
5港 区 ⓭3

事業名 実施日 受付時間 場　所 対象・内容
プレママセミナー【予約制】
保健センター
　　☎052－651－6509
分室☎052－302－8161

①５／19（水）
13：10～13：55 港保健

センター

パパ・ママになる方
①赤ちゃんのお風呂の入れ方、パパの妊婦体験、
交流など②口腔ケア、母子で元気になる食事

（試食はありません）

①６／７（月）

②６／10（木） 13：10～13：20
母乳相談【予約制】
保健センター
　　☎052－651－6539
分室☎052－302－8161

５／31（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６／３（木） 13：00～15：15 港保健

センター

かみかみ離乳食教室
【予約制】
☎052－651－6509

５／26（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。離乳食の話、個別相談など（試
食はありません） 
定員　６組（先着順）　申込　５／11（火）～

歯っぴー教室【予約制】
☎052－651－6509

５／20（木）
13：30～14：30

港保健
センター

１～３歳児（初めて参加する保護者で希望者は歯科
検診あり）。歯科検診、フッ化物塗布
料金　720円�免５／27（木） 南陽分室

子どものアレルギーと
ぜんそく相談【予約制】
☎052－651－6531

５／12（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６／２（水）

【予約制】の事業は、事前に電話予約してください。

対象児の生年月日 実施日

①３・４か月児
R３.１.１～R３.１.15
R３.１.16～R３.１.31
R３.２.１～R３.２.14

５／11（火）
５／25（火）
６／８（火）

②１歳６か月児
R１.７.７～R１.７.22
R１.７.23～R１.８.16
R１.８.17～R１.9.５

５／12（水）
５／26（水）
６／２（水）

②３歳児
H30.１.10～H30.１.28
H30.１.29～H30.２.18
H30.２.19～H30.３.9

５／14（金）
５／21（金）
６／４（金）

受付時間
第 　 １ 　 子=①13：00～13：15
　 　 　 　 　　②13：30～14：00
第 ２ 子 以 降=13：00～13：30　

▼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

※ 実施日の10日前までに通知が届かない方は、
保健感染症係までお申し出ください。

※ １歳６か月児および３歳児は、希望者にフッ
化物塗布（料金720円�免）を実施します。おつ
りのないようお願いします。

問合　保健感染症係　☎052－651－6509

対象児の生年月日 実施日
３・４か月児 R３.１.１～R３.１.31 ５／18（火）

受付時間 第 １ 子=13：30～13：45
第 ２ 子 以 降=13：30～14：00

１歳６か月児 R１.７.17～R１.８.29 ５／19（水）

３歳児 H30.１.15～H30.３.11 ５／28（金）

受付時間 第 １ 子=13：50～14：10
第 ２ 子 以 降=13：30～13：50

�免は生活保護世帯減免あり…港区役所・南陽支所
発行の保護受給証明書をご持参ください。

オンラインでも参加できます！
　オンラインミーティングアプリ「Webex 
Meetings」でも教室に参加できます。パソコ
ン・スマートフォンなどでご参加ください。
※定員は10人（先着順）
※市電子申請サービス（❻面くらしのガイド
　参照）から申し込み

▼お口育て教室【予約制】
　口を育てるポイント・離乳食の作り方など
日時　６／２（水）午前10時～（10分前～受付）
場所　港保健センター
対象　 令和２年12月～３年３月生まれの子

とその保護者
定員　５組（先着順）
申込　５／17（月）～31（月）に右記へ 問合　保健感染症係　☎052－651－6509

●港区のワクチン集団接種会場（時間は、予約時にご確認ください。）

※クーポン券を受け取った後でないと予約できません。　※予約開始日はそれぞれ異なります。
※４月12日時点の予定です。日程や会場が変更または中止となる場合があります。コールセンターまたは市ウェブサイトでご確認ください。

