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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。

★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。
★体調がすぐれない方、新型コロ
　ナウイルス感染者または感染疑
　いの方と濃厚接触した方は健診
　を控えてください。
★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・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・１歳６か月児はフェ
　イスタオルをお持ちください。
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 ７／21（水）Ｒ３.３.16～３.31
８／４（水）Ｒ３.４.１～４.15

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

７／29（木）Ｒ１.９.13～９.24
８／５（木）Ｒ１.９.25～10.10

３歳児
７／13（火）Ｈ30.３.11～３.26
７／27（火）Ｈ30.３.27～４.11
８／10（火）Ｈ30.４.12～４.30

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８／６（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）

▼離乳食講習会～マンマコース～ 
日①７／16、②８／６（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）
▶個別で説明。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。
受①７／12（月）、②７／27（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７／30（金）10：00～11：30

８～９か月児と保護者
席４組（先着順）
▶個別で説明。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。
受７／14（水）～☎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）
日③７／16（金）、①８／２（月）
　各13：15～15：00

妊娠中のママとパパ
▶①赤ちゃん準備、③沐浴。
●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７／26（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）

▼むし歯予防教室（予約制）
日７／20（火）13：15～14：15　　 　
　７／29（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・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
申込・問合保健感染症係
　　　　　（☎837－3267）
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▼よちよち教室
日８／23（月）10：00～11：15

初参加の８～11か月児と保護者
席８組（先着順）　▶ふれあい遊び。
受７／26（月）～☎で申し込み。
申込・問合子育て総合相談窓口
　　　　　（☎837－3285）

▼子どものアレルギーとぜん息相談
日７／15（木）13：20～14：10

15歳未満の方と保護者
▶問診、専門医による個別相談・
　診察、保健・栄養相談。
受７／13（火）までに☎で申し込み。
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
日７／30（金）13：30～14：30

難病（神経・筋疾患）と診断され
　た方とご家族
▶体操。
受７／21（水）までに☎で申し込み。
申込・問合保健看護担当
　　　　　（☎837－3271）

▼はじめての歯みがき教室（予約制）
日７／28（水）
　９：45～10：00（受付時間）

初参加の10～12か月程度の乳児
▶ むし歯予防の話、歯みがき実

習、お悩み相談（歯、栄養）な
ど。

申込・問合保健感染症係
　　　　　（☎837－3267）

▼プレパパ教室（予約制）
日７／13（火）10：00～11：30

区内在住の出産を控えた夫婦
席15組（先着順）
▶①これからパパになる人へ。
　②チャイルドシートの基礎知識。
●講師／①古井 景さん
　　　　 （愛知淑徳大学教授）
　　　  ②ＪＡＦ職員
申込・問合子育て総合相談窓口
　　　　　（☎837－3285）

▼子育て講演会
日８／30（月）13：30～15：00
場Ｗｅｂ配信（Ｚｏｏｍ）

１歳～１歳６か月児と保護者
席15組（先着順）
▶｢こころを育む｣
　～１・２歳児をみる視点～
受７／30（金）～☎で申し込み。
●講師／寺本 亮さん（臨床心理士）
※Ｗｅｂ通信料がかかります。
申込・問合子育て総合相談窓口
　　　　　（☎837－3285）

水辺の生き物たちに触れ、身近な川のことをもっと知ろう！
日７／31（土）９：30～11：30　※雨天時、増水時は中止｡
場山崎川瑞穂橋付近　親水広場　 小学生とその保護者　席20人
受☎、はがき、メールまたは℻（山崎川水辺教室、〒住所、小学生と保護者
　の氏名、電話番号、年齢（学年）を記載）にて７／16（金）必着で申し込み。
　定員を超えた場合は抽選。７／21（水）頃に応募者全員に結果を通知。
申込・問合南区公害対策室（瑞穂区担当）　

 〒457－8508 南区前浜通３－10　☎823－9422・℻823－9425　 
　　　 　　 メールa6142811－07@minami.city.nagoya.lg.jp

乳幼児健康診査 子育て教室・相談心・体の健康教室・相談

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。

歯 の 健 康 教 室 ・ 相 談

☎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

▼８月集団接種の予定（区役所講堂）
日毎週水・木・土・日曜日
　（時間は予約時にご確認ください。）
場瑞穂区役所講堂（２階）
受７／20（火）９：00～コールセンター
　またはウェブサイトで申し込み。

