
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）総合サイト

区 分 診 査 日 対象児の生年月日

３か月児
12／15（水）Ｒ３.８.16～８.31

１／５（水）Ｒ３.９.１～９.15

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

▼性感染症検査
日１／７（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が必要）。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①12／17②１／７（各金）
　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。
受①12／13（月）②12／21（火）～☎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12／17（金）
　13：15～15：00

妊娠中のママとパパ
▶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12／20（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）

▼男の健口栄養教室
日12／22（水）10：00～11：15（受付９：45～） 
区内在住の65歳以上の男性

席6人（先着順）　
▶安全に楽しく食事をして健康に過ごすためのお口と栄養の教室。
受12／17（金）までに☎または窓口で申し込み。
申込・問合保健感染症係（☎837－3267）
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▼はじめての歯みがき教室（予約制）
日12／16（木）９：45～11：30

初参加の10～12か月程度の乳児
▶個別で説明。むし歯予防の話、歯みがき実習、お悩み相談（歯、栄養）。
申込・問合保健感染症係（☎837－3267）

▼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）
▶子育ての悩みなどについて保健
　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12／24（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、お口の話、離乳食
　の見本展示。
受12／14（火）～☎で申し込み。
申込・問合保健感染症係
　　　　　（☎837－3267）

　ノロウイルスによる食中毒・感染性胃腸炎は
１年を通じて発生しますが、特に冬場にかけて
流行する傾向にあります。
　ノロウイルスは手指や食品などを介して感染
し、１～２日の潜伏期間の後、下痢、おう吐、
腹痛、発熱などの症状が出ます。数日で回復し
ますが、その後もしばらく便中にウイルスが排
せつされますので注意しましょう。

問合食品衛生・動物愛護等担当（☎837－3253）

★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 12／23（木）Ｒ２.５.４～５.15

３歳児
12／14（火）Ｈ30.10.２～10.21

12／21（火）Ｈ30.10.22～11.12

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

歯 の 健 康 教 室 ・ 相 談

心 ・ 体 の 健 康 教 室 ・ 相 談

ノロウイルスに要注意ロコモティブシンドローム予防教室

▼乳がん検診
日２／21（月）午前（指定の時間）

市内在住の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12／21（火）～1／31（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。

�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。

日１／24・31（各月）の２日間コース　13：30～14：50（受付13：15～）
区内在住

席10人（先着順）
▶ ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の予防を目的とした講話
や運動および栄養のお話を行います。

受12／13（月）～１／17（月）窓口または☎で申し込み。

申込・問合感染症対策等担当（☎837－3264）

加齢に伴う筋力の低下や関節などの病気、骨粗
しょう症などにより運動器
の機能が衰えて、要介護や
寝たきりになってしまった
り、そのリスクの高い状態
を表す言葉です。

ロコモティブシンドロームとは

▼むし歯予防教室（予約制）
日12／23（木）９：00～10：00（受付時間）

おおむね１歳児から就学前児
▶ 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／歯ブラシとタオル、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）

<予防４カ条>
①手洗いはしっかり　　

②食品の十分な加熱調理

③調理器具の洗浄・消毒

④汚物の適切な処理　　
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▼名古屋女子大学交流事業｢木材を
　利用したおもちゃ作り｣
日１／９（日）13：30～14：45
場名古屋女子大学（汐路町３－40）

年少児～小学生（幼児要保護者）
席10組（先着順）
受12／19（日）10：00～☎で申し込み。

報報らら しし のの 情情
☎･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

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）

教　室　名 開催日時（回数） 対　象 定員 費用
①アンチエイジングエクサ
　サイズレッスンタイム

12／13・27の月曜
13：30～14：30 50歳以上 各20人

（先着順）
各400

円
②スポーツにおける障害
　と予防

１／12・19の水曜
10：00～11：30（２回）中学生以上 15人

（先着順）
1,000

円

③水泳（女性）A・B
A１／12～３／23の水曜
11：00～12：30（10回）
B１／13～３／17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

