祝

①

第32回港区子どもまつり－協賛商店・団体・個人－
「第32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。
学生衣料

（南陽中、福田小、福春小、西福田小）

指定品取扱店

シューズ トヤ
タカケンクリーニング
春田野店（イオン南陽店前）
ＴＥＬ０５２－３０３－７８５８

イオン南陽店

名古屋市港区春田野一丁目４０３番地

名古屋市港区春田野１－３３０
TEL０５２－３０３－８２００（代）

アーバンハイツ１階
ＴＥＬ０５２－３０１－６０８７

名古屋市港区西蟹田702－2
ＴＥＬ・ＦＡＸ（０５２）３０１－０６１６

来来亭
南陽町店
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

ＴＥＬ０５２－３０９－３７８０
ＦＡＸ０５２－３０９－３７６０

ＴＥＬ０５２－３０４－１３３７
http://www.rairaitei.co.jp

名古屋市港区春田野１－５０３
ＴＥＬ０５２－３０４－０７０１
ＦＡＸ０５２－３０４－０７０２

お菓子のことなら中央お菓子市場

やさしく丁寧な歯医者さん

中央お菓子市場 すずむら歯科医院
南陽店

港春田野店

名古屋市港区春田野2丁目2403

名古屋市港区春田野三丁目１２０８

TEL （052）309-7865
FAX （052）309-7866

ＴＥＬ・ＦＡＸ（０５２）３０９－５０４７

名古屋市港区春田野１－８０４
ＴＥＬ ０５２－３０３－７７８８
診療時間 ９：００～１９：００
休診日／日曜日･祝日

港・南陽店
営業時間 １７：００～２４：００

TEL０５２－３０１－０４２９
・記念写真
・証明写真
・出張撮影

フォトスタジオ Ｉ 番 館
名古屋市港区春田野１-１１０３
ＴＥＬ０５２－３０１－００１１
すこやかな育ちと子どもの笑顔を！

名古屋トヨペット株式会社

南陽中学正門前に

移転開業

子ども青少年局支部港分会

大矢歯科

南陽町店

南陽第三保育園

名古屋市港区春田野２丁目２９０２番地 名古屋市港区春田野2丁目307

ＴＥＬ０５２－３０１－１４１１
ＦＡＸ０５２－３０１－１４４９

ＴＥＬ ０５２－３０３－３６１１

なんよう眼科クリニック

あんず通所・訪問リハビリテーション

春 服部建築

ＴＥＬ ０５２－３０４－００５２
ＦＡＸ ０５２－３０４－００１２
anzu@kyoenkai.or.jp

名古屋市港区藤高一丁目１４７
TEL・FAX 052-302-2934
手作りパン製造販売と
コーヒー＆ティールーム

ホームセンターワカマツ

TEL （052）301-8806
FAX （052）301-5700

名古屋市港区新茶屋５－２００４
TEL ０５２－３０１－８９０３

新築・リフォーム住いの相談なんでもＯＫ！

プロも満足の品揃え！
※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

ＦＡＸ ３０３－０１６７

半日サービス、訪問リハビリも
お気軽にお電話下さい

名古屋市港区春田野１丁目２８１２番地 名古屋市港区西福田1丁目636番地

ＴＥＬ ０５２－３０２－７７７０
ＦＡＸ ０５２－３０２－７８２４
http://www.nanyo-eye.com/

ＴＥＬ ３０３－０１５２

寿司 なかむら

(有)プルマン

名古屋市港区南陽町西福田源蔵池４１－１

ＴＥＬ ０５２－３０３－３２９５

カトウ歯科

名古屋市港区寺前町１１番地
TEL ０５２－３０２－４７８２

名古屋市港区西福田３－８０１
TEL ０５２－３０１－０１１８

http:www.kato-shiｋa.neｔ

中日新聞南陽西部専売所

佐藤新聞店
取り扱い紙 中日、朝日、毎日、日経

スポニチ、ニッカンスポーツ

TEL 052-303-7815

税金について相談したい時は
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
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
全国商工団体連合会

