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2月
日 月 火 水 木 金 土

・広報紙に掲載している情報を一覧にしたものです。ただし、一部の掲載を省略しています。
・行事名後の丸囲みの数字は広報紙の該当ページを、四角囲みの数字は過去の広報紙に
　掲載していることを表しています。(例：a2　 は2月号1ページの意味 )
・子ども・親子向けイベントピンク色、シニア向けイベント緑色

青少年児童センター→青児
下山児童館→下児
上郷児童館→上児

西児童館→西児
南児童館→南児
市が洞児童館→市児 3月の主なイベントイベントカレンダー

1日(日)
10:00親子防火・防災体験ツアーy
10:00ボランティア事業等説明会z

3日(火)
10:30みんなあつまれ ! !
           あそびのひろばw
14:00ボランティア事業等説明会z

4日(水)
19:00その場小説r

6日(金)
10:00スマホ講座【全 4回】o
18:00ボランティア事業等説明会z

7日(土)
10:00親子防火・防災
　　　体験ツアーy-

17:30創造スタッフ企画
　　　「創奏」r1

8日(日)
10:00月釜茶会C4

11:30ワーテルロー音楽祭s114:30
13日(金)
  9:30ママ・ジョブ・あいち
         出張相談y

14日(土)
  9:30ＮＡＦファーム　
　　　寄せ豆腐づくりs
10:00古戦場公園再整備事業
　　　市民ワークショップm
14:00愛知淑徳大学連携講座
         【全 2回】A
21日(土)
14:00アトムへの伝言v^19:00
22日(日)
10:30家庭体験
         ボランティア交流会z
14:00アトムへの伝言v^

27日(金)
13:30シルバー人材センター
         入会説明会v1

　　　　西小校区
　　　 共生ステーション休館C
10:00 味噌作り体験y1
10:00 訓練生実習作品の販売z1
10:00 サイエンスフェスティバルz1
13:30 古戦場公園再整備事業
　　　　市民報告会y1
14:00 劇団前進座
18:30 歌舞伎のいろはs1

10:00 杁ケ池公園チップ散布体験会u
10:30 おはなし会x
14:00 愛知県立大学連携講座
          【全 2回】z1
14:00 劇王 2020r-18:30

10:00 こーひーぶれいくw
10:00 おもしろパンを作ろう！u1
10:00 まちセンカフェy
11:00 ブックスタートのおはなし会x
13:30 いきいきヨーガ教室u
14:00 市合唱団定期演奏会v^
14:00 喫茶オレンジn
14:00おはなし会x
14:00 瀬戸旭医師会・陶生病院
         合同市民フォーラムz
15:00 乳幼児向けおはなし会x

10:00 ファミリー・サポート
　　　　登録講習会w
10:30 英語のおはなし会x
11:00 きららの里n
13:00 住まいの耐震相談会z
13:30 介護保険地域密着型施設等
　　　見学バスツアーo
13:30クッキングx
14:00 ながくて寄席r-

10:00 花植え体験講習会z
12:30 愛知医科大学運動
　　　療育センター講演会z
14:00 前進座創作歌舞伎w^

10:00 幼児教室（南児）x
13:30 パソコン講座
         【全 6回】w1

10:00 幼児教室（上児）x
10:00 リズムあそび・ぴょん
          ぴょんu1

19:00 JAZZ長久手w^

          あったかぁどデーo
10:00 幼児教室（南児）x
19:30 座☆ＮＡＧＡＫＵＴＥ
　　　公開稽古s

10:00 幼児教室（上児）x
10:40 スポーツボイスo
13:00 なないろカフェバンバンn
13:30 あかつきの会n
13:30 シルバー人材センター
          入会説明会v1
19:00 コーラス体験教室r

          市が洞小校区
　　　 共生ステーション休館C
11:00 乳幼児向けおはなし会x
13:30 剪定講習会v1
14:00 午后の佇みr-

10:00 リズムあそび・ぴょん
          ぴょんw
11:00 乳幼児向けおはなし会x
13:30 「老いと演劇」のワーク
　　　ショップo

  9:00 応急手当普及員講習
　　　【～ 29日】y
10:00 リズムあそび・ぴょん
          ぴょんw

10:00 幼児教室（西児）x
10:00 リズムあそび・ぴょん
          ぴょんu1
14:00 スポーツボイスo
17:15 マイナンバーカード等の
          臨時窓口C

10:00 幼児教室（青児、市児）x

10:00 シネマの楽しみr14:00
10:00 幼児教室（青児、市児）x
13:30 いきいきライフパーティーo
13:30 防犯ボランティア
          養成アカデミーy

10:00 橋寛憲・小林大地美術作品展
　　　　【～ 3/1】r
10:00 幼児教室（西児）x
17:15 マイナンバーカード等の
          臨時窓口C
18:00 らくカフェn