④中高年スイム＆ウォー
　キング

１／12～３／23の水曜
13：30～14：30（10回） 50歳以上 32人 7,600

円

⑤水泳（幼児） １／12～３／23の水曜
15：15～16：15（10回）

４歳以上の
未就学児 35人 7,100

円

⑥水泳（小学生）A・B
A１／12～３／23の水曜
16：45～18：15（10回）
B１／13～３／17の木曜
16：45～18：15（10回）

小学生 各50人
各

6,000
円

⑦水泳（一般） １／12～３／23の水曜
18：30～20：00（10回）中学生以上 40人 6,600

円

▼ストーリーテリングおはなし会
日12／18（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12／18（土）14：00～14：20

幼児・小学生　席６組（先着順）
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12／23（木）11：00～11：20

乳幼児　席６組（先着順）
受当日10：00～☎で申し込み。

受�①は当日13：00～窓口で申し込み。②は12／11（土）10：00～☎または
℻（教室名、〒住所、氏名（ふりがな）、電話番号、年齢、学年を記
載）で申し込み。③～⑦は往復はがき（往信裏面に教室名（③⑥はAか
Bかも）、〒住所、氏名（ふりがな）、電話番号、年齢、学年、⑤⑥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、12／12（日）必着で申し込み。定員を超え
た場合は抽選。③⑥はAとBの重複申し込み不可。
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▼冬のおたのしみ会
日12／11（土）
　13：30～14：00、14：30～15：00

幼児・小学生　席各８人（先着順）
▶かげえ｢赤ずきん｣など。
受当日10：00～☎で申し込み。

▼みんなのおはなし会
日12／25、１／８（各土）11：00～11：30

幼児・小学生
席各６組（当日先着順）

▼ノルディックウォーキング体験会
日12／13・15・17・22・24・27、１／５・７（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12／11（土）～☎または窓口で申し込み。空きがあれば当日申し込みも可。

