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１２・１３㌻財政状況をお知らせします

４・５㌻市議会議長・副議長が決定しました

８・９㌻

いちのみや中央プラザ体育
いちのみや中央プラザ体育館館予予約約受受けけ付付けけをを開開始始 ！！

６㌻

ラグビーワールドカップ２０１９
ＴＭ

[市長メッセージ]

３㌻東京オリンピック２０２０　聖火リレー
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Ｅｖｅｎｔｓｃｈｅｄｕｌｅ7月の行事予定
尾西歴史民俗資料館・特別展「資料館の逸品」（～１５日／   １０２８４８４ ） ＩＤ 　1

美術館・企画展「小松美羽展　ＤＩＶＩＮＥ　ＳＰＩＲＩＴ　～神獣の世界～」（～８月１８日／   １０２９００３ ） ＩＤ 

美術館・コレクション展（常設展）「日本人らしく」（～１０月６日／   １０２９０１３ ） ＩＤ 

博物館・特集展示コーナー「鈴木八郎　陶芸の世界」（～１０月６日／３０㌻）　2

サマーフェスティバル（３０㌻）　6

ラグビーフェスタ　ｉｎ　一宮（   １０２８８８０ ） ＩＤ 15

市立小中学校終業式19

こどもミュージアム２０１９「ＲＯＢＯ　ＲＯＢＯ　ＲＯＢＯＴ ！」（～９月１日／１０㌻）20

博物館で夏祭り ！（～９月１日／１１㌻）

３館をまわって「いちのみや資料図鑑」をつくろう ！（～９月１日／１１㌻）

１３８タワーパーク・サマーフェスタ（～９月１日／２６㌻）

七夕グローバルサマーセミナー（２６㌻）24

一宮七夕まつり（～２８日／８・９㌻）25

尾西歴史民俗資料館・企画展「発見の森　始動 ！！」（～９月１日／１０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…４・１１・１８・２５日（木）

　　　　　▽市役所本庁舎…午後８時まで

　　　　　▽尾西・木曽川庁舎…午後７時まで

休日開設…２８日（日）

　　　　　▽市役所本庁舎…午前９時～正午

取扱業務…住民票の写し、戸籍全部・個人事項証明書、

印鑑登録証明書、各種税証明書などの発行

と市税の収納

７月の窓口の時間延長・休日開設

人口と世帯数

　　人口…３８５，１６３（＋　６２）　男…１８８，２１２（＋　４８）　女…１９６，９５１（＋　１４）　世帯数…１６０，９１８（＋１９１）　※（　）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 

６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 １００４９５６ ＩＤ 

納付は　７月３１日（水）　までに

１０００８７５ ＩＤ 

固定資産税・都市計画税（第２期分）
国　民　健　康　保　険　税（第１期分）
後期高齢者医療保険料（第１期分）
介　　護　　保　　険　　料（第１期分）
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グラグビー」は、タックル

のないラグビーといわれ、

腰に付けたタグを取ること

でタックルの代わりになる

ため、安全にラグビーに親

しむことができます。７月

１５日（祝）には、タグラグビー大会や体験ができる「ラグビ

ーフェスタ　ｉｎ　一宮」を総合体育館で開催しますので、

ぜひ、ご参加ください。

　また、南アフリカとニュージーランドの代表チームを

お迎えするに当たり、両国の文化や習慣を理解して、国

際交流の機会とするため、北方町連区と葉栗連区の小中

学校を対象に両国の大使館関係者をお招きして講演会を

行うほか、両国をテーマにした作品づくりを行い、代表チ

ームの練習会場に展示するなど、歓迎ムードを広げます。

　聖火リレーのコースがオリンピック組織委員会から発

表されました。一宮市では、稲荷公園前をスタートし、

途中の真清田神社前の広場（宮前三八市広場）でミニイ

ベント、九品地公園競技場前をゴールにする予定です。

聖火ランナーは公募で、一宮市にゆかりのある方なら誰

でも応募できますので、我こそはと思う方は、ぜひ応募

してください。

　ラグビーワールドカップに続きオリンピックと、一宮

市でもスポーツの機運を高め、健康的でさわやかなまち

づくりができるよう盛り上げていきます。

　夏季オリンピック、ＦＩＦＡワールドカップ（サッカー）

と共に世界の三大スポーツイベントともいわれるラグビ

ーワールドカップが、９月２０日（金）～１１月２日（土）に日本

の１２都市で試合が行われ、愛知県では豊田スタジアム

（豊田市）で４試合が行われます。

　２０１５イングランド大会では、約２４０万人のファンがス

タジアムを訪れ、４０億人超がテレビを視聴し「 楕  円  球 の
だ えん きゅう

祭典」に熱狂しました。優勝候補の南アフリカ代表を相

手に、日本代表が大逆転を起こし、日本でもラグビーに

一躍注目が集まったのは記憶に新しいところです。

　公認チームキャンプ地とは、大会期間中にチームが滞

在して練習するキャンプ地のことをいいます。一宮市は、

南アフリカ代表とニュージーランド代表の公認チームキ

ャンプ地に選ばれました。南アフリカ共和国では、ラグ

ビーが国技と位置づけられ、サバンナを駆ける動物「ス

プリングボクス」がチーム名です。ニュージーランドは

ラグビー大国で、その象徴「オールブラックス」は、と

ても有名です。キャンプ時期は、豊田スタジアムで行わ

れる試合、南アフリカ代表は９月２８日（土）、ニュージー

ランド代表は１０月１２日（土）、それぞれの試合の前後になる

予定です。

　一宮市では、一宮ラグビーフットボール協会やＮＰＯ

法人一宮ラグビークラブを中心にラグビーが盛んに行わ

れており、同スクールは元日本代表の藤井淳さんや女子

セブンズ日本代表の兼松由香さんなどを輩出しています。

また、西日本地区の７人制ラグビーフットボール大会で

ある「関西・一宮セブンズ」が毎年５月に光明寺公園球

技場で開催されています。

　今大会を機にラグビー文化がさらに根付くよう、小学

校の授業で「タグラグビー」を取り入れ始めました。「タ

ラグビーワールドカップ２０１９
ＴＭ

東京オリンピック２０２０聖火リレー

ラグビーワールドカップ

一宮市は「公認チームキャンプ地」です

「ラグビー」文化と「国際交流」

東京２０２０聖火リレーも決定！

１０２９８４６ ＩＤ 

ルート図

【イベント会場】

名古屋城二の丸広場
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市政最前線

　５月１７日に臨時市議会が開かれ、市議会議長に太田文人さん、同副議長に服部修寛さんが選出されました。

が決定市議会議長・副議長
１０２９５０３ ＩＤ 

就任のあいさつ
　市民の皆さまには、日頃から市議会に対しご

理解とご協力を賜り、心から感謝申し上げます。

　私どもは５月１７日の臨時市議会において、図

らずも市議会議長ならびに副議長の要職に就任

しました。もとより微力ではありますが、職責の

重さを心に刻み、誠心誠意、職務に取り組んでま

いる所存であります。

　さて、この５月１日の新元号施行と同時に新

しい時代の幕開けとなりました。この新しい「令

和」の時代に即した施策の導入を図るべく、議会

と行政が互いに知恵を出し合い、本市が活力に

あふれ、安全安心に暮らせるまちとなるよう、努

力をしていきたいと思っております。

　議員一同、市議会がより身近に感じられるよ

う、開かれた議会を目指すとともに、議決機関と

しての議会の役割を十分に発揮し、市勢発展の

ために力を尽くしてまいります。市民の皆さま

には、一層のご支援とご協力を切にお願い申し

上げ、就任のあいさつといたします。

 令和元年５月１７日　　　　　　

　 一宮市議会　　　　　　　　

　　 議　長　　太　田　文　人

　　 副議長　　服　部　修　寛

　７５代目の議長に新しく選出された太田文人さんは昭和２４年

１１月１８日生まれで６９歳。

　平成１１年５月１日、一宮市議会議員に初当選、現在６期目。

その間、議長、副議長、監査委員、議会運営委員長などの要

職を歴任。所属政党は無所属

▽住所＝今伊勢町宮後　　▽職業＝無職

　７９代目の副議長に新しく選出された服部修寛さんは昭和２５年

１月２１日生まれで６９歳。

　平成１１年５月１日、一宮市議会議員に初当選、現在６期目。

その間、監査委員、教育次世代委員長、厚生委員長、総務文教

委員長などの要職を歴任。所属政党は無所属

▽住所＝浅井町尾関　　▽職業＝無職

副議長の略歴

議長の略歴
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【問】都市計画課　（２８）８９８１

自自転転車車
ネネッットトワワーークク計計画画をを策策定定

１０２７５９６ ＩＤ 

　市では、６月に「自転車ネットワーク計画」

を策定しました。自転車の利活用を推進し、

安全で安心な自転車利用環境を創出する計画

です。

　素案への意見を募集したところ、４６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。

【問】秘書課　（２８）８９５０

※詳しい内容は、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）で議会交際費と併せて閲覧できます。

１００５５７５ ＩＤ 

金　額件　数

８２２，１００円１０慶 事 費

１５４，３００円１３弔 事 費

０円０見 舞 費

　８１，３７０円１２渉 外 費

５７，０００円５賛 助 費

２８，０００円４諸 会 費

９０，６１６円９雑　 費

◇項目ごとの支出状況

平成３０ 年度の市長交際費

執行状況をお知らせしま執行状況を お知 ら せ し ま すす

◆　予算額 １， ９００， ０００円

◆　支出額 合計　１， ２３３， ３８６円（５３件）

　５月１７日に臨時市議会が開かれ、監査委員が選

任されました。また各常任委員会、議会運営委員

会の委員を決定するとともに、各委員会の正副委

員長が次のとおり互選されました。　　　（敬称略）

監査委員（２人)

長谷川八十　　髙橋一

総務委員会（１０人）　 　　　　　　　

▽委員長　井上文男

▽副委員長　森ひとみ

▽委　員　尾関哲　　　宇山祥子　　水谷千恵子

　　　　　八木丈之　　伊藤裕通　　横井忠史

　　　　　京極扶美子　服部修寛

福祉健康委員会 （１０人）

▽委員長　中村かずひと

▽副委員長　髙木宏昌

▽委　員　本山廣次　　小林けいめい　後藤美由紀

　　　　　長谷川八十　彦坂和子　　　柴田雄二

　　　　　渡辺之良　　松井哲朗

市民意見提出制度

経済教育委員会（９人） 

▽委員長　鵜飼和司

▽副委員長　渡部晃久

▽委　員　大津乃里予　岡本将嗣　　則竹安郎

　　　　　平松邦江　　西脇保廣　　花谷昌章

　　　　　太田文人

建設水道委員会（９人）

▽委員長　島津秀典

▽副委員長　河村弘保

▽委　員　東渕正人　　木村健太　　市川智明

　　　　　髙橋一　　　竹山聡　　　森利明　　

　　　　　浅井俊彦

議会運営委員会（９人）

▽委員長　浅井俊彦

▽副委員長　森利明

▽委　員　島津秀典　　井上文男　　　鵜飼和司

　　　　　森ひとみ　　中村かずひと　則竹安郎

　　　　　柴田雄二

監査委員（議会選出）、
常任・議会運営委員長が決定

ＰｉｃｋｕｐＮｅｗｓ
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市政最前線

市県民税、固定資産税、国民健康保

険税、介護保険料、保育料など

※水道料金・下水道使用料は不可

予予約受け付約受け付けけをををををををををををををを開開始始しししししししししししししままままままままままままますすすすすすすすすすすすすします

いいいいいいいいいいいいいちちちちちちちちちちちちちのののののののののののののみみみみみみみみみみみみみやややややややややややややいちのみや中中中中中中中中中中中中中中央央央央央央央央央央央央央プププププププププププププラララララララララララララザザザザザザザザザザザザザ体体体体体体体体体体体体体育育育育育育育育育育育育育央プラザ体育館館館館館館館館館館館館館館
１０月１日（火）オープン

支払い完了

▼

コンビニバーコードがある
納付書が対象

▼

支払手数料なし

※領収書は発行され

ないので、ご注意

ください。

１ ２ ３ ４

▼ ▼ ▼

スススススススススススススマママママママママママママスマーーーーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトトトフフフフフフフフフフフフフォォォォォォォォォォォォォトフォンンンンンンンンンンンンンン決決決決決決決決決決決決決決済済済済済済済済済済済済済済アアアアアアアアアアアアアプププププププププププププリリリリリリリリリリリリリアプリ

ＰａｙＢで簡単に税金などの支払いができます

【問】スポーツ課　（８５）７０７９

２・３階

１０２９４７０ ＩＤ 

下記からダウンロード

Ａｎｄｒｏｉｄ版 ｉＯＳ版

【問】納税課　（２８）８９７０１０２９４４２ ＩＤ 

【問】高年福祉課　（２８）９０２１

神山いきいきセンター

【問】生涯学習課　（８５）７０７７

神山公民館いちのみや中央プラザ体育館
１階

観客席　１９２席

・バスケットボール　２面

・テニス　　　　　　２面

・バレーボール　　　３面ほか

アリーナ（１，７００）

・第１会議室　定員５０人

・第２会議室　定員５０人

・第３会議室　定員３０人

・第４会議室　定員３０人

会議室（４部屋）

※会議室と体育館の随時予約は、７月１５日（祝）

から受け付けます。

体体体体体体体体体体体体体育育育育育育育育育育育育育体育館館館館館館館館館館館館館館の１０月利用分の抽選予約を
７月１日（月）～１０日（水）に受け付けます

※現在の神山としよりの家を移転

予約にはスポーツ施設予約システムへの

登録が必要です

納付書に記載の

コンビニバーコードを

スキャンし、任意の

暗証番号を入力

氏名・生年月日・支払い

情報などを事前登録

アプリ（無料）を

ダウンロード
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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）

