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日時 ５月１０日（土）午後０時３０分～ オープニングパレード

愛知県警察音楽隊

１１日（日）午後０時２０分～ オープニングアクト

伊達 晃二

※会場によりライブ時間は異なります。小雨決行。

会場 矢場公園ほか

１００組以上のアーティストが２０会場以上で出演！
出演アーティストの一部を紹介します。

斎藤 誠／センチメンタルシティロマンス

根本 要
（ex.STARDUST REVUE）

【照会先】栄ミナミ音楽祭実行委員会（�アイ・アンド・キュー アド

バタイジング内）�２５１―１５１７
ゆ と り ぐ る ま

湯取車が名古屋東照宮にやってくる！！
湯湯取取車車はは１１６６５５８８（（万万治治元元））年年にに東東照照宮宮祭祭礼礼車車

ととししてて桑桑名名町町でで造造らられれままししたた。。そそのの後後筒筒井井

町町がが譲譲りり受受けけ、、今今年年３３５５００年年目目とといいうう節節目目のの年年

をを迎迎ええままししたた。。そそれれをを記記念念しし、、名名古古屋屋開開府府

３３００００年年祭祭のの１１９９１１００（（明明治治４４３３））年年以以来来９９８８年年ぶぶりりとと

ななるる名名古古屋屋東東照照宮宮へへのの「「御御社社参参山山車車曳曳行行」」

（（ごごししゃゃささんんだだししええいいここうう））をを行行いいまますす。。当当

日日はは那那古古野野神神社社ななどどででかかららくくりりのの披披露露もも行行

いいまますす。。

皆皆ささんんぜぜひひごご覧覧くくだだささいい。。

日時 ５５月月２２５５日日（（日日））（（小小雨雨決決行行））午午前前７７時時３３００分分～～午午後後５５時時３３００分分

環境バザー
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。バザーにご協力い

ただける方は、学区女性会会長にご連絡くだ

さい。※品物は未使用品に限ります。

日時 ６月７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内）

�２６５―２２２４ �２６１―０５３５
中生涯学習センター

�３２１―５５１１ �３２１―５５１２

中中区区制制１１００００周周年年記記念念協協賛賛イイベベンントト

PRINUS◯＋◯－

えいこう

〈曳行予定時間〉

クリーンキャンペーン
・なごや２００８

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

てまちを美しくしましょう。

日時 ６月７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―２２２２ �２６１―０５３５

第２１回堀川文化講座

名古屋 町づくり事はじめ
開府以来、名古屋の繁栄の中心となった碁盤割の町の成り立ちと

町に暮らす人々の生活を通して、碁盤割の町の歴史をたどります。

●講演会 「名古屋 町づくり事はじめ」
日時 ５月２７日（火）午後２時～３時３０分

会場 名古屋都市センター１１階 大研修室

（金山総合駅南口より徒歩１分金山南ビル内）

講師 堀川文化を伝える会顧問 沢井 鈴一

●展示会
期間 ５月２７日（火）～６月８日（日）

火～木曜日 午前１０時～午後６時

金曜日 午前１０時～午後８時

土・日曜日 午前１０時～午後５時時

月曜日 休館日

会場 名古屋都市センター１１階

企画展示コーナー

【照会先】堀川文化を伝える会（区役所まちづくり推進室内）

�２６５―２２２８ �２６１―０５３５

えいこうず

曳行図

【照会先】東区役所まちづくり推進室 �９３４‐１１２３

みんなでやろう「エコ」ビンゴ
環境保全についてのかるたを使ってビンゴ

ゲームをします（小学生対象、景品あり）。

日時 ６月７日（土）午前１０時～正午

場所 平和小学校 体育館

【照会先】中環境事業所

�２５１―１７３５ �２５１―１７３６
詳細は６月号でご案内します
講演会「名古屋城のヒメボタル」

日時 ６月１４日（土）午後１時３０分～

【照会先】中保健所生活環境課�２５１―４５３７
子ども向け人形劇

「こぶとり」「エコレンジャーPart�」ほか
日時 ６月１５日（日）午前１０時３０分～

【照会先】中生涯学習センター�３２１―５５１１

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

湯取車倉庫発 午前７：３０

名古屋東照宮着 午前９：３０

〃 発 午前１０：３０

少彦名神社 午前１０：４５

桑名町 午前１１：００

那古野神社着 午後１：００

〃 発 午後２：３０

文化のみち二葉館着 午後３：４５

〃 発 午後４：４０

湯取車倉庫着 午後５：３０

● 広報なごや 平成 年 月号 中 区１２ ２０ ５
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学区 回 収 日 回 収 業 者 回収業者電話

