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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

①7／12（月） 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）

②8／5（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

7／26（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

8／5（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

7／21（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、個別相談など
（試食はありません）�
申込7／12（月）～

歯っぴー教室【予約制】
☎052－651－6509 7／15（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

【予約制】の事業は、事前に電話予約してください。▼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

※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。

【予約制】の事業は、事前に電話予約してください。

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

一 般 の 方

●８月分 港区のワクチン集団接種会場

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）

▼新型コロナウイルスワクチン接種について 【事前予約制】

※港区役所は講堂、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。）
※南陽交流プラザの体育室は土足禁止のため、スリッパ・外履き用靴袋を持参してください。

●港区の個別接種医療機関　医療機関での接種を希望する方は、各医療機関へ直接ご予約ください。
医療機関名 場　所

あおなみクリニック 正徳町１－10
江崎医院 名港１－18－10

岡田整形外科内科 名四町185

岡本医院本院 船頭場２－1235
介護老人保健施設トリトン 西倉町１－14

クリニックおかだ 幸町２－25

医療機関名 場　所
小島内科クリニック 宝神3－2314
児玉クリニック 新茶屋１－1313

さかいクリニック 幸町２－39－１

汐止クリニック 野跡4－6－9

堂満医院 七反野２－2302

永井医院 名港１－20－10

医療機関名 場　所
ながしま内科 秋葉２－7－１
南陽病院 小賀須3－1101

はしもと内科クリニック 入場１－502

服部内科･小児科医院 多加良浦町5－１－１

坂野クリニック 七反野１－901
みなと医療生協当知診療所 小碓２－284

医療機関名 場　所
みなと医療生協宝神生協診療所 宝神3－2107－２
よこやまクリニック 小碓２－60

臨港病院 名港２－9－43

（時間は、予約時にご確認ください。）
場　所 日　程 時間帯

港区役所
8／4（水）･5（木）･7（土）･11（水）･12（木）･14（土）･18（水）･
19（木）･21（土）･25（水）･26（木）･28（土） 午後

8／１（日）･8（日）･15（日）･22（日）･29（日） 午前･午後

南陽交流プラザ
8／7（土）･14（土）･21（土）･28（土） 午後

8／１（日）･8（日）･15（日）･22（日）･29（日） 午前･午後

　身近な液体を酸性、中性、アルカリ性に分
ける実験をしながら、なごやの雨の性質を
調べる小学生向けの講習会です。参加して
くれたお子さまには雨の性質を調べられる
キットをプレゼントします！おうち時間に
雨を調べてみませんか？

日時　7／18（日）午前10時30分～正午
場所　港保健センター
対象　小学生とその保護者
定員　20組（先着順）
申込　7／12（月）午前9時～電話、FAX・メール
　　　（氏名・学年・電話番号を記入）にて下記へ
問合　公害対策室　
　　　☎052－651－6493　℻052－651－5144
　　　 a6516471－06@minato.city.nagoya.lg.jp

自由研究応援企画！

対象児の生年月日 実施日

３・４か月児 R3.3.16～R3.3.31
R3.4.１～R3.4.15

7／20（火）
7／27（火）

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

１歳６か月児 R１.10.26～R１.11.10 7／28（水）

３歳児
H30.4.26～H30.5.12
H30.5.13～H30.5.29
H30.5.30～H30.6.12

7／16（金）
7／30（金）
8／6（金）

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

【南陽分室】南陽・西福田・福田・福春学区の方
対象児の生年月日 実施日

３・４か月児 R3.3.１～R3.3.31 7／13（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 R１.10.10～R１.11.13 7／14（水）

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

※�新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、講習会開催を中止する場合には、参加
申し込みされた方に資料と雨の性質を調
べるキットを郵送します。

※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

　夏は、�高温多湿となり食中毒菌が繁殖しやすい
時期です。手洗いを徹底し、食品は冷蔵庫で保存
するとともに、調理後はすぐに食べるように心掛
けましょう。また、加熱不足の鶏肉を食べたこと
によるカンピロバクター食中毒が起きています。
鶏肉は中心部までしっかり加熱しましょう。
　　　＜食中毒予防の三原則＞
　　①　菌をつけない（清潔）　
　　②　菌を増やさない（冷蔵・迅速）　
　　③　菌をやっつける（十分な加熱）
問合　食品衛生・動物愛護等担当　☎052－651－6486

