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　委託医療機関での３か月児健診
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歳児は希
　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）

区 分 診 査 日 対象児の生年月日

３か月児

６／16（水） Ｒ３.２.１～２.15

６／30（水） Ｒ３.２.16～２.28

７／７（水） Ｒ３.３.１～３.15
受付時間／第２子以降　８：50～９：00
　　　　  第１子         ９：10～９：20

▼３か月児

▼１歳６か月児・３歳児
区 分 診 査 日 対象児の生年月日

１歳６
か月児

６／24（木） Ｒ１.８.９～８.25

７／８（木） Ｒ１.８.26～９.12

３歳児
６／22（火） Ｈ30.２.２～２.18

６／29（火） Ｈ30.２.19～３.10
受付時間／第２子以降　13：10～13：20 
　　　　  第１子　　   13：20～14：00

▼性感染症検査
日７／２（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
日毎週水曜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）

▼離乳食講習会～マンマコース～ 
日①６／18、②７／２（各金）
　各10：00～11：30
 ３か月児健診を受診された児と
保護者

席各４組（先着順）
▶ 個別説明。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①６／11（金）、②６／22（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～  
日６／25（金）10：00～11：30

８～９か月児と保護者
席４組（先着順）
▶ 個別説明。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６／14（月）～☎で申し込み。
申込・問合保健感染症係
　　　　　（☎837－3267）

▼マタニティクッキング
日７／14（水）９：30～12：00

妊婦　席６人（先着順）
▶妊娠中の食事の話、調理実習。
受６／29（火）～７／９（金）までに☎
　で申し込み。
●持ち物／エプロン、手ふき、
　　　　 筆記用具
申込・問合保健感染症係
　　　　　（☎837－3267）

▼パパママ教室（予約制）
日②６／14（月）・③25（金）、
　①７／５（月）・②９（金）
　各13：15～15：00

妊娠中のママとパパ
▶①赤ちゃん準備コース、②歯と
　栄養コース、③沐浴コース。
●持ち物／母子健康手帳
申込・問合子育て総合相談窓口
　　　　　（☎837－3285）

▼母乳相談（予約制）
日６／21（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）

▼０歳児の｢食べる｣｢話す｣準備講座
　（予約制）
日７／６（火）
　９：45～10：00（受付時間）

３～７か月程度の乳児と保護者
▶お口の成長や離乳食の食べさせ
　方の話、触れ合い遊びなど。
申込・問合保健感染症係
　　　　　（☎837－3267）

・歯間ブラシやデンタルフロスを使用しましょう。
・歯科医院で歯科検診を受けましょう。
・いつもよりプラス５回噛んで、お食事をしましょう。
　保健センターでのお子さまの歯科検診・フッ化物塗
布は｢むし歯予防教室｣をご活用ください。歯やお口に
関するご相談がありましたら保健センター歯科衛生士
までお気軽にお電話ください。
問合保健感染症係（☎837－3267）

▼子どもの事故予防教室
日７／12（月）10：00～11：30

６か月～１歳２か月児の保護者
　で初参加の方
席８組（先着順）
▶講話、心肺蘇生法・ＡＥＤ体験。
受６／14（月）～☎で申し込み。
●持ち物／母子健康手帳
※託児なし。
申込・問合子育て総合相談窓口
　　　　　（☎837－3285）

　一般に流通している肉のほとんどが、加熱調理用です。
・肉を生や半生で食べることは避け、中の色が完全に変わるまで十分
　に加熱しましょう。
・肉を焼くときは専用の箸やトングを用意して、自分が食べるための
　箸で生肉に触れないよう注意しましょう。
・生肉の調理に使ったまな板、包丁などは、中性洗剤でよく洗い、熱
　湯や漂白剤で消毒しましょう。
・生肉をさわった後は、石けんを使って丁寧に手を洗いましょう。
問合食品衛生・動物愛護等担当（☎837－3253）

　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）

▼むし歯予防教室（予約制）
日６／15（火）13：15～14：15・24（木）９：00～10：00（共に受付時間）

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
※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。
申込・問合保健感染症係（☎837－3267）

▼ハーフバースデイ相談事業
記念撮影スポットを設置

日毎週月曜～金曜９：45～15：45
　（12：00～13：00は除く）

６か程度の乳児
▶記念撮影（予約不要）。身体計測
　や子育てに関する相談（要予約）。
●持ち物／母子健康手帳、
　　　　 バスタオル
申込・問合子育て総合相談窓口
　　　　　（☎837－3285）