御園 第１水曜日 �名港宮崎 ３８２―７８１５

栄 第１火曜日と第２水曜日の地域があります �オノセイ ６１３―１２２１

新栄 第１水曜日 �尾張紙業 ４００―１２８８

千早 第２木曜日 河村商事� ０５６８―３１―８０６１

大須 第１金曜日 福田三商� ８１１―５１８１

平和 第３月曜日と第４月曜日の地域があります 富士三商� ３５３―３１２１

開 催 場 所 所 在 地 開 催 日 開 催 時 間

東別院（東参道入口駐車場） 橘二丁目８番５５号
第１・３木曜日 １０：００～１４：００

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番１号 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

～安全で安心して暮らせる愛知を目指して～

迷迷惑惑行行為為防防止止条条例例がが改改正正さされれままししたた！！！！
主に歓楽街や駅などで行われている迷惑性

の高い暴力的不良行為に対処するため、「公衆

に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防

止に関する条例」が改正されました。

改正のポイント
○風俗店などで働くように勧誘する行為

が禁止されました

○風俗店などへの客引き行為の規制が強

化されました

○迷惑ビラなどの配布行為などが禁止さ

れました

○罰則が強化されました（最高１００万円以

下の罰金）

○痴漢行為の禁止規定が追加されました

施行日は
６月１日（日）
です！！

【中警察署】�２４１―０１１０

悪悪質質商商法法かからら身身をを守守るるたためめにに

～のるものか うまい話と くちぐるま～
次の「悪質商法撃退１０カ条」を参考にして

悪質商法の被害にあわないように気を付けて

ください。

・何の用？ しっかり聞こう 身分と用件

・おかしいと 思ったときは ドア閉めて

・もうかります そんな言葉に ご用心

・あやしいぞ 人のフトコロ聞く 業者

・勇気だし はっきり言おう いりません

・しつこいな そんな相手は １１０番

・迷ったら １人で悩まず まず相談

・サインして あとでしまった もう遅い

・契約は してもお金は 後払い

・あなたです 自分の財産 守るのは

悪質商法に対する警察電話相談 �９５１―４１９４
月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）

午前９時３０分～正午 午後１時～４時

【中警察署】�２４１―０１１０

「「危危険険物物安安全全週週間間」」がが始始ままりりまますす！！

名古屋市では、６月８日（日）から１４日（土）

までの１週間を「危険物安全週間」と定め、

ガソリンや灯油などの危険物による火災を防

ぐための運動を行います。

危険物の火災を防止するために、次のこと

に注意してください。

●危険物は、火気のない風通しのよい場所で

取り扱いましょう。

●危険物は、容器のふたをしっかり閉め、日

陰に保管しましょう。

●セルフスタンドでは、係員の指示や、給油

方法の注意書きに従い正しい方法で給油し

ましょう。また、給油は静電気除去シート

に触れてから行いましょう。

【中消防署】�２３１―０１１９

上上下下水水道道料料金金ののおお支支払払いいはは
便便利利なな口口座座振振替替でで！！

現在口座割引キャンペーンを実施中です。

平成２０年９月までに口座振替を申し込みいた

だいた方を対象に、２カ月ごとの料金請求の

際に、１年間限定で毎回１０５円を割り引きます

（６回分で最大６３０円）。

この機会に便利でお得な口座振替をご利用

ください。なお、すでに口座振替をご利用の

方は割り引きが適用されています。

【照会先】上下水道局中営業所

�３２２―７７６０ �３２２―５０７５
上下水道局お客さま受付センター

�８８４―５９５９

中中区区総総合合水水防防訓訓練練

梅雨や台風などの雨の季節を前に、区内で

５月２５日（日）に総合水防訓練を行います。

訓練の内容は、千早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２５日（日）午前９時４０分～

場所 千早小学校

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

夏場につる性植物（ゴーヤ）を庭やベラ

ンダなどで栽培して、窓際に「緑のカーテ

ン」を作り、簡単な報告をしていただきま

す（記念品あり）。

５月２８日（水）午後２時より行う「緑の

カーテン栽培講座」でゴーヤの苗を配布し

ます。

申込期限 ５月２３日（金）

定員 ２０人（申し込み多数の場合は抽選）

※プランター、ネット、土などは各自ご用

意ください。詳しくは下記へお問い合わ

せください。

【照会・申込先】中保健所生活環境課

�２５１―４５３７ �２５１―４５２４

「緑のカーテン」
栽培モニターの募集

新新聞聞紙紙・・雑雑誌誌・・段段ボボーールル・・古古着着（（夏夏物物））ななどどのの出出しし方方
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など

