










MIZUNO“旬感”だより 毎月1日発信中！

名古屋港区東海通にあるマッサージ
アロマオイルは天空にすべてお任せ

http://www.tenku.eei.jp/
全国にお花が贈れる店

花キューピット
Flower & Gifts

〒455-0001 港区七番町5丁目3番地

名古屋市港区東海通3－9 営業時間 PM6:00～AM3:00
PHONE 661-8691 651-8779 TEL 052-654-6806 名古屋市港区七番町5－1－9

FAX 052-651-8779 地下鉄「東海通駅」①番出口東へ徒歩1分 TEL 052-661-0038
人と人との出会い大切に… 友とふれあう我が家があります
社会福祉法人昌明福祉会 グループホーム・デイサービス
老人デイサービスセンター

名古屋市港区七番町5－14

名古屋市港区七番町5－12 ブランシュ東海通1F
名古屋市港区津金2丁目4番5号 TEL 052-661-9954 TEL 052-651-3120
TEL 654-6300 FAX 654-6700 http://www15.plala.or.jp/furenzu-hao/ ■定休日 毎週木曜日

港明中学校制服取扱店
スポーツ用品全般

町駅

名古屋市港区港明2－2－11
TEL 052-654-8111

港区辰巳町26－2 FAX 052-654-3011 名古屋市港区七番町5－15
TEL&FAX 052-661-2258 毎週月曜日は定休日 TEL&FAX 052-661-0241

人にやさしく 地球にやさしく

イイこと、 美と健康・環境浄化！！

プラス。

名古屋市港区港明一丁目10番28号 名古屋市港区七番町5－14
TEL 052-655-1511 名古屋市港区七番町1－1－2 名古屋市港区七番町4－12－3 ブランシュ東海通1F
FAX 052-655-1523 TEL 661-0170 0120-20-6980 TEL 052-661-5702

私たちは感謝と思いやりの心で タイヤ、車検、板金塗装、保険、他

お客さまに幸せと安心を提供します

アサヒサンクリーン
ヘルパーステーション

ちとせ
名古屋市港区七番町5－3－1

御予約・お問い合せ エルメゾン東海通101号 名古屋市港区七番町4丁目5-1
TEL 052- 659-7088 ☎ （代）

☆予約優先☆
ムコサン オナジミ

ヘアーサロン
一人一人が自分の道を

拓いていくことを
■地下鉄東海通駅①出入り口より徒歩2分 めざす教室です。 名古屋市港区七番町4－7－28
■営業時間/夕方5時～深夜12時 名古屋市港区津金1－1－4 TEL 052-652-4288

☆年内、無休！ TEL 052-661-1639

こどもが一番幸せになることを願っています

司法書士・土地家屋調査士・行政書士

名南事務所 代表 森田 茂

☎651-2277 東海通アピタ店 西むかい

株式会社

港・港明店

アピタ東海通店

津金の里

たつみの

手打 長命うどん
港店

居酒屋

⑥
「第30回港区子どもまつり」を開催するにあたり、今回も多くの皆様に協賛のご協力を賜りました。厚く御礼申し上げます。

地域のふれあい広場 ネッツトヨタ名古屋㈱

祝 第30回港区子どもまつり－協賛商店・団体・個人－

フラワー花彦

2,000円

ピザ・パスタのお店
ワインも各種あります！

カクテルと小粋なおしゃべり

梅亭

あたたかく やわらかく ゆったりと http://lovekids-dream.com Since 1984

名古屋七番町郵便局

11月体験 受付中!!

公文式 東海通教室

指導者 西村 昌子

F U

サゴウ

TEL/052-653-0743
TEL

いつでも見学できます！

木村運動具店

カットスタジオ タカヤマ

Since1950



薬剤師の健康と美肌のサロン SUPER SELF
スキンケア・エステ・中医アロマ(予約制) GAS STATION

名古屋市中村区名駅南1－16－15 名古屋市南区三条二丁目六番一号

TEL 052-541-2896 TEL/FAX 052-691-4828
http://www7.plala.or.jp/nachureiyu/ www.lapit.jp
市民に開かれた法律事務所

中川区昭和橋通2丁目29番地
名古屋市中村区則武１－１０－６ メゾンアサヒⅠ 1F

TEL ０５２－４５１－７７４６ TEL<052>659-0123
FAX ０５２－４５１－７７４９ FAX<052>659-0122

看護師、随時募集してます‼

みなと医療生活協同組合 中日新聞

千年交差点南へ150m 名古屋市港区辰巳町6－24
(住友テニスコート南) 名古屋市熱田区五番町４番３３号 港区辰巳町3－31 0120-852-550

☎                        FAX ℡ ０５２－６５４－２２１１ TEL 652-1921 FAX 052-661-3520

鶏卵・玉子巻 誰でも気軽に遊びに来てね！

中国料理 子育て支援センター

名古屋市熱田区一番二丁目46番16号

Tel:653-3952 Fax:653-3955

名古屋市熱田区五番町18-16 名古屋市熱田区川並町4－7 Email: nogiku-h@crocus.ocn.ne.jp

TEL&FAX 653-3456 TEL 052-661-0652 TEL 052-671-3018 http://www2.ocn.ne.jp/~atsuta-f/

電気のことならなんでも当社へ！ 医師・看護師・介護職員を
ふやして!!署名よろしく！

みなと医療生協

代表取締役 立松宏康
名古屋市港区辰巳町1番42号

TEL 052-661-4922 熱田区五番町4－33
FAX 052-653-0662 協立総合病院内

地域のかかりつけ薬局
お薬のご相談をお気軽にどうぞ！

港 店
名古屋市港区東海通5－16 名古屋市熱田区五番町7－15
フリーダイヤル 0120-413370 TEL 052-659-2230

http://www.hondacars-aichi.com TEL 052-659-2234

港区築三町3-6 大手中部ビル5F

TEL 052-653-0745

大東飯店

労働組合
立松電気㈱

ケーキの

千年店

不二家

小早川新聞舗

来院して元気になれる
なんでも相談できるクリニック

みなとファミリークリニック

のぎく丸愛商事（株）

明るい家庭に中日新聞

診療時間 午前9：30～午後12：30 月火水金土
(受付は12:00まで)

診療時間 午後3：00～午後 6：30 月火水金
(受付は 6:00まで)

休 診 日 木曜日・日曜日・祝祭日

TEL 〈052〉653-1001
産休あけから就学時まで

⑦
「第29回港区子どもまつり」を開催するにあたり、今回も多くの皆様に協賛のご協力を賜りました。厚く御礼申し上げます。

祝 港区子どもまつり

祝 第29回港区子どもまつり－協賛商店・団体・個人－

Lapit 名南

港区子どもまつりを応援しています！ ☆たいほう商会 西垣 好郎

ＴＥＬ ０５２－６５９－００１７

http://www7a.biglobe.ne.jp/~minatofamilyclinic/

すこやか薬局Honda Cars 愛知

http://lovekids-dream.com

The home after school. It's our C-zone!

院 長 楊 純嘉

すてる車買います！出張無料！
(不要になったお車を買取り致します)

名古屋法律事務所

名古屋市港区七番町4－7

辰巳幼児園協立総合病院

名古屋市港区港明１丁目１－２

（財）合気会名古屋支部
大手前学院合気道教室

あたたかく やわらかく ゆったりと

中川学童保育所
Since1984

★現在、千年小からは1～6年生14名が中川学童に通っています-

0566-92-6526
愛知県安城市高棚町東山16-2

アクセル４２６(9:30～20:00 月曜定休) 担当 やまて・やまぐち