　集団接種の予約は、下のコールセンターまたは市ウェブサイトで受け付けています。

　　　なごや新型コロナウイルスワクチンコールセンター
　　　　☎050－3135－2252　時間　午前9時～午後５時30分（平日のみ）

　市ウェブサイトでは、集団接種の予約状況を閲覧することができます。▶　　　　　

▼高齢者の新型コロナウイルスワクチン接種について　　　 【事前予約制】

日　付 時間帯 場　所

５月

12（水） 午後 港区役所

16（日） 午前・午後
成章小学校
明徳小学校

19（水） 午後 港区役所

23（日） 午前・午後
港区役所

南陽交流プラザ
稲永小学校

26（水） 午後 港区役所

30（日） 午前・午後
南陽交流プラザ
大手小学校
高木小学校

日　付 時間帯 場　所

６月

２（水） 午後 港区役所
３（木） 午後 港区役所

５（土） 午後
成章小学校
明徳小学校

６（日） 午前・午後
成章小学校
明徳小学校

9（水） 午後 港区役所
10（木） 午後 港区役所

12（土） 午後
港区役所

南陽交流プラザ
稲永小学校

※港区役所は講堂、各小学校は体育館、南陽交流プラザは体育室で実施します。
　（港区役所講堂は２階にありますが、エレベーターを利用することができます。）
　（明徳小体育館は２階ですが、エレベーターが無く階段を利用する必要があります。）
※会場によってはバリアフリー環境が異なります。バリアフリー環境を必要とさ
　れる方は、港区役所、大手小学校または南陽交流プラザをお選びください。
※小学校は駐車場がありません。公共交通機関でお越しください。
※小学校の体育館は土足禁止のため、スリッパ・外履き用靴袋を持参してください。

※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》付き添いは原則保護者の方お一人にしてください。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。当日来所される方の体温測定を行います。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。

会場へ

お越し

いただく

うえでの

注意点

医療機関名 電話番号
あおなみクリニック 665－5552

江崎医院 661－2452
岡田整形外科内科 652－5251

岡本医院本院 309－2818
クリニックおかだ 665－3500

　●�港区の個別接種医療機関（５／24（月）～順次接種開始予定）医療機関での接種予約は、各医
療機関へ直接お問い合わせください。※電話番号には、市外局番（052）を付けてください。

医療機関名 電話番号
小島内科クリニック 384－1515

児玉クリニック 301－3050
さかいクリニック 651－7767
汐止クリニック 381－6934

堂満医院 301－8840

医療機関名 電話番号
永井医院 653－7546

ながしま内科 303－6615
南陽病院 303－3181

はしもと内科クリニック 383－7001
服部内科・小児科医院 383－3030

日　付 時間帯 場　所

６月

13（日） 午前・午後

港区役所

南陽交流プラザ

稲永小学校

16（水） 午後 港区役所

17（木） 午後 港区役所

19（土） 午後

南陽交流プラザ

大手小学校

高木小学校

20（日） 午前・午後

南陽交流プラザ

大手小学校

高木小学校

23（水） 午後 港区役所

24（木） 午後 港区役所

26（土） 午後
成章小学校

明徳小学校

27（日） 午前・午後
成章小学校

明徳小学校

30（水） 午後 港区役所

＜接種対象者＞
　市内に住民票のある方で、接種を希望する昭和
32年４月１日以前に生まれた方
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医療機関名 電話番号
坂野クリニック 303－6611

みなと医療生協宝神生協診療所 381－8188
みなとファミリークリニック 659－0017

臨港病院 661－1691

※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

港保健センター  お知らせ

詳細は、
港区ウェブサイトから港保健センターだより港保健センターだより

港 区 版ここから
●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

港保健センター  ☎052-651-6471  FAX052-651-5144 南陽分室  ☎052-302-8161  FAX052-301-4674
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▼月曜日レッスンタイム

対象　中学生以上
費用　１回につき350円
申込　①午前９時～②午前10時～先着順
問合　稲永スポーツセンター 
　　　☎052－384－0300　℻052－384－0303

教室名 日　時 定員

①ザ・スロー　
　リンパドレナージュ

５／10（月）・24（月）

９：15～
10：15

各
30人

②バランス
　コーディネーション

10：30～
11：30

■５月26日は自転車盗難防止
「ツーロックの日」 　

まずワンロック！次にツーロック！
　港区で盗まれた自転車の約半
数は無施錠です。被害に遭わない
ために短時間でも必ず鍵を掛け

（ワンロック）、丈夫なワイヤー錠などを使用
してツーロックしましょう。
問合　港区役所地域力推進室
　　　☎052－654－9621　℻052－651－6179

■５月は自転車安全利用促進強調月間
～自転車に乗るときは 次のこと を実践しよう～
・ 走るときは、車道の左側が原則、歩道は例外！
・ 歩道を走るときは歩行者優先で、車道寄り
　を徐行する。
・ ヘルメットを着用する。
・ 夕暮れ時は早めにライトを点灯する。
・ 夜は、明るい服装や反射材を着用する。
・ スマートフォンを見ながら、イヤホンを
　使いながらの運転をしない。

