
学生衣料 ・記念写真
（南陽中、福田小、福春小、西福田小） ・証明写真

指定品取扱店 ・出張撮影

タカケンクリーニング 名古屋市港区春田野一丁目４０３番地 名古屋市港区西蟹田702－2
春田野店（ジャスコ南陽店前） 名古屋市港区春田野１-１１０３ アーバンハイツ１階 ＴＥＬ・ＦＡＸ（０５２）３０１－０６１６
ＴＥＬ０５２－３０３－７８５８ ＴＥＬ０５２－３０１－００１１ ＴＥＬ０５２－３０１－６０８７ fuu@mediacat.ne.jp

港・南陽店
名古屋市港区春田野１丁目２１０４ 名古屋市港区春田野２丁目３０１ 名古屋市港区春田野１－５０３ 営業時間 平日１７：００～２３：００

ＴＥＬ０５２－３０９－３７８０ ＴＥＬ０５２－３０４－１３３７ ＴＥＬ０５２－３０４－０７０１ 土・日・祝１１：００～１４：００ １６：３０～２３：００

ＦＡＸ０５２－３０９－３７６０ http://www.rairaitei.co.jp ＦＡＸ０５２－３０４－０７０２ TEL０５２－３０１－０４２９
リハビリテーション科・整形外科
小児リハビリテーション科
小児整形外科

名古屋市港区七反町１丁目７０８ 名古屋市港区八百島２丁目６０５
名古屋市港区春田野三丁目１２０８ 名古屋市港区小賀須４－５０４－１ ＴＥＬ０５２－３０１－１６４４ ＴＥＬ０５２－３０３－３００１
ＴＥＬ・ＦＡＸ（０５２）３０９－５０４７ ＴＥＬ０５２－３０２－４１３８ http://www.tawadareha.com

すこやかな育ちと子どもの笑顔を！

子ども青少年局支部港分会

名古屋市港区春田野２丁目２９０２番地

ＴＥＬ０５２－３０１－１４１１ 名古屋市港区春田野１－３３０ 名古屋市港区新茶屋５－２００４
ＦＡＸ０５２－３０１－１４４９ TEL０５２－３０３－８２００（代） TEL ０５２－３０１－８９０３

処方せん受付 ・・・・・笑顔の絶えない日々を目指して・・・・・

デイサービス・グループホーム

名古屋市港区福田２丁目１０１３番地 名古屋市港区東蟹田1001番地
ＴＥＬ０５２－３０４－８４４1 ＴＥＬ０５２－３０２－５７７７
ＦＡＸ０５２－３０４－８４５１

家具・インテリアの 手作りパン製造販売と
ビックチェーン コーヒー＆ティールーム

名古屋市港区南陽町大字西福田 院長 加藤道哉
字源蔵池56番地 名古屋市港区南陽町西福田源蔵池４１－１ 名古屋市港区西福田３－８０１

ＴＥＬ ０５２－３０２－０００１ ＴＥＬ ０５２－３０３－３２９５ 名古屋市港区寺前町１１番地 TEL ０５２－３０１－０１１８
FAX ０５２－３０２－６１８０ TEL ０５２－３０２－４７８２ http:www.kato-shiｋa.neｔ
家作りの不安を解消します ジュニア募集

社寺・一般建築 西福田小学校東隣

名古屋市港区西福田１－１００８ 名古屋市港区西福田五丁目８０２番地

ＴＥＬ ０５２－３０２－６６８４ ＴＥＬ ０５２－３０３－２４０８
sakaegiken05@sf.commufa.jp http://www.h2.dion.ne.jp/~nanyoutc/

南陽第三保育園

カトウ歯科

(有)プルマン

名古屋市港区藤高一丁目１４７

TEL・FAX 052-302-2934

新築・リフォーム住いの相談なんでもＯＫ！

春 服部建築

＊年齢、経験不問。研修有り。
＊有償サポータ(時間給 800円)、ボランティアサポーター、同時募集！

＊明るく、元気に子どもたちと接して下さる方、大歓迎！

港区西福田５（南陽テニスクラブ内） info@n-tennis.com
TEL&FAX 651-5196

詳しくは → http://lovekids-dream.com

お問い合わせはお気軽に
《事務局》中川学童保育所・長坂

㈲ サカエギケン 南陽テニスクラブ

港区内・学童保育所(小学生の放課後の生活の場です)

