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国際都市間協力プロジェクト

シンポジウムを開催
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５月１９日（日）　７㌻

５月２０日（月）～２５日（土）　６㌻

みんなで浸水被害を減らそう ！

 土のうを貸し出します

～河川、調整池、

水位データ　ｅｔｃ．～
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Ｅｖｅｎｔｓｃｈｅｄｕｌｅ5月の行事予定
婚姻届を受け付ける特設窓口の開設（   １ ０２５４２５） ＩＤ 　1
美術館・特別企画「カフェ・デュ・ミュゼ」（～６日／   １ ０２８３７６） ＩＤ 

１３８タワーパーク・スプリングフェスタ（～６日／   １０２３５９２） ＩＤ 

固定資産の価格等縦覧帳簿の縦覧（～７日／   １ ０００９３２） ＩＤ 

博物館・特集展示コーナー「川合玉堂の名品（前期）」（～１２日／  １ ０２８０７８） ＩＤ 

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／   １ ０２８４４０） ＩＤ 

リバーサイドフェスティバル（～５日／   １０１４０００） ＩＤ 　3
いちのみや中央プラザ体育館　ネーミングライツのスポンサーを募集（～３１日／７㌻）　7
本庁舎・木曽川庁舎の学習室の開放（～１２日／１５㌻）11
７人制ラグビーの大会　関西・一宮セブンズ（～１２日／２３㌻）

博物館・特集展示コーナー「川合玉堂の名品（後期）」（～６月３０日／   １０２８０７８） ＩＤ 14
市営住宅（常時募集）の受け付け開始（１７㌻）17
本庁舎・木曽川庁舎の学習室の開放（～１９日／１５㌻）18
民俗芸能公演（～１９日／２３㌻）

ＥＵ国際都市間協力プロジェクト　シンポジウム（７㌻）19
夢織り広場で土のうの貸し出し（～２４日／６㌻）20
市営住宅（定期募集）の受け付け（～２７日／１７㌻）

防災倉庫で土のうの貸し出し（６㌻）25
全国選抜チンドン祭り（１４㌻）26
民俗芸能公演（２３㌻）

フードドライブの受け付け（～３１日／１５㌻）27

午前８時３０分～午後５時１５分市役所の開庁時間

時間延長…９・１６・２３・３０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…２６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

５月の窓口の時間延長・休日開設

人口と世帯数

　　人口…３８５，１６０（▲２９３）　男…１８８，１８３（▲１８３）　女…１９６，９７７（▲１１０）　世帯数…１６０，４２６（＋４２７）　※（　）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 

４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。

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 

軽自動車税（全期分）

納付は　５月３１日（金）　までに
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ています。平成１４年度から着手し、既に２７校の小中学校

のグラウンド貯留整備が完了しています。本年度は末広

小学校、来年度は北部中学校を予定しています。

　民間の開発などに対しても、貯留・浸透施設の設置を

指導して雨水の流出を抑えるように努めています。例え

ば、大規模な商業施設ではイオンモール木曽川の東側駐

車場があります。

　また、伝法寺には土地区画整理事業に伴い民間により

整備された貯留施設があり、その上部はバローの駐車場

として有効に利用されています。

　雨水タンク、浸透ます、透水性舗装など雨水貯留浸透

施設を設置される方に、市では一定の条件の下で補助金

を交付しています。皆さまのお宅に降った雨水をためる、

しみ込ませることで地域の出水被害を減らすことができ

ます。その上、雨水タンクは雨水の再利用もできます。

今年度から、売買などを目的

とした建物も補助金の対象と

なりました。また、土のうの

貸し出し、お宅への防水板を

設置される方への補助金交付

も行っています。詳しくは本

紙６㌻をご覧ください。

　他にも、河川などの最新データをご覧いただけるよう

に、市内を流れる河川５２箇所に水位計、公共施設内９箇所

に雨量計を設置して、「河川等水位情報」により市民の皆

さまへリアルタイムで水位や雨量の情報を届けています。

　近年のゲリラ豪雨や台風などによる災害への対処は、

行政の力だけでは限りがあります。“みずから（自ら）

（水から）守る”の意識を一人一人がお持ちいただくこと

で、より一宮市が“災害に強いまち”へ進化することを

期待しています。

　しばらくすると梅雨に入り、その後は台風など雨の多

くなる季節を迎えます。近年は“ゲリラ豪雨”など災害

の危険性が高まっています。

　『木曽の清流に抱かれる一宮市』と言われますが、市内

には国が管理する一級河川の木曽川や県が管理する青木

川や日光川などの一・二級河川のほか、縁葉川や川崎川

など市が管理する中小河川など多くの川が流れています。

　また、河川の途中に「放

水路」という新しい河川

を掘って、海や別の河川

に放流する人工水路もあ

ります。市内では、日光

川から木曽川へ放流でき

る「日光川放水路」が代

表的です。

　

　先日、小信調整池の増設工事が終わりました。この施

設は、小信排水区（旧尾西市北西部）の最南端にあり、

ポンプ場から日光川に放流する際、雨水を一時的にため

る施設です。この増設工事により小学校のプール約６０杯

分の雨水がためられるように

なりました。こうした施設（調

整池）の計画としては、青木

川の調整池を千秋町地内に造

る愛知県のプロジェクトなど

が予定されています。

　最近の都市化により田畑が減り、雨水が短時間で河川

や水路などに流れ込み、はん濫しやすくなるなど水害発

生の危険性が高くなっています。

　このため小中学校の敷地内に降った雨水を、掘り下げ

たグラウンドに一時的にためるための貯留施設を築造し

雨にそなえる
～河川、調整池、水位データｅｔｃ．～

▲市内を流れる河川

１０２８９７１ ＩＤ 

雨が降ったら川から海へ

川があふれないように　～その１：調整池～

川があふれないように　～その２：貯留施設～

　～雨水タンクなどの支援、

土のう配布、水位データなど～
自衛される方へ

▲土のうの貸し出し

▲小信調整池　施設内覧会

▲「河川等水位情報」

検索一宮市　水位情報
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予算関係 １０２８３１４ ＩＤ 

　３月定例市議会は、２月２６日～３月２２日に２５日間の会期で開かれ、平成３１年度一般会計

予算案・条例案などの議案（同意を含む）が審議され、４６議案が可決されました。

３月定例市議会　４６議案を可決 １０２８３６８ ＩＤ 

３５３億６,３０８万５千円国民健康保険事業

４６億９,０９６万２千円後期高齢者医療事業

２９３億　　７９３万２千円介護保険事業

４３８万５千円簡易水道事業

１  億８,７３２万１千円公共駐車場事業

６,７０１万１千円外崎土地区画整理事業

＊地方交付税

本来地方税として徴収される税金（所得税

・法人税・消費税・酒税の一部および地方

法人税）を国が徴収し、地方自治体の財政

力の格差を調整するため配分するお金

２６６億７,８３８万３千円病院事業

９３億８,６２８万円　　水道事業

１５５億　１１５万９千円下水道事業

特別会計 ５１５億  ６，５８２万２千円

３１年度当初予算

一般会計

２９．７％ ２２．０％

４８．３％

企業会計

前年度比９億９，０２６万５千円の減

１ ，  ２１１ 億 ８，６５１万８千 円特別・企業会計
０．８％ →

前年度比７億８，０２６万５千円の減

２， ３４６ 億 １，６５１万８千 円
全 会 計

０．３％ →

６９６億 ２，０６９万６千円

前年度比２億１，０００万円の増

１ ，  １３４ 億 ３，０００万 円一般会計
０．２％ →

地方交付地方交付税税＊＊

県 支 出県 支 出 金金

市市 債債

地方消費税交付地方消費税交付金金

そ のそ の 他他

国庫支出国庫支出金金

市市 税税４４９９９９億億 ８，０００万８，０００万円円      

１１ ７７５５億億 ２，２３３万４千２，２３３万４千円円

９９７７億億 円円                

８８３３億億 ７，４９３７，４９３万万円円     

７７ １１ 億億 ４，２３０４，２３０万万円円     

６６７７億億 円円                

１１ ４４００億億  １１ ，０４３万６，０４３万６千千円円
そ のそ の 他他

４７４７２２億億 ９９７万３千９９７万３千円円

９９７７億億 ７，０６０７，０６０万万 １１ 千千円円

９９ １１  億億 ５，５，００２２２万２万３千３千円円

８８４４億億 ５，６８２５，６８２万万円円     

７７９９億億 ３，３，６６ １１ ６万４６万４千千円円

７７７７億億 １１ ，，９９８８７７万万２２千千円円

土 木土 木 費費
道路・水路などの費用

衛 生衛 生 費費
ごみ処理・保健衛生などの費用

総 務総 務 費費
庁舎管理などの費用

公 債公 債 費費
市の借金を返す費用

民生民生費費
福祉や保育などの費用

歳 入 歳 出

教 育教 育 費費
学校・生涯学習などの費用

１１５５２２億億 ５，５，４４ １１ ５万５万円円        諸支出諸支出金金
特別・企業会計への繰り出しなどの費用

６６．．８８％％

７７．．００％％

７７．．５５％％

８８．．１１％％

８８．．６６％％

１１３３．．４４％％

７７９９億億 ３，３，２２ １１ ９万７９万７千千円円 ７７．．００％％

４４１１．．６６％％４４．１％

１５．４％

８．５％

７．４％

６．３％

５．９％

１２．４％
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ＰｉｃｋｕｐＮｅｗｓ

※これらの事業費に必要な財源として、国庫

支出金５億１，６７７万円、繰越金２億８，８２３万

３千円などを充てます。

[　教育費　]　

◆　校舎等大規模改造工事請負費

　　（小学校費・中学校費）

１億 ５，９ ７ ０ 万円  

[　総務費　]　

◆　ＦＭ放送連携事業（備品購入費）

５    １    ６ 万  ４  千円

◆　各校ブロック塀・プール改修等工事請負費

　　（小学校費・中学校費）

１億 ８， ６ ７    １  万  ２  千円

一般会計 ９ 億   ８  ，７ ９ ８  万  １ 千円の増

特別・企業会計 ４ 億   ３  ，５  ７   １     万 ７ 千円の増

合　　計 １４  億   ２  ，３ ６ ９  万 ８ 千円の増

補正後の予算総額（３月２７日付専決分を含む）

一般会計 １，     １      ６     ３  億   ８ ， ９ ４  １     万１千円 

（前年同期比３．２％の増 → ）

全　会　計 ２，４０４  億   ７  ，５２３万１ 千円 
（前年同期比０．５％の増 → ）

▽一宮市一般旅券収入印紙購入基金の設置及び管理に関する条例

▽尾張都市計画事業一宮外崎土地区画整理事業施行規程

制定

▽一宮市手数料条例

▽一宮市保育所条例

▽一宮市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

▽一宮市遺児手当支給条例及び一宮市母子・父子家庭等医療費の助成に関する条例

▽一宮市災害弔慰金の支給等に関する条例

▽一宮市国民健康保険税条例

▽一宮市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例

▽一宮市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

▽一宮市病院事業の設置等に関する条例

改正

監査委員の選任

▽和家淳さん（岐阜県各務原市川島松倉町）

固定資産評価審査委員会委員の選任

▽髙井光信さん（公園通５丁目）

副市長の選任

▽福井斉さん（稲沢市井之口北畑町）

教育長の任命

▽高橋信哉さん（浅井町江森）

人事案件

▽一宮市競輪事業基金の設置及び管理に関する条例廃止

条例関係

（追加補正分）　

[　土木費　]　

◆　用排水路護岸工事請負費

２，２００ 万円  

[　諸支出金　]　

◆　財政調整基金積立金

７億円                       

次年度以降の財政支出に備えた積み立て

３０年度３月の補正予算の規模（追加補正分を含む）

一般会計の主な事業費

１０２３５４６ ＩＤ 
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みみんんななでで浸水被浸水被害害をを減減ららそそうう ！！！！
５５月月１１５５日日～～２２１１日日はは総総合治水推進週合治水推進週間間

