
中　区�

栄ミナミ音楽祭 ’08

親子�
ハイキング�

高さ約5メートルのイチョウの木�
1本を、公募で選ばれた方たち�
で植樹します。�

会場　白川公園 噴水横花時計跡地�

会場　栄サンシティービル�
　　（中区役所・朝日生命共同ビル）8階�
　　 名古屋市民ギャラリー栄�

3月下旬から約1カ月間、栄サ
ンシティービル公開空地にフ
ラワータワーを設置します。�

A�
テーマゾーン�

C�
風俗と文化のゾーン�

D�
活力と憩いのゾーン�

B�
街づくりゾーン�

E�
未来のゾーン�

F�
区民交流ゾーン� ↑東新町付近（北から鶴舞公園方面を望む）�

↑昭和３０年代、大相撲名
古屋場所は金山体育
館（現中京大学文化市
民会館と同じ場所）で
開催されていた�

↑戦前の南大津通り�

←戦前の大須　
仁王門通り�

つボイノリオ　　　　　　矢野きよ実�

華道展�

親子�
ハイキング�

新緑の定光寺を�
歩きます。�

久屋大通公園�
（エンゼル広場・もちの木広場）�

矢場公園　ほか�

名古屋市民ギャラリー栄�

会場　中京大学文化市民会館　オーロラホール�
�内容　 第１部　記念式典　　 14：00～15：00�

　　  第２部    記念イベント　15：15～16：30�
　　  名フィルによる「音楽で綴る中区100年物語」�

司会�

 対象　中区在住・在勤・在学の方　定員  200人�
 申込　往復はがきの往信裏面に①「100周年記念式典申込」②郵便番号・
　　住所 ③名前 ④連絡先電話番号 ⑤在勤（在学）の方は勤務先名・   �
 住所（学校名・住所）、返信表面に郵便番号・住所・氏名を記入して
下記へ。 3月31日（月）必着。※１通につき１名の応募となります。�
※応募者多数の場合は抽選となります。�
【照会・申込先】�
460-8447 中区栄四丁目1番8号�
　　　　  中区制100周年記念事業�
　　  実行委員会記念式典部会�
   （中区役所まちづくり推進室内）�
Tel：265-2221 Fax：261-0535

「　　　　　　　
」�百花繚乱�百花繚乱�百花繚乱�百花繚乱�

◎中区史  2010年度の名古屋開府400年に合わせた発行に向け、編さんしていきます。�

 内容 

記念誌の発行�

４月２７日
発行�

◆青少年文化センターアートピアホール�

・中区のあらまし�
・歴史の道が結ぶ11学区�
・We Love Nakaku　など�

栄ミナミ音楽祭 ’08

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 ２０ ３
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おおかかししいいぞぞ 泥泥棒棒かかなな？？
迷迷わわずず すすぐぐにに １１１１００番番

～警察は皆さんからの情報を求めています～

◎泥棒かな？こんなときにはすぐ１１０番

・住宅街で付近の様子をうかがいながらうろついている。

・隣の留守宅で窓ガラスの割れる音がした。

・隣家の飼い犬が異常なほえ方をしている。

・マンションの通路で２、３人が周囲の様子をうかがっている。

・見知らぬ車がエンジンをかけたままいつまでも止まっている。

・駐車車両の中をのぞき込んでいる。

・深夜に閉店しているはずの店の中に人影がある。

・パトカーに追われていた人が隣家の庭に逃げ込んだ。

「こんなこと言ったら迷惑かな」「確かなことじゃないから」などとは

思わずに、思い当たることがあれば１１０番してください。

【中警察署】�２４１―０１１０

救救急急車車はは適適正正利利用用をを��
市内の救急車は３５台ありますが、緊急性の低い状況でも救急車を利

用するケースが増加しています。

近くの救急車が出動中の場合は遠くの救急車が出動することになる

ため、心肺停止や重症の方がいる現場への到着・搬送に時間がかかっ

てしまいます。

体調の状況によりかかりつけの医療機関で受診してください。また

愛知県救急医療情報センター（�２６３―１１３３）で、症状に対応できる県
内の医療機関を２４時間案内しています。携帯電話などに登録し、ぜひ

ご利用ください。 【中消防署】�２３１―０１１９

区区役役所所ホホーールルのの利利用用受受付付

平成２０年７・８・９月分の一般

利用の受け付けを行います。

日時 ４月１日（火）

午前９時～９時３０分 受付

午前９時３０分から抽選

会場 区役所ホール

【照会先】区役所総務課

�２６５―２２１４ �２６１―０５３５

固固定定資資産産税税のの縦縦覧覧ののおお知知ららせせ

区内に所在する土地、家屋の縦

覧帳簿の縦覧を行います。縦覧を

希望される方は、平成２０年度の納

税通知書と課税明細書をお持ちく

ださい。

期間 ４月１日（火）～３０日（水）

（土・日曜、祝日を除く）

時間 午前８時４５分～正午

午後０時４５分～５時１５分

会場 区役所３階 固定資産税課

【照会先】区役所固定資産税課

�２６５―２２７１・２２７４
�２６５―２２６９

すすすべべべてててののの住住住宅宅宅ににに住住住宅宅宅用用用火火火災災災警警警報報報器器器ののの設設設置置置ががが必必必要要要とととなななりりりままますすす
消防法の改正により、名古屋市の火災予防条例が改正され、すべての住宅に住宅用火災警報器の

