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５㌻令和２年４月採用　市職員を募集

４㌻新市議会議員が決定““令令和和””ににななっったた日日、、
““夫夫婦婦””ににななっったた日日♪♪ ３２㌻

７月１５日（祝）　６㌻
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Ｅｖｅｎｔｓｃｈｅｄｕｌｅ6月の行事予定
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」（～２３日／   １０２８４４０） ＩＤ 　1
博物館・特集展示コーナー「川合玉堂の名品（後期）」（～３０日／   １０２８０７８） ＩＤ 

定例市議会・開会　※議会関係は   １００５１０６ ＩＤ 　3
定例市議会（一般質問）　7
オリナス一宮いきいきコンサート（１１㌻）

尾西歴史民俗資料館・特別展「資料館の逸品」（～７月１５日／１１㌻）　8
尾西あじさいまつり（～９日／２７㌻）

花しょうぶ祭（～９日／２７㌻）

中学生と消防音楽隊　ふれあいコンサート（２７㌻）　9
定例市議会（一般質問）10
定例市議会（一般質問）13
本庁舎・木曽川庁舎の学習室の開放（～１６日／１８㌻）15
総務委員会17
福祉健康委員会18
経済教育委員会19
建設水道委員会20
本庁舎・木曽川庁舎の学習室の開放（～２３日／１８㌻）22
定例市議会・閉会26

美術館・企画展「小松美羽　Ｄ Ｉ Ｖ Ｉ ＮＥ　ＳＰ Ｉ Ｒ Ｉ Ｔ　～神獣の世界～」（～８月１８日／１０㌻）29
美術館・コレクション展（常設展）「日本人らしく」（～１０月６日／１０㌻）

午前８時３０分～午後５時１５分市役所の開庁時間

時間延長…６・１３・２０・２７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…２３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

６月の窓口の時間延長・休日開設

人口と世帯数

　　人口…３８５，１０１（▲　５９）　男…１８８，１６４（▲　１９）　女…１９６，９３７（▲　４０）　世帯数…１６０，７２７（＋３０１）　※（　）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 

５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 

市県民税（第１期分）

納付は　７月１日（月）　までに
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　また、平成２９年度からはソフトバンクグループ（株）の

「Ｐｅｐｐｅｒ社会貢献プログラム　スクールチャレンジ」に

参加し、市内の小中学校２７校に合計１９３台の人型ロボット

Ｐｅｐｐｅｒを導入し

ています。この取り

組みは、全国で１７の

自治体で行われてお

り、愛知県内でこれ

だけの台数を導入し

ているのは一宮市だ

けです。

　このＰｅｐｐｅｒを活用して、子どもたちは授業やクラブ

・部活動でプログラミング教育に取り組んでいます。学習

した成果を発表する場として、ソフトバンクグループ（株）

が主催する全国規模のコンテストが開催されています。

一宮市からは、市内予選で小学校部門、中学校部門、ク

ラブ・部活動部門の３部門でそれぞれ１位になった児童・

生徒が参加します。

　昨年度、中学校部門

で参加した南部中学校

の土川瑞記さんと村川

卓也さんは、見事に最

終予選を通過し、各部

門１０校しか参加できな

い全国大会への出場を

果たしました。提出し

たプログラムは高齢者向けの「薬の飲み忘れや飲み間違

いなどの事故を防ぐための『薬服用確認プログラム』」で

す。Ｐｅｐｐｅｒとの会話で薬の種類や正しく薬を飲んだか

を確認しながら、高齢者の方が楽しく薬を飲めるような

工夫がされていました。

　残念ながら優勝は逃しましたが、こうした市内の様々

な取り組みを通じて「令和」を生きる子どもたちの中から

世界に影響を与えるような未来の盛田昭夫（ソニー創業

メンバー）やスティーブ・ジョブズ（アップル創業メン

バー）が現れるのではないかと期待しています。

　文部科学省の学習指導要領が、令和２年度から小学校

で、令和３年度からは中学校で１０年ぶりに新しくなりま

す。この新学習指導要領では、小学校段階からプログラ

ミング教育や外国語活動を小学３年生から必修化するこ

とが規定されました。

　スマートフォンやロボット型掃除機だけでなく、自動

車の自動運転などコンピューターが生活の様々な場面で

活用されるようになります。人間が主体的にコンピュー

ターを活用するためには、プログラムによって動いてい

ることなど、その仕組みを知ることが重要です。

　小学校のプログラミング教育では、コンピューターを

動かすために、どのような動きの組み合わせが必要か、

一つ一つの動きに対応した命令を、どのように組み合わ

せたらいいのかを考えます。失敗しながら、命令の組み

合わせをどう改善すれば自分が考えていた結果に近づく

か、論理的に考える力を育むことを目指しています。将

来どのような職業に就くとしても求められる、この考え

る力が「プログラミング的思考」です。

　一宮市では平成２８年度からプログラミング教育の研究

指定校を設けました。タブレット型パソコンを１０台ずつ

配備し、プロ

グラミングを

体験しながら

論理的思考力

や問題解決能

力を身に付け

るための学習

を進めてきま

した。

新しい学び
～小中学校でのプログラミング～

１０２９３２７ ＩＤ 

「令和」時代、

小中学校は新しい学習指導要領に

プログラミングとは？

ソフトバンクグループ（株）の支援で

Ｐｅｐｐｅｒが市内小中学校に１９３台

コンテスト・全国大会

▲タブレットでの学習

▲コンテストの様子

▲学校に導入されたＰｅｐｐｅｒ
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市政最前線

　任期満了に伴う一宮市議会議員一般選挙が４月２１日に行われ、新しい市議会議員が次のとおり決ま

りました。任期は５月１日～令和５年４月３０日です。（敬称略・五十音順、年齢は４月２１日現在）

【問】議事調査課　（２８）９１３９

小林　けいめい（４６歳）立新

後藤　美由紀 （４８歳）維新

髙木　宏昌 （７６歳）無現

島津　秀典 （６３歳）無現

柴田　雄二 （５８歳）公現

東渕　正人 （５８歳）無新

竹山　聡 （４０歳）自現

髙橋　一 （５８歳）無現

則竹　安郎 （６４歳）無現

西脇　保廣 （７６歳）無現

中村　かずひと（４２歳）無現

渡部　晃久 （４７歳）無現

松井　哲朗 （６５歳）無現

平松　邦江 （６０歳）公現

彦坂　和子 （６６歳）共現

森　　利明 （７３歳）無現

本山　廣次 （５２歳）無新

水谷　千恵子 （５７歳）公現

花谷　昌章 （６０歳）無現

服部　修寛 （６９歳）無現

長谷川　八十 （７３歳）無現

横井　忠史 （６１歳）無現

八木　丈之 （５５歳）無元

森　　ひとみ （５７歳）無現

１００００７８ ＩＤ 

【問】政策課１００周年記念事業推進室　（８５）７４３３

新市議会議員

渡辺　之良 （５７歳）無現

伊藤　裕通 （５７歳）自現

市川　智明 （４０歳）公新

浅井　俊彦 （７４歳）無現

宇山　祥子 （５２歳）立新

鵜飼　和司 （３２歳）自現

井上　文男 （５２歳）自現

京極　扶美子 （６９歳）無現

木村　健太 （２７歳）無新

河村　弘保 （４７歳）公現

尾関　哲 （３９歳）無新

岡本　将嗣 （５４歳）無現

大津　乃里予 （３７歳）無新

太田　文人 （６９歳）無現

が決定

申込書ダウンロード可１０２８９９１ ＩＤ 

　一宮市は２０２１（令和３）年に市制施行１００周年を迎えます。

１００周年記念事業に関する会議に参加しませんか。

市民委員を募集市制施行１００周年

６月１７日（月）までに申込書を持参・郵送または電子メール。

申込書は本庁舎政策課、尾西・木曽川庁舎、出張所でも配布

申し込み

６月～令和２年３月

※会議は年３回程度（月～金曜日の夜または土・日曜日）、

１回につき謝礼７，４００円

任　　期

市内在住・在勤・在学で１８歳以上の方（高校生を除く）

応募資格

３人（うち１人は平成元年４月２日以降生まれの方）

募集人数
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ＰｉｃｋｕｐＮｅｗｓ

【問】人事課　（２８）８９５３

試験科目受　験　資　格職種・採用予定人数

専門科目

昭和４９年４月２日～
昭和５９年４月１日生
まれの方

保育士資格があり、次のいずれかに該当する方
①一宮市立保育園に保育士の常勤臨時職員とし
て雇用され、平成１７年４月１日～令和元年５
月３１日に雇用期間が通算２年以上ある※
②保育園または幼稚園に正規の保育士または幼
稚園教諭として勤務し、採用時までに任用期
間が通算２年以上ある※

　５人

大 学 ・
短 大 卒

保 育 士

昭和５６年４月２日～
平成３年４月１日生
まれの方

保健師資格があり、採用時までに常勤（１日の勤
務が６時間以上）の保健師または看護師として
通算２年以上の実務経験がある※

　２人保 健 師

※は休職、育児休業期間を除く

申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申 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しししししししし 込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込 みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ
６月２１日（金）（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

※予定していた弁護士の募集は延期となりました。

実

務

経

験

者

試験科目受　験　資　格職種・採用予定人数

一般教養
【大学卒】
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月に卒業見込みの方

【短大卒】
平成５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

４０人大 学 卒
一 般 事 務

　２人短 大 卒

救急救命士は
資格取得（見込み）者

　８人
大 学 卒消 防 ・

救急救命士 短 大 卒

専門科目

電気課程専攻　２人

大 学 ・
短 大 卒

電 気

資格取得（見込み）者５６人保 育 士

資格取得（見込み）者　３人保 健 師

【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

化学課程専攻　３人化 学

一般教養
日本考古学専攻で資格取得（見込み）者。昭和５４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

　１人大 学 卒学 芸 員

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市ににににににににににににににににににににににににににににににににににああああああああああああああああああああああああああああああああああ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力力力力力力力力力力力力力
力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力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を ！！！！！

！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

１０００３１１ ＩＤ 

令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令令和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４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採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採令和２年４月
採用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用　市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員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募募

募募募募募募募募募募募募募募募募募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集集集集集集集集集集集集集集集集集集集市職員を募集

大

学
・
短

大

卒

業

者

指定用紙ダウンロード可
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【問】保育課　（２８）９０２４

保保育育所所等等施施設設
総総合合管管理理計計画画をを策策定定

１０２７６３６ ＩＤ 

　市では、５月に「保育所等施設総合管理計

画」を策定しました。今後の就学前人口や保

育需要などの推計から、乳幼児施設の再配置

などの基本的な方向性を定める計画です。

　素案への意見を募集したところ、２１４件の意

見がありました。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。なお意見

に対する市の考え方も閲覧できます。

　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。

市民意見提出制度

ララララララララララララララララララララララララララググググググググググググググググググググググググググ
ビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビ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
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ェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェ
ススススススススススススススススススススススススススタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ
ｉｉｎｎ　
一一宮宮