☎853‒0450 FAX853‒0451
 住所:豊岡通 3‒29

瑞穂図書館瑞穂図書館

▼英語でおはなし会
日12／15（水）11：00～11：30

乳幼児～　席６組（先着順）
受当日10：00～☎で申し込み。

☎853‒2655 FAX853‒3636
 住所:瑞穂通 1‒27‒1

名古屋市博物館名古屋市博物館

▼はくぶつかん古書市
日12／11（土）～19（日）９：30～17：00
●協力／名古屋古書籍商業協同組合
※入場は無料、古書購入は有料。

▼赤ちゃんとママのための交流ひ
　ろば｢ベイビーすまいる｣
日１／４（火）10：30～11：30

０歳児と保護者　席16組（先着順）
▶手作りおもちゃなどの紹介。
受12／21（火）10：00～☎で申し込み。

▼親子であそぼう
日１／12（水）10：30～11：30

幼児と保護者　席15組（先着順）
▶誕生日会や親子遊び。
受12／22（水）10：00～☎で申し込み。

▼わらべうたであそぼう♪
日１／13（木）
　10：00～10：40、10：50～11：30

１歳児と保護者　
席各10組（先着順）
受12／16（木）10：00～☎で申し込み。

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

１歳児と保護者　席15組（先着順）
受１／４（火）10：00～☎で申し込み。

☎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

教　室　名 開催日時（回数） 対　象 定員 費用

月

キッズ体操①
（年少）

１／17～３／28
15：10～16：00（10回）

幼児
（年少）

各
30人

各
5,800円

キッズ体操②
（年中）

１／17～３／28
16：00～17：00（10回）

幼児
（年中）

キッズ体操③
（年長）

１／17～３／28
17：00～18：00（10回）

幼児
（年長）

レッツスイム
小学生A

１／17～３／28 
16：00～17：00（10回） 小学生

レッツスイム
小学生B

１／17～３／28 
17：00～18：00（10回） 小学生

パワフルヨガ
【月曜日】

１／17～３／28
18：15～19：15（10回） 中学生以上

各
5,000円

ヒップホップ １／17～３／28 
19：30～20：30（10回） 中学生以上

火

アクアビクス １／18～３／22 
11：00～12：00（10回） 中学生以上

各
30人

各
5,800円

レッツスイム①
（年少）

１／18～３／22 
15：10～16：00（10回）

幼児
（年少）

レッツスイム②
（年中）

１／18～３／22 
16：00～17：00（10回）

幼児
（年中）

レッツスイム③
（年長）

１／18～３／22 
17：00～18：00（10回）

幼児
（年長）

水

水中
ウォーキング

１／19～３／30 
11：00～12：00（10回） 中学生以上

各
30人

各
5,800円

キッズ体操④
（年少）

１／19～３／30 
15：10～16：00（10回）

幼児
（年少）

キッズ体操⑤
（年中・年長）

１／19～３／30
16：00～17：00（10回）

幼児
（年中・年長）

キッズ体操⑥
（小学１・２年）

１／19～３／30 
17：00～18：00（10回） 小学１・２年生

ビーチボール １／19～３／30 
19：00～20：30（10回） 中学生以上

木

初歩×２エアロ
としっかりスト
レッチ

１／20～３／24 
９：30～10：30（10回） 中学生以上

各
25人

各
5,000円

パワフルヨガ
【木曜日】

１／20～３／24 
10：45～11：45（10回） 中学生以上

レッツスイム④
（年少）

１／20～３／24
15：10～16：00（10回）

幼児
（年少）

各
30人

各
5,800円

レッツスイム⑤
（年中・年長）

１／20～３／24 
16：00～17：00（10回）

幼児
（年中・年長）

レッツスイム⑥
（小学生）

１／20～３／24 
17：00～18：00（10回） 小学生

土

キッズ体操⑦
（小学１・２年）

１／22～３／26
９：20～10：40（９回） 小学１・２年生 30人 5,300円

ドッジボール １／22～３／26
９：30～11：30（10回） 小学生 40人

各
5,000円

エリのヨガ １／22～３／26 
10：45～11：45（10回） 中学生以上 25人

※教室により開催期間内に休講の日があります。
※他に、１回300円のソフトエアロ、ピラティスなどの教室があります。
　詳細は問合まで。

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）、生年月日、受講者が幼児・小学生の場合は保護者氏名、
返信表面に〒住所、氏名を記載）にて12／20（月）必着で申し込み。定
員を超えた場合は抽選。

※１教室につきはがき１通のみ有効。また、１通のはがきに複数人で
　の申し込みは無効。結果は、返信はがきにてご確認ください。

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１／６（木）9：30～11：30　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。育児相談や保育士による手遊びなど。
受12／13（月）～24（金）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。

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

▼瑞穂児童館クリスマス企画｢クリ
　スマスプレゼント宝くじ♪｣
日12／18（土）～24（金）
　13：00～16：45

小学生～高校生
席100人（先着順）
▶１人１枚｢プレゼント宝くじ｣を
　配布。当選結果は25日に発表。
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▼法律相談
日12／24、１／14（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12／17・24、１／７（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）

▼もの忘れ相談医による専門相談
日②12／22（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
年末特別消防警戒を実施します

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

１／10（祝・月）　成人の日記念行事について
区役所地域力推進室　☎852－9308　FAX852－9306

▼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
日②12／14（火）13：30～15：30
認知症の方を介護している家族

▶介護の体験を聴こう。

　積雪時や朝晩の冷え込みが厳しいときは、道路が凍結する恐れがあり
危険です。凍結しやすい橋の上や幹線道路の坂道などに
は、スリップを防ぐため凍結防止剤を散布しています。
　運転時は冬用タイヤの装着や控えめな速度での走行、
歩行時は足元への注意をお願いします。