10:00 幼児教室（下児）x
10:30 大人のおはなし会x
13:30 映画で生活支援サポーターに
            ついて考えようz1

11:30 うたのたねw^14:00
13:00 8市町合同
17:00 就職ガイダンスx1
13:30 やまびこ長久手
　　　第 2回市民公開講座E

  9:30 マイナンバーカード出張
　　　申請窓口【～ 20日】k
10:00 幼児教室（下児）x
13:30 いきいきライフ
　　　パーティーo

13:00 バス・トラック運転・
          乗車体験会z
13:30 ＨＡＰＰＹヨガ講座y1

  7:00 第 523回 歩けあるけ運動t
14:00 劇団前進座 立廻り体験s1

  9:00 マイナンバーカード等の
　　　臨時窓口C
10:00 月釜茶会C4
13:30 まち活パーティーx1
15:00 劇王 2020決勝戦r-

  9:30 工房 2利用講習会y

13:30 スポーツ講演会o1
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建国記念の日

振替休日天皇誕生日

については                をご覧ください
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統計情報

人口 2020年1月1日
現在（先月比） 交通事故（人）

軽　傷
重　傷
死　亡 0

1
22

2
7

249

0

犯罪 発生状況（件）

27 358 338

13
343

2019年
累計

前年同期

月間異動数（12月）
転　　　　入

出　　　　生
死　　　　亡 刑法犯

0 16 11うち侵入盗

2019 年
累計

前年同期

※消防に通報があったが、既に死亡
した状態であった単身者の方や死亡
後に発見された方などで、生活状況
を把握できた場合の総数です。

12 月

12月

2月 各種相談 （相談日以外もお気軽にお問い合わせください。）

月～金※

27日（木） 13:30-16:30

9:00-17:00

10:00-15:30毎週 月～金※

19日（水） 14:00-16:00

平日  8:30-17:15 要予約

と き と こ ろ 問 合 先内 容（　は要予約）予

予成 年 後 見

予ひ と り 親 家 庭

10:00-12:0018 日（火）

予こころの相談室

予こころの健康相談

家 庭 児 童 相 談 室
虐待等相談・通告

10:00-16:00

10:00-15:3014日（金）
28日（金）

女 性 相 談
　（男性も相談可）
予

予約時調整13日（木）、18日（火）予子育て相談（就学前児童）

4日（火）、10日（月）
18日（火）、25日（火）

家庭児童相談室専用ダイヤル
(63-9500)

　市役所本庁舎1階 相談スペース　 尾張東部権利擁護支援センター
（0561-75-5008)

市役所西庁舎1階 子育て支援センター

市役所本庁舎2階 子ども家庭課

市役所本庁舎2階 子ども家庭課　　 子ども家庭課（56-0633）

保健センター

瀬戸旭医師会館相談室 瀬戸地域産業保健センター
(0561-84-1139)

健康推進課(63-3300)

決算指導（事業者対象）

金融相談（事業用資金）

子ども家庭課（56-0633）

子ども家庭課（56-0633）

商工会館 商工会（62-7111）

転　　　　出

うち孤独死・孤立死※ 0
10:00-16:00
（12:00-13:00 除く）年    金     市役所本庁舎1階 相談室 保険医療課（56-0618)21 日（金）

と き と こ ろ 問 合 先内 容（　は要予約）予

市役所西庁舎2階 悩みごと相談室

悩みごと相談室（56-0551）

消費生活センター
（64-6503）消 費 生 活 相 談

13:30-16:304 日（火） 市役所本庁舎2階 打合せ室1

13:00-16:0013日（木）、27日（木）

行 政 相 談
不 動 産 相 談

13:30-16:3020 日（木）
9:00-16:00 社会福祉協議会 (62-4700)

予生活困窮者相談
人    権 福祉の家1階 相談室 電話相談も可

福祉の家1階 相談室

行 政 書 士 相 談
（予約は3日前までに）
予

［月］9:00-12:00
［火、水、金］
10:00-16:00
（12:00-13:00 除く）

火～土(11、25日は除く)

問 合 先

司 法 書 士 相 談 13:30-16:306日（木）、20日（木）
25日（火）予

ボ ラ ン テ ィ ア     福祉の家１階 ボランティアプラザ ボランティアセンター
(61-3434)

10:00-11:30　1日（土）

予法 律 相 談

　9:00-12:0020 日（木）

市役所西庁舎2階 第8会議室
13:00-16:0012 日（水）

13:30-16:00　毎週水曜

総人口 　59,430 ＋92
＋48
＋44
＋37

男　性 　29,480
女　性 　29,950
世帯数 　24,298

277

54
26

213

発 達 相 談 11:00-16:006 日（木）、20日（木）予

毎週月・火・水・金曜日※

予

※…11日（火・祝）、24日（月・振休）は実施しません。 

※このページはそのまま取り外し、
   壁などに貼ってご活用ください。