【【問問】ラグビーワールドカップ２０１９公認チームキャンプ】ラグビーワールドカップ２０１９公認チームキャンプ地地

　　　一宮市実行委員会事務一宮市実行委員会事務局局（スポーツ課内）（スポーツ課内）　（（８５８５））７００６７００６

市政最前線

総合
体育

館Ｄ
ＩＡＤ
ＯＲ
Ａア
リー
ナ

７月
１５日

（祝
）　午
後１

時～
５時

公式ＳＮＳで

情報発信中

１０２
８８８
０

 ＩＤ 
タグラグビー大会

電話で申し込みが必要
（６月１７日（月）から受け付け）

フェイスブック　

ツイッター 　

インスタグラム　 

ラグビーワールドカップのＰＲコーナー

ラグビーをイメージした
グルメの販売

タグラグビー体験コーナー
（屋内シューズが必要）

　消費税率の引き上げの影響緩和のため下記

の対象者に「プレミアム付商品券」の販売を

予定しています。対象の方は、住民票に登録

されている必要があります。

①令和元年度市民税非課税の方（市民税を

課税されている方の扶養親族や生活保護

受給者などを除く）

②平成２８年４月２日～令和元年９月３０日に

生まれた子のいる世帯の世帯主

対象

２５，０００円分（２０，０００円で販売）

※②は対象の子の人数分

購入限度額

【問】商工観光課　（２８）９１３０

プ レ ミ ア ム 付 商 品 券 事 業

現在の住所を、住民票に

登録していますか？
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ＰｉｃｋｕｐＮｅｗｓ

１０１０１１２ ＩＤ いちのみや応援基金 【問】行政課　（２８）８９５６

金　額件数分　野

２４，２８７，３８５円５６５保健・医療と福祉の充実

４，３４５，３０５円１３９生活環境の整備

２，４４６，０００円９９産業の振興

７，７６１，０００円２７０教育・文化の振興

９００，０００円４７都市基盤の整備

２６５，０００円１７住民参加・コミュニティー活動の推進

３９０，０００円１４行財政基盤の強化

８，９３９，９９０円４０９特定分野の指定なし

【問】子育て支援課　（２８）９０２２

児童クラブ
利用申し込みを
受け付けます

　保護者が仕事などで不在になる小学１～６

年生を対象に、児童クラブの利用申し込みを

受け付けます。

申し込み方法など詳しくは、

をご確認ください

※申込書は５月２７日（月）から児童クラブで配布。

児童クラブは土曜日閉所の場合あり。募集施

設は、受付期間にお知らせ。通年利用を申し

込み済みで、入所保留の方へは別途案内

受付期間６月３日（月）～１５日（土）

夏休み期間限定の

【問】子育て支援課　（２８）９０２２

　市内在住で未就学児の保護者を対象に、

みんなで一緒に子育てについて語り合い

ます。

６月２６日（水）　午前１０時～正午

Ｃいちのみや

育て ａｆｅ子
～

６月１２日（水）（必着）までに電子申請、

または申込書を持参・郵送・ファクス

※託児あり（１歳６カ月～

未就学児、先着１０人）

申込書ダウンロード可１０２６０９５ ＩＤ 

尾西庁舎６階大ホール

申し込み

３０人（先着）

定員

開所日と開所時間

夏休み期間中の月～土曜日（祝休日を除く）

午前７時３０分～午後７時

１０１４８４６ ＩＤ 

寄付金の使用状況（３０年度）

尾西歴史民俗資料館尾西歴史民俗資料館のの

常設展示替常設展示替ええ

７，６６２，２７８円

中島小学校のコンパ中島小学校のコンパククトト

グランドピアノ購グラン ドピア ノ購入入

１，０００，０００円

移動式赤ちゃん移動式赤ちゃんのの

駅の備品購駅の備品購入入

４２５，４７１円

今伊勢中学校今伊勢中学校のの

トイレ洋式化工トイ レ洋式化工事事

２５，２６８，８００円

ご寄付ありがとうございました

４９， ３３４， ６８０円（１， ５６０件）

合計

寄せられた寄付の状況
（平成３０年度）



開催期間：７月２５日（木）～２８日（日）

一宮七夕まつりウェブサイト

各申込書ダウンロード可

第６４回　おりもの感謝祭

一宮七夕まつり

8

一宮七夕まつり協進会(商工観光課内）　（２８）９１３１

七七夕夕ままつつりり協協賛賛金金
（（１１口口１１００，，００００００円円以以上上））

各各種種行行事事へへ

奉奉献献七七夕夕飾飾りり協協賛賛金金
（（１１口口 ３３００，，００００００円円））

駅駅前前・・真真清清田田神神社社境境内内のの

３口以上申し込んだ方のうち希望者には、

ミス七夕・ミス織物によるキャラバン表敬

訪問あり

七夕まつりへご協賛を！

６月１４日（金）までに現金を持参の上、本庁舎商工観光課

申し込み

くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくく輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくく夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏にににににににににににににににににににににににににににににに！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん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笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔顔がががががががががががががががががががががががががががががががががが

熱



ワ
ッ
シ
ョ
ー
い
ち
の
み
や
の

動
画
は
こ
ち
ら

▲

８８月月１１４４日日（（水水））　午午後後７７時時３３００分分
濃尾大橋北木曽川河畔で開濃尾大橋北木曽川河畔で開催催

※荒※荒天天、増水の場合は１６、増水の場合は１６日日（金）（金）

６月３日（月）～７月３日（水）に申込書と現金

を持参の上、尾西商工会、本庁舎商工観光課、

尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出

張所。申込書は濃尾大花火ウェブサイトか

らダウンロード可

濃尾大花火へ
 　ご協賛を ！

　（尾西商工会（尾西商工会内内））　（（６２６２））９１１１９１１１

　商工観商工観光光課課　　　（（２８２８））９１４９１４８８

【【問問】】濃尾大花火開催委員会事務濃尾大花火開催委員会事務局局

…

８号玉

５０，０００円
…

２００，０００円

百華園大

濃尾大花火

　　　ウェブサイト→

夜空夜空にに
あなたの花火あなたの花火がが輝輝ききまますす 

５，０００円

３号玉

「ワッショーいちのみや」
コンテスト

６月６日（木）（必着）までに申込書を商工観光課

７月２６日（金）午後６時１５分
申し込み

賞金あり ！

市民七夕飾り付け
コンクール

６月１４日（金）までに申込書を商工観光課

申し込み

会場：①本町商店街（１丁目）②銀座通ロータリー

部門：①子ども（小学生以下）②一般

賞金あり ！

クリーンアップ七夕街路清掃クルーを募集

６月２９日（土）＝説明選考会　７月２４日（水）＝研修

奉献七夕飾りを希望団体にお分けします

　来年の七夕飾り付けに活用する、町内会・発展会

関係などの団体（子ども会・クラブ団体などを除く）

に、まつり終了後、無料でお分けします。

６月１７日（月）までに商工観光課（抽選）申し込み

9２０１９（令和元）年６月　広報一宮

午後２時～１０時のうち、４時間以上

時給１，０００円 ユニホーム一式貸与

６月２８日（金）までに電話でまちこん一宮（（６４）５８１７）

※午前１０時～午後５時（日・月曜日を除く）

申し込み
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市政ニュース

日本人らしく
　フランス滞在をきっかけに日本人らしさを追求した

三岸節子の画風の変遷をたどります。

大人３２０円、高・大学生２１０円、

中学生以下無料（９月３日（火）以降は市外の小中学生１１０円）

※８月１８日（日）までは企画展観覧料（上記参照）が必要

【問】三岸節子記念美術館　（６３）２８９２

１０２９０１３ ＩＤ 

１０２９００３ ＩＤ 

６月２９日（土）～１０月６日（日）

※月曜日（７月１５日、８月１２日、９月１６日・２３日を除く）、

　７月１６日（火）、８月１３日（火）、９月１７日（火）・２４日（火）は休館

午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで）

コレクション展（常設展）

▲「
盾
を
持
っ
た
武
士
」１
９
５
６
年

Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｉ
Ｓ
Ｈ
Ｉ

　「大和力を、世界へ。」のコンセプトの下、聖なる世界の

入り口にいて、その見えない世界と人間の世界をつなげる

存在であるという「神獣」「守護獣」を一貫して描き続けて

いる、小松美羽さんの独創的な作品を紹介します。

企画展三岸節子記念美術館

学芸員によるギャラリートーク

７月１３日（土）・８月１０日（土）　午後２時　

※企画展観覧料が必要

小松美羽　サイン会

６月２９日（土）　午後２時　

　　３０日（日）　午後２時３０分

※２９日は正午、３０日は午前１０時から、対象商品を

購入した方に整理券を配布（各日１人１枚）

定員各日１００人（先着）

小松美羽　講演会

６月３０日（日）　午後１時　

※企画展観覧料（前日までの半券でも可）が必要

　当日午前１０時から整理券を配布（１人１枚）

定員１００人（先着）

▲「
幸
せ
に
生
ま
れ
、
幸
せ
に
栄
え
る
」
２
０
１
６
年

６月２９日（土）～８月１８日（日）

※６月２９日は正午から一般公開

※月曜日（７月１５日・８月１２日を除く）、７月１６日（火）、８月１３日（火）は休館

※コレクション展（下記参照）も観覧可

午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで）

ＤＩＶＩＮＥ　ＳＰＩＲＩＴ
～　神獣の世界　～

小松美羽

定員１００人（先着）

オープニングライブペインティング

６月２９日（土）　午前１０時

※企画展観覧料が必要

　当日午前９時から整理券を配布（１人１枚）

大人８００円

高・大学生４００円

中学生以下無料

観覧料
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高橋果歩さん
（ピアノ奏者）

森岡日向野さん
（フルート奏者）

※会場周辺には、無料駐車場がありません。

公共交通機関をご利用ください。

満員の場合は入場制限あり

１０２９ ００１ ＩＤ 

【問】商工観光課　（２８）９１３０

松浦絵里奈さん
（バイオリン奏者）

６月７日（金）　午後１時３０分（１時開場）

観覧無料オリナス一宮（本庁舎西側）

オリナス一宮
宗次ホール主催事業

いきいきコンサート
ＶＯＬ．４

別館・旧林家住宅（国登録有形文化財）の耐震補強工事を終え
１００００１８ ＩＤ 

６ 月 ８ 日（土）～ ７ 月 １５日（祝）

※月曜日（ ７ 月１５日を除く）は休館

午前９時～午後５時

歴史民俗資料館の一押しの資料を展示します。

▲起宿本陣加藤家宛ての本居宣長書状

当日浴衣で来館した方に記念品をプレゼント

浴衣でパシャ

７月１５日（祝）　午前１０時～午後３時３０分（正午～午後１後１時３時３００分を除く）分を除く）　

【問】尾西歴史民俗資料館　（６２）９７１１

 ６ 月 ８ 日（土）

尾尾西歴史民俗資料館 が 開館します

特別展　「資料館の逸品」

―　曲目　―

ラヴェル「亡き王女のためのパヴァーヌ」

葉加瀬太郎「ひまわり」　ほか

（入館は４時３０分まで）

旧林家住宅　案内

６月３０日（日）　午後１時３０分～２時３０分　

演奏会(電子ピア ノ)

６月８日（土）・９日（日）　午前１０時３０分～１１時３０分・午後２時～３時

講演会「本居宣長と尾張の人々」

６月２３日（日）　午後１時３０分～３時　

※定員４０人。当日正午から整理券を配布

展示説明会

６月１６日（日）、 ７ 月 ７ 日（日）　午後１時３０分～２時３０分　

※旧林家住宅は、オープニングセレモニー終了後から見学できます。
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市政ニュース

　７月１日（月）から販売する飲料水「おりひめ」

（５００サイズ）を、市内に限り配送料無料で販

売します。

【問】営業課　（８５）７０９４

１０１ ４７９７ ＩＤ 

木曽川の伏流水

おりひめ
木曽川が織りなす水

配送料無料で販売

期間
限定

賞味期
限は

製造か
ら

５年 災害
備蓄用
にも

６月３日（月）～７月３１日（水）に電話・電子申請、

または住所・氏名・電話番号・箱数を記入の上、

ファクス（（７３）９２５２）

申し込み（先着１，０００箱。１世帯１０箱まで）

１箱２４本入り・２，４００円

販売価格

　第７次一宮市総合計画の平成３０年度の進み具合などを、

参加者同士で楽しく話し合ってみませんか。

１０２８９９３ ＩＤ 

ワークショップの参加者を募集

①６月２９日（土）②７月７日（日）③１４日（日）　

午後２時～４時３０分

※内容は毎回異なります。１回だけの参

加も可

日時

定員

各３０人
（抽選）

①本庁舎１１階１１０１会議室

②③尾西生涯学習センター講堂

会場

市内在住・在勤・在学の１８歳以上の方

対象

６月１４日（金）（必着）までに電話・電子申請、または住所・

氏名（ふりがな）・年齢・電話番号・参加希望日を記入し

「総合計画ワークショップ」と明記の上、ハガキ・ファクス

（〒４９１ー８５０１　本庁舎政策課、（７３）９１２８）

申し込み

総合計画に関する

【問】政策課　（２８）８９５２

電子申請は

こちら
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　「次世代のテキスタイル（生地）産業を担う人材の発掘・育成」をテーマに、コンテストを開催します。

