
11瑞 穂 区 ⓭3

▼３か月児

▼１歳６か月児・３歳児

▼性感染症検査
日12／３（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｡
※無料。匿名可（緊急時の連絡先の
　み記載）。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①11／19②12／３（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 ①11／12（金）②11／24（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③11／19（金）①12／６（月）
　②12／10（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11／15（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）

▼むし歯予防教室（予約制）
日11／11（木）９：00～10：00、11／16（火）13：15～14：15（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（※）、１歳児の保護者
　の歯科検診（希望者のみ）。
●持ち物／歯ブラシ、タオル、母子健康手帳
※フッ化物塗布は希望者のみです。￥720円かかりますので、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）

▼男の健口栄養教室
日12／22（水）10：00～11：15

区内在住の65歳以上の男性
席８人（先着順）
▶健康のための口腔ケアなどの講話。
受 12／１（水）～17（金）までに☎で申

し込み。
●持ち物／筆記用具
申込・問合保健感染症係
　　　　　（☎837－3267）

▼歯つらつ栄養教室
日11／16（火）10：00～11：15　 区内在住の65歳以上　席８人（先着順）
▶お口と栄養の教室。　受11／11（木）～窓口または☎で申し込み。
申込・問合感染症対策等担当（☎837－3264）
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▼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）
▶子育ての悩みなど保健師などが
　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）

▼離乳食講習会～モグモグコース～  
日11／26（金）10：00～11：30

８～９か月児と保護者
席４組（先着順）
▶ 個別相談。離乳食（１日２回食か

ら３回食への進め方）の話など。
受11／15（月）～☎で申し込み。
申込・問合保健感染症係
　　　　　（☎837－3267）

　これからの季節は、ネズミが入
り込み、住居内での被害が発生し
やすい時期になります。ネズミの
住みづらい環境を作りましょう。
問合千種保健センター環境薬務室
　　住居衛生・薬務担当
　　（☎753－1973）

日12／２（木）13：30～14：45
区内在住の65歳以上の男性

席7人（先着順）
▶健康に過ごすための筋肉づくり。
受 11／11（木）～窓口または☎で申

し込み。
申込・問合感染症対策等担当
　　　　　（☎837－3264）

★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。
★｢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。｣以上の
　場合に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）

区 分 診 査 日 対象児の生年月日

１歳６
か月児

11／11（木） Ｒ２.３.８～３.30
11／25（木） Ｒ２.３.31～４.19
12／９（木） Ｒ２.４.20～５.３

３歳児
11／30（火） Ｈ30.９.３～９.16
12／7（火） Ｈ30.９.17～10.１

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

心 ・ 体 の 健 康 教 室 ・ 相 談

▼乳がん検診
日１／20（木）午前（指定の時間）
場瑞穂区役所　 40歳以上の女性
席40人（先着順）　￥500円�免
▶ 問診、マンモグラフィ（乳房Ｘ線

検査）。
受 11／20（土）～12／30（木）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１回。
申込・問合 集団健診予約受付セン

ター（☎0570－041-758）
名古屋市健診（検診）
総合ウェブサイト

男のマッスル講座

区 分 診 査 日 対象児の生年月日

３か月児 11／17（水） Ｒ３.7.16～7.31
12／１（水） Ｒ３.８.１～８.15

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

▼マタニティクッキング
日12／２（木）10：00～11：00

妊婦の方　席４人（先着順）
▶栄養バランスの話・簡単な調理
　実習など（試食はありません）。
受 11／17（水）～29（月）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）

�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

11・12月はネズミ防除
運動期間です

　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。

●分別方法や収集日に悩んだら、資源・ごみ分別アプリ｢さんあ～る｣。
主な機能：分別方法の検索・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・スペイン語・
　　　　　ポルトガル語・フィリピノ語・ベトナム語・
　　　　　ネパ－ル語。

11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

●プラマーク・紙マークがついたごみが可燃ごみに混ざっていませんか？
プラマーク・紙マークがついていたら資源です！

●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。
お近くの回収拠点または環境事業所にお持込ください。
※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は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。

プラスチック
製容器包装へ

紙製容器
包装へ

検索分別アプリ さんあ～る

スリーアローマーク

歯 の 健 康 教 室 ・ 相 談

▼ 難病（神経・筋疾患）患者・家族
のつどい

日11／18（木）
　13：10～13：30（受付時間）　

難病（神経・筋疾患）と診断され
　た方とご家族
▶嚥下とことばのリハビリなど。
受11／11（木）までに☎で申し込み。
申込・問合保健看護担当
　　　　　（☎837－3271）