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
８ ９ 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

８月※赤字が区役所講堂の接種予定日です。

ちょっとしたお困りごと、ご相談ください！｢地域支えあい事業｣
　高齢者や障害のある方などが抱えている、ちょっとした困りごとを
地域住民（ボランティア）の力で解決を図る活動のことです。

　誰もが安心して住み慣れた地域で長く暮らしていけるようなま
ちづくりを目指して、御剱・高田・堀田・穂波・井戸田・弥富の
６学区で実施しています。
活動内容：ゴミ出し、外出の付き添い、買い物支援、家具の移動、
　　　　  電球の取り換え、簡単な修理、話し相手など。

相談内容によってはお受けできない場合もあります。

▼個別接種
　直接医療機関にご確認ください。

コールセンター　
　050－3135－2252

ウェブサイト　
https：／／s－kantan.jp／city－nagoya－v－u／

　区役所では
　　予約できません。

山崎川の水辺の生き物観察教室

瑞穂区地域包括ケアだより⑤
瑞穂区社会福祉協議会　☎841-4063　FAX841-4080

（ ）
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▼今年もこの季節がやってきた！
　｢こどものまち☆みずほ｣実行委
　員説明会
日７／11（日）14：00～15：00

小学３年生～高校生
受現在受付中
▶�９／５（日）に開催する｢こどもの   

のまち☆みずほ｣の実行委員を大
募集！

　こどもだけで作る、こどもだけの
　まちを君の企画で実現しよう。

▼卓球大会（ごちゃまぜまっち）
日８／７（土）
　14：00～16：00

小学３年生～高校生　
席12人（先着順）
▶年齢ごちゃまぜで対戦します。
受７／24（土）10：00～☎で申し込み。

▼キッズシネマ
日７／18（日）
　①10：30～11：30
　②14：30～16：30

①幼児向け（保護者同伴）
　②小学生以上向け
席各回20人（当日先着順）
▶上映シネマは１週間前に発表。

▼福祉会館交流事業
　陶芸にチャレンジ
日８／３（火）９：30～11：30

小学生　
席９人（先着順）　￥500円
▶手びねりで作品を作ります。
受７／20（火）10：00～☎で申し込み｡
　申込は一回１名分まで。

▼金曜サロン
日８／６（金）10：30～11：30
席25人（先着順）
▶「命を守る水｣
　株式会社明治　食育セミナー。

▼ストーリーテリングおはなし会
日７／17（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。

▼学生ボランティアによる
　おはなし会
日７／31（土）14：00～14：20

幼児・小学生　席６組（先着順）
▶絵本や紙芝居の読み聞かせ。
受７／31（土）10：00～☎で申し込み｡

▼語りで聞くこわいおはなし会
日８／７（土）11：00～12：00

前半５歳～　後半小学生～
席各６組（当日先着順）

　｢みずほっぺあんしん情報シート｣
（緊急時あんしん情報ツール）とは、
災害時や緊急時に駆けつけた救急
隊などの救助者へ必要な氏名、か
かりつけ病院、緊急連絡先など情
報を的確に伝えるために、あらか
じめ記載し、ケースに入れて冷蔵
庫の外側などに貼っておくもので
す。お持ちでない方は区役所福祉
課までお問い合わせください。

区内在住の65歳以上のひとり暮ら
　しの方、75歳以上の方のみの世帯

▼みんなのおはなし会
日７／24（土）11：00～11：30

幼児・小学生
席６組（当日先着順）
▶絵本や紙芝居の読み聞かせなど。

▼英語でおはなし会
日７／21（水）11：00～11：30

乳幼児～　席６組（先着順）
▶絵本の読みきかせや歌など。
受７／21（水）10：00～☎で申し込み｡

▼名古屋市講座・名古屋市事業

受�①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､ 返信表面に〒住所、氏名を記載）、または電子申請（８面参照）にて、
７／26（月）必着で申し込み。定員を超えた場合は抽選。

