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風呂敷と聞くと、泥棒を連想させるような唐草模様

の風呂敷をすぐに思い浮かべるかも知れませんが、

最近の風呂敷はカラフルでさまざまな模様の物がた

くさんあります。みなさんもこれを機会におしゃ

れと環境問題対策を両立させてみませんか？

見直される風呂敷

中区女性団体連絡協議会の皆さんのご

協力によるバザーです。家庭に眠ってい

る品物を必要な人に再利用してもらうこ

とによりごみになることを防ぎます。バ

ザーに協力していただける方は、学区女

性会会長にご連絡ください（未使用品に

限ります）。

日時 平成１９年６月２日（土）

午前１０時～午後３時

場所 中生涯学習センター

【照会先】中区女性団体連絡協議会

（区役所まちづくり推進室）

�２６５―２２２４ �２６１―０５３５
中生涯学習センター

�３２１―５５１１ �３２１―５５１２

環境バザー

１ 活かそう昔の人の知恵
色々役に立つ風呂敷の活用方法（包み方など）を紹介します。

２ もったいない�捨てずに使おう古着たち
古くなり要らなくなったＴシャツを再利用して便利グッズを

作ります。

３ 「エコクーぴょん」のＰＲ
日時 ６月２日（土） 午前１０時～１１時３０分

場所 中生涯学習センター

【照会先】中環境事業所 �２５１―１７３５ �２５１―１７３６

地域環境イベント
「風呂敷を使って目指そう循環型社会」

ポスターが完成しました�

中区制１００周年の記念事業のポスターが出来上がりました。区民のみなさんの
素敵な笑顔がとても印象的です。また、中区内の場所・建物なども小さいなが
ら存在感を示しております。今後、各公所の掲示板などでお目にかかると思い
ますので、どうぞよろしくお願いします。
もし、ポスターを掲示していただける商店や事務所がございましたら、下記

までご連絡ください。
【照会先】中区制１００周年記念事業実行委員会（区役所総務課）

�２６５―２２１１ �２６１―０５３５

�

市民・企業・行政が一体となり、安心

・安全で快適なまちづくりに向けて市内

一斉にクリーンキャンペーンを行います。

区内では各学区において清掃活動を中

心に行う予定です。皆さん是非参加して

町を美しくしましょう。

日時 ６月２日（土）

午前９時～１０時（雨天中止）

場所 各学区会場

【照会先】区役所まちづくり推進室

�２６５―２２２３ �２６１―０５３５

クリーンキャンペーン
・なごや２００７

○使っていない電化製品はコンセントからプラグを抜く

○人のいない部屋の照明をこまめに消す

○炊飯ジャーの保温時間を短くする

○水道・シャワーの出しっぱなしをせずこまめに止める

○風呂の残り湯を洗濯などにもういちど使いまわす

○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・空き缶などをきちんとわけて出す

※ひとりの少しの節約がみんなの大きな節約になります�

おうちで出来るかんたんエコライフ

地球温暖化の原因となっている CO2の削減に向けて、「冷暖房

の温度を控える」など、省エネに根ざしたエコライフの実践を呼

びかけ、宣言署名活動を行います。

日時 ６月２日（土）午前１０時～１１時

場所 大須商店街（東仁王門通～新天地通～万松寺通）

【照会先】中保健所生活環境課公害対策担当

�２５１―４５３７ �２５１―４５２４

みんなでへらそうCO2街頭キャンペーン

日時 ６月３日（日）

午前１０時３０分～１１時３０分

内容 「カーレース」
環境にやさしいソーラーカーを

作ったくまくんは、おおかみく

んとレースをすることになりま

した。先にゴールするのはどち

らでしょう？

「ききみみずきん」
キツネにもらったずきんをかぶ

ってみると、あら不思議！

対象 幼児・小学生・保護者６６人

（当日先着順）

※出演は人形劇団おたまじゃくしのみな

さんです

【照会先】中生涯学習センター

�３２１―５５１１ �３２１―５５１２

子ども人形劇「おたま劇場」

編 集

中 区 役 所
まちづくり推進室
〒４６０―８４４７
栄四丁目１番８号
代表 �２４１‐３６０１

�２６１‐０５３５

● 広報なごや 平成��年 月号 中 区１２
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学区 回収日 回収業者 回収業者電話

