
中　区�

トワイライトスクール（放課後学級）は、放課後・土曜日・長期休業期間中に学校施設を使って、学年の

異なる友達と自由に遊んだり、学んだり、体験活動に参加したり、地域の人々と交流をすることを通じて、

子どもたちの自主性、社会性、創造性などをはぐくむことを目的とし、地域が一体となって子どもたちを

見守る環境をつくっていく取り組みです。

自由な遊び

地域オリエンテーリング

地域オリエンテーリング

保護者の感想

子どもと一緒に参加し、改めて地域

の方々に見守られていることを実感

し、心強く感じました。

名古屋青年会議所の主催で、日ご

ろ入る機会のない消防署や学区内の

商店・会社などを見学しました。

活動場所は？
トワイライトスクール専用に整備さ

れた放課後学級プレイルームを中心

に、可能な場合は、運動場、体育館

など。

今回の編集にあたり、栄小学校トワイライトスクールの

方々にご協力をいただきました。ありがとうございました。

学びの活動

活活動動ののよよううすす
（栄小学校トワイライトスクールの活動風景）

中区スポーツ交流会

区内のトワイライトスクールが集ま

ってドッヂビーの大会を行いました。

中区スポーツ交流会

参加児童の感想

スポーツセンターの指導員さんに教

えてもらい、うまく投げることがで

きるようになりました。ゲームで当

てることはできなかったけど、とて

も楽しかったです。

活動時間は？
授業のある日…授業終了後～午後６時

授業のない日…午前９時～午後６時

※時間延長モデル事業を行っていると

ころもあります。

トワイライトの活動内容は、

�自由な遊び
�学びの活動
�ボランティアの指導による体験活動
�地域との交流
の４つを主体に行っています。

【照会先】教育委員会生涯学習課 �９７２―３２２９ �９７２―４１７８

飼育にチャレンジ！

落ち葉掃除

シュノーケルで遊ぼう

飼育にチャレンジ！

体験活動ボランティアの話

現在メダカなどの小魚、カニ、オタ

マジャクシ、ザリガニ、カメを飼い

始めました。生き物にふれ合うこと

でいろいろ感じてほしいです。

トワイライトスクール周辺の清掃

活動をしました。

小学校のプールでシュノーケルや足

ひれを使った泳ぎ方を教わりました。

スタッフは？
日常の活動は、教職経験豊かな運

営指導者と地域協力員が子どもた

ちの活動を見守っています。

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

学び 体験遊び

交流

● 広報なごや 平成 年 月号 中 区２０ ２１２
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すすぐぐにに振振りり込込ままなないい
ひひととりりでで振振りり込込ままなないい