▼子どものアレルギーとぜん息
　相談
日11／18（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、保健相談など。
受11／16（火）までに☎で申し込み。
申込・問合保健感染症係
　　　　　（☎837－3267）

▼はじめての歯みがき教室（予約制）
日11／18（木）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、歯と栄養のお悩み
　相談。
申込・問合保健感染症係　　　　
　　　　　（☎837－3267）
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▼巡回日程
日12／３（金）10：00～11：00
場春山荘２号棟北側駐車場（春山町）

▼パソコン初心者教室
日11／24、12／８（各水）10：00～12：00　席各回12人（当日先着順）
▶①初心者体験コース（２時間）②相談コース（自由時間）。
　※①は過去に３回受講された方は受講できません。

▼名古屋女子大学交流事業
　｢プログラミングを体験しよう｣
日11／27（土）10：00～11：15
場名古屋女子大学（汐路町３－40）

小学４年生～中学生
席15人（先着順）
▶�「スクラッチ」を使ってオリジナ

ルのゲームやアニメーションを
作ろう。

受11／13（土）10：00～☎で申し込み。

▼リフレッシュ・ヨガ講座
日11／12（金）
　10：00～10：40、10：50～11：30
席各25人
▶イスでの簡単ヨガ。

福祉会館への申し込みは次のとおり｡
福祉会館利用証をお持ちの方

受11／11（木）９：00～窓口または☎
　で本人が直接申し込み。
すべて先着順で事前予約が必要。

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

☎･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

自動車図書館自動車図書館
☎･FAX 共通 821‒3364

▼金曜サロン
日①11／19②12／３（各金）
　10：30～11：30
席各25人　
▶①ウクレレ演奏会②ハンドベル
　演奏会。

③申込・問合パロマ瑞穂スポーツパーク管理第１係
　　　　　　（〒467－0062 山下通５－４ ☎836－8200・℻836－8206）
⑤申込・問合パロマ瑞穂スポーツパーク管理第２係
　　　　　　（〒467－0011 萩山町３－68－１ ☎836－8210・℻836－8211）

▼第３期スポーツ教室
教　室　名 開催日時（回数） 対　象 定員 費用

①フラダンス教室Ⅲ 12／７～２／22の火曜
14：10～15：10（10回）

中学生を除く
15歳以上の女性 40人 5,200

円

②バレトン教室Ⅲ 12／８～３／２の水曜
13：45～14：45（10回）

中学生を除く
15歳以上 40人 3,900

円
③大人のためのサッカー
　クリニック

12／11～３／５の土・日曜
10：00～12：00（５回）

中学生を除く
15歳以上 50人 5,500

円
④赤ちゃん（１歳児）と一緒
　産後改善エクササイズⅢ

12／15～３／23の水曜
10：45～11：45（10回）

１歳児と
その母親 20組 5,800

円
⑤赤ちゃんと一緒
　産後ヨガ

12／27～３／14の月曜
10：00～11：00（５回）

４か月以上の
０歳児と母親 14組 4,000

円
★みんなでクリスマスを楽しみま
　しょう♪みんなで楽しく音楽会
　～まちどおしいなクリスマス！～
　日12／５（日）９：30～10：15
　 乳幼児と保護者
　席15組（先着順）
　受11／20（土）10：00～
　　☎で申し込み。
★クリスマスパーティーがはじま
　るよ！サンタさんとメリークリ
　スマス
　日12／５（日）11：00～11：45
　 乳幼児と保護者
　席15組（先着順）
　受11／20（土）11：00～☎で申し込
　　み。
★かんたんおもちゃづくり
　日12／５（日）13：30～14：30
　 年少児～小学生（幼児要保護者）
　席15人（先着順）
　受11／20（土）13：00～
　　☎で申し込み。
★クリスマスのペーパークラフト
　をつくろう！
　日12／５（日）15：00～16：00
　 年少児～小学生（幼児要保護者）
　席20人（先着順）
　受11／20（土）14：00～☎で申し込
　　み。

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、
　①③はお子様の氏名（ふりがな）、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、①は11／15（月）、②は11／19（金）、
　③は12／３（金）必着で申し込み。定員を超えた場合は抽選。