栄
地域によって第１火曜日と
第２水曜日があります

�オノセイ ６１３―１２２１

御園 第１水曜日 �名港宮崎 ３８２―７８１５

新栄 第１水曜日 �尾張紙業 ４００―１２８８

大須 第１金曜日 福田三商� ８１１―５１８１

平和
地域によって第３月曜日と
第４月曜日があります

冨士三商� ３５３―３１２１

開催場所 所在地 電話 開催日 開催時間

東別院

（東参道入口駐車場）
橘二丁目８―５５

４６１―３８５４ 第１・３木曜日 １０：００～１４：００

３３９―５５４１ 第２・４火曜日
１０：００～１２：００

１３：００～１４：００

松坂屋ストア

千代田店（駐車場）
千代田四丁目１３―１ ３０９―７３０５ 毎週火曜日 １０：００～１４：００

開催場所 所在地 電話 開催日 開催時間

�石川マテリアル 千種区田代本通１―１８ ７６２―５２６１ 第２日曜日 １３：００～１６：００

名古屋紙業� 東区泉一丁目１７―２０ ９６１―９１５１ 第２・３・４土曜日 ８：００～１２：００

�カミング名古屋 北区平手町１―２９ ９１５―２８１４
毎週土曜日

毎月８日
９：００～１２：００

福田三商� 西区名西二丁目２７―２２ ５２１―２４７６ 第１・３日曜日 １３：００～１６：００

大栄紙業� 西区城西五丁目１２―３ ５３１―２４７８
毎週土曜日

毎月８日
９：００～１２：００

（有）太田商店 中村区黄金通２―１２ ４５２―０３３８
第１土曜日

毎月８日
１３：００～１６：００

�藤川紙業 昭和区福江二丁目１１―２５ ８８２―０１５７
毎週土曜日

毎月８日
１２：００～１５：００

中区総合水防訓練

梅雨や台風などの雨の季節を前に、区内で

５月２７日（日）に総合水防訓練を行います。

訓練の内容は、新栄学区に避難勧告が発令

されたとの想定で、住民避難訓練、避難所運

営訓練、水災害の防止のための水防工法訓練

を行います。

災害の被害を最小限に抑えるには、日頃の

備えと正しい知識が必要です。この機会に、

防災の知識を深め、いざというときに落ち着

いて行動できるよう、訓練に参加または見学

をしてください。

日時 ５月２７日（日）午前１０時～

場所 新栄小学校

内容 住民避難、避難所開設および運営、物

資配分、水防工法訓練

※水防工法とは、土のうやビニールシートを

使い、地下街への水の流入防止、河川の越

水防止などを行う工作方法です。

【照会先】

区役所総務課 �２６５―２２１３ �２６１―０５３５

自転車も乗り方しだいで凶器に変わる
～スピード落として

歩行者優先の乗り方に努めましょう～
自転車も車の仲間です。車と同じように交

通ルールを守る義務があります。交通ルール

を正しく守ることはもちろんのこと、人通り

の多い道路ではスピードを落とし、見通しの

悪い交差点では必ず止まって左右の安全確認

をしましょう。

メール打つ 歩行者 自転車 超キケン
自転車は 正しいマナーが ライセンス

【中警察署】�２４１―０１１０

危険物安全週間
６月３日～９日

セルフスタンドにおいて、給油中の燃料の

吹きこぼれが多く発生しています。ガソリン

に引火すると大変危険です。吹きこぼれ防止

のため次の点に注意しましょう。

１ 給油ノズルは奥まで差し込んで、レバー

はしっかり引いてください。

２ 自動的に給油が止まったら、それ以上の

給油はしないでください。

３ 給油後は、給油ノズルを確実に元の位置

に戻してください。

【中消防署】�２３１―０１１９

６月１日は、商業統計調査の日です

商業統計調査は、卸売・小売事業所を対象

として調査員が皆さまの事業所にお伺いしま

す。どうぞご協力をお願いします。

【照会先】

区役所総務課 �２６５―２２１７ �２６１―０５３５

道道路路のの測測量量ににごご協協力力ををおお願願いいししまますす