南陽町店
来来亭

たわだリハビリクリニック

港春田野店

祝 第31回港区子どもまつり－協賛商店・団体・個人－ ①
「第31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。

シューズ トヤ フォトスタジオ Ｉ 番 館

名古屋トヨペット株式会社

吉 服部家具センター 寿司 なかむら

南陽町店

さくら調剤薬局 なごみの里

イオン南陽店

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

保育サポータ、募集中！＊登録制

未来を担う子どもたち(学童児)のために
皆さんのお時間とお力を、ぜひ、貸して下さい！

《具体的に行っていただくこと》
①小学校へのお迎え(学童保育所まで送っていただきます)
②学童保育所での留守番 ③保育補助

＊時間はおおむね13：30～18：00。30分から可能。



地域密着をモットーにまごころを ハッピー・ハロウィン キャンペーン

こめたサービス！ 実施中！

ネッツトヨタ名古屋株式会社
港南陽店

名古屋市港区知多1丁目812番地

TEL （052）303-0111 南陽町ロードサイド店

FAX （052）303-0113 港区小賀須３丁目1614
http://www.netznagoya.co.jp TEL&FAX (052) 303-4088

名古屋市港区大西1-40
名古屋市港区知多二丁目２０５番地 Ａコープ南陽店前

TEL０５２－３０３－６７１１ ＴＥＬ （052）303-3767 ＴＥＬ （052）301-5951
FAX０５２-３０３－６７１６ FAX （052）303-7073 ＦＡＸ （052）303-5111 TEL (052)304-1112

リハビリテーションはお昼も
受け付けています。

南陽店
名古屋市港区七反野2-2302 名古屋市港区春田野2丁目2403 名古屋市港区知多2丁目
TEL （052）301-8840 TEL （052）303-6482 TEL （052）309-7865 208番地
http://www.doumitsu-iin.or.jp FAX （052）302-6222 FAX （052）309-7866 TEL (052)302-5510

もっと笑顔を… 鮨 ・ 和食
特別養護老人ホーム・ショートステイ

名古屋市港区小川1－19
TEL 052-302-1001 名古屋市港区秋葉１丁目７－１
FAX 052-301-0814

http://www.kourakusou2.com
薬と化粧品は西川薬品本店･イオン店 ソフトクリームが自慢のコンビニ オリジナルTシャツ・

ミニストップ 帽子など作りませんか？

取締役 谷澤 寛行
名古屋市港区七反野１丁目･春田野３丁目 名古屋宝神店 岡崎市元能見町122番地2

名古屋市港区春田野１－３３０ ＴＥＬ ３０３－７５８２ (本店) 名古屋市港区宝神３-１３１５ TEL〈0564〉65－5885
TEL０５２－３０３－８２００（代） ＴＥＬ ３０３－８２２６ (イオン南陽店) TEL052-389-2363 TEL〈0564〉65－5760

笑顔キラキラ こどもたちに すこやかな育ちと子どもの笑顔を！

平和な未来を！

子ども青少年局支部港分会 子ども青少年局支部港分会

名古屋市港区宝神４－７０１ 名古屋市港区野跡４丁目４－８
ＴＥＬ ０５２－３８３－０５０５ TEL ０５２－３８１－１５１７

祝 第31回港区子どもまつり－協賛商店・団体・個人－ ②
「第31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。