①②④申込・問合パロマ瑞穂アリーナ
　　　　　　　　（〒467－0027 田辺通３－４ ☎836－8228・℻836－8221）

▼ストーリーテリングおはなし会
日11／20（土）11：00～11：30

５歳以上　席６組（当日先着順）
▶語りだけのおはなし会。

▼学生ボランティアによるおはな
　し会
日11／27（土）14：00～14：20

幼児・小学生　席６組（先着順）
▶名古屋女子大学の学生ボランティ
　アによる絵本などの読み聞かせ。
受当日10：00～☎または窓口で申
　し込み。

▼ちいさいひとむけおはなし会
日11／11・25、12／９（各木）
　11：00～11：20

乳幼児　席各６組（先着順）
受当日10：00～☎で申し込み。

☎841‒3113 FAX841‒1348
 住所:萩山町 1‒22

瑞穂福祉会館瑞穂福祉会館

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、④⑤はお子様の氏名、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、①②④は11／17（水）、③は11／24（水）、
　⑤は12／６（月）必着で申し込み。定員を超えた場合は抽選。教室開始
　日までに対象年齢に達している必要があります。１組とは保護者１人
　につき子ども１人とします。

「
年
末
の
生
活
安
全
市
民
運
動
」12
月
１
日（
水
）～
20
日（
月
）『
み
ん
な
で
創
ろ
う
、
安
心
・
安
全
な
ご
や「
犯
罪
に
あ
わ
な
い
」「
犯
罪
を
起
こ
さ
せ
な
い
」「
犯
罪
を
見
逃
さ
な
い
」３
Ｎ（
な
い
）』

▼落語の楽しみ方講座2021
日12／４（土）14：00～15：00
席15人（先着順）
受11／20（土）10：00～☎または窓口
　で申し込み。
●講師／光屋 鶴太さん

▼みんなのおはなし会
日11／13・27（各土）11：00～11：30

幼児・小学生　
席各６組（当日先着順）

▼ロコモ・メタボ対策セミナー
日12／４・11（各土）10：00～11：30（２回）　席15人（先着順）　￥1,000円
▶ノルディックウォーキングなどを体験しよう！
受11／11（木）10：00～☎または℻（セミナー名、〒住所、氏名（ふりがな）、
　電話番号、年齢を記載）で申し込み。
申込・問合パロマ瑞穂スポーツパーク管理第２係
　　　　　（☎836－8210・℻836－8211）

▼懐かしのレコードを聴く会
日11／29（月）13：30～15：00　席25人

▼脳活プリント☆サロン
日11／25（木）13：30～15：00　席25人
▶クロスワードパズルなどに挑戦。

▼ノルディックウォーキング体験会
日11／17・19・22・24・26、12／１・３・８・10（各月・水・金）
　10：00～11：15

中学生を除く15歳以上　席各10人（先着順）　￥各300円
受11／11（木）～☎または窓口で申し込み。空きがあれば当日申し込みも可。

▼名古屋女子大学交流事業
　｢楽しいクッキー作り｣
日12／18（土）13：30～14：30
場名古屋女子大学（汐路町３－40）

小学生～高校生　席16人（先着順）
受12／４（土）10：00～☎で申し込み。

教　室　名 開催日時 対　象 定員 費用
①ＮＥＳＰＡ主催事業
　マージ―小倉の親子で
　マジック教室

12／11（土）
14：00～16：00

小学生と
保護者 12組 1,000円

②ＮＥＳＰＡ主催事業
　年越しそば打ち体験

12／19（日）
13：00～15：30

中学生を除く
15歳以上 12人 2,200円

③トライアルウインター
　親子でつくってあそぼう～サ
　ンタクロースの衣装を作って
　キッズ・サンタになろう～

12／25（土）
10：00～12：00

小学生と
保護者 10組 650円

※一家庭につき保護者２人まで。
※午前の部は１行事のみ参加可。

▼名古屋女子大学共催事業
　｢第13回みんなでメリー・クリ
　スマス！｣

☎853‒0450 FAX853‒0451
 住所:豊岡通 3‒29

瑞穂図書館瑞穂図書館

ルールを守って明るい選挙
贈らない！求めない！受け取らない！～みんなで守ろう三ない運動～

瑞穂区明るい選挙ポスター・書道作品展
明るい選挙名古屋市瑞穂区推進協議会・瑞穂区選挙管理委員会　☎852－9222　FAX852－9225

日11／15（月）～26（金）８：45～17：15（土・日曜日、祝日を除く）　
場瑞穂区役所ロビー（１階）
▶市と区の審査で入選された小・中学生、高校生の作品を展示。

