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港区役所地域力推進室　　052-654-9621　　052-651-6179個別の空き家などに関する問合先

知ってほしい、ワタシたち空き家の「リスク」と「行く末」を…知ってほしい、ワタシたち空き家の「リスク」と「行く末」を…

港区をはじめ市内には、たくさんの仲間が。
その中には、空き家のままほったらかしにされて、どんどん傷んできて、

倒れるなどして周りに迷惑を掛ける仲間も…

家族４人が住んでいたけれど、子どもたち
は就職や結婚で離れ、残る2人のうちの1人は５年前に、

もう1人はつい最近お亡くなりに。気が付いたら住む人がいなく
なり、「空き家」に。

ワタシ、空き家になるワタシ、空き家になる

室内の換気、敷地内の除草など、
日常的に管理をしましょう。

劣化が進まないうちに、利活用や売却、
解体をしましょう。
登記の名義人が亡くなったら、
できるだけ早く相続登記をしましょう。

空き家に関する問合先
要件を満たせば工事費用の一部助成（名古屋市老朽

危険空家等除却費補助金・名古屋市空き家活用支援事業費
補助金）や控除（空き家の発生を抑制するための特例措置）を
受けられます。
問合

空き家相談窓口
（空家の売買、管理、
住宅診断、解体など）

スポーツ市民局地域振興課　　052-972-3126

（公社）愛知県宅地建物取引業協会
　 052-522-2567

（公社）全日本不動産協会愛知県本部
　 052-243-9339

そのまま放置すると、こんなことになる　　　　　も…

特定空家等となる特定空家等となる
相続人の１人が、危ないから解体しようとようやく思

い立ったが、きちんと相続手続きを済ませなかったば
かりに、相続人全員から解体や売却の同意を得るた
めに、膨大な時間、労力
を割かれることに。そう
こうしている内に、屋根
には大穴、柱は腐って
傾き、倒壊の危機が迫
り、「特定空家等」と判
断される。

固定資産税が
　６倍（最大）に
固定資産税が
　６倍（最大）に

「特定空家等」と判断され、
行政機関からの繰り返しの「助
言・指導」を受けても対処しな
かったため「勧告」が行われ、
固定資産税が６倍（最大）に。

損害賠償を
　請求される
損害賠償を
　請求される

屋根瓦が崩れ落ち、通行
人に大けがを負わせてしま
い、相続人（所有者）は被害
者に損害賠償を請求され
る。賠償額が数千万円から
数億円になるケースも想定
される。! !! !

ケース2 ケース3

ケース

ケース1

登記簿上の所有者が亡くなるなど、相続が発生した場合、以下の
手続きが必要となる場合があります。
①戸籍謄本を取り法定相続人を確定
②法定相続人全員で、遺産をどのように分配するのかの書面（遺産分割
協議書）を作成
③相続財産の名義変更手続き（登記の書き換えなど）
④相続税の申告・納付
※本市が関わった空家等では、法定相続人が何十人にも及んだ例もあります。場合
によっては、まったく付き合いのない、名前も顔も知らない関係者を探し出した
うえで、協議しなくてはなりません。

そのまま放置すれば、倒壊など著しく保安上危険・衛生
上有害となる恐れのある状態などにある空家等。
そのまま放置すれば、倒壊など著しく保安上危険・衛生
上有害となる恐れのある状態などにある空家等。特定空家等特定空家等

住宅用地であれば、固定資産税は
最大1/6、都市計画税は最大1/3に減免
されますが、特定空家等と判断され
「勧告」が行われると、この特例が適用
されなくなります。

知ってるようで知らない
「空き家」問題

～あっという間に 不 動産に。
考えるのは、いま！～

負の

ほったらかしにされてもう何十年。相続したはずの
子どもたちも亡くなって、今は何人かいる孫たちが
相続人。だけど、誰もワタシのことなんて
見向きもしない。敷地内の生い茂った雑草