　②は当日先着順。

講�座�名 開�催�日�時（回�数） 対�象 定�員

①水害に備え自助力を高める
　～水から命を守るために～

８／27（金）～９／24（金）
10：00～12：00（５回）

中学生を除く
15歳以上 20人

②子育てワイワイ
　広場

７／29（木）
10：00～11：30（１回）

乳幼児と
その保護者

5組
（10人）

▼夏休み特別企画
　バランスボールであそぼう
日８／２（月）
　①14：00～14：45
　②15：00～15：45

①小学１～３年生
　②小学4～６年生
席各回10人（先着順）
受７／20（火）13：00～☎で申し込み｡

▼脳活プリント★サロン
日７／29（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。

▼オンライン★作品展
　作品募集
▶ おうち時間（自粛期間）中に制作

した作品の募集。応募作品は
ウェブサイトに掲載。
市内在住の60歳以上の方

受 9／13（月）までに作品の写真を
郵送または持参。

　 詳細は上記申込先にて配布中の
チラシまたは会館ウェブサイト
をご覧ください。

▼レコードを聴く会
日７／27（火）13：30～15：30
席25人（先着順）　
▶レコードのメロディーを聴きな
　がら、想い出に浸りましょう。

▼リフレッシュ・ヨガ講座
日７／20（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。

▼金曜サロン
日７／16（金）10：30～11：30
席25人（先着順）　
▶「天の川コンサート」すくすく合奏
　団バイオリン演奏会。

上記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７／12（月）９：00～本人が窓口も
　しくは☎で申し込み。

受 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、返信表面に〒住所、氏名を記載）、または電子申請

（８面参照）にて①②は７／20（火）、③～⑤は８／８（日）必着で申し込
み。定員を超えた場合は翌日公開抽選。

　①・②申込・問合パロマ瑞穂アリーナ　　　　　　　　　　　　　
 （〒467－0072 田辺通３－4　☎836－8228・℻836－8221）
　③～⑤申込・問合管理第１係
 （〒467－0062 山下通５－4　☎836－8200・℻836－8206）

▼パロマ瑞穂練習プール（屋外）開場
開場日時：７／20（火）～８／31（火）10：00～17：30
休 場 日：毎週月曜日（８／９・30は除く）
利用料金：大人（中学生を除く15歳以上）300円
　　　　  小・中学生100円
　　　　  市内在住の65歳以上100円（要敬老手帳・運転免許証など）
※未就学児は無料（要保護者同伴）。
※期間中スタンプラリー開催。

教 室 名 開催日時（回数） 対 象 定 員 費 用

①ヨガ教室 ９／24～12／10の金曜
12：30～13：30（10回）

中学生を除く
15歳以上 25人 6,000円

②親子トリム＆
　エアロ教室

９／24～12／10の金曜
13：45～14：45（10回）

親子
（未就学児まで）

20組
（40人） 5,000円

③すこやかキッ
　ズA・B教室

９／28～12／７の火曜
A15：45～16：45（10回）
B16：50～17：50（10回）

A年少～年長児
B小学生

（１年生～３年生）

AB各
10人

各
6,000円

④ピラティス
　教室

９／28～12／７の火曜
12：30～13：30（10回）

中学生を除く
15歳以上 25人 6,000円

⑤健康体操教室 ９／28～12／７の火曜
13：45～14：45（10回）

中学生を除く
15歳以上 25人 4,000円

⑥テニス教室 ９／30～12／２の木曜
９：45～11：45（10回）

中学生を除く
15歳以上 25人 8,000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（③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７／８（木）～８／27（金）必着で申し込み。

　また、電子申請（８面参照）にて８／27（金）までに申し込みも可。
　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

