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Ｅｖｅｎｔｓｃｈｅｄｕｌｅ4月の行事予定
市の組織を見直し（６㌻）　1
ブロック塀などの撤去費用　補助再開（７㌻）

無料防災アプリで防災情報の配信開始（１６㌻）

固定資産の価格等縦覧帳簿の縦覧（～５月７日／２０㌻）

桃花祭（～３日／真清田神社周辺）

愛知県議会議員一般選挙・期日前投票（～６日／   １ ０２７８ １ ９） ＩＤ 

博物館・特集展示コーナー「墨コレクション　陣羽織」（～７日／  １ ０２７５５８） ＩＤ 

美術館・コレクション展（常設展）「春を祝う」（～７日／   １ ０２７０８３） ＩＤ 

１３８タワーパーク・さくら祭り（～７日／   １ ０２２８８２） ＩＤ 

一宮桜まつり（～１０日／   １ ０２７８５６） ＩＤ 

市立保育園入園式　4
市立中学校入学式・始業式

市立小学校入学式　5
愛知県議会議員一般選挙（   １ ０２７８ １ ９） ＩＤ 　7
市立小学校始業式　8
博物館・特集展示コーナー「川合玉堂の名品（前期）」（～５月１２日／１３）　9
美術館・コレクション展（常設展）「節子とエッセイに記された芸術家たち」（～６月２３日／１３）

１３８タワーパーク・スプリングフェスタ（～５月６日／１１）13
一宮市議会議員一般選挙・期日前投票（～２０日／４・５㌻）15

一宮市議会議員一般選挙（４・５㌻）21
石刀祭

美術館・特別企画「カフェ・デュ・ミュゼ」（～５月６日／１１）27
一宮つつじ祭（～２８日／３２）

午前８時３０分～午後５時１５分市役所の開庁時間

時間延長…４・１１・１８・２５日（木）

　　　　　▽市役所本庁舎…午後８時まで

　　　　　▽尾西・木曽川庁舎…午後７時まで

休日開設…２８日（日）

　　　　　▽市役所本庁舎…午前９時～正午

取扱業務…住民票の写し、戸籍全部・個人事項証明書、

印鑑登録証明書、各種税証明書などの発行

と市税の収納

４月の窓口の時間延長・休日開設

人口と世帯数

　　人口…３８５，４５３（▲　７０）　男…１８８，３６６（▲　６６）　女…１９７，０８７（▲　　４）　世帯数…１５９，９９９（＋１４４）　※（　）内は前月対比

Ｗｈｅｎ　ｅｎｔｅｒｉｎｇ　 （ ７　ｄｉｇｉｔ　ｎｕｍｂｅｒ ）　ｐｏｓｔｅｄ　ｉｎ　ｅａｃｈ　ａｒｔｉｃｌｅ　ｉｎ　"Ｐａｇｅ　ＩＤ　ｓｅａｒｃｈ"　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｉｃｈｉｎｏｍｉｙａ　ｃｉｔｙ　ｗｅｂｓｉｔｅ，　ｔｈｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　

ａｒｔｉｃｌｅ　ｉｓ　ｄｉｓｐｌａｙｅｄ　ｄｉｒｅｃｔｌｙ．Ｔｈｅ　ｗｅｂｓｉｔｅ　ｃａｎ　ｂｅ　ｔｒａｎｓｌａｔｅｄ　ｉｎｔｏ　Ｅｎｇｌｉｓｈ，　Ｃｈｉｎｅｓｅ，　ａｎｄ　Ｋｏｒｅａｎ．Ｍｕｌｔｉｌｉｎｇｕａｌ　ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ　ｐａｇｅ　ｉｓ　  １００４９５８．

 ＩＤ 
 ＩＤ 

 ＩＤ 表示１０２１４３５

　各記事に掲載の　　（７桁の数字）を、市ウェブサイトの「ページＩＤ検索」に入力すると、

該当記事の情報がダイレクトに表示されます。

 ＩＤ 

３月１日現在 １０００２２７ ＩＤ 

１００９９５６ ＩＤ 

　一部の掲載記事の内容は、
市議会の議決後、実施します。

固定資産税・都市計画税（第１期分）

納付のお知らせ

市民ポスト　市役所本庁舎、尾西・木曽川庁舎、

出張所などで受け付け

市民ファクス（７３）９１２６

市民メール　ｉｎｆｏ＠ｃｉｔｙ.ｉｃｈｉｎｏｍｉｙａ.ｌｇ.ｊｐ

市政へのご意見・ご要望は

１０００８７５ ＩＤ 

１００４９５６ ＩＤ 

納付は　５月７日（火）　までに（２２㌻参照）
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■４月２８日（日）は、毎月の第４日曜日と同じく、本庁舎市

民課で証明書発行業務を行います。

■ごみ・資源の「収集」は、４月２９日から５月３日まで、と

５月６日は平常どおり行います。

■休日・夜間急病診療所（内科・小児科）や口腔衛生セン

ターの休日診療は、４月２７日を除き「毎日」開設します。

■一宮市民病院は ４ 月３０日と ５ 月 ２ 日に通常の外来診察

を行い、救命救急センターは期間中終日、受け入れます

のでご安心ください。

※１０ 連休中の情報は８・９㌻に掲載、そのほか「あいち

医療情報ネット」 のウェブサイトもご参照ください。

　仕事を“よりスピーディー”“効率的”に改善するため

には、常に中身をチェックして見直しを行うことが大切

です。

　今、お読みいただいている「広報一宮」は昭和２４年に

創刊して以降、７０年近く、タテ書き（右開き）でした。

最近は、アルファベットなどが入るヨコ書きが増え、タテ

書きとヨコ書きが混在するぺージも増えて、記事やスペ

ースの配置に苦労したり、市民の皆さまから「読みにく

い」とご指摘を受けたりすることもありました。そこで、

４月号から全ページをヨコ書きにしました。全体として

スッキリ読みやすくなったと感じていただければ、ねら

いどおりです。今後も、内容をしぼって、字数を減らし

て字体を大きくするなど、市民の皆さまへメッセージが

伝わるように努力を続けてまいります。新しい時代も、

絶えず仕事をチェックして、充実したサービスを提供で

きるように頑張ります。

　４月から新しい年度がスタートします。新年度の採用

職員は総勢２０４人で、そのうち市役所などで働く職員は

５４人です。そのほか保育士

を５５人、病院の医療職員７４

人、消防職員１２人など、そ

れ以外にも中核市への移行

をスムーズに行うため獣医

師と薬剤師を各２人採用し

ています。新入職員が市役

所に新たな風を吹き込んで

くれると期待しています。

　平成の時代が４月に終わり、５月１日に新たな時代を

迎えます。今上天皇は４月３０日に「退位礼正殿の儀」に

臨み退位され、翌日、皇太子さまが天皇に即位されます。

今年は５月１日と、「即位礼正殿の儀」がある１０月２２日

が祝日となります。ゴールデンウイークは４月２７日から

５月６日まで１０連休となりますが、その期間中、

■出生・死亡、婚姻などの届け出は、本庁舎などの「時間外

窓口」で受け付けます。

過去の婚姻届が多かった日を調べたところ、「いい夫

婦の日」や「クリスマスイブ」、「七夕」が上位でした。

新元号初日５月１日に婚姻届を出すカップルが多い

ことが予想されるので、「婚姻届受付の専用窓口」を開

設することにしました。新しい門出を祝福する「記念

撮影場所」を設けて、スマートフォンやカメラをお預

かりして記念撮影するサービスも行います。今年の届

け出トップは５月１日になるかもしれません。

新しい・年度・元号・仕事スタイル

▲入職式（３０年度）

１０２８６０６ ＩＤ 

新年度スタート

新しい元号へ　～１０ 連休中の行政手続きなど～

仕事も見直し・リフレッシュ

平成２６年から３０年までの婚姻届が多かった日ベスト５

６１件平成２７年１１月２２日　「いい夫婦の日」

５６件平成２９年１２月２４日　「クリスマスイブ」

５１件平成２７年７月７日　「七夕」

４９件平成２９年１１月２２日　「いい夫婦の日」

４７件平成３０年１２月２５日　「クリスマス」

毎月第４日曜日（４月は２８日）の休日窓口サービス

市役所本庁舎１階場　所

午前９時～正午時　間

○住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍謄本など
の各種証明書の発行
○マイナンバーカードの交付（事前予約が必要）
○所得課税証明書などの各種税証明書の発行と
市税の納付

取扱業務
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　一宮市議会議員一般選挙を４月２１日（日）に執行す

る予定です。棄権することなく、必ず投票に出掛け

ましょう。なお市議会議員の定数は、３８人です。

　

　平成１３年４月２２日以前に生まれ、平成３１年１月１３

日以前から引き続いて、一宮市の住民基本台帳（住

民票）に記録されている日本国籍の方

※一宮市外へ転出した方は投票不可

　

　

　ご自宅に届く「選挙のお知らせ」を、投票所へお

持ちください。世帯全体の分が同じ日に届くとは限

りません。また郵便の転居届による転送サービスを

利用している場合、届け出先に転送されますので、

ご注意ください。

　なお満１８歳の方や転入した方で、選挙人名簿登録

の都合上「選挙のお知らせ」が投票日直前の到着と

なる場合があります。

　有権者で「選挙のお知らせ」をなくしたり、届い

ていなかったりした場合でも、確認の時間はいただ

きますが投票できますので、投票所でお申し出くだ

さい。　

　

　

　「選挙のお知らせ」に案内図が記載してあります。

場所を確かめてお出掛けください（投票所は３月２９

日（金）現在の住所で確定）。

　

　選挙公報は４月１８日（木）ごろまでに、新聞折り込み

または各戸に配布する予定です。また市ウェブサイ

トにも掲載します。

　

　

　

　

　以下の方は、あらかじめ期日前投票（不在者投票）

をすることができます。

▽仕事や親族の冠婚葬祭などがある

▽私用で、投票区域外にいる

▽病気などで歩くことが不自由である

▽投票日に悪天候が見込まれる

※投票日には１８歳であるが、期日前投票をする時点

　で１７歳の方は、不在者投票をすることになります。

投票日は４月２１日（日）
午前７時～午後８時

選挙期日の告示日　　４月１４日（日）

投票日（選挙期日）　４月２１日（日）

開票（即日）　午後９時２０分　木曽川体育館

一宮市議会議員一般選挙 １０２７４６２ ＩＤ 

投票できる方

投票には

「選挙のお知らせ」を持って

投票所の確認を

候補者の政見や公約は

選挙公報などで

投票日に都合の悪い方は

期日前投票を

期日前投票できる日時期日前投票所

４月１５日（月）～２０日（土）

午前８時３０分～午後８時

（⑤は９時から）

①本庁舎１１階１１０１会議室※

②大和生涯学習センター

　１階特設会場

③尾西庁舎２階会議室Ｇ＊ 

④木曽川体育館１階会議室

⑤  －ビル６階中央図書館

　多目的室

　（  －ビル駐車場は有料）

※本庁舎駐車場は、混雑が予想されます。また開庁時間外に

本庁舎の期日前投票所にお越しの方は、庁舎西側・北側の

出入り口をご利用ください。

＊開庁時間外に尾西庁舎の期日前投票所にお越しの方は、

庁舎東側の出入り口をご利用ください。

　「選挙のお知らせ」裏面の宣誓書を記入の上、下記

の期日前投票所へお出掛けください（お手元にない

場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票可、認

め印は不要）。

期日前投票の方法
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　病気やけが、または目が不自由なためなどで字を

書くことができない方は、投票所でお申し出くださ

い。代理投票または点字投票ができます。

　

　長期出張などにより一宮市での投票が困難な方の

ために、滞在地の市区町村で不在者投票をする方法

があります。

　一宮市や滞在する市区町村の選挙管理委員会で

「宣誓書」の交付を受け、必要事項を記入して、一宮

市選挙管理委員会へ投票用紙などを請求してくださ

い。投票用紙などが送付されたら、そのまま、現在

滞在する市区町村の選挙管理委員会または不在者投

票所へ持参し、投票してください（同封される不在

者投票証明書は絶対に開封せず提出）。

　なお不在者投票所の開設時間は市区町村により異

なりますので、ご確認ください。

　投票された用紙は、一宮市選挙管理委員会へ郵便

で送付されるので、郵送期間を十分見込んで投票す

ることが必要です。

　

　病院や老人ホームなどに入院・入所中の方のため

に、施設の中で不在者投票できる場合があります。

入院・入所中で、不在者投票を希望する方は、各施

設でお早めにご確認ください。

　身体に重度の障害があり、投票日に投票所へ行っ

て投票することができない方が、一定の条件を満た

している場合は、郵便などを利用して投票できる「郵

便等による不在者投票」ができます。自ら記載でき

ない方は「代理記載制度」もあります。

▼利用前の手続き

　あらかじめ市選挙管理委員会で「郵便等投票証明

書」の交付を受けておくことが必要です。証明書の

交付を希望する方や証明書の有効期限が過ぎている

方は、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険被

保険者証を添えて、早めに市選挙管理委員会へ申請

してください。また代理記載制度は「代理記載人」

となるべき方をあらかじめ届け出ることが必要です。

▼投票の手順

①４月１７日（水）の午後５時までに、本人または届け出

　た代理記載人の署名のある「郵便等による不在者

　投票請求書」に「郵便等投票証明書」を添えて、

　投票用紙と投票用封筒を市選挙管理委員会へ請求

　してください。

②請求した方へ投票用紙と投票用封筒を郵便などで

　送付します。

③到着後、現在いる場所で投票用紙に記載し、封筒

　に投票記載年月日・投票記載場所を記載し、本人

　または届け出た代理記載人が署名してください。

④必ず郵便などにより市選挙管理委員会へ送付して

　ください。

４月２１４月２１日日（日）（日）はは 一宮市議会議員一　一宮市議会議員一般般選挙選挙

あなたの

思いを

投票し よ う ！

一宮市外で行う

不在者投票

指定病院などで行う

不在者投票

字を書くことができない方は

代理投票または点字投票を

無効票とならないように
気を付けましょう！

　投票用紙に候補者の氏名のほか、他事を

記載すると無効票となる場合があります。

大切な一票が無効票とならないよう、候補

者の氏名を正しく記載してください。

◆無効票となる例◆

（候補者の氏名が「一宮　愛知」の場合）

ガンバレ　一宮

一宮　愛知さんへ

郵便等による不在者投票の請求は

４月１７日（水）の午後５時までに

郵便等による不在者投票を利用できる方

戦傷病者手帳身体障害者手帳障害の種類

特別項症～第２項症
１級・２級

両下肢・体幹

ー移動機能

特別項症～第３項症
１級・３級

心臓・腎臓・呼吸器

・ぼうこう・直腸・

小腸

１級～３級
肝臓

ー免疫

介護保険被保険者証の要介護状態区分＝要介護５

代理記載制度を利用できる方（上表に該当する方のうち）

戦傷病者手帳身体障害者手帳障害の種類

特別項症～第２項症１級上肢・視覚

   選挙についてわからないことや「選挙のお知

らせ」が届かないときは、お尋ねください。

【問】選挙管理委員会事務局　（２８）８９５８



の組織を

　施策の強化を図るとともに、市民の皆さんに分かり

やすい組織とするため、４月から再編します。

市

【問】行政課　（２８）８９５６

公共施設マネジメントの推進！

２０２１年に迎える

市制施行１００周年記念事業の推進
！

１０１０００ｔｈｔｈ　ａｎｎｉｖｅｒｓａｒａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙｙ

6

見直します

１００２８６１ ＩＤ 

総合政策部

中核市移行推進課に名称変更・移管

総務部　行政課中核市移行準備室を

政策課内に

１００周年記念事業推進室を新設

交通政策課に名称変更

市民協働課交通政策室を

危機管理課を移管

総務部から

市民健康部

保健所設置準備室を新設

健康づくり課内に

総務部

人事課を移管

総合政策部から

財政課・管財課・市民税課・資産税課・納税課を移管

総務部から

財務部を新設

経済部

競輪場事業課を廃止

市政最前線

２０２１年の中核市への移行を推進！
※県から「保健所」の事務など多くの仕事を

引き受ける予定です。

例） 産業体育館

老人いこいの家

公民館

いちのみや
中央プラザ



7２０１９（平成３１）年４月　広報一宮

【問】学校給食課　（２８）８６５０

学学校校給給食食共共同同調調理理場場
整整備備基基本本計計画画をを策策定定

２月に

１０２８２６９ ＩＤ 

　現在２カ所ある共同調理場を更

新し、新たな共同調理場を建設す

る整備条件などを定めるための計

画です。

　素案への意見を募集したところ、

１０４通の意見がありました。

【問】政策課　（２８）８９５２

第第３３次次男男女女共共同同
参参画画計計画画をを策策定定

３月に

１０２６９０５ ＩＤ 

　男女が共に個性と能力を発揮で

きる男女共同参画社会の形成を目

的とした計画です。

　素案への意見を募集したところ、

４件の意見がありました。

【問】経営総務課　（８５）７６９１

上上下下水水道道事事業業
経経営営戦戦略略をを策策定定

１０２６８４６ ＩＤ 

　健全かつ安定的に上下水道事業

を持続し、将来にわたって安心し

てご利用いただくための経営戦略

です。

　素案への意見を募集したところ、

９件の意見がありました。

３月に

　市民の皆さんから意見を募集し、寄せられた意見を参考

にして最終案を決定するとともに、寄せられた意見への市

の考え方を公表しました。

　計画・経営戦略は、市ウェブサイト、市資料コーナー

（市役所本庁舎１階、尾西・木曽川庁舎１階）で閲覧できます。

ブロブロッック塀ク塀などなどのの

から受け付け再から受け付け再開開

撤撤去去費費用補用補助助

１０２６３０７ ＩＤ 

４４月月１１日日（月（月））

　申請には事前協議などが必要です。

詳しくは、お尋ねください。

【問】建築指導課　（２８）８６４４

市民意見
提出制度

計画などを策定

補助限度額

対　象
道路に面しており、道路からの高さが

１ｍ以上のブロック塀など

１０万円

先着

【問】政策課　（２８）８９５２

第７次一宮市総合計画を市民の皆さんと共に

進めるため、ワークショップで挙がった「市民

にできること」を紹介します。できることから、

始めてみませんか。

私たちにできること
～総合計画ミニコラム　その７～

市民と行政が協働したまちづくりを進めるには？

予算・決算に興味を持ち、

公開された情報を確認する

地域の情報を市へ提供する

町内会など地域の行事に

積極的に参加する

行政からの情報に関心をもち、

市民の声も行政へ届ける

１０２２８ １８ ＩＤ 

ＰｉｃｋｕｐＮｅｗｓ
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【問】市役所代表電話　（２８）８１０ ０ 