道路法に定められた道路台帳を整備するため、右記

の地域において５月１日から１２月２８日まで測量を実施

します。

今回の測量は道路の調査をするためのもので、主に

道路上での作業となりますが、皆さまの敷地内に立ち

入らせていただくこともあります。

ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

【照会先】 緑政土木局測量課

�９７２―２８３８ �９７２―４１８５

古紙・古着（夏物）の処分に困っていませんか？
新聞紙（ちらし）・雑誌（メモ紙・封筒・はがき・ノート・ラップの芯などの雑古紙も含

む）・段ボール・紙パック・古着（夏物）はごみとして出さず、集団資源回収などに出して

いただければ再生利用（再利用）され資源の無駄使いになりませんし、ごみ減量にもなります。

●集団資源回収
学区や町内会などの団体が古紙・古着（夏物）を集団資源回収しています。回収日・場所

などは新聞折り込みのちらしや回覧板などでお知らせしています。

学区協議会方式で活動している地域については次のとおりです。

●リサイクルステーション
学区や町内会などで集団資源回収を行っていない地域の方は、リサイクルステーションに

持ち込んでください。中区内のリサイクルステーションを紹介します。

●古紙リサイクルセンター
平日にリサイクルステーションを利用できない方は、おもに土曜・日曜日開催の古紙リサ

イクルセンターに持ち込んでください。中区付近の古紙リサイクルセンターを紹介します。

【照会先】中環境事業所 �２５１―１７３５ �２５１―１７３６

�月は「放置自転車追放月間」です
自転車は、環境にやさしく便利な交通手段ですが、放置されると歩行者の通行の妨げにな

るだけでなく、交通事故の原因や、消防車・救急車など緊急車両の活動の支障にもなります。

また近隣の方々にも迷惑をかけます。

自転車は駐輪場に置くなど、マナーを守り正しい利用に心掛けましょう。

●自転車等放置禁止区域
区内では、栄と金山駅周辺を、条例により「自転車等放置禁止区域」に指定しています。

当区域内に放置された自転車等は直ちに撤去する場合があります。撤去後は「栄保管場所」

で１カ月間保管します。

「栄保管場所」 �２５２―５７０６ 中区栄五丁目９番２４号

●その他の区域
放置禁止区域以外の放置自転車等には、注意札を付け、その後１週間

以上経過したものは、「港明保管場所」に移動し１カ月間保管します。

「港明保管場所」 �６５１―４１５０ 港区港明一丁目１００７番地

●保管場所の自転車等引き取り方法
・引き取り日時 月曜～土曜日 午後２時～７時（祝日・振替休日などは休み）

・引き取りに必要なもの 手数料（自転車１，５００円・原動機付自転車３，０００円）、身分証明書な

ど、かぎ

【照会先】中土木事務所 �２６１―６６４１ �２５２―０７４２

５中 区 広報なごや 平成１９年 月号 ●１３



前前津津児児童童館館
�２６２―６２９９ �２６２―６２９９

中中生生涯涯学学習習セセンンタターー
�３２１―５５１１ �３２１―５５１２

中中ススポポーーツツセセンンタターー
�２３２―２３２７ �２３２―２３６４

開催日 開催時間

５月２日（水）
５月８日（火）

午前１０時３０分～１１時

午後１時３０分～２時

開催日 開催時間
５月１７日（木）
５月２９日（火）

午前１０時３０分～１１時

５月２５日（金） 午後１時３０分～２時

区区役役所所ままちちづづくくりり推推進進室室
�２６５―２２２４ �２６１―０５３５

南南自自動動車車図図書書館館巡巡回回日日程程
�８２１―１７３２ �８２１―３３６４

前前津津福福祉祉会会館館
�２６２―１８６９ �２４２―５７６１

中中保保健健所所電電話話番番号号ののおお知知ららせせ