プロも満足の品揃え！

ホームセンターワカマツ
※7:00～19:00営業 水曜定休
日曜のみ8:00～19：00営業

名古屋市港区西福田3丁目322

TEL （052）301-8806
FAX （052）301-5700

ネッツトヨタ中京株式会社 新鮮素材市場 南陽 デジタルプリント スピード仕上げ 田んぼの中のやまだ歯科❤❤

南陽町店 ナゴヤ公設株式会社 ワカマツカメラ やまだ歯科
名古屋市港区秋葉一丁目130-4

名古屋市港区西茶屋2-5

優しい街の歯医者さん あきば歯科 お菓子のことなら中央お菓子市場 皆様に愛されるお店

医療法人 堂満医院 あきば歯科医院 中央お菓子市場 サークルK知多店
名古屋市港区秋葉1-130-216

第二幸楽荘 加都良
Tel ０５２-３０２-４５６８

名古屋市港区秋葉1-109-1

西川薬品本店
イオン南陽店

谷澤商事 有限会社
MINISTOP

イオン南陽店

剣道大好き 元気いっぱい先生 笑顔が似合う先生

小島洋二

小島内科クリニック
宝神保育園 港西保育園名古屋市港区宝神３－２３１４

ＴＥＬ ０５２－３８４－１５１５
ＦＡＸ ０５２－３８４－１６６２

税金について相談したい時は

お子さんの放課後を安全で豊かなものに！
金融について相談したい時は
保険について相談したい時は

新入所児童随時受付中！ 年金について相談したい時は
法律について相談したい時は

福田学童保育所 全国商工団体連合会

港民主商工会安心だから…、現在、福田学童には
福田小・福春小・西福田小・南陽小から

お子さんが通っています－

お問い合わせはお気軽に
港区船頭場5－727

TEL&FAX 052-302-4433 TEL 052-653-1621
http://www.geocities.jp/fukutagakudou_hoikujyo/ FAX 052-653-2488

か つ ら



内科・消化器科・小児科
めん処 不動産の相続・売買の登記はお任せ下さい。

診療時間／AM9:00～12:00・PM4:00～7:00

休 診／土曜日午後･水曜日・日曜日･祝日 名古屋市港区春田野１丁目２８１２番地

名古屋市港区七反野１－１０２６ 名古屋市港区七反野１－９０１ ＴＥＬ ０５２－３０２－７７７０
名古屋市港区知多二丁目207 ＴＥＬ ０５２－３０４－２６０５ （ナフコ不二屋ヤマタケ西） ＦＡＸ ０５２－３０２－７８２４
TEL ０５２－３０４－０３６９ ＦＡＸ ０５２－３０４－２５９６ ＴＥＬ ０５２－３０３－６６１１ http://www.nanyo-eye.com/

かまぼこ、ちくわ、はんぺい製造 胃腸科・外科・内科・小児科
味の服部

名古屋市港区七反野１－６０１ 名古屋市港区七反野１－２０１７－１

名古屋市港区新茶屋二丁目１００６ ＴＥＬ ０５２－３０１－１７５１ ＴＥＬ ０５２－３０２－８０８０ 名古屋市港区知多１丁目１０４番地

ＴＥＬ ０５２－３０１－４１１１ ＦＡＸ ０５２－３０３－７４３５ 診療時間 ９：００～１２：００、１７：００～１９：００ パストラル知多１Ｆ
ＦＡＸ ０５２－３０３－３３４８ 休診日 日曜日・祝日・土曜日午後 ＴＥＬ ０５２－３０４－３３４１

泊まり、通い、リハビリ
お気軽にお電話下さい

名古屋市港区西福田1丁目636番地

ＴＥＬ ０５２－３０４－０００３ 名古屋市港区知多２丁目１９０７ 名古屋市港区知多一丁目803番地

ＦＡＸ ０５２－３０４－００５３ ＴＥＬ ０５２－３０２－１７２２ ＴＥＬ ０５２－３０３－８６７８ 名古屋市港区七反野１－６０５
k-anzu@crest.ocn.ne.jp 休診 木曜日、祝日 ＦＡＸ ０５２－３０４－０１３４ ＴＥＬ ０５２－３０３－９１７１

やさしく丁寧な歯医者さん 日本最大のメガネチェーン店
名刺･封筒･伝票･チラシ･DM･パンフレット…

名古屋市港区春田野１－８０４ 名古屋市港区七反野２丁目１９４１

ＴＥＬ ０５２－３０３－７７８８ 名古屋市港区小賀須４－９６４ ＴＥＬ ０５２－３０３－６７７８ 名古屋市港区小賀須４－１１２０
診療時間 ９：００～１９：００ ＴＥＬ ０５２－３０１－８０６７ 営業時間 １０：００～２０：００ ＴＥＬ ０５２－３０３－４５８９
休診日／日曜日･祝日 ＦＡＸ ０５２－３０１－３１７４ 定休日 第１・第３水曜日

薬と化粧品は西川薬品本店･イオン店 店舗から工場まで空調ダクトの設計･施工

各宗・佛壇・仏具・線香・ローソク
胃腸科・外科・肛門科・内科

名古屋市港区七反野１丁目･春田野３丁目 名古屋市港区小賀須三丁目１６１２番地 名古屋市港区小賀須三丁目１６２１番地 名古屋市中川区小本2丁目12番8号

ＴＥＬ ３０３－７５８２ (本店) ＴＥＬ ０５２－３０２－２２１２ ＴＥＬ ０５２－３０１－８５１４ ＴＥＬ ０５２－３６１－５９９７
ＴＥＬ ３０３－８２２６ (イオン南陽店) ＦＡＸ ０５２－３０２－２２１３ ＦＡＸ ０５２－３０１－２２０１ ＦＡＸ ０５２－３５１－１１８６