★予約開始　7/20（火）午前9時～
　　年齢層、基礎疾患の有無などにより予約開始日が異なります。
　詳しくはクーポン券に同封のチラシをご覧ください。
★予約方法　「予約サイト」または「なごや新型コロナ
　ウイルスワクチンコールセンター」にて受け付けます。
★区役所・支所での接種予約はできません。

※ワクチン接種には必ず事前予約が必要です。クーポン券を受け取った後でないと予約はできません。クーポン券は順次送られる予定です。
※6月15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。
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食中毒を防ぎましょう

予約サイト

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。
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▼計量器（はかり）の定期検査　
　取引・証明にはかりを使用している事業者
は、2年に１回計量器の定期検査を受検する
義務があります（計量法第19条）。
　定期検査の時期・会場などの最新
の情報は、市ウェブサイトから

問合　経済局産業企画課
　　　☎052‐972－2448　℻052‐972－4136

はかりの検査日程

▼もしもに備えて
水を備蓄してください

　災害時、最も大切なのは飲料水
です。防災用品とともに１人１日
３リットルの水を３日分（９リッ
トル）以上備蓄しましょう。
　上下水道局では、製造から10年
間保存可能な災害用備蓄飲料水

「名水」を販売しています。
　詳しくは下記へ
問合　上下水道局お客さま受付センター
　　　☎052－884－5959　℻052－872－1296
　　　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　7／14（水）午前10時30分～正午
場所　イオンモール名古屋茶屋
対象　認知症に関心のある方
申込　事前に下記へ
問合　港区西部いきいき支援センター　

　　☎052－381－3260　℻052－381－3261
　　

▼ごみのカラス被害を防ぎましょう
♦対策１：生ごみを減らす
　　料理方法の工夫や食べ残しをなくすなど、
　生ごみを減らすようご協力をお願いします。
♦対策２：生ごみを隠して出す
　　カラスは目で見て生ごみを探します。生
　ごみだけを新聞紙などで包んで出すようお
　願いします。ただし、ごみ袋全体を覆わない
　ようにしてください。
♦対策３：防鳥ネットなどを使用する
　　目の細かい防鳥ネット
　などを使用するのも効果
　的です。ただし、ネットか
　らごみ袋がはみ出した
　り、重しがなかったりすると効果がありま
　せんのでご注意ください。
問合　港環境事業所　
　　　☎052‐382‐3575　℻052‐384‐0562

▼港プール オープン
　期間中はさまざまなイベントを開催！
期間　7／20（火）～8／31（火）
　　　午前10時～午後5時30分
　　　※期間中の金曜日は休場（祝日を除く）
場所　港プール（当知一丁目1401）
費用　小・中学生100円、大人300円、市内在住の
　　　65歳以上の方100円（要証明書）
問合　稲永スポーツセンター 
　　　☎052－384－0300　℻052－384－0303

▼夏休み短期小学生水泳教室①②
日時　①7／26（月）～29（木）全4回
　　　　午前９時～10時
　　　②8／2（月）～5（木）全4回
　　　　午前９時～10時
場所　南陽プール
対象　小学生
定員　各45人（抽選）
費用　各2,500円
申込　7／13（火）までに往復はがき（教室名・
　　　住所・氏名・ふりがな・電話番号を明記）
　　　または、市電子申請サービス（詳細は❽
　　　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

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

医師（もの忘れ相
談医）の専門相談

7／15（木）
13：45～15：15

認知症の
家族サロン － 7／27（火）

13：30～15：30
認知症の
家族教室

8／5（木）
13：30～15：30 －

▼パソコン相談室
日時　7／16（金）、8／6（金）
　　　午前10時～正午
内容　ITボランティアがパソコン
　　　操作について相談に応じます。
問合　港生涯学習センター
　　　☎052－653－5171　℻052－653－5172

