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問合先　支え合い協働推進課（☎ 76‐1149）
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知っていますか？
若年層を対象とした性的な暴力の問題

～ JKビジネス問題～
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小牧警察署の免許更新等の
窓口についてのご案内

免許更新・車庫証明等の受付は、本館で
は行っておりません。駐車場西側の別館に
直接お越しください。
なお、月曜日や連休明けは、免許更新等

の手続きが大変混み合います。
ご理解、ご協力をお願いします。

小牧警察署　（☎72‐0110）

JKJKビジネスは危険がいっぱいビジネスは危険がいっぱい

女子高校生等に卑わいな言動や衣装等で接客させる営業形態のいわゆる
JK ビジネスにアルバイト感覚で働いた女子高校生が性被害や犯罪
に巻き込まれています。安易な気持ちで JKビジネスに関わって、
重大な犯罪に巻き込まれないようにしましょう。

・JKビジネスで働かない
・JKビジネスのお店には出入りしない
・誰かを誘ったりしない

「JKビジネス」は手軽なアルバイトではなく、
危険なアルバイトです。

絶対に
働いては
ダメ！

“ひとりで思い悩んでいるキミ”、
お子さんの問題行動や犯罪被害等
でお悩みの保護者の方、次の相談
窓口へ気軽に相談してください。
一緒に考えましょう。

少年サポートセンター名古屋
☎0120‐7867‐70、☎ 052‐764‐1613
　午前 9時～午後5時
少年サポートセンター春日井
　☎0568‐56‐7910
　午前 9時 30分～午後4時

月～金曜日（祝日、年末年始除く）

犯罪、いじめ、児童虐待のほか、
JK ビジネスに係るトラブルに
遭った際の相談は 

少年サポートセンター名古屋

ひとつの電話で変わる未来があるひとつの電話で変わる未来がある
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味岡小学校区地域協議会

地域づくりミーティング
日　時：毎月第３土曜日　午後７時～
場　所：小松寺会館２階
　地域協議会メンバー（約30人）
で、福祉、防災、交流など、味岡
小学校区の現状や地域の課題、必
要な取り組みについて話し合いま
した。

　平成30年３月に市内６番目の地域協議会として設立され、２年目となる味岡小学校区地域協議
会の活動について紹介します。

～令和元年度の取り組み～

防災事業防災事業
　味岡小学校区の住民の防災意識向上を目指して様々な
取り組みを行いました。

避難所運営ゲーム (ＨＵＧ )
日　時：６月30日
場　所：味岡小学校
合同防災訓練
日　時：９月22日
場　所：味岡小学校　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

味岡ワイ！ワイ！カーニバルへのブース出展
　日　時：11月 10日　　場　所：味岡小学校
　味岡小学校 PTA主催の交流イベント「味岡ワイ！
ワイ！カーニバル」にブースを出展し、ペーパーク

ラフトやキュボロ体験、リ
ニモ展示など、協議会委員
の得意な分野を活かして児
童とのふれあいの場を提供
するとともに、参加者には
PRチラシを配布しました。

あじおか　おたすけ隊あじおか　おたすけ隊
随時
　有志の隊員約 20人で、「庭
の草取り」「樹木の伐採・剪定」
「蛍光灯の交換」など地域の高
齢者等が抱える困りごとを解
決しました。（18件／年）

始動！！

▲応急手当訓練
▲キュボロ体験

▲地域づくりミーティング
▲庭の草取り

くらしの

　 掲示板
け い じ ば ん

※料金の記載がないものは無料　
　申込みの記載がないものは事前申込不要
※新型コロナウイルス感染症対策のため、内容などが※新型コロナウイルス感染症対策のため、内容などが
　変更になる場合があります　変更になる場合があります