乳幼児健康診査 心・体の健康教室・相談

歯 の 健 康 教 室 ・ 相 談

�免料金免除制度対象者　
70歳以上、生活保護世帯、市民
税非課税世帯（事前に手続きが必
要）、市医療費助成制度・福祉給
付金支給制度対象者

▼子育て総合相談窓口
日毎週月曜～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）
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名古屋市健診（検診）総合ウェブサイト
https：／／758kenshin.city.
nagoya.jp／

▼乳がん検診
日①８／３（火）午後②８／23（月）午前
　（指定の時間）
場①瑞穂保健センター
　②瑞穂区役所講堂（２階）

市内在住の40歳以上の女性
席各40人（先着順）　￥500円�免
▶問診、マンモグラフィ（乳房Ｘ
　線検査）。
受①６／３（木）～７／13（火）②６／23
　（水）～８／２（月）までに☎または
　ウェブサイトで申し込み。
※ペースメーカー使用の方、豊胸手
　術の経験がある方、妊娠中の方、
　授乳中の方は受診できません。
※受診は２年度に１回。
申込・問合集団健診予約受付セン
　　　　　ター（☎0570－041－758）

６・7月「蚊の防除運動期間」

お肉は十分に加熱して食べましょう！
歯と口の健康を考えよう
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▼おでかけわんぱーく
日６／11（金）10：30～11：30
場御剣コミュニティセンター
　（雁道町５－１）
未就園児と保護者

席10組（当日先着順）
▶ミニ滑り台やトランポリンなど。
※�混み合う場合は交代制となり、少々
お待ちいただく場合があります｡

▼わらべうたであそぼう♪
日７／８（木）
　10：00～10：40、10：50～11：30
１歳児と保護者

席各回10組（先着順）
▶わらべうたを親子で楽しもう。
受６／17（木）10：00～☎で申し込み。

▼リズムであそぼう♪
日７／９（金）
　①10：00～10：40、②11：00～11：40
①歩く前の０～１歳児と保護者

　②歩き出した０～１歳児と保護者
席各回15組（先着順）
▶親子でリズム遊びを楽しもう。
受６／25（金）10：00～☎で申し込み。

▼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７／６（火）10：30～11：30
０歳児と保護者　席16組（先着順）

▶子どもに多い事故、その予防と
　手当についてのお話。
受６／22（火）10：00～☎で申し込み。
●講師／日本赤十字社愛知県支部講
　　　 �習指導員

▼テニスコートの休場日について
　６／22（火）～28（月）の７日間は、施設移動のため休場します。
問合管理第２係（☎836－8210・℻836－8211）

▼パロマ瑞穂アリーナ開館
　パロマ瑞穂アリーナ（瑞穂公園体育館）が
令和３年６月26日（土）に開館します。一般
のご利用は、令和３年７月６日（火）からに
なります。施設のご利用方法については下
記問い合わせ先までご連絡ください。
施設概要●第１～３競技場
問合パロマ瑞穂アリーナ
　　（〒467－0027�田辺通３－４☎836－8228・℻836－8221）

▼健康まつり（※）
日６／21（月）13：00～15：30
席75人（先着順）
▶フレイル予防のための体操など。
　参加者全員にプレゼント進呈。

▼ちいさいひとむけおはなし会
日６／24、７／８（各木）
　11：00～11：20
乳幼児～　席各回６組（先着順）

受当日10：00～☎で受け付け。

▼名女大学生のおはなし会
日６／26（土）14：00～14：20
幼児、小学生　
席６組（先着順）
▶�おはなし会と、学生による１対
１での絵本の読み聞かせ。
受当日10：00～☎で受け付け。

▼みんなのおはなし会
日６／12・26（各土）11：00～11：30
幼児、小学生

席各回６組（当日先着順）

▼巡回日程
日７／９（金）10：00～11：00
場春山荘２号棟北側駐車場（春山町）

昭和スポーツセンターから
プール臨時休場のお知らせ

　６／16（水）・17（木）はプール槽の
水抜き清掃に伴い休場します。

▼英語でおはなし会
日６／16（水）11：00～11：30
乳幼児～　席６組（先着順）

▶英語の歌と絵本の読みきかせ。
受当日10：00～☎で受け付け。

▼ストーリーテリングおはなし会
日６／19（土）11：00～11：30
５歳～　席６組（当日先着順）

▶絵本を使わないおはなし会。

▼名古屋市講座

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､
　お子さんの氏名（ふりがな）・生年月日も、返信表面に〒住所、氏名を
　記載）、または電子申請（６面参照）にて、６／26（土）必着で申し込み。