１０２３８７２ ＩＤ 

【問】維持課　（２８）８６３８

【問】治水課　（２８）８６４２

集中豪雨、台風時の対応は困難で
す。

 早めの備えをしましょう 
！

総総合合治治水水ＰＰ ＲＲイイベベンントト

●ｉｎ　夢織り広場（本庁舎西側）

雨水貯留タンク・雨水浸透ます・

防水板の展示

総合治水Ｐ Ｒビジュアルボードの展示

雨水貯留タンク・雨水浸透ます・防水

板の展示、総合治水に関するクイズ

●ｉｎ　テラスウォーク一宮 １０２４２１９ ＩＤ 

● 個人の敷地で雨水を浸透させる

雨水浸透ます、透水性舗装への改良

※新川流域で５００㎡以上の田畑などの開発には、

雨水対策の許可が必要

水水を出を出ささなないたいためめの対の対
策策

１０２２３６９ ＩＤ 河川等水位情報

● 避難経路を考える

洪水ハザードマップ

● 浸水を防ぐ

防水板を設置

● 雨の量や川の水位を知る

１０００１２７ ＩＤ 

みみずからずから守守るるたための対めの対策策

土のうを設置

を貸しし出出ししまますす

土のう

※１軒当たり３０袋まで

浄化槽転用貯留槽、雨水貯留タンクの設置

● 個人の敷地に雨水をためる

補助金あり
▲

１００４０２５ ＩＤ 

補助金あり

▲

１００４０２７ ＩＤ 

補助金あり

▲

１００４０２３ ＩＤ 

５月２５日（土）～３０日（木）

５月２５日（土）・２６日（日）

５月２０日（月）～２ ４日（金）
午前９時３ ０分～午後４時

総合治総合治水水とは…とは…

　河川の改修や、雨水をためたり浸透させたり、雨水情報を共有

したりするなど浸水被害軽減に、市と住民で取り組むことです。

　市では、河川の改修や、学校の校庭を利用した雨水の一時貯留

施設、地下に雨水をためる調整池を設置しています。

①丹陽防災倉庫（丹陽町外崎、東部浄化センター東）

②千秋防災倉庫（千秋町佐野、千秋配水場内）

③今伊勢防災倉庫（今伊勢町馬寄、今伊勢西小学校北）

④奥町防災倉庫（奥町出張所西）

⑤浅井防災倉庫（浅井町東浅井字森下１９、浅井山公園東）

⑥大和防災倉庫（大和生涯学習センター内）

●ｉｎ　防災倉庫（６カ所）

５月２５日（土） 午前９時３０分～午後４時

５月２０日（月）～２４日（金）
午前９時３０分～午後４時

●ｉｎ　夢織り広場

１００２２３９ ＩＤ 



7２０１９（令和元）年５月　広報一宮

ＰｉｃｋｕｐＮｅｗｓ

　いちのみや中央プラザ体育館は産業体育館跡地に建設

中で、１０月に開館予定です。アリーナのネーミングライツ

（命名権）の期間は１０月～令和６年３月（４年６カ月）です。

募集要項など詳しくは　　　　　をご確認ください。

ネーミングライネーミングライツツののススポポンンササーーをを募募集集
いちのみやいちのみや中中央プラザ体育央プラザ体育館館

５月１０日（金）までに電話、または代表者氏

名・電話番号・参加人数を記入し「ＥＵシ

ンポジウム申し込み」と明記の上、ファ

クス・電子メール（（７３）９２１８、 tokei@ci

ty.ichinomiya.lg.jp ）

【問】都市計画課　（２８）８６３２

【問】スポーツ課　（８５）７０７９

募集期間５月７日（火）～３１日（金）

１０２８５７８ ＩＤ 

オリナス一宮５月１９日（日）　午前１０時～正午

ＥＵ
国際都市間協力プロジェクト

１０２４７０５ ＩＤ シンポジウム

申し込み 定員８０人（先着）

■パネルディスカッション

イオアニナ市（ギリシャ）の町並み

パンヴォティダ湖

■基　調　講　演

「欧州の都市と学びあうまちづくり」

講　師 杉山範子さん
（名古屋大学大学院特任准教授）

イオアニナ市との共通テーマ

「水辺環境と自転車」について

■アクションプラン報告

夢織り広場

ギリシャワインやチーズの販売など

午前１０時～午後３時

同時開催

ギリシャ
交流イベント
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市政ニュース

【問】人事課　（２８）８９５３

一　般　職　員

申込期限受　験　資　格職種・採用予定人数

５月２４日（金）

【大学卒】昭和６２年４月２日以降生まれで、大学を卒業または
令和２年３月に卒業見込みの方
【短大卒】平成元年４月２日以降生まれで、短大（高等専門学校など
を含む）を卒業または令和２年３月に卒業見込みの方

土木課程専攻４人土 木

建築課程専攻１人建 築

◆申し込み

申込期限（消印有効）までに電子申請、または指定用紙を持参・郵送（〒４９１－８５０１　本庁舎人事課）

※指定用紙は人事課でも配布。郵送希望の方は、９２円切手を貼った返信用封筒（長形３号）を同封の上、郵送

一宮市に
あなたの力を♪

令和２年４月採用　募集日程

申込期間募集案内公表日職　種

６月３日（月）～２１日（金）

５月２２日（水）

一般事務・技術（土木・建築以外）・
消防・保育士・保健師ほか

６月３日（月）～８月２３日（金）弁護士

７月１１日（木）～８月１６日（金）

６月２１日（金）

一般事務・技術（土木）・消防ほか

一般事務

７月１１日（木）～９月２７日（金）獣医師・薬剤師

短大短大卒卒

高校高校卒卒

障害障害者者

大学大学卒卒

令和２年４月採用 市職員を募集

市民意見
提出制度

３月に計画を策定

【問】都市計画課　（２８）８６３２

立立地地適適正正化化計計画画をを策策定定
１０２６８７４ ＩＤ 

　多拠点ネットワーク型都市の実現のため、

都市機能誘導区域などを定める計画です。

　素案への意見を募集したところ、６件の

意見がありました。

【問】健康づくり課　（７２）１１２１

自自殺殺対対策策行行動動計計画画をを策策定定
１０２５０２６ ＩＤ 

　「いのちを大切にする、やさしさと思い

やりのまち」を目指すための計画です。

　素案への意見を募集したところ、１６件

の意見がありました。

　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。

※立地適正化計画は５月１日（祝）から公表

指定用紙ダウンロード可

１０２８９１３ ＩＤ 

１０２８９１１ ＩＤ 
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【問】行政課　（２８）８９５６

　令和元・２年度に広告を掲載する発行物は、

下表のとおりです。広告は要綱に基づく審査が

あります。詳しくは、右記の申込先にお尋ねく

ださい。

市発行物への有料広告を募集 １００２６９６ ＩＤ 

掲載料※掲載時期１枠の大きさ色掲載場所発行物名

①４０万円（増税後４２万円）
②２０万円（増税後２１万円）

③１０万円（増税後１０万５，０００円）

７月号～
令和２年６月号
（毎月発行）

①２７×１８
②１３．２×１８
③１３．２×８．８

４色刷
裏表紙
１～４枠

広報一宮

５万円（増税後５万２，０００円）
８・９月号～令和２年
６・７月号（奇数月発行）

６×８２色刷裏表紙２枠健康ひろば

２万１，０００円令和２年２月６×８２色刷裏表紙２枠
男女共同参画情報紙
「いーぶん」

７万３，０００円

令和２年度使用分

７×９４色刷裏表紙２枠つうえんブック

２万１，０００円６．５×６．５４色刷
７枚つづり
各裏面１枠

ウェルカムチケット

８万４，０００円６．５×９１色刷
封筒裏面
１枠

軽自動車税
納税通知書封筒

※掲載料は１枠当たりで税込み

【問】子育て支援課　（２８）９０２２

　子育て家庭の方が安心し

て外出できるよう、オムツ

替え・授乳ができる施設と

して、登録していただける

事業者を募集しています。

登録には要綱に基づく審査

があります。

　申し込み方法など詳しくは、お尋ねください。

「赤「赤ちちゃゃんのんの駅駅」」
協力事業者を募協力事業者を募集集

【問】高年福祉課　（２８）９１５１

１０２３８５１ ＩＤ 

１０１９２９１ ＩＤ 

申込書ダウンロード可

③高齢者の料理教室（先着８団体）
◆派遣日　１１月～令和２年３月の火・水曜日

◆講　師　管理栄養士

①転ばぬ先の介護予防教室
◆派遣日　７月中旬～令和２年３月の月～金曜日

◆講　師　リハビリ専門職・管理栄養士ほか

講師を派遣します ！
出前講

座の

申 込 先

宣通（名古屋市東区東桜２丁目１６－２７、

０５２（９７９）１６００）

②教えて在宅療養
◆派遣日　８月～令和２年３月の月～金曜日

◆講　師　医師・歯科医師・薬剤師ほか

主主 なな 条条 件件
利用者に無料で提供でき、次のいずれかに該当

する施設・店舗

▽オムツ替えのスペースがある　

▽授乳できるスペースがある

▽授乳できるスペースに加え、ミルク用のお湯

　が提供できる

◆対　象　市内在住（②は在勤・在学も）の１０人

　　　　　以上の団体

　　　　　※①はおおむね６０歳以上の方、③は　

　　　　　　６５歳以上の男性

◆派遣場所　申し込み団体が準備する市内の会場

◆申し込み　①は５月３１日（金）、②は６月１４日（金）、　

　　　　　③は希望日の２カ月前までに電話で

　　　　　高年福祉課



対象住宅／次の全てに該当する住宅

　　　　　▽今年新築した認定長期優良住宅　

　　　　　▽１戸当たりの床面積が５０以上２８０以下

減額内容／１２０分までに相当する税額の２分の１

減額期間／５年度（中高層耐火住宅は７年度）

必要書類／①申告書②認定長期優良住宅の通知書

認定長期優良住宅 １０００９３３ ＩＤ 

10

耐　震　改　修

対象住宅／昭和５７年１月１日以前に建築した

対象工事／現行の耐震基準に適合し、１戸当たりの費用が５０万円を超えた耐震改修

減額内容／１２０分までに相当する税額の２分の１（認定長期優良住宅の場合は３分の２）

減額期間／工事完了の年の翌年度

必要書類／①申告書②現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書③改修費用を証明

する書類　※認定長期優良住宅の場合は通知書も必要

【問】資産税課　（２８）８９６６

認め印・必要書類を持参の上、本庁舎資産税課で申告してください。

２０１９（令和元）年５月　広報一宮

市政ニュース

バリアフリー改修 １０００９３５ ＩＤ 

居住者要件／次のいずれかに該当する方

　　　　　▽６５歳以上の方　▽要介護認定または要支援認定を受けている方　▽障害のある方

対象住宅／新築から１０年以上経過した

対象工事／補助金などを除く自己負担が５０万円を超え、廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・ト

イレの改良、手すりの取り付け、床の段差解消、引き戸への取り換え、床表面の滑

り止め化など

減額内容／１００分までに相当する税額の３分の１

減額期間／工事完了の年の翌年度

必要書類／①申告書②居住者要件を満たすことを証明する書類③工事明細書など工事内容が分

かる書類④工事箇所の写真⑤改修費用を証明する書類

対象住宅／平成２０年１月１日以前に建築した

対象工事／現行の省エネ基準に適合し、補助金などを除く自己負担が５０万円を超え、窓の改

修工事を含む断熱改修

減額内容／１２０分までに相当する税額の３分の１（認定長期優良住宅の場合は３分の２）

減額期間／工事完了の年の翌年度

必要書類／①申告書②現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書③改修費用を証

明する書類　※認定長期優良住宅の場合は通知書も必要

省エネ改修 １０００９３６ ＩＤ 

各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事ををををををををををををををををををををををををををををををををを各種改修工事を行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっったたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅住宅ななななななななななななななななななななななななななななななななななどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど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どの
固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固固定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定固定資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税ををををををををををををををををををををををををををををををををを税を減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額

新築・増築の 

家屋調査に 

ご協力を

　家屋を新築・増築した方には、固定資産税がかかります。市職員が

家屋の調査に伺いますので、ご協力をお願いします。

１０００９３８ ＩＤ 
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問い合わせ返済期間融資金額対　象融　資

中
小
企
業
向
け
の
融
資

商工観光課（（２８）９１３２）、
市内取扱金融機関

７年以内（年利０．８～１．０％）２，０００万円以下市内で新規開業開 業 資 金

市内取扱金融機関

７年以内（年利１．１～１．３％）
１０年以内（設備だけ年利１.４％）

２，０００万円以下
従業員２０人以下
　（一部を除く）小規模企業等

振 興 資 金 ７年以内（年利１．３～１．５％）
１０年以内（設備だけ年利１.６％）

５，０００万円以下
従業員５０人以下
　（一部を除く）

一宮商工会議所（（７２）４６１１）・尾西商工会
（（６２）９１１１）・木曽川商工会（（８７）３６１８）

７年以内等（年利は問い合わせ）２，０００万円以下
商工会議所・商工
会の推薦を受けた

経営改善貸付

日本政策金融公庫一宮支店
（（７３）３１３１）

７年以内等（年利は問い合わせ）４，８００万円以下等金融業等以外普 通 貸 付

取扱金融機関、愛知県信用保証
協会（０１２０（４５４）７５４）

１０年以内（年利は問い合わせ）８，０００万円以下
中小企業信用保険
法による条件あり

サポート資金
セーフティネット

融資などを受けるには、条件があります。詳しくは、お尋ねください。 

融融資資・・補助制度補助制度ののごご 利用利用 をを事業主向事業主向けけ

１００２６３４ ＩＤ 

申込書ダウンロード可

【問】農業振興課　（２８）９１３６　　　ＪＡ愛知西営農企画課　０５８７（３６）３３２６

はは つつ らら つつ農業塾塾生を募農業塾 塾 生 を 募集集
１０１９０７７ ＩＤ 

ほ場での栽培管理、専門農家での研修ほか

各会場若干名（面接）
各会場４５人（抽選）

※２人までのグループ申し込み可

秋冬野菜・春夏野菜を栽培研修内研修内容容

定定　　員員

担い手育成コース

８月～令和３年７月の

原則毎週月～金曜日（１日５時間程度）

一宮市・稲沢市で就農を希望する

６４歳以下の方
一宮市・稲沢市に在住の未受講者

８月～令和２年７月の原則毎週金曜日

午前９時３０分～正午（稲沢会場は原則毎週水曜日）
研修日研修日時時

応募資応募資格格

生きがい農業コース

５月１０日（金）（必着）までに申込書を

本庁舎農業振興課またはＪＡ愛知西

本店・支店。申込書は農業振興課、出

張所、ＪＡ愛知西本店・支店でも配布

申し込み

ＪＡ愛知西本店近辺ほ場（北小渕）または

ＪＡ愛知西一色下方研修センター近辺ほ場（稲沢市一色下方町）

▲

会　場

▲

受講料 各年１万円（教材費・保険料などを含む）

問い合わせ支給金額対　象補　助

補
助
金
・
奨
励
金
の
支
給

商工観光課
（（２８）９１３０）

新規加入契約締結後の１２カ月分
の掛け金納付額の１８％
（追加の加入分および１２カ月に
満たない被共済者分は対象外）

中小企業退職金共済に新規加入し、１２カ月分の
掛け金を納付

中小企業退職金共済
加 入 促 進 補 助 金

一宮商工会議所の特定退職金共済に新規加入し
１２カ月分の掛け金を納付

特 定 退 職 金 共 済
加 入 促 進 補 助 金

重度障害者５，４００円・中度４，５００
円・軽度３，６００円
（１人の月額、最長６０カ月）

市内の身体・知的・精神障害者を新たに雇用
（雇用保険の被保険者に限る）

障 害 者 特 別 雇 用
奨 励 金

高年齢者１人５４，０００円
市内の６０歳以上の方を新たに１年以上雇用し、
国の特定求職者雇用開発助成金の第２期支給決
定を受けた

高 年 齢 者 雇 用
奨 励 金

１０１０７１９ ＩＤ 



12２０１９（令和元）年５月　広報一宮

市政ニュース

【問】住宅政策課　（８５）７０１０

◇木造住宅耐震改修補助　　１，０００，０００円

倒壊の可能性あり 　限度額

◇木造住宅簡易耐震改修補助　 ３００，０００円

◇耐震シェルター等補助　　　 ２５０，０００円

◇木造住宅解体補助　　　　　 ２００，０００円

倒壊の可能性が高い 　限度額診断の結果…
昭和５６年５月３１日以前に着工された木造

住宅が対象

※プレハブ・ツーバイフォーなどを除く

木造住宅　無料耐震診断

あなたの家と あなたの家族を守るために

　補助を受けるには、契約前に申請

が必要です。申請方法など詳しくは、

お尋ねください。

指定用紙ダウンロード可１０１１８０１ ＩＤ 

住宅の

などを一部補助します

耐震
改修

　「４Ｒ」という言葉を聞いたことが

ありますか。リフューズ（Ｒｅｆｕｓｅ）、

リデュース（Ｒｅｄｕｃｅ）、リユース

（Ｒｅｕｓｅ）、リサイクル（Ｒｅｃｙｃｌｅ）

の四つの頭文字をとったものです。

　リサイクルは「ごみを減らすため

にはとてもいい方法」と思われがち

ですが、新しい物を作るよりも、大

量の資源とエネルギーが消費される

場合があります。そのため、リサイ

クルは「４Ｒ」の中では最後の手段

になります。

　①リフューズ②リデュース③リユ

ース④リサイクルの順番を心掛け、

ごみの削減にご協力お願いします。

【問】環境センター　（４５）７００４

ごみを減ごみを減ららすすキーワキーワーードド「「４Ｒ」４Ｒ」
環境センター
ニュース

１００１６７６ ＩＤ 

②リデュース

ごみを増やさない生活を

しましょう

①リフューズ

ごみになるものは、

もらわずに断りましょう

不要な

レジ袋は

断る

詰め替え用の

商品を購入する

③リユース

使えるものは、繰り返し

使用しましょう

④リサイクル

リサイクルを進め、資源

を有効利用しましょう

分別・リサイクル

を徹底する
使用しなく

なった物を

必要とする

人に譲る

※昭和５６年５月３１日以前に着工された木造以外の一戸建ての住宅が対象

木造以外の住宅にお住まいの方は木造以外の住宅にお住まいの方は…… ◇非木造住宅等耐震診断補助　限度額１００，０００円
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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 ５５００