日８：45～17：15（土・日曜日を除く）各最終日は14：30まで　
場瑞穂区役所ロビー（１階）

第57回瑞穂区小中学校特別支援教育児童生徒作品展
区役所福祉課　☎852－9384　FAX851－1350

12／１（水）～７（火） 12／８（水）～14（火） 12／15（水）～21（火）

中学校 田光・萩山・
瑞穂ケ丘 中学校 汐路・津賀田

事業所など
小学校 堀田・穂波・弥富・

豊岡・中根・高田 小学校 汐路・陽明・
瑞穂・井戸田

▼各種講座
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▼弁護士による無料法律相談 要予約
日②11／17（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相談。
※１人30分程度。資力要件など条
　件あり。

▼法律相談
日11／26、12／10（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11／12・19・26、12／３（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）

▼もの忘れ相談医による専門相談
日①11／11、12／９（各木）
　②11／24（水）
　13：30～15：00　
もの忘れが気になる方やその家族

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

瑞穂消防署　☎852－0119　FAX852－6223
消防団員募集中！

所在地：新開町26－26　　　 利用時間：9：30～20：30	
休館日：日曜日、祝日、振替休日、ＧＷ、夏季、年末年始など
施設内容：会議室、調理室　管理運営：堀田学区連絡協議会

10／29（金）堀田コミュニティセンター開館！
堀田コミュニティセンター　☎717－1424

▼オレンジカフェみずほ
　ティータイム
日11／11、12／９（各木）
　14：00～16：00
場コーヒー甚六（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
▶交流会、プチ勉強会など。

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

名　称 所　在　地 電　話 入　所　説　明　会
御剱どろんこクラブ 御剱町３－37 872－6646 11／28（日）10：00～
穂波子ども広場 神穂町６－15 821－5000 12／11（土）10：00～
瑞穂学童保育所 本願寺町２－56

851－8173 １月開催予定
第二瑞穂学童保育所 本願寺町２－75－３
あさがお学童保育所 洲山町３－43

842－0807 １月以降開催予定
第２あさがお学童保育所 洲山町２－24－６
弥富・中根第１学童クラブ 田辺通６－10－２ 832－6010 １月開催予定

弥富・中根第２学童クラブ 井の元町124－２ 831－0994 11／21（日）10：00～
12／５（日）10：00～

西中根学童クラブで開催西中根学童クラブ 中根町３－１ 887－9354

陽明学童保育所 下山町１－92 861－0800 11／13（土）19：00～

汐路学童保育所 洲雲町４－60－６ 853－3045 11／21（日）10：00～
汐路学童保育所で開催第二汐路学童保育所 石川町３－19－３ 842－5023

　学童保育所とは、就労などにより昼間保護者がいない家庭
の子どもたちが、安全で豊かな放課後を過ごすために、地域
の方が役員になり自主的に運営しているものです。

令和３年度学童保育所（留守家庭児童健全育成事業）入所説明会
各留守家庭児童育成会

　１／10（祝・月）に各小学校区単位で開催します。今年度は、介助などが必
要な方を除き、新成人ご本人様以外の参加をご遠慮いただきます。詳細は
12月中に案内状でお知らせします。案内状がなくても出席できます。
※住民登録されている学区以外へ参加希望の方はご連絡ください。

令和４年　成人の日記念行事のご案内
区役所地域力推進室　☎852－9308　FAX852－9306

　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・緊急時に駆けつけた救急隊などの救助者へ、氏名、
生年月日、緊急連絡先などを伝えるために、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。

　配布対象　～必要な方は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

みずほっぺあんしん情報シートをお持ちですか？
区役所福祉課　☎852－9395　FAX851－1350

▼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）

▼認知症家族教室
認知症の方を介護している家族

　日①11／12（金）②11／16（火）
　　13：30～15：30
　▶認知症を正しく理解しよう。
　日①12／10（金）10：00～12：00
　▶介護の体験を聴こう。