ファッションデザイナーの感性を刺激するような作品をお待ちしています。

【問】ジャパン・テキスタイル・コンテスト開催委員会（ＦＤＣ内）　 （４６）１３６１

【問】商工観光課　（２８）９１３０

　災害支援や地域防犯活動などで地域社会に貢献している企業を、

令和４年３月３１日まで「一宮市サポートカンパニー」として認定

します。認定条件など詳しくは、お尋ねください。 

一宮市サポート
カンパニーを募集

地域貢献企業認定事業

応募資格

１年以上継続して事業を営み、市税の

滞納がない市内の企業・個人事業所

申し込み

６月３日（月）～７月３１日（水）に申請書類を

本庁舎商工観光課

サポートカンパニーのメリット

認定証・ステッカーを交付

自社のウェブサイトなどで掲載可

広報一宮・市ウェブサイトで公表

申請書類ダウンロード可１００２６７１ ＩＤ 

▲
▲
▲

総合評価落札方式の入札参加時に、

項目に応じて加点

▲

作品を募集

ジャパン

コンテスト

応募方法など詳しくは、一宮地場産業ファッション

デザインセンター（ＦＤＣ）ウェブサイトを確認　

▲

テキスタイル

９月２日（月）～３０日（月）（必着）

募集期間

洋服など明確な用途を狙って企画

・製作した織物などで未発表の物

募集内容賞

グラン
プリ

その他
の各賞

にも

賞金あ
り！

▼

５００， ００
０円
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市政ニュース

　毎年６月に市県民税の税額を確定し、納税義務者の方へ納税通知書を送付しています。

納税通知書に添付の賦課明細書の内容をご確認ください。

１０００９２２ ＩＤ 

【問】市民税課　（２８）８９６３

６ 月 中旬 に送 付

【問】市民税課　（２８）８９６２

　所得状況などに関する、令和元年

度市県民税所得課税（非課税）証明

書の交付を、６月３日（月）から本庁舎

市民税課・市民課、尾西庁舎窓口課、

木曽川庁舎総務窓口課、出張所で開

始します。収入がない方は、交付窓

口（市民課を除く）で簡易な申告を

することで取得できます。

所得課税（非課税）証明書を
６月から交付 １００５４５６ ＩＤ 

納付が困難な

減免の手続きは
納付前に ！

減免減免がが
認められる場合がありま認め られる場合があ り ますす

詳しくは、納税通知書または

をご確認ください１０００９０２ ＩＤ 

◇前年所得が２５０万円以下で、

　本年中の所得が半分以下に減少する方

◇勤労学生など

個人市県民税の納付は給与から
　市では、法令等の規定に基づき、給与所得者の市県民税を普通徴収（納税義務者

が自分で納付）から特別徴収（給与からの引き去り）に切り替えています。

１０１２３９２ ＩＤ 

　詳しくは、ｅＬＴＡＸヘルプデスク（（０５７０）０８１４５９）にお尋ねください。

事業者・
給与所得者の方へ

　インターネットを利用して給与所得者異動届出書の提出

などの手続きを行うことができます。

【問】市民税課　
（２８）８９６４

　特別徴収への切り替えについて詳しくは、お尋ねください。

地方税ポータルシステム「ｅＬＴＡＸ（エルタックス）」をご利用ください

　事業者（給与支払者）が所得税の源泉徴収義務者である場合、特別徴収

義務者として従業員（給与所得者）の毎月の給与から市県民税を徴収しな

ければなりません（地方税法第３２１条の４、市税条例第４５条）。

※特別徴収は、給与所得以外の所得に係る市県民税を除き、事業者や給与

所得者が徴収方法を選択することはできません。

会社や自宅から簡単に申告

書類を持参・郵送する手間いらず ！

市県民税の納税通知書

１００５４５３ ＩＤ 
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【問】福祉課　（２８）９０１５

災害時災 害 時たたすけあい隊への
登録はお済みですか

　災害時に１人で避難することが困難な方（要援護者）を、

地域の皆さんで手助けする助け合いの制度です。次の対象の

いずれかに該当し、登録を希望する方は、申請が必要です。

※個別支援者・地域支援者は、災害時、自分・家族の安全を確認した上で、支援をしてください。

善意により支援を行う制度で、個別支援者・地域支援者に責任を課すものではありません。

１００１１４７ ＩＤ 

【問】市民課　（２８）８９７５

　毎年６月１日は「人権擁護委員の日」です。人権擁護委員はボラン

ティアで、地域の方から寄せられた人権相談を解決するための手伝い

や、法務局と協力して人権侵害による被害者の救済、人権についての

啓発活動などを行っています。

１０１４１８０ ＩＤ 

ごご存存じじでですすかか ？？ 人権擁護委人権擁護委員員

人権の問題や

身近なことでお困りの方

■みんなの人権１■みんなの人権１１１００番番（０５７０（００３）１１０）

■法務局一宮支局の人権相談■法務局一宮支局の人権相談所所（（７１）０６００）

月～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分

（祝休日・年末年始を除く）

■人権相談■人権相談所所（２１㌻参照）

毎月第２水曜日　午後１時～４時

思いやり会館３階・尾西庁舎４階

人権相談をご利用ください

相談無料
人権擁護委員 ※（　）は連区名

森雅昭さん（宮西）　 　　　松波克英さん（神山）

長谷川響子さん（大志）　 　松岡理恵さん（向山）

鵜飼正和さん（葉栗）　 　　脇田みさ子さん（西成）

米田和浩さん（西成）　 　　森輝義さん（丹陽町）

松本良祐さん（浅井町）　 　宇佐見茂子さん（北方町）

梅村安男さん（大和町）　 　見神孝則さん（大和町）

森賢次さん（今伊勢町）　 　林豊子さん（奥町）

魚住文明さん（萩原町）　 　橋本和子さん（千秋町）

筧正人さん（起）　 　　　　中島正人さん（三条）

松井幸雄さん（大徳）　 　　越野達博さん（開明）

菊地妙子さん（木曽川町）　東元徹夫さん（木曽川町）

人権イメージキャラクター

　　　　　人ＫＥＮまもる君　人ＫＥＮあゆみちゃん

▽身体障害者手帳１・２級

▽療育手帳Ａ判定　　

▽要介護３以上

▽６５歳以上だけの世帯

▽社会福祉協議会尾西支部で、災害弱者

支援登録制度に登録していた

対象となる方

個別支援者（近所の方）・地域支援者

（民生委員・町内会）の承諾を得た上

で、申請書を本庁舎福祉課・高年福

祉課、木曽川庁舎総務窓口課、出張

所、社会福祉協議会本部・尾西・木

曽川支部

申請方法
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市政ニュース

【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 ５５１１

　小信中島連区地域づくり協議会は、今年度で

９年目を迎えました。発足以来、安心・安全な

地域づくりを目指して活動を続けてきました。

　災害時に備えるため、提案事業では「避難所

マップ（全戸配布）」の作成や、災害対策用資機

材の整備を進めました。昨年度は、今後の緊急

時や災害時に備えて、避難所の運営マニュアル

の作成や実施訓練の具体化を進めることに決定

しました。また防犯対策として、業者のご好意

により、防犯カメラを各地区の要所に４台設置

しました。過去、侵入盗などが急増した経緯を

鑑みると、有効な対策の一歩になると思います。

　５月中旬には「小信中島連区市民体育祭」を

開催しています。一昨年は４０周年を迎え「みん

なでつくろう地域の和」をスローガンに掲げ、

～小信中島連区編～ 約２，３００人が参加し、盛大に開催することができ

ました。世代間、地域の交流の場として欠かせ

ない行事になっています。また１２月中旬には

「年の瀬ウオーキング＆ つき大会」を開催して

います。連区内の木曽川河川敷の優美な景観を

眺めながら、幼児からお年寄りまで約６００人が参

加し、ウオーキングや餅つきを楽しむ行事です。

現在では、小信中島連区の冬の風物詩となって

います。

▲

年
の
瀬
ウ
オ
ー
キ
ン
グ

の
様
子

　市では、１人１日５３ｇのごみ減量に

チャレンジする「いちのみや ５３０ 作戦」
ごみぜろ

を引き続き行っています。ごみを減ら

すためには、リサイクルより「ごみを

出さない」ことが大切です。

【問】環境センター　（４５）７００４

１１人人１１日日５５３３ｇのごみ減量にご協力ｇのごみ減量にご協力をを
～平成３０年度のごみ量が前年度に比べ４２７ｔ増～

環境センター
ニュース

１００１６８５ ＩＤ 

 １１人１日のごみ人１日のごみ量量

２７年２７年度度 ２８年２８年度度
０

９００

８００

８５２

２９年２９年度度

～～

８７６ ８３６

３０年３０年度度２６年２６年度度

８３７

８３３

市の３０年度のごみ量 １１７，６９４ｔ
（前年度比＋４２７ｔ）

１人１日当たりのごみ量 ８３７ｇ
（前年度比＋　　４ｇ）

ごみの減量に

ご協力お願いします

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼　物物物物物物物物物物物物物物物物物物物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ををををををををををををををををををを繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰繰りりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返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大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切ににににににににににににににににににににににににににににににににに使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用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物を繰り返し大切に使用するるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼　ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ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作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作ららららららららららららららららららららららららららららららららら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ごみを作らないいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼　ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみににににににににににににににににににににににににににににににににに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るるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物ははははははははははははははははははははははははははははははははは買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買買わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ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ごみになる物は買わないいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　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らららららららららららららららららららららららららららららららららわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ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もらわないいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼　過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰剰包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包包装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装ははははははははははははははははははははははははははははははははは断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断過剰包装は断るるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる
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国民年金は、皆さんの老後や万が一の場合に、生活を支えてくれる制度です

１００００３１ ＩＤ 

※どの年金も受給するには納付要件などを満たすことが必要です。

【問】保険年金課　（２８）９０１４

障害基礎年金

原則６５歳から支給され、

老後の生活を支える年金

けがや病気が原因で、一定

以上の障害が残ったときに

支給される年金

１８歳以下の子がいる加入者が、

死亡したときに支給される年金

ご存じですか？

遺族基礎年金老齢基礎年金

　平成３０年１１月～３１年３月に、福塚前遺跡（今

伊勢町馬寄）の発掘調査を行いました。現在

は報告書の刊行に向けて、出土品などの整理

作業を進めています。

　発掘調査が終了した後、忘れてはならない

重要な手続きがあります。それは、出土品を

「落とし物（拾得物）」として警察署に届け出

ることです。出土品は、持ち主が分からない

ので、法律上は拾得物として扱われます。し

かし、出土品は土で汚れている上、量がとて

も多く、警察署で預かることが困難です。そ

のため「埋蔵物発見届」を提出することで、

現物を提出したという扱いにします。

　届け出をし、所有者が現れるのを待つ３カ

月の間に「落とし物」が文化財としての価値が

あるのか、県の教育委員会が認定を行います。

３カ月たっても所有者が現れず、文化財とし

て認定された物は、県の教育委員会の所有に

なり、ほとんどは発掘を行った市町村で保管

を行うことになります。

　ちなみに、一宮市での発掘調査の「落とし

物」に所有者が現れたことは、今まで一度も

ありません。

【問】博物館　（４６）３２１５

いちのみや　あれこれ ～出土品は、誰の物 ？ ～

【問】一宮年金事務所　（４５）１４１８

未納期間があっても…

過去２年以内なら納付できます

国民年金を受給できない場合があります ！→

国 民民 年 金金

があります。ご相談ください。

■申請免除制度

（５０歳未満の方が対象）■納付猶予制度

納付が困難な場合は… １０００８４５ ＩＤ 

▲福塚前遺跡の出土品

保険料の未納があると…



　児童手当・特例給付受給者に、現況届の用紙

を６月上旬に送付します。６月２８日（金）までに同

封の返信用封筒で提出してください。電子申請

または本庁舎子育て支援課、尾西庁舎窓口課、

木曽川庁舎総務窓口課、出張所でも受け付けま

す。期限までに現況届を提出しなかった場合、

手当の支払いを停止することがあります。

　現在、休場中の尾西プールは、施設の著しい

老朽化のため、復旧に必要な修繕を見合わせて

おります。

　冨田山公園の再整備計画の中で、今後のプー

ルの在り方も含めて検討中ですので、ご理解と

ご協力をお願いします。

　令和元年度の成人式の日時は次のとおりです。

また当日午後に、各中学校などで「新成人のつ

どい」を開催します。

日　時／令和２年１月１２日（日）　①午前９時３０

分～１０時１０分＝葉栗・浅井町・北方町・

奥町・萩原町・千秋町・起・小信中島・

三条・大徳・朝日・開明・木曽川町連

区の方②午前１１時～１１時４０分＝宮西・

貴船・神山・大志・向山・富士・西成・

丹陽町・大和町・今伊勢町連区の方

会　場／一宮市民会館

日　時／６月１５日～２３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）
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市政ニュース