も含む）・段ボール・紙パック・古着（夏物）は、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）され資源となります。

●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（市では古紙類

の収集を行っていません）。回収日・場所などは新聞折り込みのチラシ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。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・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

自転車等（自転車および原動機付自転車）

は、手軽で便利な交通手段ですが、放置され

ると歩行者など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・救急車などの

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。

名古屋市では、自転車等放置禁止区域内に

放置された自転車等は即時、そのほかの場所

に放置された自転車等は７日間経過後に撤去

の対象となります。撤去した自転車等は自転

車等保管場所で１カ月間保管し、引き取り手

のないものは市が処分します。

区内では、栄・金山地区を自転車等放置禁

止区域に指定しています。自転車等を駐車す

るときは、必ず自転車駐車場を利用していた

だきますようお願いします。

【照会先】中土木事務所

�２６１―６６４１ �２５２―０７４２

５５月月はは「「放放置置自自転転車車追追放放月月間間」」でですす

中区まちづくり、この１年…

平成１９年度『まちづくりニュース』
が出来ました！

区役所では、区民の皆様と協働で地域

の特性を生かした魅力あるまちづくりを

進める事業を行っています。

このたび、平成１９年度に実施した事業

の内容・成果などをとりまとめた『中区

まちづくりニュース』を作成しました。

下記場所で配布していますのでご覧く

ださい。

また、ご意見・ご要望を今後の事業の

参考にするためアンケートを行っていま

すので、ご協力をお願いします。

配布場所 区役所２階情報コーナー

中生涯学習センター

区役所５階まちづくり推進室

【照会先】区役所まちづくり推進室

�２６５―２２２８ �２６１―０５３５

中 区 広報なごや 平成 年 月号 ●１３２０ ５



中区の人口 ７２，９５０人
世帯数 ４３，７５１世帯
（平成２０年３月１日）

前前津津児児童童館館
�２６２―６２９９ �２６２―６２９９

�オセロ大会
日時 ５月３１日（土）午前１０時～

対象 小学生３２人

申込 ５月２４日（土）午前１０時から先着順

電話でも受け付けます

�おやつ作り「たませんを作ろう」
日時 ６月１４日（土）午後１時３０分～

対象 小学生２０人

費用 １００円

申込 ６月７日（土）午前１０時から先着順

費用を添えて事務所へ

�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 ５月１０日（土）、２４日（土）

午前１０時～正午

�児童館まつり
日時 ５月２５日（日）

午前１０時～午後３時３０分

内容 ゲームコーナー・模擬店・ビンゴ・ク

イズ大会

�幼児（２歳以上）と保護者対象
�ママとあそぼう
日時 ５月２０日、２７日、６月３日の各火曜日

午前１０時３０分～１１時３０分

�親子体操
日時 ５月１４日、２８日、６月４日の各水曜日

午前１０時３０分～１１時３０分

�チビッコ広場
日時 ５月１５日（木）、６月５日（木）

午前１０時３０分～１１時３０分

�乳児（１０カ月～２歳未満）と保護者対象
�ピヨピヨクラス
日時 ５月１３日（火）、２１日（水）、２９日（木）

午前１０時３０分～１１時３０分

�乳幼児と保護者対象
�子育てひろば「ぐんぐん」
日時 ５月２３日（金）

午前１０時３０分～１１時３０分

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
八重山の風 コンサート
さんしん

～三線と唄と舞踊とエイサーを～

日時 ５月２５日（日）午後１時３０分～３時

会場 体育室

定員 １００人程度（当日先着順）

出演 八重山古典民謡保存会東海支部

東筋 秀盛さんほか

�公開講座〈なごや学マイスター講座〉
「よみがえる本丸御殿」
～御殿復元に秘められた無限の魅力～

日時 ６月４日（水）

午後１時３０分～３時３０分

定員 一般６６人（当日先着順）

講師 名古屋工業大学大学院

教授 麓 和善さん

�公開講座〈なごや学マイスター講座〉
「名古屋城下のまん中で」～町と暮らしと～
日時 ６月５日（木）午前１０時～正午

定員 一般６６人（当日先着順）

講師 愛知学院大学

名誉教授 林 董一さん

�子ども１日教室～Enjoy！ドッジボール～
日時 ６月２１日（土）

午後１時３０分～３時３０分