港民主商工会
港区西福田５（南陽テニスクラブ内） info@n-tennis.com
港区子どもまつりを応援しています！ ☆たいほう商会

TEL 052-653-1621
FAX 052-653-2488
西垣 好郎

祝

第32回港区子どもまつり－協賛商店・団体・個人－

②

「第32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。
中日本葬儀社
日本最大のメガネチェーン店

豚しゃぶ＆こだわり料理

メガネの三城 南陽店

居酒屋どらごん
名古屋市港区七反野２丁目１９４１
ＴＥＬ ０５２－３０３－６７７８
営業時間 １０：００～２０：００
定休日 第１・第３水曜日

名古屋市港区知多2-112
ＴＥＬ・ＦＡＸ052-302-5050

名古屋市港区知多二丁目２０５番地

TEL０５２-３０３-６７１１
FAX０５２-３０３-６７１６

年中無休
名古屋市港区知多２丁目２０１番地
ＴＥＬ ０５２－３０９－２０００
ＦＡＸ ０５２－３０９－３７００

車売るのちょっと待った!!

ネッツトヨタ中京株式会社

南陽町店

ナゴヤ港斎苑

港区南陽店

愛車買取専門店BOOBOOJAPAN

名古屋市港区知多２－１３０１ 名古屋市港区知多2-112

ＴＥＬ ０５２－３０２－５９７１
めん処

TEL0120-69-0220
FAX052-355-9899

皆様に愛されるお店

村上記念歯科医院 団欒食堂 あいそ家 サークルK知多店
名古屋市港区知多２丁目１９０７
ＴＥＬ ０５２－３０２－１７２２
休診 木曜日、祝日

リハビリテーションはお昼も
受け付けています。

田んぼの中のやまだ歯科❤❤

やまだ歯科

名古屋市港区知多二丁目207
TEL ０５２－３０４－０３６９

名古屋市港区知多2丁目 名古屋市港区西茶屋2-5
208番地
TEL (052)302-5510
TEL (052)304-1112

新鮮素材市場 南陽

デジタルプリント スピード仕上げ もんじゃ焼きのおいしいお店

医療法人 堂満医院 ナゴヤ公設株式会社

ノンカ

ワカマツカメラ

名古屋市港区大西1-40-19 打上げ会等も御利用下さい！
名古屋市港区秋葉一丁目130-4
名古屋市港区七反野2-2302
Ａコープ南陽店前
名古屋市港区西茶屋一丁目6

TEL （052）301-8840

http://www.dohmitsu-iin.or.jp/

ＴＥＬ （052）303-3767
FAX （052）303-7073

ＴＥＬ （052）301-5951
ＦＡＸ （052）303-5111

優しい街の歯医者さん あきば歯科

あきば歯科医院
名古屋市港区秋葉1-130-216

TEL （052）303-6482
名古屋市港区秋葉1-109-1
もっと笑顔を…特別養護老人ホーム かまぼこ、ちくわ、はんぺい製造
ショートステイ・訪問介護
味の服部

第二幸楽荘

美容室

株式会社 大アキ服部

か

つ

障害のある人たちもあたり前に暮らせる街をめざして

ら

加都良
名古屋市港区秋葉１丁目７－１

Tel ０５２-３０２-４５６８
子育ての輪を広げよう！
子ども青少年局支部港分会

名古屋市港区小川1－19
名古屋市港区新茶屋二丁目１００６
TEL 052-302-1001
名古屋市港区知多三丁目５１８番地
ＴＥＬ ０５２－３０１－４１１１
FAX 052-301-0814
ＦＡＸ ０５２－３０３－３３４８
ＴＥＬ ０５２－３０２ー７２７３
http://www.kourakusou2.com

HOWA SPORTS LAND

TEL (052) 301-4588
鮨 ・ 和食

茶屋保育園

港区西茶屋１－３５－６
Tel 052-303-3950
Fax 052-303-5634
毎月あそぼうくらぶやってます。
遊びに来てね。

全国福祉保育労働組合 子ども青少年局支部港分会

みなと福祉会分会 南陽第二保育園
・・・アイススケートリンク（通年）・・・

名古屋市港区秋葉１－１９１－２ イルカ作業所内

港区知多２丁目２４０１

TEL ０５２－３０２－１０７５

052（301）7914

市民本位の市政実現を目指します! すこやかな育ちと子どもの笑顔を！

名古屋市職員労働組合
〒455-0015 名古屋市港区港栄1－8－23

港地区協議会
TEL 052-652-6901
FAX 052-654-1421

子ども青少年局支部港分会

港西保育園
名古屋市港区野跡４丁目４－８
TEL ０５２－３８１－１５１７

祝

③

第32回港区子どもまつり－協賛商店・団体・個人－
「第32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。
リハビリテーション科・整形外科
処方せん受付
小児リハビリテーション科
小児整形外科

