
港区役所地域力推進室　　052-654-9621　　052-651-6179問合

新年号は
、港区の高

校生の

活動や活
躍を紹介し

ます。 港区に輝く高校生た
ち

愛知県立南陽高等学校

Nanyo Company部 地域でやったるがや！
惟信高校

愛知県立惟信高等学校
〒455-0861　大西二丁目99番地
TEL 052-301-1973

〒455-0823　惟信町2丁目262番地
TEL 052-382-1355

平成22年9月に南陽高校の部活動として創部しました。
商品の企画・製造・販売・経理をとおして、自分たちの活
動で地域に貢献し、地域に喜んでもらうことをモットーに、
環境に配慮し、自分たちで地域のために何ができるかを考
え、地域に愛される部活動を目指しています。

「地域の未来を創る人材育成事業」として、生徒自身が高
校近隣の方々と協力して、地域の問題を自ら考えて行動し
解決する取り組みを行っています。これにより学校が「社会
に開かれた教育課程」を実践し、地域の未来を創る人材育
成の中核となることを目指しています。

例年は、港区区民まつりや南陽地域ふれあいまつりなどでも販売を
実施。昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響でイベントなどに参
加できない日が続く中、商品の廃棄や食品ロスをどうやったらなくす
ことができるかを部として考え、賞味期限の迫ったドライフルーツを全
てくず餅のアイス「くずバー」に加工して校内で販売。

生物多様性保全を目指した地域と社会に貢献するSDGs
の取り組みが評価され、昨年、あいち・なごや生物多様性ベ
ストプラクティスの1つに選定されました。

▲令和２年１０月１７日（土）
　とだがわこどもまつりで

　販売

コロナ禍で地域を盛り上げる花火！

名古屋競馬場前駅に、階段アート!

惟信お助け隊として

さまざまな取り組みに挑戦！

地元の祭りや学校行事が中止になる中
で、地元の皆さまや生徒が少しでも元気に
なってほしいという思いで、3年生が中心
となって花火打ち上げ隊を結成。校内や
近隣の方々に協賛を募り、昨年9月29日
（火）に学校行事のフィナーレとして花火を
打ち上げました。

地域の皆さまから直接お話を伺い、地域の課題を考え、地域の皆さま
とともに課題解決に向けて実践活動をします。16の地域課題をテーマと
して取り上げ、さまざまな関係機関と協力してその課題について生徒自身
が考え、実践・提案をしていきます。

令和元年第28回全国高等学校漫画選
手権大会において、優秀な5校に選ばれた
惟信高校美術部の生徒2名が、あおなみ
線名古屋競馬場前駅の階段アートをデザ
イン。階段に「安心・安全で快適なまち」
をイメージできるアートを施し、区役所と
協働で地域安全の意識を高めます。

左：隊長の海田優未さん

右：隊員の長谷川真優さん
　地域の人や生徒に、
『花火よかったよ』と言わ
れて大変だったけどやっ
てよかったです！

かいでん

は せ がわ

ゆう

ま ひろ

み

地産地消の商品や、フェア
トレード商品、とうもろこしから
作られた生分解の容器を利用
した商品や環境配慮型商品な
ど、これまでに30種類以上の
商品を開発。

せいぶんかい

ドライ
フルーツ

フェアトレード
コーヒー

将来は、販売の仕事をしたい
ので、部の経験を活かしたい！

須田時悠大さん
す　だ な ゆ た

お客さんがおいしいと言ってく
れたときにやりがいを感じる！

栗本心音さん
くり もと ころん

さまざまな年代の方との交流で、
言葉遣いや挨拶が身に付いた！

商品の販売をとおし
て、地域貢献ができる
のが部の自慢！

商品が完売したときや、商品
に満足する顔を見ると嬉しい！

藤平ケイミさん
とうへい

部 長

副部長

左：井田蘭乃さん
右：飯田華代さんい だ らん の

いい だ か よ

作製したイラスト
が、

階段アートに変身！

清水柊哉さん
しみず とう や 竹下 碧さん

たけ した あお

区の人口　143,421　世帯数　64,422　(令和2年 12 月 1 日現在)
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エネルギー 131kcal　食塩相当量 0.2g（１人分栄養価）