尾西プール　休場のお知らせ

　【問】教育指定管理課　（８５）７０８０　　

  １００８９９９ ＩＤ 

児童手当・特例給付の
現況届の提出を

【問】子育て支援課　（２８）９０２３　　

  １００５４２６ ＩＤ 

【問】情報推進課　（２８）８６７０

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　　

  １０１ ７５７１  ＩＤ 

成人式を令和 ２ 年 １ 月 １２ 日 に開催

　【問】青少年育成課　（８４）００１７　　

  １００１２５０ ＩＤ 

　７月２日（火）から、利用ルールを下記のとおり変更します。

変更点

をご確認ください１０１４４７７ ＩＤ 

登録方法など詳しくは

◆メールアドレスまたはＳＮＳアカウントでの

利用者登録が必要（登録は１年間有効）

◆１回の接続時間を２時間に延長

※地震などの大規模災害時は、利用者登録なしで

利用できます。

７月から利用者登録が必要になります

いちのみやフリーＷｉ－Ｆｉ
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　平成３０年度に住民基本台帳を閲覧した方の氏

名・法人名、利用目的などを公表します。６月

３日（月）から市ウェブサイト、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。

対象区画数／①常光＝１４区画

②奥町＝１区画

③東島＝１１区画

（抽選。１世帯

１区画） 

申し込み／７月８日（月）～１９日（金）の午前９時～午

後４時３０分に申込書を環境センター

（土・日曜日を除く）。応募資格など詳

しくは、申込書で確認。申込書は環境

センター、本庁舎１階総合案内、尾西・

木曽川庁舎、出張所でも配布

　市では、公的年金を受けていない外国人の方

を対象に①外国人高齢者福祉手当②外国人心身

障害者福祉手当を支給しています（支給制限あ

り）。該当する方は申請してください。持ち物な

ど詳しくは、お尋ねください。

対　象／昭和５７年１月１日（基準日）以前に旧

外国人登録台帳に登録し永住許可を受

け、１年以上市内に在住する外国人で

①大正１５年４月１日以前生まれの方②

昭和３７年１月１日以前生まれで、初診

日が基準日以前の傷病で重度心身障害

者になった方

手当月額／①５，０００円②１０，０００円

申請場所／本庁舎①高年福祉課②福祉課

※現在受給中の方は、６月３日（月）～１７日（月）に

現況届を提出してください。

　４月１日以降に東京圏

（東京都、埼玉県、千葉県、

神奈川県）から一宮市に移

住し、支給要件に該当する

方に、移住支援金を支給し

ます。支給要件・申請時期

など詳しくは、  １０２８９２６

をご確認ください。

　市では、中小企業が①特許②実用新案を出願

した経費（出願・弁理士の費用）の一部を補助

しています。

補助限度額／①１７1，０００円②１1４，０００円

申　請／出願日から３カ月以内に本庁舎商工観

光課

　市では、中小企業や商工業団体が貿易拡大の

ために行う事業に対し、経費の一部を補助して

います（限度額あり）。

対　象／令和２年３月３１日までに行う①国内見

本市参加等事業②海外貿易見本市参加

等事業

※事前に申請が必要です。補助対象経費など詳

しくは、  １０１６０１５ をご確認ください。

日　時／６月２０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／６月３日（月）～１８日（火）に電話で商工観

光課

 ＩＤ 

 ＩＤ 

市営墓地の使用者を募集

　【問】霊園管理事務所　（４５）７００４　　

  １０１７６４５　申込書ダウンロード可 ＩＤ 

住民基本台帳の一部の写しの
閲覧状況を公表

【問】市民課　（２８）８９７１　　

  １０００８０６ ＩＤ 

在日外国人の高齢者・心身障害者の方へ

福祉手当を支給

　【問】高年福祉課　（２８）９０２１　　

福祉課　　　（２８）９０１７　　

  １０２４２８３ ＩＤ 

東京圏からの移住を支援します

　【問】商工観光課　（２８）９１３０　　

中小企業の特許・実用新案の
出願経費を補助

【問】商工観光課　（２８）９１３０　　

  １０２４００６ ＩＤ 

中小企業の
貿易振興事業費を補助

【問】商工観光課　（２８）９１３０　　

弁護士による
多重債務者無料相談会

【問】商工観光課　（２８）９１４８　　

  １０２４３８９ ＩＤ 
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【問】市民協働課　（２８）８６７１

（　）内は前年対比。※は２月末現在

市内の犯罪・事故（３月末現在）

交通事故

人　数件　数区　分

０（▲　１）０（▲　　１）死　亡

　　８（▲　７）　　８（▲　　７）重　傷

４８５（▲１９９）４０７（▲１７８）軽　傷

４９３（▲２０７）４１５（▲１８６）計

主な重点犯罪

件　数区　分

５２３（▲　８１）刑　法　犯

４２（▲　４０）侵　入　盗

〔　２８（▲３０）〕〔うち住宅対象〕

６８（▲　１２）自動車関連窃盗

１（＋　１）特殊詐欺※

【問】商工観光課　（２８）９１４８

　そろそろ暑くなってきて、家の戸や窓を開けた

ままにしていませんか。戸や窓を無施錠にしてお

くと、外出時だけでなく、就寝時や在宅時にも侵

入盗の被害に遭う危険性があります。被害を防止

するには「鍵を掛ける」「補助錠の活用」が肝心で

す。外出する際に全ての戸や窓を施錠するのはも

ちろんですが、在宅時も不在になる部屋や目が届

きにくい箇所などには鍵を掛けましょう。就寝時

には補助錠やエアコンを上手に活用し、戸や窓を

開けたままにしないように心掛けましょう。

　「小さい窓だから」「人がいるから大丈夫」と油

断せず、戸や窓は必ず鍵を掛けてください。

住宅を狙った侵入盗被害に遭わないため住宅を狙った侵入盗被害に遭わないためにに

　ラグビーワールドカップやオリンピック・パラリンピ

ックなど、大きなイベントが多く予定されています。こ

うしたイベントのチケットは、公式のウェブサイトなど

で購入する必要があります。正規以外の方法で入手した

場合「不当な金額を払わされる」「チケットが手元に届か

ない」「チケットが使用できない」などのトラブルになる

恐れがあります。またチケットの不正転売を禁止する法

律が、６月１４日に施行されます。チケットの販売価格よ

りも高い金額で転売することや、転売目的でチケットを

入手することは違法行為となります。チケットの購入や

あっせん、転売などを持ち掛ける不審な電話があった場

合は、応じないようにしましょう。

イイイイイイイイイイベベベベベベベベベベイベンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトののののののののののの

チチチチチチチチチチケケケケケケケケケケチケッッッッッッッッッッットトトトトトトトトトト購購購購購購購購購購入入入入入入入入入入購入トトトトトトトトトトトララララララララララブブブブブブブブブブルルルルルルルルルルにににににににににに注注注注注注注注注注意意意意意意意意意意ラブルに注意 ！！！！！！！！！！！

　覚醒剤や大麻、コカインな

どの薬物は、心も体もボロボ

ロにします。これらの違法な薬物を乱用することで

幻覚・妄想などの症状が現れ、殺人・放火といった

凶悪な犯罪や交通事故を引き起こすなど、異常行動

に他人を巻き込むこともあります。

　薬物には依存性という共通の性質があり「遊びの

つもり」「好奇心から」「友人に誘われて」など、軽

い気持ちで始めても、いつしかやめられなくなって

しまいます。

　強い意志を持ち、私たちの周りから薬物の乱用を

なくしましょう。

【問】一宮警察署　（２４）０１１０

薬物乱用薬物乱用はは

「「ダダメメ。。ゼゼッタッタイイ。。」」

▲一宮警察署
　防犯キャラクター
　ＬＯＣＫＥＹ
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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６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

（金曜日の午後を除く）
市民総合

生
活
・
市
政

思いやり会館３階

 （７３）４３６３

５日（水）・１９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多重債務

  －ビル６階
愛知県司法書士会一宮支部
 ０８０（３６２０）７６５４

２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消費生活

思いやり会館３階

４日（火）・１８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
１２日（水）　１３：００～１６：００人　　権

思いやり会館３階２０日（木）　１３：００～１６：００
行政書士の

許認可手続

オリナス一宮３階

１４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

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
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

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

＜予約制　（５５）９２８６

（火～土曜日　１０：００～１８：００）＞

若 者

就職心理

  －ビル３階

市民活動支援センター
２日（日）　１３：００～１４：３０

外 国 人

悩みごと

外
国
人

１０２９１５８ 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

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

１４日（金）・２８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

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

精神障害者

家 族

思いやり会館３階１７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１９日（水）　１３：００～１６：００

思いやり会館３階２７日（木）　１３：００～１６：００

登　　記

尾西庁舎４階１９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

１５日（土）　９：３０～１２：３０
登　記　・

境界問題

思いやり会館３階１１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。

７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７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７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

６月１０日（月）の午前９時から

電話で市民総合相談室

（（７３）４３６３）

※６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)

５日（金）・１２日（金）・１９日（金）・２６日（金）

１３：００～１６：００

尾西庁舎４階１０日（水）・２４日（水）　１３：００～１６：００

１００１９５５ ＩＤ 
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　情報公開制度は、市政の情報を皆さんの請求に基づいて原則公開する制度です。

また個人情報保護制度は、市が保有する皆さん自身の情報を、請求に基づいて開示・

訂正・利用停止する権利を明らかにし、個人の権利・利益を保護する制度です。

情報公開制度・個人情報保護制度

１０２９３４３ ＩＤ 

１００４９５６ ＩＤ 

叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡

　市では、市民の皆さんからのご意見・ご要望などを

受け付けています（２㌻参照）。いただいたご意見など

には、必要に応じて回答させていただきます（住所・

氏名の記載がないと回答できません。内容によっては

時間を必要とする場合もあります）。

　お急ぎのときや簡単な質問は、直接担当課へお尋ね

ください。　

ご意見を
お寄せください

　市民意見提出制度は、市の基本的な

計画や条例を作成するときに、市民の

皆さんから意見を募集し、意見を参考

にして最終案を決定する制度です。

４１０件

■募集案件 ８件

　多数のご意見をお寄せいただき、

ありがとうございました。今後も開

かれた市政の実現にご協力ください。

■寄せられた意見の総数

合　計その他質　問通　報相　談意　見苦　情要　望

７２８２６４２４９１１２９２１３２６８件　数

■内容別状況

合　計手　紙市民メール市民ファクス市民ポスト

７２８３２４８３１４１９９件　数

■種類別状況

１００４０５３ ＩＤ 情報公開制度

合　計任意公開義務公開処理状況

７３１７２公 開

１０２０１０２部 分 公 開

５０５非 公 開

６６０６６不 存 在

０００未 処 理

１０１制 度 対 象 外

５０５取 り 下 げ

２５２１２５１合計（請求件数）

義務公開＝平成１０年４月１日以降の文書が対象
任意公開＝平成１０年３月３１日以前の文書が対象

■請求・公開状況

■不服申し立ての状況 ３件

件　数実施機関

１８６市 長

３８教 育 委 員 会

９水道事業等管理者

７病院事業管理者

６消 防 長

１議 会

３監 査 委 員

２固定資産評価審査委員会

２５２合　　　　計

■実施機関別状況

１００４０４４ ＩＤ 

■開示請求の状況

件　数処理状況

５開 示

８一 部 開 示

０不 開 示

２不 存 在

０取 り 下 げ

０未 処 理

１５合計（請求件数）

■訂正請求の状況 ０件
■利用停止請求の状況 ０件
■是正申し出の状況 ０件
■不服申し立ての状況 ０件

個人情報
保護制度

市民意見提出制度 １０２５３６７ ＩＤ 市政へのご意見・ご要望は

広報課　（２８）８９５１

行政課　（２８）８９５６
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日　時／７月５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）