　萩原町連区地域づくり協議会は「みんなで考

え、知恵を出し、参加する、新しいまちづくり」

をスローガンとして、８年前に設立しました。

　当協議会は、役員会の下に「生活安全部会」

「生涯健康部会」「ふれあい福祉部会」「広報広聴

部会」の４部会を設置し、連区内のさまざまな

団体と連携して活動しています。

　災害時の避難などに役立てるために、町内会

ごとに作成する「災害時たすけあい名簿」の整

備支援や、児童・生徒や地域住民の安全向上の

ために、学校周辺に防犯カメラを設置。また資

源ゴミの持ち去り対策として、看板やポスター

の作成・配布などを行ってきました。敬老会では、

中学生ボランティアの支援を受けてモーニング

サービスを提供し、皆さまから好評を得ており

～萩原町連区編～ ます。さらに萩原町が全国に誇る「全国選抜チ

ンドン祭り」や、萬葉公園高松分園の「花しょ

うぶ祭」「歩け歩け大会」などの地域イベントや

交通安全パレードなどの各種啓発活動の支援を

行っています。また広報活動としては「地域づ

くり協議会だより」を年４回発行するほか、イ

ンターネットを利用した広報活動を行うための

研究もしています。

　今後も引き続き、地域の皆さまのためにさま

ざまな活動を行っていきます。

▲

敬
老
会
で
の

モ
ー
ニ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス

　今年、生誕２００年を迎える明治の代表的な漢詩

人・森 春 
しゅん

 濤 （１８１９～１８８９）は、一宮村下馬町
とう

（本町４丁目）の医師の家に生まれました。当初、

医学を学んだ春濤は、１０代半ばで作詩に傾倒。

明治維新後、東京に居を構えて「 茉 
ま

 莉 吟社」を
り

興すと多くの才人が集まり、漢詩が隆盛する明

治初めにあって大いにもてはやされました。

　堅苦しいイメージのある漢詩ですが、春濤の

作品は自然の移ろいを情感豊かに歌い、とても

ロマンチックです。例えば、３８歳の時、小信中

島村の画家・吉田 蘇 
そ

 川 の家にフジの花を見に行
せん

った際に作られた詩を見てみましょう。

　「色香や 愛  嬌 は全てちりと
あい きょう

なってしまう、ボタンの春に

あっては。カイドウが咲く頃

には春風が絶えず、我を忘れ

て物思いにふける。春の終わ

りにはフジの花も咲いてまた

悩ましい」といったところで

しょうか。次々に美しい花が

咲き乱れる季節、ついつい心

を乱されてしまう作者の、た

め息が聞こえてきそうな詩で

す。

　春濤は、激動の時代にあり

ながら政治とは一線を画し、

自己の内面を映した近代的な

漢詩を創出しました。

【問】博物館　（４６）３２１５

いちのみや　あれこれ
森春濤

～甘美と憂愁の漢詩人～

▲「吉田蘇川宅
観藤花」

百媚千嬌総委塵（百媚千嬌総て塵に委す）

牡丹春又海棠春（牡丹の春　又海棠の春）

春風不断銷魂種（春風断たず　銷魂の種）

晩出藤花也悩人（晩れに藤花を出だして

　　　　　　　　也人を悩ます）
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市政ニュース

【問】公園緑地課　（２８）８６３６

幻想的なホタルの光を楽しめます

ホタル観賞の夕べ

定員（抽選）

各２４０人 申し込み

５月１０日（金）（消印有効）までに、希望日・参加人数、代表者の住所・氏名

・年齢・電話番号を記入の上、ハガキ・ファクス・電子メール（〒４９１－８５０１　

本庁舎公園緑地課、（７３）９２１８、kouen@city.ichinomiya.lg.jp ）

萩原商店街
萩原商店街でで待ってるよ～
待ってるよ～ ！！

【問】観光協会（商工観光課内）　（２８）９１３１

◆全国選抜チンドンコンクー◆ 全国選抜チン ドンコンクールル
（午前（午前１１００時～午後０時～午後０時時３３００分）分）

◆ステージイベント◆ ステージイ ベン ト　　　　ほかほか

午前９時～午後５午前９時～午後５時時（雨天決行）（雨天決行）

５５月月２２６６日日（日（日）） １０２８７７６ ＩＤ 

全全国国選選抜抜チチンンドドンン祭祭りり

全全国国からチからチンンドドンマンが集ンマンが集結結！！

※ホタルの育成状況によっては、ホタルの数

が少ない場合があります。

大野極楽寺公園 １０１４２４１ ＩＤ 

午後８時～１０時
６月７日（金）・８日（土）・９日（日）

※抽選の結果は全員に

通知します。
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日　時／５月１１日～１９日の土・日曜日　午前９

時～午後５時

対　象／市内在住・在学の中学・高校生（生徒

手帳を持参）

　改元に伴い、有効期限の元号を「令和」と表

記した新しい受給者証を、６月上旬に送付しま

す。届いたら、現在お持ちの受給者証は個人情

報が読み取られないよ

う、細かく切って処分

してください。

　なお障害者医療費、

母子・父子家庭等医療

費、後期高齢者福祉医

療費受給者証は、その

まま有効期間終了まで

お使いください。

　増額後の支給額は次のとおりです。

第１子の支給額

▽全部支給＝４２，９１０円

▽一部支給＝４２，９００円～１０，１２０円

第２子の加算額

▽全部支給＝１０，１４０円

▽一部支給＝１０，１３０円～５，０７０円

第３子以降の加算額

▽全部支給＝６，０８０円

▽一部支給＝６，０７０円～３，０４０円

　増額後の支給月額は次のとおりです。

▽特別障害者手当＝２７，２００円

▽経過的福祉手当＝１４，７９０円

▽障害児福祉手当＝１４，７９０円

▽特別児童扶養手当＝５２，２００円（重度障害）、

３４，７７０円（中度障害）

※県上乗せ分の変更はありません。

対　象／８月１日（木）～令和２年１月３１日（金）に

市内または友好都市「イタリア共和国

トレビーゾ市」内で、３人以上で構成

する市民団体が自主的・自発的に行う、

市民参加が見込まれる交流事業 

申し込み／５月７日（火）～６月２１日（金）（必着）に申

請書を本庁舎国際交流協会。申請書は

国際交流協会でも配布

　フードドライブとは、家庭で余った食品を持

ち寄り、それを必要とする方々に寄付をする活

動です。賞味期限まで１カ月以上あり、常温で

保存でき、未開封の食品を集めます。食品ロス

（まだ食べられるのに捨てられている食品）を削

減するため、ご協力ください。

日　時／５月２７日（月）～３１日（金）　午前９時～午

後４時

会　場／環境センター北館

対　象／缶詰、インスタント食品、米、乾物

（うどん・パスタなど）、調味料、飲料

児童扶養手当の
支給額が４月分から増額

【問】子育て支援課　（２８）９０２３　　

  １００１３７２ ＩＤ 

フードドライブにご協力を

　【問】環境センター　（４５）７００４　　

  １０２３７５５ ＩＤ 

本庁舎・木曽川庁舎の
学習室のご利用を

　【問】青少年育成課　（８４）００１７　　

  １０１７５７１ ＩＤ 

子ども医療費受給者証を
新たに送付します

【問】保険年金課　（２８）９０１３　　

  １０２８６０８ ＩＤ 

友好都市との交流事業などの
費用の一部を補助します

【問】国際交流協会（生涯学習課内）　（８５）７０７６　　

  １０２８６００　申請書ダウンロード可 ＩＤ 

特別障害者手当などの
国の支給額が４月分から増額

　【問】福祉課　（２８）９０１７　　

  １０２８５９５ ＩＤ 
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市政ニュース

対　象／次のいずれかに該当し、目的が営利・

宗教・政治的でなく１５人以上が参加で

きる団体①市内の事業所②市内の事業

者と共催の労働組合・自主グループ③

市内の事業者で組織した団体

派遣時間／午前９時～午後９時の２時間以内

派遣場所／申し込み団体が準備する市内の会場

申し込み／開催希望日の原則２カ月前までに申込

書を本庁舎政策課。申込書は政策課で

も配布

　市では、市制施行記念日（９月１日）に、民

間企業に従事していて次に該当する方を、一宮

市表彰条例に基づき表彰します。

▽会社・商店・工場などの従業員で、市内の事

業所に正社員として通算２０年以上業務に精励

している方（現在、会社役員・組合役員など

の役職にある方、既に表彰を受けた方を除く）

▽特許の登録をされた優秀な発明・考案をした

と認められる方

　表彰に該当する方の雇用主は、５月３１日（金）ま

でに表彰調書を本庁舎商工観光課へご提出くだ

さい。調書は商工観光課で配布します。

対　象／ＩＴを活用した業種などで、今後創業

するか創業後３年を経過していない方

募集内容／  －ビル６階ビジネス支援センター内

の２部屋（約６。共同商談室・作業

室あり。原則２４時間使用可）

入居期間／最長３年（１年ごとに再審査）

賃　料／月１５，０００円（光熱水費込み）

選考方法／書類審査・面接

申し込み／５月７日（火）～３１日（金）（必着）に応募用

紙を持参または郵送

　市内の中小企業が生産・開発した独自の新商

品を市が認定し、市ウェブサイトで公表します。

また市の関係部署へ働き掛けて受注実績を作る

ことで、販路開拓を支援します。

申し込み／５月７日（火）～３１日（金）に申請書類を本

庁舎商工観光課

※新商品の条件など詳しくは、市ウェブサイト

をご確認ください。

　既存住宅の単独処理浄化槽・くみ取り便槽を、

し尿と生活雑排水を併せて処理できる合併処理

浄化槽に転換設置する方に、予算の範囲内で補

助します（法人を除く）。

対象地域／市内全域（公共下水道の整備予定区域

などを除く）

対象住宅／申請者本人が居住する既存住宅（併用

住宅は延べ床面積の２分の１以上が居

住用であること）

※新築・建て替え、建築確認申請を伴

う増改築などでの設置は対象外

対象浄化槽／一定の条件を満たす処理対象人員５０人

以下の合併処理浄化槽

補助限度額／５人槽＝３３２，０００円、６・７人槽＝

４１４，０００円、８～５０人槽＝５４８，０００円（既

設単独処理浄化槽を撤去処分し、合併

処理浄化槽に転換する場合は９万円を

加算）

申　請／着工前に必要書類を衛生処理場（令和

２年２月２８日（金）まで）

日　時／５月２３日（木）　午前９時～午後４時

会　場／本庁舎商工観光課

対　象／市内在住の方

定　員／８人（先着。１人４０分）

申し込み／５月７日（火）～２１日（火）に電話で商工観

光課

ワーク・ライフ・バランスなど

事業所主催の研修会へ講師を派遣

　【問】政策課　（２８）８９５２　　

  １０１１５７１　申込書ダウンロード可 ＩＤ 

産業従事者を表彰
申請は５月３１日までに

【問】商工観光課　（２８）９１３０　　

  １０１９６７４ ＩＤ 

ＳＯＨＯインキュベータオフィス
入居者を募集

【問】商工観光課　（２８）９１３０　　

  １０１２４８３　応募用紙ダウンロード可 ＩＤ 

いちのみやの新商品を募集します

　【問】商工観光課　（２８）９１３０　　

  １００２６７９　申請書類ダウンロード可 ＩＤ 

合併処理浄化槽に転換する
設置費を補助します

【問】衛生処理場　（４５）４４２３　　

  １０１３５９６　申請書類ダウンロード可 ＩＤ 

弁護士による
多重債務者無料相談会

【問】商工観光課　（２８）９１４８　　

  １０２４３８８ ＩＤ 
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　医療費などの支払い後、２年以内の申請によ