■５月は放置自転車追放月間
　自転車を歩道などに放置すると、歩行者な
どの通行の妨げになるほか、交通事故の原因
になるなど、さまざまな弊害を引き起こしま
す。自転車をとめるときは、必ず自転車駐車場
をご利用いただくようお願いします。
問合　港土木事務所　
　　　☎052－661－1581　℻052－661－9154

▼上下水道料金のお支払いは便利な
口座振替・クレジットカード払いで

　支払い忘れや支払い用紙紛失の心配がなく
なる口座振替やクレジットカード
払いをご利用ください。
　お申し込み方法は上下水道局公
式ウェブサイトでご確認ください。
問合　上下水道局お客さま受付センター　
　　　☎052－884－5959
　　　上下水道局港営業所　
　　　☎052－661－5226　℻052－651－2269

▼港生涯学習センター公開講座
●中川運河から世界運河会議
　　主催講座「＜なごや学＞よみがえる中川
　運河」の第１回を公開します。
　日時　５／13（木）午前10時～正午
　　　　※30分前～開場
●こころに寄り添う傾聴を学ぶ

～大切にしたい基本姿勢～
　　主催講座「こころに寄り添う“傾聴”入門」
　の第１回を公開します。
　日時　６／９（水）午後１時30分～３時30分
　　　　※30分前～開場
定員　24人（当日先着順）
問合　港生涯学習センター
　　　☎052－653－5171　℻052－653－5172

▼６／６（日）～12（土）危険物安全週間
『事故ゼロへ トライ重ねる ワンチーム』
消毒用アルコールを安全に取り扱いましょう

【アルコールの特徴】
・ 火気に近づけると引火しやすい。 
・ アルコールから発生する可燃性蒸気は、
　空気より重く、低い所にたまりやすい。
　ご家庭などで消毒用アルコールを使用する
場合、次のことに注意し
ましょう。
・ 火気の近くで、使用
　しない。
・ 容器に詰め替える場合は、漏れたりあふれ
　たりして飛散させない。
・ 容器を設置・保管する場所は、直射日光が当
　たる場所や高温となる場所は避ける。
・ 容器を落下させたり、衝撃を与えたりしない。
問合　港消防署　
　　　☎052－661－0119　℻052－653－0119

▼南陽プールのお知らせ
●温水プール臨時休場
　期間　６／９（水）～11（金）（定休日含む）
　場所　50ｍ温水プール
●フライデーヒップホップキッズダンス教室
　日時　６／4～10／15指定金曜日（全10回）
　　　　午後4時45分～５時45分
　定員　25人（抽選）
　対象　小学生
　費用　3,300円
　申込　�５／24（月）必着。往復はがき（教室名・

住所・氏名・ふりがな・学年・性別・電
話番号を記入）で下記へ、または市電
子申請サービス（❻面くらしのガイ
ド参照）から

問合　南陽プール（〒455－0855藤前四丁目701）
　　　☎052－303－2015　℻052－303－2016

▼区民アンケートにご協力ください！
　港区では、５月上旬から区民2,000人（無作
為抽出）を対象にアンケートを実施します。
　このアンケートは、防災や子育て支援、健康
福祉などの取り組みに対する評価
やご意見を把握し、今後の区政運営
の参考とするものです。アンケート
が届きましたら、ご協力をお願い
します。
問合　港区役所企画経理室
　　　☎052－654－9672　℻052－651－6179

▲港区の花 

　
ハイビスカス

▼大規模小売店舗立地法に基づく
新設の届出書の縦覧

店舗名　（仮称）トライアル港区秋葉店
所在地　名古屋都市計画事業茶屋新田
　　　　土地区画整理事業　第81街区
縦覧場所　港区役所情報コーナー（１階）
縦覧期間　７／１（木）まで
縦覧時間　午前８時45分～午後５時
問合　経済局地域商業課
　　　☎052－972－2433　℻052－972－4138