最先端のヘアースタイルを

打上げ会等も御利用下さい！
名古屋市中川区水里二丁目２０５番地

ＴＥＬ ０５２－３０２－８００８

TEL (052) 301-4588
自然がいっぱい！笑顔がいっぱい！

遊ぼう会にきてください！！

子ども青少年局支部港分会

名古屋市港区福田1-202 港区東茶屋２－３０５
ＴＥＬ０５２－３０９-３２９１ ＴＥＬ３０１－８８４９

子育ての輪を広げよう！ 毎月あそぼうくらぶやってます。
遊びに来てね。

子ども青少年局支部港分会

港区西茶屋１－３５－６
Tel 052-303-3950 港区知多２丁目２４０１
Fax 052-303-5634 052（301）7914

祝 第31回港区子どもまつり－協賛商店・団体・個人－ ③
「第31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。

坂野クリニック なんよう眼科クリニック

団欒食堂 あいそ家 司法書士 山田宗義事務所

幹友書房 やまもと医院
株式会社 大アキ服部 もりさき耳鼻咽喉科

介護老人保健施設 あんず 村上記念歯科医院 コメダ珈琲南陽知多店
ローソン七反野一丁目店

すずむら歯科医院 メガネの三城 南陽店
（有） ミナト印刷 サンクス港南陽店

西川薬品本店
イオン南陽店 （有） 政 武田佛壇店中川胃腸科・外科 有限会社 ハヤシ工業

中日本葬儀社
もんじゃ焼きのおいしいお店

ナゴヤ港斎苑 ノンカ ｈａｉｒ Ｍａｙ
年中無休

名古屋市港区知多２丁目２０１番地
名古屋市港区西茶屋一丁目6

ＴＥＬ ０５２－３０９－２０００
ＦＡＸ ０５２－３０９－３７００

お子さんの放課後を安全で豊かなものに！

南陽第一保育園
港福田店 新入所児童随時受付中！

福田学童保育所
子ども青少年局支部港分会

茶屋保育園

安心だから…、現在、福田学童には
福田小・福春小・西福田小・南陽小から

南陽第二保育園
お子さんが通っています－

お問い合わせはお気軽に
港区船頭場5－727

TEL&FAX 052-302-4433
http://www.geocities.jp/fukutagakudou_hoikujyo/



祝・港区子どもまつり
港区子どもまつりを応援します！

☆株式会社 曽根組

港区明正２－２１９ 名古屋市港区当知３丁目３６１８ 名古屋市港区当知１－１５１３ ☆美容室 エミール
TEL ０５２－３８１－８７８８ TEL ０５２－３８３－１３２９

FAX ０５２－３８３－５８９３ ☆青山電気

全国福祉保育労働組合

名古屋市港区十一屋２－１２ 名古屋市港区西稲永字ら１０４６ 名古屋市港区当知４-２４０２番地
TEL ０５２－３８１－５５９９ TEL ０５２－３８１－４１２９ 名古屋市港区秋葉１－１９１－２ イルカ作業所内 TEL ０５２－３８２－８８３９
FAX ０５２－３８３－５４５８ FAX ０５２－３８１－０７９４ TEL ０５２－３０２－１０７５

TEL ０５２－２４１－７０３０ TEL ０５２－２４１－４２１１ TEL ０５２－２４１－６９５２ TEL ０５２－９６１－１５６０

since1924 名古屋市中区栄３－８－８名古屋平和ビル1F 名古屋市港区当知３丁目１４０１－６ 名古屋市南区戸部下１－３－１８
名古屋市中区栄３－８－８名古屋平和ビル2F TEL ０５２－２４９－８６２０ TEL ０５２－３８９－６６３６ TEL ０５２－８２３－８９２５