り、次の給付を受けられる場合があります。申

請方法など詳しくは、お尋ねください。

▽葬祭費＝亡くなったとき

▽治療用装具費＝コルセットなどを購入したと

き

▽高額療養費＝１カ月の医療費の自己負担額が

限度額を超えたとき

▽高額医療・介護合算療養費＝高額療養費・高

額介護サービス費をそれぞれ適用後、１年間

の医療費と介護サービス利用料の自己負担額

の合計が限度額を超えたとき

保険証の送り先を変更するには手続きが必要

　毎年７月に新しい保険証を発送します。保険

証は、郵便局に転送の届け出をしている場合で

も、転送先には届きません。住民登録地以外へ

の郵送を希望する場合は、ご連絡ください。

　後期高齢者医療被保険者で、寝たきりの方な

どに、保険診療分の医療費を助成しています。

申請方法など詳しくは、お尋ねください。

対　象／▽心身・精神障害者医療

▽要介護４・５と認定され、寝たきり・

認知症である（非課税など要件あり）

▽１人暮らし（非課税など要件あり。

施設入所者・近隣に親族がいる方を

除く）

▽自立支援医療受給者証（精神通院）

所持者

　市では１０月末まで、職員は

上着・ネクタイを着用せず仕

事をし、冷房温度の適正管理

を心掛けます。ご理解とご協

力をお願いします。

　案内書（申込書）は、５月７日（火）から本庁舎

市営住宅管理事務所、尾西庁舎窓口課、木曽川

庁舎総務窓口課、出張所で配布します。申し込

み資格は、案内書でご確認ください。

受付場所／市営住宅管理事務所

常時募集（先着順）

　今回申し込むと、今年度に空き家が出た場合、

先着順で入居できます。

募集住宅／尾関・大山・春明・萩原・江東・竹橋

・祐久南の簡易耐火平屋または２階建

て住宅

受付期間／５月１７日（金）～令和２年３月３１日（火）

定期募集（抽選）

　空き部屋の入居希望者を募集します。

募集住宅／花祇・松降・朝日・河端・大山・春明

・苅安賀・島村・毛受・東五城・開信・

冨田・玉野などの３階建て以上の中高

層住宅

受付期間／５月２０日（月）

～２７日（月）

※入居希望者のない部

屋は、６月７日（金）か

ら先着順で追加募集

あり

　自分が居住する市内の住宅に、次の対象設備

を設置する費用の一部を、予算の範囲内で補助

します（法人を除く。１世帯各１回限り）。

対象設備／①住宅用太陽光発電システム（単独で

の補助なし）②家庭用燃料電池コージ

ェネレーションシステム③定置用リチ

ウムイオン蓄電システム④家庭用エネ

ルギー管理システム⑤電気自動車等充

給電設備

補助額／①太陽電池最大出力１kＷ当たり

１８，０００円（７２，０００円まで）②６０，０００円

③⑤５０，０００円④１０，０００円

申　請／工事着工の２週間前までに申請用紙・

必要書類を環境センター北館内環境保

全課

後期高齢者医療保険

給付などの手続きをお忘れなく

　【問】保険年金課　（２８）８９８５　　

  １０１６３０２ ＩＤ 

後期高齢者医療保険に加入している方へ

医療費を助成

　【問】保険年金課　（２８）９０１３　　

  １０００１５０ ＩＤ 

市営住宅（常時・定期募集）を
受け付け

【問】市営住宅管理事務所　（２８）８６４９　　

  １０２８６３２ ＩＤ 

住宅用地球温暖化対策設備
設置費を補助

【問】環境保全課　（４５）７１８５　　

  １０２８３３７　申請用紙ダウンロード可 ＩＤ 

５月から「さわやかエコスタイル
キャンペーン」に取り組みます

【問】環境保全課　（４５）７１８５　　

  １００１８２０ ＩＤ 
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【問】市民協働課　（２８）８６７１

【問】一宮警察署　（２４）０１１０

（　）内は前年対比。※は１月末現在

市内の犯罪・事故（２月末現在）

交通事故

人　数件　数区　分

０（▲　１）０（▲　　１）死　亡

　　５（▲　３）　　５（▲　　３）重　傷

３１１（▲１３２）２６６（▲１１０）軽　傷

３１６（▲１３６）２７１（▲１１４）計

主な重点犯罪

件　数区　分

３５６（▲　４１）刑　法　犯

３３（▲　３１）侵　入　盗

〔　２３（▲２３）〕〔うち住宅対象〕

４８（±　０）自動車関連窃盗

０（±　０）特殊詐欺※

【問】商工観光課　（２８）９１４８

▲一宮警察署
　防犯キャラクター
　ＬＯＣＫＥＹ

　５月は「自転車・二輪車安全利用月間」です。

市内の３０年中の交通事故死傷者は、２，５１７人でした。

そのうち６０８人が自転車運転中によるものでした。

自転車も車と同じ車両の仲間です。飲酒運転・信

号無視、スマートフォンや携帯電話の使用、イヤ

ホンなどで音楽を聴きながらの運転、無灯火・二

人乗り・傘差し、歩行者への進路妨害などは、危

険な行為として禁止されています。

　最近では、自転車側が加害者となり、罰金や高

額賠償を請求されるケースも発生しています。自

転車に乗るときも、交通ルールを守り、安全運転

を心掛けましょう。また自転車損害賠償保険など

に加入しましょう。

　市内の３０年中の住宅対象侵入

盗の発生件数は１８４件で、前年に

比べて１０７件、３６．８％減少しまし

たが、県内ワースト１位でした。

防犯の基本は「鍵掛け」です。その上で防犯カメラ・

警報器・補助錠・センサーライト・防犯砂利などを

設置することで、被害に遭いにくくなります。

住住宅宅へへのの侵入盗対侵入盗対策策

自転車自転車にに　免許はなくて免許はなくてもも　ルールありルールあり

メールマガジン
「パトネットあいち」「すぐメール」を配信

　犯罪情報や防犯に関する資料などを、タイム

リーに電子メールで配信していますので、ぜひ

ご登録ください。利用方法など詳しくは、愛知

県警察ウェブサイトをご確認ください。

　インターネットなどの通信販売で「お試し価格」とし

て、大幅に割引された商品を購入したところ、実は定期

購入の契約だったというトラブルが増えています。「条件

の表示が小さく気付かなかった」「解約しようと事業者に

電話をかけても、なかなかつながらない」など、いろい

ろなトラブルがあります。契約の変更・解除を申し出る

場合、原則として利用規約に従う必要があります。申し

込みの前に契約の内容・条件、利用規約などを必ず確認

しましょう。また利用したサイトの画面のコピー、注文

確認メールなどを保存しておきましょう。契約のトラブ

ルに遭った場合は、市消費生活相談の窓口（（７１）２１８５、

１９㌻参照）にご相談ください。

通通通通通通通通通通信信信信信信信信信信販販販販販販販販販販売売売売売売売売売売のののののののののの「「「「「「「「「「おおおおおおおおおお試試試試試試試試試試しししししししししし価価価価価価価価価価格格格格格格格格格格」」」」」」」」」」にににににににににに注注注注注注注注注注通信販売の「お試し価格」に注意意意意意意意意意意意

契契契契契契契契契契約約約約約約約約約約内内内内内内内内内内容容容容容容容容容容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をををををををををを契約内容の確認を ！！！！！！！！！！！
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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５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

（１０・１７・２４・３１日の午後、

１～３・６日を除く）

市民総合

生
活
・
市
政

思いやり会館３階

 （７３）４３６３

８日（水）・１５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

（１～３・６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

５日（祝）　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

（１～３・６日を除く）
消費生活

思いやり会館３階

７日（火）・２１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
８日（水）　１３：００～１６：００人　　権

思いやり会館３階１６日（木）　１３：００～１６：００
行政書士の

許認可手続

オリナス一宮３階

１０日（金）　１３：００～１６：００

＜予約制　０５２（９６１）８０７０

（尾張県民事務所産業労働課）＞

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

（２日を除く）

内　　職

尾西庁舎４階

 （６３）４８００
火曜日　１０：００～１５：００

本庁舎２階

こども家庭相談室

 （２８）９１４９

月～金曜日　１０：００～１６：３０

（１～３・６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

（１～４日を除く）

子ども・若者

悩みごと

  －ビル６階

いちのみや若者サポ

ートステーション

火～土曜日　１０：００～１７：００

（１～４日を除く）

＜予約制　（５５）９２８６

（火～土曜日　１０：００～１８：００）＞

若 者

就職心理

１０２８８６８ 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

（１～３・６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

（１～３・６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

（２１日を除く）

尾西庁舎１階窓口課

 （８５）８３９３

１０日（金）・２４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

（１～３・６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

（１～３・６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

（１・６日を除く）

精神障害者

家 族

思いやり会館３階２０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１５日（水）　１３：００～１６：００

思いやり会館３階２３日（木）　１３：００～１６：００

登　　記

尾西庁舎４階１５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

１８日（土）　９：３０～１２：３０
登　記　・

境界問題

思いやり会館３階１４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。

６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６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６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

５月１０日（金）の午前９時から

電話で市民総合相談室

（（７３）４３６３）

※５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)

７日（金）・１４日（金）・２１日（金）・２８日（金）

１３：００～１６：００

尾西庁舎４階１２日（水）・２６日（水）　１３：００～１６：００

１００１９５５ ＩＤ 



日　時／５月２６日（日）　午後１時～

４時

会　場／尾西消防署

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／５月７日（火）～１５日（水）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

日　時／７月３日～２４日の水曜日　

午前１０時～正午（４回）

会　場／尾西庁舎５階料理実習室

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／２４人（抽選）

申し込み／５月３１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／①６月

１２日（水）　午後

１時１５分～４時

②２０日（木）　午

後１時～３時３０

分③２１日（金）　

午前１０時～午後

１時

会　場／①萩の里特別養護老人ホー

ム（萩原町）②介護老人保健施設み

なみ（上祖父江）③地域包括支援セ

ンターやすらぎ（奥町）

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①

「高齢者の 排  泄 のメカニズムと排泄
はい せつ

ケア」②「家庭介護におけるトラブ

ルと応急手当の基礎知識」③「家族

介護を担う人の心がまえ」

定　員／①４０人②３０人③４０人（抽選）

受講料／①②無料③２００円（昼食代）

申し込み／①は６月１１日（火）までに電

話で地域包括支援センター萩の里

（（６７）３６３３）、②は６月１４日（金）まで

に電話で地域包括支援センター泰玄

会（（６１）８２７３）、③は６月１７日（月）

までに電話で地域包括支援センター

やすらぎ（（６１）３３５０）

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

日　時／６月２２日～７月２０日の土曜

日　午後１時３０分～３時３０分（５回）

会　場／スポーツ文化センター

対　象／市内在住・在勤・在学の初

心者

講　師／小石ヤエ子さん（墨泉会講

師）

定　員／２０人（抽選）

受講料／２，０００円（教材費）

申し込み／５月２３日（木）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２６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／５月２６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
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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
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内　容日　時

一宮市の子育て支援の取り組みについて１０：００～１２：００６月７日（金）

絵本の楽しさ、読み聞かせの大切さ１０：００～１１：３０

６月１４日（金）
子育てママに伝えたい
「乳幼児がかかりやすい病気とその対応」

１３：３０～１５：００

子育てネットワーカー・託児ボランティアの
活動について

１０：００～１１：３０

６月２５日（火）

乳幼児期の食生活について１３：３０～１５：００

乳幼児期の発達について
～家庭教育支援ボランティアにできること～

１０：００～１１：３０７月５日（金）

乳幼児への救急法指導（実習）１０：００～１１：３０７月１０日（水）

子どもが夢中になる手あそび！
わらべうたあそび！

１０：００～１１：３０７月１７日（水）

期間中、フレッシュママ交流会や託児などを体験生涯学習課　（８５）７０７４

会　場／尾西庁舎５階会議室Ａ・Ｂほか

対　象／市内在住・在勤で子育ての経験

があり、子育てネットワーカー・託児ボラ

ンティアとして活動できる方

定　員／２０人（抽選）

受講料／２００円（保険料）

申し込み／５月２４日（金）までに電話または

電子申請

子育てネットワーカー ＆ 託児ボランティア 養成講座

１０２１２００ ＩＤ 

普通救命講習Ⅰ
   １０００４９９ ＩＤ 

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
   １０１３４６９ ＩＤ 

水墨画教室
   １０２８７８２ ＩＤ 

市民俳句教室
   １０１８０１３ ＩＤ 

市民川柳教室
   １０１８０１４ ＩＤ 
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日　時／６月５日～７月２４日の水曜

日　午後１時３０分～３時３０分（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／伝統的描法を体験する

講　師／木村英史さん（創画会会友）

定　員／１５人（抽選）

受講料／７，５００円（教材費５，５００円を

含む）

申し込み／５月８日（水）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３０日～７月２５日の木曜

日　午後１時３０分～３時３０分（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／書道の基礎を学ぶ

講　師／吉田桃花さん（一宮書道協

会常任理事）

定　員／２０人（抽選）

受講料／２，８００円（教材費８００円を含

む）

申し込み／５月１４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

日　時／５月２５日

～６月８日の土曜

日　午前９時３０分

～１１時３０分（３回）

会　場／木曽川庁

舎３階第２研修室

対　象／市内の小学１・２年生で、

３回とも参加できる方

内　容／時計、スマートボール、折

り畳みハウスを段ボールで作る

定　員／２０人（抽選）

受講料／１，５００円（教材費）

申し込み／５月８日（水）までに電話・電

子申請、または住所・氏名・学年・

保護者名・電話番号を記入し「キッ

ズチャレンジ」と明記の上、ファク

ス（（８７）６６３３）

問い合わせ／青少年育成課　（８４）００１７

日　時／①６月１２日（水）②１５日（土）③

２１日（金）　午前１０時～１１時３０分

会　場／尾西庁舎５階会議室Ａほか

対　象／市内在住の未就学児の保護

者（②は親子で参加）

内　容／①「これからの親の役割～

自分が発揮できる子どもを育てる

～」②「親子ヨガリズミック＆エク

ササイズ」③「きょうだいを育てる

うえで気をつけたいこと」

定　員／３０人（抽選）

申し込み／５月２２日（水）までに電話ま

たは電子申請

※託児あり（１歳６カ月～３歳児、

抽選で１８人、要予約）

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

日　時／５月２７日～８月５日の月曜

日　午後６時３０分～８時３０分（１０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／３０人（抽選）

受講料／１３，５００円（教材費を含む）

申し込み／５月１３日（月）の午後６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３１日（金）　午前１０時～

午後１時

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）

内　容／魚とエビのネギソースがけ、

とりモモの山賊焼きほか

定　員／２４人（抽選）

受講料／１，５００円（教材費を含む）

申し込み／５月１７日（金）の午前９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／７月１５日（祝）・３１日（水）、８月