や木が道路にはみ出して通行を妨
げたり、害虫が大量に発生したり。
近所の住民に大変な迷惑を。

ほったらかしにされてもう何十年。相続したはずの
子どもたちも亡くなって、今は何人かいる孫たちが
相続人。だけど、誰もワタシのことなんて
見向きもしない。敷地内の生い茂った雑草

や木が道路にはみ出して通行を妨
げたり、害虫が大量に発生したり。
近所の住民に大変な迷惑を。

用語の解説

ワタシは空き家。ワタシは空き家。

ワタシ、ご近所に迷惑を掛けるワタシ、ご近所に迷惑を掛ける

ワタシ、劣化するワタシ、劣化する
住む人がいなくなって、日常的に換気がされな

くなると、湿気で床や内壁が腐ってくる。相続し
ているはずの子どもたちも、様子を見に来ること
もなく、ほったらかしに。

編集／港区役所
〒455-8520

港明一丁目12番20号

☎052-651-3251(代)
℻052-651-6179

南陽支所

生涯学習センター

環境事業所

土木事務所

港警察署

052-301-8118

052-653-5171

052-382-3575

052-661-1581

052-661-0110

消 防 署

火事・救急用℻
防災センター

上下水道局港営業所

社会福祉協議会

052-661-0119

052-953-4119

052-651-1100

052-661-5226

052-651-0305

区の人口　143,395　世帯数　64,444　(令和 3年 1月 1日現在)



2港 区 ⓭3

人とペットが共生する快適なまち

　ペットは飼主にとってかけがえのない家族であり、大切なパートナーです。
港区では、飼主へ、義務とマナーを守って適切に飼育管理をするように啓発
するなど、『人とペットが共生する快適なまちづくり』を推進しています。

港区

手術をしたのら猫は
目印として耳カットをします。

犬または猫を合わせて10頭以上飼われている方
は、保健センターへの届出が必要です。

【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。

※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。

▼お口育て教室【予約制】
　お口育てのための離乳食スプーンの選び
方、離乳食の作り方や正しい抱っこひもの
調節方法について学びます。
日時　３／12（金）午前10時～
対象　令和２年9月～12月生まれの子と
　　　その保護者
定員　15組（先着順）
申込　２／12（金）～３／9（火）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

やスマートフォンなどでご参加ください。

▼藤前干潟 野鳥観察会
日時　３／14（日）午前9時30分～正午
対象　小学４～6年生とその保護者
定員　10組（先着順）
場所　稲永ビジターセンター（野跡四丁目11－２）
内容　藤前干潟に飛来する野鳥を観察し、工
　　　作キットを使って鳥の飛ぶ仕組みを説明
申込　電話または電子メールに住所・参加者全
　　　員の氏名・学年・電話番号を記入の上２／12
　　　（金）～３／５（金）に下記へ
問合　公害対策室　☎・℻052－651－6493
　　　 a6516471－06@minato.city.nagoya.lg.jp

問合　食品衛生・動物愛護等担当　☎052－651－6486

飼主への
啓発活動

犬や猫などペットの飼主の方へ
・終生、責任を持って飼いましょう。
・自分で管理できる範囲で飼いましょう。
・意図しない繁殖を防止するため避妊・去勢手術を受けさせましょう。
・散歩中の犬のフンは必ず持ち帰りましょう。
・猫は室内で飼いましょう。

のら猫対策の
取組み

▼あなたとペットのための防災教室
日時　２／22（月）午後２時30分～３時30分
場所　港保健センター
講師　名古屋市動物愛護推進員・名古屋市
　　　人とペットの共生サポートセンター職員
内容　同行避難と日頃の備えについて
定員　20人（先着順）
申込　２／19（金）までに下記へ

事業名 実施日 受付時間 場　所 対象・内容

母乳相談【予約制】
保健センター
　　☎052－651－6539
分室☎052－302－8161

２／15（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

２／19（金） 13：00～15：15 港保健
センター

もぐもぐ離乳食教室
【予約制】
☎052－651－6509

２／26（金） 9：45～10：00 港保健
センター

離乳食が２回食の子（おおむね7～8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　２／15（月）～

子どものアレルギーと
ぜんそく相談【予約制】
☎052－651－6531

３／10（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

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・祝日を除く） 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