瑞穂土木事務所　☎831－6161　FAX831－8710
道路の凍結に注意してください

①ストーブに給油する際は、火を消してから行いましょう。
②コンロに火をつけたまま、その場を離れないようにしましょう。
③放火火災を防止するため、家の周り、共同住宅の廊下や階段には、
　燃えやすいものを置かないようにしましょう。
④狭い道路での路上駐車は、緊急自動車の通行や消火活動に支障がで
　るため、やめましょう。

年末には消防署員と消防団員が巡回して火災予防を呼びかけます。

▼家族サロン
日①１／５（水）13：00～15：00
　②12／23（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
▶不安などの共有、情報交換など。

☎841‒4063 FAX841‒4080 住所:佐渡町 3‒18

瑞穂区社会福祉協議会瑞穂区社会福祉協議会

▼歳末たすけあい募金運動
日12／１（水）～31（金）
▶寝具を干すことが困難な区内の
　方への｢寝具クリーニングサー
　ビス事業｣に役立てられます。

▼GO　TOボランティア！入門講座
日１／27（木）10：00～12：00
場瑞穂区在宅サービスセンター
　（佐渡町３－18）
�区内在住・在学・在勤でボランティ
アを始めたい方、興味がある方

席15人（定員を超えた場合は抽選）
▶�講話、区内ボラ活動の紹介など。
２～３月中にボラ体験会あり。
受１／７（金）までに☎、℻（住所、
　氏名、電話番号を記載）、または
　窓口で申し込み。

　新成人（平成13年４月２日～平成14年４月１日生まれ）の方が対象です。
案内状は12月中旬までにお届けします。住民登録されている学区以外
の成人式に参加を希望される場合は、ご連絡ください。当日は、案内
状に同封の｢参加票｣をお持ちください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のお願い
・介助など必要な方を除き、新成人の方以外の参加はご遠慮ください。
・案内状をご覧いただき、感染防止対策をしてご参加ください。
・発熱など体調が優れない方は、参加をご遠慮ください。
・開催方法を変更または中止する場合があります。名古屋市公式ウェ
　ブサイトでご確認ください。

学区 会場 受付時間 学区 会場 受付時間
御剱 御劔小学校体育館

９：30～

豊岡 豊岡小学校体育館 ９：30～
高田 高田小学校体育館 中根 中根小学校体育館 ９：20～
堀田 堀田小学校体育館 弥富 弥富小学校体育館

９：30～穂波 穂波小学校体育館 陽明 陽明小学校体育館
井戸田井戸田小学校体育館 汐路 名古屋市博物館講堂
瑞穂 瑞穂小学校体育館 ※全会場10：00～式典開始。

▼パソコン初心者教室
日12／22（水）10：00～12：00　席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。

☎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

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、
①で託児希望の方はお子様の氏名（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（６面参照）にて、①③④は
12／20（月）、②は12／21（火）必着で申し込み。定員を超えた場合は抽選。

　�①の託児は１／28（金）時点で満２歳以上の未就学児が対象。定員６人
￥400円。１／21（金）10：00～託児説明会を実施。④の講座でウクレレが
必要な方は別途￥3,000円が必要。

教　室　名 開催日時（回数） 対　象 定員 費用
①親学関連講座（託児付き）
　｢言葉｣がもつ魔法を信じて！
　～幼児期の子の成長につな
　がる｢言葉｣を学びませんか～

１／28～３／４の金曜
10：00～11：30（５回）

子をもつ保護
者、子育てに
関心のある方

15人 1,200円

②ＮＥＳＰＡ主催事業
　�ハンド・ネイルケア＆魅力的
な目元を作るメイク術

１／30（日）
13：00～15：00

中学生を除く
15歳以上 15人 800

円

③健康福祉局共催
　はじめよう、傾聴～悩みに寄り
　添い、気持ちを受け止める～

２／３～３／３の木曜
13：30～15：30（５回）

中学生を除く
15歳以上 25人 無料

④みんなのウクレレ入門～弾い
　て分かるウクレレの魅力～

２／13～３／６の日曜
10：00～12：00（４回）

中学生を除く
15歳以上 25人 1,200円

▼各種講座

あたたかい
ご支援・ご協力
をお願いします。

▼弁護士による無料法律相談�要予約
日①12／21（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相談。
※１人30分程度。資力要件など条
　件あり。