８日（木）・２８日（水）、１１月２４日（日）、１２

月２６日（木）　午前１０時～午後３時

会　場／ －ビル７階中央図書館ほ

か

対　象／市内在住の小学５・６年生

で、６回とも参加できる方

内　容／友達や家族に読書の魅力を

伝える「子ども司書」を目指し、図

書館や司書の仕事を体験しながら楽

しく学ぶ

定　員／１６人（書類選考）

申し込み／４月２７日（土）～５月３１日（金）

に申込書を市立図書館（休館日を除

く）。申込書は市立図書館でも配布

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

日　時／５月１９日（日）　午前１０時３０

分～正午

会　場／ －ビル３階市民活動支援

センター

対　象／小学３年生以上の方（小学

生は保護者同伴）

内　容／世界の教育の現状や教育の

大切さをワークショップ形式で学ぶ

定　員／３０人（先着）

申し込み／５月１３日（月）（必着）までに

電話、または氏名・学年（小学生だ

け）・電話番号を記入し「世界一大

きな授業」と明記の上、ハガキ（〒

４９１－８５０１　本庁舎国際交流協会）

問い合わせ／国際交流協会（生涯学習課

内）　 （８５）７０７６
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←市公式ウ ェブサイ トはこ ち ら　 情報ＢＯＸ

市民美術教室「日本画」
   １０２８５７２ ＩＤ 

市民美術教室「書」
   １０２８７７８ ＩＤ 

キッズチャレンジ

ダンボール工作教室
   １０２８６４１ ＩＤ 

幼児期家庭教育セミナー
   １０１３８８５ ＩＤ 

華道（専正池坊）教室
   １０１３０３６ ＩＤ 

初夏の料理教室
   １０１２７９２ ＩＤ 

子ども司書講座
   １０２８６１２　申込書ダウンロード可 ＩＤ 

世界一大きな授業２０１９
ｉｎ　いちのみや
   １０２３８６０ ＩＤ 



日　時／６月９日

（日）　午後２時３０

分～４時

会　場／ －ビル

３階市民活動支援

センター

対　象／市内在住・在勤・在学の方

定　員／２０人（先着）

申し込み／６月３日（月）までに電話、ま

たは住所・氏名・電話番号を記入し

「ホームステイ受け入れセミナー」と

明記の上、ファクス・電子メール

（（７３）９２１３、kokusai@city.ichinom

iya.lg.jp）

問い合わせ／国際交流協会（生涯学習課

内）　 （８５）７０７６

日　時／６月２２日～令和２年３月の

原則毎月第４土曜日　午後１時３０分

～３時（１０回）

会　場／歴史民俗資料館

対　象／市内在住・在勤・在学の方

定　員／３２人（抽選）

受講料／３，０００円

申し込み／５月１２日（日）（必着）までに

郵便番号・住所（在勤・在学は勤務

先・学校所在地）・氏名（ふりがな）

・年齢・電話番号を記入し「やさし

い古文書」と明記の上、ハガキ（〒

４９４－０００６　起字下町２１１　歴史民俗

資料館）。申し込みは１枚１人分

問い合わせ／尾西歴史民俗資料館　

（６２）９７１１

日　時／５月２９日（水）、６月１２日～１０

月２３日の第２・４水曜日　午前１０時

～正午（１０回）

会　場／社会福祉協議会大和事務所

対　象／市内在住・在勤の方

定　員／２０人（先着）

受講料／８６４円（教材費）

申し込み／５月７日（火）の午前９時か

ら電話で社会福祉協議会

問い合わせ／社会福祉協議会　（８５）

７０２４
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スポーツ協会（スポーツ課内）　（８５）７０７８

申し込み参加料対　象会　場開催日スポーツ

５月１日（祝）～６月１１日（火）に
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・中級の
女性（高・大学生を除く）いちい信金

ス ポ ー ツ
セ ン タ ー

６月１１日（火）
レディースレギュラ
ーテニス（ダブルス）

５月２４日（金）～６月２４日（月）に
いちい信金スポーツセンター（先着１６組）

１組３，０００円
５０歳以上の女性と
６０歳以上の男性

６月２４日（月）
シニアソフトテニス
（ミックスダブルス）

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

５月７日（火）～１４日（火）に本庁舎スポ
ーツ協会

無料小学生以上
総 合 体 育 館
いちい信金アリーナＡ

５月２６日（日）柔 道

５月１７日（金）までの午後７時～９時に
弓道場（（２３）８２６２）<日曜日を除く>

無料ー
大 宮 公 園
弓 道 場

６月２日（日）弓 道

５月１６日（木）までに参加料を持参の上、
本庁舎スポーツ協会

　２，０００円
（中学生は１，０００円）

中学生以上

市 テ ニ ス 場

６月２日・
９日（日）

テ ニ ス
（ シ ン グ ル ス ）

６月４日（火）までに本田（（５１）４５６２）１チーム９，０００円家庭婦人６月１９日（水）
ソ フ ト テ ニ ス
（ ク ラ ブ 対 抗 ）

５月２３日（木）の午後７時に参加料・メ
ンバー表を持参の上、木曽川体育館
（代表者会議を開催）

１種目２，０００円
（登録料１チーム５，０００
円も必要）

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

６月２日（日）９人制
バ レ ー
ボ ー ル 総 合 体 育 館

ＤＩＡＤＯＲＡアリーナ
６月３０日（日）６人制

５月１０日（金）までに一宮バスケットボ
ール協会ウェブサイト（ http://iabba
.life.coocan.jp ）を確認

１チーム３，０００円（登録
料１，０００円も必要）

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Ａ・Ｂ

６月９日・１６
日・３０日（日）

バスケットボール

６月１日（土）までに岩田（０９０（７６７１）
８７３３）

１チーム３，０００円
小学生で
構成するチーム

奥 町 公 園
６月１５日・２２

日（土）
ソ フ ト ボ ー ル

５月１０日（金）までに畔柳（０８０（３２８１）
６３０８）

１チーム２，０００円
（登録料１人３００円も必要）

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

６月２３日（日）イ ン デ ィ ア カ

＊市内在住・在勤・在学の方

ホームステイ
受け入れセミナー
   １０２８７１４ ＩＤ 

歴史講座
「やさしい古文書」
   １００５６２５ ＩＤ 

視覚障害者の支援のために

声で伝える
ボランティア講座

２０１９（令和元）年５月　広報一宮

スポーツ大スポーツ大会会
開催時間・種目・予備日など詳しくは、お尋ねください。
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日　時／６月１２日～１０月２３日の水曜

日　午後７時～９時（２０回）

会　場／尾西庁舎４階会議室

対　象／市内在住の方

定　員／２０人（先着）

受講料／３，２４０円（教材費）

申し込み／５月９日（木）の午前９時か

ら電話で社会福祉協議会尾西支部

問い合わせ／社会福祉協議会尾西支部　

（６３）４８００

日　時／５月２４日～１１月８日の金曜

日　午後１時～３時（２５回）

会　場／社会福祉協議会大和事務所

対　象／市内在住で、２年以内に入

門講座を受講した方または市内の手

話グループに所属している方

定　員／２０人（先着）

受講料／３，２４０円（教材費）

申し込み／５月８日（水）の午前９時か

ら電話で社会福祉協議会尾西支部

問い合わせ／社会福祉協議会尾西支部　

（６３）４８００

日　時／５月２５日（土）　午後１時～

３時

会　場／１３８タワーパーク

内　容／竹を使った工作を体験する

（３種類から選択）

定　員／各１０組程度（当日午後０時

４５分から配布する整理券が必要）

受講料／各２００円程度（教材費）

問い合わせ／国営木曽三川公園１３８タワ

ーパーク　（５１）７１０５

日　時／５月１１日

（土）　午前１１時～

午後３時、１２日（日）　

午前１０時～午後４

時

会　場／光明寺公

園球技場

内　容／関西ラグビーフットボール

協会管内代表の男子２４チームによる

大会、女子４チームによるエキシビ

ションマッチ

問い合わせ／スポーツ課　（８５）７０７８

日　時／６月３０日（日）・７月７日（日）　

午前９時３０分～正午

会　場／アーチェリー場（光明寺公

園球技場東側）

対　象／市内在住・在学の小学４年

生～中学生

定　員／４０人（先着）

受講料／８００円（保険料）

申し込み／６月３日（月）～１３日（木）に受

講料を持参の上、本庁舎スポーツ協

会（保護者の同意が必要）

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）　午後２時３０

分～４時

会　場／ －ビル６階中央図書館

対　象／高校生以上の方

内　容／発表者が「ミステリー」を

テーマに本を５分間で紹介し、発表

者と観戦者の投票で一番読みたい本

を決定する

定　員／発表者＝５人・観戦者＝２０

人（抽選）

申し込み／４月２５日（木）～５月１２日（日）

に電話で中央図書館

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

日　時／５月４日（祝）・５日（祝）　午

後２時～２時３０分

会　場／博物館

※常設展観覧料が必要

問い合わせ／博物館　（４６）３２１５

日　時／①５月１８日（土）②１９日（日）③

２６日（日）　午後２時～２時３０分（③は

３時まで）

会　場／①②博物館③妙興寺

内　容／①宮後住吉踊②ばしょう踊

③島文楽

定　員／各６０人（当日午後１時から

博物館で配布する整理券が必要）

問い合わせ／博物館　（４６）３２１５

日　時／６月６日（木）　午前１０時３０

分～午後３時

会　場／ ービル２階大会議室

対　象／認知症の方と介護者

内　容／介護経験者による相談、認

知症の方と介護者などの交流

参加料／１００円程度（お茶代）

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

日　時／６月２日（日）　午前１０時～

午後４時３０分

会　場／ －ビル３階シビックテラ

スほか

定　員／１８０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時から －ビル

３階シビックテラス

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

←イベントカレンダーはこちら 情報ＢＯＸ
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スポーツ

催しもの

手話奉仕員養成研修
入門講座

手話奉仕員養成研修
基礎講座

親子自然工作教室

７人制ラグビーの大会

関西・一宮セブンズ
   １０１３４５５ ＩＤ 

ジュニアアーチェリー教室

２０１９春　ビブリオバトル
   １０２８２９６ ＩＤ 

認知症ケアラーズカフェ
   １０１６１０７ ＩＤ 

市民将棋大会
   １０２８５７９ ＩＤ 

民俗芸能公演
   １０２８４５０ ＩＤ 

特集展示コーナー「川合玉堂の名品」

学芸員による展示説明
   １０２８０７８ ＩＤ 

２０１９（令和元）年５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

暮
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日　時／６月１５日（土）　午後２時～

４時

対　象／年少～小学生（１年生以下

は保護者同伴）

内　容／紙粘土でお父さんの顔の飾

り面を作る

定　員／２０人（抽選）

参加料／３００円（教材費）

申し込み／５月２８日（火）（必着）までに

電話、または郵便番号・住所・氏名

（ふりがな）・学校名（園名）・学年・

電話番号・保護者名を記入し「パパ

のかおレリーフ」と明記の上、ハガ

キ・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、migishi@city.ichinomiya

.lg.jp）

問い合わせ／三岸節子記念美術館　

（６３）２８９２

日　時／５月１８日（土）・２５日（土）

会　場／市内２５児童館

内　容／「みんなで　つくろう　あそ

ぼう　たのしもう」をスローガンに、

各児童館で企画のプログラムで遊ぶ

※児童館により開催日時が異なりま

すので、各児童館へお尋ねくださ

い。

問い合わせ／社会福祉事業団　（５１）

５０２０

日　時／５月５日（祝）　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

問い合わせ／一宮地方総合卸売市場　

（４４）１１１９

日　時／５月１９日（日）　午前１０時～

正午

会　場／１３８タワーパーク

内　容／「花は君たちのために咲く

のではない」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

日　時／５月２１日（火）・２２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／５月２３日（木）　午前９時３０

分～午後３時３０分

行き先／市内の障害者福祉施設６カ

所

対　象／障害者福祉施設への就職に

興味がある方

定　員／２５人（抽選）

参加料／７００円（昼食・茶菓子代）

申し込み／５月１０日（金）までに電話で

障害者基幹相談支援センター（（２６）

２２３０）、または住所・氏名・年齢・電

話番号を記入し「見学バスツアー」

と明記の上、ファクス（（２６）２２３１）

問い合わせ／障害者自立支援協議会（福

祉課内）　 （２８）８６１９

応募資格／２０歳以上の方

任　期／７月～令和２年６月（予定）

謝　礼／月４，５００円程度

募集人数／５人

申し込み／５月７日（火）～１７日（金）に国

土交通省木曽川上流河川事務所

※詳しくは、木曽川上流河川事務所

（０５８（２５１）１３２６）へお尋ねくださ

い。

問い合わせ／治水課　（２８）８６４１

国営木曽三川公園１３８タワーパーク　（５１）７１０５

　５月中旬～６月上旬に「ローズストリーム」で、５品種・

約１，０００株のバラが咲き誇ります。

開園時間　午前９時３０分～午後５時

品　　種　アプリコットキャンディ、ハンスゲーネバイン、ノヴァーリス、

　　　　　サニーノックアウト、ピンクノックアウト

１０２３８７７ ＩＤ 
1３1３８８タタワワーパーパーークク

色色鮮鮮ややかかななババララががおお出出迎迎ええ

募　集

日曜新鮮市

もくパラ自然 楽  講 
がっ こう

児童館ふれあいまつり

せつこっこクラブ

パパのかおレリーフを
つくろう ！

   １０２８５７３ ＩＤ 

福祉マルシェ
 ｉ ・愛・ 逢 マーケット

あい

   １０２８３１９ ＩＤ 

福祉の仕事を知るための
見学バスツアー
   １０２８６０１ ＩＤ 

河川愛護モニターを募集
   １０２３７２１ ＩＤ 

５月２１日（火）　午後１時３０分～２時３０分

※雨天時はツインアーチ１３８で開催

レコード鑑賞会～手巻き蓄音機の音色を楽しむ～

２０１９（令和元）年５月　広報一宮
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←市ソーシャルメディア一覧はこちら　 １０１１１８４ ＩＤ 情報ＢＯＸ
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対　象／子ども（３歳～高校生）と