簡単アクセス

【予約制】の事業は、事前に電話予約してください。

【予約制】の事業は、事前に電話予約してください。一 般 の 方

※上表　のついた事業に参加される方は、母子健康手帳をご持参ください。
《感染症対策について》
１　付き添いは原則保護者の方お一人にしてください。
２　当日来所される保護者の方は、マスクの着用にご協力ください。
３　当日来所される方の体温測定を行います。37.５℃以上の場合は受講できません。
４　受講されるお子様と同居のご家族などが体調不良の場合は、保健センターにご連絡
　のうえ、参加を見合わせてください。

▼歯と口の健康相談【予約制】
日時　２/４（木）午後２時～４時
場所　港保健センター
対象　市内在住の方
内容　歯科検診・歯科医師による個別相談
　　　（１人15分程度）
申込　１/28（木）までに下記へ
問合　保健感染症係　 052-651-6509

▼はじめての歯みがき教室【予約制】
　歯が生え始めると、歯みがきを始める時
期や、磨く方法、回数、時間などの歯みがき
に関する心配事が増えてきます。この教室
では、歯みがきや虫歯予防についての情報
をお伝えします。
日時　１/19（火）午前10時～
対象　令和元年11月～2年３月生まれの
　　　子とその保護者
定員　15組（先着順）
申込　１/12（火）～15（金）正午に下記へ
問合　保健感染症係　
　　　 052-651-6509

オンラインで開催します！
　オンラインミーティングアプリ
「Zoom」で教室を行います。パソコン

またはスマートフォンなどでご参加くださ
い。詳細は、下記までお問い合わせください。

●さわらのねぎ蒸し
（材料・２人分）
☆さわら：80g×２切れ
☆ねぎ　：１本[100g　斜め薄切り]
☆酒　　：大さじ１
　　　　しょうゆ：小さじ１
　　　　ごま油　：小さじ１
（作り方）
①さわらを一切れずつ耐熱皿に置き、ねぎ
　をのせ、酒をふりかける。
②ふんわりとラップをかけ、火が通るまで
　電子レンジで加熱する。
　（500W３分が目安）
③Ａを合わせて、
　食べる時にかける。

●きのこ蒸し
（材料・２人分）
☆えのきたけ：１袋

[100g　根元を除き半分に切る]　
☆しめじ：１パック[100g　小房に分ける]
　　　　酢　　　：大さじ１
　　　　しょうゆ：小さじ１
　　　　砂糖　　：小さじ１
（作り方）
①耐熱容器にえのきたけと
　しめじとＢを全て入れ、ラップをかける。
②火が通るまで電子レンジで加熱する。
　（500Ｗ3分が目安）
※千切りにしたゆず皮を入れるとよりおいしい。
※Ｂの代わりに、市販のポン酢しょうゆや
　めんつゆでもＯＫ！

●かぼちゃのあっさりツナサラダ
（材料・２人分）
☆かぼちゃ：１/８切れ[160g]
　　　　ツナ缶（油漬）　　：１/４缶

[20g　油を切る]　
　　　　マヨネーズ　　　：小さじ２
　　　　ヨーグルト（無糖）：小さじ２
☆サラダ菜：２枚
（作り方）
①かぼちゃは皮を取り一口大に切って耐熱
　皿にのせる。ラップをかけ、火が通るまで
　電子レンジで加熱する。（500Ｗ３分が目安）
②かぼちゃをフォークなどで粗くつぶす。
③②にＣを加え混ぜる。
④器にサラダ菜を敷き、
　③を盛り付ける。