こども
児童館の催し

多世代交流プラザ準備室（☎ 71‐8616）

行　事　名 と　　き 対象・定員・申込みなど 料金・持ち物 児童館名

母の日のプレゼント作り
『お花のチャーム』 5月 9  日㈯ 14:00 ～ 15:00

小学生以上　12人
申込受付 :4/25 ㈯～（TEL 可）
※市外の方 :5/2 ㈯～ 無料 児童センター

（☎75－ 3817）
手品教室 5月 17日㈰ 10:00 ～ 11:00

小学生以上　12人
申込受付 :5/3（日・祝）～（TEL 可）
※市外の方 :5/10 ㈰～

ワールドミュージック 5月 9  日㈯ 11:00 ～ 11:40 幼児と保護者・小学生　15組
申込受付 :4/24 ㈮～（TEL 可） 無料

味岡児童館
（☎75－ 4999）絵本でイングリッシュ 5月 11日㈪ 10:00 ～ 10:30

11:00 ～ 11:30
幼児と保護者　各 15組
申込受付 :4/25 ㈯～（TEL 可） 無料

ベビーマッサージ 5月 18日㈪ 13:00 ～ 14:45 ２～６カ月児の乳児と保護者　10組
申込受付 :5/3（日・祝）～（TEL 可）

無料（バスタオル・
親子健康手帳持参）

リトミック
～リズムを感じて表現してみよう♪～ 5月 4 日（月・祝） 11:00 ～ 11:40 ２～３歳児と保護者　15組

申込受付 :4/20 ㈪～（TEL 可）
無料（水筒・

ハンドタオル持参）

篠岡児童館
（☎79－ 0690）楽器であそぼ 5月 18日㈪ 11:00 ～ 11:40 ２～３歳児と保護者　15組

申込受付 :5/4（月・祝）～（TEL 可）
無料（水筒・

ハンドタオル持参）

ベビーマッサージ 5月 19日㈫ 10:00 ～ 11:45 ２～６カ月児と保護者　10組
申込受付 :5/5（火・祝）～（TEL可）

無料（バスタオル・
親子健康手帳持参）

親子るんるんリトミック 5月 11日㈪ ① 10:00 ～ 10:45
② 11:00 ～ 11:45

１～３歳児親子　各 15組
申込受付 :4/27 ㈪～（TEL 可）

無料 小牧児童館
（☎77－ 0906）

いんぐりっしゅ☆ほっぷ 5月 25日㈪ 11:15 ～ 11:45 ２～３歳児親子　15組
申込受付 :5/11㈪～（TEL可）

パパとベビーマッサージ 5月 9  日㈯ 13:00 ～ 14:30
満２～６カ月児とその保護者　10組
申込受付 :4/25 ㈯～（TEL 可）
※市外の方 :5/6（水・休）～

無料（バスタオル・
親子健康手帳持参）

小牧南児童館
（☎77－ 0454）

リトミック 5月 11日㈪ 11:00 ～ 11:45
２～３歳児とその保護者
申込受付 :4/27 ㈪～（TEL 可）
※市外の方 :5/8 ㈮～

無料

英語であそぼう 5月 17日㈰ ① 14:00 ～ 14:35
② 14:45 ～ 15:30

①幼児クラス（年少～年長児）15人
②小学生クラス（１～３年生）15人
申込受付 : 市内 5/3（日・祝）～（TEL 可）
※市外の方 :5/14 ㈭～

無料

いっしょにリトミック♪ 5月 11日㈪ 10:00 ～ 10:30 １～３歳児と保護者　15組
申込受付 :4/27 ㈪～（TEL 可）

無料（親子ともにタオ
ル・水筒・上靴持参） 北里児童館

（☎71－ 1183）
Hi！イングリッシュ　 5月 23日㈯ 10:00 ～ 10:40 年少・年中・年長児と保護者　15組

申込受付 :5/9 ㈯～（TEL 可） 無料

英語であそぼ 5月 11日㈪ 10:30 ～ 11:10 １～３歳までの子と保護者　20組
申込受付 :4/27 ㈪～

無料 西部児童館
（☎42－ 0205）

ベビーマッサージ＆サイン 5月 25日㈪ 10:00 ～ 10:50 １カ月～ハイハイ期までの子と保護者　20組
申込受付 :5/11 ㈪～

ベビーと一緒に産後ヨガ 5月 11日㈪ 13:30 ～ 15:00 ２～ 10カ月児と保護者　10組
申込受付 :4/23 ㈭～（TEL 可）

無料（バスタオル２枚・
フェイスタオル持参） 大城児童館

（☎78－ 0046）
楽器であそぼ 5月 25日㈪ 11:00 ～ 11:30 ２～３歳児と保護者　15組

申込受付 :5/7 ㈭（TEL 可）
無料（水筒・

ハンドタオル持参）

※申込みは各個人でしてください。　※幼児は必ず保護者同伴で利用してください。
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