　市役所本庁舎、尾西・木曽川庁舎と出張所は、

４月２７日（土）～５月６日（休）は休みです（４月２８

日（日）は休日窓口を開設。２㌻参照）。ただし死

亡・婚姻届など、一部の届け出は次の所で受け

付けます。

▽本庁舎北玄関時間外受付

▽尾西庁舎東玄関時間外受付

▽木曽川庁舎北玄関時間外受付

口腔衛生センター　（７２）５５４８

※天候により休診となる場合があります。

休日診療

▼受付時間／午前９時１５分～１１時３０分・

午後１時～４時３０分

▼診療科目／内科・小児科

休日・夜間急病診療所　（７１）２７６６

４月２７日（土）　 ▼ 休み

４月２８日（日）～５月６日（休）　 ▼　休日診療

休日歯科診療

▼受付時間／午前９時～正午

４月２７日（土）　 ▼ 休み

４月２８日（日）～５月６日（休）　 ▼　休日歯科診療

２０１９（平成３１）年４月　広報一宮

犬・猫などの死骸を見つけたら

　休み中に道路などの公共の場所に犬・猫など

の死骸を見つけたら、市役所へご連絡ください。

　カメラなどをご持参いただければ、

市職員が撮影します。

本庁舎１階市民課 午前９時～午後５時

記念撮影スペースも設置

  ーバス・  ー
バスミニ

２７４/

４５/３５/２５/１５/３０４/２９４/２８４/

６５/５５/

改元初
日

５月１日（祝）限定 ！

の業務
のご案

内

ＧＷ
１０連

休中

婚姻届を受け付ける
特設窓口を開設

【問】交通政策課　（２８）８９５５

平常どおり運行

　医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な

医療機関を２４時間３６５日ご紹介します。

県救急医療情報センター　（７２）１１３３

急病などの診
 療

市 役 所・出 張 所 １０２５４２５ ＩＤ 

【問】市民課　（２８）８９７３

４月２８日（日）、５月４日（祝）は休み

【問】一宮斎場　（４５）４２０４
　　 尾西斎場　（４５）２５３５

斎　場



▼ ー

▼※五十音順

  ービル　アイプラザ一宮　一宮駅自転車一時保管所　一宮地域文化広場　エコハウス１３８　大野極楽寺公園管理棟

オリナス一宮　温水プール　観光案内所　木曽川資料館　木曽川体育館　木曽川文化会館　木曽川老人福祉センター　

光明寺公園球技場　国営木曽三川公園１３８タワーパーク　市テニス場　市民会館（一宮・尾西）

生涯学習センター（尾西・尾西南部・墨会館・大和）　市立公民館　総合体育館　地域文化広場図書室

中央子育て支援センター　つどいの里　図書館（中央・尾西・尾西児童・玉堂記念木曽川・子ども文化広場）　博物館

尾西グリーンプラザ　尾西スポーツセンター　尾西文化広場　三岸節子記念美術館　ゆうゆうのやかた

１０連休中　開開館（休館日なし）

9

▼

ー ▼

その他の施設の開館日なその他の施設の開館日などど、、詳しくは詳しくは　 をご確認くださ　　　　　をご確認くださいい

２０１９（平成３１）年４月　広報一宮

浅野老人いこいの家　いずみ学園　高齢者生きがいセンター　子育て支援センター（丹陽・千秋・東五城・黒田北・里小牧）

市民総合相談室　社会福祉協議会（本部・尾西支部・木曽川支部・大和事務所）

シルバー人材センター（尾西支部・木曽川支部）　水道お客さまセンター　日本赤十字社一宮市地区　尾西歴史民俗資料館

ビジネス支援センター　保健センター（中・西・北）　療育サポートプラザ「チャイブ」

１０連休中休休館

１０２８４８１０２８４８６６ ＩＤ 

資源の拠点回収　

　４月２７日（土）・２８日（日）、５月４日（祝）・５日（祝）も平

常どおり開設します。

５　月４　月

６日（月・休）５日（日・祝）４日（土・祝）３日（金・祝）２日（木・休）１日（水・祝）３０日（火・休）２９日（月・祝）２８日（日）２７日（土）

平常どおり休　み平　常　ど　お　り休　みごみの持ち込み

平常どおり休　み平　常　ど　お　り休　みごみ・資源収集

【問】環境センター　（４５）７０ ０４

し尿・浄化槽の
くみ取り

ごみ・資 源

ごみ・資源収集　

　地区ごとに決められた曜日の、午前８時３０分まで

に出してください。

環境センターへのごみの持ち込み（有料）　

　可燃ごみと不燃ごみに分別して、お持ち込みくだ

さい。４月２９日（祝）～５月２日（休）、６日（休）は大変混

雑しますので、早めに持ち込むか、時間に余裕をも

ってお持ち込みください。

４月２８日（日）～５ 月１日（祝）、５月３日（祝）～６日（休）は休み

５月２日（休）だけ臨時で行います。ご希望の方は、早めにくみ取り業者にお申し込みください。

【問】衛生処理場　（４５）４４２３

４/２７
～５/６

４/２７
～５/６
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【問】いちのみやリバーサイドフェスティバル運営協議会事務局（公園緑地課内）　（２８）８６３６

ははたたららくくククルルママ大大集集合合 ！！

リリリリリリリバババババババーーーーーーーサササササササイイイイイイイドドドドドドド
フフフフフフフェェェェェェェススススススステテテテテテティィィィィィィバババババババルルルルルルル

※天候などで行事が変更・中止の場合があります。

午午午午午午午午午午前前前前前前前前前前９９９９９９９９９９午前９時時時時時時時時時時時３３３３３３３３３３００００００００００３０分分分分分分分分分分～～～～～～～～～～午午午午午午午午午午後後後後後後後後後後５５５５５５５５５５分～午後５時時時時時時時時時時時

国国国国国国国国国国営営営営営営営営営営木木木木木木木木木木曽曽曽曽曽曽曽曽曽曽三三三三三三三三三三川川川川川川川川川川公公公公公公公公公公国営木曽三川公園園園園園園園園園園園１１１１１１１１１１３３３３３３３３３３８８８８８８８８８８１３８タタタタタタタタタタワワワワワワワワワワーーーーーーーーーーパパパパパパパパパパーーーーーーーーーーククククククククククタワーパーク

５５５５５５５５５５５月月月月月月月月月月月３３３３３３３３３３３日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝）））））））））））～～～～～～～～～～５５５５５５５５５５～５日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝）））））））））））

ロボロボッットトトトラクラクタタ　「下町ロ「下町ロケケッットト」」出出演演機機　もも展示展示 ！！

１１１１１１１１１１１０００００００００００１１１１１１１１１１１４４４４４４４４４４４０００００００００００００００００００００００００００００００００ ＩＤ 

ゴールデンウイークのイベント

ＧＯＬＤＥＮ　ＷＥＥＫ

４４日日だだけけ

５５日日だだけけ ５５日日だだけけ

セントルイス広場

競り市、新鮮野菜の販売（４・５日）

サイクリングロード

サイクリング（３・４日） ※ロードバイクなどは貸し出し可

つどいの広場

セグウェイ体験（有料）

ツインアーチ１３８展望階

アーケードゲームの体験会（無料）

３Ｄプリンターの実演（５日）

※ツインアーチ１３８利用料が必要

◆園児～中学生が対象

◆案内所で配布する応募

用紙に記入し、期間中

に案内所へ提出

リバーサイ ド
フェスティバルを描こう

写生画コンクール

水辺広場

ラフティング体験（３００円）

ワイルドクッキング（マス１匹２５０円）

ちびっこ消防士の体験

水ロケット教室（４日）・大会（５日）

ラリーカーの展示

青空フリーマーケット

ＧＯＬＤＥＮ　ＷＥＥＫ
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シシャャーーレレーーポピーなどポピーなどのの花畑も楽し花畑も楽しめめまますす

【問】国営木曽三川公園１３８タワーパーク　（５１）７１０５

巨大こいのぼり巨大こいのぼりもも出現出現 ！！

４月１３日（土）・１４日（日）　

ミニ鉄道に乗ってみよう（１００円）
　本物の石炭で動くミニＳＬ、

ミニリニアモーターカーが登場！

こどもの日
ツインアーチ１３８に無料ご招待
５月５日（祝）　中学生以下が対象

４４月月１１３３日日（土（土））～５月６～５月６日日（休（休））

１３１３８８タワーパータワーパークク

スプリングフェススプリングフェスタタ

【問】三岸節子記念美術館　（６３）２８９２

４．２７（土）　→　５．６（休）
　三岸節子記念美術館の喫茶ラウンジやロビーで、

気軽に楽しめるイベントを開催します。

蚕　フォトプロップスをつくろう ！ 各日先着５０人

蚕　ジャズバンド　コンサート

１２：３０開場、先着５０人４．２７（土）　１３：００～１４：００

蚕　限定パンを販売 ！ フランスのカフェをイメージ

各日限定８０食４．２７（土）＆５．４（祝）　１０：００～ 参加料／１００円（材料費）

対　象／中学生以下　　定　員／５０人（先着）

せつこっこクラブ

いきもの仮面をつくろう ！

４．２９（祝）　１０：００～１５：００（１２：００～１３：００を除く）

参加料／１００円（材料費）

定　員／３０人（先着）

みんなでせつこっこクラブ

美術館でニッ トカフ ェ ！

尾州の毛糸でコースターを織る

５．４（祝）　１０：００～１５：００（１２：００～１３：００を除く）

１０２８３７６ ＩＤ 

ＧＯＬＤＥＮ　ＷＥＥＫ

１０２３５９２ ＩＤ 

地上１００ｍの階段のぼりに挑戦 ！

※雨天中止。ツインアーチ１３８団体

利用料と保険料１００円が必要

４月１３日～２８日の土・日曜日、

５月３日（祝）～５日（祝）　午前１０時

～午後４時
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市政ニュース

一宮七夕まつり
７月２５日（木）～２８日（日）開催

詳しくは、市観光協会ウェブサイト

 （ http://138ss.com ）をご確認ください

【問】一宮七夕まつり協進会（商工観光課内）　（２８）９１３１

ミミミミミミミミミミミミミミスススススススススススススス七七七七七七七七七七七七七七夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕・・・・・・・・・・・・・・ミミミミミミミミミミミミミミスススススススススススススス織織織織織織織織織織織織織織物物物物物物物物物物物物物物をををををををををををををを募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集

広
告
ス
ペ
ー
ス

広告スペース

宣宣宣宣宣宣宣宣宣宣宣宣宣宣伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝ううううううううううううううちちちちちちちちちちちちちちわわわわわわわわわわわわわわ・・・・・・・・・・・・・・テテテテテテテテテテテテテティィィィィィィィィィィィィィッッッッッッッッッッッッッッシシシシシシシシシシシシシシュュュュュュュュュュュュュュのののののののののののののの
協協協協協協協協協協協協協協賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛をををををををををををををを募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集

５月１２日（日）(消印有効)までに応募用紙を持

参または郵送。応募用紙は市観光協会ウェブ

サイトからダウンロード可

■　申し込み

▽平成１３年５月１９日以前生まれの未婚女性　

（高校生を除く）

▽他のミスコンテストなどの任期中でない方

▽ミス研修会・七夕まつりの行事・観光行事

（１年間）などに必ず参加できる方

■　応募資格

▼料　　金／２５，０００円

▼申込単位／２，０００個

▼デザイン／広告スペース（縦３．５×横１０．３）

に、申込者の広告などを印刷　

■　ポケッ トティ ッシュ

▼料　　金／３０，０００円

▼申込単位／４００本

▼デザイン／広告スペース（縦１６×横２３）に、

申込者の広告などを印刷　

■　うちわ

５月８日（水）までに料金を持参の上、申込書

を本庁舎商工観光課（なくなり次第締め切り）。

申込書は市観光協会ウェブサイトからダウン

ロード可

■　申し込み

賞金・賞品

ミス七夕・ミス織物

賞金２００，０００円と商品券３０，０００円

ミス七夕クイーン・ミス織物クイーン

賞金３００，０００円と商品券５０，０００円

※面接。洋装（ジーンズなどパンツ類は禁止、

水着審査はなし）

■　審査会（非公開）

市役所本庁舎５月１８日（土）
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【問】博物館　（４６）３２１５

博物館特集展示コーナー

川合玉堂の名品

大人２００円、高・大学生１００円、中学生以下無料（市外の小中学生５０円）

　市ゆかりの日本画家・川合玉堂（１８７３～１９５７）の、

情緒豊かな風景画や画賛を紹介します。

前期：４月９日（火）～５月１２日（日）

後期：５月１４日（火）～６月３０日（日）

午前９時３０分～午後５時

（入館は４時３０分まで）

※月曜日（４月２９日、５月６日を除く）

５月７日（火）は休館

１０２８０７８ ＩＤ 

たいけんの森

１０２８０８０ ＩＤ 戦国のよろいを着てみよう

５月１日（祝）～６日（休）

午前９時３０分～正午　各日１０人

午後１時～４時３０分　各日１４人

※小中学生が対象。当日午前９時３０分から配布

する整理券が必要

１０２８０８１ ＩＤ 

　学芸員と一緒に博物館に展示してあるさまざまな資料を見て、楽しみながら学びます。

※小学３年生～中学生が対象２０人（抽選）

５月３１日（金）（必着）までに電子申請、または住所・氏名・保護者名・学校名・学年・

電話番号・メールアドレスまたはファクス番号を記入し「キッズクラブ」と明記の上、

ハガキ・ファクス（〒４９１－０９２２　大和町妙興寺２３９０　博物館、（４６）３２１６）

申し込み

博物館キッズクラブの会員を募集

美術館コレクション展（常設展）

節子とエッセイに記された芸術家たち
４月９日（火）～６月２３日（日） 　三岸節子が書きつづったエッセイには、親交の

あった多くの芸術家たちが登場します。同時代を

生きた彼らとの関わりを、節子の作品と言葉から

紹介します。

※月曜日（４月２９日・５月６日を除く）、

５月７日（火）は休館

午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで）

大人３２０円、高・大学生２１０円、中学生以下無料（市外の小中学生１１０円）

▲「長閑」部分　１９４０年ごろ

▲「
花
」１
９
５
０
年
代
後
半


Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｉ
Ｓ
Ｈ
Ｉ

【問】三岸節子記念美術館　（６３）２８９２

１０２８０７９ ＩＤ 民族衣装を着てみよう

４月６日～４月３０日・

５月１１日～６月３０日の土・日曜日、祝休日

午前９時３０分～午後４時３０分

（正午～午後１時を除く）

※小中学生が対象

１０２８４４０ ＩＤ 
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市政ニュース

テレビ電話の通訳サービス　ご利用ください ！

　市役所本庁舎などの窓口で、テレビ電話の仕組みとタブレット端末を利用し、

インターネットを介してリアルタイムに通訳を行います。

【問】福祉課　（２８）９０１７１００１１１６ ＩＤ 手話通訳サービス

▼ 利用可能施設　市役所本庁舎、尾西・木曽川庁舎、保健センター

▼ 利用可能施設　尾西・木曽川庁舎、保健センター

【来庁者】

手話通訳者
（福祉課内）

手話

通訳

通訳

案内

手話

通訳

【窓　口】

　全国の中学生と共に学び、世界で活躍する

リーダーの育成を目的とする「プラチナ未来

人財育成塾」への派遣を行います。

▼派遣期間／８月４日（日）～８日（木）

▼派遣先／東京都世田谷区　　▼定　員／５人

▼費　用／２５，０００円程度（その他諸経費が必要）

　国際的な視野を身に付け、友好都市トレビー

ゾ市と親善を図る目的で、イタリア共和国への

海外派遣を行います。

▼派遣期間／８月２４日（土）～２９日（木）

▼派遣先／イタリア共和国　　▼定　員／２０人

▼費　用／１３０，０００円程度（その他諸経費が必要）

ププララチチナナ未来人財育成未来人財育成塾塾

中中学学生生海海外外派派遣遣
いちのみや夢人材育成事業

　市では、未来のリーダーを育成するために、

右記の２カ所に派遣する市内在住の中学３年生

（国立・私立を含む）をそれぞれ募集します。

４月１５日（月）～２４日（水）に申込書を、市立

中学生は在籍中学校、それ以外は本庁舎

学校教育課。申込書は学校教育課・市立

中学校で４月１１日（木）から配布（参加者は、

作文・面接審査および抽選により決定）

申し込み

中学生の参加者を
募集します

１０２３６２０ ＩＤ 

【問】学校教育課　（８５）７０７３

～Ｉｎｔｅｒｐｒｅｔａｔｉｏｎ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ｂｙ　ｔａｂｌｅｔ　ｉｓ　ａ ｖ ａｉｌａｂｌｅ～

１３カ国語対応の通訳サービス

▼ 利用可能時間　午前１０ 時～正午・午後１時～３時

【問】情報推進課　（２８）８６７０

１０２１８２５ ＩＤ 

▼ 対応言語（利用可能時間は言語で異なります。）

インドネシア語
（４月から利用可）

英語 韓国語 ポルトガル語 タイ語 中国語 ネパール語

フィリピン語ベトナム語 ヒンディー語 スペイン語 フランス語

ロシア語
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【問】子育て支援課　（２８）９０２２
▼

いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちいちののののののののののののののののののののののみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみやややややややややややややややややややややや子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育てててててててててててててててててててててて支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアプププププププププププププププププププププアプリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ

１

３

２

４

子育て支援情報をお届けします！

いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちいちののののののののののののののののののののののみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみやややややややややややややややややややややや子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育てててててててててててててててててててててて支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援ササササササササササササササササササササササイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト ▼