定員 小学３～６年生３０人（先着順）

講師 名古屋市ドッジボール協会事務局長

亀山 みはるさんほか

申込 ５月１６日（金）～窓口・電話で受け付け

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

�NESPAストレッチング＆ダンベル講習会
ストレッチングやダンベルを用いた軽運動を

行いながら、健康づくりや仲間づくりをしま

す。

日時 ５月２２日（木）午前１０時～１１時３０分

対象 ６５歳以上の方３０人

費用 ３２０円（災害補償制度適用）

「特設人権相談所」開設のお知らせ

６月１日の「人権擁護委員の日」にちなん

で「特設人権相談所」を開設します。人権擁

護委員はまちの相談相手です。悩みごとは、

ひとりで悩まず、まず相談することが、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２日（月）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

無無料料法法律律相相談談（（予予約約制制））
日時 ５月１９日（月）、６月２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

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

正木公園 ５月３１日（土）

午前１０時～１１時

長岡公園 ６月１０日（火）

午前１０時～１１時

第１回なかっこ広場

日時 ６月６日（金）午前１０時～正午

場所 前津児童館

対象 就学前の子どもと保護者

内容 ☆腹話術（歯のおはなし）

☆親子ふれあい遊び

☆おもちゃで遊ぼう

☆栄養・育児相談

※公共交通機関をご利用ください。

主催 子育て支援ネットワークグループ

「なかっこ★ねっと」

【照会先】

前津児童館

�２６２―６２９９
�２６２―６２９９

区役所民生子ども課

�２６５―２３３２

ジュニアリーダー講習会
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１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

第１５回中区少年剣道大会
日時 ６月１４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９日（金）～１９日（月）に費用を

添えて下記へ

第４８回中区職域剣道大会
日時 ６月１４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９日（金）～１９日（月）に費用を

添えて下記へ

中区民ソフトテニス大会
日時 ６月１５日（日）午前９時～

場所 名古屋市体育館 競技場

（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

試合方法 男女別ダブルス

定員 ６０組（先着順）

費用 ５００円（保険料含）

申込 ５月１２日（月）～５月２６日（月）に費

用を添えて下記へ（電話またはファク

スも可）

中区女性レクバレー連絡協議会
設立４０周年記念事業

交流レクバレー大会
今年、中区女性レクバレー連絡協議会は設

立４０周年を迎えました。これを記念して、交

流レクバレー大会を開催します。大会は抽選

でチーム編成を行い、トーナメント形式で試

合をします。初心者の方もご参加ください。

月日 ６月２８日（土）

受付 午前９時～

場所 中スポーツセンター 第１競技場

対象 区内に在住・在学・在勤の２５歳以上の

女性

定員 １２０人程度（先着順）

費用 １人５００円（大会当日に集めます）

申込 ５月１９日（月）～５月３０日（金）

電話またはファクスで下記へ

中区親子ふれあいハイキング大会
定光寺自然休養林を通って愛知環状鉄道中

水野駅までの約６�を歩きます。途中、森林
交流館で昼食・休憩をとります。

月日 ６月８日（日）

集合場所 JR中央線「定光寺駅」

受付 午前９時５０分～（午前９時４４分到着の

電車にお乗りください）

定員 １５０人（事前に申し込みが必要です）

対象 区内在住・在学・在勤の方（小学生以

下は保護者同伴）

費用 １００円（中学生以下無料、当日納付）

持ち物 弁当、飲み物、タオル、雨具

※運動に適した服装で参加してください。

申込 ５月１２日（月）～５月３０日（金）

電話またはファクスで下記へ

中区制１００周年記念協賛イベント 参 加 者 募 集

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

● 広報なごや 平成 年 月号 中 区２０ ５１４



実 施 日 会 場 受 付

５／２６（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・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 区 分 実 施 日 受 付