電話番号のダイヤルイン化により、各担当に直接お問い合わせがで

きるようになりました。ご利用ください。

ジジュュニニアアリリーーダダーー講講習習会会
自ら行事を企画・実施できる、子ども会の

リーダー（ジュニアリーダー）を養成するた

めに、区内のボランティアの協力を得て、年

１０回の講習会を開催しています。

今年の講習会は、６月３日（日）から始ま

ります。ゲームや歌、工作など遊びの中から

リーダーの心構えを学びます。夏にはキャン

プ体験、冬には子ども会大会など楽しい企画

を考えています。

小学４年生以上の子ども会会員の皆さん、

ぜひ、たくさん参加してください。

【照会・申込先】�町内の子ども会責任者
�区役所民生子ども課
�２６５―２３１７ �２４１―６９８６

�ベビーマッサージ
オイルを使って赤ちゃんをマッサージする方

法を先生に教わります。

日時 ５月２９日（火）

午前１０時３０分～１１時３０分

対象 生後３カ月～７カ月の赤ちゃんと保護

者

定員 １５組（先着順）

申込 ５月２２日（火）午前１０時～受付

（電話での申し込みも出来ます）

費用 １００円（別途オイル代６３０円が要ります）

�オセロ大会
日時 ６月９日（土）午後１時～

定員 小学生３２人（先着順）

申込 ６月２日（土）午前１０時～受付

（電話での申し込みも出来ます）

�自由参加
�ドッジ・ビーを楽しもう
日時 ５月１２日（土）午後１時～

対象 小学生

�将棋ひろば
初心者でも参加できます。

日時 ５月１２日（土）、２６日（土）、６月９日（土）

午前１０時～正午

対象 小学生

�みんなきてみて児童館まつり
どなたでも参加自由です。

日時 ５月２７日（日）

午前１０時～午後４時

内容 ゲームコーナー、模擬店、くじびき、

マジック披露など

�おはなし会＆マジックShow
日時 ６月５日（火）

午前１０時～

�幼児と保護者対象
�ママと遊ぼう
日時 ５月２２日（火）

午前１０時３０分～１１時３０分

�親子体操
日時 ５月１６日（水）、２３日（水）、６月６日（水）

午前１０時３０分～１１時３０分

�チビッコ広場
日時 ５月１７日（木）、２４日（木）、６月７日（木）

午前１０時３０分～１１時３０分

「「特特設設人人権権相相談談所所」」開開設設ののおお知知ららせせ
６月１日は「人権擁護委員の日」です。人

権擁護委員は街の相談相手です。悩みごと

は、ひとりで悩まず、まず相談するのが、解

決への糸口です。相談は無料・秘密厳守で

す。お気軽にご相談ください。

日時 ６月１日（金）午前１０時～午後４時

会場 区役所６階大会議室（３）

【照会先】区役所総務課 �２６５―２２１３�２６１―０５３５

�なかふれあい座 琉球コンサート
日時 ５月２０日（日）午後１時３０分～３時

定員 一般６６人（当日先着順）

演奏 八重山古典民謡保存会・琉球民謡保存

会 東筋 秀盛さん

�公開講座〈女性セミナー〉今を生きる女性
女性の身の回りに起きる気をつけたい症状

日時 ５月２４日（木）午前１０時～正午

定員 一般６６人（当日先着順）

講師 咲江レディスクリニック院長

丹羽 咲江さん

【お詫び】４月号掲載の前期主催講座「歴史

から考える～人権 その重み～」

は講師の都合により中止します。

�エアロビクスレッスンタイム
日時 毎週水曜日

�部 午後６時３０分～７時３０分

�部 午後７時４０分～８時４０分

定員 中学生以上各回４５人

費用 ２２０円

申込 �部 午後６時１５分～先着順

�部 午後７時３０分～先着順

�「水泳＆水中エクササイズ」ワンポイント
アドバイス

下記の日程の時間中にプールに入場されてい

る方ならどなたでも受けることができます。

（プール入場料は必要です）

【水泳】息継ぎのポイントや泳ぎ方のチェッ
クなどをアドバイスいたします。