▼リフレッシュ・ヨガ講座
日12／21（火）
　10：00～10：40、10：50～11：30
席各30人

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12／13（月）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。

▼金曜サロン
日①12／17②１／７（各金）
　10：30～11：30
席各40人　
▶�①瑞穂警察署交通課の話、年忘
れビンゴ大会②新春琴演奏会。

☎841‒3113 FAX841‒1348
 住所:萩山町 1‒22

瑞穂福祉会館瑞穂福祉会館

▼脳活プリント☆サロン
日12／24（金）13：30～15：00　席45人

▼懐かし映画会
日12／22（水）
　９：30～11：50、13：30～15：50
席各45人　
▶｢ロミオとジュリエット｣（1968年
　公開）。

▼折紙サロン
日12／15（水）13：30～15：00　席25人
▶新年を迎えるための作品づくり。

▼ゆうぐれキネマ
日12／18（土）13：30～15：10
席45人　
▶｢三十四丁目の奇蹟｣（1947年にア
　カデミー賞受賞）。

なごや福祉用具プラザ　南部介護者教室
なごや福祉用具プラザ　☎851－0051　FAX851－0056

１ ２／５（土）13：30～15：00 排せつ用具のあれこれ～適切な選び方と使い方～
２ ２／12（土）13：30～15：00 福祉用具でらくらく！起き上がりと移乗
３ ２／19（土）13：30～15：00 食事介助の基本のキ～食事姿勢と介助の実践～
４ ２／26（土）13：30～15：00 介護予防のための体づくり～ろっ骨体操かきら～
場名古屋市総合リハビリテーションセンター（弥富町字密柑山１－２）
席各回20人（先着順）
受�12／17（金）10：00～☎、℻、郵送（受講希望日、〒住所、氏名（ふりがな）、
電話番号を記載）、窓口またはウェブサイトで申し込み。
※�１回のみの参加も可。各日とも終了後～15：30まで介護に関する個別相
談会、２／2６（土）のみ15：30～16：00までプラザおしゃべりサロンを実施。

申込・問合なごや福祉用具プラザ
（〒466－0015�昭和区御器所通３－12－１�３階　☎851－0051・℻851－0056）
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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。

　瑞穂区の障害福祉の取り組みについてご紹介させていただきます。
　瑞穂区障害者自立支援連絡協議会では、障害のある人もない人もともに
暮らせる街づくりを目指して、当事者や家族、関係機関とよりよい地域と
なるよう活動を行っています。

●県内の固定電話からは 0120-758-530（フリーダイヤル）
●携帯電話・県外からは 052-950-2581（通話料有料）
●インターネット申込の場合

12月
１月

30日（木）まで
４日（火）から

30日（木）まで
４日（火）から

30日（木）まで
５日（水）から

可燃ごみ
（週2回）

資源（週１回）
プラスチック製
容器包装

紙製容器包装・ペットボトル・
空きびん・空き缶

✿みずほつきほｃｈ

特殊詐欺被害に注意!
　瑞穂区では、昨年に比べて区役所などの職員をかたる
還付金詐欺の被害が急増しています！
　還付金は、ＡＴＭでは絶対に受け取れません！
　不審な電話があったら警察に通報をお願いします！