メニュー／トマトクリーム冷製パスタ、

にんじんピラフほか

定　員／２４人（抽選）

受講料／１，５００円（教材費を含む）

申し込み／６月２１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／８月６日～２７日の火曜日　

午前１０時～正午（４回）

会　場／尾西南部生涯学習センター

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／２４人（抽選）

申し込み／６月２１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／６月２５日（火）　午前９時３０

分～午後４時

会　場／一宮地場産業ファッション

デザインセンター

定　員／３０人（先着）

受講料／１，０００円

申し込み／電話で商工観光課

問い合わせ／商工観光課　（２８）９１３０

日　時／６月２４日（月）　午後２時～

３時３０分

会　場／ －ビル２階大会議室

演　題／「ヨーグルトのひみつ」

問い合わせ／商工観光課　（２８）９１４８

夏に負けない料理教室
   １０１９９０３ ＩＤ 

消費生活講座
   １０２４２９６ ＩＤ 

教
室
講
座

ス
ポ
ー
ツ

催
し
も
の

相

談

募

集

そ
の
他

←市公式ウ ェブサイ トはこ ち ら　 情報ＢＯＸ

時　間７月～９月の開催日会　場

①９：３０～１０：１５
②１０：４５～１１：３０

月曜日（７月１５日、８月１２日、９月１６・２３日を除く）、９月１８・２５日（水)萩原老人福祉センター

火曜日（８月１３日、９月３・１０・１７・２４日を除く）神 山 と し よ り の 家

火曜日（７月１６日、８月１３日、９月１７・２４日を除く）、７月１８日（木)、９月１９・２６日（木)起 つ ど い の 里

水曜日（８月１４日を除く）

浅 野 老 人 い こ い の 家

浅 井 老 人 い こ い の 家

開 明 公 民 館

木曽川老人福祉センター

水曜日（８月７・１４日を除く）、８月８日（木)尾西生涯学習センター講堂

木曜日（８月１５日を除く）

葉 栗 老 人 い こ い の 家

奥 と し よ り の 家

千 秋 老 人 い こ い の 家

三 条 つ ど い の 里

木曽川西部いこいの家

両 郷 寺 公 民 館

金曜日
時之島老人いこいの家

北 方 老 人 い こ い の 家

①９：３０～１０：１５
②１０：３０～１１：１５

金曜日
ニッケ地域交流センター
（今伊勢町本神戸字前畑１）

①１３：３０～１４：１５
②１４：４５～１５：３０

火曜日（８月１３日を除く）木曽川老人いこいの家

火曜日（８月１３日を除く）
スポーツ文化センター

木曜日（８月１５日を除く）

水曜日（８月１４日を除く）
玉 野 つ ど い の 里

大 和 公 民 館

木曜日（８月１５日を除く）朝 日 西 つ ど い の 里

金曜日
重 吉 老 人 い こ い の 家

馬 引 公 民 館

１人１会場に限る（スポーツ文化センターは火曜日または木曜日）

１０１３３４２ ＩＤ 

高年福祉課　（２８）９１５１

対　象／市内在住の６０歳以上で、運動する機会が少ない方

定　員／各３０人程度（先着）

教室講座
経営合理化促進講座

接遇マナー＆クレーム
対応セミナー
   １０２９０００ ＩＤ 

高齢者のための
簡単料理教室
   １０１３３５８ ＩＤ 

（転倒予防体操） 貯 
ちょ

 筋 教 室
きん



日　時／６月１６日（日）　午後２時～

４時

会　場／ －ビル７階中央図書館

定　員／３０人（先着）

申し込み／５月２５日（土）から電話で中

央図書館

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

日　時／８月１日（木）　午前１０時～

午後３時３０分

会　場／ －ビル６階中央図書館

対　象／市内在住・在勤・在学の１８

歳以上の方

定　員／４０人（抽選）

申し込み／６月１４日（金）までに電話で

中央図書館

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

日　時／６月２２日（土）　午前１０時～

１１時３０分

会　場／東五城子育て支援センター

対　象／市内在住の子育て中の家族

など

演　題／「パパの子育て応援します」

講　師／渡辺桜さん（名古屋学芸大

学教授）

問い合わせ／東五城子育て支援センター　

（８５）９３３９

日　時／７月４日（木）　午前１０時～

１１時３０分

会　場／西成公民館

対　象／市内在住の子育て中の家族

など

演　題／「乳幼児の事故防止」

講　師／柴邦代さん（愛知県立大学

准教授）

定　員／２５組（抽選）

申し込み／６月５日（水）・６日（木）に電

話または電子申請

問い合わせ／丹陽子育て支援センター　

（２８）９１４６

日　時／６月１４

日（金）　午後１

時～４時３０分

会　場／尾西庁

舎２階会議室Ｇ

対　象／市内在

住の２０歳以上で、

援助会員・両方

会員として入会

を希望する方

内　容／子どもの発育・発達、心肺

蘇生法を学ぶ

申し込み／電話でいちのみやファミリ

ー・サポート・センター（中央子育

て支援センター内）

※託児あり（要予約）

問い合わせ／いちのみやファミリー・サ

ポート・センター　（２８）９７７２

日　時／６月２９日（土）・３０日（日）　午

後１時～５時

会　場／木曽川消防署

対　象／市内在住・在勤・在学の中

学生以上で２回とも受講できる方

定　員／３０人（先着）

申し込み／６月３日（月）～１７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

日　時／６月２９日（土）　午前１０時３０

分～午後３時

会　場／総合体育館いちい信金アリ

ーナＡほか

対　象／平成３０年度の参加者、高度

肥満の小学２～４年生と保護者

内　容／運動指導・栄養指導・生活

指導・健康相談

受講料／６００円

申し込み／申込書と受講料を持参の上、

在学中の小学校（申込書は６月上旬

に配布）

問い合わせ／学校教育課　（８５）７０７２

日　時／７月１４日（日）・２１日（日）　午

後１時３０分～３時

会　場／歴史民俗資料館

対　象／市内在住・在勤・在学で２

回とも参加できる方（古文書の講読

未経験者も可）

内　容／黒船来航に関する古文書の

講読

定　員／３２人（抽選）

受講料／２００円

申し込み／６月１４日（金）（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「古文書で

読む日本の大事件」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／７月１４日（日）　午後２時～

４時

会　場／尾西庁舎６階大ホール

対　象／市内の小学３～６年生

内　容／薬を使った簡単な実験を行

い、薬に関する知識を学ぶ

定　員／１４４人（先着）

申し込み／６月３日（月）の午前９時か

ら申込書をファクス（申込書は市内

小学校で配布）。一宮市薬剤師会ウェ

ブサイトから電子申請可

※詳しくは、薬剤師会事務局（（２４）

１１２７）へお尋ねください。

問い合わせ／学校教育課　（８５）７０７３

日　時／６月２２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
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教
室
講
座

ス
ポ
ー
ツ

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

一宮繊維講座
「生活の中の尾州ツイード」
   １０２３４５５ ＩＤ 

１６ミリ映写機操作講習会
   １０２４４００ ＩＤ 

催
し
も
の

相

談

募

集

そ
の
他

育児講座
   １０２８８６５ ＩＤ 

育児講座
   １０２８８８３ ＩＤ 

ファミリー・サポート
事業講習会
   １０２８８９２ ＩＤ 

上級救命講習
   １０００４９９ ＩＤ 

にんじんクラブ

肥満予防のための
親子教室
   １０２４３８５ ＩＤ 

古文書で読む
日本の大事件
   １００８９１２ ＩＤ 

出前実験授業「くすり教室」
   １０２４３８３ ＩＤ 

親子自然工作教室
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日　時／①６月２２日（土）　午前１０時

～正午②３０日（日）　午後６時３０分～

８時３０分

会　場／①尾西庁舎６階大ホール②

スポーツ文化センター

対　象／市内在住・在勤・在学の方、

レクリエーション・子ども会などの

指導者

内　容／各地の盆踊り

受講料／各５００円

※うちわ・扇子・手拭い・上履きを

持参。２回とも同内容

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時／６月２６

日～８月２４日の

原則水曜日　午

後６時３０分～８

時３０分（９回。

８月２４日（土）は　

午前９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

内　容／モデルを参考にして、粘土

で人物の石こう像を作る

講　師／川原孝文さん（一宮美術作

家協会）

定　員／１０人（抽選）

受講料／５，０００円（教材費を含む）

申し込み／６月１０日（月）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／６月９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／６月２３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／６月２３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

←イベントカレンダーはこちら 情報ＢＯＸ

市民美術教室「彫塑」
   １０２８８８８ ＩＤ 

市民短歌教室
   １０１８０１２ ＩＤ 

民踊講習会
   １０２８８８９ ＩＤ 教

室
講
座

ス
ポ
ー
ツ

催
し
も
の

相

談

募

集

そ
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他

子ども文化広場図書館会場
教材費定員主な内容対象学年開催日教室名

１，５００円１０人プログラミングアプリをタブレットで
体験する（保護者も参加可）

小３～６
８月６・７日 １プログラ

ミ ン グ １，５００円１０人８月８・９日 ２

５００円１６人ルールを覚え、将棋を指せるようになる（保護者も参加可）小１～６７月３０・３１日、８月１～４日将 棋

５００円１０人ルールを覚え、囲碁を打てるようになる小４～６８月２０～２４日 囲 碁

３００円＊１５組
親子で課題図書を読み、感想文を書く

小１と親７月２６～２８日  １

読 書

３００円＊１５組小２と親７月２３～２５日  ２

３００円＊２０人

課題図書を読み、感想文を書く

小３７月２０・２１・２３～２５日 ３

３００円＊２０人小４７月２６～２８・３０・３１日 ４

３００円＊２０人小５・６７月２４～２８日 ５

５００円２０人基本的な筆遣いを学び、書を楽しむ小３～６７月２０・２１・２３・２４日 書 道

地域文化広場会場
３，３００円２０人手回し発電機とライトが付いたラジオを作る小５・６８月２０・２１・２３日 電 気

１，２００円２０人実験を通して電気パンなどを作る小４～６７月２８・３０・３１日 サイエンス①

３，５００円２０人
天体望遠鏡・太陽黒点観測装置の製作、
天体観察

小４～６
７月２３～２５・２６（）日 
※の夜間観望会は雨天時は２７日

天 文

２００円２０人手作り楽器で遊び、歌や身体表現を楽しむ小１７月２０・２１・２３・２４日 １
音 楽

２００円２０人楽器で合奏・合唱・リズム遊びをする小２・３７月２５～２８日２

１，０００円３０人紙で帽子・バッグ・鳥・顔を作る
小１・２

７月２３～２６日 １

図画工作

５００円３０人つくって遊ぼ！　とばして遊ぼ！　工作名人７月７・１３～１５日 ２

８００円３０人水彩絵の具で楽しむ
小３・４

７月２７・２８・３０日 ３

７００円３０人小物入れを粘土で作り、素焼きして絵付けをする７月３１日、８月１・２３（）・２４（）日４

１，２００円３０人七宝焼きを作り、額に取り付ける小５・６８月１～４日 ５

時間は午前９時３０分～１１時３０分（音楽は１１時まで、は午後２時～４時、は午後７時～８時３０分）

＊は教材費のほかに課題図書の購入費も必要

５月２８日（火）から受講料を持参の上、

子ども文化広場図書館（先着）

申し込み

市内の小学生が対象

子ども文化広場図書館　（２５）１３５０　

児 童 文 化 教 室

１０２９１２４ ＩＤ 

地域文化広場 子ども文化広場図書館

市民俳句教室
   １０１８０１３ ＩＤ 

市民川柳教室
   １０１８０１４ ＩＤ 
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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／６月３０日（日）　午前９時（雨