▼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

▼港福祉会館の健康相談
●医師による健康相談
　日時　7／21（水）・8／4（水）
　　　　午後2時～
　申込　当日午前９時～下記へ
●「ゆったりゆるヨガ」と健康相談
　日時　8／4（水）午後１時～
　定員　10人（先着順）
　申込　7／21（水）午前９時～下記へ
●「バランスボール」と健康相談
　日時　8／18（水）午後１時～
　定員　10人（先着順）
　申込　8／4（水）午前９時～下記へ
対象　市内在住の60歳以上の方
問合　港福祉会館　
　　　☎052－382－7009　℻052－381－2285

安心・安全で快適な
まちづくりに向けて

■空地をきれいにする運動月間
　
７／１（木）～31（土）

  
　

　空地の汚れや雑草は、まちの美観を損ね
るだけでなく、夏には蚊やハエなどの発生
源になります。空地の所有者は、適正な管理
をお願いします。

■夏の交通安全市民運動

７／１１（日）～２０（火）　　　

　ドライバーは、「横断歩道で歩行者を見か
けたら必ず止まる」といった歩行者優先を
徹底しましょう。また、歩行者も「横断歩道
を利用する」「信号を守る」などの交通ルー
ルを守りましょう。
　一人一人が、ゆとりと思いやりのある心
を持って、交通事故防止に努めましょう。

問合　港区安心・安全で快適なまちづくり協議会
　　　事務局（港区役所地域力推進室内）
　　　☎052－654－9621　℻052－651－6179

簡単アクセス

▼港消防署　戸別訪問のお知らせ
　港消防署の職員が中心となり、家
庭での防災対策の推進を目的とし
て、各家庭を戸別訪問します。
　戸別訪問では、家庭で実施して
いる防災対策のヒアリングや、防災
用品の配付（各世帯１つ、無償）を
行います。
　家庭内での防災への取り組みを支
援し、この訪問をきっかけに、地域
防災力の向上を目指します。
実施学区　港西・稲永・南陽学区
実 施 日　南陽学区：6／26（土）～7／16（金）
　　　　　稲永学区：7／17（土）～8／6（金）
　　　　　※港西学区は8月に実施

※訪問の際は、マスク・フェイスシールドの着
　用など感染拡大防止対策を徹底します。
問合　港消防署　
         ☎052－661－0119　℻052－653－0119

▼秋のイベント中止のお知らせ
　例年秋に開催しておりました以下のイベン
トは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止のため中止とします。
　開催を楽しみにされていた皆さんには、申
し訳ありませんが、ご理解いただきますよう
お願いします。
●港区民美術展
●港区短詩型文学展
●港区子ども美術展
●エンジョイウォークみなと
問合　港区役所地域力推進室
　　　☎052－654－9622　℻052－651－6179
●南陽地域ふれあいまつり
●南陽さんぽウォーキングイベント
問合　南陽地域ふれあいまつり実行委員会
　　　事務局（南陽支所庶務係内）
　　　☎052－304－8995　℻052－301－8399
●港区区民まつり
問合　港区区民まつり実行委員会事務局
　　　（港区役所地域力推進室内）
　　　☎052－654－9622　℻052－651－6179

▼ぼうさいをまなぼう！
日時　7／25（日）午前10時～正午、午後１時～３時
内容　あいち防災リーダー会による「耐震相
　　　談」・「防災コーナー」や、防災に関する
　　　ワークショップを開催
問合　港防災センター
　　　☎052－651－1100　℻052－651－6220

　 　ジィジョの
 　　　　防災わんポイント！

　　　　　　避難所は、３密（密閉・密集・密接）
　　　　　による衛生環境の悪化が起こりや
すい場所です。新型コロナウイルス感染症に
罹患する危険性を踏まえ、在宅避難を含めた
災害時の行動など次の３点を確認しましょ
う。
●災害リスクの確認
●持出品の準備（体温計・マスク・
　アルコール消毒液などを非常
　持出品に追加）
●避難行動の流れの確認
問合　港区役所総務課
　　　☎052－654－9614　℻052－651－6179