設置が義務付けられました。５月３１日（土）までに設置が必要です。

��ななぜぜ設設置置がが必必要要ななのの？？
●住宅火災による死者数が急増しています。

●死者数のうち、半数以上が６５歳以上の高齢者で占められています。

●今後、高齢化が進むにつれ、住宅火災による死者数がますます増加

する恐れがあります。

●死亡原因の約７割が逃げ遅れによるもので、火災の発生に早く気付

くことが重要です。

以上のことから住宅用火災警報器の設置が有効です。

��どどのの部部屋屋にに設設置置すするるのの？？
●戸建て住宅

�寝室 寝室に使用する部屋の天井または壁に設置します。普段、

就寝している部屋のことで、主寝室のほか子ども部屋など

も含まれます。

�階段 寝室のある階の階段の踊り場の天井または壁に設置します。

�台所 台所内の天井または壁に設置します。

●アパート・マンションなどの共同住宅の住宅部分

�寝室 寝室に使用する部屋の天井または壁に設置します。

�台所 台所内の天井または壁に設置します。

※共用部分である階段・廊下などについては設置する必要はありま

せん。

��どどここでで買買ええるるのの？？
●一般的には家電販売店、ホームセンター、防災機器取扱店およびガ

ス機器販売店などで販売されています。価格は、メーカーや種類、

機能、電池の寿命により異なりますが、平成１８年の住宅防火対策推

進協議会の調べによりますと、１個あたり約４，０００円から１５，０００円で

す。

●住宅用火災警報器の品質を保証するものには日本消

防検定協会の検査に合格したＮＳマークが張られて

います。

●煙式と熱式がありますので、煙式を選んでください。

火災の発見をいち早く知るためには、煙式の方が有

効です。台所も原則煙式ですが、台所が狭い場合な

どで、煙または蒸気が滞留するときは、熱式を選ん

でください。

��悪悪質質なな訪訪問問販販売売にに注注意意ししててくくだだささいい
●消防署が住宅用火災警報器を販売したり検査することはありません。

●住宅用火災警報器は、家電販売店やホームセンターなどで購入で

き、自分で取り付けが可能です。

●住宅用火災警報器の訪問販売は、クーリング・オフ制度の対象であ

り、契約日を含め８日間は契約の解除が認められます。

【中消防署予防課】�２３１―０１１９

家家庭庭かかららのの引引っっ越越ししごごみみのの出出しし方方ににつついいてて
春は引っ越しに伴うごみが多くなります。不用となった家庭から出

るごみをまとめて出すと、収集業務に支障を来しますので、小分けに

して計画的に出すようにしてください。

一度に大量のごみを処分する必要がある場合は、下のいずれかの方

法で処分してください。

ご自分で直接、市の処理施設へ搬入
●可燃ごみ →富田工場（中川区）へ

●不燃ごみ（がれき類） →愛岐処分場（岐阜県多治見市）へ

●不燃ごみ（粗大ごみなど）→大江破砕工場（港区）へ

可燃・不燃ごみともに月～金曜日に搬入できます（ただし、大江破

砕工場は水曜日に搬入できませんのでご注意ください）。

搬入当日、中環境事業所で搬入申請手続きをしてから市の処理施設

に搬入していただきます。処分手数料は、１�ごとに２０円です。ただ
し、１�あたりの重量が２００�以下の場合は、１�ごとに４，０００円です。
なお、搬入できない物や順守事項がありますので、事前に中環境事業