講 座 名 開 催 日 時（回 数） 対 象 定 員 費 用

おばけやしきを
つくろう2021

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
中止します。

夏の思い出に！
革細工をつくろう

７／26の月曜
10：00～12：00（１回）

小学４～
６年生 10人 750円

▼ファミリーコンサート～観て、
　聴いて、親子で楽しむハンドベル～
日６／25（金）11：00～11：45
未就園児と保護者

席15組（先着順）
▶�｢ディズニーメドレー｣など、お子
さんも楽しめるコンサートです。

受６／11（金）10：00～☎で申し込み｡
●出演／Ｍｒｓ．ティンカーベル

▼脳活プリント★サロン（※）
日６／24（木）13：30～15：00
席25人（先着順）　
▶クロスワードやナンプレに挑戦。

▼懐かし映画会（※）
日６／30（水）
　①９：30～、②13：30～
席各回25人（先着順）　
▶潮騒（1964年・吉永小百合主演）。

▼認知症予防リーダー養成講座
日８～９月主に金曜
　13：30～15：30（全９回）
市内在住の60歳以上　席５人

▶認知症予防のための知識や技術
　を広めるリーダーの養成講座。
受６／11（金）～７／20（火）に窓口ま
　たは☎で申し込み。
※定員を超えた場合は抽選。結果
　は全員に通知。
※交通費など実費負担あり。

▼リフレッシュ・ヨガ講座（※）
日６／29（火）
　10：00～10：40、10：50～11：30
席各回25人（先着順）
▶イスでの簡単ヨガ。足の弱い方で
　もＯＫ！

▼金曜サロン（※）
日６／18（金）10：30～12：00
席25人（先着順）　
▶おなかの健康で免疫力アップ。

※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�６／11（金）９：00～本人が窓口も
しくは☎で申し込み。

教�　室　�名 開　催　日　時（回数） 対　象 定　員 費�　用

オリンピック種目体験
合宿！泊まって、動い
て、体験しよう！！

７／24（土）～７／25（日）
１泊２日

小学生を
含む家族

８組
（１組５
人まで）

大人
3,000円
子ども
1,500円

夏休み短期集中
水泳教室Ⅰ

７／27（火）～７／30（金）
９：00～10：00（４回）

小学生 各30人 各5,200円
夏休み短期集中
水泳教室Ⅱ

８／３（火）～８／６（金）
９：00～10：00（４回）

受�往復はがき（往信裏面に教室名（Ⅰ、Ⅱも）、〒住所、氏名（ふりが
な）、電話番号、年齢、学年、返信表面に〒住所、氏名を記載）、また
は電子申請（６面参照）にて６／29（火）必着で申し込み。定員を超えた
場合は６／30（水）に抽選。結果は、近日中に連絡します。

申込・問合管理第２係
　　　　　（〒467－0011�萩山町３－68－１☎836－8210・℻836－8211）

教 室 名 開 催 日 時（ 回 数 ） 対 象 定員 費 用

①レクリエーション
　フットサルAB

８／23～11／８
（第２・４月曜）
A15：45～16：45（６回）
B16：50～17：50（６回）

A４歳～年長児
B小学１～３年生

各
10人

各
3,000円

②キッズダンス　
　教室

８／23～11／８
（第２・４月曜）
16：45～17：45（６回）

小学１～３年生 10人 3,600円

③ジュニアテニス
　教室

８／12（木）～８／27（金）
９：45～11：45（８回） 小学生 30人 5,000円

④ノルディック
　ウォーキング
　体験会

６／11・14・16・18・23・
25・28、７／２・７・９
（月・水・金）
10：00～11：15（10回）

中学生を除く
15歳以上

各回
10人

各回
300円

受①～③は窓口（官製はがき持参）または往復はがき（往信裏面に教室
　名（①はAかBかも）、〒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）にて①②は６／14
　（月）～７／21（水）、③は６／14（月）～７／16（金）必着で申し込み。
　�また、電子申請（６面参照）にて③は７／16（金）までに申し込みも
可。④は各回窓口または☎にて当日までに申し込み。定員を超えた
場合は抽選。