看護師、随時募集してます‼

みなと医療生活協同組合

名古屋市港区砂美町１４７
名古屋市熱田区五番町４番３３号 TEL ０５２－６５５－０００４

℡ ０５２－６５４－２２１１ 名四交差点北西角

医師・看護師・介護職員を 日替り手作りランチの店

ふやして!!署名よろしく！ 持ち帰り弁当もやってます。

みなと医療生協
喫茶

熱田区五番町4－33 名古屋市港区当知４－１２０３－１

協立総合病院内 ＴＥＬ：０５２－３８３－３６５３

鶏卵・玉子巻 ❤お洗濯のことなら
サンコークリーニングへ❤

名古屋市熱田区川並町4－7 港区築三町3-6 大手中部ビル5F 名古屋市港区小碓４－２０ 港区入場1－3001
TEL 052-671-3018 TEL 052-653-0745 TEL：０５２－３８１－６７１０ TEL 398-1731

『一人ひとりの子どもの育ちを大切に』 一人ひとりを大切にします。
遊ぼう会にも来てね♪ 子ども青少年局支部港分会

子ども青少年局支部港分会

ｔｅｌ３８１－８３４２
名古屋市港区当知３丁目２６１０ ｆａｘ３８１－８３４３

TEL：０５２－３８３－４７２２ 地域に愛される保育園をめざします

祝 第31回港区子どもまつり－協賛商店・団体・個人－ ④
「第31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。

港区子どもまつりを応援します
中日新聞当知専売店

鉄骨建物は誠意ある当社へ！

カフェ・ド・アスカ 三協鉄骨工業（有）中崎新聞店

TEL.・FAX ０５２－３８１－１１７３

塗料専門商社 お肉の専門店 障害のある人たちもあたり前に暮らせる街をめざして 煙で焼肉食べよう！

株式会社 アック 肉のなか彦 焼肉 大熊
みなと福祉会分会

住みよい暮らしのパートナー 投資のことなら 自家焙煎珈琲だけの店 ビル管理のことならおまかせ

平和不動産（株） 木村証券（株）丸栄南 びぎん丸栄南 中部互光（株）

登山・アウトドアの専門店 整体・酸素カプセル おいしい珈琲とオリジナル料理の店

好日山荘 みさわ整体 YUMEYAテーラーメイド―アディダスゴルフ名古屋

心のこもった「ごそうぎ」を 一時預かり・月保育 園児募集中

みなと愛昇殿
リトミック、英語遊び、「学研」幼児教室は保育料のみで体験できます！

協立総合病院 保育所 ちびっこタウンいりば園
名古屋市港区正徳町６丁目９２

TEL． ０５２－３８３－６６０３ http://www.kidslink.jp/iribaen/

すてる車買います！出張無料！

労働組合 (不要になったお車を買取り致します)

0566-92-6526 トキ
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

丸愛商事（株） （財）合気会名古屋支部
サンコークリーニング大手前学院合気道教室

常時入所児童募集中！
留守家庭のお子さん一人ひとりを暖かく安全に！

当知学童保育所
土古保育園http://www001.upp.so-net.ne.jp/tohchigakudo/ 当知保育園お問い合わせはこちらまで mail:ryocutban@yahoo.co.jp

TEL・FAX ０５２－３８３－３５７２



おでんが美味しい季節になりました！！ 数量限定！お昼のお弁当298円から。 キズ、ヘコミから事故後の修理まで

玄米１㎏から精米・販売。
幼年から一般まで生徒募集しています。 米・おにぎり・宅配牛乳

中川区若山町4丁目11番地
TEL 052-352-3284

村上 雪山 港区新船町4－2－3 FAX 052-352-3290
港区金船町2丁目1－39 港区丸池町1－1－1丸池荘3棟511号 TEL 052-661-4404 各種保険対応しています。
TEL&FAX 052-652-3030 TEL&FAX 052-653-2401 FAX 052-653-5398 先ずはお電話を！

クスリ・処方せん調剤 宅配クリーニング うまい酒と料理と心地よい時を 全商品国産品
間娯処炉で！

港区川西通2－18 港区本宮町1－54
TEL 052-654-2510 TEL 052-661-3936 港区川西通2丁目1－1 港区本宮町1－29－1
FAX 052-654-2510 FAX 052-661-3936 TEL 052-651-3018 TEL 052-651-1331

みんなの憩いの場所 『一人ひとりの子どもの育ちを大切に』

ぜひお出かけ下さい！

子ども青少年局支部港分会

定 休 日：月曜日 港区丸池町2丁目21－5
営業時間：火～土17:00～24:00 名古屋市港区千年2-40-11 TEL 052-652-4751 名古屋市港区丸池町１－１－１