　災害はいつ起こるかわかりません。災害時に、
飼主がペットと同行避難するためには、普段か
ら災害時に必要となる備えを行い、地域社会に
受け入れられるよう、ペットを適正に飼育管理
する必要があります。港保健センターでは、それ
らの備えについて実演を交えた講習会を開催し
ます。是非ご参加ください。

①名古屋市のら猫の避妊又は去勢手術支援事業（ＴＮＲ支援事業）
　市民の方が、市内ののら猫へのＴＮＲ活動（のら猫を捕獲＜Trap＞し、避妊・去勢手術＜Neuter＞
をした後に元の場所に戻す＜Return＞活動。）を行う場合に、一律の金額で避妊または去勢手術を
行えるよう支援します。活動に取り組みたい方は、下記へ

②地域猫活動の推進事業
　地域猫活動（のら猫が寿命を全うするまで、適切なエサやりやフン尿の片づけを行う
活動。）を行おうとする市民の方に、活動グループづくりなどについて支援を行います。
　活動に取り組みたい方は【名古屋市人とペットの共生サポートセンター（☎052－681－2211）】へ

子育て総合相談窓口 ☎

健康ダイヤル ☎  
☎  

 ☎  
名古屋南歯科保健医療センター ☎  
※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

保健センターだより
港保健ｾﾝﾀｰ☎
南陽分室　☎

　 　港保健センター　お知らせ

詳細は、港区
ウェブサイトから

一 般 の 方
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ペットの災害対策
の推進
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▼保護司を募集しています！
　地域の安心・安全のために貢献してみませんか？
　保護司は、社会奉仕の精神をもって、罪を犯
した人の改善および更生を助けるとともに犯
罪の予防のために活動しています。犯罪や非
行をした人たちとの定期的な面接実施や、社
会復帰の手助けなどの立ち直り支援、子ども
の健全育成のためのさまざまな取り組みへの
協力や、社会を明るくする運動など犯罪予防
活動に取り組んでいます。
対象　66歳以下の意欲のある方
問合　港保護区保護司会事務局
　　　（港区役所民生子ども課内）
　　　☎052－654－9714　℻052－651－1190

▼南陽プール　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
申込　開始15分前～先着順
問合　南陽プール　
　　　☎052－303－2015　℻052－303－2016

教室名 日　時 定員
姿勢改善
エクササイズ 2／16（火）

3／2（火）
　・９（火）

９：15～
10：15

各30人
エアロビクス 10：30～

11：30

▼高齢者はつらつ長寿推進事業 
　健康体操やレクリエーションなど
を楽しみながら、介護予防について
理解を深め、参加者同士の仲間づく
りをすすめるなど、住み慣れた地域
でいきいきとした生活が送れるよう
支援します。

期間　４月～９月（６か月間）
対象　市内在住の65歳以上の方（会場にご自
　　　分で来られる方）
申込　～2／26（金）に下記へ
※材料費など実費負担あり
問合　港区社会福祉協議会　☎052－651－0305
　

期間　４月～令和４年3月（1年間）
場所　南陽地区会館
対象　市内在住の60歳以上の方
申込　�2／15（月）～27（土）に講座名・郵便番

号・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
年齢を明記の上、下記へはがきで申込

　　　※当日消印有効
※申し込み多数の場合は抽選
※材料費など実費負担あり
問合　港福祉会館（寛政町７-2８）　
　　　☎052－3８2－7009　℻052－3８1－22８5

▼港福祉会館 主催講座 
講　座 日　時 定員

気功体操 第2土曜日 13：00～
1時間程度 20人

絵手紙 第3火曜日 10：00～
1時間程度 10人

▼令和３年度学童保育のご案内
　学童保育所・児童クラブでは、“放課後のお
うち”として専任指導員が小学生のお子さ
ま一人一人に寄り添い保育します。
●留守家庭児童育成会（学童保育所）