●区役所での手続き方法など「よくあるご質問」ページをご活用ください。
　区民の皆さまからよくあるご質問とその回答をまとめたページを、港区
ウェブサイトで閲覧することができます。
問合　港区役所地域力推進室
　　　 052-654-9621　 052-651-6179

事業名 実施日 受付時間 場　所 対象・内容

母乳相談【予約制】
分室 052-302-8161 １/25（月） 13：15～14：00 南陽分室 妊娠中・授乳中の方、卒乳したい方

妊娠中の乳房の手入れ、授乳・卒乳相談

かみかみ離乳食教室
【予約制】
052-651-6509

１/27（水） 9：45～10：00 港保健
センター

離乳食が３回食の子（おおむね9～11か月児）
とその保護者。離乳食と歯の話（試食はありませ
ん）、個別相談など
定員　６組（先着順）　申込　１/12（火）～

子どものアレルギーと
ぜんそく相談【予約制】
052-651-6531

１/13（水）

13：30～15：00 港保健
センター

15歳未満でぜんそくやアトピー性皮膚炎など
でお悩みの方
専門医による個別相談と栄養などの相談２/10（水）

事業名 実施日 受付時間 場 所 対象・内容

こころの健康相談【予約制】
052-651-6509

毎週火曜日
（第３を除く） 15：30～

港保健
センター

こころの健康などに関する相談

うつ病家族相談【予約制】
052-651-6509 第３火曜日 15：30～ うつ病の疑いのある方の家族

なんでも相談【予約制】
052-302-8161 要相談 9：30～11：30 南陽分室 電話･面接で子育て、健康づくりの相談

問合　保健感染症係　 052-651-6509

実施日・対象・受付

３（４）か月児
１歳６か月児
３歳児

対象者には、個別通知にてお知らせし
ます。
日程および対象児の生年月日につい
ては港区ウェブサイトの「港保健セン
ターからのお知らせ」に最新の情報を
掲載していますのでご覧ください。

▼乳幼児の健康診査
【港保健センター】南陽分室対象学区を除く方
【南陽分室】南陽･西福田･福田･福春学区の方

　電子レンジの便利な「温め」機能。それだけではもったいない！？電子レンジ
は、調理の下ごしらえや簡単な副菜作りなど、料理の幅を広げるのにとても役
立ちます！電子レンジならではの簡単レシピを紹介します！

エネルギー 187kcal　食塩相当量 0.6g（１人分栄養価）

問合　保健感染症係　 052-651-6509

電子レンジ
活用して
いますか？

☆Ａ
☆Ｂ

☆Ｃ

エネルギー 30kcal　食塩相当量 0.4g（１人分栄養価）

子育て総合相談窓口	 ☎052-655-8745
(子育て世代包括支援センター）
健康ダイヤル	 ☎052-651-8133
港区休日急病診療所（内科・小児科）☎052-653-7878
救急医療情報センター（電話相談） ☎052-263-1133
名古屋南歯科保健医療センター	 ☎052-611-8044
※料金・費用の表示のないものは無料　※申し込みの表示がないものは当日自由参加

保健センターだより
港保健センター☎052-651-6471　FAX052-651-5144　
南陽分室　☎052-302-8161　FAX052-301-4674　

　	　港保健センター　お知らせ

詳細は、港区
ウェブサイトから

新
型
コ
ロ
ナ
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イ
ル
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染
症
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に
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。

広報なごや　令和 3年 1月号港 区 13



▼港福祉会館 令和３年度講座
【Ａ（体操系）】

【Ｂ（文化系）】

期間　４月～令和４年３月（１年間）
対象　市内在住の60歳以上の方
申込　１/29（金）～２/15（月）に窓口で本人が
　　　申し込みまたは、はがき（郵便番号・住
　　　所・氏名（ふりがな）・電話番号・年齢・希
　　　望する講座を明記）で下記へ
　　　※Ａ（体操系）から１講座、Ｂ（文化系）
　　　　から２講座まで申し込みできます。
※定員を超えた場合は抽選
※材料費など実費負担あり
問合　港福祉会館（〒455-0066寛政町７-28）
　　　 052-382－7009　 052-381－2285