【水中エクササイズ】水中でのストレッチン
グやトレーニング法・リラクゼーション法な

どをアドバイスいたします。

�中区民ソフトテニス大会
日時 ６月１７日（日）午前９時～

場所 名古屋市体育館 競技場

（名古屋市熱田区六野二丁目５番３号）

対象 区内在住・在勤で中学生以上の方

定員 ６０組（先着順）

費用 ５００円（保険料含）

試合方法 男女別ダブルス

申込 ５月１４日（月）～５月２８日（月）に費

用を添えてまちづくり推進室へ

�第１４回中区少年剣道大会
日時 ６月９日（土）午前９時３０分開会式

場所 中スポーツセンター

対象 区内在住・在道場・在学の小・中・高

校生

定員 ２５０人

費用 １人１００円（保険料含）

試合方法 個人戦（トーナメント）

申込 ５月１１日（金）～１８日（金）に費用を

添えてまちづくり推進室へ

�第４７回中区職域剣道大会
日時 ６月９日（土）午後１時開会式

場所 中スポーツセンター

対象 区内在住・在勤・在道場のチーム

定員 １２チーム（１チーム５人制）

費用 １チーム２，０００円（保険料含）

試合方法 団体戦（リーグ）

申込 ５月１１日（金）～１８日（金）に費用を

添えてまちづくり推進室へ

どなたでも無料で本が借りられる動く図書

館です。一人８冊借りられます。日程・駐車

時間は次のとおりです。

中文化センター
５月１１日（金）午後２時～４時３０分

長岡公園 ５月２３日（水）午前１０時～１１時

正木公園 ６月９日（土）午前１０時～１１時

�健康相談 ５月２４日（木）

午後２時～

無無料料法法律律相相談談（（予予約約制制））
日時 ５月２１日（月）、６月４日（月）

午後１時～

会場 区役所５階 相談室

予約申込 市役所市民相談室（西庁舎１階）

�９７２―３１６０・３１６１

５

堀川フラワーフェスティバル２００７ ５月１２日（土）～２７日（日）

市民参加によるフラワーハンギングバスケットで納屋橋～錦橋間を飾るなど、堀川を

花と光で飾るイベントが行われます。また、堀川をゴンドラや屋形船で楽しむなど多彩

な催しがあります。是非お出かけください。詳しくは下記まで。

【照会先】堀川フラワーフェスティバル２００７事務局 �２２２―２６８６

中区制１００周年プレイベント

なごやかウオークNAKA「碁盤割のみち」
近代的な街並みと史跡が同時に楽しめる碁盤割の城下町を歩き

ます。平たんな歩きやすい約５キロのコースです。お気軽にご参

加ください。下園公園を出発、東照宮、本町公園、聞安寺などを

経て下園公園で解散します。

日時 ６月２４日（日）小雨決行

受付 午前９時～９時３０分

（出発 午前９時４５分）

集合 下園公園

対象 市民の方（小学生以下は保護者同伴）

定員 １５０人（事前申込者に参加賞あり）

費用 １００円（小学生以下無料、当日受付で

集めます）

申込 ５月３０日（水）～６月２０日（水）に電

話、ファクスで下記へ（先着順）

【照会・申込先】区役所まちづくり推進室 �２６５―２２２４�２６１―０５３５

係・担当 主な業務内容 電話番号

案 内 案 内 ２５１―４５２１

企画調査係・保健情報担当 保健委員、母子健康手帳の交付 ２５１―４５７２

医療監視 医療施設の検査・指導 ２５１―４５７３

生活環
境課

環境衛生担当 衛生害虫の相談、飲料水の衛生 ２５１―４５３５

食品獣疫担当
食品に関する相談・苦情、飲食店
などの営業許可、犬の登録

２５１―４５３６

公害対策担当 公害の苦情相談 ２５１―４５３７

保健予
防課

保健感染症係
乳幼児健康診査、医療社会事業、
予防接種、感染症、公害保健、精
神保健、歯科保健、栄養相談

２５１―４５６６

成人保健担当
結核、成人の各種健康診査、健康
教室

２５１―４５６８

保健看護担当 訪問指導、母子に関する相談 ２５１―４５６９