たわだリハビリクリニック

さくら調剤薬局

名古屋市港区七反野１丁目７０８ 名古屋市港区八百島２丁目６０５ 名古屋市港区福田２丁目１０１３番地
ＴＥＬ０５２－３０１－１６４４
ＴＥＬ０５２－３０３－３００１
ＴＥＬ０５２－３０４－８４４1
http://www.tawadareha.com ＦＡＸ０５２－３０４－８４５１
胃腸科・外科・内科・小児科

内科・消化器科・小児科

坂野クリニック

幹友書房

やまもと医院

名古屋市港区七反野１－６０１
ＴＥＬ ０５２－３０１－１７５１
ＦＡＸ ０５２－３０３－７４３５

名古屋市港区七反野１－２０１７－１

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

名古屋市港区七反野１－９０１
（ナフコ不二屋西）
ＴＥＬ ０５２－３０３－６６１１

ＴＥＬ ０５２－３０２－８０８０

港福田店

診療時間 ９：００～１２：００、１７：００～１９：００

名古屋市港区福田1-202
ＴＥＬ０５２－３０９-３２９１

休診日 日曜日・祝日・土曜日午後

地域密着をモットーにまごころを
こめたサービス！

コメダ珈琲南陽知多店 もりさき耳鼻咽喉科 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

名古屋市港区知多一丁目803番地 名古屋市港区知多１丁目１０４番地
ＴＥＬ ０５２－３０３－８６７８
パストラル知多１Ｆ
ＦＡＸ ０５２－３０４－０１３４
ＴＥＬ ０５２－３０４－３３４１
ハッピー・ハロウィン キャンペーン
実施中！
各宗・佛壇・仏具・線香・ローソク

TEL （052）303-0111
FAX （052）303-0113
http://www.netznagoya.co.jp

ローソン七反野一丁目店
名古屋市港区七反野１－６０５
ＴＥＬ ０５２－３０３－９１７１

名刺･封筒･伝票･チラシ･DM･パンフレット…

（有） 政 武田佛壇店 （有） ミナト印刷
南陽町ロードサイド店

名古屋市港区小賀須三丁目１６２１番地

港区小賀須３丁目1614

ＴＥＬ ０５２－３０１－８５１４
ＦＡＸ ０５２－３０１－２２０１

TEL&FAX (052) 303-4088

名古屋市港区小賀須４－９６４
名古屋市港区小賀須４－５０４－１
ＴＥＬ ０５２－３０１－８０６７
ＦＡＸ ０５２－３０１－３１７４
ＴＥＬ０５２－３０２－４１３８

鶏卵・玉子巻
最先端のヘアースタイルを
胃腸科・外科・肛門科・内科

中川胃腸科・外科 丸愛商事（株）

ｈａｉｒ Ｍａｙ

名古屋市中川区水里二丁目２０５番地 名古屋市港区小賀須三丁目１６１２番地

ＴＥＬ ０５２－３０２－８００８

ＴＥＬ ０５２－３０２－２２１２
ＦＡＸ ０５２－３０２－２２１３

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
名古屋市港区宝神３－２３１４
ＴＥＬ ０５２－３８４－１５１５
ＦＡＸ ０５２－３８４－１６６２
笑顔キラキラ こどもたちに
ソフトクリームが自慢のコンビニ
平和な未来を！
ミニストップ
子ども青少年局支部港分会

宝神保育園
名古屋市港区宝神４－７０１
ＴＥＬ ０５２－３８３－０５０５

MINISTOP
名古屋宝神店
名古屋市港区宝神３-１３１５
TEL052-389-2363

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！！

港区東茶屋２－３０５
ＴＥＬ３０１－８８４９

大手前学院合気道教室
港区築三町3-6 大手中部ビル5F
TEL

052-653-0745

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)

