢バンダナ｣）を作製しました。
　このバンダナは、岐阜県瑞穂市との交流の
中で同市の防災分野における取り組みを参考
としたもので、デザインは区内の障害者団体
にご協力いただきました。　　　　　　　　　　　　【着用例】
　バンダナの作製は名古屋市16区で初めての
取り組みです。
　区内の指定避難所に配備してありますので、
発災時にご活用ください。また、指定避難所
においてバンダナを着用されている方を見か
けた際には、ご支援ご協力をお願いします。
問合区役所総務課（☎852－9214・℻851－3317）

▼巡回日程
日４／23（金）10：00～11：00　
場春山荘２号棟北側駐車場（春山町）

充電器 本体 本体・充電器
一体型

本体 本体
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