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Ｅｖｅｎｔｓｃｈｅｄｕｌｅ8月の行事予定
美術館・企画展「小松美羽展　ＤＩＶＩＮＥ　ＳＰＩＲＩＴ　～神獣の世界～」（～１８日／   １０２９００３ ） ＩＤ 　1

こどもミュージア ム２０１９「ＲＯＢＯ　ＲＯＢＯ　ＲＯＢＯＴ ！  」（～９月１日／   １０２９３６３） ＩＤ 

博物館で夏祭り ！  （～９月１日／   １０２９３０７） ＩＤ 

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／   １０２９４４３） ＩＤ 

１３８タワーパーク・サマーフェスタ（～９月１日／   １０２４０８９） ＩＤ 

尾西歴史民俗資料館・企画展「発見の森　始動 ！  ！  」（～９月１日／   １０２８４９１ ） 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／   １０２９３０５） ＩＤ 

黒岩 園祭　3

学校閉校日（～１６日）10

ラグビーワールドカップ２０１９ＴＭを体感しよう ！（４㌻）11

濃尾大花火（８・９㌻）14

終戦記念日15

臼台祭17

総合防災訓練（１８㌻）25

いちのみや野菜プロジェクト・「野菜の日」メインイベント（５㌻）３１

午前８時３０分～午後５時１５分市役所の開庁時間

時間延長…１・８・１５・２２・２９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…２５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

８月の窓口の時間延長・休日開設

人口と世帯数

　　人口…３８５，１８５（＋　２２）　男…１８８，２５２（＋　４０）　女…１９６，９３３（▲　１８）　世帯数…１６１，０５４（＋１３６）　※（　）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 

７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。

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 

納付のお知らせ

納付は　９月２日（月）　までに

１０００８７５ ＩＤ 

市　　県　　民　　税（第２期分）
国　民　健　康　保　険　税（第２期分）
後期高齢者医療保険料（第２期分）
介　　護　　保　　険　　料（第２期分）
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　また、健康のため