平成２０．１．１１～

１．３１生

１日目 ５／１３（火） ９：００

～

９：１５２日目 ５／１５（木）

平成２０．２．１～

２．２０生

１日目 ６／３（火） ９：００

～

９：１５２日目 ６／５（木）

実 施 日 対 象 受 付

５／１５（木） 平成１８年１０月生 １３：１５～１３：４５

歯ッピー教室

実施日 対 象 受 付

５／２０（火）
平成１６年１１月生 ９：００～９：２０

平成１９年５月生 １０：００～１０：１５

むし歯予防教室

実施日 対 象 受 付

５／２２（木）
平成１８年５月生 １３：００～１３：２０

平成１７年１１月生 １４：００～１４：３０

区分 実施日 内 容

１日目
６／２６
（木）

生活習慣病のお話
あなたの食事と体力のチェック

２日目
７／３
（木）

楽しく運動しましょう

３日目
８／２６
（火）

お口の健康チェック
からだを元気にする食生活

４日目
９／２５
（木）

楽しく運動しましょう
もう一度食事と運動を考えまし
ょう
今後の健康づくりについて

区分 実施日 内 容

１日目
６／１０
（火）

骨量検査・保健指導、栄養指導

２日目
６／２０
（金）

検査結果説明・歯科指導、運動
指導（実技）

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
５／１３（火） 名城・栄・新栄 １４：００～１５：００

●結核健診（胸部Ｘ線直接撮影）

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）

※健康手帳を持参してください。

【照会先】保健予防課 �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９００円、大腸

がん検診のみ５００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】保健予防課 �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】

持ち物 母子健康手帳、筆記具

【照会先】保健予防課 �２５１―４５６６

●こんにちは 赤ちゃん教室
（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 ５月１６日（金）

２日目 ５月２６日（月）

午後１時～１時１５分受付

【照会・申込先】保健予防課 �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】保健予防課 �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 ５月２１日（水）

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】保健予防課 �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】保健予防課 �２５１―４５６６
●精神保健福祉相談（予約制）
日時 毎週金曜日

午後２時～４時

【照会・申込先】保健予防課 �２５１―４５６６
●Ｃ型・Ｂ型肝炎ウイルス検査（無料）
日時 ５月１９日（月）、６月２日（月）

午前１０時～１０時４５分受付

【照会先】保健予防課 �２５１―４５６８
●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 １，６１０円

【照会先】保健予防課 �２５１―４５６８
●夜間エイズ検査（無料・匿名）
日時 ５月１５日（木）

午後６時～８時受付

【照会先】中保健所 �２５１―４５２１
●からだ元気セミナー（予約制・４日コース）

時間 午後１時～３時１５分

対象 ４０歳以上で生活習慣病の予防および健

康増進に関心のある市民の方

定員 ２５人（先着順）

申込 ５月１２日（月）から予約受け付け開始

【照会・申込先】保健予防課 �２５１―４５６８

●骨粗しょう症予防教室
（予約制・２日コース）

受付 午後１時～１時３０分

対象 市民で２０歳以上の女性の方

定員 ３０人（先着順）

料金 ５００円【免除制度あり】

申込 ５月３０日（金）まで

【照会・申込先】保健予防課 �２５１―４５６８

歯の１日健康センターのお知らせ
歯科検診と相談・指導およびフッ素塗

布（乳幼児のみ）を行います。歯をきれ

いに磨いてからお越しください。料金無料。

日時 ６月５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

持ち物 母子健康手帳、タオル

※車での来所はご遠慮ください。

主催 中区歯科医師会・中保健所

【照会先】保健予防課 �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】保健予防課 �２５１―４５６８
●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

【照会先】保健予防課 �２５１―４５６８
【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。

妊娠中特に初期は、赤ちゃんの成長はも

ちろん、お母さんの健康を維持するため

の、とても大切な時期です。しかし、外見

からは、妊婦であるかどうか判断しにくか

ったり、つらい症状がある場合もありま

す。マタニティマークは、妊婦さんへの配

慮をしやすくするためのマークです。この

マークを付けている妊婦さんを見かけた

ら、「バスや電車では優先して席を譲る」「近

くでの喫煙を控え

る」など、思いやり

のある行動をお願い

します。マタニティ

マークをデザインし

たキーホルダーを、

保健所で母子健康手

帳を交付するときに

お渡しします。

マタニティマークをご存知ですか？
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