※獣医師と薬剤師は小論文も必要、電子申請は不可

※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

令和２年４月採用 市職員を募集
１０００３１１ ＩＤ 

指定用紙ダウンロード可

昭和５２年４月２日～
平成３年４月１日生
まれの方

管理栄養士資格があり、採用時までに常勤（１

日の勤務が６時間以上）の栄養士として通算
３年以上の実務経験がある※

２人管理栄養士
実

務

経

験

者

昭和５４年４月２日以
降生まれの方

歯科衛生士資格があり、採用時までに常勤（１
日の勤務が６時間以上）の行政の歯科衛生士
として通算１年以上の実務経験がある※

１人歯科衛生士

昭和４４年４月２日以
降生まれの方

看護師資格があり、採用時までに介護保険ま
たは障害福祉の認定調査員として通算１年以
上の実務経験がある※

２人看 護 師

申込期限受　験　資　格職種・採用予定人数大
学
・
短
大
・
高
校
卒
業
者

【高校卒】
平成７年４月２日以降生まれで、高校を卒業
または令和２年３月に卒業見込みの方

２人

高 校 卒

一 般 事 務

４人消 防

土木課程専攻１人土 木

【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

資格取得（見込み）者１人
大 学 ・

短 大 卒

精 神 保 健

福 祉 士

【大学・短大・高校卒】
昭和５４年４月２日以降生まれで、大学
・短大・高校を卒業または令和２年３月
に卒業見込みの方

身体障害者手帳、精神障害
者保健福祉手帳、療育手帳
のいずれかを持っている方

２人
一 般 事 務

（ 障 害 者 ）

９月２７日（金）昭和４４年４月２日以降生まれの方資格取得者
３人獣 医 師

４人薬 剤 師

※は休職、育児休業期間を除く

８月１６日（金）

【問】人事課　（２８）８９５３

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

【問】政策課１００周年記念事業推進室　（８５）７４３３

　一宮市は２０２１（令和３）年に市制施行１００周年を

迎えます。１００周年を盛り上げるためのキャッチフ

レーズを一緒に考えませんか。

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１０００００００００００００００００００００００００００００００００１０００００００００００００００００００００００００００００００００００
キキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズをををををををををををををををををををををを考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考えええええええええええええええええええええななななななななななななななななななななないいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいえないとととととととととととととととととととととと

周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年周年ののののののののののののののののののののののみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ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みんなでででででででででででででででででででででで

コピーライター・ＣＭプランナー

原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海 さん（一宮市出身）

対　象
市内在住・在勤・在学の方、一宮市
出身の方、一宮市が好きな方

アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドド
バババババババババババババババババババババイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイ
ザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザ

アド
バイ
ザーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

申込書ダウンロード可１ ０２８９９２ ＩＤ 

電子申請
はこちら

申し込み

７月２２日（月）までに電子申請、また

は申込書を持参・郵送・ファクス。

申込書は本庁舎政策課、尾西・木

曽川庁舎、出張所でも配布

７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７月２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４日（水）・３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１３１日（水）午後７時～８時３０分

本庁舎１４階１４０１大会議室

ｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｇｇｇｇｇｇｇｇｇｇｇｇｇｇｇｇｇｇｇｇｇｈｈｈｈｈｈｈｈｈｈｈｈｈｈｈｈｈｈｈｈｈｎｉｇｈ
ｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔ
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車椅子の方をサポートします（無料）

日　時／期間中の午前１０時～午後５時

申し込み／７月２４日（水）までに電話で七夕まつり協進会

　一宮市民会館の駐車場を無料開放し、本庁舎前まで

無料シャトルバスを運行します。

　交通規制図は７月３日（水）から本庁舎１階総合案内・

商工観光課、尾西・木曽川庁舎、出張所で配布します。

～無料シャトルバスを運行～

会場周辺の交通規制を実施

　七夕まつりの飾り付けは燃えやすい物が多いため、

期間中、次の区域を特別警戒区域に指定します。　

　区域内では、たき火や屋外での喫煙が制限されます。

喫煙は消防警備詰所など市の指定した場所に限ります。

火災予防にご協力を
～特別警戒区域を指定～

▽本町１丁目１～４番　　　　　　▽本町２丁目

▽本町３丁目１～４番・７～１０番　▽真清田１丁目

▽栄１丁目９～１１番　　　　　　　▽栄３丁目

▽新生１丁目１番地内

見よよまいまい ！！

【問】一宮七夕まつり協進会（商工観光課内）　（２８）９１３１

七夕

踊ろまいろまい ！！行こまいこまい 
！！

まつり
一宮

第第６６４４回お回おりりももの感謝の感 謝祭祭第第６６４４回お回おりりももの感謝の感 謝祭祭  ７７ 月月２２ ５５日日（木（木））～～ ２８２８日日（日（日））
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チャリティーサイン会、打ち水大作戦、人力車七夕道中などに参加します！

飯嶋彩夏さん 中島瑞月さん膳亀早香さん 杉木真由さん 石子花江さん野田真歩さん

ミス七夕 ミス織物

※他にも多くの協賛行事があります。

詳しくは、一宮七夕まつりウェブ

サイトをご確認ください。行催事

は中止・変更する場合があります。

２７日

２８日

ＴＡＮＡＢＡＴＡダンスコンテスト

 御 
おん

 衣 奉献大行列
ぞ

人力車七夕道中

コスプレパレード

２５日
オープニングセレモニー

２６日
ワッショーいちのみや

盆踊り大会、いちみん願いごと短冊

いちのみや物産展（２５・２６日）

会期中

０５０（５５４２）８６００（７月１日（月）以降）

行催事の内容案内はハローダイヤルへ

七夕まつりで

 待っていま
す ！

刺刺クイーン 刺刺クイーン
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１０２２９３６９３６３３ ＩＤ 

こどももミュージアム２０１９

ｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎ ミミミミミミミミミミミミミミギギギギギギギギギギギギギギシシシシシシシシシシシシシシミミミミミミミミミミミミミミュュュュュュュュュュュュュューーーーーーーーーーーーーージジジジジジジジジジジジジジアアアアアアアアアアアアアアムムムムムムムムムムムムムム

三岸節子記念美術館

【問】三岸節子記念美術館　（６３）２８９２

７月２０日（土）～９月１日（日）
午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで）

※月曜日（８月１２日を除く）、８月１３日（火）は休館

尾西歴史民俗資料館

ＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴ！！！！！！！！！！！！！！

【問】尾西歴史民俗資料館　（６２）９７１１

７月２７日（土）～９月１日（日）
午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで）

※月曜日（８月１２日を除く）、８月１３日（火）は休館

企企企企企企企企企企企企企画画画画画画画画画画画画画企画展展展展展展展展展展展展展展 発見の森 始動！！

江村和彦「ＲＯＢＯ」

けんせつ ！

せつこ美術館！

　美術館のペーパークラフトを

作ってみよう。美術館は、どん

な形をしているかな。

　木材や缶、石などの材料を自由に組み合わ

せて、自分だけのロボットを作ってみよう。

▼日　時／７月３０日（火）①午前１０時～正午②午後１

時３０分～３時３０分③８月１０日（土）　午前１０時～正午

▼講　師／江村和彦さん（日本福祉大学准教授）

▼対　象／小中学生　　▼参加料／５００円（材料費）

▼申し込み／７月１７日（水）（必着）までに電話、または

住所・氏名（ふりがな）・学年・電話番号・保護者

名（ふりがな）・希望日時を記入し「夏のワークシ

ョップ」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）

自分だけのＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＲＯＢＯＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴをつくろう ！

抽選　各１５人

　館内に隠れたロボットを探してスタ

ンプを集めよう。ワークシートを完成

させたら、記念グッズをプレゼント！

※中学生以下が対象。先着５００人

ＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＲＯＢＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯをさがせ ！　

探検スタンプラリー

　歴史民俗資料館の子ども向けプログラム

「発見の森」で使われた資料や、制作した作品

などを展示します。

夏休み おでかけ情報！わわわわわわわわわわわわわくくくくくくくくくくくくくわわわわわわわわわわわわわくくくくくくくくくくくくく

１０２８４９１ ＩＤ 
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博 物 館 １０２９３０７ ＩＤ 

　博物館・三岸節子記念美術館・尾西歴史民俗資料館で、資

料カードを書いて「いちのみや資料図鑑」を完成させよう。

完成させた方には、オリジナルグッズをプレゼント。

※中学生以下が対象。先着４５０人

７月２０日（土）～９月１日（日） つくろう！

３館をまわって

いちのみや資料図鑑を

つぼ釣り

　毎年大人気！　ペーパークラフトの

つぼを釣り上げよう。

　資料の一部を拡大したクイズにチャ

レンジ。１週間ごとに難易度がアップ。

全てクリアした方は、学芸員でも難し

い超上級にチャレンジできます。

熱狂 ！

ズームクイズラリー

１０２９４４３ ＩＤ 

博物館で夏祭り！

※月曜日（８月１２日を除く）、８月１３日（火）は休館

７月２０日（土）～９月１日（日） 午前９時３０分～午後５時（入館は４時３０分まで）

８月１０日（土）～１２日（休）

発見！体験！夏祭り！

【問】博物館　（４６）３２１５

　焼くと固まる粘土を使って、

古墳を作ってみよう。

※各日５０人（先着）

古墳キーホルダー

葉っぱスタンプで

カードづくり

　植物に色を塗ったスタンプで

オリジナルカードを作ろう。

▼日　時／８月１０日（土）①午前

１０時②午後３時

※中学生以下が対象。各２０人（先

着。当日午前９時３０分に配布

する整理券が必要）

　学芸員と一緒に博物館所蔵の資料を

調査しよう。

■考古①７月２０日（土）　午後２時

　　　②８月４日（日）　午前１０時

■歴史①７月２１日（日）　午前１０時

　　　②８月３日（土）　午後２時

■美術①７月２７日（土）　午後２時

　　　②８月２５日（日）　午前１０時

■民俗①７月２８日（日）　午前１０時

　　　②８月２４日（土）　午後２時

※小中学生が対象。各１５人（先着。当日

開始３０分前に配布する整理券が必要）

博物館資料調査隊　

ｗｉｔｈ　学芸員
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政状況をお知らせします

収　入 １， １１３．０億円

支　出

　主な内訳をお知らせします。出納整理期間（３０年度予算分の未収・未払いの整理期間）中の

収入・支出は含まれていないため、最終的な決算額とは異なります。

（　）内は構成比

１，０３７．９億円

病院・上下水道・国民健康保険・介護保険などへの支援、基金への積立金など

諸支出金 １５５．８億円（１５．０％）

市　税 ４８７．２億円（４３．８％）

市民１人当たりでは２６．９万円を支出しています

子育て支援、障害者福祉、生活保護など福祉の充実

民生費 ４３２．８億円（４１．７％）

市の借金返済公債費 ８６．２億円（８．３％）

（出納整理期間中の借り入れを含む）市債（借入金）の３０年度末残高

【問】財政課　（２８）８９６０

　｢財政状況｣の公表に関する条例の規定により、平成３０年１０月１日から３１年３月３１日までの

財政状況をお知らせします。

１０１５ ０４４ ＩＤ 

小中学校、生涯学習、スポーツなど教育費 １１０．１億円（１０．６％）

ごみ・し尿の処理、環境保全、公衆衛生など

道路・水路・公園の整備、行政事務全般の経費、消防・救急、商工業振興など

土木費・総務費・消防費など１８８．７億円（１８．２％）

※１＝臨時財政対策債…国の地方交付税の財源不足分を市債で補うもので、返済額の全てが後年度の地方交付税で
　　　　　　　　　　　まかなわれる。地方交付税の代替的なもの

※２＝合　併　特　例　債…新市建設計画に基づく事業の財源にできる市債で、返済額の７０％は後年度の地方交付税で
　　　　　　　　　　　まかなわれる。一宮市では、令和２年度まで活用可能

財財

衛生費 ６４．３億円（６．２％）

▼市民１人当たりの市税負担　…　１３．４万円

一般会計　３０年度の収入・支出

１，０７５．８億円一 般 会 計

１．２億円特 別 会 計

１３９．３億円病 院 事 業 会 計

２２６．３億円水 道 事 業 会 計

７９６．５億円下 水 道 事 業 会 計

２，２３９．０億円合 計

※端数処理の関係で積み上げと合計は一致しません

▲

市民１人当たりの市債残高　…　５８．１万円

その他の市債（都市計画・教育など）

臨時財政対策債（※１）

合併特例債（※２）

１ ６ ２．５億円

６０６ ．０億円

３０７ ．３億円



13２０１９（令和元）年７月　広報一宮

３０年度　収入・支出の主な増減（ ３月３１日時点の前年度比較 ）

公共施設老朽化への対応とＰＦＩ（民間活用による施設整備）への取り組み

　公共施設の老朽化への対応として、市では２８年度に公共施設等総合管理計画を策定して基本方針を示

すとともに、保育園・公園・道路など、個別施設の計画の策定・実施にも順次着手しているところです。

今後、施設の長寿命化や適正配置への取り組みを、さらに本格化させていく必要があります。

公共施設の現状

＜老朽化指標（有形固定資産減価償却率）の県内都市との比較＞（２８年度末時点）

施設分野ごとの数値（主なもの）
資産全体の数値区　分

学校施設保育園など体育館など公民館

７８．２％
（３４位）

６９．５％
（３０位）

２６．６％
（２位）

４０．３％
（１位）

６１．７％
（２５位）

一　宮　市
（県内３８市順位）

６６．５％５７．３％６１．１％６１．９％５９．３％県内３８市平均

　数値が大きいほど

老朽化が進んでいます

！

　過去には、斎場とリサイクルセンターの整備をＰＦＩ方式で行いました。今後予定している事業では、

佐千原浄水場の中央監視設備の更新や、新たな学校給食共同調理場の整備も、ＰＦＩ方式で行うことを検

討中です。

　民間と協力しながら進めるＰＦＩという手法によって事業の効果・効率が高められたように、これまで

のやり方にこだわるのではなく、絶えず新たなチャレンジをしていくことが、行政サービスの質の向上

と経費削減の両立につながると考えています。

ＰＦＩなどの新しい手法で、より効果的・効率的な整備に努めています

＜小学校エアコン整備ＰＦＩ事業における財政負担の削減効果＞

従来方式

ＰＦＩ方式
※一定の条件に基づく試算額です。長期にわたる事業の費用を比較

するため、将来の事業費を現在の価値に換算して比べています。

２３．３億円

２１．５億円

７．８％削減

（約１．８億円）

　現在、一宮市を含む多くの地方自治体で公共施設の老朽化が問題となっています。限られた財源の中、

将来の人口減少も踏まえつつ、老朽化していく施設をどのように維持・更新していくかという課題です。

　地方自治体の公共施設などの資産が、どのくらい老朽化しているかを示す指標に「有形固定資産減価償

却率」があります。一宮市の数値を県内３８市の平均と比較すると、全体で見た場合は平均より少し老朽化

が進んでいる程度ですが、施設分野ごとに見た場合、建て替えの進んでいる公民館・体育館などと比べ、学

校・保育園などは老朽化の度合いが高いことが分かります。

　公共施設の整備・更新に当たり、民間企業のノウハウや資金を活用して行う手法の一つに「ＰＦＩ」が

あります。施設整備からその後の管理・運営までを一体的に捉えた上で民間のノウハウを導入し、サービ

スの質の向上や経費削減を目指すものです。

　２９年度に実施した中学校（全１９校）のエアコン整備に引き続き、３０年度は小学校（全４２校）の整備を

実施しましたが、小学校についてはＰＦＩ方式を採用しました。猛暑で教室のエアコン整備が全国的な問

題になる前から、他の自治体に先駆けて準備を進めてきた事業です。

　ＰＦＩ方式の採用で、従来方式では難しかった全４２校への一斉導入という学びの環境の平等な整備が

実現しました。また従来方式に比べて、７．８％（約１．８億円相当）の財政負担の削減効果がありました。

収　入　…　繰越金の増加

　　　　　国庫支出金の減少

支 出　…　教育費の増加

　２１．９ 億円　→　２５．８億円（＋　３．９億円）

１７３．０億円　→１６５ ．２億円（▲　７．８億円）

　９６．６億円　→１１０．１億円（＋１３．５億円）
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市政ニュース