日 17:00～23:00 TEL 052-654-0971 TEL：０５２－６５１－２２６１
早い！安い！安心！車検の見積もり無料 うまか牛！うまか豚！うまか鶏！ OKAGESAMADEの思いを常に

車検のイエロー なぜか美味しい炭焼焼豚（毎木、日曜の週２回） 子ども青少年局支部港分会

(有)イエロー 自家製ロールキャベツもはじめました。

港区須成町3丁目66番地の0
TEL 052-654-2111／FAX 052-654-2112 港区九番町１－１－１

定休日：火曜日 水曜・定休日 ＴＥＬ：０５２－６５３－６０６１
一般修理･板金･保険見積もり無料！ 名古屋市港区七番町2-11-1 港区小割通２－２８
まずは、お気軽にご来店下さい TEL 052-661-0255 TEL ０５２－６５２－６８４３

あなたのキレイのお手伝い致します お客様を幸せにするファッション
カットから着付けまで コーディネートをご提案します。。。 アサヒ靴特約店

美容全般

名古屋市港区東海通5丁目５番 港区名港1丁目20番11号（定休日：日・祝日） 定休日：日・祝
名古屋市港区九番町5丁目2番地 TEL０５２－６６１－０１２３ 名古屋市港区東海通4－24

TEL ６５３－８８３８ 地下鉄名城線『築地口』下車②番出口徒歩1分 TEL 052-661-3927

東海通のほねつぎ

港 店
名古屋市港区東海通5－16 名古屋市港区九番町4‐1‐32
フリーダイヤル 0120-413370 TEL・FAX ６５４-５６９３

http://www.hondacars-aichi.com 休診日：日曜・祝日

人と人との出会い大切に… 祝・港区子どもまつり
社会福祉法人昌明福祉会 各種健康保険取扱
老人デイサービスセンター はりきゅう接骨院

中川区昭和橋通2丁目8番地
名古屋市港区津金2丁目4番5号 TEL 052-363-7620
TEL 654-6300 FAX 654-6700 http://www11.plala.or.jp/kenjidou/

お問い合わせはお気軽に いつでもお気軽にご連絡下さい！

港区本宮町2－53 港区南十一番町２-１
TEL&FAX 052-652-7300 TEL&FAX (052)653-0234

祝 第31回港区子どもまつり－協賛商店・団体・個人－ ⑤
「第31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。

心正是筆正
サークルK BODY SHOP.ITO

港金船町店 雪山書道教室 ひだ華

東海薬局 増田クリーニング商会
間娯処炉（まごころ） 土岐津屋

COFFEE まゆ
丸池保育園

サンクス
九番保育園

肉の名らく 武道館前店

遊ぼう会に来てください☆

西 川 靴 店美容室 セラヴィ
東海通店

TEL 052-654-2461

ラーメン・飲茶の

Honda Cars 愛知 平原接骨院

港区七番町２－１１－１ モール九番街内
０５２－６５４－２１６６

津金の里 健治堂

新入所児童随時受付中！
子どもたちに充実した放課後の生活を！

成章学童保育所 東海学童保育所

休日－日曜日。月～木曜日 17：00～19：00、飲み物全品200円！
名古屋市港区辰巳町35-15



MIZUNO“旬感”だより 毎月1日発信中！

内科・肝臓・消化器内科・小児科

名古屋市港区七番町二丁目12-1

ＴＥＬ 052-654-3700
FAX 052-654-3707

http://www.clnito.com
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～AM1:00
PHONE 661-8691 651-8779 TEL 052-654-6806

FAX 052-651-8779 地下鉄「東海通駅」①番出口東へ徒歩1分

友とふれあう我が家があります
グループホーム・デイサービス

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

TEL 052-661-9954 TEL 052-651-3120

TEL&FAX 653-3456 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 麺ハウス

港区辰巳町26－2 名古屋市港区七番町5－1 名古屋市港区七番町5－15
TEL&FAX 052-661-2258 TEL 052-661-2063 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

タイヤ、車検、板金塗装、保険、他

花月ケアプランセンター
ヘルパーステーション花月

港区東海通3－7 東海通店舗7号室

御予約・お問い合せ TEL (052)659-6059 名古屋市港区七番町4丁目5-1
FAX(052)659-6058 ☎ （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

祝 第31回港区子どもまつり－協賛商店・団体・個人－ ⑥
「第31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。

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

Clinic Ito

各種宴会、賜ります!2,000円～

株式会社

フラワー花彦

ケーキの ピザ・パスタのお店

不二家
ワインも各種あります！

千年店

地域のふれあい広場 手打うどん・そば・きしめん 居酒屋

木村運動具店たつみの 松岡

手打 長命うどん
カットスタジオ タカヤマ F Uアピタ東海通店 港店

有限会社 花月 11月体験 受付中!!