※定員・費用・申し込み方法などは、最寄りの
　学童保育所または港区学童保育連絡協議会へ
【指導員を募集している学童保育所もありま
す。詳しくは港区学童保育連絡協議会までお
問い合わせください。】
問合　港区役所民生子ども課
　　　☎052－654－9714　℻052－651－1190
　　　港区学童保育連絡協議会（中川学童保育所内）
　　　☎・℻052－651－5196

名　称 電話番号 対象学区

中川学童保育所 052－651－5196 中川・東海
千年（熱田区）

大手留守家庭児童育成会 052－661－2８21 大手
当知学童保育所 052－3８3－3572 小碓・明徳・当知
港楽学童保育所 052－654－0369 西築地・港楽

高木・神宮寺学童保育所 052－355－6050 港西・野跡・稲永
高木・神宮寺

福田学童保育所 052－302－4433 南陽・福田・福春

▼港サッカー場　ショートプログラム
日時　2／12（金）～26（金）※土・日・月曜日除く
　　　午前10時15分～11時、午後1時45分～
　　　2時30分※2／23（火・祝）は、午前のみ
対象　中学生以上
場所　港サッカー場会議室
定員　各30人
内容　簡単なストレッチや運動紹介など
申込　開始45分前～先着順
問合　稲永スポーツセンター�
　　　☎052－3８4－0300　℻052－3８4－0303

曜日 時　間 場　所 定員

火
10：00～12：00 大手コミュニティセンター

各
26人

（抽選）

13：30～15：30 東海コミュニティセンター

水
９：45～11：45 高木コミュニティセンター

13：30～15：30 港区在宅サービスセンター

木
10：00～12：00 当知コミュニティセンター

13：30～15：30 小碓コミュニティセンター

金
10：00～12：00 南陽地区会館

13：30～15：30 南陽台住宅集会所

▼３／１（月）～７（日）春の火災予防運動
　空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節。
次のことを守り、火災を未然に防ごう！
◇放火されないよう家の周りに燃えやすい　
　物を置かない。
◇住宅用火災警報器を設置するとともに点
　検をし、設置から10年を目安に交換する。
◇コンロ使用中は、その場から離れない。
問合　港消防署
　　　☎052－661－0119　℻052－653－0119

▼個人市民税・県民税の申告
～郵送による提出にご協力ください～

期間　～3／15（月）
　　　午前８時45分～正午、
　　　午後1時～５時15分
　　　※土・日曜日、祝日は除く
場所　ささしま市税事務所（８階）、港区役所
　　　第６会議室（2階）、南陽支所税務窓口
問合　ささしま市税事務所　☎052－5８８－８005

▼確定申告のお知らせ
　申告書の作成・送信は、国税庁ＨＰ
の確定申告書等作成コーナーから
●確定申告会場
　日時　2／16（火）～3／15（月）
　　　　午前９時15分～午後５時
　　　　※土・日曜日、祝日は除く。ただし
　　　　　2／21（日）・2８（日）は開催
　場所　ウインクあいち６階（中村区名駅四丁目４－3８）
　※�当日配付または、事前発行（国税庁ＬＩＮＥ

公式アカウント）の入場整理券が必要
　※�上記の期間中は、税務署内では申告書の

作成指導を行っておりません。
●申告・納税期限
　所得税・復興特別所得税・贈与税：3／15（月）
　消費税・地方消費税（個人事業者）：3／31（水）
●税理士による無料税務相談所
　日時　2／17（水）～19（金）
　　　　�午前10時30分～午後0時30分、午後1

時～４時30分（受付は午後3時まで）
　　　　※�整理券（1日130件）を、当日午前９

時45分～配布予定
　場所　イオンモール名古屋茶屋（西茶屋二丁目11）
問合　中川税務署　☎052－321－1511

▼悪質な訪問販売にご注意を
　上下水道局から委託を受けたように装う訪
問販売が増えています。例えば、強引に清掃や
修理を行い、高額な代金を請求したり、浄水器
の購入を勧めたりします。販売目的や内容を
よく確認し、必要でなければきっぱりと断り
ましょう。不審に思ったときは下記へ
問合　上下水道局港営業所
　　　☎052－661－5226　℻052－651－2269　　
　