～振り込め詐欺被害にご注意を～
振り込め詐欺は次の４つの詐欺事件のこと

を言います。

●いわゆるオレオレ詐欺

電話を利用して、親族・警察官・弁護士を

装い、交通事故や痴漢行為に対する示談金を

名目に現金を口座に振り込ませるなどの方法

により、だまし取る詐欺です。

●架空請求詐欺

郵便・インターネットを利用して、不特定

多数の者に対し、有料サイトの料金が未払い

であるとした架空の事実を口実に料金を請求

する文書を送付して、現金を口座に振り込ま

せるなどの方法により、だまし取る詐欺で

す。

●融資保証金詐欺

実際には融資をしないのに、融資をする旨

の文書を送付し、融資を申し込んできた者に

対し、保証金を名目に現金を口座に振り込ま

せるなどの方法により、だまし取る詐欺で

す。

●還付金等詐欺

税務署や社会保険事務所などをかたり、税

金の還付などに必要な手続きを装って被害者

にＡＴＭを操作させ、口座間送金により現金

をだまし取る詐欺です。

被害にあわないためには
この振り込め詐欺は、いつあなたの身近で

発生するかもしれません。次の点をよく注意

してください。

○振り込むように電話があったら、振り込む

前に必ず事実を確認する。

○身に覚えのない請求や根拠のはっきりしな

い請求は無視する。

○正規の業者が融資の前に保証金などの名目

でお金を振り込ませることはありません。

「お金を振り込んで」と言われたら、振り

込まずに詐欺を疑ってすぐ相談する。

【中警察署】�２４１―０１１０

春春のの火火災災予予防防運運動動
３月１日（土）～７日（金）

「火は見てる あなたが離れる その時を」
昨年、区内の火災原因のトップは、たばこ

によるものでした。たばこによる火災を防ぐ

ために次のことに注意しましょう。

１ たばこのポイ捨ては絶対にしない。

２ 寝たばこはしない。

３ 灰皿には水をいれる。

４ 火のついたたばこを灰皿に置いたままに

しない。

住宅用火災警報器は、設置されましたか？
設置期限は、５月３１日（土）です。

【中消防署予防課】�２３１―０１１９

水水道道のの使使用用中中止止・・使使用用開開始始のの
おお届届けけははおお早早めめにに！！

転勤、入学・卒業などの引っ越しによる水

道の使用中止、使用開始のお届けは、下記ま

でお早めに。インターネットでのお届けも受

け付けています。

【照会先】

上下水道局お客さま受付センター（年中無休）
�８８４―５９５９ �８７２―１２９６

平日 午前８時～午後７時

土・日曜日、休日 午前８時～午後５時

上下水道局中営業所

�３２２―７７６０ �３２２―５０７５
上下水道局ホームページ

http : //www.water.city.nagoya.jp/

ごごみみ袋袋ののカカララスス被被害害ににはは
ここんんなな方方法法でで対対処処ししままししょょうう

カラスがごみ袋をつついて破り、中のごみ

を散乱させる被害が発生しています。カラス

被害を防止するため、次の方法をおすすめし

ます。

○生ごみを隠して出す
生ごみだけ新聞紙や紙袋で包み、中身が見

えないように出してください。このとき、袋

全体を覆わず、生ごみだけ覆うようお願いし

ます。

○防鳥ネットなどを使用する
カラスがごみ袋に触れられないようネット

などでごみ袋を覆ってください。ネットなど

はごみ袋を収集しやすい方法で設置してくだ

さい。

そのほか、野菜くずや食べ残しが出ないよ

うな料理方法を工夫してみてはいかがでしょうか。

【照会先】中環境事業所

�２５１―１７３５ �２５１―１７３６

道道路路・・公公園園ななどどのの異異常常はは
ごご連連絡絡くくだだささいい

土木事務所では、道路や公園を安全に利用

していただくために、職員によりパトロール

を実施し、異常個所の早期発見に努めていま

すが、パトロールで発見することができない

こともあります。

「道路に穴があいている」「街路灯がつかな

い」「公園の遊具が壊れている」など、異常個

所を発見された場合は、土木事務所までご連

絡ください。

【照会先】中土木事務所

�２６１―６６４１ �２５２―０７４２

電電話話加加入入権権・・出出資資金金公公売売ののごご案案内内

日時 ２月２０日（水）午前１０時（電話加入権）

午前１１時（出資金）

会場 区役所４階 第二会議室

※事前説明がありますので、２０分前までにお

越しください。中止になる場合もあります

ので、詳しい手続きなどについてはあらか

じめご確認ください。

【照会先】区役所納税課

�２６５―２２９６ �２６５―２２６９

納納付付ををおお忘忘れれななくく

固定資産税・都市計画税第４期分の納期限

は２月２９日（金）です。名古屋市指定の金融

機関・コンビニエンスストアで納めることが

できます。

【照会先】区役所固定資産税課

�２６５―２２７１・２２７４ �２６５―２２６９

交交通通指指導導員員募募集集
募集人数 栄・大須学区各１人（２０～４５

歳くらいまでの方）

主な仕事 栄または大須学区で学童の登

下校時の交通指導、交通安全

教育・啓発活動などを行います。

勤務時間 午前７時４５分～午後４時３０分

の間で、指定された時間（週

３０時間）

※詳細については、下記へお問い合わせ

ください。

【照会・申込先】区役所まちづくり推進室

�２６５―２２２２ �２６１―０５３５

個個人人のの市市・・県県民民税税のの申申告告
個人の市・県民税の申告が必要な方（詳し

くは１０面くらしのガイド参照）は、お早めに

区役所市民税課へ申告してください。

申告書は、「市・県民税の申告の手引き」を

よくご覧の上、記載してください。

【照会先】区役所市民税課

�２６５―２２５８ �２６５―２２６９