　車両が歩道を横断して駐車場などに出入りする場合、歩道や
歩道の下のライフラインが破損するおそれがあるため、歩道の
補強や車道の縁石を切り下げる｢乗り入れ施設の設置工事｣が必
要です。乗り入れブロックや鉄板を道路に置くことは、原動機
付自転車や自転車の転倒事故の原因となり大変危険で、法令違
反になります。なお、乗り入れ施設の設置工事には、道路工事
施工承認の手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。
※工事費用は自己負担です。

　道路に放置された自転車や原動機付自転車は、通行を妨げ事故の原因に
なるなど危険です。必ず自転車駐車場をご利用ください。
　駅周辺の自転車等放置禁止区域には、道路上に標識があります。

自転車等放置禁止区域（駅名） 撤去された自転車などの保管場所
桜山、瑞穂区役所、瑞穂運動場西、
瑞穂運動場東、総合リハビリセンター

中根保管場所　☎834－9697
（瑞穂区関取町166）

堀田、新瑞橋、妙音通
神宮保管場所　☎682－4025
（熱田区神宮四丁目２－17）

放置された自転車・原動機付自転車は即時撤去の対象です。

※自転車等放置禁止区域以外の瑞穂区全域で撤去された場
　合の保管場所は中根保管場所です。
※引き取りは月～土曜日14：00～19：00（祝日、年末年始を除く）。
※撤去日から１カ月過ぎても引き取りのない場合は処分します。
※引き取りには手数料が必要です。

瑞穂土木事務所　☎831－6161　FAX831－8710
11月は放置自転車追放月間

瑞穂土木事務所　☎831－6161　FAX831－8710
道路に乗り入れブロックなどを置かないで

▼令和３年以降は、年末調整等説明会を実施しないことになりました
　年末調整などに係る関係用紙の発送や国税庁ウェブサイトの｢年末
調整がよくわかるページ｣の開設は例年通りの予定です。年末調整関
係用紙を当該ウェブサイトから入手できるほか、｢年末調整のしかた｣
や｢法定調書の作成と提出｣に関する動画が掲載される予定です。

▼税務署に行かなくても２種類の方法で確定申告はできます！
国税庁ウェブサイト　　https：／／www.nta.go.jp

１
マイナンバーカードを利用してｅ－Ｔａｘで提出。
※マイナンバーカードの申請手続きは区役所市民課にお尋ねください。

２ 税務署でＩＤ・パスワードの発行手続きをしてｅ－Ｔａｘで提出。

「
年
末
の
交
通
安
全
市
民
運
動
」　

12
月
１
日（
水
）～
10
日（
金
）「
マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
な
ご
や　

な
く
そ
う
交
通
事
故　

～
広
め
よ
う　

交
通
安
全
ス
リ
ー
Ｓ
運
動
～
」

　消防・救急・防災の知識と技術を身につけ、
応急手当の普及や防災訓練の指導などを行うと
ともに、災害発生時には消防署と連携して被害
の軽減に努めます。
　経験豊富な消防団員が丁寧に指導し
ますので、お気軽にご応募ください。
　ウェブサイトもご覧ください。→

入団資格
○区内居住・在勤・在学
○年齢が18歳～65歳
○心身ともに健康で、活
　動に支障のない方
女性の方も活躍中！
ご応募ください！

▼11／12（金）～18（木）は全国一斉｢女性の人権ホットライン｣強化週間
　ＤＶ、セクハラなど女性の人権問題に関する相談…☎0570－070－810
　受付時間：11／12（金）・15（月）～18（木）８：30～19：00
　　　　　 11／13（土）・14（日）10：00～17：00
▼12／４（土）～10（金）は｢第73回人権週間｣
　みんなの人権110番…☎0570－003－110
　子どもの人権110番…☎0120－007－110
　外国語人権相談ダイヤル…☎0570－090－911
　メールによるインターネット相談受付窓口（https：／／www.jinken.go.jp／）		

要予約

女性の人権ホットライン・第73回人権週間
名古屋法務局人権擁護部　☎952－8111

昭和税務署からのおしらせ
昭和税務署　☎881－8171（音声案内２を選択）

秘密
厳守

広げよう支援の輪～あなたの思いやりと理解が
犯罪被害者などの支えになります～ 瑞穂警察署
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広報 11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