子育て情報を簡単に探せる１

保育園の空き状況が分かる２

最新の子育て情報をお知らせ３

子育てイベントを簡単に探せる４

いちのみや子育て支援サイト 検索

スマホが子どもの成長日記・母子手帳に

子どもの成長に合わせた離乳食が分かる

予防接種のスケジュールをお知らせ

プッシュ通知で子育て情報をお知らせ

ＧＰＳ機能で施設へのルート検索

いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちいちののののののののののののののののののののののみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみやややややややややややややややややややややみや子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育てててててててててててててててててててててて支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッブックククククククククククククククククククククク ▼

■　市の子育て支援情報がこの１冊に！

■　昔と今の子育ての違いが分かる

■　保育士によるコラムも充実

１０２４１２７ ＩＤ 電子版もあります　▼

下記から
ダウンロード

Ａｎｄｒｏｉｄ版

ｉＯＳ版

市内公共施設で

配布中

【問】市民病院管理課　（７１）５１６７

申込期限（必着）までに、指定履歴書・成績証明書

・卒業見込み証明書（有資格者は指定履歴書・各職

種の免許証の写し）を持参または郵送（指定履歴書

は市民病院ウェブサイトからダウンロード可）

申し込み

２０２０年４月採用　市立病院職員を募集
採用人数選考方法応募資格職　種

５人

適性検査・面接

昭和３５年４月２日以降生ま
れで、資格があり市内の医
療機関に勤務していない方、
２０２０年３月に卒業見込みの
方

助 産 師

５１人看 護 師

①４月２７日（土）

②５月１１日（土）

③６月１５日（土）

１次試験日

①４月１８日（木）

②４月２５日（木）

③６月６日（木）

申込期限
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市政ニュース

【問】消防本部通信指令課　（７２）１１９１

　災害発生時や台風接近時などに、一宮市の

避難所の開設状況や注意喚起などの情報を、

４月１日（月）から無料アプリで配信します。

　身の安全を守るためにお役立てください。

持ち物こんなとき

認め印・転出証明書・本人確認できる物※他市町村から転入した加
入
す
る
と
き

認め印・職場の健康保険資格喪失証明書・本人確認できる物※職場の健康保険などをやめた

認め印・保険証・本人確認できる物※子どもが生まれた

認め印・本人確認できる物※生活保護を受けなくなった

保険証他市町村へ転出したや
め
る
と
き

認め印・両方の保険証職場の健康保険などに加入した

認め印、保険証、振込先の店名・口座番号（葬祭費支給のため）、会葬礼状死亡した

認め印・保険証生活保護を受けることになった

認め印・保険証・本人確認できる物※住所・世帯主・氏名などが変わった
そ
の
他

認め印・破損した保険証・本人確認できる物※保険証をなくした、破損して使えなくなった

認め印、保険証、在学証明書または学生証（新入学は合格通知書と入学金の
払い込み控え）、転出先の住民票、本人確認できる物※

修学で被扶養者が他市町村へ転出した

※は運転免許証・パスポート・マイナンバーカード（個人番号カード）・身体障害者手帳など、公的機関発行で顔写真付きの物

　国民健康保険の世帯主は、世帯の被保険者資格に異動があった場合、１４日以内に届け出

をしなければ保険給付が制限される場合があります。下表に該当する方は、本庁舎保険年

金課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所へ届け出をしてください。

　なお国民健康保険税は、異動を届け出た日の月からではなく、職場の健康保険の資格喪

失日や、転入などで加入した日の月にさかのぼってかかります。

届け出には、通知カードなどマイナンバーを確認できる物を、本人確認できる物と一緒にご持参ください

【問】保険年金課

（２８）９０１１

１０００８２２ ＩＤ 

資格の異動は１４日以内に届け出を国民健康保険

１０２８３２７ ＩＤ 

【問】危機管理課　（２８）８９５９

防災アプリ

Ｙａｈｏｏ！防災速報で

防 災 情 報
配信します ！

を

↓登録はこちらから

「火災メール１１９」を
ご利用ください

１０００６０６ ＩＤ 

４月
スタート

↓防災アプリのダウンロードはこちら

https://emg.yahoo.co.jp

Ｕ Ｒ Ｌ

表示されるメールアドレスに
空メールを送信し、登録してください。

情報を配信

選んだ地域の

情報だけの受信も！

火災の発生・鎮火、多数の

傷病者が発生した事故など

　迷惑メール対策をしている場合は「kasai＠１３８bousai. 
jp」からのメールを受信できるように設定してください。
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【問】農業振興課

（２８）９１３６

　経営所得安定対策では、主食用米だけではなく、麦・大豆・飼料用米・米粉用米など

需要のある作物の生産を促進し、農家所得の向上などにより農業経営の安定を図ります。

　申請を希望する方は４月１９日（金）までに、ＪＡ愛知西農産部（０５８７（３６）３３２６）または

支店へお申し出ください。

■交付単価

対象作物ごとの生産費、販売価格の差額、
品質に応じて決定

直 接 支 払

県への配分単価取り組み内容対象作物

１２，０００円／１０
多収品種への
取り組み

飼料用米・米粉用米

２０，０００円／１０
作付けの取り組み
（基幹作だけ）

そば・なたね

産地交付金

畑作物（麦、大豆、そば、なたねなど）

●水田の収益力を向上するとともに、産地づくりへの取

り組みに対して交付

●右表の取り組みに対して交付

●①転換作物の拡大②コメの新市場開拓③畑地化への取

り組み④高収益作物などの拡大⑤地域振興作物に対し

て交付（①～③は県へ、④⑤は地域へ配分）

▼対　象／水田・畑を問わず、対象作物を販売目的で生産

する認定農業者・集落営農・認定新規就農者の方

１０１３７３０ ＩＤ 

■交付単価（戦略作物助成）

単価対象作物

３５，０００円／１０麦・大豆・飼料作物

８０，０００円／１０ＷＣＳ用稲

２０，０００円／１０加工用米

収量に応じて交付単価を決定／１０飼料用米・米粉用米

主食用米からの転換作物の
生産に対する交付金（水田活用の直接支払交付金）

▼対　象／水田で対象作物を販売目的で生産（耕作）

する販売農家・集落営農の方

　一宮市の生産数量目標の目安は、

４，２７７ｔ、面積換算値９０１、生産面

積率５３．０％です。この数値を基に、

ＪＡ愛知西が生産数量目標を決定し、

農業者の方に配分します。

２２００１１９９年年産米の生産数量目産米の生産数量目標標
１００２６５７ ＩＤ 

　一宮市の農業の発展を目指し、若手農業者が情報交換や交流

をして、農業経営や知識・技法の研究などに取り組んでいます。

　おおむね２０～３９歳の市内農業者が対象です。申し込みは本庁

舎農業振興課で受け付けます。

尾張一尾張一宮宮４４ＨＨクラブ員を募クラブ員を募集集

市市内内若手若手農農業業者の者の交交流流のの場場

１０１３９０３ ＩＤ １０００２１６ ＩＤ 

「緑の募金」運動にご協力を
　市では、豊かな緑を次世代に引き継ぐために、緑

の募金箱を設置します。事業者からの募金は社会貢

献のＰＲにもなります。詳しくは、お尋ねください。

民有地の緑化費用を補助
　市では「あいち森と緑づくり税」を活用し、民

有地の緑化費用を予算の範囲内で補助します。

申請など詳しくは、工事前にお尋ねください。

◆設置期間

４月１日（月）～５月３１日（金）

◆設置場所

本庁舎１階ロビー・公園緑地課、尾西庁

舎総務管理課、木曽川庁舎総務窓口課

◆補助限度額

５，０００，０００円（工事費の２分の１）

◆対　象　

市内の敷地・建物に５０以上などの

優秀な緑化を行う個人・法人

経営所得安定対策の申請を農業者の方へ

４月から補助条件を緩和
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【問】交通政策課　（２８）８９５５　　名鉄バス一宮営業所　（７２）１０１２

▼販売・利用期間／４月１日（月）～２０２０年３月３１日（火）

　※２０１８年度中に販売された「一宮おでかけバス手形」の利用期限は２０１９年３月３１日（日）です。

▼対象路線／名鉄バス（市内の路線）、　－バス

▼販売場所／名鉄一宮駅バスターミナル、利用時間のバス車内（対象路線）、本庁舎交通政策課、

尾西庁舎総務管理課、木曽川庁舎総務窓口課

　※バス車内での販売は枚数に限りがあります。

▼販売価格／中学生以上６００円・小学生３００円

▼利用時間

１００１９９３ ＩＤ 

中央図書中央図書館館

中央子育て支援センタ中央子育て支援センターー

市民活動支援センタ市民活動支援センターー

※期間は２０２０年３月３１日（火）まで

降車時刻が
午前１０時～午後４時

月～金曜日
（祝休日を除く）

終　日
土・日曜日、祝休日
年末年始（名鉄バスだけ）
８月１３日（火）～１５日（木）

販売
中

販売
中！！

▼対象路線／　－バス

▼販売場所／バス車内（対象路線）

▼販売価格／中学生以上５００円・小学生２５０円

▼利用時間／終日

コミュニティバス
１日乗車券

「一宮おでかけバス手形」で、中央図書館・中央子育

て支援センター・市民活動支援センターのいずれか

に来館し、当日利用した施設で押印を受ける

使用済み手形が３枚

集まったら、名鉄一宮

駅バスターミナルへ

▼ ▼

好評 につき４月以降も販売！１ 日

名鉄バス（市内の路線）、

　－バスで利用可能

乗 車 券

一一宮宮おお でで かか けけババスス手手形形をを
ご利用くださご利用くださいい

１０００２３６ ＩＤ 

【問】広報課　（２８）８９５１

　「広報一宮」は町内会を通じて、市内各戸に配布して

いただいています。

　また市内公共施設などでも入手できるほか、市内の

ファミリーマートでも入手できるよう、店舗にご協力

をいただいています。

「広報一宮」「広報一宮」はは

フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフファァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリァミリーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーマママママママママママママママママママママママママママママママママーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトマートでででででででででででででででででででででででででででででででででもももももももももももももももももももももももももももももももももでも入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手でででででででででででででででででででででででででででででででででききききききききききききききききききききききききききききききききき入手できまままままままままままままままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

使使用用済済み手形３枚み手形３枚とと
　新し新しいい手形手形１枚１枚をを交換交換しましますす

「一宮おでかけバス手形」で

　－ビル内の公共施設に行きませんか

１００１９９４ ＩＤ 

※交換する手形の種類は同じ物で、販売・利用期間は４月１日（月）～２０２０年３月３１日（火）です。

手形１
枚

手形１
枚とと

交換交換！！



　市では、第７次一宮市総合計画の実施計画

（２０１９～２０２１年度）を策定しました。実施計画は、

向こう３年度に実施する具体的な事業を取りま

とめた短期計画で、社会情勢や財政状況を考慮

して毎年度策定します。

　実施計画書は、市ウェブサイト、市資料コー

ナー（市役所本庁舎１階、尾西・木曽川庁舎１

階）、市立図書館（中央・尾西・玉堂記念木曽川）で

閲覧できます。

　市では「第７次一宮市総合計画」「第３次一宮

市男女共同参画計画」などに関する市民アンケ

ートを行います。無作為に選んだ１８歳以上の市

民３，０００人の方を対象に、４月上旬にアンケート

用紙を郵送します。ご協力をお願いします。

　地域防災の重要な役割を担う消防団の活動拠

点・小信中島分団庁舎（小信中島字中平１０、鉄

骨造２階建て１１６．３６）が完成しました。

対　象／１０月から市内で小規模保育事業Ａ型を

運営する事業者

申し込み／４月２６日（金）の午後５時までに応募書

類を本庁舎保育課。応募書類・募集要

項は、３月２５日（月）からダウンロード可

　公募で選ばれたハマダ

スポーツ企画が、４月～

２０２３年３月に総合体育館

・尾西スポーツセンター・

木曽川体育館・木曽川老

人福祉センターの管理を

行います。

　公募で選ばれたハマダスポーツ企画が、４月

～２０２４年３月に一宮地域文化広場・尾西文化広

場の管理を行います。

小規模保育事業
運営事業者を募集

【問】保育課　（２８）９０２４　　

  １０１３７１７ ＩＤ 
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第７次一宮市総合計画
実施計画を策定

【問】政策課　（２８）８９５２　　

  １０２２８１８ ＩＤ 

市民アンケートにご協力を

【問】政策課　（２８）８９５２　　

  １０２６３７９ ＩＤ 

消防団　小信中島分団庁舎が完成

【問】消防本部総務課　（７２）１１９３　　

  １０２８２３９ ＩＤ 

総合体育館など
指定管理者が決定

【問】教育指定管理課　（８５）７０８０　　

  １０２７３５２ ＩＤ 

一宮地域文化広場など
指定管理者が決定

【問】教育指定管理課　（８５）７０８０　　

  １０２７８７４ ＩＤ 

【問】広報課　（２８）８９５１

１０１１１８４ ＩＤ 

市からのお知らせをＳＮＳなどで発信中 ！
イベントや市政情報など

ＬＩＮＥ

＠１３８_ｃｉｔｙ

Ｔｗｉｔｔｅｒ

＠ｃｉｔｙ_ｉｃｈｉｎｏｍｉｙａ

静止静止画画４０４０種セット種セット：：１２０１２０円円 アアニメーニメーシションョン８種セ８種セッット：ト：２４０２４０円円
１０２１３３５ ＩＤ 

「いちみん」「いちみん」のの

ＬＬＩＩＮＮＥＥススタタンンププもも販販売売中中 ！！

Ｆａｃｅｂｏｏｋ

＠ｉｃｈｉｎｏｍｉｙａ．ｃｉｔｙ



　納税者が自己の土地や家屋の評価額が適正で

あるかどうかを判断するため、他の土地や家屋

の評価額と比較確認することができます。

縦覧できる方／市内に土地または家屋を所有し、３１年

度に固定資産税がかかる方または同居

の親族・代理人

縦覧内容／▽土地価格等縦覧帳簿＝所在・地番・

地目・地積・３１年度の評価額

▽家屋価格等縦覧帳簿＝所在・地番・

家屋番号・種類・構造・建築年・床

面積・３１年度の評価額

縦覧期間／４月１日（月）～５月７日（火）（土・日曜日、

祝休日を除く）

縦覧場所／本庁舎４階４０３会議室

持ち物／縦覧する方の本人確認ができる物（運

転免許証・保険証など）。代理人の場合

は所有者押印の委任状、社員の場合は

代表者印を押印した法人の委任状が必

要

※個人情報保護のため、所有者の住所・氏名を

表示しませんので、事前に比較する土地・家

屋の所在地番をご確認ください。また電話で

のお問い合わせには、お答えできません。

　３０・３１年度に地価の

下落傾向が見られる場

合には、土地の固定資

産評価額を修正する特

例措置を行います。そ

のため、宅地と宅地並

み評価の土地の評価額

に変動がありますので、

ご了承ください。

　また固定資産税の基礎となる課税標準額は、

今回の評価額の下落修正による影響がない場合

もあります。不動産取得税や所有権移転などの

登録免許税の課税標準は、連動して下がります。

　詳しくは、３１年度の課税明細書や、固定資産

課税台帳の閲覧でご確認ください。台帳の閲覧

は４月１日（月）～５月７日（火）（土・日曜日、祝休

日を除く）に限り無料です。

　市に住民登録があり、

視覚障害の等級が認定さ

れている身体障害者手帳

をお持ちの方を対象に、

歩行訓練士が自宅などに

出向き、歩行訓練を行い

ます。

　申し込み方法など詳しくは、お尋ねください。

　福祉タクシー・リフト付福祉タクシー利用券

を、３０年度に交付した方に郵送しました。新た

に利用を希望する方は、手続きが必要です。

対　象／次のいずれかに該当する方①身体障害

者手帳１～３級②療育手帳Ａ・Ｂ判定

③戦傷病者手帳特別項症～第５項症④

被爆者健康手帳を持ち法律に基づく手

当の受給者⑤精神障害者保健福祉手帳

１・２級⑥９０歳以上

申請場所／①～⑤本庁舎福祉課⑥本庁舎高年福祉

課（（２８）９０２１）①～⑥尾西庁舎窓口

課・木曽川庁舎総務窓口課

持ち物／①～⑤認め印と手帳⑥認め印と本人確

認できる物（保険証など）

　２０歳以上の大学・短大・専門学校などの学生

で所得の少ない方は、国民年金保険料の支払い

が猶予されます。３１年度の申請受け付けを４月

１日（月）から始めます。

　この制度は毎年申請が必要です。以前に申請

し、３１年度も学生であると想定される方には、

日本年金機構から申請用のハガキが届きます。

ハガキが届かない方や初めての方は、認め印・

学生証（在学証明書）・年金手帳を持参の上、本

庁舎保険年金課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎

総務窓口課、出張所で申請してください。
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３１年度の固定資産評価額の修正

　【問】資産税課　（２８）８９６５　　

  １０００９４１ ＩＤ 

固定資産の価格等縦覧帳簿の
縦覧は４月１日～５月７日

【問】資産税課　（２８）８９６７　　

  １０００９３２ ＩＤ 

国民年金保険料の学生納付特例
～申請受け付けが４月から始まります～

　【問】保険年金課　（２８）９０１４　　

  １０００８４５ ＩＤ 

福祉タクシー利用券を郵送
～新たにご希望の方は手続きを～

　【問】福祉課　（２８）９０１７　　

  １００１０７６ ＩＤ 

視覚に障害のある方へ

歩行訓練をご利用ください

　【問】福祉課　（２８）９１３４　　

  １０２４１９８ ＩＤ 
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対　象／市内在住の６５歳以上の方