名名古古屋屋中中税税務務署署にによよるる
確確定定申申告告会会場場開開設設ののおお知知ららせせ

会場 電気文化会館（でんきの科学館）

５階 イベントホール

（栄二丁目２番５号）

期間 ２月１２日（火）～３月１７日（月）

午前９時１５分～午後５時

※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

○昨年と会場が変更となりましたのでご

注意ください。

○この期間中、名古屋中税務署内に確定

申告会場は設けておりませんのでご注

意ください。

○土・日曜、祝日は相談などを行ってお

りませんが、２月２４日（日）、３月２日

（日）は確定申告などの相談・申告書

の受付を行います。

【照会先】名古屋中税務署 �９６２―３１３１

税税理理士士にによよるる
無無料料税税務務相相談談所所開開設設ののおお知知ららせせ

会場 区役所６階 大会議室

日時 ２月１８日（月）～３月５日（水）

（土・日曜、祝日を除く）

午前９時３０分～正午、午後１時～４時

※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

※電話は自動音声で案内しています。案内に

従って操作してください。

【照会先】名古屋中税務署 �９６２―３１３１

４月にいよいよ中区制１００周年を迎えます。今年行われる予定の記念事業をご紹介しま

す。それぞれの詳細は追ってお知らせいたします。

☆記念式典 ４月２７日（日）午後２時～４時３０分

中京大学文化市民会館オーロラホール

☆今昔展 ４月２５日（金）～５月４日（祝・日）

名古屋市民ギャラリー栄（中区役所・朝日生命共同ビル８階）

☆記念植樹 ４月１３日（日）午前１０時～ 白川公園

☆フラワータワーの設置 ４月より１カ月間

中区役所前公開空地

☆（仮称）中区１００年祭 １０月５日（日）

久屋大通公園

（エンゼル広場、もちのき広場）

【照会先】中区制１００周年記念事業実行委員会（区役所総務課内）

�２６５―２２１１ �２６１―０５３５

中 区 広報なごや 平成 年 月号 ●２０ ２ １３



最近�

開催日 開催時間

２月１２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

２月２１日（木） 午前１０時３０分～１１時

２月１５日（金）

２月２９日（金）
午後３時～３時３０分

名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業

「はつらつクラブ」参加者募集
「はつらつクラブ」は、健康体操やレクリエーションを楽しみなが

ら“介護予防”について理解を深めていきます。また、地域において

元気でいきいきとした生活が送れるよう、参加者同士の仲間づくりを

すすめ、自主的な活動や地域活動などさまざまな活動へ参加します。

期間 ６カ月間（４～９月） ※年に２期開催（４～９月と１０～３月）

対象 市内在住の６５歳以上の方

会場 週１回、下記会場で行います。

定員 １会場あたり２０人

※今までに参加経験のない方は、優先的に参加いただけます。

申し込み多数の場合は抽選とします。定員に満たない場合は引き続

き申し込みを受け付けます。

費用 材料費など実費負担があります。

申込 ２月１２日（火）～２月２９日（金）に電話または窓口で申し込み

ください。

※詳しくは、下記までお問い合わせください。

【照会・申込先】中区社会福祉協議会 �３３１―９９５１ �３３１―９９５３

ご協力ありがとうございました
― 平成１９年度共同募金 ―

●赤い羽根共同募金 １２，４３９，６３５円
●歳末たすけあい募金 ３２２，１５２円
皆さんの温かいご協力ありがとうござ

いました。これらの募金は、地域の福祉

活動に役立てさせていただきます。

【中区共同募金委員会】

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

�「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】

【水中エクササイズ】

�スポーツ実践相談
さまざまな目的に対する効果的な運動方法を

スポーツ専門家がアドバイスします。

日時 ２月１９日（火）午後６時～８時

定員 ６人（事前予約制）

※相談時間は１人２０分まで

相談員 南山大学教授 三浦 修史さん

前前津津福福祉祉会会館館
�２６２―１８６９ �２４２―５７６１

�健康相談 第２・４木曜日

午後２時～

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

今月は巡回がありません。

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

�なかふれあい座
�大石亜矢子ソプラノコンサート
歌唱とピアノの弾き語りで皆さんを魅了しま

す。盲導犬のセロシアが寄り添って応援しま

す。

日時 ２月１７日（日）

午後１時３０分～３時３０分

定員 ６６人（当日先着順）

�シリーズ歴史講演会
『桶狭間合戦３つの謎』第２回

「なぜ！少数の織田軍が勝ったのか？」

日時 ２月１９日（火）

午後２時～４時

定員 ６６人（当日先着順）

講師 郷土史研究家 梶野 渡さん

�幼児対象事業
�あつまれ！子ども人形劇「おたま劇場」
日時 ２月２７日（水）

午前１０時３０分～１１時３０分

出演 人形劇団おたまじゃくしのみなさん

対象 幼児とその保護者３０組（当日先着順）

無無料料法法律律相相談談（（予予約約制制））
日時 ２月１８日（月）、３月３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