【問】建設総務課　（２８）８６２８

３～５年間

契約期間

【問】商工観光課　（２８）９１３０

プ レ ミ ア ム 付 商 品 券 事 業

　市が発表する「避難指示」「避難勧告」といった

避難情報に、５段階の「警戒レベル」を追加し、

危険度ととるべき行動を分かりやすくします。

を付記します

避難情報に

警戒レベル

１０２９５４０ ＩＤ 

 とるべき行動を

 明確に

風水害のときの

行動を促す情報とるべき行動
警戒レベル
（洪水・土砂災害）

災害発生情報
命を守る
最善の行動漁

避難勧告・
避難指示（緊急）

避難鋸

避難準備・
高齢者等避難開始

高齢者等は避難
他の住民は準備

距

注意報避難行動の確認許

早期注意情報
（警報級の可能性）

心構えを高める虚

高

低

対象となる方に

募集要項など詳しくは、

　　　　　をご確認ください１０１９９５６ ＩＤ 

年２００，０００円以上

料金

７月３１日（水）（必着）までに応募書類を

持参または郵送

申し込み

大志歩道橋（大志２丁目・大江３丁目）

対象対象物物

歩道橋に名前を付けませんか
ネネーーミミンンググラライイツツ（命名権（命名権））ののパーパートトナーナーをを募募集中集中

を送付します案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内

購入引換券

申請書など

令和元年度の市民税が非課税で

あると思われる方
※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

　７月下旬に「申請書」を送付します。

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

商品券について詳しく
は

   をご確認ください１０２８９９９ ＩＤ 

【問】危機管理課　（２８）８９５９

警戒レベル距鋸が
発令された地域の方は、

 速やかに避難してください

　９月上旬から順次「購入引換券」を

送付します。
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【問】介護保険課　（２８）９０１９

　右の対象の方に、自己負担割合を記載した

「介護保険負担割合証」を７月中旬に送付します。

介護サービスを利用する際に「介護保険被保険

者証」と共に提示してください。

介護保険負担割合証を送付します
１００１１３７ ＩＤ 

６５歳以上
 の方へ

　介護保険制度は、国や自治体の負担金と皆さんの保険料で支えられてい

ます。保険料は、市民税の税額決定後に算出し、本人や世帯員の市民税の

課税状況や、本人の合計所得金額などによって１２段階に分けられます。

　今年度は、低所得者（第１～３段階）の保険料が軽減される予定です。

　詳しくは、７月中に送付する介護保険料納入通知書をご確認ください。

介護サービスを
 利用する方へ

※所得・収入は平成３０年中の金額。上記に該当しない方、４０～６４歳の方

（第２号被保険者）、市民税非課税者、生活保護受給者は１割負担

自己負担割合（１～３割）

▽要介護・要支援認定者

▽あんしん介護予防事業（介護予防・

日常生活支援総合事業）のうち、

介護予防・生活支援サービス事業

を利用する方

対　象

３割負担次に該当する方は

本人の

合計所得金額

２２０ 万円以上

同一世帯の６５歳以上の方（第１号被保険者）の

「年金収入＋その他の合計所得金額」

４６３万円以上
（単身世帯は３４０万円以上）

かつ

２割負担次に該当する方は （３割負担に該当する方を除く）

本人の

合計所得金額

１６０万円以上

同一世帯の６５歳以上の方（第１号被保険者）の

「年金収入＋その他の合計所得金額」

３４６万円以上
（単身世帯は２８０万円以上）

かつ

対　象

７月中旬交付分から

クリーム色に変更します

保険料は納め忘れのないようにお願いします

介護という問題を社会全体で支えるため

　介護保険料の納付方法は原則、特別徴収（年金からの天引き）です。

７月下旬までに送付する「介護保険料納入通知書兼特別徴収額

決定通知書」をご確認ください。

７月中旬までに「納入通知書（介護保険料額決定通知書）」を送付

しますので、同封の納付書で納期限までに納付してください。

口座振替の場合は、納期限に指定の口座から引き落とします。

※年度途中で特別徴収に替わる際は、通知書でお知らせします。

第１期 の 納期限

７ 月３１日（水）

特別徴収ができない方

特別徴収の方　　　　

１００１１３５ ＩＤ 

介護保険料納入通知書 を 送付します
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市政ニュース

　市では在宅福祉サービスとして、日常生活に支援が必要な高齢者に、

介護予防・生活支援のためのサービスを提供しています。 【問】高年福祉課　（２８）９０２１

在在在在在在在在在在在宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉サササササササササササーーーーーーーーーーービビビビビビビビビビビスススススススススススなななななななななななどどどどどどどどどどどのののののののののののごごごごごごごごごごご利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用利用ををををををををををを高齢者の皆さんへ

緊急連絡通報システム※１

対　象／おおむね６５歳以上の１人暮らしの方

内　容／病気や緊急時に民間の受付センターに通報

できる機器を貸し出し

１人暮らしの方な１人暮らしの方などど

家族介護用品給付

対　象／市民税非課税世帯で要介護４・５と認定さ

れた方を在宅で介護している家族

内　容／年６万円相当分の医薬品引換券または介護

用品を支給

介護が必要な高齢者の家介護が必要な高齢者の家族族

福祉タクシー料金助成

対　象／９０歳以上の方

内　容／普通・リフト付きタクシー初乗り運賃分の

利用券を年３０枚交付

利用方法／介護保険証などの本人確認ができる物を提

示の上、利用券を提出（年度の途中で申請

した方は、申請月以降の利用券を交付）

その他の福祉サービその他の福祉サービスス

１０１０６１３ ＩＤ 

利用方法／介護保険証などの本人確認ができる物を持

参の上、各福祉施設で使用券の申し込みが

必要（２回目以降は使用券を提示）

※浴室利用は１回１００円

老人いこいの家などの
福祉施設のご利用を

　高齢者が自宅で療養する場合に、訪問診療や訪問

看護に対する相談に応じています。

▽地域包括支援センター（１７㌻参照）

▽高年福祉課（（２８）９１５１）

１０１２３８４ ＩＤ 

在宅医療について 
ご相談ください

ねたきり老人等見舞金支給（月３，０００円）

対　象／要介護４・５と認定された方（特別養護老

人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療

施設・介護医療院に入所している方を除く）

　「おでかけ広場」は、地域の皆さんが気軽に集ま

って交流できる場所です。健康づくりなど、さま

ざまな活動を行っています。

　開催日時・活動内容・申し込みなどは各広場で

異なります。詳しくは、お尋ねください。本庁舎

高年福祉課、尾西・木曽川庁舎、出張所などでマ

ップなども配布しています。

おでかけ広場のご利用を １０１４５６３ ＩＤ 

１００１０１５ ＩＤ 

※１は対象に、病弱な高齢者世帯を含む。※２は、年度途中で金額を改定する場合あり

配食サービス（１食２５０円）※１　※２

対　象／おおむね６５歳以上の１人暮らしの方

内　容／昼食を配り安否確認

日常生活用具給付※１

対　象／おおむね６５歳以上の１人暮らしで、市民税

非課税世帯の方

内　容／住宅用火災警報器・電磁調理器・自動消火

器を支給

寝寝たたききりりのの方方

寝具洗濯乾燥※１

対　象／おおむね６５歳以上の寝たきり・１人暮らし

の方

回　数／布団・毛布各２枚以内で年４回

訪問理美容サービス※２

対　象／おおむね６５歳以上の寝たきりの方

利用料／１回１，０２０円（利用券を年６枚交付）

認知症高齢者捜索支援サービス（月３７０円）※２

対　象／認知症などの症状により道に迷う可能性の

ある高齢者を在宅で介護している家族

内　容／早期発見できる専用端末を貸し出し

シルバー優待証明カード（指定施設の利用料の優待）

対　象／６５歳以上の方

シルバー無料入浴券（年１人１冊、１８枚つづり）

対　象／６５歳以上の方

「愛の 杖 」の給付
つえ

対　象／おおむね６５歳以上の歩行が不自由な方
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【問】 保険年金課　（２８）８９８５