交付期間／４月１日（月）～２０２０年３月３１日（火）

利用方法／市内にある浴場組合加盟の公衆浴場に、

氏名を記入した入浴券を提出（スーパ

ー銭湯を除く）

交付枚数／年１人１冊（１８枚つづり）

申　請／本人確認できる物（介護保険証・運転

免許証など）を持参の上、本庁舎高年

福祉課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎

総務窓口課、出張所

　老齢基礎年金の満額支給額は、年額で８００円引

き上げられ、７８０，１００円です。その他の公的年金

も含めて、６月の支払いから反映されます。

　詳しくは、一宮年金事務所（（４５）１４１８）へ

お尋ねください。

　２０歳以上６０歳未満の方が会社を退職した場合、

国民年金の第１号被保険者となる手続きが必要

です。また扶養している配偶者が６０歳未満の場

合は、第３号から第１号被保険者への手続きが

必要です。

　手続きは、認め印、退職日を確認できる書類

（保険資格喪失連絡票や退職辞令など）、年金手

帳を持参の上、本庁舎保険年金課、尾西庁舎窓

口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所にお越し

ください。

　なお免除を希望する方は、離職票または雇用

保険受給資格者証もお持ちください。

　４月・６月・８月に年金から引き落としされ

る国民健康保険税の仮徴収額は、原則２月に引

き落としされた税額と同じです。

　ただし資格異動や税額変更などにより、４月

から仮徴収がされない場合や、新たに仮徴収に

なる場合があります。変更になる方には、３月

上旬までに通知しました。

　４月・６月・８月に年金から引き落としされ

る市県民税の仮徴収額は、原則「平成３０年度　

市民税・県民税納税通知書兼税額通知書」のと

おり、３０年度の公的年金に係る年税額の６分の

１ずつです。

　健康保持・増進のため、協定保養所の宿泊利

用料を助成します。詳しくは、県後期高齢者医

療広域連合（０５２（９５５）１２０５）へお尋ねください。

助成額／１泊１，０００円（２０２０年３月３１日（火）宿泊

分まで、全保養所通算４泊まで）

利用方法／下表の協定保養所へ県後期高齢者医療

被保険者であることを伝えた上、申し

込み。宿泊当日は、保養所で被保険者

証を提示して利用カードを受け取り、

精算時に助成分１，０００円を引いた額を

支払い（２回目以降は利用カードを持

参し、カードに押印）

電話番号協定保養所名（所在地）

０５８７（５３）５５５５すいとぴあ江南（江南市）

０５６５（６２）０１００百 年 草 （ 豊 田 市 ）

０５９４（４２）３３３０
名古屋市休養温泉ホーム松ケ島
（ 三 重 県 桑 名 市 ）

０５６２（８２）０２１１
あいち健康の森プラザホテル
（ 知 多 郡 東 浦 町 ）

０５３１（３５）１１５１シーサイド伊良湖（田原市）

０５３３（６８）４６９６サンヒルズ三河湾（蒲郡市）

会社を退職した方へ

国民年金の手続きをお忘れなく

　【問】保険年金課　（２８）９０１４　　

  １０００８４７ ＩＤ 

シルバー無料入浴券の申請を

　【問】高年福祉課　（２８）９０２１　　

  １０００９９７ ＩＤ 

公的年金の給付額が
４月分から改定されました

【問】保険年金課　（２８）９０１４　　

  １０００８４３ ＩＤ 

年金から引き落としされる方へ

国民健康保険税の仮徴収額

　【問】保険年金課　（２８）９０１２　　

  １０００９６３ ＩＤ 

年金から引き落としされる方へ

市県民税の仮徴収額

　【問】市民税課　（２８）８９６３　　

  １０００８６１ ＩＤ 

後期高齢者医療保険に加入している方へ

協定保養所の宿泊利用料を助成

　【問】保険年金課　（２８）８９８５　　

  １０００９６９ ＩＤ 
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市政ニュース

⑥介護保険料
（６５歳以上の方）

⑤後期高齢者
　医療保険料

④国民健康
　保険税

③固定資産税
　都市計画税

②軽自動車税①市県民税納期限月

１期（全納）５月７日（火）４月

全期５月３１日（金）５月

１期（全納）７月１日（月）６月

１期１期１期２期７月３１日（水）７月

２期２期２期２期９月２日（月）８月

３期３期３期９月３０日（月）９月

４期４期４期３期１０月３１日（木）１０月

５期５期５期１２月２日（月）１１月

６期６期６期３期１２月２７日（金）１２月

７期７期７期４期１月３１日（金）１月

８期８期８期４期３月２日（月）２月

介護保険課
（２８）９０１９

保険年金課
（２８）８９８５

保険年金課
（２８）９０１２

資産税課
（２８）８９６７

市民税課
（２８）８９６２

市民税課
（２８）８９６３担当課

（７３）１０１９（７３）９１３３（７３）９１３２（２３）６５６１

娃 娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃 娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃 娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃 娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃 娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃 娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃 娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃 娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

１０００８７５ ＩＤ 

【問】納税課　（２８）８９７０

小型充電式電池が発火の原因？

　携帯用ゲーム機器・デジタルカメラ・電動歯

ブラシ・電気シェーバー・加熱式たばこ機器な

ど、さまざまな家電に小型充電式電池が使われ

ています。

　リサイクルセンターでは、不燃・粗大ごみを

破砕処理しており、衝撃による充電式電池から

の発火の検知件数は、年々増加しています。

火災を防ぐためにも正しい分別を

　小型家電を不燃ごみとして捨てるときは、取

り外し可能な小型充電式電池を外してください。

取り外した電池は、リサイクルできる貴重な資

源です。協力店のリサイクルボックスで回収し

ています。詳しくは、ＪＢＲＣのウェブサイト

（ https://www.jbrc.com ）をご確認ください。

どうしても外せないときは、市内１９カ所にある

「小型家電回収ボックス」に入れてください。

【問】環境センター　（４５）７００４

▲

充電式電池に付いているリサイクルマークが目印

リチウムイオン電池 ニッケル水素電池ニカド電池

市税などの納期限をご確認ください

・①、④～⑥は普通徴収の納期。６５歳以上の公的年金受給者の方は、年金支払い月（偶数月）に年金から引き落とされ

ます（特別徴収）。詳しくは、納税（入）通知書をご確認ください。

・４０歳以上６５歳未満の方は、④に介護保険料が含まれます。

▲リサイクルセンターで充電式電池から
発火している様子

リサイクルセンターで発リサイクルセンターで発火火！！

小型充電式電池の分別にご協力小型充電式電池の分別にご協力をを
環境センター
ニュース

１０２５９７６ ＩＤ 
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【問】市民協働課　（２８）８９５４

活活 動動 だだ よよ りり地地域域づづくくりり協協議議会会

～開明連区編～
　開明連区地域づくり協議会の重点目標は「笑

顔のあふれる地域づくり」「出会い、ふれあい、

助け合いの三（愛）のある地域づくり」「火災、

盗難、交通事故のない安全・安心な地域づくり」

です。各種行事・事業は、この目標の達成を目

指して運営しています。

　３０年度は８月５日に、開明公民館前の駐車場

で「夏祭り」を開催しました。七夕の吹き流し

やちょうちんできらびやかに飾られた会場では、

食事コーナーを中央に、焼きそば・かき氷・綿

菓子などの屋台が６店、遊戯コーナーに輪投げ

や金魚すくいなど４店の出店が立ち並び、大盛

況でした。校長先生とのじゃんけん大会（写真）

のほか、フラダンスやよさこい踊りなどのショ

ータイムも見応え十分で、会場には笑顔があふ

れていました。ちびっ子の消防自動車体験乗車

と記念撮影も好評でした。地元の中学・高校生

のボランティアや 親  父 の会、厄年会、関係団体
おや じ

の役員の表情もイキイキと輝いていたのが印象

的でした。総勢約１，０００人の老若男女が集い、思

いっきり楽しんだ夏祭りとなりました。

　今後も関係機関との連携と協働をより強化し

ながら、各種事業を推進します。

▲

夏
祭
り
の
様
子

４４９９

　 陰  陽  師 といえば、多くの方は「安倍清明」を
おん みょう じ

思い浮かべるでしょう。１９８８（昭和６３）年に発

行された夢枕獏の著書「陰陽師」シリーズが火

付けとなり、２００１（平成１３）年には原作が映画

化されました。学会においても陰陽道をテーマ

とした研究大会が行われるなど、一大ブームを

巻き起こしました。一般的な清明像は超人的な

能力を持つ陰陽師として語られることがありま

すが、これは後世に創作されたものです。

　江戸時代には、一宮にも３人の陰陽師がいた

ようです。呪術を使っていたかは分かりません

が、新神戸村（今伊勢町）に江口材林と今井梅

立が、苅安賀村に浅野市之進という陰陽師が住

んでいました。江口と今井は、真清田神社の門

前で開かれる三八市で出店を構え、占いをして

いたようです。

　江戸時代に苅安賀村の庄屋を務めていた舩橋

家に、文書が残されています（写真参照）。内容

は、浅野が転居したときの届け出を直接、寺社

奉行所へ提出したことを、寺社奉行がとがめた

というものです。ただし書きで、陰陽師として

の浅野であれば寺社奉行所への届け出で問題は

ないと補足していますが、ここで問題となるの

は、浅野の身分が、陰陽師か、農民かというこ

とです。この１点の文書から、陰陽師という民

間宗教者がいかに身分的に浮遊していたかが分

かります。

【問】博物館　（４６）３２１５

いちのみや　あれこれ ～～一一宮の陰陽師宮の陰陽師 ～～

▲舩橋家に残された文書
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【問】市民協働課　（２８）８６７１

交通安全スリー交通安全スリーＳＳ

【問】一宮警察署　（２４）０１１０

（　）内は前年対比。※は１２月末現在

市内の犯罪・事故（１月末現在）

交通事故

人　数件　数区　分

０（▲　１）０（▲　　１）死　亡

　　３（▲　１）　　３（▲　　１）重　傷

１５３（▲　９２）１３０（▲　７７）軽　傷

１５６（▲　９４）１３３（▲　７９）計

主な重点犯罪

件　数区　分

１８８（▲　１９）刑　法　犯

１６（▲　２３）侵　入　盗

〔　１４（▲１６）〕〔うち住宅対象〕

２０（▲　　８）自動車関連窃盗

２４（▲　　９）特殊詐欺※

【問】商工観光課　（２８）９１４８

　長期間の使用で経年劣化が生じ、事故につながりやす

い製品には、点検や注意を促す表示が記載されています。

　扇風機やエアコンなど５品目には、設計上の標準使用

期間と、長期使用時の注意喚起をする表示が記載されて

います。また給湯器や浴室乾燥機など、特に重大事故に

つながりやすい９品目には「特定保守製品」として、設

計上の標準使用期間、点検期間、問い合わせ先などが記

載されています。点検期間の６カ月前には通知が届きま

すので、忘れずに点検してもらいましょう。

　標準使用期間は製品により異なりますので、一度確認

しておきましょう。

長長長長長長長長長長期期期期期期期期期期使使使使使使使使使使用用用用用用用用用用製製製製製製製製製製品品品品品品品品品品のののののののののの確確確確確確確確確確認認認認認認認認認認長期使用製品の確認ををををををををををを

～～～～～～～～～～安安安安安安安安安安全全全全全全全全全全点点点点点点点点点点検検検検検検検検検検・・・・・・・・・・表表表表表表表表表表示示示示示示示示示示制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度～安全点検・表示制度～～～～～～～～～～～

　４月は、ピカピカのランドセルを背負った新１年

生が、慣れない通学路で通学する時季です。気候も

暖かくなり、高齢者の方が外出する機会も増えます。

またドライバーの方も転勤や転居により、利用する

道路が変わる時季でもあるので、通勤通学の時間帯

での交通事故の増加が懸念されます。

　ドライバーの皆さんは、いつもより速度を落とし

て、横断歩道を渡ろうとする人を見掛けたら、必ず

止まるなど思いやりを持ち、ルールを守った運転を

お願いします。

思い思いややりりとと

ルルーールルをを守守っってて

交通安交通安全全
▲一宮警察署
　防犯キャラクター
　ＬＯＣＫＥＹ

　市では、年間を通して「広めよう　交通安全ス

リーＳ運動」を推進しています。スリーＳとは「Ｓ

ｔｏｐ（ストップ）・Ｓｌｏｗ（スロー）・Ｓｍａｒｔ（スマ

ート）」のことをいいます。ドライバーの皆さんは

ハンドルを握る際には、このスリーＳを心掛けて、

思いやりを持った安全運転をお願いします。

Ｓｔｏｐ（ストップ）

▼赤信号、一時停止場所では必ず停止

▼横断歩道や交差点では歩行者優先

▼飲酒運転の根絶

Ｓｌｏｗ（スロー）

▼見通しの悪い交差点では徐行

▼子どもや高齢者を見掛けたら速度を控える

Ｓｍａｒｔ（スマート）

▼シートベルト全席着用の徹底

▼思いやりを持ったスマートな運転
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４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月ののののののののののののののののののののののののの無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相４月の無料相談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談 正午～午後１時に相談できない場合あ正午～午後１時に相談できない場合ありり電話番号がない相談は直接会場電話番号がない相談は直接会場へへ

相談電話・会場日　時相談名

思いやり会館３階

 （７３）４３６３

月～金曜日　９：００～１７：００

（金曜日の午後、２９・３０日を

除く）

市民総合

生
活
・
市
政

思いやり会館３階

 （７３）４３６３

３日（水）・１７日（水）　１０：００～

１２：００
行　　政

本庁舎９階相談室

 （２８）８９８４

月～金曜日　９：００～１２：００

（２９・３０日を除く）
多重債務

  －ビル６階
愛知県司法書士会一宮支部
 ０８０（３６２０）７６５４

７日（日）　１３：００～１６：００
司法書士の

多重債務

本庁舎９階相談室

 （７１）２１８５

月～金曜日　９：００～１６：３０

（２９・３０日を除く）
消費生活

思いやり会館３階

１６日（火）　１３：３０～１６：００

＜予約制　０５２（９６２）５１００

（県民相談・情報センター）＞

交通事故

思いやり会館３階

尾西庁舎４階
１０日（水）　１３：００～１６：００人　　権

思いやり会館３階１８日（木）　１３：００～１６：００
行政書士の

許認可手続

オリナス一宮３階

１２日（金）　１３：００～１６：００

＜予約制　０５２（９６１）８０７０

（尾張県民事務所産業労働課、

前日正午まで）＞

職場での

悩みごと

仕
事 思いやり会館４階

 （７２）５０５２
木曜日　１０：００～１５：００

内　　職

尾西庁舎４階

 （６３）４８００

火曜日　１０：００～１５：００

（３０日を除く）

本庁舎２階

こども家庭相談室

 （２８）９１４９

月～金曜日　１０：００～１６：３０

（２９・３０日を除く）

女　　性

悩みごと
女
性
・
青
少
年 青少年センター

 （８４）０００３

火～土曜日　９：００～１７：００

（３０日を除く）

子ども・若者

悩みごと

  －ビル３階

市民活動支援センター
７日（日）　１３：００～１４：３０

外 国 人

悩みごと

外
国
人

１０２８３０５ ＩＤ 

相談電話・会場日　時相談名

本庁舎２階生活福祉課

 （２８）９１４５

月～金曜日　８：３０～１７：１５

（２９・３０日を除く）
生活支援

福
祉

本庁舎２階

こども家庭相談室

 （２８）９１３３

月～金曜日　１０：００～１６：３０

（２９・３０日を除く）

ひとり親

家　　庭
思いやり会館２階

 （７１）６５５１
火曜日　１０：００～１２：００

尾西庁舎１階窓口課

 （８５）８３９３

１２日（金）・２６日（金）　１０：００～

１６：３０

地域包括支援センター

やすらぎ（６１）３３５０

コムネックスみづほ

 （８６）５３３３

アウン （５１）１３８４

ちあき（８１）１７１１

萩の里 （６７）３６３３

泰玄会 （６１）８２７３

まちなか（８５）８６７２

月～金曜日　９：００～１７：００

（２９・３０日を除く）
高　齢　者

障害者相談支援センター

あすか （８１）７２６０

ゆんたく（６４）５８８２

いまいせ（４５）１１２０

ピース（４６）５００９

夢うさぎ（８６）４００３

いちのみや（６２）８６７８

月～金曜日　９：００～１７：００

（２９・３０日を除く）

障　害　者

生活・サー

ビス利用

思いやり会館４階

 （７３）０５０５

月・水曜日　１０：００～１５：００

（２９日を除く）

精神障害者

家 族

思いやり会館３階１５日（月）　１３：００～１６：００
不動産取引

と悩みごと

不
動
産
・
建
設

尾西庁舎４階１７日（水）　１３：００～１６：００

思いやり会館３階２５日（木）　１３：００～１６：００

登　　記

尾西庁舎４階１７日（水）　１３：００～１５：００

  －ビル６階

愛知県土地家屋調

査士会一宮支部

２０日（土）　９：３０～１２：３０
登　記　・

境界問題

思いやり会館３階９日（火）　１３：００～１６：００建築・地震

裁判中・弁護士依頼済み事件の相談は不可。同居家族・同一事業所は月１回まで。

５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月５月のののののののののののののののののののののののののの

法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相法律相談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談
（予約制（予約制））

申し込み会　場日　時

４月１０日（水）の午前９時から

電話で市民総合相談室

（（７３）４３６３）

※４月分は随時受け付け中

思いやり会館３階

(市民総合相談室)