簡単アクセス

▼在宅避難のすすめ

⓴面に
特集記事掲載♪
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▼みなと子育てミニ広場
日時　７／15（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　７／11（日）午前９時30分～下記へ
問合　港図書館
　　　☎052－651－9249　℻052－651－9250

▼荒子川公園ガーデンプラザ展示会
●ボタニカルアート（植物画）展
　期間　７／16（金）～25（日）
●木工クラフト（剪定木で作った生き物）展　
　期間　７／31（土）～８／15（日）
●フラワー・ブラボー・コンクール（FBC）

花壇設計図展
　期間　８／6（金）～15（日）
問合　荒子川公園ガーデンプラザ
　　　☎052－384－8787　℻052－384－5664

▼農業文化園・戸田川緑地の催し
●戸田川に棲む魚ととだがわの森展
　期間　７／17（土）～８／25（水）
●東海地方の野鳥写真展
　期間　７／27（火）～８／29（日）
問合　戸田川緑地管理センター
　　　☎052－302－5321　℻052－303－6116

▼サマーナイトアクアリウム
期間　７／17（土）～８／31（火）
内容　イルカのナイトパフォーマンスなど
※入館料が必要
※開館時間を午後８時まで延長、
　午後５時以降は入館料が約２割引き
※土・日曜日、祝日、８／10（火）～13（金）は要事前予約
問合　名古屋港水族館
　　　☎052－654－7080　℻052－654－7001

▼なつのとだがわこどもひろば
　こどもランドは今年で開館25周年！
恐竜ショーや工作など、楽しい企画が
盛りだくさん！
日時　７／24（土）・25（日）
　　　午前10時～午後3時
問合　とだがわこどもランド
　　　☎052－304－1500　℻052－304－1501

▼夏休み！藤前干潟の渡り鳥調査隊
日時　７／24（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　７／23（金・祝）までに下記へ
問合　野鳥観察館　☎・℻052－381－0160

●こども縁日
　日時　７／31（土）①午後２時～２時40分、
　　　　②午後２時50分～3時30分
　申込　７／15（木）午前10時～下記へ
●苦手脱出大作戦～かけっこ～
　日時　８／２（月）・3（火）午後1時30分～3時
　申込　７／20（火）午前10時～下記へ
●竹でけん玉づくり
　日時　８／4（水）
　　　　午後1時30分～3時
　費用　200円
　申込　７／21（水）午前10時～下記へ
●わくわく！サイエンスラボ
　日時　８／6（金）・７（土）午前10時～午後3時
　費用　1講座300円
　申込　７／13（火）午前10時～下記へ
●大迷路を作ろう
　日時　８／18（水）午前10時～11時30分
　申込　８／4（水）午前10時～下記へ
●はじめてのバドミントン
　日時　８／23（月）・24（火）午前10時～正午
　申込　８／3（火）午前10時～下記へ
●いきものふれあい
　日時　�８／30（月）①午後２時～、

②午後２時50分～
　申込　８／16（月）午前10時～下記へ
※対象・定員・内容など詳細は下記へ
問合　港児童館　☎・℻052－384－4473

　港児童館　夏休み特集

▼おはなし会

申込　①７／15（木）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

対象 日　時 場　所 定員

乳幼児

①８／4（水）・11（水）
25（水） 11：00

～
11：20

港図書館 6組

①８／18（水） らら
スタジオ 6組

幼児・
小学生 ②７／17（土）

11：00
～
11：20

港図書館 6組

南陽図書館 4組

▼ようこそ！
妖怪先生の不思議な実験室

日時　８／6（金）
　　　午前10時30分～11時30分
対象　小学生
定員　10人（先着順）
内容　身近なものでできる不思議な科学実験
講師　 島田尚幸さん（東海中学校教諭　あい