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。

052-76
1-4152☎なごや
っ子S

OS

189
児童相談所虐待対応ダイヤル

☎ 一部のⅠＰ電話
からはつながり
ません。

(いち・はや・く)

ひとり
で悩ま

ないで

　　助
けをも

とめて
くださ

い。

052-933-0099
☎なごや妊娠SOS

妊娠中の不安など　　　　　相談してください。

名古屋市では条例により毎年５月と11月を｢児童虐待防止推進月間｣と定めています。瑞穂区でも５月と11月を中心に多くの関係団体の協力
を得て、区民の皆さまに児童虐待防止についての理解を深めてもらうとともに、主体的なかかわりを持てるよう取り組みを行っています。

問合 区役所民生子ども課 (☎852-9392 ・ FAX852-9375)  

さくらスイーツマップ掲載店募集さくらスイーツマップ掲載店募集

詳しくは区公式ウェブサイ
トを確認。また
は下記までお
問い合わせく
ださい。

はがき、FAXまたはメールに「イベント名：瑞穂区まちかどコン
サート」、代表者の〒住所・氏名(ふりがな)・電話番号、申込者全
員の氏名(ふりがな)、車いす席希望の場合は「車いす席希望」を
記入のうえ、12/10（金）必着で申し込み。応募は1組1通のみで
４人(同伴の保護者も含む)まで申し込み可。12/20(月)に、当選
者のみに案内を発送します。

桜の開花時期にあわせ、“さくらスイーツ”で瑞穂区の魅力発信のお手伝いをしてい
ただけるお店を募集します。

桜の時期にさくらにちなんだスイーツの販売にご
協力いただける区内のお店を紹介するマップを、
区公式ウェブサイトで配信(掲載は無料)。広報
なごや３月号や瑞穂区役所のTwitterで紹介する
ほか、二次元コードつきチラシを配布。

令和4年春の桜の開花時期に瑞穂区内で
さくらにちなんだスイーツを販売するお
店。和菓子、洋菓子を問いません。またカ
フェなどイートインで提供されるスイーツ
も含みます。

対象さくら
スイーツ

①瑞穂区マスコットキャラクター｢みずほっぺ｣
　をイメージしたスイーツ
②過去のさくらスイーツコンテスト入賞作品
③さくらをイメージしたスイーツ

申し込み
方法

「掲載申込書」を12月7日(火)までに区役所地
域力推進室へご提出ください。

その他

瑞穂区まちかどコンサート瑞穂区まちかどコンサート

新型コロナウイルス感染症の対策にご協力のうえ、お越しください。

松井 瑠佳さん（ハープ）、河合 裕二さん（チェロ）出演
150人（うち車いす席6人）※定員を超える場合は抽選定員

瑞穂文化小劇場（豊岡通3‒29）場所
区内在住（小学生以下は、要保護者同伴）対象

1月13日(木)14:00～15:00（13:00開場）日時

瑞穂文化小劇場(豊岡通3ｰ29)

令和3年11月19日（金）
開演13:30（開場12:40）

場所

渡辺 哲雄さん
（1994年中日新聞生活欄
「老いの風景」連載）

講師
日時

申込・問合

※動画は、福祉会館の談話コーナーや名古屋市総合リハビリテーションセンターロビーのテレビでも見られます！

地域包括ケア動画配信！～自宅でみずほフェスタ’21に参加しよう～

介護サービス事業所利用者による作品展
～みずほフェスタ’21終了後に動画配信予定！！～

瑞穂区役所さくらルーム(２階)

11月8日(月)～12日(金)12:00～16:00
(8日(月)は13:00～16:00)

場所

日時

瑞穂区地域包括ケア推進　市民講演会　
「コロナ禍のつながり作り～地域を再生するために～」

詳しくは10月号またはチラシをご参照ください
● 先着150人　　
● 事前申し込みが必要です。

◆ 介護保険のサービスを利用して　～当事者の家族の声を聴く～【11月上旬公開予定】
◆ みずほ体操　自宅で楽しく体を動かしてみましょう♪
◆ 障害についての理解　「障害があるってどんなこと？」など

問合 区役所福祉課 (☎852-9366 ・ FAX851-1350)  

優雅な音色で特別なひとときを
～ハープとチェロによる名曲コンサート～

概　要 対象店

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

みずほフェスタ’２１「コロナに負けるな！つながろう瑞穂！」

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため事前収録した映像を上映します。
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