に望ましいとされる

１日あたりの野菜

３５０ｇについて、野

菜の模型を実際に目

で見たり手に取った

りできる体験コーナ

ーや、野菜の簡単な

時短レシピの紹介を

行いました。

　８月３１日は８（や）３１（さい）で「野菜の日」です。

８３１を逆から読むと１３８（いちのみや）となります。ちょ

っと親しみを感じませんか？　そんな縁も感じて、野菜

に関連したイベントを計画しています。８月２６日（月）～

３０日（金）に市役所１１階食堂で「サラダめし」を提供し、

夢織り広場での野菜直売も１日限定で２８日（水）に行う予

定です。８月３０日（金）には修文女子高等学校の生徒の皆

さんに講師をお願いし、小学生が対象の料理教室「こど

もクッキングいちのみや」も開催します。

　８月３１日（土）には、愛知西農業協同組合の産直広場・南

小渕店でイベントを、続く９月１日（日）には、スポーツ文

化センターで恒例の「市民健康まつり」でも野菜を食べ

よう！企画を予定しています。

　今年のＪＲ名古屋タカシマヤでのバレンタイン催事で

は、高級チョコレート・ブランド「ゴディバ」に一宮市

のハチミツ「福来蜜」とコラボした限定チョコを販売し

ていただきました。メディアに取り上げられて一宮市の

農産物をＰＲできました。今回のご縁で他のブランドか

らも一宮市の農産物

を紹介して欲しいと

いう問い合わせをい

ただいています。こ

れからも、一宮市の

魅力的な農産物をさ

まざまな方法でＰＲ

していきます。

　一宮市では、さまざまな種類の野菜が１年を通じて栽

培されていますが、その中でも多く出荷されているのは、

ナス・ネギ・ダイコン・ハクサイです。愛知県は農産物

に恵まれた地域ですが、野菜を食べる量はどうでしょう

か？　愛知県民が１日に野菜を取る量は全国で女性がワ

ースト３位、男性に至っては全国最下位です。１日に必

要な野菜が３５０ｇといわれる中で、愛知県民は男女とも

１００ｇ以上不足しています。

　みんなが食べたくなるサラダを作り、野菜の消費を増

やして、健康増進と地産地消を推進するプロジェクトが、

愛知県の協力の下で始まりました。「あいちサラダめし」

というメニューを外食店舗などに作ってもらい、新ご当

地グルメとして定着させていこうという取り組みです。

　一宮市も、４月から毎月１週間の限定ではありますが、

市役所１１階の食堂で「あいちサラダめし」を提供すること

にしました。市役所など公の食堂としては初めての試み

です。地元産の旬な野菜をふんだんに使い、濃厚な味わ

いの「浮野のたまご」

を取り入れたことで

好評をいただいてい

ます。ネギとショウ

ガをアクセントに加

えたコクのある肉味

噌も自信作なので、

一度ご賞味いただけ

ればと思います。

　愛知西農業協同組合や一宮市浮野養鶏株式会社、地元

農業者グループの協力をいただき、５月の食堂「サラダ

めし」提供期間には、市役所西側の夢織り広場で地元野

菜や卵の直売も行いました。補充してもすぐに売り切れ

るほどの盛況でした。

野菜８３１と一宮１３８
～地産地消と健康～

１０３０１５４ ＩＤ 

健康のため、もっと野菜を

あいちサラダめし＠一宮市役所食堂

オール一宮市で：即売会、健康メニューｅｔｃ．

ゴディバと一宮市のハチミツ（ 福  来  蜜 ）コラボ
ふく ら みつ



【問】スポーツ協会（スポーツ課内）　（８５）７０７８

９月１３日（金）午後５時４５分～７時
総合体育館ＤＩＡＤＯＲＡアリーナ

一宮市の

伝達講習会

所属のインストラクターによる
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オリジナルＤＡＮＣＥ体操
の発表と講習を行います

対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対 象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象

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
１８歳以上の方

市内在住・在勤・在学の

（高校生を除く）
電話でスポーツ協会

８月１日（木）から５０人（先着）

定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定 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

ＤＡＮＣＥＤＡＮＣＥＤＡＮＣＥ体操体操体操

ＥＸＰＧＳＴＵ
ＤＩＯ

８月１１日（祝）午前１０時～午後４時 イオンモール木曽川

ラグビーワールドカップ２０１９ＴＭに関するパネルなどの展示

　９月２０日（金）～１１月２日（土）にラグビーワールドカップ２０１９ＴＭが開催され
ます。一宮市は、ニュージーランド代表と南アフリカ代表の公認チームキャ
ンプ地です。みんなでラグビーワールドカップ２０１９ＴＭを盛り上げましょう。

※イベントの内容は変更になる場合あり

ラグビーワールドカップ２０１９ＴＭ を

【問】スポーツ課　（８５）７００６

体感しよう！

ラグビー体験コーナー

ラグビーワールドカップ２０１９ＴＭＰＲコーナー

南アフリカの伝統音楽演奏

オリジナルピンバッジのプレゼント企画も！

ボール投げ・キックゲーム・ストラックアウト　ほか

１０３００２５ ＩＤ 

T M © R u gb y W o r l d C u p L i m i t e d 2 0 15. A l l r i g h t s r e s e r v e d.