報報らら しし のの 情情
☎871‒2255 FAX871‒2256 住所:惣作町 2‒27‒3

瑞穂生涯学習センター瑞穂生涯学習センター

☎841‒3113 FAX841‒1348 住所:萩山町 1‒22

瑞穂福祉会館瑞穂福祉会館

☎･FAX 各記事を参照

パロマ瑞穂スポーツパークパロマ瑞穂スポーツパーク

☎872‒6655 FAX872‒6657 住所:熱田区六野 2‒5‒3

名古屋市体育館名古屋市体育館

☎852‒2229 FAX841‒1348
 住所:萩山町 1‒22

瑞穂児童館瑞穂児童館
☎853‒0450 FAX853‒0451

 住所:豊岡通 3‒29

瑞穂図書館瑞穂図書館

自動車図書館自動車図書館
☎･FAX 共通 821‒3364

☎733‒6831 FAX733‒6832
 住所:昭和区吹上 2‒6‒15

昭和スポーツセンター昭和スポーツセンター
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▼法律相談
日６／25、７／９（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週間前から名古屋
　市公式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６／11・18・25、７／２・９（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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　｢熱中症｣が発生しやすい季節になってきました。
｢熱中症｣とは、高温多湿な環境にいることで、体内
の水分や塩分のバランスが崩れ、体温の調節機能が
働かなくなり、体温上昇、めまい、体のだるさ、け
いれんや意識の異常などさまざまな障害を起こす症
状のことです。特に｢暑さや水分不足に対する感覚機能が低下してい
るご高齢の方｣、｢体温の調節能力が十分発達していないお子さん｣に
は、注意が必要です。
●のどの渇きを感じていなくても、こまめに水分補給をしましょう。
●暑さを感じなくても、こまめに室温をチェックし、扇風機やエアコ
　ンを使い温度も調節するように心がけましょう。

　雨の多い季節を迎えます。側溝や雨水ますにごみが詰まっていた
り、物が置かれていたりすると、排水の妨げになり、大雨の時には、
道路の冠水や家屋の浸水を生じさせる恐れがあります。
家の周りの側溝などの清掃にご協力をお願いします。清
掃後の土砂などは土木事務所が回収しますのでご連絡く
ださい。

　今年も｢まち・人・瑞穂のさくら｣ をテーマに作品を募集したとこ
ろ、桜とともにある瑞穂区の日常をとらえた素晴らしい作品、111点の
応募がありました。たくさんのご応募ありがとうございました。
　入賞者（敬称略）・作品（さくら大賞）を紹介します。

▼もの忘れ相談医による専門相談
日①７／８（木）13：30～15：00②６／23（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①７／７（水）13：30～15：00②６／24（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①６／11（金）10：00～12：00②６／15（火）13：30～15：30
　▶認知症について正しく理解しよう。
　日①７／９（金）10：00～12：00　▶認知症の人への関わり方を学ぼう。

認知症の方を介護している家族

▼弁護士による無料法律相談（要予約）
日①６／22（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。

▼オレンジカフェみずほ…交流会、プチ勉強会

名　 称 日　時 場　所 対　象 参加費

ティー
タイム

７／８（木）
14：00～16：00

コーヒー甚六
（本願寺町２－33－２）

介護について不安や
悩みのある方、学び
たい方

200円

　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、今月は分別をし直して
いただくこともあります。ご不明なことなどがあれば、収集職員また
は電話・ファクスで気軽におたずねください｡

●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・紙製容器包装は資源です！

●ペットボトルはフタ・ラベルを取ってください。
　　　　　　　　
　　　　　　　　

　　　　　　　　
　　　　　　　　

　　　　　　　　

●分別方法や収集日が分からないときは、資源・ごみ分別アプリ
　｢さんあ～る｣をご利用ください。

　　　　【機能】分別方法をかんたん検索！
　　　　　　　収集日をアラームでお知らせ！
　　　　 ※対応言語：日本語、英語、中国語、ハングル、ポルトガル
　　　　　　　　　  語、スペイン語、フィリピノ語、ベトナム語
　　　　 ※アプリ利用料無料（ただし、通信料はかかります。）

　　　　　 （検索イメージ）　分別アプリ　さんあ～る　  検索

指定袋に入れて
資源ステーションへ

★コンビニ弁当の容器、トレイ、卵のパック、電化製品などの緩
　衝材、シャンプーのボトル、お菓子の袋などのプラスチック製
　の容器や包装

プラスチック製
容器包装へ

★お菓子の紙箱、紙袋、包装紙などの紙製の容器や包装
紙製容器包装へ

または

スーパー・区役所など
の回収ボックスへ

本体

プラスチック製の
フタ・ラベル

プラスチック製
容器包装へ

※�プラスチック製以外のものは、可燃ごみへ。
　はがせないものは、そのままで結構です。

マーク
が目印

日　時

電話番号問い合わせ先

対　象
略
記
号
の
説
明

日

問合

場所（記載のないものは各公所）場

定　員席 料金（記載のないものは無料）￥

申し込み先申込申し込み方法受内　容

ファクス番号FAX
●公共交通機関の利用にご協力ください。 ●ここに掲載のないイベントを実施している施設もあります。詳しくはウェブサイトやチラシなどをご覧いただくか、施設にお問い合わせください。●公共交通機関の利用にご協力ください。 ●ここに掲載のないイベントを実施している施設もあります。詳しくはウェブサイトやチラシなどをご覧いただくか、施設にお問い合わせください。