▼認知症サポーター養成講座
日時　2／25（木）午後1時30分～3時
場所　港区在宅サービスセンター
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　港区東部いきいき支援センター
　　　☎052ｰ651－056８　℻052－651－1167

ご利用ください」
「自転車駐車場を

　地下鉄港区役所駅周辺では、自転車
利用のマナーを守らずに自転車駐車場からは
み出して無理に自転車をとめる方がいます。
このような自転車は歩行者の通行の妨げにな
るばかりでなく、歩行者と自転車が接触する
などの交通事故の原因にもなります。港区役
所駅の自転車駐車場にはまだ余裕がありま
す。空いている駐車場を
ご利用いただき駐車区画
の白線内に駐車していた
だきますようお願いしま
す。
問合　港土木事務所　
　　　☎052－661－15８1　℻052－661－9154

　港防災センター
　ソナ・エルの 防災やってる？
　東日本大震災から来月で10年。
港防災センターでは、企画展「海と
生きものとわたしたち～3.11からの
復興をめざして～」を開催中。巨大地震後の
海の変化とは…？ぜひお越しください。
問合　港防災センター
　　　☎052－651－1100　℻052－651－6220

　110番は緊急通報のための専用電
話です。緊急性のない相談などは、警察相談
専用電話「#9110」などを利用してくださ
い。
・開設時間　月～金曜日（祝休日、年末年始
を除く）の午前９時～午後５時※相談料は
無料ですが、通話料がかかります。
問合　港警察署　
　　　☎052－661－0110　℻052－654－0199

港けいさつ安心安全通信
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▼農業文化園・戸田川緑地「スパイスとハーブ」
期間　３／9（火）～４／25（日）
問合　戸田川緑地管理センター
　　　☎052－302－5321　℻052－303－6116

▼みなとシネマ～なつかしの邦画特集～
「錆びた鎖」

日時　３／10（水）午前10時30分～、午後２時～
　　　※開始30分前～開場
定員　各100人（全席指定席）
費用　500円
　　　※チケット販売中。詳細は下記へ
問合　港文化小劇場
　　　☎052－654－8214　℻052－654－8215

▼自動車図書館　巡回日程

問合　自動車図書館　☎・℻052－821－3364

▼荒子川公園ガーデンプラザ展示会
●ボタニカルアート荒子川展
　期間　２／11（木・祝）～28（日）
●深雪アートフラワー展＜春爛漫＞
　期間　３／5（金）～14（日）
問合　荒子川公園ガーデンプラザ
　　　☎052－384－8787　℻052－384－5664

　購入・買い替えの販売店または家電量販店
へご相談ください。また、ご自身で指定引取場
所へ搬入することもできます。

★家電リサイクル法 対象品　 【有料】
　［テレビ・エアコン・冷蔵（凍）庫・

　洗濯機・衣類乾燥機］

★パソコン　【一部有料】
　［本体・ディスプレイ・ノート型］

　各メーカーの受付窓口へお尋ねください。
メーカー不明の場合や自作のパソコンなどは
パソコン３R推進協会（☎03－5282－7685）へお
問い合わせください。※プリンターなどの周
辺機器は粗大ごみです。

◆ご自身で処理施設へ搬入　【有料】
　事前に港環境事業所へお問い合わせください。
◆許可業者に収集を依頼　【有料】
　名古屋市一般廃棄物事業協同組合（☎052－
961－5383）へお申し込みください。
※引っ越し日を過ぎた場合は、引っ越し先で
　適正に処分してください。