ち妖怪保存会共同代表）
申込　７／24（土）午前９時30分～下記へ
問合　港図書館 
　　　☎052－651－9249　℻052－651－9250

学区名
令和２年国勢調査 平成27年との比較
世帯数
（世帯）

人口
（人）

世帯数
（世帯）

人口
（人）

人口増減率
（％）

東築地 4,142 9,581 －83 －748 －7.24

中　川 3,365 6,591 185 445 7.24

東　海 2,565 4,984 175 49 0.99

成　章 2,205 4,993 97 －202 －3.89

大　手 3,911 9,043 －69 －541 －5.64

港　西 4,224 9,474 226 210 2.27

稲　永 3,655 7,449 －99 －622 －7.71

野　跡 1,543 3,179 29 －290 －8.36

小　碓 3,890 8,508 －97 －520 －5.76

正　保 3,029 6,891 －43 －349 －4.82

明　徳 3,390 7,545 154 －107 －1.40

当　知 3,947 8,736 －13 －597 －6.40

西築地 2,594 5,274 89 －115 －2.13

港　楽 4,025 8,209 233 －81 －0.98

高　木 3,754 9,067 24 －251 －2.69

神宮寺 1,903 4,548 －18 －244 －5.09

南　陽 3,419 9,086 755 1,590 21.21

西福田 1,454 4,384 53 －183 －4.01

福　田 4,279 10,766 116 －196 －1.79

福　春 2,167 5,456 34 －229 －4.03

合　計 63,461 143,764 1,748 －2,981 －2.03

　令和２年10月1日現在で実施した国勢調査
の結果（速報値）がまとまりました。
　港区の人口は143,764人で、前回の平成27年
の調査と比較して、人口は2,981人減少し、世
帯数は1,748世帯増加しました。

※�この数値は、名古屋市が独自に集計した速
報値であり、総務省が公表する人口速報集
計とは異なることがあります。

問合　港区役所総務課
　　　☎052－654－9618　℻052－651－6179

調査へのご回答
ありがとう
ございました

港区の人口は143,764人（63,461世帯）

　皆さんが気持ちよく利用でき
るよう、以下のことにご注意く
ださい。
■公園は譲り合ってご利用くだ
　さい。
■利用時のごみはお持ち帰りください。
■看板などで禁止している行為はやめましょう。
■犬の散歩は、必ずリードなどを着用し、フン
　は持ち帰りましょう。
■他の公園利用者・近所
　の方の迷惑になる行為
　は、やめましょう。
■公園利用後は、手洗い・
　うがいをしましょう。
　安全に楽しく利用できるよう、皆さんのご
理解・ご協力をお願いします。
問合　港土木事務所　
　　　☎052－661－1581　℻052－661－9154

「公園利用のマナーについて」

▼南陽図書館の催し
●藤前干潟ワークショップ
「トビハゼのペーパーキャップをつくろう！」
　日時　７／28（水）
　　　　午前10時～11時30分
　対象　小学生
　定員　８人（先着順）
　内容　干潟の生き物について学びます。
　申込　７／11（日）～下記へ
●しゃぼんだま　夏のウキウキおはなし会
　日時　７／31（土）
　　　　①午前10時30分～10時50分
　　　　②午前11時～11時20分
　対象　乳幼児・小学生
　定員　各4組（先着順）※最大10人
　内容　絵本や紙芝居の読み聞かせなど
　申込　７／17（土）～下記へ
●こわーいおはなし会
　日時　８／７（土）
　　　　①午後２時～２時20分
　　　　②午後２時30分～２時50分
　対象　幼児・小学生
　定員　各10人（先着順）
　内容　部屋を暗くして行う怖いお話だけの
　　　　お話し会
　申込　７／24（土）～下記へ
問合　南陽図書館 
　　　☎052－301－2116　℻052－301－2117
　　

日　時 場　所

７月

13 火 10：00～11：00 神宮寺コミセン

17 土 10：00～11：00 みなと荘

27 火 13：45～14：45 明徳小学校南

31 土 14：00～16：00 当知住宅

８月

５ 木 13：40～14：40 東築地学区防災センター

７ 土 13：45～14：45 宝神荘

７ 土 15：00～16：00 新稲永荘

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
。



3 7 港 区⓴

　葉の色の異なる稲を使って、田んぼに絵を描く「田
んぼアート」。市民と農家が協働で農を支える仕組み
を作ることを目的に行われており、今年で10回目を
迎えます。7月上旬の見頃に、隣接する観察台に登っ
て、田んぼに浮かび上がる美しいアートをぜひご覧く
ださい。