▼5月は不法投棄防止強調月間
　ごみや不用品を道路や他
人の敷地に放置すると、不法
投棄として罰せられます。
　また、決められた曜日や場
所を守らない場合も、不法投
棄と見なされることがあり
ます。地域の生活環境を守る
ため、不法投棄を目撃された方は、車両ナン
バーなどの通報にご協力ください。
連絡先　【不法投棄通報専用ファクス】
　　　　℻0120－245－318
問合　港環境事業所　
　　　☎052－382－3575　℻052－384－0562

▼認知症サポーター養成講座
日時　５／27（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　認知症への理解を深めましょう。
※定員・申込など詳細は下記へ
問合　港区東部いきいき支援センター
　　　☎052－651－0568　℻052－651－1167

　
▼防犯灯・
　防犯カメラ

　　　の設置

▼盆踊りなど
　　地域行事

▼回覧板などによる
　　　　　情報伝達

◀視聴はこちらから

▼水害に備えましょう
　近年は全国で水害が頻発し
ています。また、６月から出水
期を迎えます。
　小規模な水害で水深の浅い初期段階におい
ては、水害を最小限に食い止めるためにご家庭
においても、簡易な水防工法による備えを行う
ようにしましょう。
　また、危険を感じる前に早めに避難ができる
よう、お住まいや勤務先の最寄りの
避難先もハザードマップなどで確認
しておきましょう。簡易水防工法の
例はウェブサイトをご覧ください。
問合　港区役所総務課
　　　☎052－654－9614　℻052－651－6179

簡単アクセス 問合　港区役所地域力推進室
　　　☎052－654－9621　℻052－651－6179

　みなさんも町内会・自治会の一員になって
活躍しませんか？

※町内会長・自治会長がご不明な時は、下記へ

　パラパラ漫画ムー
ビー「もしも町内会が
なくなったら…」をご
覧ください。

　町内会・自治会は、住みやすい町にするため
にこのような活動をしています。

▼南陽支所非常用発電機
設置工事のお知らせ

　南陽支所では、非常用発電機設置工事を行
う予定です。
　工事期間中は、南陽支所の西側出入口（時間
外・夜間窓口）は利用できなくなります。
　詳細は決まり次第、港区ウェブサイトなど
でお知らせします。
　期間中は工事の騒音や振動が発生すること
が想定されます。ご迷惑をお掛けしますが、ご
理解・ご協力いただきますようお願いします。
期間　６月～令和4年６月（予定）
問合　南陽支所庶務係
　　　☎052－304－8995　℻052－301－8399

簡単アクセス

あおり運転をしない！
スピードは控えめに！

●ご存じですか？町内会・自治会のこと●

●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

くらしのガイドくらしのガイド 港区ウェブサイト
https://www.city.nagoya.jp/minato/
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▼おはなし会

申込　�①５／15（土）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

▼自動車図書館 巡回日程

問合　自動車図書館　☎・℻052－821－3364

▼人権擁護委員の無料人権相談
日時　６／４（金）
　　　午前10時～正午、午後１時～３時
内容　子ども・高齢者・障害者の人権や、男女
　　　平等に関することなど相談に応じます。
場所　港区役所第四会議室（３階）
問合　港区役所総務課
　　　☎052－654－9613　℻052－651－6179

▼荒子川公園の催し
●ボタニカルアート展
　期間　５／８（土）～16（日）
●魅力あふれるサボテン・多肉植物展
　期間　５／22（土）・23（日）
問合　荒子川公園ガーデンプラザ
　　　☎052－384－8787　℻052－384－5664

▼健康相談＆バランスボール
日時　①６／２（水）②６／16（水）午後１時30分～
対象　市内在住の60歳以上の方
定員　各８人（先着順）
申込　�①５／19（水）②６／２（水）～電話または

窓口へ
問合　港福祉会館　
　　　☎052－382－7009　℻052－381－2285

▼みなと子育てミニ広場
日時　５／20（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　５／11（火）午前９時30分～下記へ
問合　港図書館　　
　　　☎052－651－9249　℻052－651－9250

▼とだがわこどもランドの催し
●身長測定会
　期間　５／11（火）～14（金）午前10時～正午
　対象　未就学児
●バルーン教室
　日時　５／23（日）午後３時～３時45分
　定員　15組（先着順）
　内容　バルーンアートに挑戦してみよう！
　申込　開始30分前から整理券を配布
●Farbe特別企画�出張Let's�play!!
　�　親子で楽しめる本格的なクラシックコン
サートを開催する「Farbe」の人気コーナー！