教�　室　�名 開　催　日　時（回数） 対　象 定 員 費�　用

①幼児体操体験
　教室

８／13・20の金曜
15：30～16：30（２回）

年中～
年長児 30人 1,300円

②小学生体操体験
　教室

８／13・20の金曜
16：45～17：45（２回）

小学１・
２年生 30人 1,300円

③ジュニア
　ラグビー教室

９／５～１／29の土・日曜
９：00～10：30（８回） 小学生 60人 4,080円

④ジュニア
　サッカー教室
　（小学１・２年生）

９／５～１／29の土・日曜
11：00～12：30（８回）

小学１・
２年生 30人 4,080円

⑤ジュニア
　サッカー教室
　（小学３・４年生）

９／５～１／29の土・日曜
11：00～12：30（８回）

小学３・
4年生 30人 4,080円

｢みずほっぺあんしん
情報シート｣ の更新

区役所福祉課☎852-9395　FAX851-1350

特別休館のご案内
期間７／12（月）～16（金）
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　｢社会を明るくする運動｣ はすべての国民が、犯罪や非行の防止
と、過ちを犯した人の更生について理解を深め、それぞれの立場に
おいて力を合わせ、犯罪や非行のない
安全で安心な地域社会を築こうとする
全国的な運動です。
　犯罪や非行を防止するには、人を思
いやる心、明るい心を育むことが大切
です。
　みんなで力を合わせて、明るい社会
を築きましょう。

▼法律相談
日７／26（月）、８／13（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７／16・30、８／６（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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　夏は花火のシーズンです。花火で遊ぶときは火災や
事故を防ぐため、以下の注意を守って安全に行ってく
ださい。

●子どもだけで行わない。
●燃えやすいものから離れて使用する。　
●風の強い日には行わない。
●水バケツなどの消火の準備をする。
●新型コロナウイルス感染症対策のため大人数では
　行わないようにする。

　さくらの名所として瑞穂区の誇りといえ
る山崎川ですが、ごみが投棄されています
と、せっかくの景観が台無しになります。
　わたしたちの生活に憩いと潤いを与えて
くれる貴重な水と緑の空間を美しく保つた
めに、皆様のご協力をお願いします。

　無作為に抽出した区民2,000人の方を対象に、区政に対するご意見
などを把握するためのアンケート調査を実施します。アンケート用紙
が届いた方は、ご協力をお願いします。

▼瑞穂区の人口　108,423人に　
　令和2年10月１日を調査期日として実施された国勢調査の結果（速
報値）がまとまりました。
　世帯数51,591世帯、人口108,423人となり、前回（平成27年）と比較
すると世帯数は2,962世帯の増加、人口は3,066人の増加となりまし
た。
　国勢調査にご協力いただきありがとうございました。

※数値は名古屋市で集計した速報値
　であり、総務省が公表する数値と
　は異なることがあります。

▼もの忘れ相談医による専門相談
日②７／28（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①８／４（水）13：00～15：00②７／29（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②７／20（火）13：30～15：30

認知症の方を介護している家族　▶認知症の人への関わり方を学ぼう。

▼弁護士による無料法律相談（要予約）
日②７／21（水）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、健康チェック、施設見学

名　 称 日　時 場　所 対　象

ティー
タイム

７／16（金）
14：00～15：30

オーネスト神穂
（神穂町５－10）

介護について不安や悩み
のある方、学びたい方

　風で飛散した袋は通行の妨げとなります。袋が飛ばないように以下の
対策をしましょう。

●カラス対策用ネットなどを使用する。
●ネットの｢おもし｣は、水をいれたペットボ
　トルなど破損のおそれが少ないものを使用
　する。
●洗濯バサミやＳ字フックなどで固定する。
●収集後はネットが通行の支障にならないよ
　うに片づけをお願いします。

各種相談
　☎・FAX各記事を参照

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

瑞穂環境事業所　☎882－5300　FAX882－5305

瑞穂消防署　☎852－0119　FAX852－6223
花火による火災や事故を防ぎましょう

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

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８／５（木）10：00～11：30　場瑞穂区役所５階会議室
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７／12（月）～30（金）に☎または電子申請（８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。

日９／７・14・21・28、10／５・12（各火）
　10：00～12：00（全６回）
場瑞穂区役所会議室　 区内在住の2歳から小学校３年生までの保護者
席16人　託児定員10名（母子同室での受講はできません。）
受７／12（月）～８／10（火）に☎または電子申請（８面参照）で申し込み｡
●講師／競 朗子さん（Office MOTOHIRO）
※定員を超えた場合は抽選。別途託児用おやつ代１回50円。
　☎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。

～講師より参加者の皆さまへメッセージ～
　「私の子育て、これでいいのかな？」と、迷うことはありませんか？
　子どもの心を育むために、必要で大切な親の関わり方についてお話
しします。心を楽にして子育てができるよう、お手伝いをしたいです。