１０日（金）・１７日（金）・２４日（金）・３１日（金）

１３：００～１６：００

尾西庁舎４階８日（水）・２２日（水）　１３：００～１６：００

１００１９５５ ＩＤ 



日　時／５月１０日～６月７日の金曜

日　午後２時～４時（５回）

会　場／本庁舎１１階１１０３会議室ほか

対　象／市内在住・在勤・在学の１８

歳以上で、原則５回とも受講でき、

イタリア語を勉強したことがある方

（高校生を除く）

内　容／イタリアや友好都市トレビ

ーゾの文化の紹介、イタリア語の学

習（初級・中級）

定　員／２４人（抽選）

受講料／２，０００円（教材費を含む）

申し込み／４月１９日（金）（必着）までに

電話、または住所・氏名・年齢・電

話番号を記入し「イタリア語講座」

と明記の上、ハガキ・ファクス・電

子メール（〒４９１－８５０１　本庁舎国際

交流協会、（７３）９２１３、kokusai@ci　

ty.ichinomiya.lg.jp）

問い合わせ／国際交流協会（生涯学習課

内）　 （８５）７０７６

日　時／５月１３日（月）・２０日（月）・２７日

（月）、６月５日（水）・１２日（水）・１９日（水）

・２４日（月）　午前１０時～午後３時

会　場／本庁舎１１階１１０３会議室

対　象／１８歳以上の方

内　容／国際理解ワークショップの

体験、ファシリテーター（進行役）

としてワークショップを管理・進行

する技術の演習ほか

定　員／３０人（先着）

申し込み／５月７日（火）までに電話で

国際交流協会

問い合わせ／国際交流協会（生涯学習課

内）　 （８５）７０７６

日　時／５月１０日

（金）　午前９時～

午後５時（いちい

信用金庫駅西支店

前に集合）

行き先／長浜城

（滋賀県長浜市）ほ

か

受講料／２，５００円（昼食代を含む）

定　員／３５人（抽選）

申し込み／４月１９日（金）までに電話で

生涯学習課

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時／５月１４日（火）　午前９時～

午後５時（尾西庁舎北側に集合）

行き先／岡崎城（岡崎市）ほか

受講料／３，０００円（昼食代を含む）

定　員／３５人（抽選）

申し込み／４月１９日（金）までに電話で

生涯学習課

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時／４月１４日（日）　午後１時～

４時３０分

会　場／スポーツ文化センター

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時／４月２８日（日）　午後１時～

４時３０分

会　場／スポーツ文化センター

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時／４月２８日（日）　午後１時～

４時３０分

会　場／スポーツ文化センター

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

26２０１９（平成３１）年４月　広報一宮

情報ＢＯＸ ※料金の記載がないものは無料。申し込みの記載がないものは当日直接会場

教室講座

イタリア語で
イタリア文化！

   １０２８３２６ ＩＤ 

国際理解教育
ファシリテーター養成講座
   １０２３８６１ ＩＤ 

春の市民短歌吟行会
   １０２８３５３ ＩＤ 

春の市民俳句吟行会
   １０２８３７４ ＩＤ 

市民短歌教室
   １０１８０１２ ＩＤ 

市民俳句教室
   １０１８０１３ ＩＤ 

市民川柳教室
   １０１８０１４ ＩＤ 

青年文化教青年文化教室室

１０２１６５２ ＩＤ 青少年育成課　（８４）００１７

会　場／①②木曽川庁舎３階研修室

　　　　③今伊勢公民館

対　象／市内在住・在勤・在学の

　　　　１８～３９歳の方（高校生を除く）

教材費定　員日　時教室名

１，８００円２０人
５月２９日～７月１７日の水曜日
１９：１５～２０：４５（８回）

茶道はじめました①

無料３０人
６月６日～７月４日の木曜日
１９：００～２０：３０（５回）

恋 愛 力 ア ッ プ の
コミュニケーション術

②

２，０００円１２人
６月８日～７月２０日の土曜日
９：００～１２：００（４回）

心ときめくパンづくり③

教
室
講
座

ス
ポ
ー
ツ

催
し
も
の

募

集

相

談

そ
の
他

５月２１日（火）までに電話・電子申請、

または住所・氏名・年齢・電話番号・

教室名を記入の上、ファクス（（８７）

６６３３）

申し込み



27２０１９（平成３１）年４２０１９（平成３１）年４月月　広報一宮広報一宮

日　時／５月２３日～６月１３日の木・

日曜日　午後１時３０分～３時３０分

（６回。５月２６日は午前１０時～正午、

６月２日は午前９時～午後２時）

会　場／スポーツ文化センター

対　象／市内在住・在勤・在学の方

内　容／屋外での撮影会を交えなが

ら、写真の基礎を学ぶ

講　師／一宮写真協会

定　員／３０人（抽選）

受講料／１，５００円（実費も必要な場合

あり）

申し込み／４月１９日（金）までに電話で

生涯学習課

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時／５月９日

～７月４日の木曜

日　午後１時～３

時（８回）

会　場／スポーツ

文化センター

対　象／市内在住・在勤・在学の方

内　容／女性モデルや風景を描きな

がら、油絵の基礎を学ぶ

講　師／大島信人さん（一宮美術作

家協会）

定　員／２０人（抽選）

受講料／４，５００円（教材費を含む）

申し込み／４月１２日（金）までに電話で

生涯学習課

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時／５月１６日～７月１１日の木曜

日　午前１０時～正午（８回）

会　場／一宮市民会館

対　象／市内在住・在勤・在学の方

内　容／初心者向けのカードマジッ

クなどを学ぶ

定　員／１５人（抽選）

受講料／２，５００円（教材費）

申し込み／４月１６日（火）までに電話で

生涯学習課

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

市民美術教室「写真」
   １０２８３３５ ＩＤ 

子ども文化広場図書館　（２５）１３５０　

児 童 文 化 教 室
１０２８３４３ ＩＤ 

３月２６日（火）から受講料を持参の上、子ども文化

広場図書館（先着）

市内の小学生が対象

地域文化広場会場

教材費定　員開催日内　容対象学年教室名

１，０００円３０人５月１８日、６月１（※）・８日サルの観察、小動物とのふれあい小３～６
生　物

（日本モンキーセンター）

２，７００円２０人６月１６・２２（※）・２３・２９日
カニ・貝の観察、海藻の採集、標本
作り

小４～６
生　物
（篠　島）

８００円３０人５月１２・１９（※）・２５日
化石博物館や地球回廊の見学、河
原で化石採集、標本作り

小４～６
地　学
（瑞　浪）

２，２００円２０人
５月１８日（）、６月９・１５（＊）日、８月
２４日、９月７・１４日、１０月６・１２（※）日、
１１月９・２３・３０日、１２月７日

自然観察・ホタル観察、ケナフでハ
ガキ作り、どんぐりクッキー作り、
トランジスタを使った器具作り

小３～６ふしぎ発見

子ども文化広場図書館会場

１，８００円２０人
５月１８日、６月２・９・１６・２９日、
７月６・２０日

昔の遊び・小物作り・お菓子作り小４～６伝　承

１，１００円２０人
６月１・１５・２２日、
８月１・９（※）・２０・２４日

博物館・科学館・警察・工場、木曽川
の渡し場を探検

小３～６ふるさと一宮探検

各１，５００円各１０人
①６月８・１５日
②６月２９日、７月６日

プログラミングアプリをタブレッ
トで体験する

小１・２プログラミング

時間は午前９時３０分～１１時３０分（※は現地学習で１日開催、は午後２時～４時、＊は現地学習で夜間のホタル観察）
教材費には、現地学習の交通費・入館料・保険料を含む

申し込み

地域文化広場 子ども文化広場図書館

市民美術教室「油絵」
   １０２８３３３ ＩＤ 

マジック教室
   １０２８３４５ ＩＤ 教

室
講
座

ス
ポ
ー
ツ

催
し
も
の

募

集

相

談

そ
の
他

←市公式ウ ェブサイ トはこ ち ら　 情報ＢＯＸ



日　時／５月７

日～２８日の火曜

日　午後６時３０

分～８時３０分

（４回）

会　場／スポー

ツ文化センター

講　師／

加藤豊香玉さん（一宮民踊連盟）

受講料／１，０００円（初回に持参）

※上草履（上履き可）・扇子・うち

わ・手拭いを持参

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時／５月２２日（水）　午前９時３０

分～正午

会　場／浅井公民館

対　象／家庭で介護している方

内　容／介護者同士の交流と講義

「認知症の方の基礎理解とケア」

定　員／３０人（抽選）

申し込み／５月１７日（金）までに電話で

地域包括支援センターアウン（（５１）

１３８４）

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

日　時／５月２９日～６月１９日の水曜

日　午前１０時～正午（４回）

会　場／スポーツ文化センター

対　象／６５歳以上の男性で料理経験

の少ない方

メニュー／炊き込みご飯・野菜炒め・

野菜スープほか

定　員／２０人（抽選）

申し込み／４月２６日（金）までに電話で

高年福祉課

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

日　時／５月１１日～２０２０年２月８日

の原則毎月第２土曜日　午後２時～

４時（１０回）

会　場／博物館ほか

対　象／市内在住・在勤の１６歳以上

の方

内　容／江戸時代の地元の古文書を

使い、解読方法と歴史的背景を学ぶ

定　員／９人（抽選）

受講料／３，０００円（教材費）

申し込み／４月１２日（金）（消印有効）ま

でに住所（在勤は勤務先所在地）・

氏名（ふりがな）・年齢・電話番号

を記入し「古文書にしたしむ」と明

記の上、ハガキ（〒４９１－０９２２　大

和町妙興寺２３９０　博物館）。申し込み

は１枚１人分

問い合わせ／博物館　（４６）３２１５

日　時／〔初回〕４月２６日（金）または

５月１０日（金）　午前１０時～正午

※２～４回は６・８・１０月に開催

会　場／スポーツ文化センター

定　員／各２５人（先着）

受講料／２，０００円（教材費を含む）

申し込み／４月１０日（水）までに電話で

一宮菊花会・手嶋（０９０（３５５３）６８５８）

※１１月上旬に開催する一宮菊花大会

に出品

問い合わせ／観光協会（商工観光課内）　

（２８）９１３１

日　時／４月１８日（木）　午後２時～

３時３０分

会　場／   －ビル２階大会議室

演　題／「『人生１００年時代』を生き

抜くための老後の人生設計」

講　師／内山龍三さん（金融広報ア

ドバイザー）

問い合わせ／商工観光課　（２８）９１４８

日　時／５月２３日（木）　午前１０時～

１１時３０分

会　場／大和公民館

対　象／市内在住の子育て中の家族

など

演　題／「２歳児を楽しむ～ミテミ

テとイヤイヤの２歳児～」

講　師／石橋尚子さん（椙山女学園

大学教授）

定　員／２５組（抽選）

申し込み／４月１１日（木）・１２日（金）に電

話または電子申請

問い合わせ／里小牧子育て支援センター　

（２８）９７７０

日　時／４月２２日（月）　午前１０時～

１１時３０分

会　場／葉栗公民館

対　象／市内在住の子育て中の家族

など

演　題／「絵本であそぶ、絵本にま

なぶ～絵本には子育てのヒントがい

っぱい～」

講　師／浅井彰子さん（乳幼児心理

判定員）

問い合わせ／黒田北子育て支援センター　

（２８）９７６９

28２０１９（平成３１）年４月　広報一宮
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情報ＢＯＸ ※料金の記載がないものは無料。申し込みの記載がないものは当日直接会場