天決行）

会　場／尾西相撲場

対　象／市内在住・在学の小学生

種　目／個人戦（学年別）

定　員／１００人（先着）

申し込み／６月１４日（金）までに電話で

スポーツ協会

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　 （８５）７０７８

日　時

▽７月２２日（月）～２６日（金）

Ａクラス＝午前９時～１０時３０分

Ｂクラス＝午前１０時３０分～正午

▽８月５日（月）～９日（金）

Ｃクラス＝午前９時～１０時３０分

Ｄクラス＝午前１０時３０分～正午

※各クラス５回

会　場／いちい信金スポーツセンタ

ー

対　象／小学生

定　員／各６０人（先着）

受講料／各３，５００円

申し込み／６月３日（月）の午前１０時か

ら直接いちい信金スポーツセンター

問い合わせ／いちい信金スポーツセンタ

ー（県一宮総合運動場）　 （７７）

０５００

日　時／６月２日（日）　①午前１０時

～午後４時②午前１１時、正午、午後

１時・２時・３時

会　場／ －ビル６階中央図書館

内　容／①綿から糸を作る②厚紙で

織物のしおりを作る

定　員／①なし（随時受け付け）②

各１０人（先着）

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

日　時／７月６日（土）・７日（日）　午

前９時～午後６時

会　場／ －ビル６階中央図書館

内　容／古い雑誌の無料配布（１人

１０冊まで。なくなり次第終了）

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

募

集

そ
の
他

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

６月１日（土）～７月９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・初心者
の女性（学生を除く）

いちい信金
ス ポ ー ツ
セ ン タ ー

７月９日（火）
レディースビギナー
テニス（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

６月７日（金）までに参加料を持参の上、
本庁舎スポーツ協会

１チーム５００円
７人以下で
構成するチーム

九 品 地 公 園
競 技 場

６月２７日（木）ゲ ー ト ボ ー ル

６月１５日（土）までに山田（０９０（８８６５）
９７３９）

１人５００円（非加盟は
１人１，０００円）

中学生以上
尾西スポーツ
セ ン タ ー

７月７日（日）ショートテニス

６月３日（月）～７月３日（水）に参加料
を持参の上、本庁舎スポーツ協会

１組２，０００円小学４年生以上
総 合 体 育 館
い ち い 信 金
アリーナＡ・Ｂ

７月２１日（日）
バ ド ミ ン ト ン
（ ダ ブ ル ス ）

協会への登録が必要。申し込みなど詳
しくは、一宮市卓球協会ウェブサイト
を確認

１チーム１，０００円中学生以上総 合 体 育 館
い ち い 信 金
ア リ ー ナ Ｂ

７月２８日（日）卓 球

無料小学生

当日午前８時５０分から参加料を持参
の上、直接会場

１種目３，０００円
銃砲所持・火薬譲
受許可を持つ方

岐 阜 県 揖 斐
教 習 射 撃 場

７月２８日（日）
ク レ ー 射 撃・
安 全 講 習 大 会

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

スポーツ大会

スポーツ

市民わんぱく
子ども相撲大会

ちびっこ水泳教室

糸つむぎを体験しよう
   １０２３４３４ ＩＤ 

雑誌リサイクル会
   １０２３９６４ ＩＤ 

催しもの
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日　時／６月６日（木）～９日（日）　午

前１０時～午後５時（９日は４時３０分

まで）

会　場／スポーツ文化センター

内　容／芸術文化協会美術部の選抜

作家による作品を展示

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時／７月２６日（金）　午前９時１５

分～午後０時３０分

会　場／尾西図書館

対　象／市内の小学５・６年生（平

成３０年度受講者を除く）

内　容／資料の貸し出し・返却など

の実習

定　員／１２人（抽選）

申し込み／６月１１日（火）～２３日（日）に直

接市立図書館（休館日を除く）

問い合わせ／尾西図書館　（６２）８１９１

日　時／６月２１日（金）　午前１０時３０

分～１１時

会　場／ －ビル５階中央図書館

内　容／絵本の読み聞かせとわらべ

歌を親子で楽しむ

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

日　時／６月８日（土）・９日（日）

会　場／御裳神社（尾西第一中学校

西側）

内　容／雅楽（８日だけ）、和太鼓、

剣詩舞、大正琴、お茶席（一服３００円）、

飲食コーナー、アジサイの苗木販売

（１２日（水）まで）、ライトアップ（１５日

（土）までの午後７時～９時）

※詳しくは、実行委員会（尾西商工会

内）（６２）９１１１へお尋ねください。

問い合わせ／観光協会（商工観光課内）　

（２８）９１３１

日　時／６月８日（土）・９日（日）

会　場／萬葉公園高松分園（萩原町

高松）

内　容／楽器演奏、唱歌、お茶会、

２０１８ミス七夕・ミス織物との記念撮

影（８日の午後１時３０分～３時３０分、

カメラ持参）、ホタル舞う夕べ（８

日の午後８時～９時）ほか

問い合わせ／観光協会（商工観光課内）　

（２８）９１３１

日　時／６月７日（金）～７月１日（月）　

午前９時～午後４時（日曜日、６月

１７日（月）・２４日（月）を除く）

会　場／一宮教科書センター（教育

センター内）

内　容／小中学校・高校・特別支援

学校の教科書を展示

問い合わせ／学校教育課　（８５）７０７３

日　時／６月１４日（金）　午前１０時～

正午

会　場／市民病院

内　容／講演「前立腺がんについて」、

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／６月１６日

（日）　午前９時（予

備日２３日（日））

会　場／九品地公

園競技場

内　容／消防団員

が日頃の訓練成果

を競い合う大会

問い合わせ／消防本部総務課　（７２）

１１９３

募

集

そ
の
他

消防本部総務課　（７２）１１９４

「センチュリア」

「フィエスタ・トロピカーレ」ほか

西成中学校ブラスバンド部　大和中学校ブラスバンド部

今伊勢中学校ブラスバンド部　尾西第三中学校吹奏楽部

曲　目

出演団体

１０１００４７ ＩＤ 

ふれあいコンサート
中学生と消防音楽隊

６月９日（日）　午後１時３０分（１時開場）
一宮市民会館

２０１９一宮総合美術展
   １０２９０９３ ＩＤ 

小学生一日図書館員体験
   １０２８９０５ ＩＤ 

赤ちゃんとパ パ・ママの
ためのおは なし会
   １０２８９２８ ＩＤ 

尾西あじさいまつり
   １０２８９８５ ＩＤ 

花しょうぶ祭
   １０２８９８４ ＩＤ 

教科書展示会
   １０２４３１２ ＩＤ 

がん患者サロン会・
勉強会

消防団操法大会
   １０２８９４０ ＩＤ 
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日　時／８月３日（土）　午前９時～

午後４時

対　象／小学３年生～中学生（保護

者の参加も可）

内　容／愛知県陶磁美術館（瀬戸市）

を見学して焼き物の歴史を学び、陶

芸体験をする

定　員／２５人（抽選）

参加料／７２０円（保護者は１，３２０円。

陶芸体験料を含む。完成品送料１，５００

円程度も必要）

申し込み／７月１０日（水）（必着）までに

電子申請、または参加者全員の郵便

番号・住所・氏名・学校名・学年・

電話番号・ファクス番号を記入し「子

どもバスツアー」と明記の上、往復

ハガキ・ファクス（〒４９１－０９２２　大

和町妙興寺２３９０　博物館、（４６）

３２１６）

問い合わせ／博物館　（４６）３２１５

日　時／７月３１日（水）　午前８時２０

分～午後４時３０分

集合場所／名古屋駅西口

行き先／国営木曽三川公園自然発見

館（岐阜県各務原市）ほか

対　象／市内在住の小学４～６年生

と保護者

定　員／４０人（抽選）

申し込み／７月１１日（木）（必着）までに

参加者全員の住所・氏名（ふりがな）・

年齢・学年・電話番号を記入し「家

族で参加するバスツアー」と明記の

上、ハガキ（〒４８５－０８１４　小牧市

役所上下水道経営課）

問い合わせ／経営総務課　（２８）８６２０

日　時／６月１８日（火）・１９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／７月７日（日）　午前１０時～

午後３時

会　場／ －ビル３階シビックテラ

ス

内　容／市内障害福祉施設による就

職説明会。ステージ・スタンプラリー

・夏祭りイベントほか

問い合わせ／障害者自立支援協議会（福

祉課内）　 （２８）８６１９

日　時

６月２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、そうめんの振る舞い（午

前６時３０分、７００食限定）

※購入者に、日曜新鮮市抽選会（７

月７日（日））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／６月１６日（日）　午前９時３０

分（９時開場）

会　場／木曽川老人福祉センター

対　象／市内在住で６０歳以上のアマ

チュアの方

定　員／１３０人（先着）

参加料／１，０００円（昼食代を含む。女

性は５００円）

問い合わせ／社会福祉協議会尾西支部　

（６３）４８００

日　時／６月２０日（木）　午前９時３０

分（９時開場）

会　場／社会福祉協議会大和事務所

対　象／市内在住で６０歳以上のアマ

チュアの方

定　員／６０人（先着）

※昼食は各自用意

問い合わせ／社会福祉協議会尾西支部　

（６３）４８００

日　時／７月４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／６月１６日（日）　午前１０時～

正午

会　場／１３８タワーパーク

内　容／「うまく乗せられてお手伝

いをさせられる虫たち」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／７月２５日（木）・２６日（金）　午

前１０時～午後４時

会　場／教育センター

対　象／３歳以上の未就学児と保護

者

内　容／子育てや子の障害に関する

悩みごと

申し込み／６月１０日（月）までに本庁舎

学校教育課

問い合わせ／学校教育課　（８５）７０７３

日　時／６月１１日（火）　午後１時～

３時

会　場／ －ビル６階愛知県司法書

士会一宮支部

内　容／成年後見制度や申し立て手

続き、高齢者・障害者の財産管理や

権利擁護などに関する相談

※毎月第２火曜日（８月は第１火曜

日）に開催。予約優先

問い合わせ／愛知県司法書士会一宮支部　

（２５）４１６９

博物館　子どもバスツアー
   １０２８９９７ ＩＤ 

募

集

そ
の
他

家族で参加するバスツアー
   １０２９０９５ ＩＤ 

福祉マルシェ
 ｉ ・愛・ 逢 マーケット

あい

   １０２８９３５ ＩＤ 

いちのみや
福祉ジョブフェスタ
   １０２８９４５ ＩＤ 

日曜新鮮市

高齢者囲碁大会

高齢者将棋大会

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

もくパラ自然 楽  講 
がっ こう

相　談

早期教育相談
   １０２９０９４ ＩＤ 

司法書士による成年後見・
任意後見の無料相談会
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職　種／①作業療法士②視能訓練士

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

月に卒業見込みの方

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／各１人

申し込み／６月２６日（水）（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７月１７日（水）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２９年９月１日以降生ま