公文式 東海通教室

TEL/052-653-0743 指導者 西村 昌子

TEL

名古屋七番町郵便局
サゴウ

いつでも見学できます！

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

Since1950



日本伝円真流空手
熱田支部

女性や華奢な男性に向く実践空手

熱田区神宮4－7－27 宝18ビル3F 清潔感あふれるオシャレで

TEL 052-265-5571 カッコイイ道場です-

http://www.arai-zeirishi.net/ http://ensinryu-karate.com/
地域のかかりつけ薬局

お薬のご相談をお気軽にどうぞ！ 中国料理

名古屋市熱田区五番町7－15

TEL 052-659-2230 名古屋市熱田区五番町18-16
TEL 052-659-2234 TEL 052-661-0652

【予約優先】

TEL. 052-682-6012
熱田区四番1丁目2－22ルミエール西郊通1F

CLOSE.毎週月曜日・第2･3火曜日

カルワザクラブ会員登録受付中！ 学生服・セーラー服 誰でも気軽に遊びに来てね！
おトクなクーポンをGetしよう！ 職場の制服のことなら 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

熱田区一番二丁目51－11 Tel:653-3952 Fax:653-3955
名古屋市熱田区一番二丁目8－11 TEL 652-4811 Email: nogiku-h@crocus.ocn.ne.jp 港区辰巳町3－31

TEL 052-654-9111 http://www.c-uniform.com/ http://www2.ocn.ne.jp/~atsuta-f/ TEL 652-1921

名古屋市熱田区六番二丁目16-19

名古屋市熱田区一番二丁目21－1

0120-836-365
http://www.me-shin.co.jp/ 何でもお気軽にご相談くださいね

ケーキ工房 SUPER SELF 子どもから大人までお口の健康を守ります

GAS STATION

甘さひかえめ、おいしいケーキ屋さん。 院長 近藤英人
名古屋市熱田区一番3丁目7－1 国立東北大学歯学部 卒業

TEL 052-682-3390 名古屋市南区三条二丁目六番一号 名古屋港区港明1－1－2 2F
http://www1.m1.mediacat.ne.jp/roren/ TEL/FAX 052-691-4828 TEL 651-1070 FAX 651-1076
デコレーションケーキのご予約賜ります。 www.lapit.jp http://www.minato-chuo.com/

中日新聞

名古屋市中村区太閤通6-32 TEL 052-471-3832
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) 0120-852-550

名古屋市中村区太閤通6-30 TEL 052-485-4182 ☎                        FAX FAX 052-661-3520
手づくり餃子お持ち帰りできます。

名古屋市天白区八事天道411番地 名古屋市中村区乾出町2－6
FAX(052)-837-3827 052-471-3830

祝 第31回港区子どもまつり－協賛商店・団体・個人－ ⑦
「第31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。

経営者のより良きパートナー 格闘技道場
祝 港区子どもまつり

荒井真紀税理士事務所

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

すこやか薬局 大東飯店
(受付は 6:00まで)

休 診 日 木曜日・日曜日・祝祭日

名古屋市港区七番町4－7

TEL 〈052〉653-1001

産休あけから就学時まで

サークルK のぎく 辰巳幼児園
熱田船方店

今秋 家族葬ホール オープン リフト付福祉タクシー
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しろとり斎場
(052)659-6222 名古屋市港区港明１丁目１－２