高齢者のための
簡単料理教室
   １０１３３５８ ＩＤ 

家庭介護のための
ハートフルケアセミナー
   １０１３４６７ ＩＤ 

育児講座
   １０２７７７４ ＩＤ 

消費生活講座
   １０２３５７６ ＩＤ 

育児講座
   １０２７７７２ ＩＤ 

古文書にしたしむ
   １０２８０１１ ＩＤ 

初めての菊づく り教室
   １０２８４１６ ＩＤ 

市民民踊教室
   １０２８３５２ ＩＤ 

催
し
も
の

募

集

相

談

そ
の
他



29２０１９（平成３１）年４２０１９（平成３１）年４月月　広報一宮広報一宮

日　時／４月２２日～６月２４日の月曜

日　午後１時～２時（５回）

会　場／ききょう会館

対　象／市内在住・在勤・在学の１８

歳以上の女性（高校生を除く）と４

～１１カ月の乳児（２人１組）

定　員／２５組（抽選）

受講料／１組２，５００円

申し込み／４月１５

日（月）の午後１

時３０分に受講料

を持参の上、き

きょう会館

※申込時間に遅れると、抽選に参加

できません。

問い合わせ／ききょう会館　（７３）９１００

日　時／①５月１０日～９月１３日の第

２金曜日②５月１７日～９月２０日の第

３金曜日　午後１時３０分～３時３０分

（各５回）

会　場／ききょう会館

対　象／市内在住・在勤・在学の１８

歳以上の方（高校生を除く）

定　員／各３０人（抽選）

受講料／各２，９００円（教材費を含む）

申し込み／①４月１２日（金）②４月１９日

（金）の午後１時３０分に受講料を持参

の上、ききょう会館

※申込時間に遅れると、抽選に参加

できません。

問い合わせ／ききょう会館　（７３）９１００

日　時／５月１１日（土）　午後１時３０

分～３時３０分

会　場／エコハウス１３８

対　象／市内在住・在学・在勤の方

内　容 ／ 講 義

「オランウータ

ンからの手紙　

～生き物が生き

る土台である環

境を学ぶ～」と

ワークショップ

定　員／２０人（抽選）

申し込み／４月１５日（月）までに申込書

を持参またはファクス・電子メール。

申込書は出張所などでも配布

問い合わせ／環境保全課　（４５）７１８５

←イベントカレンダーはこちら 情報ＢＯＸ

絵手紙教室
   １０２３３５３ ＩＤ 

環境学習講座
   １０２２２２５　申込書ダウンロード可 ＩＤ 

ききょう会館　（７３）９１００

申込日時受講料定員日　時教室名

４月８日（月）　１４：３０８，０００円　　２５人４月２２日～８月２６日の月曜日　１３：３０～１５：００（１５回）中 国 語 初 級

４月８日（月）　１３：３０５，０００円※１２５人４月１５日～９月９日の月曜日　１３：３０～１５：００（１０回）ア ロ マ ・ ヨ ガ

４月９日（火）　９：３０７，０００円　　４０人４月１６日～９月１７日の火曜日　９：３０～１１：００（２０回）リ フ レ ッ シ ュ 体 操

４月９日（火）　１０：３０２０，０００円※２２５人４月２３日～９月１７日の火曜日　１０：００～１１：３０（２０回）ト ラ ベ ル 英 会 話

４月９日（火）　１３：３０８，０００円　　４０人４月１６日～９月１７日の火曜日　１３：３０～１５：３０（２０回）社 交 ダ ン ス

４月９日（火）　１８：３０１３，８００円※１２０人４月１６日～９月１０日の火曜日　１８：３０～２０：３０（２０回）
茶 道（ 表 千 家 ）

４月１２日（金）　９：３０１３，８００円※１２０人４月１９日～９月２０日の金曜日　１０：００～１２：００（２０回）

４月９日（火）　１９：３０７，０００円　　２５人４月１６日～９月１０日の火曜日　１９：３０～２０：３０（２０回）ボクシングフィットネス

４月１６日（火）　９：３０８，０００円　　２０人４月２３日～９月１７日の火曜日　９：４５～１１：４５（２０回）手 編 み

４月１０日（水）　１３：３０７，５００円※１３０人４月１７日～９月１１日の水曜日　１３：３０～１５：３０（２０回）

書 道 ４月１１日（木）　９：３０７，０００円　　３０人４月１８日～９月１２日の木曜日　１０：００～１２：００（２０回）

４月５日（金）　１８：３０７，０００円　　３０人４月１２日～９月１３日の金曜日　１８：３０～２０：３０（２０回）

４月１０日（水）　１８：３０１５，０００円※２１５人４月２４日～８月７日の水曜日　１９：００～２０：３０（１５回）ＷＡＫＵＷＡＫＵ英会話（初級）

４月１１日（木）　１０：３０４，０００円　　２０人４月１８日～９月５日の第１・３木曜日　１０：００～１２：００（１０回）着 付 け

４月１１日（木）　１８：３０１５，０００円※２１５人４月２５日～８月８日の木曜日　１９：００～２０：３０（１５回）ＤＯＫＩＤＯＫＩ英会話（初心者）

４月５日（金）　９：３０７，０００円　　４０人４月１２日～９月６日の金曜日　９：３０～１１：００（２０回）さわやかストレッチング

４月５日（金）　１０：３０４，５００円※２３０人４月１２日～８月２３日の第２・４金曜日　１０：００～１２：００（１０回）パッチワークキルト

４月１２日（金）　１８：３０７，０００円　　４０人４月１９日～９月１３日の金曜日　１９：００～２０：３０（２０回）健康体操＆やさしいピラティス

託児あり（要予約。夜間を除く）。受講料の※１は教材費を含む、※２は教材費も必要

対　象／市内在住・在勤・在学の１８歳以上の女性（高校生を除く。

中国語・英会話・社交ダンス・茶道・手編み・書道・パッチワ

ークキルトは男性も可）

申し込み／申込日時に受講料を持参の上、ききょう会館（抽選）

※申込時間に遅れると、抽選に参加できません。
１０１３０７２ ＩＤ 

春 の 教 室
ききょう会館

ママと赤ちゃん のヨガ教室
   １０１３１６１ ＩＤ 教

室
講
座
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尾西南部生涯学習センター　（６９）７８５０

尾西生涯学習センター　（６２）８３３３

教材費定員日　時講座名

４，０００円２０人
６月６日～１１月７日の第１木曜日
１０：００～１３：３０（５回）

パ ン づ く り

２，７００円２４人
１２月７日（土）・１４日（土）
１０：００～１４：００

ク リスマス・
正 月 料 理

９，１００円２０人
６月４日～１１月５日の火曜日
１０：００～１２：００（１０回）

絵 手 紙

２，５００円２０人
６月３日～１０月２１日の月曜日
１３：３０～１５：３０（１０回）

デッサン入門

１，５００円２０人
６月２日～１０月２０日の日曜日
１０：００～１２：００（１０回）

水 彩 画

７，０００円～
１２，０００円

２０人
６月３日～１０月２１日の月曜日
１０：００～１２：００（１０回）

油 絵

３，０００円２０人
６月６日～１０月１７日の木曜日
１０：００～１１：３０（１０回）

書 道
（入門・実用）

３，０００円２０人
６月７日～１０月１８日の第１・３金曜日
１３：００～１４：３０（１０回）

書 道
（美文字入門）

２，５００円２０人
６月４日～１１月１９日の第１・３火曜日　
１３：３０～１５：３０（１０回）

茶 道
（表　千　家）

無料

２０人
６月１２日～１１月２０日の水曜日
１４：００～１６：００（１２回）

社 交 ダ ン ス

４０人
９月２日～１２月２日の月曜日　
１９：００～２０：３０（１０回）

健 康 体 操

３０人
６月６日～１０月１７日の木曜日　
１４：００～１５：３０（１０回）

エアロビクス

教材費定員日　時講座名

３，６００円３０人
６月１日～８月３日の土曜日
１０：３０～１２：００（１０回）

実生活の英会話
（初　　級）

３，６００円３０人
６月１日～８月３日の土曜日
１３：００～１４：３０（１０回）

実生活の英会話
（中　　級）

１，５００円２０人
６月１日～８月３日の土曜日
１４：００～１６：００（１０回）

パ ソ コ ン ・
ワ ー ド 入 門
（初めてのワード）

１，５００円２０人
６月６日～８月８日の木曜日
１０：００～１２：００（１０回）

パソコン・ワード
シ ニ ア ＊
（初めてのワード）

２，２００円２０人
６月３日～８月５日の月曜日
１０：００～１２：００（１０回）

パソコン・ワード
（身近で役立つワード）

３，０００円２０人
６月２日～８月４日の日曜日
１０：００～１２：００（１０回）

パ ソ コ ン ・
エクセル入門
（エクセル基本操作）

３，０００円２０人
６月４日～８月６日の火曜日
１０：００～１２：００（１０回）

パ ソ コ ン ・
エ ク セ ル
（エクセル活用）

１，５００円２０人
１０月３日～１２月５日の木曜日
１８：００～２０：００（１０回）

パ ソ コ ン ・
インターネット

４，０００円２４人
６月２８日～１１月２２日の第４金曜日
１０：００～１３：００（５回）

楽 し い
男 の 料 理

４，０００円２４人
６月１０日～１０月２１日の月曜日
１０：００～１３：００（５回）

すぐに役立つ、簡単
おいしい料理レシピ

４，０００円２４人
６月８日～１１月９日の土曜日
１０：００～１３：００（５回）

安心おいしい
手作り家庭料理

教材費定員日　時講座名

６，０００円２４人
６月２８日～１２月１３日の金曜日
１０：００～１３：００（６回）

Ｈａｐｐｙ　Ｅｎｊｏｙ
Ｃｏｏｋｉｎｇ 　　　　 

２，５００円２０人
６月４日～１０月１５日の火曜日
１０：００～１２：００（１０回）

水 彩 画 入 門

９，１００円２０人
６月１２日～１０月１６日の水曜日
１０：００～１２：００（１０回）

い け ば な

３，０００円２０人
６月５日～１０月１６日の水曜日
１３：００～１５：００（１０回）

書 道

３，０００円２３人
６月１２日～７月１０日の水曜日
１０：００～１２：００（３回）

フラワーアレンジメント
（ドライフラワー）

４，０００円２３人
１０月１７日～１１月２８日の木曜日
１０：００～１２：００（４回）

フラワーアレンジメント
（生　　花）

４，０００円２０人
９月２日～１０月２１日の月曜日
１３：３０～１５：３０（５回）

手 芸
（木目込み）

５，０００円１５人
８月２日～１０月２５日の金曜日
１０：００～１２：００（７回）

手 芸
（パッチワークキルト）

教材費定員日　時講座名

２，０００円２０人
７月２日～９月１０日の火曜日
１０：００～１２：００（１０回）

パ ソ コ ン を
始 め よ う

２，４００円２０人
７月２日～９月１０日の火曜日
１３：３０～１５：３０（１０回）

お 知 ら せ ・
案内状を作ろう

２，４００円２０人
７月３日～９月１１日の水曜日
１０：００～１２：００（１０回）

エ ク セ ル を
始 め よ う

２，４００円２０人
７月３日～９月１１日の水曜日
１３：３０～１５：３０（１０回）

はがき、ポスター、チラシ、
トーナメント表などを作ろう

３，５００円２０人
７月４日～９月１２日の木曜日
１０：００～１２：００（１０回）

エクセル基礎

２，５００円２０人
７月４日～９月１２日の木曜日
１３：３０～１５：３０（１０回）

初心者のエクセル

６，０００円２４人
６月３日～１２月２日の月曜日
１０：００～１３：００（６回）

すぐに役立つ
家 庭 料 理

６，０００円２４人
６月２０日～１２月１９日の木曜日
１０：００～１３：００（６回）

楽しい男の料理

尾西南部生涯学習センター会場 １０２３６９２ ＩＤ 

尾西生涯学習センター会場 １０２３６８７ ＩＤ 

受講生を募集

生涯学習講座
対　象／市内在住・在勤・在学の１５歳以上の方（中学生を除く。

講座名の＊は６０歳以上の方に限る)

申し込み／４月６日（土）～１５日（月）の午前９時～午後４時３０分に直接

各会場（定員を超えた場合は４月２２日（月）の午前１０時から公開抽選。

結果はハガキで通知。英会話・パソコンは各会場１人１講座だけ） 
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いちい信金スポーツセンター（県一宮総合運動場）　（７７）０５００

申し込み参加料対　象会　場開催日スポーツ

４月１日（月）から
いちい信金スポーツセンター
（先着２４組）

１組３，０００円
１８歳以上で初級・初心
者の女性（学生、大会優
勝経験者を除く）

い ち い 信 金
ス ポ ー ツ
セ ン タ ー

５月１４日（火）
レディースビギナー
テ ニ ス（ ダ ブ ル ス ）

スポーツ協会（スポーツ課内）　（８５）７０７８

開催時間・種目・予備日など、詳しくは、お尋ねください。 ＊市内在住・在勤・在学の方

申し込み参加料　対　象＊会　場開催日スポーツ

４月４日（木）の午後７時に参加
料・メンバー表を持参の上、尾西
スポーツセンター（代表者会議
を開催）

１種目２，０００円
（年間登録料１
チーム５，０００円
が必要）

高校生以上で構成する
チーム

総 合 体 育 館
いちい信金アリーナＢ

４月１４日（日）９ 人 制
バ レ ー
ボ ー ル 総 合 体 育 館

ＤＩＡＤＯＲＡアリーナ
５月１２日（日）６ 人 制

４月１８日（木）までに都竹
（（４４）０４９５）

実費
銃砲所持・火薬譲受許
可を持つ方

県総合射撃場４月２５日（木）ライフル

射 撃
開催日の午前８時３０分に直接会
場

１種目３，０００円
岐 阜 県
揖斐教習射撃場

４月２８日（日）ク レ ー

５月１５日（水）までに申込用紙を
岩田（０９０（７６７１）８７３３）
申込用紙はソフトボール協会ウ
ェブサイトからダウンロード可

６，０００円－奥 町 公 園
６月２日（日）
・９日（日）

女 子 ソ フ ト ボ ー ル

４月２５日（木）までに参加料を持
参の上、牧（（７２）５６１５）

１人１，０００円
昭和３４年（女性は３９年）
１２月３１日以前生まれ

市 テ ニ ス 場

５月１０日（金）
スーパーシニアオープン
テ ニ ス（ ダ ブ ル ス ）

６月６日（木）までに参加料を持
参の上、本庁舎スポーツ協会

１組２，０００円高校生以上６月２３日（日）
テ ニ ス
（ ダ ブ ル ス ）

４月８日（月）～１３日（土）の午前８
時３０分～１１時に参加者が参加料
を持参の上、東加賀野井パーク
ゴルフ場管理棟（１０日（水）を除く。
先着１４０人）

５００円
－

（学生を除く）
東 加 賀 野 井
パークゴルフ場

５月１８日（土）パ ー ク ゴ ル フ

スポーツ大会スポーツ大スポーツ大会会

相

談

そ
の
他

申込日時受講料定員対　象日　時教室名

４月５日（金）～７日（日）
９：００～１０：００

４，０００円４０人高校生以上
５月１０日～７月１２日の金曜日　
１３：００～１５：００（１０回）

卓　　　 球 ５，５００円４０人小学４年生以上
５月１４日～７月５日の火・金曜日　
１９：００～２１：００（１６回）＊

３，５００円４０人小学３～６年生
５月１１日～７月１３日の土曜日　
１７：００～１９：００（１０回）

４月３日（水）・１０日（水）
９：００～１０：００

３，５００円※４０人高校生以上の女性
５月８日～７月１０日の水曜日　
９：００～１１：００（１０回）

バドミントン
４月５日（金）・１２日（金）
９：００～１０：００

４，０００円※４０人小学４年生以上
５月１０日～７月１２日の金曜日　
１９：００～２１：００（１０回）

４月１６日（火）・２３日（火）
９：００～１０：００

５，０００円※４０人高校生以上
５月２１日～７月３０日の火曜日　
９：００～１１：００（１０回）

ソフトテニス
４月１０日（水）・１１日（木）
１９：３０～２０：３０

５，０００円※３０人中学・高校生
５月１６日～７月１８日の木曜日　
１９：００～２１：００（１０回）

４月５日～２６日の金曜日
１９：００～２０：３０

４，０００円※４０人小学生以上
５月１０日～７月１２日の金曜日
１９：００～２１：００（１０回）

柔　　　 道

日時の＊は週１回の参加可（受講料は３，５００円）。受講料の※は申込時に受講料が必要

スポーツ協会（スポーツ課内）　（８５）７０７８

対　象／市内在住・在勤・在学の方

申し込み／下表の申込日時に尾西スポーツセンター（先着）

尾西スポーツセンター

スポーツ教スポーツ教室室スポーツ教スポーツ教室室
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情報ＢＯＸ ※料金の記載がないものは無料。申し込みの記載がないものは当日直接会場

日　時／①５月８日～６月２６日の水

曜日②５月９日～６月２７日の木曜日　

午後１時３０分～３時（各８回）

会　場／①尾西スポーツセンター②

総合体育館いちい信金アリーナＢ

対　象／市内在住・在勤の方

定　員／各８０人（先着）

申し込み／４月４日（木）から電話で保

険年金課

※秋の教室は受講できません。

問い合わせ／保険年金課　（２８）８６６９

日　時／５月１５日～８月７日の水曜

日　①午後１時３０分～２時３０分②３

時～４時（各１２回）

会　場／スポーツ文化センター

対　象／市内在住の６５歳以上の方

（介護認定を受けている方を除く）、

ふれあい・いきいきサロンやおでか

け広場の運営者

内　容／認知症予防として、計算や

会話など頭を使いながら体操をする

定　員／各３０人（抽選）

申し込み／４月４日（木）～１８日（木）に電

話で高年福祉課

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

日　時／４月２７日（土）　午後１時～

４時

会　場／木曽川消防署

対　象／市内在住・在勤・在学の中

学生以上の方

定　員／３０人（先着）

申し込み／４月１日（月）～１５日（月）に電

話で一宮消防署（１０人以上の団体は

随時開催）

問い合わせ／一宮消防署　（７２）１１０３

　スポーツ協会では、

予選や選考会などを

突破し全国大会に出

場、または日本代表

として国際大会に出

場する選手・監督に、

激励金を支給します。

壮行費から激励金を

支給する新しい制度

になりましたので、支給対象など詳

しくは、お尋ねください。申請書は

スポーツ協会ウェブサイトからダウ

ンロードできます。

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）（８５）７０７８

日　時／５月６日～６月７日の月・

水・金曜日　午後７時～８時３０分（１５

回）

会　場／大宮公園弓道場

対　象／市内在住・在勤・在学の１８

歳以上

定　員／２０人（先着）

受講料／３，０００円

申し込み／４月１日（月）～２６日（金）の午

後７時～９時に受講料を持参の上、

大宮公園弓道場（日曜日を除く）

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　 （８５）７０７８

日　時／５月２５日（土）　午前１０時～

正午

会　場／いちい信金スポーツセンタ

ー（県一宮総合運動場）

対　象／小学生と、中学生以上の家

族または保護者（２人１組）

定　員／１８組（抽選）

申し込み／４月１５日（月）～５月６日（休）

に申込書を郵送・ファクス（申込書

は愛知県教育・スポーツ振興財団ウ

ェブサイトからダウンロード可）。ま

たは電子申請

問い合わせ／愛知県教育・スポーツ振興

財団　０５２（２４１）９１０１

日　時／４月２７日（土）・２８日（日）　午

前１０時～午後４時（２８日は３時まで）

会　場／浅野公園

内　容／写真撮影会（２７日の午前１０

時３０分～正午、モデルは２０１８ミス七

夕・ミス織物２人）、園児鼓笛隊（２７

日）、ご当地アイドルショー・ちび

っ子のど自慢（２８日）、児童・園児

の作品展、バザーほか

問い合わせ／観光協会（商工観光課内）　

（２８）９１３１

日　時／５月２５日（土）　午前８時～

午後６時

行き先／ハーモ美術館（長野県諏訪

郡下諏訪町）ほか

対　象／美術館友の会会員（事前に

入会手続きが必要）

定　員／４０人（抽選）

参加料／６，０００円（入館料・昼食代を

含む）

申し込み／４月３０日（休）（必着）までに

電話、または住所・氏名・年齢・電

話番号を記入し「友の会バスツアー」

と明記の上、ハガキ・ファクス・電

子メール（〒４９４－０００７　小信中島字

郷南３１４７－１　三岸節子記念美術館、

（６３）２８９３、migishi@city.ichinomi　

ya.lg.jp ）

問い合わせ／三岸節子記念美術館　

（６３）２８９２

春の健康体操教室
   １００４８６４ ＩＤ 

美術館友の会バスツアー

学芸員と
美術館を巡ろう ！

   １０２８３７７ ＩＤ 

頭と体の体操教室
   １０１４０５７ ＩＤ 

普通救命講習
   １０００４９９ ＩＤ 

スポーツ

全国大会などに出場する方へ

激励金を支給

催しもの

初心者弓道教室

家族そろって
スナッグゴルフ体験

一宮つつじ祭
   １０２８２６６ ＩＤ 

相

談

そ
の
他
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日　時／４月２１日（日）　午前１０時～

午後５時

会　場／スポーツ文化センター

対　象／市内在住・在勤・在学の方

定　員／１２０人（先着）

参加料／１，０００円（昼食代を含む。小

中学生・女性は５００円）

申し込み／当日午前９時３０分から直接

会場

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時／４月１６日（火）　午前１０時～

正午

会　場／市民病院

内　容／講演「患者と医者と緩和と

心理」、患者・家族の交流

問い合わせ／市民病院がん相談支援セン

ター　（７１）１９１１

日　時／５月９日（木）　午後１時３０

分～３時３０分

会　場／   －ビル２階大会議室

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

日　時／４月７日（日）　午前６時～

９時（雨天決行）

会　場／総合卸売市場

内　容／新鮮野

菜・果物・花き

・鮮魚・精肉・

総合食料品・日

用雑貨品などの

即売、豚汁の振

る舞い（午前６時３０分、７００食限定）

※購入者に、日曜新鮮市抽選会（５

月５日（祝））の抽選券を配布

問い合わせ／一宮地方総合卸売市場　

（４４）１１１９

日　時／４月１６日（火）・１７日（水）　午

前１０時～午後７時

会　場／名鉄百貨店一宮店正面玄関

前

内　容／市内の福祉作業所の紹介、

お菓子など自主製品の販売

問い合わせ／障害者自立支援協議会（福

祉課内）　 （２８）８６１９

日　時／４月１４日（日）　午前１０時～

正午

会　場／１３８タワーパーク

内　容／「植物ってなんだろう？」

をテーマにした自然観察会

定　員／２０人（先着）

参加料／１００円（教材費）

申し込み／電話で１３８タワーパーク

問い合わせ／国営木曽三川公園１３８タワ

ーパーク　（５１）７１０５

福祉マルシェ
 ｉ ・愛・ 逢 マーケット

あい

   １０２７９３０ ＩＤ 

認知症介護家族のための
交流会　～ききょうの会～
   １０１６０９６ ＩＤ 

記念行事

市民囲碁大会
   １０２８３３０ ＩＤ 

日曜新鮮市

がん患者サロン会・
勉強会

もくパラ自然 楽  講 
がっ こう

相

談

そ
の
他

刺読み聞かせ
４月２７日（土）の午前１１時、午後２時・３時、

２８日（日）の午前１０時

刺紙しばい
４月２８日（日）の午前１１時、午後３時

刺ストーリーテリング
４月２８日（日）の午後２時（４歳以下は保護者同伴）、

２９日（祝）の午前１１時・午後３時（５歳以上）

刺工作教室
４月２７日（土）の午前１０時

刺ＤＶＤアニメ上映会
４月２９日（祝）の午後１時

１０２８２７４ ＩＤ 中央図書館　（７２）２３４３

刺ストーリーテリングの会
４月２７日（土）の午前１１時（５歳以上）

刺子どもアニメ上映会
４月２９日（祝）の午後２時３０分

刺春のおはなし会
５月１２日（日）の午後２時

尾西図書館　（６２）８１９１ １０２８０８６ ＩＤ 

刺おはなしひろば
４月２０日（土）の午前１１時

刺おはなし会
４月２８日（日）の午後２時

刺読み聞かせ会
４月２７日（土）・５月４日（祝）の午前１１時

玉堂記念木曽川図書館　（８４）２３４６ １０２８４３６ ＩＤ 

刺みんなでおはなし会
４月２０日（土）・２１日（日）の午前１０時３０分、

午後１時３０分・３時

子ども文化広場図書館　（２５）１３５０ １０２８２８１ ＩＤ 

４月２３日～５月１２日は

 こども読書週間

←市公式ウ ェブサイ トはこ ち ら　 情報ＢＯＸ

４．２３
子ども読書の子ども読書の日日



対　象／市内在住・在学の小学４年

生～中学生

活動内容／見学会や体験・学習講座へ

の参加、歴史民俗資料館の活動の手

伝いほか（年５回程度。旅費・材料

費・入館料など実費が必要）

募集人数／３人（抽選）

申し込み／４月２６日（金）（必着）までに

郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・

保護者名・学校名・学年・電話番号

を記入し「たびぞうクラブ入会希望」

と明記の上、ハガキ（〒４９４－０００６　

起字下町２１１　歴史民俗資料館）

問い合わせ／尾西歴史民俗資料館　

（６２）９７１１

種　類／一般幹部候補生

応募資格／平成６年４月２日～１０年４

月１日生まれの方

申し込み／５月１日（祝）までに自衛隊

一宮地域事務所

問い合わせ／自衛隊一宮地域事務所　

（７３）７５２２

　３９歳以下の方と家族を対象に、さ

まざまな生活上の悩みについて、相

談員がお話を聴き、解決への糸口を

一緒に探します（２５㌻参照）。

日　時／火～土曜日　午前９時～午

後５時（祝休日などを除く）

相談電話／（８４）０００３

問い合わせ／青少年センター　（８４）

００１７

　毎年４月２日～８日は「発達障害

啓発週間」、４月２日は「世界自閉

症啓発デー」です。自閉症などの発

達障害を正しく理解し、発達障害の

方も暮らしやすい社会にしていきま

しょう。

　子どもの発達が気になる方は「い

ずみ学園（（７８）３１１１）」「療育サポー

トプラザ　チャイブ（（６４）６３６２）」に

ご相談ください（４０㌻参照）。

日　時／月～金曜日　午前９時～午

後４時（祝休日を除く）

問い合わせ／福祉課　（２８）８６１９

　子どもの発達や養育でお悩みの方

は、ご相談ください。疑問や不安に

ついて一緒に考えていきます。

日　時／月～金曜日　午後１時～４

時

申し込み／月～金曜日の午前９時～午

後５時に電話でいなざわ特別支援学

校（祝休日を除く）

問い合わせ／県立いなざわ特別支援学校　

０５８７（３５）２００５

　見え方に心配のある子どもの生活

や学習でお悩みの方は、ご相談くだ

さい。また社会人で、見え方が気に

なる方の相談も行っています。

申し込み／月～金曜日の午前９時～午

後４時３０分に電話で名古屋盲学校

（祝休日を除く）

問い合わせ／県立名古屋盲学校　０５２

（７１１）０００９

日　時／隔週土曜日の３０分間（月２

回）

会　場／尾西図書館・向山公民館

対　象／市内在住で小学校特別支援

学級または特別支援学校小学部に在

学し、言語訓練を必要とする方

内　容／言語聴覚士による訓練

申し込み／本庁舎学校教育課

問い合わせ／学校教育課　（８５）７０７３

　２０１９年度に開催する生涯学習関連

の講座・教室・展覧会などをまとめ

た情報誌を、４月１日（月）から市役所

本庁舎、尾西・木曽川庁舎、出張所

などの市の施設で配布します。

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

　生後９１日以上の犬を飼っている方

は、生涯１回の登録と毎年１回の狂

犬病予防注射を受けさせることが義

務付けられています。集合による狂

犬病予防注射と犬の登録（未登録犬）

を行います。日程など詳しくは、お

尋ねください。

　また飼い主の不注意により迷い犬

にならないように、犬に適した係留

器具を、点検してから使用するよう

にしましょう。

問い合わせ／中保健センター　（７２）

１１２１
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たびぞうクラブ
クラブ員を募集
   １０１８４１９ ＩＤ 