▼新入学の皆さまへ
就学通知書をお届けします

　令和３年４月に小・中学校へ入学されるお子
さまのご家庭に、「就学通知書」をお届けします。
 小学校　平成26年４月２日～27年４月１日ま

でに生まれたお子さまのいるご家庭
へ、１月中にお届けします。

 中学校　在学中の小学校を通じて、１月下旬
～２月中旬までにお届けします。

　次に該当される方は、港区役所市民課また
は南陽支所市民係へお越しください。
◆病気などで入学できない方
◆国立・私立の学校へ入学される方（入学許可
　書または入学証明書をお持ちください。）
◆入学を希望される外国籍の方で、まだ手続
　きをされていない方
※就学通知書が届かないときや、不明な点が
　ある場合は下記へ

しない させない 越境入学　　
　市立の小・中学校へは、お住まいの学区の学
校へ入学することになっています。実際に住ん
でいない学区の学校へ入学することは、特別な
事情がある場合を除いて認められていません。
問合　港区役所市民課
　　　 052-654-9636　 052-654-9638
　　　南陽支所市民係
　　　 052-301-8163　 052-301-8399

　夕暮れ時は、周りが見えにくく
なります。
　以下のことに気を付けましょう。
　歩行者は暗くても目立つように、明るい色
の服装と反射材の活用をしましょう！
　ドライバーの方は、人や自転車の動きに気
を付けましょう。速度を落とし、早めのライト
点灯をしましょう！　　　　　
問合　港警察署
　　　 052-661-0110　 052-654-0199

港けいさつ安心安全通信

▼発火性危険物などを混ぜないで！
～収集車の火災事故につながります～

　小型充電式電池や発火性危険物が不燃ごみ
袋などに混ざっていると、ごみ収集車の火災
につながりますので、発火性のある危険物の
出し方にご理解とご協力をお願いいたしま
す。
●小型充電式電池…リチウムイオン電池、
　ニッケル水素電池、ニカド電池
　→一般社団法人JＢRCのウェブ
　　サイトの検索で表示される回収
　　拠点（環境事業所や電気店など）
　　へお持ち込みください。
●発火性危険物…使い捨てライター、カセッ
ト式ガスボンベ、スプレー缶（中身を使い
切ったもの）、リチウム電池（非充電式）、缶
入り固形燃料
→可燃ごみ収集日に可燃ごみ袋と分けて、
資源用指定袋または透明・半透明の袋に
入れて出してください。

問合　港環境事業所
　　　 052-382-3575　 052-384-0562

▼南陽プールからのお知らせ
●レッスンタイム

　対象　中学生を除く15歳以上の方
　費用　１回につき300円（※④のみ無料、
　　　　プール入場料のみ必要）
　申込　①～③開始15分前～先着順
●教室

　対象　中学生を除く15歳以上の方
　費用　①3,000円②2,600円（全５回）
　申込　窓口・電話で先着順
問合　南陽プール
　　　 052-303-2015　 052-303-2016