　日時　５／30（日）午後２時～２時45分
　定員　80人（先着順）
　申込　開始30分前から整理券を配布
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「野鳥写真展」
期間　５／29（土）～６／20（日）
内容　アマチュア写真家によるさまざまな
　　　野鳥のパネルを展示します。
問合　戸田川緑地管理センター
　　　☎052－302－5321　℻052－303－6116

▼藤前干潟の渡り鳥調査隊
日時　６／５（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　６／４（金）までに下記へ
問合　野鳥観察館　☎・℻052－381－0160

事業名　
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

認知症の
家族教室

５／13（木）13：30～15：30
６／10（木）13：30～15：30

認知症の
家族サロン

５／20（木）
13：30～15：30

５／25（火）
13：30～15：30

医師（もの忘れ相
談医）の専門相談

５／20（木）
13：45～15：15

▼名古屋市認知症高齢者家族支援事業

※対象・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

日　時 場　所

５月

13 木 13：40～14：40 東築地学区防災センター

15 土 13：45～14：45 宝神荘

15 土 15：00～16：00 新稲永荘

20 木 10：00～11：00 高木コミセン

22 土 10：00～11：00 正保公園

26 水 10：00～11：00 新泰明荘

６月
１ 火 10：00～11：00 神宮寺コミセン

５ 土 10：00～11：00 みなと荘

対象 日　時 場　所 定員

乳幼児

②５／13（木）、27（木）
６／10（木）

11：00
～
11：20

南陽図書館 ４組

①６／２（水）・９（水）
23（水） 港図書館 ６組

①６／16（水） らら
スタジオ ６組

幼児・
小学生 ②５／15（土）

11：00
～
11：20

港図書館 ６組

南陽図書館 ４組

▼パソコン相談室
日時　５／21（金）、６／４（金）
　　　午前10時～正午
問合　港生涯学習センター
　　　☎052－653－5171　℻052－653－5172

環境デーなごや2021
パートナーシップで創ろう“環境首都”なごや 

 ▼地域環境イベント

　地球に優しい環境づくりを進めるため、暮ら
しの中でできることを考えるきっかけづくり
として、SDGsの17の目標と、暮らしの中にある
SDGsを紹介するパネルを展示します。
期間　５／22（土）～６／17（木）
場所　港図書館
問合　港環境事業所
　　　☎052－382－3575　℻052－384－0562

 ▼緑のカーテンづくり講習会
　庭やベランダなどで「緑のカーテン」を育て
て、おうち時間を楽しく、涼しく過ごしません
か？ゴーヤの育て方のポイントをお伝えしま
す。参加者にはゴーヤの苗をプレゼント。
日時　５／19（水）午前10時～11時30分
場所　港保健センター
定員　25人（先着順）
申込　�５／12（水）午前９時から、電話・FAX（氏

名・電話番号を記入）で下記へ
※他会場での開催もあります。
問合　港保健センター
　　　☎052－651－6493　℻052－651－5144

「歩道橋ネーミングライツ
　　　パートナー」

　企業や団体などを対象に道路施
設の維持管理にご協力いただく「歩
道橋ネーミングライツパートナー」
を募集しています。月額２万５千円以上をお
支払いいただき、対象の歩道橋に企業名、商品
名などを入れた愛称を標示できます。
　また、パートナーとして清掃美化活動など、
歩道橋を地域貢献の場として活用する提案を
していただきます。
　地域貢献の場としてぜひご活用ください。
　

　歩道橋ネーミングライツ
問合　港土木事務所
　　　☎052－661－1581　℻052－661－9154

▼みなとこども横丁
日時　６／12（土）午前10時～正午
対象　３歳～小学３年生（幼児は保護者同伴）
定員　20人（先着順）
内容　駄菓子を買って横丁で昔の遊びを楽し
　　　みます。
費用　子ども１人につき20円（駄菓子代）
申込　５／28（金）～下記へ
問合　港児童館　☎・℻052－384－4473

▼ちびっこ講座「絵本のはなし」
日時　６／17（木）午前10時30分～11時30分
対象　乳幼児とその保護者
定員　10組（先着順）
内容　�港図書館の司書による読み聞かせと、絵