れで、土・日曜日、祝休日を含む週

４回程度（１日４時間）で①②とも

勤務できる方

勤務場所／三岸節子記念美術館

勤務日時／６月２９日（土）～８月１８日（日）　

①午前９時～午後１時②午後１時～

５時（休館日を除く）

時　給／９３０円

申し込み／６月５日（水）までに写真を

貼った履歴書を持参の上、三岸節子

記念美術館

問い合わせ／三岸節子記念美術館　

（６３）２８９２

応募資格／市内在住・在勤または芸術

文化協会加入団体に所属している方

募集種目／①随想・随筆②現代詩③漢

詩④短歌⑤俳句⑥川柳⑦狂俳

※１人３種目以内

応募方法／７月１日（月）（必着）までに

持参または郵送（〒４９１－８５０１　本庁

舎芸術文化協会事務局「いちのみや

文芸」係）。詳しくは、本庁舎生涯

学習課で配布する募集要項を確認

※作品の採否は編集委員が選者とな

り、編集委員会で決定。原稿は返

却不可。１０月１９日（土）に発刊予定

問い合わせ／芸術文化協会事務局（生涯

学習課内）　 （８５）７０７５

　働くことに悩む

若者とその保護者

を対象とした総合

相談窓口を、 －ビ

ル６階ビジネス支

援センター内に設

置しています。就職

に関するミニ講座

や心の相談を無料で行います。

利用日時／火～土曜日　午前１０時～午

後５時（祝休日・年末年始などを除く）

問い合わせ／商工観光課　（２８）９１３０

日　時／６月６日（木）　午後１時３０

分～２時３０分

会　場／市民病院

検査内容／内科聴打診・尿検査・血液

検査など８項目

※認め印・被爆者手帳・健康診断受

診者証を持参。広島・長崎県の指

定機関で受診する際の交通費の一

部を、市から受給するために必要

な健康診断の一つ

問い合わせ／福祉課　（２８）９０１５

融資制度

▽勤労者住宅資金＝市内に居住また

は居住しようとし、自分が住むた

めに新築・増改築や土地・家屋を

購入する方

▽勤労者福祉資金＝資金使途が教育

・出産・育児・介護・医療・自動

車関連で、市内に居住し、融資後

も引き続き居住する方

申し込み資格／次の全てに該当する方

①同一事業所に１年以上勤務し、引

き続き勤務

②現住所に引き続き１年以上居住

③前年の税込年収が１５０万円以上４００

万円以下（自営業者を除く）

④東海労働金庫が定める保証を受け

ることができる

※融資には審査があります。融資限

度額・申し込みなど詳しくは、東海

労働金庫一宮ローンセンター（

０１２０（６９）０１０６）へお尋ねください。

問い合わせ／商工観光課　（２８）９１３０

　来年度小中学校・高校に入学予定

で、希望する方は、電話で各学校へ

お申し込みください。相談は随時受

け付けます。

一宮東特別支援学校（（５１）５３１１）

日　時／小学部＝９月１３日（金）・１７日

（火）、中学部＝９月１１日（水）・１８日（水）

対　象／知的な発達の遅れや情緒に

障害のある子（ＪＲ東海道本線東側

在住）

いなざわ特別支援学校（０５８７（３５）

２００５）

日　時／小学部＝９月５日（木）・１１日

（水）、中学部＝９月６日（金）・１１日（水）

対　象／知的な発達の遅れや情緒に

障害のある子（ＪＲ東海道本線西側

在住）

一宮特別支援学校（（７８）４６３５）

日　時／１０月１０日（木）

対　象／手足の不自由な子

大府特別支援学校（０５６２（４８）５３１１）

日　時／７月１０日（水）・１０月２９日（火）

対　象／病気で入院している子

企画展監視員を募集
   １０２９０５８ ＩＤ 

募
　
集

そ
の
他

←市公式ウ ェブサイ トはこ ち ら　 情報ＢＯＸ

募　集

令和２年４月採用

市立病院職員を募集

「いちのみや文芸」
作品を募集
   １０２８８９０ ＩＤ 

いちのみや若者サポート
ステ ーションのご利用を
   １０１２２５９ ＩＤ 

そ　の　他

原爆被爆者の
定期健康診断
   １０２１３８２ ＩＤ 

勤労者の皆さんへ

融資制度のご利用を
   １００２６３９ ＩＤ 

県立特別支援学校の
体験入学
   １０２９２９８ ＩＤ 



　市では、一宮公共下水道（日光川

上流処理区）の事業計画を変更しま

した。関係図書は、本庁舎計画調整

課で縦覧できます。

問い合わせ／計画調整課　（２８）８６２３

　６月２日（日）～８日（土）は「危険物

安全週間」です。

　ガソリン・灯油・てんぷら油など

の危険物は、取り扱いを誤ると火災

や環境破壊などの原因になる恐れが

あります。危険物の正しい取り扱い

と保管方法を確認したり、危険物施

設などを自主点検したりするなど、

地域の安全を確保してください。

主な行事

▽危険物施設消防訓練（６月５日（水）　

午前１０時　北方町北方字沼田１　

オリザ油化）

▽危険物施設特別査察（６月～７月）

問い合わせ／消防本部予防課　（７２）

１２８２

　くみ取り便槽が大雨などにより浸

水し、くみ取りをしなければトイレ

の使用ができない世帯を対象に、く

み取り料金の半額を助成します（大

雨特別・大雨・洪水警報により市災

害対策本部が設置された場合に限

る）。くみ取りの際に料金の半額をお

支払いください。

問い合わせ／衛生処理場　（４５）４４２３

日　時／７月７日（日）・１４日（日）

会　場／名古屋工学院専門学校（名

古屋市熱田区）

受験料／甲種６，５００円・乙種４，５００円・

丙種３，６００円

申し込み／６月１日（土）の午前９時～

１０日（月）の午後５時に消防試験研究

センターウェブサイトから電子申請、

または６月４日（火）～１３日（木）（消印

有効）に願書を郵送（願書は消防署

などで配布）

問い合わせ／消防本部予防課　（７２）

１２８２

適正な保守点検を

　故障の早期発見や清掃時期の把握

のために、県の登録業者に定期的な

点検を委託しましょう。登録業者の

一覧表は、市役所本庁舎、尾西・木

曽川庁舎、出張所などで配布してい

ます（県ウェブサイトで閲覧可）。

定期的な清掃を

　年１回以上の清掃が義務付けられ

ています。市の許可を受けた、次の

業者にご依頼ください。

▽一宮地区でＪＲ東海道本線の東側

＝一宮中部衛生（（４５）３６１１）

▽一宮地区でＪＲ東海道本線の西側

＝尾張テクアス（（８５）７３１６）

▽一宮地区＝中衛工業一宮営業所

（（７３）６８２２）

▽尾西地区＝起町衛生社（（６２）

５４２９）・カナックス（（６２）２８０１）

▽木曽川町地区＝木曽川環境クリー

ン（（８６）８２７１）

法定検査

　年１回、水質などの検査が義務付

けられています。詳しくは、県指定

検査機関の愛知県浄化槽協会（０５２

（４８１）７１６０）へお尋ねください。

問い合わせ／衛生処理場　（４５）４４２３
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募

集

尾張都市計画下水道
事業計画を変更
   １０２０２７３ ＩＤ 

そ
の
他

危険物災害をなくそう
   １０２４３２６ ＩＤ 

大雨で浸水した世帯へ

くみ取り料金の
半額を助成
   １００１８７４ ＩＤ 

危険物取扱者試験

浄化槽の適正な管理を
   １００１７９４ ＩＤ 

５日（金）・１１日（木）・１７日（水）・

２３日（火）・２９日（月）
７月

２日（金）・８日（木）・１４日（水）・

２０日（火）・２６日（月）・３０日（金）
８月

５日（木）・１１日（水）・１７日（火）・

２３日（祝）
９月

４日（金）・１０日（木）・１６日（水）・

２２日（祝）
１０月

１日（金）・７日（木）・１３日（水）・

１９日（火）・２５日（月）・３０日（土）
１１月

６日（金）・１２日（木）・１８日（水）・

２４日（火）・２８日（土）
１２月

犬・猫などの火葬も休み

斎場の休み

霊園管理事務所　（４５）７００４

環境センター　（４５）７００４

（　）内は前年同月

１人１日総　量

７７５（７８２）

▲７ｇ

９，２５８ｔ（９，３５３ｔ）

▲９５ｔ

市内のごみの量（３月分）

▽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。

６月の音声広報
知っトク ！ 　いちのみや

ＦＭいちのみや　７６．５Ｍ

▽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７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。

６
Ⅰ　ＬＯＶＥ　いちのみや

ＩＣＣ　地デジ１２ch

月の映像広報

いちのみや応援基金へ

１９件

社会福祉協議会へ　

ヤマコ納骨堂協会、エス・ビー

建材、匿名１件

総務関係へ

愛知県ＬＰガス協会西部支部・

一宮分会

教育関係へ

尾西信用金庫、葉栗中学校昭和

５８年卒業生同窓会

病院関係へ

匿名１件

（４月分まで・敬称略）

ご寄付
ありがとうございました



31２０１９（令和元）年６２０１９（令和元）年６月月　広報一宮広報一宮

教
室
講
座

ス
ポ
ー
ツ

催
し
も
の

相

談

募

集

そ
の
他

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

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

６月６日（木）
９：３０

２，５００円
７月１１日からの木
曜日　１０：００（５回）

健康セルフケア

６月１３日（木）
１９：３０

５，１００円
６月２７日からの木
曜日　１８：３０・１９：４５
（各１０回）

 癒 し の ヨ ガ
いや

詳しくはウェブサイトなどで確認

大野極楽寺公園管理棟　（５１）３０１５緑化教室

定　員／①～③各２０人④１０人（先着）

申し込み／６月１日（土）の午前１０時からエコハウス１３８

受講料対　象日　時環境学習講座名

５００円

年中以上

７月７日（日）
１３：３０～１５：００

イモリ・カエル教室①

各１，０００円

７月２３日（火）
１０：３０～１２：００カ ブ ト ム シ ・

ク ワ ガ タ 教 室
②

７月２５日（木）
１３：３０～１５：００

１，０００円
７月２６日（金）
１３：３０～１５：００

昆 虫 標 本 教 室③

１，０００円
７月２６日（金）
１０：３０～１２：００

海 の 生 き 物 教 室④

小学２年生以下は保護者同伴

応募資格／１８歳以上の方（高校生を除く）

勤務場所／学校・公園開放プール（１６カ所）

勤務日時／７月２０日（土）～８月３１日（土）　午前９時～午後５時

※詳しくは問い合わせ

日　時教室名

７月９日からの火曜日　１３：３０（１０回）エ ア ロ ヨ ガ

７月１１日からの木曜日　１１：００（１０回）ピ ラ テ ィ ス

６月２８日からの金曜日　１０：００（１０回）ベーシックヨガ

６月２８日からの金曜日　１１：１５（１０回）ボクシングフィットネス

対　象／１５歳以上の方（中学生を除く）

定　員／各３０人（抽選）　 　受講料／各５，４００円

申し込み／６月１日（土）～１６日（日）の午後５時までに総合体育館

・尾西スポーツセンター・木曽川体育館

一宮市民会館　（７１）２０２１自主文化事業

ランチタイムコンサートＶｏｌ．７
日　時／６月２９日（土）　正午
会　場／木曽川文化会館尾西信金ホール（（８６）７５８１）
出　演／ピアノ弾き込み隊
定　員／２８８人（先着。全席自由）

七夕ふれあい無料コンサートＶｏｌ．１０
日　時／７月２８日（日）　①午後０時３０分②３時
会　場／一宮市民会館
出　演／①佐藤光さん（チェロ奏者）ほか②フルブラスファ
イブ（金管五重奏）

シネマｔｈｅいちのみやＶｏｌ．９
夏休みこども映画鑑賞会「ワンダー　君は太陽」
日　時／８月１０日（土）　午後１時３０分
会　場／一宮市民会館
入場料／５００円（全席自由）。２歳以下は入場不可
前売り／一宮・尾西市民会館（（６２）８２２２）、木曽川文化会
館などで販売中

一宮地域文化広場　（５１）２１８０天体観望会

おやこプールの監視員を募集
応募資格／１８歳以上の方
勤務日時／７月２０日（土）～８月３１日（土）　午前９時３０分～午後４
時３０分
※詳しくは問い合わせ

太陽系ナンバーワン、巨大惑星を見よう ！

～木星、こと座のダブル・ダブルスター～
日　時／①６月２１日（金）②２２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／６月１１日（火）の午前１０時から電話で地域文化広場

プラネタリウム館の新番組がスタート
　６月１日（土）から「クレヨンしんちゃん～星空と学校の七
不思議だゾ！」、低学年・幼児向け番組「たなばたものがた
り、アリとキリギリス」が始まります。
※５月２８日（火）～３１日（金）は休館

　－ビル　（２８）９１５３文化教室

フラワーアレンジメント教室
日　時／６月２９日（土）　①午前１０時～正午②午後２時～４時
対　象／１８歳以上の方
定　員／各１０人（先着）
受講料／１，５００円

申し込み／６月１日（土）の午前９時から電話で   －ビル

カブトムシ成虫教室
日　時／７月１３日（土）　午前１０時～正午
対　象／園児～小学生（小学２年生以下は保護者同伴）
定　員／１０人（先着）
受講料／１，０００円

申し込み／６月１日（土）の午前９時から電話で   －ビル

アイプラザ一宮　（７７）６６１２自主文化事業

たなばたワークショップ
日　時／６月２９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／６月４日（火）の午前１０時から電話でアイプラザ一宮

さあ探検だ ！

洞窟探検家　吉田勝次が案内する未踏洞窟の秘密
日　時／６月９日（日）　午後２時
定　員／１５０人（先着）
入場料／１，２００円（高校生以下は１，０００円）
前売り／アイプラザ一宮などで販売中（電話予約も可）

温水プール指定管理者　（７６）７２９１監視員を募集

総合体育館　（５３）６３００カルチャー教室

ヤマモモもいで園路ピカピカ大作戦 ！

日　時／６月下旬～７月上旬の月～金曜日　午前９時～午後
５時（休棟日を除く）
内　容／木になっているヤマモモを採取し、園路美化を行う。
※希望者に採取用袋を配布

申し込み／６月３日（月）の午前１０時から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

１，０００円
各１０人
（先着）

６月１６日（日）
１３：００～１４：３０

鎮静作用アロマジェル作り

５００円
６月２６日（水）
１０：００～１２：００

ラベンダースティック作り

小学生以下は保護者同伴

対　象／１８歳以上の健康な方
定　員／各１５人（先着）　 　受講料／各４００円（プール利用料）
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