健康ダイヤル 健康や健康づくりに関 する相談 ２５１―８２８０

● 広報なごや 平成１９年 月号 中 区１４



実 施 日 対象学区 会 場 受 付

５／２４（木） 新 栄 新栄小学校 １３：４５～１５：００

５／２８（月） 全 学 区 中 保 健 所 ９：３０～１０：００

６／６（水） 新 栄
中文化セン
ター

１７：３０～１９：００

実 施 日 対 象 受 付

６／５（火） 平成１９．２．１～２．２０生 ９：００～９：１５

実 施 日 対 象 受 付

５／１７（木） 平成１７年１０月生 １３：１５～１３：４５

場 所 実 施 日 申 込 先

中川保健所 毎週火・水・木 �３６３―４４６３
名古屋市医師会
健診センター

毎週日曜日 �９３７―８４６０

実施日 内 容 受付

６／５（火）
骨量検査・保健指導、
栄養指導 １３：００～

１３：３０
６／１５（金）

検査結果説明・歯科指
導、運動指導（実技）

むし歯予防教室

実 施 日 対 象 受 付

５／２３（水）
平成１７年５月生 １３：００～１３：２０

平成１６年１１月生 １４：００～１４：３０

歯ッピー教室

実 施 日 対 象 受 付

５／１５（火）
平成１５年１１月生 ９：００～９：２０

平成１８年５月生 １０：００～１０：１５

無無料料

実施日 内 容

５／２４（木）
健康チェック（体脂肪測定な
ど）、体力測定、ストレッチ・
筋力アップ運動

５／３１（木）
ストレッチ・筋力アップ運
動、交流会

８／２（木）
健康チェック（体脂肪測定
など）、体力測定、ストレ
ッチ・筋力アップ運動

●市民健診

�胸部Ｘ線間接撮影（結核健診）
対象 １５歳および１８歳（健診時の年齢）以上

の方（妊娠中の方・治療中の方は除き

ます）。４０歳以上の方（今年度中に４０歳

になる方を含む）は、肺がん検診も兼

ねています。

�成人基本健康診査（血圧測定・尿検査・血
液検査など）

対象 ４０歳以上の市民の方（今年度中に４０歳

になる方を含む）。

料金 １，０００円【免除制度あり】

�大腸がん検診（免疫便潜血検査）
対象 成人基本健康診査を受診された方で希

望者

料金 ５００円【免除制度あり】

�Ｃ型・Ｂ型肝炎ウイルス検査
（問診、血液検査）

対象
（１） 成人基本健康診査を受診され、今年

度中に４０歳になる方で希望者

（２） 成人基本健康診査を受診され、今年

度中に４０歳から７０歳になる方で次の

いずれかに該当する希望者

ア 過去に輸血を受けたことがある

イ 過去に肝機能異常を指摘されたこと

がある

料金 １，０００円【免除制度あり】

※健康手帳をお持ちの方は、持参してくださ

い。市民健診では、診断書・証明書の発行

は行いません。���については市内の協
力医院・病院でも受診できます。

●乳幼児健康診査
【３カ月児】

※６月７日（木）に生後３カ月以上６カ月未満

の乳児を対象にＢＣＧ接種を行います。

受付時間 午前９時１５分～１０時

【１歳６カ月児】

●胃がん・大腸がん検診（予約制）
日時 毎週月・水・金曜日

午前９時～９時３０分受付

対象 ４０歳以上の市民の方（今年度中に４０歳

になる方を含む）。妊娠中および胃疾患

で治療中の方は除きます。

料金 １，４００円（胃がん検診のみは９００円）

【免除制度あり】

他施設のご案内

※市内の協力医院・病院でも受診できます。

予防接種は市医師会の協力で実施します。

接種の際は「予防接種と子どもの健康」をよ

くお読みください。

持ち物 母子健康手帳（本冊・別冊）

●指定医療機関で受ける予防接種
�三種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風）
�麻しん風しん混合
※指定医療機関に予約をしてから受けてくだ