　高齢者に関する総合的な相談に応じています。

▽宮西・貴船・大志＝まちなか（（８５）８６７２）　 　▽神山・今伊勢町・奥町＝やすらぎ（（６１）３３５０）

▽向山・富士・丹陽町・千秋町＝ちあき（（８１）１７１１）　 　▽西成・浅井町＝アウン（（５１）１３８４）

▽葉栗・北方町・木曽川町＝コムネックスみづほ（（８６）５３３３）

▽大和町・萩原町＝萩の里（（６７）３６３３）

▽起・小信中島・三条・大徳・朝日・開明＝泰玄会（（６１）８２７３）

地域包括支援センターのご利用を １００１０１８ ＩＤ 

１０１１７４８ ＩＤ 

　専門知識を持つ看護師・精神保健福祉士などが、認知症またはその疑いのある方・家族を訪問し、一緒

に解決策を考えます。必要に応じて認知症の専門知識を持つ医師の訪問も行います。

対　象／市内在住の４０歳以上で自宅で生活し、認知症の疑いのある方、または認知症で次のいずれかに該

当する方

　　　　①認知症疾患の診断を受けていない

　　　　②認知症疾患の臨床診断を受けたが、医療・介護サービスを受けていない、または中断している

　　　　③サービスを受けているが認知症による症状が強く、どのように対応したらよいか困っている

問い合わせ／認知症初期集中支援センターいまいせ（（８０）０５０６）

認知症初期集中支援チームのご活用を

　おおむね６０歳以上の方が対象で、談話やカラオケなどの

娯楽・趣味を通して交流できます。

▽千秋楽々会（千秋町塩尻７５１）

▽ふれあいルームサロンこじま（音羽２丁目９－３１）

▽春明いこいの舘さわやか会（春明字河戸５９）

ふれあいクラブのご利用を

後期高齢者医療に加入している方へ

　現在お持ちの後期高齢者医療制度の保険証は、７月３１日（水）で有効期限が

切れ、使用できなくなります。新しい保険証を簡易書留郵便で送付します。

有効期限は令和２年７月３１日です。

　今年度から、職場の健康保険などの被扶養者で

あった方の均等割額の５割の軽減措置は、加入か

ら２年間となります。

　またこれまで９割軽減の対象であった方につい

ては、今年度から８割軽減に変更となります。８．５

割軽減の方より低い割合となりますが、その分、

年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の負担

軽減の強化など、低所得者への社会保障の充実策

が１０月から実施されます。

※６月１日以降に７５歳になった方には、８月以降

にお知らせします。

新しい保険証を７月下旬に送付します

１０００９７８ ＩＤ 

保険料通知書を７月中旬に送付します

●　今年度の保険料

所得割率 ８．７６％

均 等 割 ４５，３７９円

６２０，０００円限 度 額
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市政ニュース

国民健康保険に加入している方へ

【問】 保険年金課　（２８）９０１２

【問】 保険年金課　（２８）９０１１

７０～７４歳の方へ

　現在の受給者証は、７月３１日（水）で有効期限

が切れ、使用できなくなります。新しい受給

者証(薄いだいだい色）を７月中に送付します。

有効期限の切れた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。

高齢受給者証を送付します １０１５１１６ ＩＤ 

【問】 保険年金課　（２８）９０１３

国民健康保険税の納税通知書　７月中旬に送付

　「納税通知書」と「第１～８期分の納付書（口座振替・年金天引きの方を除く）」を送付します。

年度途中で納付額が変わる世帯には「税額変更のお知らせ」と「変更後の新しい納付書（納期限を

過ぎていない分に限る）」を送付します。

　年金天引きの方で、確実な納付を約束できる場合は、７月３１日（水）までに申請すると、１０月天引き分

から口座振替に変更できます。

１０１３８４２ ＩＤ 

１０００９６０ ＩＤ 軽減制度

会社の倒産・解雇・雇い止めなどにより

離職した方

１０００９６２ ＩＤ 

前年所得が２５０万円以下で、本年中所得

が半分以下に減少する方など

減免制度

※旧被扶養者の減免制度が変更になり、減免期間が国保資格取得日から２年間で終了になります。

（制度変更前から旧被扶養者減免を受けていた方についても同様です）

軽減・減免制度のご案内

申告すると、税額の軽減を受けられる場合があ

ります。詳しくは、お尋ねください。

申請すると、税額が減免される場合があります。

納付前にご相談ください。

特定健診を受診できます

４月以降、国民健康保険に加入した方へ

次に該当する方は、特定健康診査を受けら

れます（受診期限は１０月３１日（木））。希望する

方は、お早めにご連絡ください。

対　象／昭和５５年３月３１日以前生まれで、平

成３１年４月２日以降に資格を取得し、

８月３０日（金）までに資格取得届を提

出した方

【問】 保険年金課　（２８）８６６９

後期高齢者福祉医療費受給者後期高齢者福祉医療費受給者証証
の更新手続きをお忘れなの更新手続きをお忘れなくく

１０１３３３０ ＩＤ 

　お持ちの受給者証の有効期限が令和元（平

成３１）年７月３１日（水）の方は、更新手続きが必

要です。６月に対象者へ更新申請書を送付し

ましたので、必要事項を記入の上、ご返送く

ださい。引き続き該当する方には、新しい受

給者証を７月下旬に送付します。

　児童扶養手当・遺児手当の制度改正に伴い、

有効期限が延長された期間(８月～１０月）の受

給者証を７月下旬に送付します。なお対象者

への更新申請書の送付は、９月下旬を予定し

ています。

母母子子・・父子家庭等医療費受給者父子家庭等医療費受給者証証
を新たに送付しまを新たに送付しますす

１０１３３３０ ＩＤ 

１００１２３７ ＩＤ 



募集

19２０１９（令和元）年７月　広報一宮

※１０月１７日（木）開催の「元気はつらつ介護予防フェスタ」で表彰。

作品は自作で未発表の物に限る。作品の著作権は一宮市に帰属

【問】高年福祉課　（２８）９１５１

【問】保険年金課　（２８）９０１４

１０００８４５ ＩＤ 

免除申請を７月から受け付けます
国民年金
保 険 料

　７月～令和２年６月分の国民年金保険料の免除申請を、７月１日（月）から受け付けます。保険

料の納付が困難で、免除を希望する方は申請してください（継続申請が認められた方を除く）。

　免除制度には、月額保険料の全額または一部が免除される区分があります。また納付が猶予

される場合もあります。

未納の場合免除の場合

（納付猶予は反映なし）

通算あり

◆　障害・遺族年金の受給資格

納付した場合と同様の扱い

１０年

対　象／自営業者など第１号被保険者で所得が少ない方（申請者本人・配偶者・世帯主

の平成３０年中の所得が基準以下）または失業・天災などにより納付が困難な方

　　　　※納付猶予制度は５０歳未満の方が対象で、世帯主の所得要件なし

　あなたが、転ばない体づくりのために取り組んで

いることを「転ばぬ先の健脚のススメ」をテーマに、

ユーモアの効いた川柳にしてください。

◆　老齢基礎年金 反映あり

◆　受給資格期間

◆　追納できる期間 ２２年年

◆　老齢基礎年金 反映な反映なしし

◆　追納できる期間

通算な通算なしし◆　受給資格期間

◆　障害・遺族年金の受給資格

資格を失う場合あ資格を失う場合ありり

賞賞
最優秀賞（１点）▼

３０， ０００円
優秀賞（３点）

▼
尾州産マフラー

応募方法／７月１日（月）～８月９日（金）（必着）に応募用紙

を持参または郵送・ファクス・電子メール

（１人２作品まで）

応募用紙／本庁舎高年福祉課、尾西・木曽川庁舎、出張

所などでも配布

応募用紙ダウンロード可１０１４６２９ ＩＤ 

介 護 予 防 川 柳
～　転ばぬ先の健脚のススメ　～

納付が困難な場合はご相談ください。
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市政ニュース

　千秋町連区地域づくり協議会は発足して、今

年で９年目を迎えました。協議会は地域で各種

共同活動を行い、地域住民の共通の利益の増進、

生活環境の保持・改善に努め、文化・福祉の向

上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与するこ

とを目的としています。

　交流の場の一つ目は、千秋公民館です。「盆踊

り大会（７月）」「鮎つかみ大会（８月）」「もち

つき大会（１２月）」など、地域住民が交流できる

場を提供しています。近くの田んぼでは「うな

ぎつかみ大会（６月）」を開催し、多くの子ども

たちの元気な姿が見られます。１１月の文化展で

は、絵画・書・写真・手芸などを１，０００点ほど展

示し、ミニコンサートも開催しました。

　二つ目は、いちい信金スポーツセンターです。

【問】市民協働課　（２８）８９５４

１１月には老人クラブ主催の世代間交流事業「皆

で歩こう会」が開催されました。２３０人ほどが参

加し、３と５のコースにチャレンジしてい

ます。また「秋の桜守ワーク」として、子ども

会を中心に３５０人ほどが参加して清掃活動を行

い、今年も桜が見事に咲きました。

　これらの催しや活動は、当協議会ウェブサイ

トで随時紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

活活 動動地地域域づづくくりり協協議議会会 ５５２２

～　千秋町連区編　～

だだ よよ りり

▲うなぎつかみ大会

　一宮市は、市制施行１００周年を迎える２０２１（令和３）年４月

の中核市移行を目指しています。今月号から、中核市に関する

いろいろな情報を紹介します。

【問】中核市移行推進課　（８５）７００３

中核中核市市へへ

一宮一宮市市はは

　中核市とは、国の指定を受け、県の仕事の

多くを行う、人口２０万人以上の都市のことで

す。規模や能力の比較的大きい市が事務権限

を拡大し、住民に身近なところで行政サービ

スを提供できるよう、大都市制度の一つとし

て地方自治法で定められています。

　一宮市も、中核市移行によって移譲される

事務権限を活用し、実情に合ったより質の高

い行政サービスの提供を実現します。

大大事務権事務権限限（できること（できること））小小

第１回 中核市とは？

中
核市

指
定都市

一
般市

今ここ

人口
２０万人以上

人口
５０万人以上

近隣では…

豊田市・豊橋市

岡崎市・岐阜市

尾張地域では

 一宮市が 初 ！
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【問】博物館　（４６）３２１５

いちのみや　あれこれ
～鈴木八郎　生涯を
瀬戸焼にささげた陶工～

　鈴木八郎（１９１５～２００５）は瀬戸市出身の陶

工で、一宮市の文化団体の会長を務めていた

実業家・森 傳  吉 や妙興寺の河野宗寛老師と交
でん きち

流があり一宮市と縁が深いことから、博物館

では多くの作品を所蔵しています。

　２０歳から陶芸の修行を始めた八郎は、やが

て工芸家・藤井達吉が小原村に開いた「芸術

村」の一員となり、野山の草花の写生などを

通じて達吉から多くのことを学びました。戦

後「 織  部  花  文  陶  筥 」（写真）などにより日展に
おり べ はな もん とう ばこ

連続で入選すると、毎年、力作を発表してい

きました。

　１９７３（昭和４８）年にばい煙の排出禁止によ

りガス窯に移行すると、八郎は陶壁などの大

作を制作するようになりましたが、物足りな

さを覚えるようになります。そこで先人の焼

き物に向き合う決意をし、苦労の末「古瀬戸

文様手控帳」を出版。また支援者の協力によ

り豊田の山里に耐火れんがを用いて「穴窯」

を造りました。ここで試行錯誤を繰り返し、

幻の名品といわれる「 兎  毫  盞 」（細かい縦筋が
と ごう さん

あることから日本名は「 禾  目 」）などを生み出
のぎ め

しました。

　博物館では、特集展示「鈴木八郎　陶芸の

世界」（３０㌻参照）を、７月２日（火）～１０月６

日（日）に開催しま

す。瀬戸焼に独自

の世界を生み出し

た、陶工の名品の

数々をお楽しみく

ださい。

　ごみは決められたルールに従って処理をしなければなりません。しかし一部のモラルのない

人によって、集積場所や道路などに不法投棄が行われています。

　特にエアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機の不法投棄が目立ちます。これらは家電リサイクル

法に基づきリサイクルをすることが義務付けられていますので、適切な処分をお願いします。

【問】環境センター　（４５）７００４

不法投不法投棄棄

家電４品目は正しく処分を ！

購入した店・買い替え先
の店に引き取りを依頼

所有地所有地をを適正に管理しましょう適正に管理しましょう ！！

ＳｔｏｐＳｔｏｐ ！！
環境センター
ニュース

家電４品目の処分方法について詳しくは、

をご確認ください

草刈草刈りり

ごみ拾ごみ拾いい

柵の設置な柵の設置などど

１００１７６３ ＩＤ 

▼市民の皆さんの監視

▼市の巡回パトロール

不法投棄への対 不法投棄への対策策

▲「織部花文陶筥」
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市政ニュース

　コンクールに、４９点の

応募があり、次の皆さん

が入賞しました。表彰式

は７月６日（土）の午前１０

時からツインアーチ１３８

エントランスホールで行

います。入賞作品は７月

６日（土）～３１日（水）にツイ

ンアーチ１３８展望階に展

示します。　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

▽市長賞　後藤笑美＝写真＝（今伊勢中２年）

▽国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事

務所長賞　柳田夏歩（今伊勢小１年）

▽市議会議長賞　丹下結雅（名古屋大学教育学

部附属中３年）

▽市教育委員会賞　柳田隼弥（今伊勢小４年）

▽木曽三川公園管理センター長賞　矢口舞（木

曽川中１年）

　市では、第７次一宮市総合計画の進み具合を

測るために「成果指標」「市民の体感指標」を調

査しました。調査で行った市民アンケートの結

果と併せて公表します。内容は、市ウェブサイ

ト、市資料コーナー（市役所本庁舎１階、尾西

・木曽川庁舎１階）、市立図書館（中央・尾西・

玉堂記念木曽川）で閲覧できます。

　市では、ふるさと財団の協力により、法人の

民間事業者に、無利子融資を行っています。

対象事業／次の全てに該当する事業①公益性・事

業採算性などの観点から行われる②１

人以上の新規雇用が見込まれる③設備

投資総額が１，０００万円以上（用地取得費

を除く）④用地取得などの契約後５年

以内に事業の営業開始が行われる⑤市

の総合計画など諸計画に整合する

　１１月から、児童扶養手当・遺児手当（県・市）

の支給月が奇数月（２カ月ごと）に変わります。

　また所得制限による手当額の更新月は８月か

ら１１月（１月支給分）に変わります。

※現況届・所得状況届の受付期間は８月のまま

で変更なし

児童扶養手当証書の有効期限を変更

　有効期限が１０月末までの新しい証書を、８月

上旬に送付します。

対　象／市内在住で、市外を含む私立幼稚園（新

制度園を除く）に満３～５歳児を通園

させており、生活保護または平成３１年

度市民税所得割課税額が基準額以下の

世帯（市民税無申告世帯を除く。複数

の扶養義務者に所得割がある場合は合

計額）

※基準額以上の世帯でも、園児の兄・姉

の人数によって対象となる場合あり

申　請／７月１９日（金）までに「保育料等減免措置

に関する調書」を幼稚園。調書は６月

下旬に幼稚園を通じて配布

　児童福祉法の改正により７月から、従業員の

子どもだけを受け入れしている事業所内保育施

設についても、認可外保育施設設置届の提出が

必要になります。

　また１０月からの幼児教育・保育無償化の対象

となるには、９月末までに認可外保育施設設置

届の提出が必要です。様式など詳しくは、お尋

ねください。

ふるさと融資制度のご利用を

　【問】政策課　（２８）８９５２　　

  １００２６９４ ＩＤ 

第７次総合計画の進み具合を測る
指標の推移などを公表

【問】政策課　（２８）８９５２　　

  １０２６３７９ ＩＤ 

リバーサイドフェスティバル

写生画コンクールの入賞者が決定

　【問】公園緑地課　（２８）８６３６　　

  １０２４５６９ ＩＤ 

児童扶養手当・遺児手当の
支給月などが変更

【問】子育て支援課　（２８）９０２３　　

  １０２９４６４ ＩＤ 

幼稚園就園奨励費を支給

　【問】保育課　（２８）９０２４　　

  １００１３９９ ＩＤ 

事業所内保育施設の設置者の方へ

認可外保育施設設置届の提出を

　【問】保育課　（２８）９０２４　　

  １０２９３５５ ＩＤ 
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　１０月２９日（火）に総合体育館いちい信金アリー

ナＡで開催します。

対　象／１月１日現在、一宮市住民基本台帳に

記録されており、引き続き市内に在住

する次に該当する夫婦

▽昭和４４年に結婚した

▽昭和４３年以前に結婚したが、やむを

得ない理由により申請していない

申し込み／８月１４日（水）までに本庁舎高年福祉課、

尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口

課、出張所

※当日送迎バスあり【要予約。平島公園野球場、

一宮駅、いちい信金スポーツセンター（県一

宮総合運動場）、尾西庁舎、尾西南部生涯学習

センター、木曽川体育館発着】

対　象／定期巡回・随時対応型訪問介護看護を

提供できる事業者

申し込み／７月１日（月）～８月２３日（金）に、応募書

類を本庁舎介護保険課。応募書類は介

護保険課でも配布

日　時／７月１８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／７月１日（月）

～１６日（火）に

電話で商工観

光課

長寿を祝う金婚記念祝賀式
～８月１４日までに申し込みを～

　【問】高年福祉課　（２８）９０２１　　

  １０００９９２ ＩＤ 

介護保険地域密着型サービス
事業者を募集

【問】介護保険課　（８５）７０１７　　

  １０２９４８０　応募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　　

  １０２４３９０ ＩＤ 

【問】市民協働課　（２８）８６７１

※防犯カメラの画像や知り得た情報は、

原則、第三者に提供していません。

※警察への提供は、犯罪捜査の目的で文

書による要請を受けた場合に提供して

います。

以下の全てに該当する防犯カメラ

　▽市が管理している　　▽防犯目的

　▽録画機能を有する

　▽不特定多数の人が出入り可能な場所

を撮影

対象

件　数
連　区

３０年度２９年度平成２８年度

２５１６１０宮西・貴船・神山・大志・向山・富士

１０１西成・千秋町

８６７
今伊勢町・奥町・起・小信中島・
三条・大徳・朝日・開明

２４１１０丹陽町・大和町・萩原町

８１３５葉栗・浅井町・北方町・木曽川町

６６４６２３合　計

市が管理する防犯カメラ

警察からの照会によ警察からの照会によるる
映像提供情報を公表 映像提供情報を公表ししまますす

１０２５１１０ ＩＤ 

警察からの要請で、市から提供した件数
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【問】市民協働課　（２８）８６７１