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
子供達の未来に

前田道路㈱
新入所児童随時受付中！

子ども青少年局支部港分会

南陽第一保育園

名古屋市熱田区川並町4－7
TEL 052-671-3018

（財）合気会名古屋支部

福田学童保育所
お問い合わせはお気軽に
名古屋市熱田区千年1丁目11番３号

TEL（052）-661-0081
FAX（052）-661-8305

港区船頭場5－727
TEL&FAX 052-302-4433
http://www.geocities.jp/fukutagakudou_hoikujyo/

祝

第32回港区子どもまつり－協賛商店・団体・個人－

④

「第32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
ふるさとのおもてなし まごころのおもてなし
中日新聞当知専売店
鉄骨建物は誠意ある当社へ！
港区子どもまつりを応援します！

村さ来 当知店
名古屋市港区当知３－１０３
TEL ０５２－３８１－７００３

中崎新聞店

三協鉄骨工業（有） ☆株式会社

曽根組

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 ０５２－３８３－１３２９
TEL.・FAX ０５２－３８１－１１７３
FAX ０５２－３８３－５８９３
☆青山電気

塗料専門商社

お肉の専門店

自動車修理・板金・塗装

煙で焼肉食べよう！

株式会社 アック

肉のなか彦

有限会社 ホウリン

焼肉 大熊

名古屋市港区十一屋２－１２
TEL ０５２－３８１－５５９９
FAX ０５２－３８３－５４５８

名古屋市港区西稲永字ら１０４６
TEL ０５２－３８１－４１２９
FAX ０５２－３８１－０７９４

名古屋市港区油屋町４－２０
TEL ０５２－３８２－１９９９
FAX ０５２－３８２－１７１９

名古屋市港区当知４-２４０２番地
TEL ０５２－３８２－８８３９

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

びぎん丸栄南

中部互光（株）

TEL ０５２－２４１－６９５２

TEL ０５２－９６１－１５６０

整体・酸素カプセル

一般様も大歓迎 業務用食品大特価

平和不動産（株） 木村証券（株）丸栄南
TEL ０５２－２４１－７０３０

TEL ０５２－２４１－４２１１

登山・アウトドアの専門店

好日山荘

テーラーメイド―アディダスゴルフ名古屋

みさわ整体

（株）大光 アミカ港当知店

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

TEL ０５２－２４９－８６２０

TEL ０５２－３８９－６６３６

名古屋市港区小碓３－２７２
TEL ０５２－３８４－０００６
FAX ０５２－３８４－００２２

名古屋市中区栄３－８－８名古屋平和ビル2F

心のこもった「ごそうぎ」を

とりとり亭 港店
名古屋市港区入場２丁目１８１０番
とりとり亭港店TEL０５２－３８１－５３８７

http://www.toritoritei.co.jp

みなと愛昇殿
名古屋市港区砂美町１４７
TEL ０５２－６５５－０００４
名四交差点北西角
アルミ樹脂加工

一時預かり・月保育 園児募集中
リトミック、英語遊び、体操の各教室は保育料のみで参加できます！

保育所 ちびっこタウンいりば園
名古屋市より「認可外保育施設指導監督基準」を満たす旨の証明証を受けています

名古屋市港区正徳町６丁目９２
TEL ０５２－３８３－６６０３ http://www.kidslink.jp/iribaen/
小学２～５年生 募集中！
みんなで仲良く、野球を楽しもう！！

有限会社 アンドー ファイアーバード

日替り手作りランチの店
持ち帰り弁当もやってます。

喫茶

トキ

名古屋市熱田区八番１－５－１６ 名古屋市港区明正２丁目１７２
TEL ０５２－６７１－３４２１
TEL ０９０－３９３２－４７１７ 名古屋市港区当知４－１２０３－１
FAX ０５２－６７１－３４３５
FAX ０５２－３８４－１５５０
ＴＥＬ：０５２－３８３－３６５３
❤お洗濯のことなら
サンコークリーニングへ❤