前前津津児児童童館館
�２６２―６２９９ �２６２―６２９９

�将棋大会
日時 ３月８日（土）午後１時～

対象 小中学生３２人（先着順）

申込 ２月２３日（土）午前１０時～

電話申し込みも出来ます。

�自由参加
�将棋ひろば（小学生対象）
初心者でも参加できます。

日時 ２月２３日（土）

午前１０時～正午

�幼児と保護者対象
�親子体操
日時 ２月１３日・２０日・２７日・３月５日の各

水曜日

午前１０時３０分～１１時３０分

�チビッコ広場
日時 ２月１４日・２１日・２８日・３月６日の各

木曜日

午前１０時３０分～１１時３０分

�ママとあそぼう
日時 ２月１９日・２６日の各火曜日

午前１０時３０分～１１時３０分

１月１４日（祝・月）に中区役所ホ

ールで成人の日記念式が行われ、区

内では７６４人が大人の仲間入りをし

ました。

記念式では、伊勢山中学校吹奏楽

部からの祝福の演奏を始め恩師への

花束贈呈、新成人代表による決意表

明などが行われました。記念式の前

に行われた交流会では、小学校時代

の恩師や友人とアルバムなどを囲ん

で談笑する姿が見られました。

成人の日記念式

▲交流会の様子

ボランティア活動はじめませんか？

ボランティア活動に興味や関心がある方むけに、ボランティアとし

ての心がまえなど、ボランティアについて学ぶ講座を紹介します。皆

さんのご参加をお待ちしています。

ふれあい・いきいきサロン
ボランティア入門講座
（子育て・高齢者）

コミセンや集会所などの身近な

場所に誰もが気軽に集まって、お

しゃべりしたりお茶をのんだりし

てふれあいを深める場「サロン」。

そんな場所でボランティアをして

みませんか。「サロンってどんな

ところ？」をテーマに学びます。

月日 ２月２０日（水）、３月１０日（月）

と２月２１日（木）～３月７日（金）

のサロン実施日のうち１日

（見学）

時間 午後１時３０分～３時３０分

※サロン見学は午前１０時～正午

場所 中区在宅サービスセンター

および各サロン

申込 ２月１８日（月）までに電

話、ファクス、Ｅメールで

下記へ

ボランティア
～はじめの一歩～

お茶を飲みながら楽しく参加
午前はボランティアについて、

社会福祉協議会職員が説明をしま

す。実際に利用している方や学生

ボランティア「サークルあいあ

い」の方の話を聞いていただきま

す。
あ い あ い か ふ ぇ

午後は、実際にサロン「AIAIcafe」

（障害のある人もない人も共に楽

しみ交流する場）に参加して障害

のある方の余暇を支援するボラン

ティアを体験します。

日時 ２月２４日（日）

午前１０時３０分～午後４時

場所 中区在宅サービスセンター

費用 １００円（AIAIcafe参加費用）

申込 ２月１９日（火）までに電

話、ファクス、Ｅメールで

下記へ

【照会・申込先】中区社会福祉協議会 �３３１―９９５１ �３３１―９９５３
Ｅメール nakaVC@nagoya―shakyo.or.jp

▲伊勢山中学校吹奏楽部
の熱気あふれる演奏

�
誓
い
の
言
葉
を
宣
誓
す
る
新
成
人

曜日 会 場 名 時 間

月
鶴舞荘集会所 午前１０時～正午

大須コミュニティセンター 午後１時３０分～３時３０分

火
千早コミュニティセンター 午前１０時～正午

ヨナワールド 午後２時～４時

水
名城小学校特別活動室 午前１０時～正午

千早コミュニティセンター 午後１時３０分～３時３０分

木
橘会館 午前１０時～正午

むつみグリーンハウス 午後１時３０分～３時３０分

● 広報なごや 平成 年 月号 中 区１４ ２０ ２



実 施 日 会 場 受 付

２／２５（月） 中保健所 ９：３０～１０：００

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

対 象 実 施 日 受 付

平成１９．１０．２１～

１１．１０生

１日目 ２／１９（火）

９：００

～

９：１５

２日目 ２／２１（木）

平成１９．１１．１１～

１１．３０生

１日目 ３／４（火）

２日目 ３／６（木）

実 施 日 対 象 受 付

２／２１（木） 平成１８年７月生 １３：１５～１３：４５

実 施 日 対 象 受 付

２／１４（木） 平成１７年１月生
１３：１５～１３：４５

３／６（木） 平成１７年２月生

ジフテリア・百日せき・破傷風（ＤＰＴ）

第
１
期

初回

接種

対象年齢生後３カ月～９０カ月未満で

３～８週間の間隔で３回接種

（標準：生後６カ月～１２カ月）

追加

接種

対象年齢生後３カ月～９０カ月未満

（標準：３回目終了後１２カ月～１８カ

月あけて１回接種）

麻しん・風しん（ＭＲ）

第１期

対象年齢生後１２カ月～２４カ月未満で

１回接種

（標準：生後１２カ月以降でできるだ