１人以上の大人

内　容／学校や近所の友達、兄弟姉

妹などと一緒に、自然観察やリサイ

クルなどの環境活動に取り組む

申し込み／こどもエコクラブウェブサ

イトから電子申請

問い合わせ／環境保全課　（４５）７１８５

応募資格／次のいずれかに該当する方

①放課後児童支援員認定資格がある

②教諭・保育士の資格がある、また

は大学で社会福祉学・心理学・教育

学・社会学などの課程を修了した③

高校を卒業し、２年以上かつ２，０００時

間以上児童福祉事業に従事した④補

助員（資格不要）

勤務内容／児童の安全確保・健康管理、

行事運営ほか

勤務場所／児童クラブ

勤務日時／７月１９日（金）～８月３１日（土）

の週２日以上　午前７時３０分～午後

２時３０分（日曜日・祝休日を除く）

選考方法／面接

時　給／①１，２２０円②③１，１３０円④

９３０円

申し込み／写真を貼った履歴書と①～

③は証明書などの写しを持参または

郵送（〒４９１－０１１３　浅井町西浅井字

弐軒家４７　いずみ福祉園内社会福祉

事業団）

問い合わせ／社会福祉事業団　（５１）

５０２０

応募資格／自家用車で勤務でき、資格

がある方

勤務内容／学校給食管理全般、学校で

の食育指導ほか

勤務場所／南部学校給食共同調理場ほ

か

勤務日時／学校給食実施日の午前８時

１５分～午後２時１５分（時差勤務あり）

選考方法／面接

採用人数／１人

時　給／１，２００円

申し込み／５月１６日（木）（必着）までに

指定履歴書と栄養士免許証の写しを

持参または郵送

問い合わせ／南部学校給食共同調理場　

（２８）８６５０

勤務場所／南部学校

給食共同調理場

勤務日時／学校給食

実施日の①午前８

時１５分～午後２時

１５分②午前８時１５分～午後０時１５分

③午後１時～４時３０分

選考方法／面接

時　給／９４０円

申し込み／電話で南部学校給食共同調

理場

問い合わせ／南部学校給食共同調理場　

（２８）８６５０

応募資格／昭和４４年４月１日～平成１３

年３月３１日生まれで、週４回程度（１

日４時間）勤務できる方

勤務日時／７月２０日（土）～８月４日（日）　

①午前９時～午後１時②午後１時～

５時（休館日を除く）

選考方法／書類選考・面接

採用人数／６人

時　給／９３０円

申し込み／５月３１日（金）（必着）までに

写真を貼った履歴書を持参または郵

送（〒４９１－０９２２　大和町妙興寺２３９０　

博物館）

問い合わせ／博物館　（４６）３２１５

応募資格／普通自動車運転免許を持ち、

看護師の資格がある方

勤務場所／本庁舎介護保険課

勤務日時／月～金曜日のうち月１０日程

度　午前８時４５分～午後４時４５分

（祝休日などを除く）

選考方法／面接

申し込み／写真を貼った履歴書と看護

師免許証の写しを郵送（〒４９１－８５０１　

本庁舎介護保険課）

問い合わせ／介護保険課　（２８）９０２０

応募資格／昭和３５年４月２日以降生ま

れで、資格があり、超音波検査業務

経験が３年以上ある方

選考方法／１次試験＝一般教養・適性

検査、２次試験＝面接

採用人数／１人

申し込み／５月２４日（金）（必着）までに

応募書類を持参または郵送（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）

※１次試験は５月３１日（金）に市民病

院で実施

問い合わせ／市民病院管理課　（７１）

５１６７

応募資格／平成３

年４月２日以降

生まれで資格が

ある、または令

和２年３月末ま

でに資格取得見

込みの方

選考方法／１次試験＝一般教養・適性

検査、２次試験＝面接

採用人数／１人

申し込み／５月２４日（金）（必着）までに

応募書類を持参または郵送（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）

※１次試験は５月３１日（金）に市民病

院で実施

問い合わせ／市民病院管理課　（７１）

５１６７

こどもエコクラブ
会員を募集
   １００１８１６ ＩＤ 

小学校夏休み期間中の

児童クラブ臨時職員
登録者を募集

臨時栄養士を募集
   １０１３６４５　指定履歴書ダウンロード可 ＩＤ 

臨時調理員を募集
   １０２５２９３ ＩＤ 

博物館展覧会の
監視員を募集
   １０２８６１７ ＩＤ 

７月採用

臨時介護認定調査員を募集
   １００１１３９ ＩＤ 

７月採用　市民病院

臨床検査技師を募集

令和２年４月採用　市立病院

診療放射線技師を募集

２０１９（令和元）年５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

応募資格／平成２年４月２日以降生ま

れで、資格がある方

選考方法／１次試験＝一般教養・適性

検査、２次試験＝面接

採用人数／１人

申し込み／５月２４日（金）（必着）までに

応募書類を持参または郵送（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）

※１次試験は５月３１日（金）に市民病

院で実施

問い合わせ／市民病院管理課　（７１）

５１６７

応募資格／平成元年４月２日以降生ま

れで資格がある、または令和２年３

月末までに資格取得見込みの方

選考方法／１次試験＝一般教養・適性

検査、２次試験＝面接

採用人数／１人

申し込み／５月２４日（金）（必着）までに

応募書類を持参または郵送（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）

※１次試験は５月

３１日（金）に市民

病院で実施

問い合わせ／市民病院管理課　（７１）

５１６７

応募資格／平成３年４月２日以降生ま

れで、大学を卒業または令和２年３

月に卒業見込みの社会福祉士の資格

がある、または資格取得予定の方

選考方法／１次試験＝専門試験・一般

教養・適性検査、２次試験＝面接

採用人数／１人

申し込み／５月２４日（金）（必着）までに

応募書類を持参または郵送（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）

※１次試験は５月３１日（金）に市民病

院で実施

問い合わせ／市民病院管理課　（７１）

５１６７

応募資格／昭和３５年４月２日以降生ま

れの方（看護師免許は不要）

選考方法／面接

採用人数／５人

申し込み／写真を貼った履歴書を持参

または郵送（〒４９１－８５５８　市民病院

管理課）

問い合わせ／市民病院管理課　（７１）

５１６７

　１１９番に電話すると、出動のために

必要な順で内容を尋ねますので、慌

てずに落ち着いてお答えください。

携帯電話からの１１９番通報

　市内からの通報は、ほとんどが一

宮市消防本部につながります。しか

し市の境界付近では、他の消防本部

につながる場合もあるため、最初に

「愛知県一宮市」とお話しください。

運転中は安全な場所に止めてから、

通報してください。

ファクス・電子メールでの１１９番通報

　火事または救急、場所・状況など

を記載し、ファクス（１１９）・電子

メール（shobo1１９@orihime.ne.jp）

を送信してください。受信すると、

ファクス・電子メールで返信します。

１１９番の適正な利用を

　緊急時以外は使用しないでくださ

い。災害・病院照会は、災害テレホ

ンサービス（（７２）１０００）、県救急

医療情報センター（（７２）１１３３）へ

お電話ください。

１１９番通報などにおける多言語通訳

サービス

　日本語によるコミュニケーション

が困難な外国人からの、１１９番通報な

どに対応するため、多言語で通訳を

行います。

問い合わせ／消防本部通信指令課　

（７２）１１９１

　梅雨時の用水路は、水量が増えて

流れも速くなり非常に危険です。用

水や川べりで遊ぶ子どもを見掛けた

ら注意しましょう。またフェンスの

扉が開いていたら、必ず閉めてくだ

さい。フェンスの扉などが壊れてい

たら、すぐにご連絡ください。

問い合わせ／維持課　（２８）８６３８

日　時／７月１１日（木）　午前９時４０

分・午後１時３０分

会　場／名古屋文理大学文化フォー

ラム（稲沢市民会館）

対　象／危険物取扱者免状を持ち危

険物取扱所などで危険物の取り扱い

に従事する方（受講は３年ごと）

受講料／各４，７００円

申し込み／５月１０日（金）～２３日（木）に専

用封筒で郵送、または愛知県危険物

安全協会連合会ウェブサイトから電

子申請。申請書・専用封筒は消防署

などで配布

問い合わせ／消防本部予防課　（７２）

１２８２

日　時／①６月６日（木）　午前９時

４０分～正午（小学部・中学部）②６

月２０日（木）　午前１０時～正午（小学部）

・２７日（木）　午前１０時～正午（中学部）

会　場／①一宮東特別支援学校②い

なざわ特別支援学校（稲沢市）

対　象／知的に障害のある子の保護

者（ＪＲ東海道本線の①東側在住②

西側在住）など

申し込み／電話で①は一宮東特別支援

学校（（５１）５３１１）、②はいなざわ

特別支援学校（０５８７（３５）２００５）

問い合わせ／学校教育課　（８５）７０７３

暮
ら
し

そ
の
他

暮 ら し

そ の 他

７月採用　市立病院

言語聴覚士を募集

令和２年４月採用　市立病院

薬剤師を募集

令和２年４月採用　市立病院

医療ソーシャルワーカーを募集

市民病院

常勤臨時看護補助員を募集

１１９番通報は
慌てず・早く・正確に
   １００００２８ ＩＤ 

用水での事故防止に
ご協力を
   １０１９７２５ ＩＤ 

危険物取扱者保安講習

特別支援学校　学校説明会

２０１９（令和元）年５月　広報一宮
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日　時／５月２８日（火）　午後１時３０

分～４時

会　場／名古屋文理大学文化フォー

ラム（稲沢市民会館）

対　象／令和２年３月新規学卒予定

者（中学・高校）を採用予定の事業主

内　容／求人の取り扱いや求人活動

のルールほか

問い合わせ／一宮公共職業安定所　

（４５）２０４８

　国では、全ての事業所を対象に経

済センサス基礎調査を行います。６

月～令和２年３月に調査員が巡回し

ますので、ご協力をお願いします。

調査内容は統計以外には使用しませ

ん。

問い合わせ／行政課　（２８）８９５７

　国では、製造業を営む事業所を対

象に工業統計調査を行います。５月

～６月に調査員が訪問しますので、

ご協力をお願いします。調査内容は

統計以外には使用しません。

問い合わせ／行政課　（２８）８９５７

　一宮地方の歴史・考古・民俗・自

然などに関する研究・成果をまとめ

た郷土史の自費出版などをする方に、

審査後に経費の一部を補助します。

対　象／市内在住・在勤で令和２年

３月までに自費出版などをする個人

・研究団体

申し込み／事前に博物館へ相談の上、

１２月２５日（水）までに出版物１０部（未出

版の場合は原稿の写しなど）と申請

書を博物館

※提出物は返却不可

問い合わせ／博物館　（４６）３２１５

　県では「尾張都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針」と区域区分を

変更し、市では用途地域を変更しま

した。関係図書は、本庁舎都市計画

課で縦覧できます。

問い合わせ／都市計画課　（２８）８６３２

　市では、外崎地区の事業計画を決

定しました。関係図書は、本庁舎区

画整理課で縦覧できます。

問い合わせ／区画整理課　（２８）８６１８

　聞く・話す・読む・書く・計算す

る・注意集中困難・対人関係など、

子どもの成長や養育で悩む保護者・

教職員の方は、ご相談ください。相

談は無料で、秘密は厳守します。

日　時／火・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時に電話で一宮東特別支援学校

（祝休日を除く）

問い合わせ／県立一宮東特別支援学校　

（５１）５３１１

暮
ら
し

そ
の
他

～いつでもどこでも「広報一宮」を～　無料アプリで配信中 情報ＢＯＸ

環境センター　（４５）７００４

経済センサス基礎調査に
ご協力を
   １００３１０５ ＩＤ 

工業統計調査にご協力を
   １００３１０５ ＩＤ 

郷土史の自費出版などに
経費の一部を補助
   １０２８４４９ ＩＤ 

たんぽぽ相談のご利用を

尾張都市計画の変更
   １０２３８３２ ＩＤ 

一宮外崎土地区画整理事業
事業計画を決定
   １０２５３４４ ＩＤ 

学卒求人説明会

（　）内は前年同月

１人１日総　量

７３７（７２０）

＋１７ｇ

７，９５３ｔ（７，７７７ｔ）

＋１７６ｔ

市内のごみの量（２月分）

▽４月２９日（月）～５月３日（金）、

６日（月）は収集

ゴールデンウイークのごみ収集

ゴールデンウイークのごみ持ち込み

▽４月２９日（月）～５月２日（木）、

６日（月）は受け付け

▽５月３日（金）は休み

５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。

５
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６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

２０１９（令和元）年５月　広報一宮

いちのみや応援基金へ　３２件

社会福祉協議会へ

浅井積徳会、エス・ビー建材、

岐阜信用金庫、料理教室　男の

料理・和の会・ニコニコ教室・

楽しいクッキング、ピアゴ妙興

寺店、ヤマコ納骨堂協会、アピ

タ一宮店、中部経済新聞社尾張

支社、起工業高校生徒会、アピ

タ木曽川店、ピアゴ尾西店、金

剛プラザ幼稚園ＰＴＡ、尾西信

用金庫、一宮北高校、匿名２件

福祉関係へ

角田ナーセリー、研ライフケア

（３月分まで・敬称略）

ご寄付
ありがとうございました
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温水プール　（７７）４７２７水泳教室

▼日　時／６月１２日（水）～８月６日（火）に週１回１時間の教室
を８回（①親子＝日曜日、②未就園児＝火・木曜日、③子
ども＝火・水・木・金・土・日曜日、④大人＝水・木・金曜日）

▼対　象／市内在住・在学・在園の方（市外も場合により可）
▼受講料／①～③各６，０００円④５，０００円
▼申し込み／５月２８日（火）～６月９日（日）の各指定申込日から温
水プール

※コース・受付日時・定員などの詳細は問い合わせ

６月３日（月）～１１日（火）は施設点検のため休場

一宮市民会館　（７１）２０２１自主文化事業

ＲＧあるある歌謡祭
▼日　時／７月２２日（月）　午後７時
▼会　場／木曽川文化会館尾西信金ホール
▼出　演／レイザーラモンＲＧさん、椿鬼奴さんほか
▼入場料／２，５００円（全席指定）。席が不要な４歳以下は無料
（保護者１人当たり１人）
▼前売り開始／５月１９日（日）　午前１０時。５月１３日（月）の午前１０時
～１５日（水）の翌午前０時に市民先行販売あり（チケットぴあ
特電　０５７０（０２）９５１１）。前売り開始日の一宮・尾西市民
会館（（６２）８２２２）、木曽川文化会館（（８６）７５８１）は電
話・ネット予約だけ