第１水曜日
第１木曜日
第１金曜日
第２水曜日
第２木曜日
第２金曜日

19日
20日
21日
26日
27日
28日

第３水曜日
第３木曜日
第３金曜日
第４水曜日
第４木曜日
第４金曜日

５日
６日
７日
12日
13日
14日

お住いの地域の
収集曜日

お住いの地域の
収集曜日

●不燃ごみと粗大ごみの収集曜日が異なる地域はご注意ください。
●粗大ごみは、粗大ごみ受付センターへ事前申込制となります。

※粗大ごみ受付センターは12/29（水）～１/３（月）はお休みです。１/５（水）～７（金）の収集
　地域の方は、お電話による申込期限が12/28（火）までとなりますのでご注意ください。
※インターネット申込の場合は年末年始も受付できます。

● 12/31（金）～１/３（月）の収集はありません。
● 紙製容器包装・ペットボトル・空きびん・空き缶は、
 　１/４（火）の収集もありません。

　区役所から「還付金の受け取り手続きが
済んでいない。早くATMに行って手続きを
してください。」って電話があったわ！

それは■■です!詐欺

✿冊子の作成 当事者部会

当事者部会

支援力向上部会
障害のある方の生活に役立つ
映像を順次アップしています。

✿講 演 会

✿福祉教育への協力

主に区内の障害福祉に関わる人たちに参加していただき協議会活動全体の共有や今後の取り組みの方向性を確認しています。

　相談や情報提供などの支援を総合的に行います。また、瑞穂区
障害者自立支援連絡協議会の事務局を担っています。
　障害福祉サービスの利用や各種制度に関すること、地域の障害
福祉に関する取り組みのことなど相談ください。

☎835-3848・FAX835-3743

瑞穂区役所福祉課障害福祉係
☎852-9384・FAX851-1350

瑞穂保健センター保健予防課
☎837-3267・FAX837-3291

問合　瑞穂環境事業所　☎882-5300・FAX882-5305

年末年始は、収集時間が通常とは大幅に異なる場合があります。
収集日当日の朝、８時までに出してください。

収集日 収集日

名古屋市  粗大ごみ受付センター 検索

電話：収集日の７日前まで　インターネット：収集日の10日前まで申込期限

年末年始の              ・       の収集日可燃ごみ  資源

１月の               ・              の収集日不燃ごみ   粗大ごみ

当事者・家族相互の
情報共有や生活体験、余暇活動の充実
に取り組んでいます。

総　会

年末年始●ごみ●資源収集日●お知らせの　　　 と　　　　　　　  の

障害を理解し、お互いに
助け合う地域づくりの推進

普及啓発の取り組み紹介
✿瑞穂区障害者基幹相談支援センター

✿精神保健福祉に関する
　相談・訪問指導

✿福祉サービスに
　関わる各手続き

障害福祉に関する相談窓口のご案内

障害などのある人たちの生活場面
での困りごとなどをまとめた周知
啓発の冊子を作成し、地域のイベ
ントなどで配布しています。

✿視聴方法
YouTube上で
「みずほつきほｃｈ」と
検索していただき、動画
を再生してください。

粗大ごみ
受付
センター

概要図✿ 瑞穂区障害者自立支援連絡協議会  全体の取り組み ✿✿  ✿

当事者部会

相談支援専門員のスキル
アップやネットワーク構築に取り組ん
でいます。個別支援課題の共有と地域
課題の確認を行っています。

相談部会専門部会の代表者
と事務局で活動状況の確認や地域
課題の整理を行っています。

運営会議

子どもの余暇活動の充実、子どもに関わる支援
者の交流や研修を通して支援力の向上に取り組んでいます。
児童部会

地域全体の支援者の確保や支援力の向
上、事業所間の連携の仕組み作りに取り組んでいます。
支援力向上部会

区役所、保健セン
ター、社会福祉協議会、障害者基
幹相談支援センターで構成され運
営に関する準備や庶務を行ってい
ます。

事 務 局

地域課題の解決に向けた協議や
活動を行っています。

専門部会

問合 瑞穂警察署  ☎842-0110　  区役所地域力推進室  ☎852-9305・FAX852-9306

広報 12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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