け早期に）

第２期

対象年齢５歳以上７歳未満で、小学

校就学前年度の４月１日～翌年３月

３１日の期間で１回接種

歯ッピー教室

実施日 対 象 受 付

２／２６（火）
平成１６年８月生 ９：００～９：２０

平成１９年２月生 １０：００～１０：１５

中区民ファミリージョギング＆ウオーキング大会
日時 ３月９日（日）午前９時受付（雨天中止）

☆開会式 午前９時３０分

☆スタート ４� ジョギング 午前１０時

２．６� ウオーキング 午前１０時５分

☆閉会式・抽選会 午前１０時５０分

場所 名城公園東南広場

対象 区内在住・在勤・在学の方とその家族で健康

な方

定員 ２００人（先着順）

費用 １００円（当日納付）中学生以下無料

申込 ２月１２日（火）～２月２９日（金）に下記へ

【照会・申込先】区役所まちづくり推進室

�２６５―２２２４ �２６１―０５３５

●結核健診（胸部Ｘ線間接撮影）

対象 １５歳および１８歳（健診時の年齢）以上

の市民の方（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。

※健康手帳をお持ちの方は、持参してくださ

い。

【照会先】成人保健担当 �２５１―４５６８
●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。

【照会・申込先】成人保健担当 �２５１―４５６８
●乳幼児健康診査
【３・４カ月児】

※ＢＣＧ接種は３・４カ月児健診の２日目に

行います。

受付時間 午前９時１５分 ～１０時

【１歳６カ月児】

【３歳児】

持ち物 母子健康手帳、筆記具

【照会先】保健感染症係 �２５１―４５６６

●指定医療機関で受ける予防接種
指定医療機関に予約をしてから受けてくだ

さい。麻しん・風しん（ＭＲ）第２期は、単

独の麻しん・風しんワクチンをそれぞれ１回

接種した方も対象になります。

持ち物 母子健康手帳（本冊・別冊）

※複数回接種する予防接種は、必ず決められ

た接種間隔を守って接種しましょう。

【照会先】保健感染症係 �２５１―４５６６

●子育てサロン「マンマ・ママ」（登録制）
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

【照会・申込先】保健看護担当 �２５１―４５６９
●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 午前８時４５分～午後５時１５分

【相談先】子育て総合相談窓口 �２６９―７１５５
●母乳相談（予約制）
日時 ２月１８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

【照会・申込先】保健看護担当 �２５１―４５６９
●子どものアレルギーとぜん息相談（予約制）
日時 ２月２８日（木）

午後１時１５分～２時４５分受付

対象 １５歳まで

【照会・申込先】保健感染症係 �２５１―４５６６

●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

【照会先】保健感染症係 �２５１―４５６６
●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

【照会・申込先】保健感染症係 �２５１―４５６６
●エイズ検査・梅毒検査
当日、血液を採取し、１週間後に検査結果

をお渡しします。

日時 毎週金曜日

午後３時～４時受付

料金 �エイズ検査 無料

匿名で行います

�梅毒検査 １，６２０円

【照会先】保健感染症係 �２５１―４５６６
●夜間エイズ検査
日時 ２月２１日（木）、３月６日（木）

午後６時～８時受付

【照会先】中保健所 �２５１―４５２１
●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

※料金など詳しくはお問い合わせください。

【照会先】保健感染症係 �２５１―４５６６

犬の飼い主の方にお願い！

【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。

▲昨年のジョギング大会の様子

中区の人口 72,857人
世帯数 43,637世帯

（平成１９年１２月１日現在）

「お年玉クイズ！中区クロスワードパズル」
多数のご応募ありがとうございました。

正解者の中から抽選で３０人の方にユリカをお

送りします。正解は次のとおりです。

中区は今年４月に

ヒヤクシユウネン
を迎えます

犬のふん・尿は散歩前にするようしつけ

ましょう！

散歩の際には道具

を持ち、飼い犬がふ

んをした場合は必ず

持ち帰りましょう。

また、ペットボトル

に水を入れて持ち歩

き、散歩中の尿も洗

い流しましょう。

中 区 広報なごや 平成 年 月号 ●２０ ２ １５