（　）内は前年対比。※は３月末現在

市内の犯罪・事故（４月末現在）

交通事故

人　数件　数区　分

０（▲　３）０（▲　　３）死　亡

　１０（▲　１２）　１０（▲　１２）重　傷

６６７（▲２１０）５６４（▲１８４）軽　傷

６７７（▲２２５）５７４（▲１９９）計

主な重点犯罪

件　数区　分

７２３（▲　８０）刑　法　犯

６４（▲　４２）侵　入　盗

〔　３８（▲３８）〕〔うち住宅対象〕

９３（▲　６）自動車関連窃盗

１（▲　３）特殊詐欺※

【問】商工観光課　（２８）９１４８

　７月１１日～２０日は「夏の交通安全市民運動」で

す。次のことを実践しましょう。

▽自宅周辺の危険箇所や安全な自転車の乗り方に

ついて十分話し合う

▽ドライバーから目立つように手を挙げて横断す

る（ハンドアップ運動）

▽全ての座席でシートベルトやチャイルドシート

を正しく着用する

▽飲酒運転四ない運動「運転するなら酒を飲まな

い。酒を飲んだら運転しない。運転する人に酒

をすすめない。酒を飲んだ人に運転させない」

を徹底する

▽ドライバー・自転車利用者・歩行者が、それぞ

れの立場で思いやりの気持ちを持つ

夏の交通安全市民運夏の交通安全市民運動動

　太陽光発電で自家消費し切れなかった分を、電力会社

が固定価格で買い取る制度が始まってから、１１月で１０年

となり、買い取り期間の満了を順次迎えます。満了後は、

小売電気事業者などと余った電気を売る契約をするか、

売電契約をせず蓄電を組み合わせるなどして自家消費だ

けにするか選択できます。満了が近づくと、現在契約し

ている電気事業者から個別に通知がありますのでご確認

ください。

　満了に伴い「蓄電池を設置しなければ必ず損をする」

「当社と契約すれば必ず得をする」など不審な勧誘の増加

が予想されます。一方的な勧誘を受けお困りのときは、

市消費生活相談の窓口（（７１）２１８５、２５参照）にご相

談ください。

太太太太太太太太太太陽陽陽陽陽陽陽陽陽陽光光光光光光光光光光発発発発発発発発発発電電電電電電電電電電のののののののののの固固固固固固固固固固定定定定定定定定定定価価価価価価価価価価格格格格格格格格格格でででででででででで太陽光発電の固定価格でののののののののののの

買買買買買買買買買買いいいいいいいいいい取取取取取取取取取取りりりりりりりりりり期期期期期期期期期期間間間間間間間間間間がががががががががが順順順順順順順順順順次次次次次次次次次次満満満満満満満満満満了了了了了了了了了了ししししししししししまままままままままますすすすすすすすすす買い取り期間が順次満了します ！！！！！！！！！！！

　子どもたちが楽しみにして

いる夏休みが始まります。

　この時季は、子どもたちが浮足立ち、夜遊びや家

出といった不良行為が見られるようになります。近

年は、インターネット上でのいじめや、ＳＮＳで知

り合った大人に性的被害を受けるといった事例もあ

ります。またＪＫ（女子高生）ビジネスやアダルトビ

デオ（ＡＶ）への出演強要も社会問題になっています。

　「地域の少年は、地域で守り、育てる」を念頭に、

子どもたちを非行や犯罪被害から守るとともに、子

どもたちを取り巻く環境の浄化に努めましょう。

【問】一宮警察署　（２４）０１１０

夏休みの少年の非行夏休みの少年の非行やや

犯罪被害の防止を犯罪被害の防止を ！！

▲一宮警察署
　防犯キャラクター
　ＬＯＣＫＥＹ

売電契売電契約約

自家消自家消費費

▼
▼

出典：資源エネルギー庁ウェブサイト

「どうする？ソーラー」より一部改

売電

電気自動車

エコキュートなど

蓄電池
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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７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、１５日を除く）
市民総合

生
活
・
市
政

思いやり会館３階

 （７３）４３６３

３日（水）・１７日（水）　１０：００～

１２：００
行　　政

本庁舎９階相談室

 （２８）８９８４

月～金曜日　９：００～１２：００

（１５日を除く）
多重債務

  －ビル６階
愛知県司法書士会一宮支部

 ０８０（３６２０）７６５４

７日（日）　１３：００～１６：００
司法書士の

多重債務

本庁舎９階相談室

 （７１）２１８５

月～金曜日　９：００～１６：３０

（１５日を除く）
消費生活

思いやり会館３階

２日（火）・１６日（火）　１３：３０～

１６：００

＜予約制　０５２（９６２）５１００

（県民相談・情報センター）＞

交通事故

思いやり会館３階

尾西庁舎４階
１０日（水）　１３：００～１６：００人　　権

思いやり会館３階１８日（木）　１３：００～１６：００
行政書士の

許認可手続

思いやり会館４階

 （７２）５０５２
木曜日　１０：００～１５：００

内　　職
仕
事

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

（１５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

（１６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

＜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
７日（日）　１３：００～１４：３０

外 国 人

悩みごと

外
国
人

１０２９６５１ 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

（１５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

（１５日を除く）

ひとり親

家　　庭
思いやり会館２階

 （７１）６５５１
火曜日　１０：００～１２：００

尾西庁舎１階窓口課

 （８５）８３９３

１２日（金）・２６日（金）　１０：００～

１６：３０

地域包括支援センター

やすらぎ（６１）３３５０

コムネックスみづほ

 （８６）５３３３

アウン （５１）１３８４

ちあき（８１）１７１１

萩の里 （６７）３６３３

泰玄会 （６１）８２７３

まちなか（８５）８６７２

月～金曜日　９：００～１７：００

（１５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

（１５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

（１５日を除く）

精神障害者

家 族

思いやり会館３階２２日（月）　１３：００～１６：００
不動産取引

と悩みごと

不
動
産
・
建
設

尾西庁舎４階１７日（水）　１３：００～１６：００

思いやり会館３階２５日（木）　１３：００～１６：００

登　　記

尾西庁舎４階１７日（水）　１３：００～１５：００

  －ビル６階

愛知県土地家屋調

査士会一宮支部

２０日（土）　９：３０～１２：３０
登　記　・

境界問題

思いやり会館３階９日（火）　１３：００～１６：００建築・地震

裁判中・弁護士依頼済み事件の相談は不可。同居家族・同一事業所は月１回まで。

８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８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８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

７月１０日（水）の午前９時から

電話で市民総合相談室

（（７３）４３６３）

※７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)

２日（金）・９日（金）・１６日（金）・２３日（金）

１３：００～１６：００

尾西庁舎４階１４日（水）・２８日（水）　１３：００～１６：００

１００１９５５ ＩＤ 
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夏のイベント情夏のイベント情報報

【問】国営木曽三川公園１ ３８タワーパーク　（５１）７１０５

７７月月２２００日日（土（土））～～９９月月 １１日日（日（日））

１１３３８８タワタワーーパパーークク ササママーーフフェェススタタ １０２４０８９ ＩＤ 

●● 夏休み夏休みのの
巨大気温グラフを設置　 巨大気温グラフを設置 ！！

南南米米ＶＶＳＳアジアジアア「最強カブト決定戦「最強カブト決定戦」」

７７月月２２７７日日（土（土））、、８月８月１１８８日日（日（日））・・３３１１日日（土（土））　午後２午後２時時
※ツインアーチ１３８利用料が必要

星空入門「木星と土星を見よう星空入門「木星と土星を見よう」」

８８月月１１ ００日日（土（土））　午後７時～８午後７時～８時時３０３０分分

※雨天時は天文工作

※申し込み方法など詳しくは、

　ウェブサイトをご確認ください。

むし仙人むし仙人のの「「昆虫標本作昆虫標本作りり」」

各各２２００組組（先（先着着））　午前午前１０１０時時・・午後２午後２時時

８月３８月３日日（土）（土）

８８月月２２４４日日（土（土））

カブトムシ編

ミヤマクワガタ編

【問】国際交流協会（生涯学習課内）　（８５）７０７６

７７月月２２４４日日（水（水））　午前午前１１００時時～午～午後４後４時時
本本庁庁舎１舎１４４階階１４０１４０１１大大会議会議室室

▽虹の国　南アフリカ

▽アンニョン！　韓国

▽小学生英語教室

　～一宮西高校国際理解コースの生徒と英語で遊ぼう！～

▽イタリア知ってるカモ？　ゲーム

▽ニュージーランドの一般常識クイズほか

国際理解講座

赤ちゃんから大人まで楽しめる、

日本語と英語を織り交ぜたお芝居

「ふしぎのくにのバナナ」
劇団バナナ特別公演

▽国際理解ワークショップ

▽クラフト体験

▽世界の写真展

▽フェアトレード商品がもらえる

スタンプラリー

▽イタリア野菜の種がもらえる

　クイズコーナー

各種イベント

１０２０３５７ ＩＤ をご確認ください

イベント・講座の
開催時間など詳しくは、

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕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ググググロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロローーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーバババババババババババババババババババババババババババババーバルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルサササササササササササササササササササササササササササササマママママママママママママママママママママママママママママーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーサマーセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界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まままままままままままままままままままままままままままままま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ぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼうううううううううううううううううううううううううううううう ！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

●盆踊り大● 盆踊り大会会
８月１８月１１１日日（祝）（祝）・・１２日１２日（休）（休）
午午後６時後６時～～８時８時

●夏休み映画鑑賞● 夏休み映画鑑賞会会
８８月月１１５５日日（木（木））　午午後７後７時時

●浴衣でタワー無料ご招● 浴衣でタワー無料ご招待待
８月１８月１００日日（土）（土）～～１５日１５日（木）（木）
午午後５時～後５時～９９時時

１組１組１１，，５５００００円円

１１組組２２，，００００００円円
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日　時／７月３１日（水）　午前１０時～

午後１時

会　場／①尾西庁舎５階料理実習室

②開明公民館③千秋公民館

対　象／市内在住の小学３～６年生

と親

メニュー／カル骨ちらしずし、天の川

すまし汁ほか

定　員／各１２組（先着）

受講料／１人４００円（教材費）

申し込み／７月３日（水）の午前９時か

ら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

日　時／８月５日（月）　午前９時～

午後４時３０分

会　場／ガスエネルギー館（東海市）

・八丁 味    　 の
み そ

 郷 （岡崎市）
さと

対　象／市内在住の小学生と保護者

内　容／エネルギーや昔の生活の学

習施設で、環境との関わりを学ぶ

定　員／６６人（抽選）

申し込み／７月１２日（金）までに申込書

を持参またはファクス・電子メール。

申込書は出張所などでも配布

問い合わせ／環境保全課　（４５）７１８５

日　時／８月１日（木）　午後１時３０

分～４時

会　場／一宮地場産業ファッション

デザインセンター（ＦＤＣ）

対　象／小学３～６年生と保護者

（２人１組）

内　容／ミサンガ制作と県尾張繊維

技術センターの見学

定　員／２０組（先着）

申し込み／７月８日（月）～１０日（水）の午

前９時～午後５時に電話でＦＤＣ

問い合わせ／ＦＤＣ　（４６）１３６１
　

日　時／①７月２３日（火）②２４日（水）　

午前１０時～正午

会　場／ －ビル５階中央図書館

対　象／市内在住の①小学３・４年

生②小学５・６年生

内　容／図書館を活用した調べ学習

の方法を学び、調べるテーマを決定

する

定　員／各１０人（抽選）

申し込み／７月９日（火）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／７月２７日（土）、８月１７日（土）

・２４日（土）　午前１０時～１１時３０分

会　場／尾西庁舎５階会議室Ａ・Ｂ

対　象／市内在住・在勤・在学の１８

歳以上の方（高校生を除く）

演　題／「山内一豊と戦国の諸相」

講　師／長屋隆幸さん（中部大学講

師）

定　員／３０人（抽選）

申し込み／７月１２日（金）までに電話ま

たは電子申請

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

日　時／８月２２日～１０月１７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／さまざまなモチーフを描き、

基礎を学ぶ

講　師／脇田曜子さん（金城学院大

学元教授）

定　員／２０人（抽選）

受講料／４，５００円（教材費を含む）

申し込み／７月２２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／７月２１日～８月２５日の日曜

日　午前１０時～正午（５回）

会　場／スポーツ文化センター

対　象／市内在住・在勤・在学の小

学生以上の初心者

定　員／８０人（抽選）

申し込み／７月５日（金）までに電話で

生涯学習課

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時／７月２１日～９月２９日の日曜

日　午後２時～４時（８回）

会　場／スポーツ文化センター

対　象／市内在住・在勤・在学の小

学生以上の初心者

定　員／６０人（抽選）

申し込み／７月５日（金）までに電話で

生涯学習課

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時／７月１４日（日）　午後１時～

４時３０分

会　場／スポーツ文化センター

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時／７月２８日（日）　午後１時～

４時３０分

会　場／スポーツ文化センター

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時／７月２８日（日）　午後１時～

４時３０分

会　場／スポーツ文化センター

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５
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←市公式ウ ェブサイ トはこ ち ら　 情報ＢＯＸ

教室講座

夏休み親子料理教室
～親子で料理を楽しもう ！

夏のカルシウム和食～

   １００１６３８ ＩＤ 

バスで行く環境学習講座
   １０２９４９４　申込書ダウンロード可 ＩＤ 

ファミリー・クラフト教室
   １０２０３４３ ＩＤ 

チャレンジ ！  ！ 　調べ学習
   １０２４４０１ ＩＤ 

成人教養講座
   １０２９４３５ ＩＤ 

市民美術教室「水彩画」
～気軽に楽しく水彩画～

   １０２９５３５ ＩＤ 

市民将棋教室
   １０２９０９６ ＩＤ 

市民囲碁教室
   １０２９２７６ ＩＤ 

市民短歌教室
   １０１８０１２ ＩＤ 

市民俳句教室
   １０１８０１３ ＩＤ 

市民川柳教室
   １０１８０１４ ＩＤ 



日　時／８月２１日～９月１１日の水曜

日　午前１０時～正午（４回）

会　場／修文大学

対　象／６５歳以上の男性で料理経験

の少ない方

メニュー／ご飯・みそ汁・野菜炒めほか

講　師／水田文さん（修文大学助教）

定　員／３０人（抽選）

申し込み／７月２６日（金）までに電話で

高年福祉課

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

日　時／８月～令和２年２月の月～

金曜日の午前９時～午後５時のうち

２時間（７回。終了後、フォローア

ップ講座あり）

会　場／森本ぱそこん教室（森本２

丁目２６－１１）ほか

対　象／市内在住で視覚障害がある

方

定　員／６人（先着）

受講料／１，０００円

申し込み／７月３日（水）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

日　時／８月３日（土）・４日（日）　午

前９時～午後３時４０分（４日は０時

３０分まで）

会　場／社会福祉協議会大和事務所

対　象／市内在住の中学生以上の方

内　容／新井伸夫さん（名古屋大学

特任教授）による講義ほか

定　員／４０人（先着）

申し込み／７月５日（金）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

日　時／７月２７日（土）　午後１時～

４時

会　場／木曽川消防署

対　象／市内在住・在勤・在学の中

学生以上の方

定　員／３０人（先着）

申し込み／７月１日（月）～１６日（火）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／８月４日（日）　午前９時～

