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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～



29２０１９（令和元）年７月　広報一宮

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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　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