所にお尋ねください。

許可業者に処分を依頼
許可業者収集については、名古屋市一般廃棄物事業協同組合（�９６１

―５３８３）にお問い合わせください。

※家電リサイクル法の対象となる家電製品について
家電リサイクル法の対象となる家電製品（エアコン・ブラウン管テ

レビ・冷蔵庫・洗濯機・冷凍庫）は市では収集・受け入れしません。

処分の際は、小売店にご相談ください。

※パソコンについて
資源有効利用促進法に基づき、各パソコンメーカーが回収・リサイ

クルを行っており、市では収集・受け入れしません。処分の際は、各

メーカーまたは３Ｒ推進センター（�０３―５２８２―７６８５ ホームページ
http : //www.pc3r.jp）にご相談ください。

―粗大ごみは事前電話受付により各戸収集します―
各地域で決められた収集日の１週間前までに粗大ごみ受付セン

ター�０１２０―７５８―５３０にお申し込みください。携帯電話・愛知県外
からのお申し込みは�０５２―９５０―２５８１にお電話ください。

【照会先】中環境事業所 �２５１―１７３５ �２５１―１７３６

〔 〕

中 区 広報なごや 平成 年 月号 ●１３２０ ３



最近�

開催日 開催時間

３月２８日（金）
午前１０時３０分～１１時
午後１時３０分～２時

開催日 開催時間

３月１９日（水） 午前１０時３０分～１１時

３月１４日（金）

３月２７日（木）
午後３時～３時３０分

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】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

アドバイスします。

中区制１００周年記念プレイベント
第２０回堀川文化講座

世界はわが市場なり
～加藤勝太郎ものがたり～

納屋橋河畔に建つ「旧加藤商会ビル」

を拠点として、世界に雄飛した一代の豪

商加藤勝太郎。戦前の一大商社にまで加

藤商会を成長させた明治の男の夢を通し

て、名古屋近代化百年の足跡をたどります。

日時 ３月１３日（木）

午後２時～３時３０分

定員 １００人（当日先着順）

会場 区役所６階大会議室

話と演奏
「尺八を吹いて健康になろう」

都山流 藤谷 涼山さん

講演 「世界はわが市場なり

～加藤勝太郎ものがたり～」

堀川文化を伝える会顧問

沢井 鈴一

【照会先】

堀川文化を伝える会

（区役所まちづくり

推進室）

�２６５―２２２８
�２６１―０５３５

２月１３日（水）に、名古屋市中区女性

団体連絡協議会がバザーなどの活動で得

た収益金の一部を、中区社会福祉協議会

へ贈呈しました。寄付金は地域福祉を推

進するための資金として活用されます。

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
爆笑！西部劇（自由参加）
コミカル ウエスタン ジャグリングショー

日時 ３月８日（土）

午後１時３０分～３時３０分

出演 大道芸人 スピニングマスターズ

※ディアボロ（中国ごま）などの体験を希望

される方は、体育館シューズをご用意くだ

さい。体験参加については、交代で体験し

ていただくことがあります。

�親学関連特別講演会
～子どもと共に

新年度をすっきりスタート！～
日時 ３月１５日（土）午前１０時～正午

定員 ６６人（当日先着順）

※満２歳以上の未就学児６人の託児がありま

す。ご希望の方は事前にご連絡ください。

講師 心のアドバイザー、心理・教育・子育

てカウンセラー 西村 則子さん

�シリーズ歴史講演会
『桶狭間合戦 ３つの謎』第３回
「なぜ！今川義元の墓が８つあるのか？」
日時 ３月１８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

�早春コンサート
管弦楽アンサンブル

日時 ３月２２日（土）午前１０時～正午

定員 ６６人（当日先着順）

出演 ディ・ムジカンテン室内管弦楽団

内容 モーツァルト「アイネ・クライネ・ナ

ハト・ムジーク」から第１楽章

ビバルディ「春」から第１楽章

パッヘルベル「カノン」ほか

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

長岡公園 ３月１２日（水）

午前１０時～１１時

中文化センター
３月１４日（金）

午後２時～４時３０分

正木公園 ４月５日（土）

午前１０時～１１時

前前津津児児童童館館
�２６２―６２９９ �２６２―６２９９

�前期（４月～９月）美術クラブ員募集
美術クラブは、第１・３土曜日の午後２時～

４時活動をしています（全９回実施）。

毎回テーマを決めて絵を描いたり、工作など

を行います。

対象 小学１年生～４年生２０人（先着順）

※３月２１日（金）までに定員に達しない場合は

小学５・６年生も参加できます。

費用 １，０００円

申込 ３月１５日（土）

午前１０時から費用

を添えて窓口へ

�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 ３月２２日（土）

午前１０時～正午

�幼児と保護者対象
�ママとあそぼう
日時 ３月１１日（火）

午前１０時３０分～１１時３０分

�親子体操
日時 ３月１２日（水）、４月９日（水）

午前１０時３０分～１１時３０分

�チビッコ広場
日時 ３月１３日（木）、４月１０日（木）

午前１０時３０分～１１時３０分

�乳児と保護者対象
�ピヨピヨクラス
日時 ４月８日（火）

午前１０時３０分～１１時３０分

無無料料法法律律相相談談（（予予約約制制））
日時 ３月１７日（月）、４月７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～