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！ サンコークリーニング

当知学童保育所

名古屋市港区小碓４－２０
TEL：０５２－３８１－６７１０

港区入場1－3001

TEL 398-1731

『一人ひとりの子どもの育ちを大切に』

遊ぼう会にも来てね♪

http://www001.upp.so-net.ne.jp/tohchigakudo/
お問い合わせはこちらまで mail:ryocutban@yahoo.co.jp

子ども青少年局支部港分会

来年度 新１年生大募集！
TEL・FAX ０５２－３８３－３５７２

当知保育園
名古屋市港区当知３丁目２６１０
TEL：０５２－３８３－４７２２

港区入場1－3001

TEL 398-1731

祝

第32回港区子どもまつり－協賛商店・団体・個人－

⑦

「第32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
気軽に習いに来てください！
経営者のより良きパートナー

格闘技道場

荒井真紀税理士事務所

日本伝円真流空手
男性、華奢な女性にも向く実践空手

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カッコイイ道場

TEL 052-265-5571
http://www.arai-zeirishi.net/

熱田区三番町12－11
TEL 070-5442-1147

診療時間

看護師、随時募集してます!!

午前9：30～午後12：30

月火水金土

(受付は12:00まで)

中国料理
みなと医療生活協同組合

診療時間

大東飯店

協立総合病院

休 診 日

午後3：00～午後 6：30

月火水金

(受付は 6:00まで)
木曜日・日曜日・祝祭日

名古屋市港区七番町4－7

名古屋市熱田区五番町4番33号 名古屋市熱田区五番町18-16
TEL ０５２－６５４－２２１１
TEL 052-661-0652

【予約優先】

TEL 〈052〉653-1001
日本の響きを太鼓で楽しく打ち鳴らす!!

祝 港区子どもまつり

太鼓サークル

みなと西築地支部

えっ鼓

小さな館「てとてとあんど」

名古屋市港区作倉町２丁目３２
TEL ０５２－６５４－０３５０
誰でも気軽に遊びに来てね！

名古屋市港区浜1丁目８－８
TEL ０５２－６６１－３９７１

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

学生服・セーラー服
職場の制服のことなら

カルワザクラブ会員登録受付中！
おトクなクーポンをGetしよう！

子育て支援センター

のぎく

サークルK

熱田船方店

名古屋市熱田区一番二丁目46番16号

名古屋市熱田区一番二丁目8－11

TEL 052-654-9111

産休あけから就学時まで

辰巳幼児園

熱田区一番二丁目51－11 Tel:653-3952 Fax:653-3955
Email: nogiku-h@crocus.ocn.ne.jp
TEL 652-4811
http://www.c-uniform.com/ http://www2.ocn.ne.jp/~atsuta-f/

今秋 家族葬ホール オープン

リフト付福祉タクシー

しろとり斎場

名古屋市熱田区六番二丁目16-19

港区辰巳町3－31
TEL 652-1921
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

0120-836-365

(052)659-6222

名古屋市港区港明１丁目１－２
ＴＥＬ ０５２－６５９－００１７

http://www.me-shin.co.jp/

何でもお気軽にご相談くださいね

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

名古屋市熱田区一番二丁目21－1

ケーキ工房

子どもから大人までお口の健康を守ります

ロレン

みなと中央歯科

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
TEL 052-682-3390

国立東北大学歯学部 卒業
名古屋市港区港明1－1－2 2F
TEL 651-1070 FAX 651-1076
http://www.minato-chuo.com/

熱田区六番1-11-19
http://www1.m1.mediacat.ne.jp/roren/ TEL 052-681-3287
デコレーションケーキのご予約賜ります。 http://hands6.ptu.jp

医療法人

鉄集会

愛知県眼科医会指定店

中日新聞

奥 村 胃 腸 科 外 科

小早川新聞舗

TEL 052-471-3832

名古屋市中村区太閤通6-32

うるおい歯科
名古屋市中村区太閤通6-30

明るい家庭に中日新聞

名古屋市港区辰巳町6－24

TEL 052-485-4182

〒457-0846 南区道徳通2－5

0120-852-550

TEL 692-0017

FAX 052-661-3520

手づくり餃子お持ち帰りできます。

中華料理

宝明

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
あたたかく

052-471-3830
やわらかく

ゆったりと

http://lovekids-dream.com

Since 1984