正午

会　場／木曽川左岸ほか

対　象／市内の小中学生と保護者

（２人１組）

内　容／木曽川の魚を捕獲・観察し、

自然との関わりを学ぶ

定　員／１５組（抽選）

申し込み／７月１９日（金）までに電話、ま

たは郵便番号・住所・氏名（ふりが

な）・学校名・学年・性別・保護者

名（ふりがな）・続柄・電話番号を

記入し「ミズベの勇者」と明記の上、

電子メール（ kouen@city.ichinomiy

a.lg.jp ）

※７月２２日（月）の午前１０時に本庁舎

８階８０２会議室で公開抽選会を開

催。抽選結果の通知を全員に発送

問い合わせ／公園緑地課　（２８）８６３５

日　時／７月２７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／①７月３１日（水）　午前１１時

３０分～午後４時②８月１９日（月）　午

前１１時３０分～午後３時③２８日（水）　

午前１１時～午後３時３０分

会　場／①千秋病院（千秋町）②中

央看護専門学校③コムネックスみづ

ほ（木曽川町）

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

「家庭でできる脳生き生きトレーニ

ング～認知症予防に向けて～」②「骨

と薬と栄養・運動～薬剤師が語る！

骨太な人生～」③「高齢者施設の選

び方～どこで最期を迎えるか～」

定　員／①②各３０人③２０人（抽選）

受講料／①３６０円②４３０円③５７０円（昼

食代）

申し込み／①は７月２４日（水）までに電

話で地域包括支援センターちあき

（（８１）１７１１）、②は８月９日（金）まで

に電話で地域包括支援センターまち

なか（（８５）８６７２）、③は８月２１日（水）

までに電話で地域包括支援センター

コムネックスみづほ（（８６）５３３３）

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

日　時／９月１日～２２日の日曜日　

午後１時～４時（４回）

会　場／起工業高校

対　象／県内在住の１５歳以上の方

（中学生を除く）

内　容／鍛金・サンドブラスト加工

の技術体験、小物入れ・照明器具・

一輪挿しの製作

定　員／１５人（抽選）

受講料／２，０００円（教材費。保険料

も必要）

申し込み／７月１日（月）～３１日（水）（消

印有効）に、返信表面に郵便番号・

住所・氏名を、往信裏面に「起工業

高校希望」と明記の上、氏名・住所

・電話番号・年齢・グループ応募の

有無を記入し、往復ハガキ（〒４６０

－０００１　名古屋市中区三の丸３丁目

２－１　県生涯学習推進センター）。

申し込みは１枚１人分

問い合わせ／県生涯学習推進センター　

０５２（９６１）５３３３
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高齢者のための
簡単料理教室
   １０１３３５８ ＩＤ 

視覚障害者パソコン教室

防災ボランティア
コーディネーター養成講座

普通救命講習Ⅰ
   １０００４９９ ＩＤ 

夏休み集まれ ！

木曽川ミズベの勇者たち
   １０２９８４５ ＩＤ 

親子自然工作教室

家庭介護のための
ハートフルケアセミナー
   １０１３４６９ ＩＤ 

生涯学習地域連携講座
～楽しいものづくり～
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日　時／８月１１日～２５日の日曜日　

午前９時３０分～正午（３回。予備日

９月１日（日））

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・在勤・在学の小

学４年生以上の方（中学生以下は保

護者同伴）

定　員／２０人（先着）

受講料／２，０００円（１８歳以下は１，０００

円）

申し込み／７月１日（月）～１８日（木）に受

講料を持参の上、本庁舎スポーツ協

会（１８歳以下はスポーツ傷害保険の

加入が必要。中学生以下は保護者の

同意も必要）

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　 （８５）７０７８

日　時／８月４日か

らの日曜日　午後７

時～８時３０分（１２回）

会　場／市テニス場

対　象／市内在住・

在勤・在学の高校生

以上の方

定　員／６０人（抽選）

受講料／８，５００円（保険料を含む）

申し込み／７月２８日（日）の午前１０時～

１０時１５分に受講料を持参の上、テニ

ス場

※申し込みは１人１人分

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　 （８５）７０７８

日　時／７月１９日からの金曜日　午

後７時～９時（７回）

会　場／尾西スポーツセンター

対　象／市内在住・在勤・在学の方

定　員／２５人（先着）

受講料／１，５００円（高校生以下は

１，０００円）

申し込み／７月１５日（祝）までに山田（

（６２）６３２４）

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　 （８５）７０７８

日　時／８月１１日（祝）　午前９時（予

備日１７日（土））

会　場／市テニス場

対　象／市内在住・在勤・在学の方

種　目／①男子Ａ②男子Ｂ③女子④

４５歳以上男子⑤５０歳以上女子⑥６５歳

以上男子・５５歳以上女子

定　員／各３６組（先着）

参加料／１組３，０００円（大学生は１組

１，５００円、小中学生・高校生は１組

１，０００円）

申し込み／７月２３日（火）までに本田（

（５１）４５６２）

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　 （８５）７０７８

日　時／７月２８日（日）　午前９時～

午後３時（雨天決行）

会　場／起工業高校（５０ｍプール）

対　象／市内在住・在勤・在学の小

学５年生以上の方

種　目／自由形・背泳ぎ・平泳ぎ・

バタフライ（５０ｍ）＝小学生、中学

生、１９歳以下、２０～２９歳、３０～３９歳、４０

～４９歳、５０～５９歳、６０歳以上（男女別）

※１人２種目まで出場可

申し込み／７月１１日（木）までに本庁舎

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／８月１８日（日）　午前９時

会　場／総合体育館いちい信金アリ

ーナＡ

対　象／市内在住・在勤・在学の中

学生以上の方で構成するチーム（１５

人まで登録可）

種　目／①一般②中学生③高校生④

小学生以上の子どもの親

参加料／１チーム３，０００円

申し込み／７月２６日（金）までに松本（

０９０（９９０９）５０５６）

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　 （８５）７０７８

日　時／８月２５日からの日曜日

会　場／平島公園野球場ほか

対　象／市内在住・在勤の方で構成

するチーム

種　目／①Ａ級②Ｂ級③Ｃ級１部④

Ｃ級２部

参加料／①１０，０００円②③④８，０００円

（連盟未加入チームは加盟金５，０００円

も必要）

申し込み／８月４日（日）の①②は午前

９時３０分、③④は午後１時に富士公

民館（組み合わせ抽選・説明会を実

施、監督の出席が必要）

※問い合わせは水野（（７３）１３２９）

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　 （８５）７０７８

日　時／８月３１日（土）　午前８時（予

備日９月１日（日））

会　場／いちい信金スポーツセンタ

ー（県一宮総合運動場）

対　象／市内在住の方、市内の中学

校を卒業した方

部　門／①小学生男子＝１．１、②小

学生女子＝１．１、③中学生男子＝

３．２、④中学生女子＝２．８、⑤ジ

ュニア（平成１３年４月２日～１６年４

月１日生まれ）男子＝４．７、⑥ジ

ュニア女子＝３．９、⑦一般（平成

１３年４月１日以前生まれ）男子＝４．８

、⑧一般女子＝３．２、⑨４０歳以

上（昭和５４年１２月７日以前生まれ）

＝３．９

選考人数／各２人

申し込み／７月３１日（水）までに本庁舎

スポーツ課

※駅伝大会は１２月７日（土）に愛・地球

博記念公園（長久手市）で開催

問い合わせ／スポーツ課　（８５）７０７８

←イベントカレンダーはこちら 情報ＢＯＸ
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スポーツ

アーチェリー初心者教室

初心者テニス教室

ショートテニス教室

ソフトテニス大会

水泳大会

ドッジボール大会

秋季軟式野球大会

愛知万博メモリアル

県市町村対抗駅伝競走大会
代表候補選手選考会
   １０１５２５０ ＩＤ 
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日　時／８月１１日（祝）　午前９時

会　場／総合体育館ＤＩＡＤＯＲＡア

リーナ

対　象／市内在住・在勤の方で構成

するチーム

種　目／トリム・レディース

参加料／１チーム２，０００円

申し込み／７月２０日（土）の午後７時３０

分に参加料を持参の上、総合体育館

（代表者会議を開催）

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　 （８５）７０７８

日　時／７月１１日（木）　午後２時～

４時（１時３０分開場）

会　場／ －ビル７階シビックホー

ル

対　象／市内在住・在勤の方

内　容／弁護士・金融機関による講

演、愛知県警察による演劇

定　員／３００人（先着）

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

日　時／８月１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／７月６日（土）　午後３時～

７時

会　場／木曽川庁舎

内　容／盆踊り、くじ引き（有料）、

的当て、魚釣りゲーム、おもちゃ・

飲み物の販売ほか

問い合わせ／青少年育成課　（８４）００１７

日　時／７月１６日（火）・１７日（水）　午

前１０時～午後７時

会　場／名鉄百貨店一宮店正面玄関

前

内　容／市内の福祉作業所の紹介、

お菓子など自主製品の販売

問い合わせ／障害者自立支援協議会（福

祉課内）　 （２８）８６１９

日　時／①８月２０日（火）②２１日（水）　

午後１時３０分～３時

会　場／尾西庁舎２階会議室Ｇ

対　象／市内在住・在勤・在学の中

学生以上の方

定　員／各２０人（先着）

申し込み／７月２日（火）～８日（月）に電

話で中央子育て支援センター

※ふれあい体験に参加できる０歳児

と母親も募集

問い合わせ／中央子育て支援センター　

（８５）７０２６

日　時／８月３日（土）　午前９時３０

分～午後４時

会　場／ －ビル３階シビックテラ

ス

内　容／農業用水についてのパネル

・田んぼや水路の生き物水槽の展示

ほか

問い合わせ／治水課　（２８）８６４１

日　時／７月２０日（土）～８月４日（日）　

午前９時３０分～午後５時（８月４日

は４時３０分まで。入館は閉館の３０分

前まで）

会　場／博物館

内　容／会員による日本画、洋画、

彫刻・立体、工芸、デザインの展示

観覧料／大人２００円、高・大学生１００

円、中学生以下無料（市外の小中学

生は５０円）

休館日／月曜日

問い合わせ／博物館　（４６）３２１５

日　時／７月７日（日）　午前６時～

９時（雨天決行）

会　場／総合卸売市場

内　容／新鮮野菜・果物・花き・鮮

魚・精肉・総合食料品・日用雑貨品

などの即売。午前６時３０分からスイ

カ・メロンが当たる抽選会

問い合わせ／一宮地方総合卸売市場　

（４４）１１１９

催しもの

鈴木八郎　陶芸の世界

大人２００円、高・大学生１００円、中学生以下無料（市外の小中学生５０円）

※９月３日（火）～２９日（日）は企画展観覧料が必要

博物館　（４６）３２１５

博物館特集展示コーナー

　瀬戸焼に生涯をささげた、一宮市と縁が深い陶工・

鈴木八郎（１９１５～２００５）。多彩な技法による大皿や花器

など、陶芸の名品を紹介します。

※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

▼

 釉  彩  芥  子  文  大  皿 
ゆう さい け し もん おお ざら

 禾  目  壺 ▼

のぎ め つぼ

学芸員による展示説明 ７月１４日（日）　午後２時

７月２日（火）～１０月６日（日）
午前９時３０分～午後５時（入館は４時３０分まで）

ソフトバレーボール大会

特殊詐欺被害防止講演会
   １０２９４５０ ＩＤ 

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

サマーフェスティバル
   １０２９３３７ ＩＤ 

福祉マルシェ
 ｉ ・愛・ 逢 マーケット

あい

   １０２９３７４ ＩＤ 

赤ちゃんふれあい体験
   １０２８９３２ ＩＤ 

あいちの農業用水展
   １０２９４６２ ＩＤ 

２０１９一宮美術作家協会展
   １０２９３０４ ＩＤ 

日曜新鮮市

１０２９３０５ ＩＤ 
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日　時／７月３０日（火）　①午前１０時

～１１時４５分②午後１時１５分～３時

対　象／市内在住の小学３～６年生

定　員／各１０人（抽選）

申し込み／７月２日（火）～１５日（祝）に電

話で中央図書館

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

日　時／①８月７日（水）②９日（金）　

午前１０時～１１時

会　場／ －ビル５階中央図書館

対　象／市内の小学４年生～中学生

内　容／図書館の本の並び方の仕組

みを学ぶ

定　員／各５人（抽選）

申し込み／７月２１日（日）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／①８月１７日（土）②１８日（日）　

午前９時１５分～正午

会　場／子ども文化広場図書館

対　象／市内在住の小学４～６年生

定　員／各６人（抽選）

申し込み／７月２日（火）～１５日（祝）に直

接子ども文化広場図書館（８日（月）を

除く）

問い合わせ／子ども文化広場図書館　

（２５）１３５０

日　時／７月２５日（木）～２８日（日）　午

前９時～午後５時

会　場／子ども文化広場図書館

※１人５冊まで。なくなり次第終了

問い合わせ／子ども文化広場図書館　

（２５）１３５０

日　時／７月１４日（日）　午後２時～

３時

会　場／尾西図書館

内　容／大型絵本・大型紙芝居・パ

ネルシアターほか

問い合わせ／尾西図書館　（６２）８１９１

日　時／８月３日（土）　午前７時～

午後７時３０分

会　場／長野県木曽郡木祖村

対　象／市内の小学生と保護者（３

歳以上の未就学児の同伴可）

内　容／木曽川源流の 味   
み

 　 
そ

 川 ダム見
がわ

学、イワナのつかみ捕り、野外バー

ベキューほか

定　員／８０人（抽選）

参加料／大人４，０００円・小学生以下

２，５００円（交通費・保険料を含む）

申し込み／７月１２日（金）（消印有効）ま

でに参加者全員の郵便番号・住所・

氏名・続柄・年齢・学年・電話番号

を記入し「親子木曽川源流探検隊」

と明記の上、ハガキ・ファクス・電

子メール（〒４９１－０９１２　新生１丁目

１－１　名鉄観光サービス一宮支店、

（７１）８３２５、 shunki．mizutani@mwt．

co．jp ）

※詳しくは、名鉄観光サービス一宮

支店（（７１）８３２１）へお尋ねくだ

さい

問い合わせ／公園緑地課　（２８）８６３６

日　時／８月９日（金）　午前１０時～

正午

会　場／市民病院

内　容／講演「がん相談支援センタ

ーについて」、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／８月４日（日）　①午前９時

～正午②午後１時３０分～４時３０分

会　場／中央看護専門学校

対　象／市内の中学生

定　員／各４０人（抽選）

申し込み／７月２４日（水）までに電子申

請

問い合わせ／中央看護専門学校　（７３）

８９１１

日　時／７月２１日（日）　午後１時～

３時３０分

会　場／一宮地場産業ファッション

デザインセンター

対　象／市内在住・在勤の方

内　容／講演「お宝探しから始まる

地域づくり～生活支援は気にかけ合

うことから～」・パネルディスカッシ

ョン

問い合わせ／社会福祉協議会　（８５）

７０２４

日　時／７月２１日（日）　午前１０時～

正午

会　場／１３８タワーパーク

内　容／「植物の名前の由来」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

　資料請求ハガキを本庁舎生涯学習

課（（８５）７０７４）で配布しています

（放送大学ウェブサイトから資料請

求可）。出願は９月２０日（金）までです。

問い合わせ／放送大学愛知学習センター　

０５２（８３１）１７７１

募　集

中央図書館見学ツアー
   １０２４５１２ ＩＤ 

夏休み小中学生
配架応援隊
   １０２５１１９ ＩＤ 

小学生一日図書館員体験
   １０２９４９０ ＩＤ 

ティーンズ向け

リサイクル本の無料配布
   １０２９５１６ ＩＤ 

夏のおはなし会
～図書館みのりの会～

   １０２４５１５ ＩＤ 

親子木曽川源流探検隊
   １０１５０８８ ＩＤ 

がん患者サロン会・
勉強会

看護学校での看護体験
～次世代を支える中学生に

看護の魅力を伝えたい～

   １０２９４４７ ＩＤ 

生活支援体制整備事業
講演会

もくパラ自然 楽  講 
がっ こう

放送大学
１０月入学生を募集
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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