★急な引っ越しなど通常の方法で
　処分できない場合は…

不法投棄は重大な犯罪です！

　月１回、地域ごとに決められた収集日に収
集しますので、事前にお申し込みください。
粗大ごみ受付センター
●電話申込…１週間前まで☎0120－758－530
　（携帯電話・県外からは　☎052－950－2581）
　受付時間　午前9時～午後5時
　（土・日曜日、年末年始を除く）
●インターネット申込…10日前まで

★粗大ごみ（30cm角を超えるごみ）【有料】

ごみの出し方・処分にかかる手数料などについては港区ウェブサイト（⓯面上段参照）でご確認いただけます。　家庭ごみ・資源・リサイクル

　引っ越しの際に出る粗大ごみなどは収集方
法を確認し、正しく計画的に出してください。

引っ越しごみは正しく
計画的に出しましょう！

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

▼親子でおりがみ
～花の箱・花の容器～　

日時　２／27（土）・28（日）
　　　午前10時～11時30分、
　　　午後１時30分～３時
対象　４歳～小学２年生とその保護者
定員　各回8家族（先着順）　
内容　 折り紙作家・半田丈直先生による親子

のための教室です。お花の形をした入
れ物を作ります。

申込　 開始30分前～お子さまご本人に対して
整理券配布

問合　とだがわこどもランド
　　　☎052－304－1500　℻052－304－1501

▼おはなし会

申込　①２／16（火）午前9時30分～下記へ（先
　　　着順）②開始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

②２／25（木）

11：00
～

11：20

南陽図書館 ４組

①３／３（水）
　　　10（水）
　　　24（水）

港図書館 ６組

①３／17（水） らら
スタジオ ６組

幼児・
小学生 ②２／20（土）

港図書館 ６組

南陽図書館 ４組

▼勾玉（まがたま）づくりを体験しよう！
日時　２／28（日）午前10時30分～正午
対象　小学生（小学１・２年生は保護者同伴）
定員　8人（先着順）
内容　 紙やすりで石を磨いて勾玉を作ります。
費用　350円
申込　２／13（土）～下記へ
問合　南陽図書館
　　　☎052－301－2116　℻052－301－2117

▼認知症の家族サロン
日時　①２／16（火）②２／18（木）、３／４（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　２／19（金）、３／5（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　２／17（水）、３／３（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

▼藤前干潟の渡り鳥調査隊
日時　２／13（土）午前10時～正午
対象　小学生以上
定員　10人（先着順）
内容　 藤前干潟に飛来する野鳥を観察し、簡

単な調査にチャレンジします。
申込　２／12（金）までに下記へ
問合　野鳥観察館　☎・℻052－381－0160

▼医師（もの忘れ相談医）による専門相談
日時　２／18（木）午後１時45分～３時15分
対象　認知症の方を介護するご家族
場所　①港区在宅サービスセンター
　　　②港区西部いきいき支援センター
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
※定員・申込など詳細は下記へ
問合　①港区東部いきいき支援センター
　　　　☎052－651－0568　℻052－651－1167
　　　②港区西部いきいき支援センター　

　　　☎052－381－3260　℻052－381－3261

区政情報などのチラシを
港区ウェブサイトに掲載しています！
　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
掲載しています。
※学区ごと、町内会・自治会ごとの個別の
　お知らせは掲載していません。

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

詳細は、港区ウェブサイトへ　

http://www.city.nagoya.jp/minato/
広報なごや港区版デイジー版・音楽CD版の送付をご希望の方は、市長室広報課（☎052－972－3134 ℻052－972－4126）へ。
点字版の送付をご希望の方は、港区社会福祉協議会（☎052－651－0305 ℻052－661－2940）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。
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日　時 場　所

２月

13 土 13：45～14：45 宝神荘

13 土 15：00～16：00 新稲永荘

16 火 10：00～11：00 神宮寺コミュニティセンター

17 水 10：00～11：00 新泰明荘

18 木 10：00～11：00 高木コミュニティセンター

20 土 10：00～11：00 正保公園

３月
３ 水 13：45～14：45 明徳小学校南

６ 土 10：00～11：00 みなと荘
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