本の選び方を教えます。
申込　６／３（木）～下記へ
問合　港児童館　
　　　☎・℻052－384－4473

▼ロコモフレイル
日時　５／31（月）午後２時～
対象　市内在住の60歳以上の方
定員　15人（先着順）
申込　５／17（月）～電話または窓口へ
問合　港福祉会館　
　　　☎052－382－7009　℻052－381－2285

▼港保健センターの相談事業

場所　港保健センター
申込　事前に電話予約
問合　港保健センター
　　　☎052－651－6509　℻052－651－5144

猫の飼主の皆さまへ
　港保健センターには、自宅に猫のふん尿を
されて困るという苦情が多数寄せられていま
す。猫を飼う場合はマナーを守りましょう。
・�室内飼育に努めましょう
　外に出すと病気や交通事故に遭ったり、ノ
　ミ・ダニが付いたりする可能性があります。
・�避妊・去勢手術をしましょう
　望まない繁殖による不幸な子猫が生まれる
　ことを防ぐため、市では手術費用の一部を
　助成しています。
※犬と猫を合計10頭以上飼われている方は、
　保健センターへの届け出が必要です。
問合　港保健センター
　　　☎052－651－6486　℻052－651－5144

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
。

日　時 内　容

こころの
健康相談

５／11（火）・25（火）
15：30～17：30

こころの健康などに
関する相談

うつ病
家族相談

５／18（火）
15：30～17：30

うつ病の疑いのある方
の家族
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港区役所地域力推進室　　052-654-9621　　052-651-6179問合

名古屋競馬場前駅に
　　階段アートが出現！
名古屋競馬場前駅に
　　階段アートが出現！

港区では「信頼」と「安心」を高め、暮らしやすいまちづくり
を実現するための取り組みを行っています。その中の1つ
に「防犯」「交通安全」「まちを美しく」という意識の向上を目
的として、愛知県立惟信高等学校・名古屋臨海高速鉄道
株式会社・港区役所が協働し、あおなみ線の階段蹴込み
を利用して啓発・広報する　　　　　　　　　　　　　
があります。今回は、その一環として、名古屋競馬場前駅
に階段アートを施しました。

平成元年名古屋市制100周年記念に開催された「世界デザイン博覧会」の翌年
に、「名古屋港ガーデンふ頭」にて「みなと夢ひろば」として記念すべき第1回港区
区民まつりが開催されました。令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で
中止となりましたが、過去の写真をデジタルデータ化しその写真を「港区ウェブ
サイト」に掲載しました。また、「港区みどころマップ」は懐かしい写真とともに、
港区のみどころをたくさん掲載しています！ぜひご覧ください！

あおなみ線

「私たち学生が中心となり
積極的にあいさつや声掛けを
行い、港区をこの先ずっと
安心で安全な街にしたい」
という思いをデザインしました。

安心・安全で快適な

　　　まちづくりを
目指して

「あおなみ線の青の
イメージを取り入れ、

名港トリトンやクルーズ名古屋
など港区の魅力」

　を盛り込んでデザインしました。

ウェブ
で！

マップ
で！

港区区民まつりの過去の
写真を掲載しています！ぜひ、
懐かしい写真を見て区民まつ
りの歴史を楽しんでください！

港区役所情報コーナー（１階）、
南陽支所などで配布。
また、港区ウェブサイトか
らもダウンロードできます。

名古屋市港区

みなとデザインプロジェクトみなとデザインプロジェクト

「港区に住む
地域のみんなが協力して
　美しい街をつくっていく、

港区の今と未来」
をイメージして
デザインしました。

区長感謝状を持ってパシャリ♪

※階段は改札口より内側にあるため、ご覧いただく際には乗車券が必要です。
　ご了承ください。
※階段は改札口より内側にあるため、ご覧いただく際には乗車券が必要です。
　ご了承ください。

簡単アクセス

簡単アクセス

平成4年（1992）

5 月号 編集／港区役所
〒455－8520
港明一丁目12番20号
☎052－651－3251（代）
FAX052－651－6179

区の人口 142,803人 世 帯 数 64,466世帯 （令和3年4月1日現在）


	NN13M05G
	NN14M05G
	NN15M05G
	NN16M05G