うたごえ喫茶～四季の歌：なつの歌
▼日　時／７月２０日（土）　午前１０時３０分
▼会　場／一宮市民会館
▼定　員／１３０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

米村でんじろうサイエンスショー　ｉｎ　いちのみや
▼日　時／８月３日（土）　①午後１時②３時３０分
▼会　場／一宮市民会館
▼入場料／２，３００円（全席指定）。席が不要な２歳以下は無料
（保護者１人当たり１人）
▼前売り開始／４月２７日（土）　午前１０時。前売り開始日の一宮・尾
西市民会館、木曽川文化会館は電話・ネット予約だけ

一宮地域文化広場　（５１）２１８０天体観望会・プラネタリウム館

北天最大の球状星団を観測しよう  ！

～ヘルクレス座球状星団、しし座のアルギエバ～
▼日　時／①５月２４日（金）②２５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／５月１４日（火）の午前１０時から電話で地域文化広場

エコハウス１３８　（４７）７１３８環境学習講座・プール講習会

▼対　象／年中以上の方
▼定　員／各２０人（先着。小学２年生以下は保護者同伴）
▼申し込み／５月２日（休）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１回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

５月８・２２・２９日（水）　１３：００

水 中 ウ オ ー キ ン グ

５月１３・２０・２７日（月）　１４：００

５月８・２２・２９日（水）　１４：００か ん た ん ア ク ア ビ ク ス

５月１０・１７・２４・３１日（金）　１３：００スイムワンポイントレッスン

受講料日　時環境学習講座名

６００円６月２日（日）　１３：３０～１５：００淡水エビ・カニ

１，０００円６月１５日（土）　１０：３０～１２：００淡水アクアリウム

スポーツ文化センター　（２４）１８８１卓球イベント・スポーツ教室

スポ文卓球まつり
▼日　時／５月３日（祝）～５日（祝）　午前９時～午後９時
▼参加料／大人２００円、中学・高校生１５０円、小学生１００円（２
時間ごと）

※ラケット・ピン球の貸し出しあり（有料）

なべぶた・しゃもじ・スリッパｄｅ卓球大会
▼日　時／６月２日（日）　午前１０時～午後２時
▼対　象／小学生以上の方
▼参加料／５００円
▼申し込み／５月３日（祝）から参加料を持参の上、スポーツ文化
センター

▼申し込み／各開催日時に受講料を持参の上、スポーツ文化セ
ンター

受講料日　時スポーツ教室名

各３５０円

５月７・１４・２１・２８日（火）
１３：３０～１４：３０

健康いきいき体操

５月８・１５・２２・２９日（水）
１０：００～１１：００

ら く ら く 体 操

５月９・１６・２３・３０日（木）
１４：４５～１５：４５

のびのびフローヨガ

５月９・１６・２３・３０日（木）
１３：３０～１４：３０

ら く ら く ヨ ガ

５月１０・１７・２４・３１日（金）
１３：３０～１４：３０

５月１０・１７・２４・３１日（金）
９：３０～１０：３０

チ ェ ア ヨ ガ

大野極楽寺公園管理棟　（５１）３０１５緑化教室

▼申し込み／①は随時②は５月７日（火）の午前１０時～１８日（土）③
は５月１８日（土）までに電話で大野極楽寺公園管理棟（０８０
（９１１０）３０１５）

教材費定　員日　時教室名

５００円
１５人
（先着）

５月１５日（水）
１０：００～１２：００

宿根草＆ハーブの
ガーデニング講習会

①

８００円
１０人
（先着）

５月１９日（日）
１３：００～１４：３０

虫 よ け ア ロ マ
ス プ レ ー 作 り

②

各１，０００円
各２０人
（先着）

５月２５日（土）
１０：００・１３：００

ま ゆ 玉 の 工 作
アジサイとカエル

③

小学生以下は保護者同伴
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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。
７月号の締め切りは５月２４日（金）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
情 報発信地

いちのみや’ｓ

一宮スクエアダンスクラブ

初心者講習会　受講生を募集

アメリカ発祥の歩くだけのダン

スです。小学生以上の方が対象

で、会場はエコハウス１３８です。

日　時／５月１７日～１０月２５日の

毎週金曜日　午後７時～８時３０

分（５月１７・２４・３１日は無料体験会）

会　費／月１，５００円

※上履きが必要

問い合わせ／藤岡　（４４）８９１５

一宮音楽家協会

サロンコンサート

美しい名曲をお楽しみください。

日　時／５月１２日（日）　午前１０時

４５分～１１時４５分

会　場／スポーツ文化センター

曲　目／声楽「 宵  待  草 」、ピアノ
よい まち ぐさ

２台８手「シャンパン・トッカ

ータ」ほか

問い合わせ／久野　（８７）２８２７

約５kmと約１０kmのコースがあり

ます。

日　時／５月１２日（日）　午前９時

集合（雨天決行）

集合場所／ＪＲ木曽川駅西口

問い合わせ／実行委員会・小澤　

０９０（６９５２）８６９９（平日の午前９時

～午後５時）

知らない町を歩いてみよう（パート２）

～木曽川東の見て歩き～

千秋ミニバスケットボールクラブ

練習生を募集

「明るく　楽しく　強く」を目標に

活動しています。初心者も歓迎。

日　時／毎週土・日曜日　午前

９時～正午ほか

会　場／千秋小学校ほか

対　象／小学４～６年生

会　費／月２，０００円（保険料を含

む）

申し込み／中村　０９０（７８６２）７８５９

人生１００年時代。太極拳で足腰を

鍛え、健康寿命を延ばしましょ

う。見学、無料体験もできます。

日　時／木曜日　午前１０時～１１

時３０分（月３回）

会　場／　－ビル３階市民活動

支援センター

会　費／月１，５００円

問い合わせ／森　（６９）０６３４

健康づくり太極拳の会

会員を募集

みんなで楽しいコンサートに参

加しませんか！　歌に落語、紙

芝居、話題の「パプリカダンス」

など盛りだくさんです。

日　時／５月１２日（日）　午後１時

～３時

会　場／　－ビル３階シビック

テラス

問い合わせ／末守　０９０（９２２８）８０５６

一人じ ゃ ない

～ココロのビタミン、見つけよ！～

日　時／毎週土曜日　午前１０時

～正午（初回は６月１５日）

会　場／大宮公園弓道場

対　象／小学５年生～高校生

（弓道部の方を除く）

会　費／月１，０００円（入会金

１，０００円も必要）

申し込み／５月３１日（金）までの午

後７時～９時に直接会場（日曜

日を除く）

問い合わせ／鵜飼　（６９）５６３２

一宮弓道会スポーツ少年団　団員を募集１３８ひつじプロジェクト

１３８人　ジンギスカン

ジンギスカンを楽しみましょう。

申し込みなど詳しくは、ウェブ

サイト（ http://138sheep.net ）

をご確認ください。

日　時／６月１日（土）　午前１１時

～午後２時

会　場／大野極楽寺公園

参加料／１，５００円

問い合わせ／一宮活性化プラン協議

会・星野　０９０（２２６５）９１８８

日本宇宙少年団一宮分団育成会

水ロケット大会

１３８タワーパークで水ロケット

を作り、打ち上げます。

日　時／５月５日（祝）　①午前１０

時～午後０時３０分②午後１時３０

分～４時（小雨決行）

対　象／園児～中学生

定　員／各８０人（先着）

※４日（祝）に水ロケット教室を

開催（先着１００人）

申し込み／酒井　（７１）０３０３

市民が選ぶ市民活動支援制度対象事業

家具転倒防止をお手伝いします

近い将来起こるといわれている南海トラフ巨大地

震に備え、家具転倒防止金具の取り付けをお手伝

いします。

対　象／市内の家　利用料／無料（金具代が必要）

申し込み／一宮防災ボランティアネットワーク・伊

藤　０９０（４７９４）８８６３

 杜 の宮市
もり

３万人が集う、アート・文化のイベント。全て

「手づくり」を大切にした、約３８０のブースが全国

から集結します。

日　時／５月５日（祝）　午前１０時～午後５時

会　場／真清田神社周辺

問い合わせ／準備委員会・藤田　０９０（５６４１）１１８８
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支援額投票額申請額事業名団体名№