教室名 日 時 定員
①姿勢改善
　エクササイズ

１/12～２/９
毎週火曜日

９：15～10：15

各
30
人

②エアロビクス 10：30～11：30

③体幹
　ストレッチ 13：15～14：15

④水泳
　ワンポイント
　アドバイス

１/12～２/９
毎週火曜日 13：00～14：00

１/14～２/４
毎週木曜日 11：00～12：00

教室名 日　時 定員

 60歳代の
       ヨガ 第１・３月曜日

13：30～14：30 20人
70歳からの
ソフトヨガ 第２・４月曜日

ピラティス① 第２水曜日 10：30～11：15
10人

ピラティス② 第２水曜日 11：30～12：15

リハビリ
体操① 第１金曜日 13：30～14：15

15人

リハビリ
体操② 第１金曜日 14：30～15：15

ロコモ体操① 第２土曜日 13：30～14：15

ロコモ体操② 第２土曜日 14：30～15：15

気功体操① 第４土曜日 13：30～14：15

気功体操② 第４土曜日 14：30～15：15

▼認知症サポーター養成講座
日時　①１/27（水）午前10時30分～正午、
　　　　　　　　　午後２時～３時30分
　　　②２/３（水）午後２時～４時
場所　①ららぽーと名古屋みなとアクルス
　　　②イオンモール名古屋茶屋
対象　認知症に関心のある方
内容　認知症について正しい知識を身に付
　　　け、理解を深める。
申込　事前に下記へ
問合　港区西部いきいき支援センター
　　　 052ｰ381-3260　 052-381－3261

▼下水道に油を流さないで！
下水道に油を流すと、排水管や下水管の詰

まりや悪臭の原因になります。使用済みの食
用油は市内スーパーなどのリサイクル回収拠
点へ出してください。ごみとして出す場合は、
布や新聞紙に染み込ませるか、固形剤で固め
て可燃ごみに出してください。
問合　上下水道局港営業所
　　　 052-661-5226　 052-651-2269 教室名 日 時 回数 対　象 定員 費用

健康ヨガ体験 ３/４～25 毎週木曜日 10：00～11：30 全４回 一般 25人 1,320円

フラダンス体験 ３/４～25 毎週木曜日 13：15～14：45 全４回 一般 15人 1,320円

メタボ対策・減量作戦２ ３/５～19 毎週金曜日 ９：30～11：30 全３回 一般 15人 990円

申込　２/12（金）まで
　　　往復はがき：教室名・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・年齢・性別
　　　インターネット：市電子申請サービス（❺面くらしのガイド参照）から
　　　※一般は、中学生を除く15歳以上の方　※定員を超えた場合は抽選
　　　※当選の権利は本人のみ有効（権利譲渡不可）。災害補償制度あり
問合　稲永スポーツセンター（〒455-0845野跡五丁目１-10） 052-384-0300　 052-384-0303

稲永スポーツセンター定期スポーツ教室

教室名 日 時 定員

①己書幸座 １/15（金）
２/５（金）・19（金）
３/５（金）・19（金）

13：30～15：00 15人

②フライデー
卓球 18：00～19：30 12人

教室名 日　時 定員

水墨画① 第１月曜日 10：00～10：50
10人

水墨画② 第１月曜日 11：00～11：50

奏筆① 第１月曜日
13：00～14：30 12人

奏筆② 第３月曜日

書道① 第１・３木曜日 13：30～
（１時間程度）

15人
書道② 第１・３木曜日 14：30～

（１時間程度）

絵手紙① 第４木曜日 ９：30～10：30

10人

絵手紙② 第４木曜日 10：45～11：45

華道① 第２・４金曜日 11：00～
（１時間程度）

華道② 第２・４金曜日 12：00～
（１時間程度）

華道③ 第２・４金曜日 13：00～
（１時間程度）

簡単アクセス

区政情報などのチラシを
港区ウェブサイトで公開しています！

　回覧板などで各地域にお知らせしている
区や関係行政機関からの情報提供
やイベントのチラシを、港区ウェブ
サイトに公開しています。
　詳細は右記港区ウェブサイトへ
問合　港区役所地域力推進室
　　　 052-654-9622　 052-651-6179

簡単アクセス

●場所の表示がないものは問い合わせ先にて開催

●料金・費用の表示がないものは無料

●申し込みの表示がないものは当日自由参加

●原則として記事の内容（開催日・申込期限など）が11日以降のものを掲載

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
が
変
更
・
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
各
お
問
い
合
わ
せ
先
へ
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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港 区 ウェ ブ サ イ ト
広報なごや港区版テープ版・デイジー版の送付をご希望の方は、市長室広報課（ 972-3134 972-4126）へ。
点字版の送付をご希望の方は、港区社会福祉協議会（ 651-0305 661-2940）へ。
点字版は、港区役所・南陽支所・港区社会福祉協議会でもご利用いただけます。※毎月10日ごろにご用意します。