さい。

●子育て総合相談
日時 月曜日～金曜日

面接 午前９時～午後４時３０分

電話相談 �２６９―７１５５
午前８時４５分～午後５時１５分

●子育てサロン「マンマ・ママ」（予約制）
初めての赤ちゃんを子育て中のお母さんや

妊婦さんなどの交流と情報交換の場です。

１歳の誕生月まで参加できます。

日時 毎週月曜日または木曜日

午前１０時～正午

場所 中区在宅サービスセンター３階

※申し込みは中保健所へ

●ニューファミリー・セミナー
（２日コース・予約制）
かわいい赤ちゃんの誕生を待つお父さん、

お母さん向けの教室（妊娠・出産・子育てに

ついて）です。

日時 １日目 ５月１８日（金）

２日目 ５月２８日（月）

午後１時～１時１５分受付

●母乳相談（予約制）
日時 ５月２１日（月）

午後１時１５分～２時４５分受付

対象 母乳不足や卒乳などでお困りの方

内容 個別相談と交流会

持ち物 母子健康手帳、タオル２本、ビニー

ル袋小１枚

●骨粗しょう症予防教室（予約制・２日コース）

対象 市内にお住まいの２０歳以上の女性

料金 ５００円【免除制度あり】

定員 ２５人（先着順）

申込期限 ５月２８日（月）

●歯の健康のために

内容 歯科検診

フッ素塗布（料金７２０円）

持ち物 母子健康手帳、歯ブラシ、タオル

歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯のののののののののののののののののののののののののののののののの１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康セセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ののののののののののののののののののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知ららららららららららららららららららららららららららららららららせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ

「歯の衛生週間」にちなみ、「歯の１日

健康センター」を開催します。歯をき

れいに磨いてからお越しください。

日時 ６月７日（木）

受付 午後１時３０分～４時

対象 就学前の乳幼児と保護者

内容 歯科検診・相談・指導

フッ素塗布（乳幼児のみ）

持ち物 母子健康手帳、タオル

場 所 中保健所

※車での来所はご遠慮ください。

【中区歯科医師会・中保健所】

●精神保健福祉相談（予約制）
日時 毎週金曜日 午後３時～４時３０分

●エイズ検査・梅毒検査
日時 毎週金曜日 午後３時～４時受付

�エイズ検査
料金無料。匿名で行います。ただし、証明

書発行を希望する方は別途記名をしていた

だき、料金１，２６０円が必要です。

�梅毒検査
料金１，６２０円

●Ｃ型・Ｂ型肝炎ウイルス検査
日時 毎月第１月曜日

午前９時３０分～１０時３０分受付

料金 Ｃ型・Ｂ型両方 １，２８５円

Ｃ型のみ １，０５５円

Ｂ型のみ ３２５円

※一部の方は、市民健診でも受けられます（料

金１，０００円）。詳しくは保健所へお問い合わ

せください。

【検診料金免除制度】
次の方は検診が無料になります。

�７０歳以上の方（今年度中に７０歳になる方も
含みます）

�市民税非課税世帯（１０日程前までに保健所
へ申し出てください。印鑑が必要です）

�生活保護世帯（区役所で発行する生活保護
受給証明書を持参してください）

�名古屋市医療費助成制度対象者（障害者医
療・ひとり親家庭等医療の各医療証を持参

してください）

�福祉給付金資格者（資格者証を持参してく
ださい）

※��は介護保険料納入通知書（保険料段階
第１段階、第２段階および第３段階表示の

方）の提示でも可能です。

区の人口 ７１，２２１人 世帯数 ４２，２２７世帯 （平成１９年３月１日現在）

ささささささささささささささささささささささささささささささささわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわややややややややややややややややややややややややややややややややかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室
ストレッチや筋力アップ体操など家庭

で気軽にできる運動を行う教室です。

「運動不足を解消したい」「何か運動を

始めたい」という方はぜひ、お気軽にご参

加ください。

対象 おおむね健康な７０歳未満の方

時間 午後１時１５分～３時３０分

受付 午後１時～

定員 ２０人（予約制）

会場 中保健所３階多目的室

照会・申込先 保健看護担当�２５１―４５６９

５中 区 広報なごや 平成１９年 月号 ●１５