連
　絡
　先

瑞穂環境事業所 ☎882-5300
☎831-6161
☎852-0119

瑞穂土木事務所
瑞 穂 消 防 署

上下水道局瑞穂営業所
瑞穂区社会福祉協議会
瑞　穂　警　察　署

☎841-7146
☎841-4063
☎842-0110

上 下 水 道 局「お客さま受付センター名水ダイヤル」 ☎884-5959

①東部…☎858‒4008 FAX842‒8122 住所:佐渡町 3‒18
②西部…☎872‒1705 FAX872‒1707 住所:堀田通 1‒18 シティアーク1階

瑞穂区いきいき支援センター瑞穂区いきいき支援センター

さくら大賞｢祝い桜｣
佐藤　健司

｢帰り道｣
亀井　延嘉

さくら賞

｢朝のシルエット｣
加藤　利秀

みずほ賞
渡辺　寛
松井　眞司
冨田　勝子

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。
日７／14（水）10：00～11：30　場瑞穂区役所会議室（５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。育児相談や保育士による手遊びなど。
受６／11（金）～７／１（木）に☎または電子申請（６面参照）で申し込み｡
    ☎での受け付けは土・日曜日を除く９：00～17：00に限ります。

第20回瑞穂のさくら写真展
区役所地域力推進室　☎852-9303　FAX852-9306

瑞穂区子育てサロン「さくらひろば」
区役所民生子ども課　☎852-9392　FAX852-9375

各種相談
☎・FAX　各記事を参照

6月は分別マナーアップ推進月間です！
瑞穂環境事業所　☎882-5300　FAX882-5305

熱中症を予防して夏を元気に過ごしましょう
瑞穂消防署　☎852-0119　FAX852-6223

大雨に備え側溝などの清掃にご協力を！
瑞穂土木事務所　☎831-6161　FAX831-8710
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災害応急対策図上訓練

瑞穂区内の
高校生がメンバー

問合 区役所企画経理室（☎852-9242・FAX851-3317)

瑞穂区将来ビジョンとは
区のめざすべき姿と、その実現に向
けた中長期の取り組みを体系化した
もので、令和２～５年度までを計画

期間としています。

　　　区政運営方針は、瑞穂区将来ビジョンに
　掲げる将来像の実現に向けて、年度ごとに実施する
具体的な取り組みを示すものです。
暮らしやすく魅力あふれるまちをめざし取り
組んでまいりますので、区民の皆さまの
　ご支援、ご協力をお願いいたします。

児童虐待のない
まちづくりの推進

いっしょに楽しもう！
さくら　スポーツフェスタ

ヤングサポーターみずほ
の活動の支援

瑞穂区
区政運営方針
瑞穂区

区政運営方針
を策定しましたを策定しました

区政運営方針に掲げている主な取り組み以外にも、区役所ではさまざまな
取り組みを行っており、今後も区民の皆さまの生命と健康を守るため、新
型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け取り組んでまいります。

詳細につきましては、瑞穂区役所
情報コーナーで配布している
区政運営方針（概要版）
または区公式ウェブ
サイトをご覧ください。

詳細につきましては、瑞穂区役所
情報コーナーで配布している
区政運営方針（概要版）
または区公式ウェブ
サイトをご覧ください。

寄附いただいた方の想いを生かし、
大切に活用させていただきます。

区まちづくり基金
への寄附実績

令和２年度実績：1件 200,000円

みずほフェスタ（作品展）

瑞穂区内のデイサービス
利用者などによる作品展

オレンジリボン
キャンペーン

高齢者向け
集団接種の予定

（5/20（木）現在）

 日　程  毎週水・木・土・日曜日（時間は予約時にご確認ください。）　　 会　場  瑞穂区役所講堂（２階）
受付開始 6/18（金）9：00～ 区役所では予約できません。
予約方法 コールセンター（050-3135-2252）またはウェブサイト（https://s-kantan.jp/city-nagoya-v-u/）7月

☎050-3135-2252コールセンター接種会場に関するお問い合わせ
集団接種会場での接種予約

新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載の行事などは中止または変更になる場合があります。各行事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。

広報 6月号
瑞穂区マスコット

キャラクター
みずほっぺ

瑞穂区マスコット
キャラクター
みずほっぺ

瑞穂区役所 〒467-8531 瑞穂通3-32編集 （代）841-1521☎ 852-9306FAX https://www.city.nagoya.jp/mizuho/HP
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