ＴＥＬ ０５２－６５９－００１７

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

ロレン みなと中央歯科
Lapit 名南

医療法人 鉄集会 明るい家庭に中日新聞

奥 村 胃 腸 科 外 科
小早川新聞舗

うるおい歯科

中華料理

宝明

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



暮らしのパートナー ヤマナカ住宅

名古屋市港区佐倉町２－４６

TEL ０５２－６６１－１３８０ 名古屋市港区港楽３丁目１－１３

FAX ０５２－６６５－６０００ TEL ０５２－６５４－１５６１
明るい家庭に花一輪

花はウチダへ

名古屋市港区港楽３丁目４－１７

TEL ０５２－６６１－１０６９ 名古屋市港区港楽２丁目８－５

FAX ０５２－６６１－１０８７ TEL ０５２－６５１－１０３２
祝 港区子どもまつり 日本の響きを太鼓で楽しく打ち鳴らす!! 酒類・たばこ・クリーニング

潜水器材販売
みなと西築地支部 太鼓サークル

TEL ６６１－４７７６

お食事の すぎうら
営業時間/AM11：30～PM2：00

名古屋港水族館前 名古屋市港区浜1丁目８－８ 名古屋市港区作倉町２丁目３２ PM 5：30～PM9：00
℡ ０５２－６５４－０４３７ TEL ０５２－６６１－３９７１ TEL ０５２－６５４－０３５０ 定 休 日/日曜日・祝日

一人は万人のため 万人は一人のため 和醸良酒 日本酒商店 地域の健康を守る

みなと医療生活協同組合 みなと医療生活協同組合
季節きせつのお酒と触れ合う事で

ほんの少しのゆとりの時間が生まれ

名古屋市港区港楽３丁目８－１８ 本当に大切ななにかを思い出す・・・。

ＴＥＬ ０５２－６５２－５５５７ 港区港栄４丁目１３番１号レジデンス港栄１階 名古屋市港区港楽３丁目７－１８ 名古屋市港区港陽一丁目１１０６
ＦＡＸ ０５２－６５２－５５５８ ＴＥＬ ０５２－３８３－４７９８ ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０５２－６５１－５４６１ ＴＥＬ・ＦＡＸ ０５２－６５４－０７７３

名古屋コーチン/和牛ホルモン 旅は心と自然の出会いから

フリーダイヤル ０１２０－７５８－２９４

名古屋市港区港栄３－１－１ ＴＥＬ ６５３－２６１１ ＦＡＸ ６５３－２６２７

ＴＥＬ ６５３－２４１８ 大型・中型（リフト付き）・サロン・小型バス

名古屋市港栄三丁目１番６号

名古屋市港区港楽三丁目７番２０号

（高木ハイツ１Ｆ北）

自転車の販売、修理
TEL (052)655-9033

ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０５２－６６１－４８０８ FAX (052)655-9036

森永牛乳宅配 安心で安全な医療介護サービスを提供します

医療法人 杏園会

名古屋市港区西倉町１番１４号
港区港栄三丁目２番５号 ＴＥＬ ０５２－６５２－００２２

ＴＥＬ ０５２－６５４－２３１５ ＦＡＸ ０５２－６５２－００２８

毎日 子どもたちの こだわりのお米 事務用品・文具・印刷・ゴム印

元気な声が ひびいています おいしいおにぎりは当店で！
ビジネスショップ

子ども青少年局支部港分会
名古屋市港区名港１－１３－１０

築地公設内
名古屋市港区港栄３－１８－１０ 〒455-0015 名古屋市港区港栄3丁目11-14 （ＴＥＬ）０５２－６６１－１１５３ 名古屋市港区港栄３丁目１－８
ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０５２－６６１－０５４９ Phone(052)651-3116 （ＦＡＸ）０５２－６６１－１８６８ TEL ０５２－６６１－４７７７

祝 第31回港区子どもまつり－協賛商店・団体・個人－ ⑧
「第31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。

秀 葉 院 HOWA SPORTS LAND
㈱ヤマナカ住宅

・・・アイススケートリンク（通年）・・・

名 港 保 育 園
(有)花のウチダ

〒455-0015 名古屋市港区港栄1－8－23

㈲銘酒のスギウラ

㈱アルタバディマリン 小さな館「てとてとあんど」 え っ 鼓

弁当・オニギリ・サンドイッチなど
３日前より御予約受け賜ります

あたらしや サークルＫ
港陽一丁目店みなと歯科診療所 みなと診療所

昼は定食屋、夜は気軽な居酒屋！
福祉観光（株）
福祉交通（株）むいち

名古屋市港区港楽3－13－2
TEL 654-3566 FAX 654-5679

親の代の磯寿司から50余年の営業です。

レインボー薬局みなと店

ぽ～とサイクルかとう

酒の美濃屋 介護老人保健施設トリトン

有限会社 一蔵
タナハシ

港保育園

港楽学童保育所 新入所児童、随時受け付け中！お問い合せはお気軽に！TEL&FAX 654-0369

8：00～17:30営業 ☆毎週火曜定休

ケーキ＆
クッキー

予約注文
承ります


