○各区連絡先一覧○

ようこそ日進へ！

【注意】携帯へおかけの際は夜間や早朝の連絡はお控えください

区 名

連絡先・開館状況（祝日除く）
※昼休み（12時～13時）あり

公民館住所

赤 池

赤池公民館
月,火,木,金,日 9時～17時

赤池一丁目２２０２番地

052-804-4712

080-1603-9814

浅 田

浅田区民会館
月,火,木,金,土 9時～17時

浅田町茶園３８番地

052-803-1011

080-1603-9817

梅 森

梅森公民館
月～金 9時～15時

梅森台一丁目１５１番地

052-803-1534

080-1603-9821

野 方

野方公民館
月,水,金 9時～正午

野方町西島２５番地１

0561-73-6786

080-1603-9846

蟹 甲

区長携帯電話へ連絡

蟹甲町中屋敷４９２番地３

折 戸

折戸公民館
月～金 9時～16時

折戸町前田５９番地１

藤 枝

区長携帯電話へ連絡

藤枝町小六田１２３番地１

米野木

米野木区民会館
月～土 9時～正午

米野木町仲田７２番地

三本木

区長携帯電話へ連絡

三本木町上川田４番地

080-1603-9954

藤 島

区長携帯電話へ連絡

藤島町芝干３３番地４

080-1604-0053

本 郷

区長携帯電話へ連絡

本郷町小橋３５３

080-1604-0054

岩 崎

岩崎公民館
月～金 9時～15時（昼休みなし）

岩崎町大塚４５

0561-72-0088

080-1604-0056

区・自治会とは？

岩 藤

岩藤公民館
金 9時～11時

岩藤町所寒５２７

0561-73-6776

080-1604-0057

北 新

北新町公民館
水,金 9時～12時

住民が自主的につくる、地域の助け合いの組織です。その様々
な活動が、近年再び注目を集めています。戸建・集合住宅、持
ち家・賃貸等に関係なく、どなたでもご加入いただけます。

北新町殿ヶ池中６２５

0561-73-3713

080-1604-0061

南ヶ丘

区長携帯電話へ連絡

南ヶ丘一丁目６

五色園

五色園第二集会所
月～金 9時～16時
土 9時～12時

五色園四丁目２８０６

0561-73-6237

080-1604-0099

香久山

香久山会館
月,水,金 9時～12時30分

香久山二丁目２８３５

052-807-5154

080-1604-0164

岩崎台

コミュニティー岩崎台
月～金 10時～15時

岩崎台二丁目１５０３

0561-72-8633

080-1604-0170

東 山

区長携帯電話へ連絡

東山一丁目２７１６

公民館電話番号 区長携帯番号

080-1603-9873
0561-73-5823

080-1603-9891
080-1603-9917

0561-73-4010

080-1603-9940

愛着あるまちづくり
お祭りや清掃活動に参加することで、近所の人たちとつながりができ、
地域に愛着がもてるようになります

自分たちのまちづくり
困り事や不便な事をシェアすることで、連帯意識や信頼関係が生まれ、
みんなで力を合わせて解決できます

安全安心のまちづくり
日ごろの近所づきあいが、犯罪を未然に防いだり、災害時の助け合い
につながったりします

ニッシー（日進市のキャラクター）

080-1604-0096

080-1604-0171

●別紙「加入申込書（仮）」に記載されている申込み方法でお申込
みください
●区・自治会についての情報は、日進市のウェブサイト「ホーム ›
暮らしの情報 › 住まい・環境 › 区・自治会について › 区・自治
会への加入について」で、詳しくご覧いただけます
●その他お気軽にお問い合わせください
日進市 市民協働課 自治振興係（市役所本庁舎２階）
TEL: 0561-73-3194 FAX: 0561-72-4603

※掲載している行事等は、一部を紹介したものです。詳細は、区へお問い合わせください。

★岩藤区★
７月 天王祭り
１０月 秋祭り
１１月 ウォークラリー
★赤池区★
５月 花いっぱい運動
８月 提灯祭り・納涼祭
９月 子ども相撲大会
１０月 秋まつり、ｳｫｰｸﾗﾘｰ
１１月 ミニ防災・地域ふれあいの会
★浅田区★
区ＨＰ～匠の技が息づく町～
「日進市浅田区」で検索
（http://www.asadaku.org/）

★岩崎区★
８月 盆踊り大会
９月 子ども相撲大会
１０月 こども神輿
１１月 防災訓練
★岩崎台区★
１０月 ふれあいｳｫｰｸin岩崎台
各サークル活動が活発です！！

★北新区★
８月 盆踊り
１０月 秋の大祭
１１月 防災訓練・
区民レクリエーション
★五色園区★
８月 納涼盆踊り大会
１０月 防災訓練
１月 ふるさとまつり

★梅森区★
７月 天王祭
８月 盆踊り
１０月 八幡社秋祭
★折戸区★
７月 天王祭り
８月 盆踊り
１０月 秋祭り
１月 新春餅つき大会
どんど焼き（左義長）祭

★香久山区★
５月 春のウォークラリー大会
８月 盆踊り大会
１１月 防災訓練
香久山大学（２ヶ月に１回）
★蟹甲区★
７月 天王祭り
１０月 秋祭子供神輿・防災訓練
１１月 町内スタンプラリー

★東山区★
７月 男子料理教室（日生）
夏祭り（日生）
七夕祭り（平子台）
１０月 秋祭り（３自治会）
ラジオ体操・つどいの場（毎週土
曜日・日東）
★藤枝区★
１０月 秋の例大祭
１２月 防災訓練、子ども会・い
きいきクラブ交流会
団体行事
ほっとカフェ（月１第３金曜日）
バス旅行（いきいきクラブ）

★米野木区★
７月 天王祭り
８月 夏祭り
１０月 秋祭り、防災訓練
★三本木区★
６月 ボウリング大会
７月 夏祭り
１０月 秋祭り
１１月 ふれあいウォーキング

★藤島区★
８月 納涼盆踊り・花火大会
１０月 子供神輿
１１月 防災訓練
１２月 餅つき大会
★本郷区★
６月 区民健康ウォーク
８月 盆踊り
１０月 秋の大祭

★野方区★
８月 提灯祭り
９月 子ども相撲
３月 餅つき大会
（野方神明社奉賛会事業）

★南ヶ丘区★
７月 納涼大会
８月 グラウンドゴルフ大会
１０月 健康ウォーキング
１１月 防災フェスタ