　１０月１３日（日）・１４日（祝）に国営木曽

三川公園１３８タワーパークで開催し

ます。出演・出展者として参加しま

せんか。申し込み資格など詳しくは、

  1０２９６６７をご確認ください（申込

書ダウンロード可）。

申し込み／７月１９日（金）までに申込書

を本庁舎公園緑地課（抽選）

問い合わせ／いちのみやリバーサイドフ

ェスティバル運営協議会事務局（公

園緑地課内）　 （２８）８６３６

応募資格／昭和３９年４月１日～平成１３

年３月３１日生まれで、週４日程度（１

日４時間）勤務できる方

勤務日時／９月３日（火）～２９日（日）、１０

月１２日（土）～１１月２４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／４人

時　給／９３０円

申し込み／７月３１日（水）（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／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／７月１６日（火）（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

 ＩＤ 

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。夜勤あり）

選考方法／面接

採用人数／２人

申し込み／７月１７日（水）（必着）までに

写真を貼った履歴書を持参または郵

送（〒４９３－０００１　木曽川町黒田字北

野黒１６５　木曽川市民病院業務課）

問い合わせ／木曽川市民病院業務課　

（８６）２１７３

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／７月２６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８月５日（月）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／普通自

動車運転免許を

持ち、資格があ

る方

勤務内容／乳幼児

健診・家庭訪問・

健康教育ほか

勤務場所／北保健センター

勤務日時／９月２日（月）～令和２年３

月３１日（火）　午前８時３０分～午後５

時（土・日曜日、祝休日、年末年始

を除く）

選考方法／面接

採用人数／１人

申し込み／８月５日（月）（必着）までに

写真を貼った履歴書と各免許証の写

しを持参または郵送（〒４９１－００７６　

貴船町３丁目２　中保健センター）

問い合わせ／中保健センター　（７２）

１１２１

日　時／９月３日～１１月１日の火・

水・金・土・日曜日　午前１０時～午

後４時（９月２０日（金）、１０月１１日（金）

・２５日（金）を除く）

会　場／ナチュラルビュッフェ　ユ

コーネ（浅野字花ノ木３９－１）

対　象／会場まで自身で通うことが

でき、身体・知的・精神障害などの

ある方（車椅子の方を除く）

内　容／調理補助・清掃業務ほか

定　員／２人（面接）

申し込み／８月６日（火）までに一宮公

共職業安定所。公共職業安定所での

求職登録が必要

問い合わせ／一宮公共職業安定所　

（４５）２０４８

種　類／①自衛官候補生②一般曹候

補生③航空学生（航空・海上）

応募資格／①②昭和６２年４月２日～平

成１４年４月１日生まれの方③平成１１

年４月２日（海上は平成９年４月２

日）～１４年４月１日生まれで高校を

卒業または令和２年３月に卒業見込

みの方

申し込み／①は随時、②③は９月６日

（金）までに自衛隊一宮地域事務所

問い合わせ／自衛隊一宮地域事務所　

（７３）７５２２

　公園緑地課が管理する公園では、

７月２０日（土）～８月３１日（土）の日没～

午後９時に、手持ち花火に限り、公

園内の広場で花火遊びができます。

ごみは持ち帰り、音・煙などで近隣

の方に迷惑を掛けないよう、マナー

を守って遊びましょう。火消し用の

水を用意し、小学生以下は保護者な

どと一緒に遊びましょう。利用条件

など詳しくは、  １０１９８６１をご確認

ください。

問い合わせ／公園緑地課　（２８）８６３４

 ＩＤ 

暮
ら
し

そ
の
他

暮らし

いちのみや秋の緑化フェア

野外ステージ出演者・
イベント出展者を募集

博物館展覧会の
監視員を募集
   １０２９５７７ ＩＤ 

臨時栄養士を募集
   １０１３６４５　指定履歴書ダウンロード可 ＩＤ 

８月採用　木曽川市民病院

常勤臨時看護補助員を募集

令和２年４月採用　木曽川市民病院

薬剤師を募集

常勤臨時保健師を募集
   １０２４６６１ ＩＤ 

障害者委託訓練生を募集
～イタリアンレストラン

調理補助訓練コース～

自衛官を募集

夏休み期間の公園での花火遊び

手持ち花火に限り遊べます
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　花火は人や家に向けたり、燃えや

すい物の近くで遊んだりするなど、

取り扱いを誤れば事故につながりま

す。遊び方の注意書きを守り、安全

に遊びましょう。

問い合わせ／消防本部予防課　（７２）

１２８０

　バーベキューなどで使用するゼリ

ー状着火剤で、事故が発生する危険

性があります。火を付けてからは、

火が燃え広がり危険ですので、着火

剤をつぎ足さないでください。

　事前に使用方法などを読み、近く

に水を入れたバケツを準備して、安

全に使いましょう。

問い合わせ／消防本部予防課　（７２）

１２８２

　道路上にはみ出している樹木は通

行の妨げや、交通事故の原因になり

ます。樹木の剪定など、適切な管理

をお願いします。

問い合わせ／道水路管理課　（２８）８６５３

　聞こえと言葉は３歳までに基礎が

確立するといわれています。聞こえ

や聞こえによる言葉の遅れに対する

教育は、早いほど効果が上がります。

子どもが「音に反応しない」「名前

を呼んでも振り向かない」などでお

悩みの方は、早めにご相談ください。

難聴の子どもの教育・進路相談、聴

力測定を受け付けます。また乳幼児

教室、集団指導（２歳児）も行いま

す。

申し込み／月～金曜日の午前９時～午

後５時に電話で一宮聾学校（祝休日

を除く）

問い合わせ／県立一宮聾学校　（４５）

６０００

　１等５億円、１等・前後賞合わせ

て７億円のサマージャンボ宝くじが、

７月２日（火）から全国の宝くじ売り

場で販売されます。また「サマージ

ャンボミニ５０００万円」も販売されま

す。これらの宝くじの収益金は、市

町村の明るく住みよいまちづくりに

使われます。

問い合わせ／財政課　（２８）８９６０

　取材・編集はスポーツ推進委員が

担当し、各地区のスポーツ教室など

を紹介しています。

問い合わせ／スポーツ課　（８５）７０７８

日　時／７月１９日（金）　午後１時３０

分～４時

会　場／一宮市民会館

内　容／土地の有効活用・相続、借

地権の権利調整、不動産投資などに

関する相談

問い合わせ／愛知県不動産コンサルティ

ング協会　０５２（５８２）２４０７

暮
ら
し

そ
の
他

環境センター　（４５）７００４

（　）内は前年同月

１人１日総　量

８８３（８６４）

＋１９ｇ

１０，２０２ｔ（９，９９４ｔ）

＋２０８ｔ

市内のごみの量（４月分）

▽７月１５日（月）は収集

該当地区の方は午前８時３０分

までに指定袋に入れてお出し

ください。

祝日のごみ収集

祝日のごみ持ち込み

▽７月１５日（月）は受け付け

いちのみや応援基金へ　３８件

社会福祉協議会へ

ヤマコ納骨堂協会、エス・ビー

建材、中部経済新聞社尾張支社、

匿名５件

環境関係へ

ヤマナカ

消防関係へ

森中央クリニック

教育関係へ

ムシカ不動産

（５月分まで・敬称略）

ご寄付
ありがとうございました

▽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。

７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８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。

７
Ⅰ　ＬＯＶＥ　いちのみや

ＩＣＣ　地デジ１２ch

月の映像広報

そ　の　他

花火による事故を防ごう
   １０２４６１５ ＩＤ 

ゼリー状着火剤の使用は
慎重に
   １０２０３４６ ＩＤ 

道路上に
はみ出した樹木の 剪  定 を

せん てい

   １００２２３３ ＩＤ 

子どもの聞こえや言葉が
心配な方は相談を
   １０２４３８６ ＩＤ 

サマージャンボ
宝くじを発売

「一宮スポーツ推進委員
だより」第１６号を公開
   １０１３１０５ ＩＤ 

不動産コンサルタント
による無料相談会

～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
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７月１７日（水）は開館。７月の土・日曜日、祝日は午前９時から開館

▼定　員／各２０人（先着。小学２年生以下は保護者同伴）
▼申し込み／①７月１日（月）②１５日（祝）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
８月１３日（火）
１３：３０～１５：００

肉 食 昆 虫 教 室①　

５００円年中以上
８月２４日（土）
１０：００～１２：００

石ころアート教室
（ 海 の 生 き 物 ）
②

エコハウス１３８　（４７）７１３８環境学習講座

一宮市民会館　（７１）２０２１自主文化事業

昼のコンサートＶｏｌ．１２ 「ヴァリエレ」
▼日　時／１０月６日（日）　正午
▼会　場／尾西市民会館
▼出　演／木村和彦さん（ドラム奏者）、木村賢範さん（電
子オルガン奏者）
▼入場料／５００円（全席自由）。未就学児は入場不可
▼前売り／一宮・尾西市民会館、木曽川文化会館などで販売中

玉置浩二　ＣＯＮＣＥＲＴ　ＴＯＵＲ２０１９　～ＬＡ　ＶＩＥ～
▼日　時／９月２７日（金）　午後６時３０分

▼会　場／一宮市民会館
▼入場料／８，６４０円（全席指定）。３歳以下は入場不可
▼前売り／一宮・尾西市民会館、木曽川文化会館などで販売中

いちのみや特撰落語会

▼日　時／９月１３日（金）　午後６時３０分
▼会　場／尾西市民会館
▼出　演／柳家喬太郎、立川談笑、神田松之丞
▼入場料／３，６００円（全席指定）。未就学児は入場不可
▼前売り／一宮・尾西市民会館（（６２）８２２２）、木曽川文化
会館（（８６）７５８１）などで販売中

一宮地域文化広場　（５１）２１８０天体観望会・おやこプール

北天の宝石、アルビレオを観望しよう ！

～木星、はくちょう座のアルビレオ～
▼日　時／①７月２６日（金）②２７日（土）　午後７時３０分～８時４５
分（雨天中止）

▼定　員／各８０人（先着。中学生以下は保護者同伴）
▼申し込み／７月１７日（水）の午前１０時から電話で地域文化広場

おやこプールを開場
▼開場日時／７月２０日（土）～８月３１日（土）　午前１０時～正午・午
後１時～４時（月曜日・雨天を除く）

▼対　象／小学生以下（保護者同伴。オムツが必要な方は入
場不可）

温水プール　（７７）４７２７水泳教室

夏休み短期水泳教室
▼日　時／①８月７日（水）～１０日（土）②２０日（火）～２３日（金）③２７
日（火）～３０日（金）に１時間の教室を４回
▼対　象／市内在住・在学・在園の年少～中学生（定員に達
しない場合は市外も可）

▼受講料／各４，０００円
▼申し込み／７月１日（月）の午前９時から温水プール（抽選）
※コース・受付時間・定員などの詳細は問い合わせ

アイプラザ一宮　（７７）６６１２自主文化事業

すこやか懐メロ教室Ｖｏｌ．９
～ピアノにあわせてみんなの思い出の曲を歌おう～
▼日　時／７月６日（土）　午後２時
▼定　員／６０人（先着。未就学児は入場不可）
▼受講料／１，０００円
▼申し込み／アイプラザ一宮で販売中（電話予約も可）

線香花火ワークショップ
▼日　時／７月１３日（土）　①午後３時②５時１５分
▼定　員／各１５組（先着）

▼参加料／１組３，０００円
▼申し込み／電話でアイプラザ一宮

スポーツ文化センター　（２４）１８８１文化教室

▼対　象／①小学３年生～中学生②⑥⑦どなたでも③小中学
生④小学生以上の方と保護者（２人１組）⑤小学生

▼申し込み／受講料を持参の上、スポーツ文化センター（１人
１人分。抽選）

※教材費も必要な教室あり

申込日時受講料日　時教室名

７月１３日（土）
９：３０

５００円８月６日（火）　９：３０
こ ど も
料 理 体 験

①

７月９日（火）
１０：３０

６００円７月２３日（火）　９：３０
手 編 み
ニットハット

②

７月６日（土）
１０：３０

１，０００円
７月３０日（火）・３１日（水）
１３：３０

こ ど も
書 道

③

７月１３日（土）
１３：３０

１，０００円８月８日（木）　９：３０
お や こ
ｃｏｏｋｉｎｇ
④

７月６日（土）
９：３０

 各１，５００円
７月２２日～８月１日の
月・金曜日火・木曜日
１３：００（各３回）

こども絵画
・

⑤

７月４日（木）
１９：００

 ６，１００円
７月２５日からの木曜日
１９：００（１０回）

英検準２級⑥

 ６，１００円
７月２５日からの木曜日　
２０：００（１０回）

英 検 ２ 級⑦

７月１４日（日）の午前１０時～午後２時に「すぽぶんｄｅフリマ」を開催

市民開放プール　（７６）７２９１市民開放プールを開場

▼開場日時／７月２０日（土）～８月３１日（土）　午前９時３０分～正午
・午後１時～５時（８月１３日（火）～１５日（木）のうち１日と雨天
を除く）
公園プール＝音羽公園・九品地公園・真清公園
学校プール＝南部中・葉栗小・西成小・丹陽小・浅井南小・
北方中・大和中・今伊勢小・奥中・萩原中・千秋中・神山小
・富士小