詳細は市ウェブサイトへ

田んぼアート

西茶屋三丁目
（西茶屋2交差点南西）

場所

新
川

庄
内
川

戸
田
川

東海通
日の出橋・明徳橋

南陽大橋

庄内
新川
橋

イオンモール
名古屋茶屋 南陽交通広場

バス停
南陽交通広場
バス停

知多 当知
三丁目

南陽
中学校前

両茶橋東

西茶屋2

藤高4

甚兵衛通
二丁目南

302

23

田んぼアート会場

N

港区役所駅港区役所駅

港北公園

1番出口

港区役所

ららぽーと名古屋
みなとアクルス

港防災センター　　052-651-1100　　052-651-6220問合

南陽支所港農政課　　052-301-8209　　052-301-8399問合茶屋新田田んぼアート実行委員会主催

新型コロナウイルス感染症対策
についてのお願い 住　　所  港明一丁目12-20

開館時間  午前９時30分～午後４時30分
　　　　  （体験は午後４時まで）
休 館 日  月曜日・第3水曜日
　　　　  （祝休日は開館し、その翌日休館）

●密集防止のため、10人以上の多人数でのご来館は
ご遠慮ください。

●ご入館時に、氏名・連絡先電話番号・住所の記入を
していただきます。

予約
不要

体験
無料

クルっとまわるうちわをつくろう
7/10（土）

ぼうさいをまなぼう 面みなとくらしの
ガイドでもご紹介

7/25（日）

●伊勢湾台風カルタ

●ぼうさいグッズをつくってまなぶ！

2019年「名古屋おもてなし武将隊®」

港防災センター

8月の毎週土曜日午前10時～正午、午後
1時～3時は、自由研究の題材になりそう
な防災ワークショップを開催します。

レポート体験
　港防災センターは、小さな子どもでも楽しめる無料の体験や、非常持出品など
いざという時の備えについても学べる施設です。
　港区役所に隣接しているので手続きの際や、お近くで買い物をしたついでに
立ち寄ってみませんか。

地震体験室
※過去に起きた震度7クラス（震度階級で最も揺れ
が強い）の地震5種類から1つを体験できます。

　今回は「阪神淡路大震災」を体験したよ。こ
んなに大きな揺れが突然襲ってきたら、身動
きが取れずパニックになるだろうな…。料理
をしていたら？家に一人だったら？まず何をし
たらいいか、いざという時にどうしたらいいか
を考えたよ。
　スタッフの方から、
地震の時の身の守り
方や、揺れが収まっ
た後の行動も教えて
もらったよ。

レポート体 験
　伊勢湾台風当時にタイムスリップ！
3Dメガネを掛けて、自然災害の恐ろ
しさを模擬体験してみたよ。
　自宅に浸水してくる様子が生々し
くて、水にさらわれそうになったとき
には思わず叫び声を上げちゃった…。
　当時の様子を知る
おじいちゃんやおば
あちゃんに話を聞い
てみたいな。

レポート体 験

港防災センターキャラクターの「ソナ・エル」が館内の紹介をするよ。

体験 ３Ｄシアター
※時間により上映内容（伊勢湾台風・津波）
　が替わります。

　伊勢湾台風の被害のすさまじさを物語
る写真や、災害記録映像などが見られる
よ。3Dシアターのすぐ隣なので、体験
の後に見るとより一層迫力を感じたよ。

展示
※現在は乗ることができません。

　気になる防災用品の展示がたくさん！
「家具固定って言っても壁に穴を開けた
くないし…」とか「持ち出し品を全部持っ
て逃げられるのかな…」などなど、不安
なことをスタッフの方に相談できたよ。

※詳細はHPへ

7 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 143,049人 世 帯 数 63,692世帯 （令和3年6月1日現在）
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