６月７・１４・２１・２８日（金）　１３：００スイムワンポイントレッスン

６月３・１０・１７・２４日（月）　１４：００
水 中 ウ オ ー キ ン グ

６月１２・２６日（水）　１３：００

６月１２・２６日（水）　１４：００か ん た ん ア ク ア ビ ク ス



32２０１９（令和元）年６月　広報一宮

ュースニ
まちかど

まちかどニュースの動画はこちら→

なりまちニュースと

　柳ケ瀬のにぎわいづくりに貢献してきた映画館の、

役割を考察した企画展です。

日　時／６月１６日（日）まで　午前９時～午後５時（入館

は４時３０分まで）

会　場／羽島市歴史民俗資料館

観覧料／３００円（中学生以下無料）

休館日／月曜日

問い合わせ／羽島市歴史民俗資料館　０５８（３９１）２２３４

羽島市歴史民俗資料館企画展

映画の街柳ケ瀬１００年展

　約９０種１万株のアジサイを楽しめます。

日　時／６月１日（土）～１６日（日）　午前１０時～午後４時

会　場／大塚性海寺歴史公園・性海寺

内　容／▽期間中＝アジサイ鉢花の販売、性海寺の文

化財特別公開ほか　▽８日（土）・９日（日）＝ご当地キャ

ラクターアトラクション、子どもたちによる太鼓演舞、

樹木医とのあじさいウオッチングほか　

問い合わせ／稲沢市商工観光課　０５８７（３２）１３３２

稲沢あじさいまつり稲沢市羽島市

ナップス
まちかど

全国小・中学生競技かるた選手権大会

速水詩歩さんが小学２年生以下の部で準優勝
　約１年前に実際の競技の様子を見たことをきっかけに、

競技かるたを始めた速水さん（入賞時・今伊勢小学校２

年）。「相手よりも早く札を取ったら、スッキリするとこ

ろが好き」と競技かるたの魅力を話しました。

ジャパンパラアルペンスキー競技大会

伊藤義人さんが３位入賞
　競技種目「回転」で、３位入賞した伊藤さん（大和町

福森）。「自分が頑張っている姿を見て、障害のある方が

社会進出してくれたり、スポーツに参加してくれたりす

ることが今の目標」と話しました。

令和になった日に夫婦になった方々　
５月１日　本庁舎１階

　１日で合計２０６件の婚姻届を受理。特設の記念撮影

ブースは、幸せな空気に包まれていました。
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※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

ほのぼのまつり

楽しいステージ・模擬店・工作などを行います。

皆さんのご来場をお待ちしています。

日　時／６月２日（日）　午前１０時～午後３時

会　場／きそがわ作業所（木曽川町外割田字西郷

西１５１）と周辺

問い合わせ／きそがわ作業所・櫻井　（８６）３７６３（午

前９時～午後５時）

知らない町を歩いてみよう（パート２）

～葉栗の見て歩き～

約５kmと約１０kmのコースがあります。

日　時／６月９日（日）　午前９時集合（雨天決行）

集合場所／１３８タワーパーク西側駐車場

問い合わせ／実行委員会・小川　０９０（９９３７）８３５９（平

日の午前９時～午後５時）

一宮マザーズアンサンブル

ファイナルコンサート

１３年間の感謝の気持ちを音楽にのせて、吹奏楽と

共に歌ったり手遊びをしたり、映像を見たりして

楽しめます。

日　時／６月２３日（日）　午後１時３０分（１時開場）

会　場／尾西市民会館

曲　目／「エビカニクス」「式典終曲」ほか

問い合わせ／西部　０９０（４２６６）０１３８（午後６時以降）

今伊勢卓球クラブ　クラブ員を募集

卓球が好きな方、一緒にいい汗を流しませんか。

体験入部もできます。

日　時／毎週水・金曜日　午後７時～９時

会　場／今伊勢中学校

対　象／高校生以上の方

会　費／年６，０００円（入会金１，０００円も必要）

問い合わせ／木野　０９０（３８５３）１１００

花柳流日本舞踊発表会

「ゆかた会」

３歳から８０代までの会員が、日

頃の稽古の成果を発表します。

ご来場をお待ちしています。

日　時／７月１４日（日）　午後０時

３０分～午後３時３０分

会　場／スポーツ文化センター

問い合わせ／こま希久会・村井　

（４５）５４９８

子どもの職業なりきり体験など、

家族で楽しめるイベントを行い

ます。はたらく車やオレンジリ

ボンライダーも登場します。

日　時／６月１６日（日）　午前１０時

～午後３時３０分

会　場／一宮市民会館ほか

問い合わせ／江崎　０８０（３６７９）１１４３

チアフル･ママ　イベント

「旬の家族フェア２０１９」

ハワイアン・ドリーム

ハワイアンバンドとフラチーム

総勢４００人が、演奏とフラダンス

を披露します。ぜひお越しくだ

さい。

日　時／６月２３日（日）　午前１０時

～午後６時

会　場／　ービル３階シビック

テラス

問い合わせ／山田　０９０（３１５９）７６５２

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。
８月号の締め切りは６月２５日（火）です。詳しくは、お尋ねください。 問い合わせ　広報課　（２８）８９５１

市民が選ぶ市民活動支援制度対象事業

どなたでも自由に、乱舞するホ

タルの光を見ることができます。

直接会場へお越しください。６

月上旬～７月上旬の午後８時～

９時が見頃です。ぜひ見に来て

ください。

会　場／萬葉公園築込自然園

（萩原町築込）

問い合わせ／萬葉公園ほたるの会・

加藤　０９０（７０４３）６３４１

“ホタル”観賞 一宮市民吹奏楽団

レインボーコンサート２０１９

日　時／６月２３日（日）　午後１時

３０分（１時開場）

会　場／一宮市民会館

曲　目／「ウィーアー！」「新祝

典行進曲」「天空の城ラピュタハ

イライト」ほか

入場料／５００円（未就学児は無料。

前売りは４００円。一宮市民会館、

アピタ木曽川店で販売）

問い合わせ／奥村　０７０（５５１１）３１１２

おやこで楽しむ太鼓のひろば

「トンとドン」

０～３歳児のための舞台を見ま

す。

日　時／６月１６日（日）　午前１０時

３０分～１１時３０分

会　場／大和生涯学習センター

対　象／０～３歳児と親

定　員／７０人（先着）

参加料／１，０００円

申し込み／一宮おやこ劇場・八島　

（４４）２００１
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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

独りで悩まないで、相談を （その他の相談は２１）

相談電話・会場日時相談名

中保健センター
 （７２）１１２１

６月３日（月）　１３：００～１５：００
育　　児

西保健センター
 （６３）４８３３

北保健センター
 （８６）１６１１

６月１７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

子　ど　も
悩みごと

（電話相談）
 （７３）４１９２

火～土曜日　１７：３０～２０：３０
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
※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

▼６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（３・１７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

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

フレッシュママ交流会

　赤ちゃんは、口の感覚

が一番発達していて、何

かをなめたり、かんだり

して、それがどんなもの

なのかを確認しているの。特に歯が生えるときは、む

ずがゆくなるのもあるし、赤ちゃんにとっては遊び

のような感じかも。でも本気でかまれたら痛いよね。

　まだ小さいから分からないかもしれないけど「か

むのは痛いよ」とか「痛いからやめてね」と言って

聞かせてあげて。かまなくなったら褒めたり、スキ

ンシップをしたりして、楽しいと思えることをいっ

ぱいしてあげるといいと思うよ。

　生後１０カ月。おんぶをしていると、突然かみ

ついてきます。できればやめさせたいけど…

こっこ相談員の

アドバイス

こっこ相談こっこ相談室室

腕や肩をかんできます。どうして？

申し込み対象会場日時催し

当日直接会場（問い合わせは
里小牧子育て支援センター）

未就園児と親浅井中保育園１０：００～１１：３０６月８日（土）
パパもいっしょに遊ぼっ ！

【　ＩＤ　１０２８８６６　】

６月１７日（月）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

７月３日（水）
　　２４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

７月４日（木）

　　２５日（木）

子ども文化広場図書館
７月１２日（金）
　　１９日（金）

６月１７日（月）までに電話で
生涯学習課（（８５）７０７４）※
７月１１日・１９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）
７月２８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
７月１１日（木） 
　　１９日（金）
　　２８日（日）

赤ちゃんセミナー
【　ＩＤ　１０２８８９４　】

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

６月７日（金） 

あっぷっぷ
【　ＩＤ　１０ ０１２８５　】

千秋・里小牧
子育て支援センター

６月１１日（火） 

丹陽・黒田北
子育て支援センター

６月１９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
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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
１５：００～１６：００６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６

１１日（火）１０日（月）７日（金）６日（木）５日（水）４日（火）３日（月）

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

丹羽公民館 
今伊勢西小学校
奥町前並二公民館

北方青衾社 
丹陽小学校 
浅野公園 

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

２０日（木）１９日（水）１８日（火）１７日（月）１４日（金）１３日（木）１２日（水）

東浅井浅井神社
大和西小学校
馬引公民館駐車場 

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

島村若栗神社
開明小学校 
本神戸酒見神社

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大和南小学校※

　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。。

２７日（木）２６日（水）２５日（火）２４日（月）２１日（金）

上段はほたる号
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

大和豊島台ちびっ子広場
赤見小学校 
佐千原坂手神社

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 

６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６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

　芸術家自身が暮らした家やアトリエ

などを生かした美術館、芸術家のゆか

りの地に建つ魅力的な美術館を紹介。

芸術家のエピソードに加え、各館が所

蔵する代表的な作品の写真も掲載する。

講談社／編・刊

災害にあったペットを救え

　日本で飼われているイヌやネコの数

は約２，０００万匹。もし大災害が起こった

ら、ペットたちは…。災害に遭ったペ

ットを救う獣医師チーム「ＶＭＡＴ」

の活動を紹介する。飼い主としての備

えも収録。

 高橋うらら／著

小峰書店／刊

人生も作品 ！ 　芸術家たち
のプライベート美術館

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

中央図書館　（７２）２３４３

おはなし会　読み聞かせ

１日（土）・２日（日）・９日（日）１５：００、１６日（日）・２２日（土）

１１：００・１５：００、２７日（木）１０：３０

外国絵本の読み聞かせ／２日（日）１１：００

ストーリーテリングの会

１日（土）１１：００、１５日（土）１５：００（５歳以上）

おはなし会　紙しばい／８日（土）・２３日（日）１１：００・１５：００

おはなし会　ろうどく／１５日（土）１１：００

尾西図書館　（６２）８１９１

おはなし会／１日～３０日の土・日曜日　１４：００

たのしいおはなし会　朗読／８日（土）１１：００

親子で楽しむ会／１２日（水）１１：００（未就園児）

ストーリーテリングの会／２２日（土）１１：００（５歳以上）

尾西児童図書館　（６９）７４２９

ストーリーテリングの会／５日（水）１５：１０（５歳以上）

子どものつどい　読み聞かせ／１９日（水）１５：１０

玉堂記念木曽川図書館　（８４）２３４６

読み聞かせ会／１日（土）・２２日（土）１１：００

子どもアニメ上映会／８日（土）１１：００

おはなし会／９日（日）・２３日（日）１４：００

おはなしひろば／１５日（土）１１：００

映画上映会「涙するまで、生きる（字幕版）」

１６日（日）１４：００

子ども文化広場図書館　（２５）１３５０

おはなしひろば／１日（土）・８日（土）１４：００

よむりんの森のおはなし会／９日（日）１５：００

はじめのいっぽ／１３日（木）・２７日（木）１０：３０（未就園児）

布絵本であそびましょう／１５日（土）１４：００

ストーリーテリングの会／２２日（土）１５：００（５歳以上）

地域文化広場図書室　（５１）２１８０

えほんのひろば／１１日（火）１０：３０（未就園児）

１０２８９３９ ＩＤ 

１０２８９３６ ＩＤ 

１０２８９０４ ＩＤ 

１０２８９０３ ＩＤ 

１０２８９０６ ＩＤ 
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