募　集

自衛官を募集

相　談

子ども・若者
総合相談窓口のご利用を
   １００１３５１ ＩＤ 

そ　の　他
子どもの療育相談の
ご利用を
   １０２８２６３ ＩＤ 

見えない、見えにくい
子どもの教育相談

子どもの養育で悩む方へ

ふれあい相談のご利用を

小学生を対象とした
言語訓練
   １０２８４０３ ＩＤ 

飼い犬には必ず
狂犬病予防注射と登録を
   １００２００６ ＩＤ 

「生涯学習情報」を
無料配布
   １００５７０９ ＩＤ 

そ
の
他
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　営業行為（取引・証明）に用いる

はかりは「取引・証明用のはかり」

を使用し、計量法による定期検査を

２年に１回受けなければなりません。

　新たに開業した事業所や、検査を

受けていない事業所は、お申し出く

ださい。宅配便の取次店や調剤薬局

なども対象です。

問い合わせ／商工観光課　（２８）９１４８

　内容は「トレビーゾ市パッチワー

ク展出展作品事前展示会」や「イタ

リア野菜たっぷりモーニング」の紹

介などです。取材・編集は、ボラン

ティアが担当し、写真を多く使い読

みやすくしました。

　市役所本庁舎、尾西・木曽川庁舎、

出張所、市立図書館などの市の施設

で無料配布しています。

問い合わせ／国際交流協会（生涯学習課

内）　 （８５）７０７６

日　時／①５月８日（水）・９日（木）②

２９日（水）・３０日（木）③６月１２日（水）・１３

日（木）　午前１０時～午後４時３０分

会　場／尾西消防署

対　象／市内在住・在勤で、次のい

ずれかの事業所に勤務・管理してい

る方

▽３０人以上収容の公民館・集会場・

飲食店・店舗・病院など

▽５０人以上収容の共同住宅・学校・

工場など

▽火災時に自力で避難することが著

しく困難な方が入所する１０人以上

収容の社会福祉施設

定　員／各７０人（先着）

受講料／各３，７００円（教材費）

申し込み／４月５日（金）の午前９時

３０分から①は４月２６日（金）②③は５

月２４日（金）までに電子申請、または申

込書を消防本部（土・日曜日、祝休

日を除く）

問い合わせ／消防本部予防課　（７２）

１２４３

　行楽シーズンは、出掛ける機会が

増えます。出掛ける前には、ガスの

元栓を閉めたり、たばこの吸い殻の

火を確実に消したりするなど、火の

元をチェックしましょう。また家の

周りに新聞や段ボールを放置しない

など住宅防火に努めましょう。

　旅行先で宿泊する場合は、避難口

の位置や避難経路、緊急時の連絡先

としてフロントの電話番号を確認し

ましょう。

　店舗などで火災となった場合は、

従業員や非常放送の指示に従い、エ

レベーターは使用せず、慌てずに避

難してください。

問い合わせ／消防本部予防課　（７２）

１２８０

　マンションなどの建物では、水道

水を受水槽にいったん貯めてから供

給しています。受水槽の管理を怠る

と、藻や微生物などが発生すること

があります。専門業者による清掃を

年１回以上行い、清潔な状態を保ち

ましょう。

問い合わせ／環境保全課　（４５）７１８５
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甲種防火管理新規講習会
   １０００５６７　申込書ダウンロード可 ＩＤ 

国際交流協会ニュース
「かけはし」第８１号を配布
   １０１２１６９ ＩＤ 

営業用の「はかり」は
２年に１回定期検査を
   １０１３３３１ ＩＤ 

行楽シーズンの
火災事故をなくそう
   １０００５１６ ＩＤ 

マンションなどの
受水槽は清潔に
   １００２１３３ ＩＤ 

ゴールデンウイークの

ごみ収集・持ち込みは

９㌻をご覧ください。

４月の音声広報
知っトク ！ 　いちのみや

ＦＭいちのみや　７６．５Ｍ

▽放送時間は７：３０・１２：３０・１７：３０

▽市ウェブサイトでも聴くことができ

ます。

４
Ⅰ　ＬＯＶＥ　いちのみや

ＩＣＣ　地デジ１２ch

▽放映時間は７：４５・９：４５・１２：４５・

１６：４５・１９：４５・２２：４５

▽ＤＶＤは市立図書館で５月から貸し

出し

▽動画サイト（ユーチューブ）の市公式

チャンネルでも見ることができます。

月の映像広報

そ
の
他

環境センター　（４５）７００４

（　）内は前年同月

１人１日総　量

７５５（７６１）

▲６ｇ

９，０２０ｔ（９，１０２ｔ）

▲８２ｔ

市内のごみの量（１月分）

いちのみや応援基金へ

１７件

社会福祉協議会へ　

ヤマコ納骨堂協会、ピアゴ大和

店、森靖夫、エス・ビー建材、

古金町１丁目町内会、匿名１件

福祉関係へ

浅野史蹟顕彰会

環境関係へ

ヤマナカ

教育関係へ　

木 毛織

（２月分まで・敬称略）

ご寄付
ありがとうございました

情報ＢＯＸ～いつでもどこでも「広報一宮」を～　無料アプリで配信中
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エコハウス１３８　（４７）７１３８環境学習講座・プール講習会

スポーツ文化センター　（２４）１８８１スポーツ・文化教室

申し込み／受講料などを持参の上、スポーツ文化センター（１
人１人分。抽選）

申込日時受講料日　時教室名

４月２日（火）
１０：３０

６００円
４月１６日（火）
９：３０

簡単かぎ編み体験

４月４日（木）
９：３０

５００円
４月１８日（木）
１３：３０

ｉＰｈｏｎｅ体 験

４月６日（土）
９：３０

１，０００円
４月２１日（日）
１３：３０

おやこｃｏｏｋｉｎｇ
（小学生以上の方と保護者）

４月９日（火）
１０：３０

２，４００円
４月２３日からの火
曜日　９：３０（４回）

韓 国 料 理

４月２７日（土）
１０：３０

３，６００円
５月１８日からの土
曜日　１０：３０（７回）

キッズスポーツ
（小学１～３年生）

４月２７日（土）
９：３０

３，６００円
５月１８日からの土
曜日　９：１５（７回）

幼 児 体 操
（ 年 中・年 長 ）

教材費も必要な教室あり。詳しくはウェブサイトなどで確認
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淡水アクアリウム教室
日　時／５月６日（休）　午後１時３０分～３時
対　象／年中以上の方
定　員／２０人（先着。小学２年生以下は保護者同伴）
受講料／１，０００円

申し込み／４月１日（月）の午前１０時からエコハウス１３８

対　象／１８歳以上の健康な方
定　員／各１５人（先着）
受講料／各４００円

申し込み／当日３０分前からエコハウス１３８

日　時プール講習会名

４月５・１２・１９・２６日（金）　１３：００スイムワンポイントレッスン

４月８・１５・２２日（月）　１４：００
水 中 ウ オ ー キ ン グ

４月１０・２４日（水）　１３：００

４月１０・２４日（水）　１４：００か ん た ん ア ク ア ビ ク ス

びおっこ自然観察会
日　時／４月１４日～１１月１７日の原則日曜日　午前１０時～１１時
３０分（１０回）
申し込み／各開催日時にエコハウス１３８
※開催日などの詳細は問い合わせ。小学２年生以下は保護者
同伴

２０２０年１月４日（土）～２月１４日（金）は、
舞台設備工事のため、講堂（大ホール）の利用不可

文化教室（４月開始分）
対　象／２０歳以上の方
内　容／石田流生け花、パッチワーク、フラダンス、池坊生
け花、アートフラワー、ベーシックヨガ、手編み、陶芸、ヒ
ーリングヨガ、ハタヨガ、茶道（表千家・裏千家）、書道、水
彩画、健康太極拳、韓国語、水墨画、バレトン、デジカメ入門、
骨盤エクササイズ、リラックスヨガ、大正琴、英語の勉強室、
英語会話、エクセル、ワード

申し込み／４月７日（日）の午前９時３０分に受講料を持参の上、地
域文化広場（抽選）。開催日時・受講料など詳しくは、募集
チラシで確認

目試しの星、おおぐま座の二重星を探してみよう ！

～かに座のプレセペ星団、おおぐま座のミザール(二重星)～
日　時／①４月２６日（金）②２７日（土）　午後７時３０分～８時４５分
（雨天中止）
定　員／各８０人（先着。中学生以下は保護者同伴）
申し込み／４月１６日（火）の午前１０時から電話で地域文化広場

一宮地域文化広場　（５１）２１８０天体観望会

一宮市民会館　（７１）２０２１自主文化事業 　－ビル　（２８）９１５３文化教室

デザイナーズフェス
日　時／４月２０日（土）　午前１０時３０分～午後４時
内　容／さまざまなジャンルのデザイナー・ハンドメイド作
家によるオリジナル作品の展示・販売

楽しいガーデニング教室
日　時／５月１２日（日）　午前１０時～正午
定　員／１０人（先着。小学２年生以下は保護者同伴）
受講料／１，５００円
申し込み／４月１日（月）の午前９時から電話で　－ビル

昼のコンサートＶｏｌ．１１　～名古屋芸大プレゼンツ～
日　時／４月２０日（土）　正午
会　場／尾西市民会館
出　演／アンサンブルアルク（木管五重奏）
入場料／５００円（全席自由）。未就学児は入場不可
前売り／一宮・尾西市民会館（（６２）８２２２）、木曽川文化会
館（（８６）７５８１）などで販売中

うたごえ喫茶～四季の歌：はるの歌
日　時／５月１８日（土）　午前１０時３０分
会　場／尾西市民会館
定　員／１５０人（先着）
入場料／１，２００円（全席自由。飲み物・菓子付き）。未就学児
は入場不可
前売り／一宮・尾西市民会館、木曽川文化会館などで販売中

ワンコインクラシック　オン・ステージＶｏｌ．１０
日　時／６月２日（日）　午後１時３０分
会　場／一宮市民会館
定　員／１８０人（先着）
出　演／日下部任良さん（サクソフォン奏者）、髙橋早紀子
さん（ピアノ奏者）
入場料／５００円（全席自由）。未就学児は入場不可
前売り／一宮・尾西市民会館、木曽川文化会館などで販売中

大野極楽寺公園管理棟　（５１）３０１５緑化教室

アイプラザ一宮　（７７）６６１２自主文化事業

コミュニケーション英会話（①初級②中級）
日　時／５月１０日～７月１２日の金曜日
①午前１０時～１１時１０分②１１時２０分～午後０時３０分（各１０回）
定　員／各１５人（先着）
受講料／各８，０００円

申し込み／４月２０日（土）の午前１０時から電話でアイプラザ一宮

こどもの日ワークショップ
「折り紙でこいのぼりを作ろう」
日　時／４月２７日（土）　①午後１時②３時
定　員／各２０人（先着。小学生以下は保護者同伴）
申し込み／４月１０日（水）の午前１０時から電話でアイプラザ一宮

教材費日　時教室名

各４，０００円
４月２０日（土）
１０：００～１２：００・１３：３０～１５：３０

手 作 り 大 好 き ！
鳥かご風の寄せ植えを作ろう

①

各１００円
（保険料）

４月２８日（日）
１０：００～１２：００・１３：３０～１５：３０

昆 虫 調 査 隊 ・ 春
（小学生以下と保護者）
②

1人各１００円
（保険料）

５月２６日（日）、６月２・
９日（日）　１０：３０～１１：３０

竹 林 管 理 体 験
～ た け の こ 除 去 ～

③
　

小学生以下は保護者同伴。①の対象は小学生以上の方

定　員／①各１５人②各５０人（先着）③各１０組（抽選）
申し込み／①②は４月３日（水）の午前１０時から電話で大野極楽
寺公園管理棟（０８０（９１１０）３０１５）、③は５月３日（祝）（必着）ま
でに、往信裏面に「竹林管理体験」と明記し、住所・代表者
氏名・電話番号・希望日（１日）・人数（４人まで）を、返信
表面に住所・氏名を記入の上、往復ハガキ（〒４９１－０１４３　
浅井町大野字小屋裏１４００　大野極楽寺公園管理棟）
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▼申し込み／事前に担当と日時などを調整し、開催日の１４

日前までに担当へ申込用紙を提出。講座メニューと申込

用紙は、本庁舎生涯学習課（（８５）７０７４）・出張所などで

配布。希望日時に沿えない場合もあります。

　市民の皆さんのご希望に応じて、市の職員などが出

向き、お話しします。受講は無料です。

▼開講時間／原則午前９時～午後９時の２時間以内

▼開講場所／申込者が準備する市内の会場

▼対　　象／市内在住・在勤・在学の１０人以上のグループ

担　当講座名

市政・くらし

広報課　（２８）８９５１
市からのお知らせナイスキャッチ！１

行政相談をご利用ください２

政策課　（２８）８９５２
一宮市のグランドデザイン
～「総合計画」ってなーに？～

３

中核市移行推進課　（８５）７００３「中核市」ってなーに？４

財政課　（２８）８９６０いちのみやのおサイフ事情は？５

市民税課　（２８）８９６３市民税おもしろ 税・身になーる 
ゼミナール

６

資産税課　（２８）８９６７
ご存じですか、
土地と建物の固定資産税

７

行政課　（２８）８９５６市役所ってどんなとこ？８

選挙管理委員会事務局
（２８）８９５８

あなたの大切な１票を無駄にしない
ために！～投票制度について学ぶ～

９

建築指導課　（２８）８６４５家づくりに役立つ建物の法律１０

議事調査課　（２８）９１３９市議会とは？１１

まちづくり

政策課　（２８）８９５２

「男女共同参画」ってなーに？１２

「トカイナカ」のまちづくり～まち・ひ
と・しごと創生総合戦略のはなし～

１３

みんなでやろまい　まちづくり１４

市民活動支援センター
（２３）８８８３

市民活動を応援しませんか?
～市民が選ぶ市民活動支援制度～

１５

市民協働課　（２８）８９５４地域づくり協議会とは１６

都市計画課　（２８）８６３２一宮の都市計画１７

都市計画課　（２８）８９８１再開発によるまちづくり１８

公園緑地課　（２８）８６３５
庭からはじめる緑豊かな街づくり
（緑化推進事業補助金制度と市民
参加の森づくり）

１９

公園緑地課　（２８）８６３６ホタルも生息できる環境づくり２０

公園緑地課　（２８）８６３４一宮市の都市公園２１

健康・福祉

保険年金課　（２８）９０１１国保のはなし２２

保険年金課　（２８）９０１３医療費受給者証のはなし２３

保険年金課　（２８）８９８５後期高齢者医療制度のはなし２４

中保健センター　（７２）１１２１
第２次健康日本２１いちのみや計画
～みんなでつくる健幸のまちいちのみや～

２５

介護保険課　（２８）９０１８知って安心、介護保険２６

高年福祉課　（２８）９１５１

高齢者福祉と介護予防２７

認知症になっても安心して暮らせるま
ちづくり（認知症サポーター養成講座）

２８

市民病院管理課　（７１）１９１１

「そのもの忘れは大丈夫？」
～始めよう認知症対策～

２９

知っておきたい、
心臓に負担をかけない生活

３０

おいしく食べる秘密３１

突然やってくる脳卒中
～あなたと家族を守るために～

３２

冬場の感染症から身を守るためには３３

がんと言われたときから始まる
緩和ケア～最新情報～

３４

公園緑地課　（２８）８６３６つかってみよう！健康遊具３５

社会福祉協議会　（８５）７０２４

社会福祉協議会ってどんなとこ？３６

ふくし体験講座３７

いつでも！どこでも！だれでも！
ボランティア活動の魅力

３８

シルバー人材センター
（７１）０１０５

ご存じですか？地域社会に貢献
するシルバー人材センター

３９

６０歳以上の方、シルバー人材セ
ンターに入会しませんか？

４０

担　当講座名

子育て・教育

中央子育て支援センター　（８５）７０２６
丹陽子育て支援センター　（２８）９１４６
千秋子育て支援センター　（２８）９７７１
東五城子育て支援センター　（８５）９３３９
黒田北子育て支援センター　（２８）９７６９
里小牧子育て支援センター　（２８）９７７０