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

たたかない　どならない　子育て
区役所民生子ども課　☎852－9392　FAX852－9375

社会を明るくする運動
社会を明るくする運動瑞穂区推進委員会（区役所総務課内）　☎852－9215　FAX851－3317

区役所総務課統計選挙係　☎852－9222　FAX852－9225
令和２年国勢調査　集計結果（速報値）

瑞穂区区民アンケートにご協力ください
区役所企画経理室　☎852－9242　FAX851－3317

　夏の暑さや日照りが続くと、道路や公園の樹木が
弱ってしまいます。家庭のあまり水で、身近な街路
樹や公園樹への水やりにご協力をお願いします。

瑞穂土木事務所　☎831－6161　FAX831－8710

瑞穂土木事務所　☎831－6161　FAX831－8710

街路樹・公園樹への水やりにご協力ください

７月は河川愛護月間です～山崎川を美しく保ちましょう～

プラスチック製容器包装の飛散防止対策を
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ト

見に行こう！！

名古屋高速道路の建設工事は堀田地区から始まりました。着工当時を紹介する歴史看板と
名古屋芸術大学がデザインした橋脚ラッピングアートが設置されていますのでぜひご覧ください。

名古屋高速道路公社総務課(☎919-5400・FAX919-5655)
区役所地域力推進室(☎852-9303・FAX852-9306)問合

区役所地域力推進室
(☎852-9303・FAX852-9306)問合

例年８月に開催しておりました
が、秋以降に延期となりました。
開催について決まりましたら改
めてお知らせします。

区内にある企業を訪問して、モノづくりについて知ろう！

発見、瑞穂のものヂカラ！
❶いろんなものに印刷してみよう！

❷｢パンの秘密｣を知ろう！！

❸｢クルマの排ガスを
　 きれいにするセラミックス｣について知ろう！

名古屋市立大学連携事業
❹なつやすみ薬学教室

❺知って楽しむ！
　夏のおもしろ科学実験教室！

あなたも科捜研の
一員になれる?!

ちょっと不思議な科学実験を
大学生と一緒に体験してみよう！  はがき、FAXまたはメールに｢イベント番号・

イベント名｣と必須事項(住所、氏名(ふりがな)、
電話番号、学年)を記入のうえ①～③は７/26

（月）、④⑤は８/11（水）必着で申し込み。複数の
訪問先を希望される方は、希望順位を明記して
ください。定員を超えた場合は抽選。各開催日
の10日前までに、当選者に案内を発送します。
※イベント①②⑤は、昨年度と同様の内容にな
　ります。

みて！しって！たのしむ！
瑞穂区民まつり

延期のお知らせ

橋脚ラッピング
アート

歴史看板…堀田駅南交差点西　橋脚ラッピングアート…堀田駅前交差点付近場所

区公式ウェブサイトに
掲載中です。

イベン

❶～❸共通事項

日時   8/30(月)  10:00 ～ 12:00
場所   滝子キャンパス（瑞穂町字山の畑１）
対象   区内在住の小学４～６年生、中学生
定員   32人

日時   8/28(土)  13:30 ～ 15:30
場所   田辺通キャンパス（田辺通３-１）
対象   区内在住の小学５・６年生、中学生
定員   20人

日　時   ８/10(火)  10:00 ～ 12:00
　　　   ブラザー工業  
訪問先   ブラザーミュージアム
　　　   (塩入町5-15)

日　時   ８/18(水)  10:00 ～ 12:00

訪問先   フジパン
　　　   (松園町1-50)

日　時   ８/25(水)  10:00 ～ 12:00
訪問先   日本ガイシ(須田町2-56)

対象　区内在住の小学５・６年生、中学生
定員　各10名
　　　ブラザー工業株式会社
協力　フジパングループ本社株式会社
　　　日本ガイシ株式会社

❹・❺共通事項
協力   公立大学法人名古屋市立大学　
　　   薬学部・総合生命理学部

mizu
ho

申し込み
方法

❶～❺共通

※マスク着用のうえご参加ください。また、体調がすぐ
　れない方の参加、保護者の見学はご遠慮ください。

申込・問合  区役所地域力推進室(〒467-8531(住所不要)　☎852-9303・FAX852-9306　　  a8529303@mizuho.city.nagoya.lg.jp)

参加
に

しよう！

名古屋
高速道路
歴史看板

瑞穂区民まつり2021

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 7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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