　 －ビル　（２８）９１５３文化教室

▼定　員／各１０人（先着。小学２年生以下は保護者同伴）

▼申し込み／７月１日（月）の午前９時から電話で  －ビル

受講料対　象日　時教室名

５００円年少～小学生
８月６日（火）
１０：００～１２：００

石ころアート

 １，０００円年少～小学生
８月９日（金）
１０：００～１２：００

淡 水
アクアリウム

７００円ー
８月１０日（土）
１０：００～１２：００

グラスアート

大野極楽寺公園管理棟　（５１）３０１５緑化教室

▼申し込み／７月３日（水）の午前１０時から電話で大野極楽寺公
園管理棟（０８０（９１１０）３０１５）

教材費定　員日　時教室名

各１，０００円
各２０人
（先着）

７月２７日（土）
１０：００・１３：００

ま ゆ 玉 工 作
金 魚 の 吊 る し 飾 り

各５００円
各２０人
（先着）

８月３日（土）
１０：００・１３：００

ま ゆ 玉 工 作
イ ル カ の 人 形

２００円
（保険料）

２０人
（先着）

８月１１日（祝）
１０：００～１２：００

ザリガニ捕獲大作戦

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。
９月号の締め切りは７月２５日（木）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

約５kmと約１０kmのコースがあり

ます。

日　時／７月１４日（日）　午前９時

集合（雨天決行）

集合場所／大野極楽寺公園

問い合わせ／実行委員会・中井　

０９０（３３０５）４８９３（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）

～浅井の見て歩き～

生け花友の会　会員を募集

基本から自由型まで一緒に生け

花を楽しみませんか。年齢・性別

を問わず、初心者も歓迎します。

日　時／木曜日　午前１０時～正

午（月２回）

会　場／スポーツ文化センター

会　費／１回１，５００円（花代・華

道具代を含む）

申し込み／神戸　０９０（７３０３）２０８５

皆さんで七夕まつりの会場をき

れいにしませんか。お子さん・

学生さんも大歓迎。清掃道具は

できるだけご持参ください。

日　時／７月２７日（土）・２８日（日）  

午前８時～９時（小雨決行）

集合場所／真清田神社社務所前

申し込み／キューブの会・舩橋

（８７）００６７（直接集合場所も可）

キューブの会（環境保全）

清掃ボランティアを募集

紫水書道教室　会員を募集

みんなで仲良く、習字を学びま

せんか。入会金は不要で、無料

体験もあります。

日　時／日曜日　午後１時３０分

～３時（月３回）

会　場／スポーツ文化センター

対　象／幼児・小中学生

会　費／月２，０００円

申し込み／佐藤　０８０（４５２２）２０４６

（午後５時以降）

一宮市戦災死没者追悼式

昭和２０年の空襲により、多数の

犠牲者がでました。戦争の 惨 
さん

 禍 
か

を忘れないために、慰霊追悼を

行います。関係者の方や関心が

ある方は、ご参列ください。

日　時／７月２８日（日）　午前１０時

～１１時

会　場／大乗公園

問い合わせ／一宮市戦災遺族会・

野田　（７３）９６４１

病院への通院や買い物などに出

掛ける移動手段にお困りの高齢

者や障害のある方が大勢います。

移動の手助けをする運転手を募

集します。

内　容／自家用車を使用して、

無報酬で高齢者や障害のある方

などを送迎する

申し込み／棚橋　０９０（３４２２）００４４

ゆりかご会

ボランティア運転手を募集

１３８タワーパークボランティアガイド

勉強会への参加者を募集

ツインアーチ１３８の展望階から

見える風景や史跡への理解を深

め、来場者を案内できるよう楽

しく学びます。毎月１回開催し

ています。

日　時／７月２９日（月）　午前９

時～１１時

会　場／総合体育館

申し込み／木村　０９０（３４５５）８６６５

（当日直接会場も可）

「元気な子どもたちの健全育成」

を目標に活動しています。初心

者も歓迎。無料体験もあります。

日　時／毎週月・木・土曜日　

午後７時１５分～９時

会　場／月曜日＝浅井中学校、

木・土曜日＝南部中学校

会　費／曜日ごとに月５００円（高

校生以上は無料）

問い合わせ／内田　０９０（４４６７）９１８１

尾張一宮柔道クラブ

会員を募集

観世流・謡曲・仕舞の会

一謡会　会員を募集

初心者・経験者を問わず、誰でも

自由に参加できます。「 高 
たか

 砂 」
さご

などの謡曲を、皆さんで楽しく、

大きな声で謡いましょう。

日　時／毎月第４土曜日　午後

１時～４時３０分

会　場／スポーツ文化センター　

会　費／１回５００円

問い合わせ／加藤　（７３）１４５３
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市民が選ぶ市民活動支援制度対象事業

「耐震」無料相談会

昭和５６年５月３１日以前に着工さ

れた木造住宅について相談を受

け付けます。またブロック塀の

安全対策について説明します。

日　時／７月１３日（土）・８月１０日

（土）・９月１４日（土）　午前９時２０分

～午後０時２０分

会　場／　－ビル３階市民活動

支援センター

問い合わせ／ＮＰＯ耐震化推進グル

ープ・大森　（８６）３７３４

ホームレスや生活困窮者に食料

支援として、賞味期限が１カ月

以上ある未開封の米・缶詰・イ

ンスタント食品などをご提供く

ださい。午前１０時～午後６時に、

のわみ相談所（向山町１丁目１０

－４）へお持ちください。

問い合わせ／のわみ相談所・三輪　

（７２）９６９７

フードバンク活動に

ご協力ください日　時／７月１４日（日）　午後２時

～３時３０分（１時３０分開場）

会　場／アイプラザ一宮

演　題／「人生１００歳時代、認知

症と向き合うために」

講　師／高林 實  結  樹 さん（認知
み ゆ き

症予防ネット名誉理事長）

定　員／８０人（先着）

問い合わせ／認知症予防ネット一宮

・日栄　（８１）２８５８（午後６時以

降）

認知症予防講演会

※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

ナップス
まちかど

関西・一宮セブンズ　
５月１１日・１２日　光明寺公園球技場

　一般的な１５人制ではなく７人で行う「セブンズラ

グビー」。関西ラグビーフットボール協会所属の２４

チームが、手に汗握る熱戦を繰り広げました。

ＥＵ国際都市間協力プロジェクト
シンポジウム　
５月１９日　オリナス一宮

　一宮市とペアを組んでいるイオアニナ市

（ギリシャ）から職員が訪れ、中野市長らと

「水辺環境と自転車」をテーマに互いの都市に

ついて話し合いました。
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なりまちニュースと

　約１６万本のヒマワリが咲き誇り、花トラ

クター（１人２００円、３歳以下は無料）や、

切り花体験（１人２００円、１０本まで）などが

楽しめます。

期　間／７月下旬

会　場／羽島市浄化センター北側の休耕田

※開花状況や天候により、内容を変更する

場合あり

問い合わせ／市之枝地域づくりネットワーク協

議会　０９０（３３０８）９６０４

いちのえだ田園フラワーフェスタ

ひまわり

　虫送りは稲に害をもたらす虫を追い払う

豊作祈願の行事です。高張りちょうちん・

 実 
さね

 盛 人形・たいまつを掲げた行列が、田ん
もり

ぼ道を練り歩きます。

日　時／７月６日（土）　午後７時

会　場／牧川小学校と周辺

※当日の午後２時から牧川小学校体育館で、

実盛人形・たいまつの作成を見学・体験で

きます。

問い合わせ／稲沢市生涯学習課　０５８７（３２）

１４４３

稲沢市羽島市
県指定無形民俗文化財

尾張の虫送り行事

全国選抜チンドン祭り　
５月２６日　萩原商店街

　３０度を超える気温の中、全国各地から多くのチン

ドンマンが集結。猛烈な暑さもなんのその、軽快に

太鼓を打ち鳴らし、沿道の声援に応えていました。

尾西歴史民俗資料館が開館　
６月８日　

　別館の旧林家住宅の耐震補強整備工事が完了し、

再開した尾西歴史民俗資料館。常設展の内容も新

しくなりました。ぜひ、お出掛けください。
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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２５）

相談電話・会場日時相談名

中保健センター
 （７２）１１２１

７月１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

７月２２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
（１５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
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
（１５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

▼７月の開場日時（子育ての困りごとに対応。電話相談も可）

　▽中央子育て支援センター（　－ビル５階）＝９：００～

１７：００（１・１６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（１５日を除く）

　２歳を過ぎて、自分の

思いを言葉にできるよう

になり、日中のおしっこ

の間隔が２～３時間空いてきたら、トイレトレーニ

ングの始め時。寝起きや食事、お風呂の前など、おし

っこが出そうな頃にトイレに誘ってみたらどうかな。

ママやパパがトイレに入る時に、一緒に入ってトイ

レですることを教えてもいいよね。遊びに夢中にな

っている時に誘ったり、叱ったりするのは逆効果。

個人差があり、失敗はつきものだから「いつかは外

れるから」とのんびり構えてみてね。

　２歳２カ月。うちの子はまだオムツ。同年齢

の子どもがトイレでおしっこをしたのを見て、

焦っています。そろそろ始めるべきなの？

パパもいっしょに遊ぼっ ！

いちのみや子育て支いちのみや子育て支援援
アアプリを配信していまプリを配信していますす

ＡＡｎｎｄｄｒｒｏｏｉｉｄｄ版版 ｉｉＯＯＳＳ版版

申し込み対象会場日時催し

当日直接会場（問い合わせは
東五城子育て支援センター）

未就園児と親尾西庁舎２階会議室Ｇ１０：００～１１：３０７月１３日（土）
パパもいっしょに遊ぼっ ！

【　ＩＤ　１０２８９２３　】

７月１７日（水）までに電話で
生涯学習課（（８５）７０７４）。
電子申請可

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）

木曽川庁舎
３階第３研修室

１０：００～１１：３０

８月１日（木）
　　２２日（木）

フレッシュママ交流会
【　ＩＤ　１０２７９８４　】

尾西庁舎
５階日本間Ａ・Ｂ＊

８月７日（水）
　　２８日（水）

子ども文化広場図書館
８月２３日（金）
　　３０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

７月５日（金） 

あっぷっぷ
【　ＩＤ　１００１２８５　】

千秋・里小牧
子育て支援センター

７月９日（火） 

丹陽・黒田北
子育て支援センター

７月１０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

こっこ相談員の

アドバイス

こっこ相談室

トイレトレーニングはどうするの？
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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
１５：００～１６：００７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７

９日（火）８日（月）５日（金）４日（木）３日（水）２日（火）１日（月）

宮後野見神社
千秋南小学校
平島公民館 

大和豊島台ちびっ子広場
赤見小学校 
佐千原坂手神社

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 

西御堂津島神社
葉栗小学校 
西海戸公民館

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

２２日（月）１８日（木）１７日（水）１６日（火）１２日（金）１１日（木）１０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

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

開明老人いこいの家西成公民館神山公民館今伊勢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。。

２６日（金）２５日（木）２４日（水）２３日（火）

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

萩原町出張所
木曽川東小学校
馬寄石刀神社 

大野公民館 
千秋東小学校
浮野八幡社 

尾関平山住宅
朝日西小学校
樫の木文化資料館

下段はこっこ北方老人いこいの家浅井公民館

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

７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７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

　なぜ「ひすい」は国石に選ばれたの

か。ひすいの美しさから、鉱物学・岩

石学としての知識、古くからの利用、

日本人との関わりまで、ひすいの魅力

を余すところなく伝える。ひすい以外

の国石候補となった鉱物・岩石も紹介。

 山明／編著　日本鉱物科学会／監修

成山堂書店／刊

なまえのないねこ

　商店街で暮らす１匹の野良猫は、八

百屋や書店、パン屋などのネコが持つ

「名前」に憧れている。お寺のネコに

「自分で名前を付ければ」と言われ、名

前を探すことに。野良猫が見つけた「本

当に欲しかったもの」とは。

竹下文子／文　町田尚子／絵

小峰書店／刊

日本の国石「ひすい」

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

ストーリーテリングの会

６日（土）１１：００、２０日（土）１５：００（５歳以上）

おはなし会　読み聞かせ

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

１１：００、２１日（日）１１：００・１５：００、２５日（木）１０：３０、２７日（土）

１１：００・１５：００

外国絵本の読み聞かせ／７日（日）１１：００

おはなし会　紙しばい／１３日（土）・２８日（日）１１：００・１５：００

尾西図書館　（６２）８１９１

おはなし会／６日～２８日の土・日曜日　１４：００

親子で楽しむ会／１０日（水）１１：００（未就園児）

たのしいおはなし会　朗読／１３日（土）１１：００

ストーリーテリングの会／２７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／３日（水）１５：１０（５歳以上）

子どものつどい　読み聞かせ／１７日（水）１５：１０

玉堂記念木曽川図書館　（８４）２３４６

読み聞かせ会／６日（土）・２７日（土）１１：００

子どもアニメ上映会／１３日（土）１１：００

おはなし会／１４日（日）・２８日（日）１４：００

おはなしひろば／２０日（土）１１：００

映画上映会「いのちのコール　ミセスインガを知ってい

ますか」／２１日（日）１４：００

子ども文化広場図書館　（２５）１３５０

おはなしひろば／６日（土）・１３日（土）１４：００

よむりんの森のおはなし会／１４日（日）１５：００

はじめのいっぽ／１１日（木）・２５日（木）１０：３０（未就園児）

布絵本であそびましょう／２０日（土）１４：００

ストーリーテリングの会／２７日（土）１５：００（５歳以上）、

２８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／９日（火）１０：３０（未就園児）

１０２４３５７ ＩＤ 

１０２４５１３ ＩＤ 

１０２４５１４ ＩＤ 

１０２９３３６ ＩＤ 

１０２９２９９ 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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