親子でふれあって
あ・そ・ぼ！

４１

笑顔がつながる
子育て支援センター 

４２

ファミリー・サポー
トって？産後ヘルプ
って？（利用者編）

４３

子育てのお手伝いがし
たい！ファミリー・サ
ポートって？産後ヘル
プって？（援助者編）

４４

保育課　（２８）９０２５「食育」ってなあに？４５

学校教育課　（８５）７０７３
学校を応援するひとのための
「学校がよくわかる講座」

４６

青少年育成課　（８４）００１７
ひとりで悩まないで～青少年が抱
えるさまざまな悩みについて～

４７

文化・スポーツ

生涯学習課　（８５）７０７６水と芸術のまち、友好都市トレビーゾ４８

スポーツ課　（８５）７０７８ニュースポーツのおはなし４９

博物館　（４６）３２１５
いちのみやの歴史５０

川合玉堂の作品と生涯５１

尾西歴史民俗資料館　（６２）９７１１
美濃路みちおこし
プロジェクト

５２

三岸節子記念美術館　（６３）２８９２三岸節子の作品と生涯５３

ファッションデザインセンター
（４６）１３６１

知ってるようで知らない
　「せんい」のはなし

５４

中央図書館　（７２）２３４３
尾西図書館　（６２）８１９１
玉堂記念木曽川図書館　（８４）２３４６
子ども文化広場図書館　（２５）１３５０

図書館の
上手な使い方

５５

安全・安心

市民協働課　（２８）８６７１
「自主防犯」してますか？５６

交通事故に遭わないために５７

福祉課　（２８）９０１５災害時要援護者支援制度のはなし５８

危機管理課　（２８）８９５９

チェックしながら、家庭で防災
～防災ハンドブックの活用方法について～

５９

地震への備え（自助・共助・公助）６０

住宅政策課　（８５）７０１０わが家の耐震診断６１

一宮消防署　（７２）１１０３
あなたが家族の救命士「普通救命講習」６２

あなたが市民の救命士「上級救命講習」６３

一宮消防署　（７２）１４０５
一般救急講習６４

消火器取り扱い指導６５

消防本部予防課　（７２）１２８０防火教室「火災！そのときどうする」６６

商工観光課　（２８）９１４８
あなたのまわりに潜む危険なわな！
～消費者被害に遭わないために～

６７

環境

環境保全課　（４５）７１８５
温暖化から地球を守ろう！
～エコアクション一宮～ 

６８

清掃対策課　（４５）７００４
環境センター見学～ごみの減量・
分別について考えましょう～＊

６９

ごみ出しルールを守りましょう７０

経営総務課　（２８）８６２０下水道使用料のはなし７１

営業課　（８５）７０９４下水道に接続して快適なくらしを７２

計画調整課　（２８）８６２３一宮の下水道計画７３

浄化課　（４５）４４２３
合併処理浄化槽に換えてみませんか！
～そのメリットと補助金制度について～ 

７４

施設保全課　（７３）５４８６浄化センターのしくみ＊７５
 ＊６９・７５は、各施設が会場

ごごごごごごごごごご利利利利利利利利利利ご利用用用用用用用用用用用くくくくくくくくくくくだだだだだだだだだだだささささささささささいいいいいいいいいいさい！！！！！！！！！！！ 　いいいいいいいいいいいちちちちちちちちちちちのののののののののののみみみみみみみみみみみややややややややややや出出出出出出出出出出出前前前前前前前前前前前一一一一一一一一一一一聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴
１０１２３０９ ＩＤ 申込用紙ダウンロード可
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　樹齢３００年以上といわれる「竹鼻別院のフジ」の見頃

に合わせて開催。竹鼻まつりでは、豪華 絢  爛 な１３
けん らん

 輌 の
りょう

山車が竹鼻のまちなかを練り歩きます。

期　間／４月２０日（土）～５月５日（祝）

※竹鼻まつりは５月３日（祝）に開催（雨天時は４日（祝））

会　場／竹鼻別院・八劔神社・竹鼻商店街周辺

問い合わせ／羽島市商工観光課　０５８（３９２）１１１１

美濃竹鼻まつり・ふじまつり羽島市

　植木生産者が市価より２割程度安い価格で、植木や

苗木の即売を行います。

日　時／４月２０日（土）～２９日（祝）　午前９時３０分～午後

５時（雨天中止）　 　会　場／国府宮参道ほか

内　容／植木・苗木等引換券配布（２０日（土）の午前１０時

３０分、先着４００人）、植木セリ市（２２日（月）・２６日（金）の

午後２時）

問い合わせ／稲沢市農務課　０５８７（３２）１３５２

いなざわ植木まつり稲沢市

ナップス
まちかど

　尾州産地の素材力を発信する「総合展『ＴＨＥ　尾州』」。

女優・草刈民代さん出演のファッションショーや、尾州

産地の繊維企業出身者を中心とするジャズオーケストラ

の演奏会などを開催し、多くの来場者でにぎわいました。

総合展「ＴＨＥ　尾州」
２月２０日～２２日　総合体育館いちい信金アリーナＡほか

なりまちニュースと
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このコーナーは市民の皆さんの情報発信の場です。全市を対象にしていないものなど、掲載できない場合もあります。
６月号の締め切りは４月２２日（月）です。詳しくは、お尋ねください。 問い合わせ　広報課　（２８）８９５１

※料金の記載がないものは無料。申し込みの記載がないものは当日直接会場

歴史もグルメも体験も

一宮のんびり 参  歩 　参加者を募集
さん ぽ

真清田神社を中心とする一宮の市街地で、さまざ

まな体験ができます。詳しくは、一宮商工会議所

ウェブサイトをご確認ください。

日　時／５月２５日（土）　午前９時～午後３時

定　員／５０人（先着）　 　参加料／２，５００円　　

申し込み／一宮商工会議所・花塚　（７２）４６１１

一宮ウインドアンサンブル

定期演奏会

日　時／５月５日（祝）　午後１時３０分

会　場／アイプラザ一宮

曲　目／「たなばた」「スクーティン・オン・ハー

ドロック」「伝説の日本映画メドレー」ほか

問い合わせ／渡辺　０９０（２６８４）３５７６

日本を肌で感じたいと思ってい

る若者を、家族の一員としてホ

ームステイで受け入れてくれる

ホストファミリーを募集中。詳

しくは、お尋ねください。

期　間／①８月～２０２０年３月②

８月～２０２０年７月

問い合わせ／ＡＦＳ日本協会・三浦　

（８７）１０７７

海外留学生の

ホストファミリーを募集

鉄棒や縄跳びなどで基礎体力を

養います。無料体験もあります。

日　時／毎週金曜日　①年中・

年長＝午後４時～４時４０分②小

学１～３年生＝午後４時４５分～

５時３０分

会　場／スポーツ文化センター

会　費／月３，０００円（入会金

２，０００円・保険料８００円も必要）

申し込み／堀部　０９０（３９５１）０８８２

一宮ティニートット　スポーツクラブ

生徒を募集

３０代から６０代の方まで、エアロ

ビクスを楽しんでいます。美姿

勢のための「ひめトレ」もしてい

ます。初心者の方も大歓迎です。

日　時／毎週木曜日　午前９時

～１０時３０分

会　場／尾西スポーツセンター

会　費／月２，０００円（１回６００円）

申し込み／エアロスティッチ・平

野　０９０（８０７５）２７７８

エアロビクス（初級）

会員を募集

さわやかな風を感じながら、世

界各国のフォークダンスを楽し

みませんか。皆さんの参加をお

待ちしています。

日　時／５月３日（祝）　午後１時

３０分～４時

会　場／　－ビル３階シビック

テラス

問い合わせ／本地　０８０（３６１１）６０２９

浅井フォークダンス

オープン例会

毛布（大人用シングルサイズ、

洗濯済み）を募集し、貧困などに

苦しむアフリカの方に届けます。

日　時／５月３日（祝）～５日（祝）　

午前１０時～午後３時

会　場／１３８タワーパークの水

辺広場

問い合わせ／西尾張明るい社会づく

りの会・西垣　０９０（１７４２）８９５６

「アフリカへ毛布をおくる運動」

毛布のご提供を

約５kmと約１０kmのコースがあり

ます。

日　時／４月１４日（日）　午前９時

集合（雨天決行）

集合場所／一宮駅南高架横旧織姫

象前

問い合わせ／大志神山ウオーク実行

委員会・須原　０９０（６０８３）１８６０

（平日の午前９時～午後５時）

アンコラⅡふるさと散歩道

～大志神山のお宝見て歩き～

　電子材料や光デバイスなどの製造装置を生産する

ダイトロン中部第二工場（木曽川町門間）が、２月

２７日に竣工しました。中部第二工場は、航空機およ

び自動車関連の電子機器・部品を製造する中部第一

工場と共に、ダイトロンの基幹工場となりました。

　これらの工場の相乗効果により、新技術の開発や

新製品の創出などが期待されます。

ダイトロン中部第二工場を
市長が訪問

情 報発信地
いちのみや’ｓ
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親子でねんど

子育て支援センター

中　央　（８５）７０２６　　　丹　陽　（２８）９１４６
千　秋　（２８）９７７１　　　東五城　（８５）９３３９
黒田北　（２８）９７６９　　　里小牧　（２８）９７７０

申し込み対象会場日時催し

４月１８日（木）・１９日（金）に電話で
千秋子育て支援センター※

１歳児と親で２回とも
参加できる方（抽選２３組）

中保健センター１０：１５～１１：１５
５月２０日（月）
２７日（月）

ママといっしょでいいな
【　ＩＤ　１０２７７７５　】

当日直接会場（問い合わせは
千秋子育て支援センター）

未就園児と親
千秋
子育て支援センター

１０：００～１１：３０４月２０日（土）
パパもいっしょに遊ぼっ ！

【　ＩＤ　１０２７７７６　】

当日直接会場（問い合わせは
里小牧子育て支援センター）

未就園児と親・家族など奥町公園１０：３０～１１：００
４月２３日（火）
（雨天中止）

公園へいこ っ ！

【　ＩＤ　１０２７７７３　】

４月２４日（水）・２５日（木）に電話で
東五城子育て支援センター※

２歳児と親（抽選２０組）
東五城
子育て支援センター

１０：００～１１：３０５月２４日（金）
親子でねんど

【　ＩＤ　１０２７７７７　】

４月１７日（水）までに電話で生涯
学習課（（８５）７０７４）※

第１子の３～１１カ月の
乳児と母親で２回とも
参加できる方
（抽選各２０組、＊は１２組）

尾西庁舎
５階日本間Ａ・Ｂ＊

１０：００～１１：３０

５月８日（水）
　　２２日（水）

フレッシュママ
交流会

【　ＩＤ　１０２７９８４　】

木曽川庁舎
３階第３研修室

５月９日（木）
　　２３日（木）

子ども文化広場図書館
５月１０日（金）
　　２４日（金）

４月１７日（水）までに電話で生涯
学習課（（８５）７０７４）※
５月１３日は子どもの入場不可
（託児あり、抽選１７人）

妊婦、０歳児の親・家族
（抽選３０人）
５月１９・３０日は親子で参加

尾西庁舎
５階会議室Ａ・Ｂ、
６階大ホール

１０：００～１１：３０
５月１３日（月） 
　　１９日（日）
　　３０日（木）

赤ちゃんセミナー
【　ＩＤ　１０２８３６６　】

当日直接会場
（問い合わせは各会場）

第１子の３～１１カ月の
乳児と親

東五城子育て支援センター

１４：００～１４：４０

４月５日（金） 

あっぷっぷ
【　ＩＤ　１００１２８５　】

千秋・里小牧子育て支援センター４月９日（火） 

丹陽・黒田北子育て支援センター４月１７日（水）

親子で楽しもう親子で楽しもう ！！ 対象は全て市内在住の方。参加料は全て無料。
申し込みの※は電子申請可

　好奇心旺盛で、一つ

のことに集中できない

のが、この時期の特徴。

叱らずに付き合ってあげることは必要だよね。でも、

追いかけてまで食べさせると、それ自体が遊びにな

っちゃうから、子どもが来たら食べさせてあげると

いいと思うよ。そしてその都度「座って食べようね」

と声を掛けてあげて。その繰り返しをしながら食事

は座ってすることを教えていけるといいね。

　１歳６カ月。少し食べると、すぐに立って動

き回ります。追いかけて食べさせているけど、

それでいいの？

こっこ相談員の

アドバイス

こっこ相談こっこ相談室室

追いかけて食べさせているけど…

独りで悩まないで、相談を （その他の相談は２５）

相談電話・会場日時相談名

中保健センター
 （７２）１１２１

４月８日（月）　１３：００～１５：００

育　　児
西保健センター
 （６３）４８３３

４月１日（月）　１３：００～１５：００

北保健センター
 （８６）１６１１

４月１５日（月）　１３：００～１５：００

本庁舎２階こども家庭相談室
 （２８）９１５２

月～金曜日　８：３０～１２：００・
１３：００～１７：１５（２９・３０日を除く）

子　ど　も
悩みごと

（電話相談）
 （７３）４１９２

火～土曜日　１７：３０～２０：３０
（３０日を除く）

子ども悩みごと
夜間ダイヤル

療育サポートプラザ 
 （６４）６３６２

月～金曜日　９：００～１６：００
（２９・３０日を除く）
※在住地区により担当が分か
れます＜予約制＞。

発達の気
になる子 いずみ学園

 （７８）３１１１

▼４月の開場日時（子育ての困りごとに対応。電話相談も可）

　▽中央子育て支援センター（　－ビル５階）＝９：００～

１７：００（１・１５日を除く）

　▽その他の子育て支援センター＝月～金曜日　９：００～

１６：００（２９・３０日を除く）

いちのみや子育て支援
アプリを配信しています
（１５㌻参照）
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移動子育て支援センタ移動子育て支援センターーこっここっこ
月

移動図書移動図書館館ほたる号ほたる号

＊は４月から変＊は４月から変更更

１０：１５～１１：００
１３：３０～１４：３０
１５：００～１６：００４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４

１０日（水）９日（火）８日（月）４日（木）３日（水）２日（火）１日（月）

北方青衾社 
丹陽小学校 
浅野公園 

宮後野見神社
千秋南小学校
平島公民館 

西御堂津島神社
葉栗小学校 
西海戸公民館

大和南小学校※葉栗公民館萩原老人福祉センター奥公民館向山公民館尾西南部生涯学習センター時之島老人いこいの家

１９日（金）１８日（木）１７日（水）１６日（火）１５日（月）１２日（金）１１日（木）

東浅井浅井神社
大和西小学校
馬引公民館駐車場 

島村若栗神社
開明小学校 
本神戸酒見神社

千秋町出張所
丹陽南小学校
多加木記念館公民館

大野公民館 
千秋東小学校
浮野八幡社 

奥町出張所 
中島小学校 
於保共同出荷場

丹羽公民館 
今伊勢西小学校
奥町前並二公民館

西成公民館神山公民館今伊勢公民館木曽川公民館子ども文化広場図書館

　悪天候悪天候でで
中止する場合　中止する場合がが
あります　あります。。

２６日（金）２５日（木）２４日（水）２３日（火）２２日（月）

上段はほたる号
大和豊島台ちびっ子広場
赤見小学校 
佐千原坂手神社

萩原町出張所＊
木曽川東小学校
馬寄石刀神社 

西小島公民館
北方小学校 
光明寺愛宕神社

尾関平山住宅
朝日西小学校
樫の木文化資料館

下段はこっこ北方老人いこいの家浅井公民館開明老人いこいの家

１０：００～１５：００（※は１４：００まで）１０１２８２３ ＩＤ １０１０６３１ ＩＤ 

中央図書館　（７２）２３４３

ストーリーテリングの会

６ 日（土）１１：００、２０日（土）１５：００、２９日（祝）１１：００・１５：００

（５歳以上）、２８日（日）１４：００（４歳以下は保護者同伴）

おはなし会　読み聞かせ

６日（土）・７日（日）・１４日（日）１５：００、２１日（日）１１：００・１５：００、

２５日（木）１０：３０、２７日（土）１１：００・１４：００・１５：００、２８日（日）

１０：００

外国絵本の読み聞かせ／７日（日）１１：００

おはなし会　紙しばい／１３日（土）・２８日（日）１１：００・１５：００

おはなし会　ろうどく／２０日（土）１１：００

尾西図書館　（６２）８１９１

おはなし会／６日～２８日の土・日曜日　１４：００

親子で楽しむ会／１０日（水）１１：００（未就園児）

たのしいおはなし会　朗読／１３日（土）１１：００

尾西児童図書館　（６９）７４２９

ストーリーテリングの会／３日（水）１５：１０（５歳以上）

子どものつどい　読み聞かせ／１７日（水）１５：１０

玉堂記念木曽川図書館　（８４）２３４６

読み聞かせ会／６日（土）・２７日（土）１１：００

子どもアニメ上映会／１３日（土）１１：００

おはなし会／１４日（日）・２８日（日）１４：００

おはなしひろば／２０日（土）１１：００

映画上映会「ウィザード・バトル～氷の魔術師と炎の怪

物～（吹き替え版）」／２１日（日）１４：００

子ども文化広場図書館　（２５）１３５０

おはなしひろば／６日（土）・１３日（土）１４：００

よむりんの森のおはなし会／１４日（日）１５：００

はじめのいっぽ／１１日（木）・２５日（木）１０：３０（未就園児）

ストーリーテリングの会／２７日（土）１５：００（５歳以上）

みんなで　おはなし会

２０日（土）・２１日（日）１０：３０・１３：３０・１５：００

地域文化広場図書室　（５１）２１８０

えほんのひろば／９日（火）１０：３０（未就園児）

４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月のののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催しししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししし

１０２８２７１ ＩＤ 

１０２８０８４ ＩＤ 

１０２８０８５ ＩＤ 

１０２７８８７ ＩＤ 

１０２８２７８ ＩＤ 

　わずか５年で年収相当額の貯蓄が可

能に！　コンパクトで使い勝手が良い

四畳半の部屋のように、簡素な生活か

ら家計と生き方の指針を変えるこつを、

テレビやラジオなどで活躍するフリー

アナウンサーである筆者が伝授。年代

別「今すべきこと」も収録。

橋浦多美／著　ゴマブックス／刊

少女は森からやってきた

　みんなと一緒に行動することが苦手

で、いつも本ばかり読んでいた美幸。

　ある日、両親の離婚によってアメリ

カの小学校から転校してきたエリカ。

　友達なんていないし、欲しいとも思

わなかった美幸は、宇宙人のようなエ

リカと出会って…。

小手鞠るい／著　ＰＨＰ研究所／刊

四畳半経済のススメ

児童書

一般書

おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめ本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

※子ども読書の日記念行事は３３㌻
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