▼人形劇団ののはな
「ともだちげきじょう」

日時　２/２（火）午前11時～正午
対象　乳幼児とその保護者
定員　30組（先着順）
内容　小さな子向けの５つの小作品を保護者
　　　と一緒に鑑賞します。
　　　少しくらい声を出しても大丈夫。初め
　　　て見る作品にピッタリです。
申込　１/19（火）～電話・窓口へ
問合　港児童館
　　　 ・ 052-384-4473

▼とだがわこどもランド お正月あそび
　ジャンボすごろくや凧作りなど、いろいろ
な遊びでお正月を楽しもう！
日時　１/10（日）・11（月・祝）
　　　午前10時～午後３時30分
　　　（企画により異なる）
問合　とだがわこどもランド
　　　 052-304－1500　 052-304－1501

▼農業文化園・戸田川緑地の催し
カカオとチョコレート

期間　1/19（火）～2/14（日）
内容　チョコレートの原料「カカオ」
　　　について楽しく学んでみよう。
問合　戸田川緑地管理センター
　　　 052-302-5321　 052-303-6116

▼荒子川公園ガーデンプラザ展示会
●マスコアートの花展
　期間　１/17（日）～31（日）
●プリザーブド作品展
　期間　２/５（金）～７（日）
問合　荒子川公園ガーデンプラザ
　　　 052-384-8787　 052-384-5664

竹
たけのぶ
信三

み え こ
恵子・著/岩波書店（岩波ジュニア新書）

10代から考える生き方選び

　年功序列、終身雇用といったかつては当たり前だった生き方、働き方が崩れて
きています。しかし、何がどう変わったのかよくわからない、何から手をつけてい
いのかよくわからないといった不安をかかえている人は多いでしょう。この本
は、どうして今までは「なんとかなって」いたのか、それがどう変わったのか、そうした変化
に対応するために何をどう選択していけばいいのかを一緒に考える本です。10代の人に向
けて書かれていますがそれ以外の年代の方もぜひ。親子で一緒に読んでみるのもおすすめです。

問合　港図書館　　 052-651-9249　 052-651-9250
   南陽図書館　 052-301-2116　 052-301-2117

▼地域の中の身近な相談相手
　「身体障害者相談員」「知的障害者相談員」
　名古屋市から委嘱を受けた相談員が、電話・
FAXなどで相談に応じます。
対象　身体・知的障害者（児）とその家族など
内容　福祉制度や生活面での困りごとなど、
　　　必要に応じて区役所福祉課など関係
　　　機関と連携して相談に応じます。
問合　港区役所福祉課
　　　 052-654-9718　 052-651-1190

▼名古屋市認知症高齢者家族支援事業
●医師（もの忘れ相談医）による専門相談
　日時　１/21（木）午後１時45分～３時15分
　場所　①港区西部いきいき支援センター
　　　　②港区在宅サービスセンター
　内容　早期発見や早期治療、お困り症状な
　　　　どの認知症に関する相談
●認知症の家族サロン
　日時　①１/26（火）②１/28（木）
　　　　午後１時30分～３時30分
　場所　①港区西部いきいき支援センター
　　　　②港区在宅サービスセンター
　内容　介護についての悩みや不安などを自
　　　　由に話し合いましょう。
※対象・定員・申込など詳細は下記へ
問合　①港区西部いきいき支援センター　
　　　 052-381-3260　 052-381-3261

　　　②港区東部いきいき支援センター
　　　　 052-651－0568　 052-651-1167

▼パソコン相談室
日時　１/15（金）、２/５（金）午前10時～正午
内容　ＩＴボランティアがパソコンの操作に
　　　ついての相談に応じます。
問合　港生涯学習センター
　　　 052-653-5171　 052-653-5172