２０７，９７２円２０７，９７２円５２４，４００円一宮市民吹奏楽団レインボーコンサート２０１９一宮市民吹奏楽団５

７９６，２４５円７９６，２４５円９０９，７００円一宮七夕ウォーク一宮歩こう会７

１１１，１８０円１１１，１８０円４５６，８３３円保育園・幼稚園巡回サッカー教室スポーツフォーラム愛知１０

５９０，６６６円８３１，３４３円５９０，６６６円地域安全活動事業千秋安全パトロール隊１２

１３８，０００円３００，８４０円１３８，０００円環境保全・美化サポート事業木曽川緑道を守ろう会１５

２０８，５１７円２０８，５１７円２２７，６６６円和太鼓演奏を通した障害児者と市民の交流機会の提供ののはな太鼓１６

１２８，８５３円２４９，０６５円１２８，８５３円施設及び個人宅への傾聴ボランティア訪問活動傾聴ボランティア「みみの木」１７

３１０，６５０円３１０，６５０円４４４，０００円杜の宮市「まちにアートを、文化づくり」事業杜の宮市準備委員会１８

４１４，０９１円４１４，０９１円８５２，０００円浅井町夏まつり浅井町まつり実行委員会１９

２０１，２６６円２６９，４４８円２０１，２６６円ホタルを復活させて、環境保全の啓蒙青木川ホタル育て隊２２

６１，２５８円６１，２５８円９０，６６６円親子でワクワク音楽遊び音楽療法カキツバタ２４

２０８，４６６円２８５，２５３円２０８，４６６円防犯強化地域事業門間パトロール隊２７

２５０，２６４円２５０，２６４円９７３，７３３円まごころふれあいサロン「ふじた亭」一宮まごころ３０

４０２，３１９円４０２，３１９円４１８，４８０円障がい者パソコン勉強会ありんこ３１

１７０，６９４円１７０，６９４円※１７０，６９４円家具転倒防止支援事業一宮防災ボランティアネットワーク３３

１３８，５３９円１３８，５３９円１６４，１３３円おもいをつたえあう場・まんまるしょうがいを地域で考える・一宮っ子の会３７

２５５，６６６円２７４，１３５円２５５，６６６円０才からアートスタートしよう一宮おやこ劇場４０

８２，４０４円８２，４０４円１９３，５７３円「出会い」と「生音」を体感し、豊かな感性を育てる会笑音楽座４２

８６８，７３０円８６８，７３０円２，４８０，０００円広義のホームレス及び生活困窮者の自立支援事業のわみ相談所４６

２１９，６３５円２１９，６３５円３１８，９３３円子育て支援事業つなハピ４７

５４８，８７２円５７５，５２０円５４８，８７２円防犯交通パトロール事業尾北パトロール隊５０

８３８，１０１円８３８，１０１円２，３６８，０７３円高齢者等の生活助け合い生活助け合い・ねこの手ネット６０

３４４，３３１円３４４，３３１円３９５，４００円一宮北部少年野球大会一宮北部少年野球クラブ６２

１８６，６０８円１８６，６０８円６３８，４００円きそがわふれあいコンサート（公演）木曽川文化創造ワークショップ６５

３１６，６４５円３１６，６４５円５６３，６００円「耐震」の意義と必要性を伝える事業ＮＰＯ耐震化推進グループ７３

１７５，２００円９５６，６９３円１７５，２００円ホタルの観賞を通して、感動と癒やしの提供萬葉公園ほたるの会７６

１６３，７１８円１６３，７１８円１７３，３３３円地域の美化神山を良くする会８２

３８２，１４６円４２０，８４９円３８２，１４６円ニコニコふれあいバス利用促進事業の推進萩原町連区交通協議会８５

１４６，０００円２５４，０７９円１４６，０００円劇団織音座　親子観劇会劇団織音座８９

２３２，２６６円４３５，２３７円２３２，２６６円地域安全安心活動事業丹陽防犯パトロール隊９５

３５６，３２１円３５６，３２１円３７８，６６６円精神疾患・精神障がいに対する啓発普及事業一宮市地域精神障がい者家族会「びわの会」９８

１４９，４３９円１４９，４３９円２５８，６６６円生活基礎講習会一宮友の会１００

８２，８４０円８２，８４０円２０２，１００円輝く女性の輝くまちづくり事業チアフル・ママ１０６

１，３１１，５９７円１，３１１，５９７円２，９３１，６８０円地域スポーツ教室紹介事業木曽川文化・スポーツクラブ１０９

１１０，９７３円３１１，３０４円１１０，９７３円地域防犯パトロール事業開明パトロール隊１１０

支援対象団体への
支援額が決定

　「市民が選ぶ市民活動支援制度」は、市民の皆さん

が支援したい市民活動団体を選んで投票し、その投

票結果に応じた支援金が団体に交付される制度です。

　１月２５日～２月２３日に市民の皆さんからの投票を

受け付けた結果、団体への支援額が下表のとおり決

まりました。

■■　支援対象団体ごとの支援支援対象団体ごとの支援額額　■■

市民活動支援センター　（２３）８８８３ １０１２３４０ ＩＤ 

▼投票者数 ３０，１４８人

▼投票率 ９．４％

▼支援金の総額 約１，８６０万円

※投票資格は１８歳以上の市民

投 票 結 果
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支援額投票額申請額事業名団体名№

５３，２００円１１９，５７３円５３，２００円自主防犯パトロール活動加茂防犯パトロール隊１２２

８７，２００円８７，２００円２２８，４００円ミュージカルで学ぶ環境学習劇団シンデレラ１２３

１５７，２６６円２０６，７７３円１５７，２６６円動物介在教育・動物介在活動一宮ＡＡＥドッグスクラブ１２６

３１９，０４３円３１９，０４３円３３７，１２９円防犯パトロール活動森本防犯パトロール隊１２８

２２８，９３３円４００，３５７円２２８，９３３円ホタルの飼育室の整備と維持及び放流場所の整備と維持明地ホタルの会１２９

２９２，４４７円２９２，４４７円３１８，０５２円大平島公園のＳＬ活用事業大平島公園ＳＬ友の会１４９

１１５，１０４円１１５，１０４円１８１，８００円聴覚障害者と市民との交流事業一宮市聴覚障害者協会１５１

３５９，９１８円３５９，９１８円７０２，８８０円
ＮＰＯ法人響愛学園９周年記念コンサート＆
インクルーシブオーケストラ「シンフォニー」第４回定期演奏会

響愛学園１５３

８０，０００円１２０，５５４円８０，０００円地域の美化クリーンな町野口１丁目１５６

３０４，７６４円３０４，７６４円※３０４，７６４円
一宮の未来ある子ども達の心を育む助産師の
「生」と「性」の教育活動

「生」教育助産師グループ
ＯＨＡＮＡ（オハナ）

１５７

４８２，６００円５１４，９１６円４８２，６００円
大志連区民がいっしょになって献馬・神輿にとまって
桃花祭を楽しもう！

大志連区の歴史と文化を知る会１５８

３４，５５３円３４，５５３円４５１，０６６円子育て支援、児童育成子育て支援団体　ｉｒｉｅ　ｆａｍ１６３

１４９，５４８円１４９，５４８円１５３，００４円緑道まつり緑道まつり実行委員会１６４

５７，８６６円１１１，３９８円５７，８６６円地域安全活動事業朝日安全パトロール隊１６８

７２，０００円１４９，１１２円７２，０００円雀のお宿公園の整備イタセンパラ生息地保存会１６９

１５８，２６８円１５８，２６８円２９８，９３３円日本の伝統文化であるお茶・お花の普及と次世代への継承事業おもてなしの会１７１

２３６，２０３円２３６，２０３円※２３６，２０３円防犯パトロール活動時之島協和会１７４

９６，６８３円９６，６８３円※９６，６８３円ショートトラック・スピードスケート講習会一宮中日スケートクラブ１７５

１６，６７７円１６，６７７円２１７，６００円キラリ女子の生き方塾キラリ女子塾１７６

７，８４８円７，８４８円７０，９３３円女性が輝く街づくり推進事業笑～ｅｍｉ～１７７

２３５，４４９円２５２，００８円２３５，４４９円地域安全安心ボランティア防犯パトロール活動宮西連区防犯パトロール隊１７８

１２４，５８７円１２４，５８７円３４１，２００円将棋女流棋士１０名による女性１００名のぐるぐる将棋尾張一宮・女流棋士のまちにする会１８１

６４１，４６５円６４１，４６５円８８０，０００円ＷＡＩＷＡＩのわミー（無料塾と子ども食堂）インクルーシブのわみ１８２

３２，８０９円３２，８０９円２６７，０００円ママのための社会参画意識向上事業いちごーきっず１８４

１２２，１８９円１２２，１８９円１４１，７６６円認知症予防事業認知症予防ネット一宮１８５

４５，９９８円４５，９９８円３２８，４００円子育て応援イベント実施事業子育てグループ　Ｈｉｒｏ＊Ｌｉｎｏ１８６

７２，８１２円７２，８１２円１７７，３３３円朝日盆踊り朝日盆踊り実行委員会１８８

５０，０００円７３，１３９円５０，０００円三条ふれあいサロン三条ふれあいサロン１８９

４０，５４８円４０，５４８円１０７，４６６円ＪＯＹＺセラピー（ジョイズセラピー）ＪＯＹＺセラピー（ジョイズセラピー）１９１

５６，２４４円５６，２４４円１０７，７３３円玉野道行囃子を復活させ、演奏する事で地域を盛り上げよう。玉野道行囃子保存会１９３

２０，６０１円２０，６０１円５３，３３３円１３８　Ｎｅｘｔ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ＯＲＩＨＩＭＥ　Ｌｉｖｅ１３８　Ｎｅｘｔ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｓ１９４

５１，３３９円５１，３３９円※５１，３３９円一宮市　ご当地ドラマ＆番組制作Ｄｅｆａｕｌｔ　Ｅｍｏｔｉｏｎ（デフォルトエモーション）１９５

※は変更後の申請額

金　額投票数区　分

１８，６１０，２２４円２８，４５６人有 効 投 票 ※

１８，４９０，５４２円２８，２７３人
団 体 へ の 支 援 を
希 望 し た 方

１１９，６８２円１８３人
市民活動支援基金への
積み立てを希望した方

※は投票者数のうち、記載の不備などを除いたもの

■投票内訳

積立額区　分

１１９，６８２円基金への投票額

２，５７５，９０８円団体への投票額と支援額との差額

０円申請を取り下げた団体への投票額

２，６９５，５９０円合　計

■市民活動支援基金への積立額

　団体は事業経費の３分の２までを申請額とすることがで

きます。支援額は、投票結果から算出した額（投票額）と、

申請額を基に決まります。

▽投票額が申請額より多い場合、申請額が支援額となり、

差額は基金に繰り入れます。

▽投票額が申請額より少ない場合、投票額が支援額となり

ます。ただし、その金額では事業が行えない場合などは、

減額の変更申請や、申請の取り下げができます。取り下

げた団体への投票額は基金に繰り入れます。

■支援額の決定方法

検索一宮市　市民活動支援制度

　投票結果の一覧や、各団体の申請書が見ら

れます。事業終了後には、団体から提出され

た実績報告書も掲載します。

　詳しくは「市民が選ぶ市民活動支援制度」の

ウェブサイトをご確認ください。
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ナップス
まちかど

ュースニ
まちかど

尾張一宮テコンドークラブの皆さんが優勝などを報告

全日本テコンドー選手権大会

▽優勝（組手・男子ライト級）、３位（型・男子一段の部）

　酒井翔平さん（篭屋２丁目、写真左端から２人目）

▽優勝（組手・男子ミドル級）

　木下勇弥さん（花池２丁目、写真右端）

▽準優勝（組手・男子ヘビー級）

　臼井久高さん（奥町、写真左端）

全日本ジュニアテコンドー選手権大会

▽優勝（組手・男子Ｊｒミドル級）

　久保田渚斗さん（中部中学校３年）

まちかどニュースの動画はこちら→

　一宮市が公認チームキャンプ地に決定したことを記念

して開催。日本代表として活躍した廣瀬佳司さんによる

貴重な話を聞くため、多くの方が訪れました。

　来場者は記念パネル展示・体験コーナーで、記念撮影

やキックゲームをするなど、イベントを満喫しました。

ラグビーワールドカップ２０１９
公認チームキャンプ地　記念講演会
３月２３日　　－ビル７階シビックホール
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なりまちニュースと

　市内の各地で咲き誇った桜。青空の下、桜の

木の下で写真を撮ったり、レジャーシートを広

げてお弁当を食べたりと、多くの人が美しい桜

を楽しんでいました。

一宮桜まつり
３月２５日～４月１０日　大江川緑道、木曽川堤ほか

日　時／６月９日（日）まで　午前９時～午後５時（入館

は４時３０分まで）

会　場／不二竹鼻町屋ギャラリー（羽島市竹鼻町）

観覧料／３００円（中学生以下無料）

休館日／月曜日（４月２９日、５月６日を除く）、５月７

日（火）～９日（木）

問い合わせ／不二竹鼻町屋ギャラリー　０５８（３９３）０９５１

不二竹鼻町屋ギャラリー常設展

はしまの至宝展

　５月５日（祝）は、中学３年生以下を対象に温水プール

を終日無料開放。児童・幼児プールでは、小学６年生

以下を対象に浮輪などの遊具を無料で貸し出します。

日　時／５月５日（祝）　午前１０時～午後９時

※遊具の貸し出しは５月３日（祝）～５日（祝）の午前１０時

～午後９時

問い合わせ／祖父江の森温水プール　０５８７（９７）８２８２

祖父江の森温水プール

こどもの日遊具開放＆無料ＤＡＹ
稲沢市羽島市
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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

５月７日（火）・８日（水）に電話で
黒田北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）

木曽川体育館１０：１５～１１：１５
６月１２日（水）
２６日（水）

ママといっしょでいいな
【　ＩＤ　１０２７８４７　】

当日直接会場（問い合わせは
丹陽子育て支援センター）

未就園児と親丹陽公民館１０：００～１１：３０５月１１日（土）
パパもいっしょに遊ぼっ ！

【　ＩＤ　１０２７８４９　】

当日直接会場（問い合わせは
黒田北子育て支援センター）

未就園児と親・家族など１３８タワーパーク１０：３０～１１：００
５月１６日（木）
（雨天中止）

公園へいこ っ ！

【　ＩＤ　１０２７８５３　】

５月１３日（月）・１４日（火）に電話で
丹陽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

１０：００～１１：３０６月１４日（金）
親子でねんど

【　ＩＤ　１０２７８５０　】

５月１７日（金）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

６月５日（水）
　　２６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

６月６日（木）
　　２７日（木）

子ども文化広場図書館
６月１４日（金）
　　２８日（金）

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

５月１０日（金） 

あっぷっぷ
【　ＩＤ　１００１２８５　】

千秋・里小牧子育て支援センター５月１４日（火） 

丹陽・黒田北子育て支援センター５月１５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

独りで悩まないで、相談を （その他の相談は１９）

相談電話・会場日時相談名

中保健センター
 （７２）１１２１

５月１３日（月）　１３：００～１５：００

育　　児
西保健センター
 （６３）４８３３

５月２０日（月）　１３：００～１５：００
北保健センター
 （８６）１６１１

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
（１～３・６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
（１～４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
（１～３・６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

▼５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（７・２０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（１～３・６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

ｉＯＳ版Ａｎｄｒｏｉｄ版

公園へいこっ ！

　抱っこは、言葉を話せ

ない赤ちゃんと親との絆

を深める第一歩でもある

の。ぬくもりを感じることができ、心地よい安心感

が得られるんだよね。赤ちゃんが泣いたら、まず抱

っこ。それでも泣きやまないときは、オムツ替えや

授乳など、赤ちゃんの要求に応えてあげるといいね。

泣くたびに抱っこをすると抱き癖がつくといわれた

こともあったけど、今は親子のスキンシップとして

見直されているから、いっぱい抱っこしてあげてね。

　生後１カ月。泣いたので抱っこをしていたら、

周りの人から抱き癖がつくと言われました。あ

まり抱っこをしない方がいいの？

こっこ相談員の

アドバイス

こっこ相談こっこ相談室室

抱き癖がつくと言われるけれど…
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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 １０：１５～１１：００
１３：３０～１４：３０
１５：００～１６：００５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５

１５日（水）１４日（火）１３日（月）１０日（金）９日（木）８日（水）７日（火）

東浅井浅井神社
大和西小学校
馬引公民館駐車場 

宮後野見神社
千秋南小学校
平島公民館 

奥町出張所 
中島小学校 
於保共同出荷場

島村若栗神社
開明小学校 
本神戸酒見神社

北方青衾社 
丹陽小学校 
浅野公園 

神山公民館葉栗公民館萩原老人福祉センター子ども文化広場図書館大和南小学校※尾西南部生涯学習センター

２４日（金）２３日（木）２２日（水）２１日（火）２０日（月）１７日（金）１６日（木）

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 

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 

西御堂津島神社
葉栗小学校 
西海戸公民館

丹羽公民館 
今伊勢西小学校
奥町前並二公民館

北方老人いこいの家今伊勢公民館木曽川公民館西成公民館

　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。。

２９日（水）２８日（火）２７日（月）

上段はほたる号
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

４日（祝）１１：００、１８日（土）１５：００（５歳以上）

おはなし会　読み聞かせ

４日（祝）・５日（祝）・１２日（日）１５：００、１９日（日）１１：００・１５：００、

２３日（木）１０：３０、２５日（日）１１：００・１５：００

おはなし会　紙しばい／１１日（土）・２６日（日）１１：００・１５：００

尾西図書館　（６２）８１９１

おはなし会／４日～２６日の土・日曜日　１４：００

親子で楽しむ会／８日（水）１１：００（未就園児）

たのしいおはなし会　朗読／１１日（土）１１：００

ストーリーテリングの会／２５日（土）１１：００（５歳以上）

尾西児童図書館　（６９）７４２９

子どものつどい　読み聞かせ／１５日（水）１５：１０

玉堂記念木曽川図書館　（８４）２３４６

読み聞かせ会／４日（祝）・２５日（土）１１：００

おはなし会／１２日（日）・２６日（日）１４：００

おはなしひろば／１８日（土）１１：００

子どもアニメ上映会／１１日（土）１１：００

映画上映会「三度目の殺人」／１９日（日）１４：００

子ども文化広場図書館　（２５）１３５０

おはなしひろば／４日（祝）・１１日（土）１４：００

はじめのいっぽ／９日（木）・２３日（木）１０：３０（未就園児）

よむりんの森のおはなし会／１２日（日）１５：００

布絵本であそびましょう／１８日（土）１４：００

ストーリーテリングの会

２５日（土）１５：００（５歳以上）、２６日（日）１５：００（４歳以下は

保護者同伴）

地域文化広場図書室　（５１）２１８０

えほんのひろば／１４日（火）１０：３０（未就園児）

５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５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

１０２８５８９ ＩＤ 

１０２８５７６ ＩＤ 

１０２８６３９ ＩＤ 

１０２８５６９ ＩＤ 

　葬儀会社を営む著者は旅に出る。イ

ンドネシア、メキシコ、ボリビア、ス

ペイン、アメリカ、日本…。そこで出

会ったのは、風変わりだが本気で死を

悼む優しい弔いの形だった。風変わり

で本気な八つのお葬式を紹介する。

ケイトリン・ドーティ／著

池田真紀子／訳　新潮社／刊

ルブナとこいし

　ルブナの一番の友達は、小石でした。

小石はいつも、話を聞いてくれます。

悲しいときは、笑い掛けてくれます。

ある日、一人の少年がテント村にやっ

てきて…。故郷を離れ、難民キャンプ

で暮らす女の子のお話。

ウェンディ・メデュワ／文　木坂涼／訳

　ダニエル・イヌュ／絵　ＢＬ出版／刊

世界のすごいお葬式

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

１０２８５７５ ＩＤ 



★財源確保のため有料広告を掲載しています。広告の内容に関する問い合わせは直接広告主へお願いします。
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