中区で認知症高齢者を介護されている
ご家族のみなさまへ

中区地域包括支援センターでは、６５歳以上の認知症の方を

介護するご家族を支援する下記のような事業を行なっていま

す。ひとりで抱え込まずに、正しい知識と自分にあった介護

の方法を見つけ、ゆとりをもった介護をしていきましょう。

家族教室参加者募集
「認知症」についての正しい知識や介護の方法などを、実際に認知症介護に関わっている

方を講師にして学びます。自分に合った関わり方をみつけていきましょう。詳しくは下記

までお問い合わせください。

日時 ４月１７日から毎月第３木曜日（全６回実施） 午後１時３０分～３時３０分

対象 認知症の高齢者を介護している家族の方２０人程度

主な内容など 「認知症」の正しい理解 ・・・・・・・・・・・・もの忘れ相談医

介護保険サービスなどについて ・・・・・地域包括支援センター職員

介護体験者からの学び ・・・・・・・・・・・・・認知症高齢者の人と家族の会

認知症の方へのかかわり ・・・・・・・・・・・認知症介護の専門職

申込 ４月１０日までに下記へ

家族サロン（憩いの場）参加自由
認知症の高齢者を介護されている家族の方が集まって、介護の悩みや不安などを自由に

話し合ったり、仲間づくりを行っています。

日時 ４月３日から毎月第１木曜日 午後１時３０分～３時３０分

もの忘れ相談医による専門相談
「認知症」に対する不安を持つご家族に対し、医師（もの忘れ相談医）が相談を行います。

相談時間は１人３０分です。相談日の２日前までにご連絡ください。

日時 ４月３日から毎月第１木曜日 午後２時３０分～４時

会場はいずれも中区在宅サービスセンターです。
【照会・申込先】中区地域包括支援センター �３３１―９６７４ �３３１―９９５３

中区上前津二丁目１２番２３号 中区在宅サービスセンター内

● 広報なごや 平成 年 月号 中 区１４ ２０ ３



実 施 日 会 場 受 付

３／２４（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１９．１２．１～

１２．２０生

１日目 ４／８（火） ９：００

～

９：１５２日目 ４／１０（木）

実 施 日 対 象 受 付

３／１３（木） 平成１８年８月生 １３：１５～１３：４５

実 施 日 対 象 受 付

４／１０（木） 平成１７年３月生 １３：１５～１３：４５

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

実 施 日 学 区 受 付

４／８（火） 松原・橘

１４：００
～
１５：００

４／１５（火） 御園・千早・老松

４／２２（火） 大須・平和・正木

５／１３（火） 名城・栄・新栄

歯ッピー教室

実施日 対 象 受 付

３／２５（火）
平成１６年９月生 ９：００～９：２０

平成１９年３月生 １０：００～１０：１５

むし歯予防教室

実施日 対 象 受 付

３／２７（木）
平成１８年３月生 １３：００～１３：２０

平成１７年９月生 １４：００～１４：３０

４／３（木）
平成１８年４月生 １３：００～１３：２０

平成１７年１０月生 １４：００～１４：３０

●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
【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。

中区の人口 ７２，９１１人

世帯数 ４３，７０４世帯

（平成２０年１月１日）

●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
●保健所で受ける予防接種
【ポリオ（急性灰白髄炎）予防接種】

対象 生後３カ月から９０カ月未満の乳幼児

（できるだけ生後１８カ月までに接種）

回数 ６週間以上の間隔をあけて２回接種

（通常春１回、秋１回）

※都合の悪い方は、他の学区の実施日にお越

しください。

【照会先】保健感染症係 �２５１―４５６６

●ニューファミリーセミナー
（予約制・２日コース）
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 ３月１４日（金）

２日目 ３月２４日（月）

午後１時～１時１５分受付

【照会・申込先】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 ３月１７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
●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 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（無料）
日時 ４月７日（月）

午前１０時～１１時受付

※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

ポリオ予防接種について

近年、日本ではポリオの自然感染はみ

られませんが、外国からポリオウイルス

が入ってくることもありますので、予防

のためにワクチンを飲んで免疫をつけま

しょう。

ポリオワクチンは注射するのではな

く、口から飲んで抵抗力をつけるワクチ

ンです。１回飲むだけでは免疫が不十分

ですので、生後３カ月～１８カ月の間に２

回、間隔を通常半年あけて飲んでいただ

きます。

熱があったり、下痢をしている方は、

予防接種が受けられません。

予防接種を受けた後は、約１カ月にわ

たって、ポリオウイルスが便中に排泄さ

れます。予防接種を受けていない方がポ

リオに感染してしまうことがありますの

で、お子

さんのオ

ムツを替

えたとき

などは、

よく手を

洗ってく

ださい。

中 区 広報なごや 平成 年 月号 ●１５２０ ３