▼健康相談
日時　１/20（水）午後２時～
対象　市内在住の60歳以上の方
内容　健康に関する相談に医師がお答えしま
　　　す。
問合　港福祉会館
　　　 052-382－7009　 052-381－2285

　公園愛護会は、公園周辺の地域住
民の皆さまが協力して公園をきれいに保ち、
安全で楽しく利用できるようにするために設
置されるボランティア団体で、区内約90公園
のうち約７割の公園に愛護会があります。
　主な活動内容は、月１回
以上の公園の清掃や除草、
遊具などの点検や異常の通
報などがあり、これらの活
動に対して本市から報償金
などの支援があります。
問合　港土木事務所 
　　　 052-661-1581　 052-661-9154

「公園愛護会について」

　災害用伝言ダイヤル（171）は、
地震などの災害時に利用できる

声の伝言版です。災害時に家族と
連絡が取れなくなった際には、災害用伝言
ダイヤルを活用しましょう。
　毎月１日と15日、「防災とボランティア週
間」（１/15～21）には、体験利用ができます。
問合　港区役所総務課
　　　 052-654-9614　 052-651-6179

ジィジョの 防災わんポイント！

▼みなとこども横丁
日時　２/20（土）午後２時～３時
対象　３歳～小学３年生（幼児は保護者同伴）
定員　20組（先着順）
内容　はごいた、紙ずもうと紙芝居
費用　20円
申込　２/５（金）～窓口・電話で
　　　下記へ
　　　 の問い合わせからも申込可
問合　港児童館
　　　 ・ 052-384-4473

簡単アクセス

▼自動車図書館　巡回日程

問合　自動車図書館　 ・ 052-821-3364

日 時 場 所

１月

20 水 13：45～14：45 明徳小学校南

23 土 10：00～11：00 みなと荘

30 土 14：00～16：00 当知住宅

２月 ４ 木 13：40～14：40 東築地学区
防災センター

▼おはなし会

申込　①１/16（土）午前９時30分～下記へ（先
　　　着順）②当日10分前～先着順
問合　港図書館
　　　 052-651-9249　 052-651-9250
　　　南陽図書館
　　　 052-301-2116　 052-301-2117

対象 日 時 場 所 定員

乳幼児

①２/３（水）
　　　　10（水）
　　　24（水）

11：00
～

11：20

港図書館 ６組

①２/17（水） らら
スタジオ ６組

①２/25（木） 南陽図書館 ４組

幼児・
小学生

②１/16（土） 港図書館 ６組

①２/20（土） 南陽図書館 ４組

▼南陽図書館の催し
●フェアトレードって知ってる？～フェアト

レードの布で缶バッチを作ろう！～
　日時　１/23（土）午後２時～３時
　対象　小学生以上
　定員　８人（先着順）
　内容　南陽高校Nanyo Company部に
　　　　よるフェアトレードの紹介と、フェア
　　　　トレードの布を使った缶バッチ作り
　申込　１/11（月・祝）～下記へ
問合　南陽図書館
　　　 052-301-2116　 052-301-2117

▼人形劇であそぼう
日時　１/28（木）午前11時～11時30分
対象　未就学児とその保護者
定員　25人（先着順）
内容　人形劇団おたまじゃくしによる人形劇
　　　です。かわいいお人形たちがお話を繰
　　　り広げます。
申込　当日午前10時30分～整理券配布
問合　とだがわこどもランド
　　　 052-304－1500　 052-304－1501

▼みなと子育てミニ広場
日時　１/21（木）午前10時30分～11時30分
対象　未就園児とその保護者
定員　６組（先着順）
内容　自由遊び、育児交流など
申込　１/11（月・祝）午前９時30分～下記へ
問合　港図書館
　　　 052-651-9249　 052-651-9250

�面で特集！
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