１０２４６７９ ＩＤ 
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【問】商工観光課　（２８）９１３０

商品券が利用できる

加盟店舗を募集しています
申込期限 ▼ ８月２０日（火）

店舗向けコールセンター

０５２（３８０）８２２７

プレミアム付商品券事業

専用ウェブサイト

商品券利用者向けコールセンターも設置しました

（月～金曜日の午前９時～午後５時。祝休日を除く）

参加資格や申し込み方法な
ど

詳しくは、下記をご確認くだ
さい

０５２（３８０）７０３３
（月～金曜日の午前９時～午後５時。祝休日を除く）

【問】市民課　（２８）８９７２

ジップドラッグ白沢（一部店舗）
でも利用できます

１０２８９９９ ＩＤ 

取得できる証明書

住民票の写し

印鑑登録証明書

戸籍事項証明書（戸籍謄抄本）

戸籍の附票の写し

※戸籍事項証明書および戸籍の附票の写しは、
一宮市に住民票と本籍地がある方だけ

プ レ ミ ア ム 付 商 品 券 事 業証明書コンビニ交付サービス

市内は今伊勢店・伝法寺店

利用方法

マイナンバーカード（個人番号

カード）または利用者登録をし

た住民基本台帳カード

店舗のマルチコピー機で発行

対象店舗

必要な物

１０２０３０４ ＩＤ 

【問】農業振興課　（２８）９１３６

プロジェクト

８３１１３８
ＰｉｃｋｕｐＮｅｗｓ

　市では「地元農産物をもっと食べよう」という趣旨に賛同いただいたＪＡ愛知西、

一宮市畜産組合、大協青果などと共に「いちのみや野菜プロジェクト」を行います。

プレイベント

地元農産物の直売▼

「あいちサラダめし」を提供
（各日先着２０食）

▼

メインイベント

野菜マシマシ米粉パンの販売▼

野菜苗の植え付け農業体験▼

地元農産物のＰＲ ほか▼

野菜スムージーなどの
試食とレシピ配布

▼

ＪＡ愛知西 産直広場南小渕店月 日（土）８ ３１

そそのの他他ののイイベベ
ンントトななどど詳詳しし

くくはは、、

１１００３３００１１１１６６ををごご
確確認認くくだだささいい

 ＩＤ 

８月２８日（水）夢織り広場

８月２６日（月）～３０日（金）
本庁舎食堂「サンライズ」

野菜いちのみや

売売りり
切切れれ
次次第第

終終了了

要要予予
約約
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市政最前線

【問】秘書課　（２８）８９５０

１０２５４７７ ＩＤ 

　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。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

　地方分権の推進、人口減少や少子高齢化な

どの課題への対応や、安心で住みやすいまち

を実現するためには、これまで以上に市の自

主性・自立性を強化していく必要があります。

　一宮市は、中核市に与えられる事務権限を

活用し、下記の３点を目標に、まちづくりを

進めたいと考えています。

　中核市への移行は、一宮市がさらに発展・

成長するための大きなチャンスです。

第２回 中核市を目指す理由

　地域の実情に合わせた独

自の基準や施策により「一

宮ならでは」のまちづくり

を進めます。

自立した個性あるまちへ２
　尾張地域の中核都市とし

て積極的に情報発信し、ま

ちの魅力を高めます。

魅力あふれるまちへ３

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ちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちまちづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづ
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くり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

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テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテステッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッ
ププププププププププププププププププププププププププアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッ

プププププププププププププププププププププププププップ

　きめ細やかで質の高い行

政サービスを提供し、市民

の福祉向上を図ります。

住みよいまちへ１

１０２９８９
５

 ＩＤ 

基本方基本方針針がが決定決定！！

【問】政策課１００周年記念事業推進室　（８５）７４３３

「いち
のみや

市１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００００００００００００００００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」

　　　
　  　　

記念事
業

　大正１０年９月１日に一宮市が誕生して、

今年で９８周年になります。

　叙勲・褒章受章者の方々の栄誉を披露す

るとともに、一宮市の発展に貢献した方々

を表彰し、今後のご活躍をお祈りします。

市民の皆さんもご来場ください。

市制施行９８周年　記念式典

９月１日（日）　午後１時３０分
木曽川文化会館尾西信金ホール

　５月２９日に開催した「一宮市制施行１００周年

記念事業準備委員会」で、テーマなど基本方針

が決定しました。

テーテーママ

今今年年度度のの予予定定

芸芸術術・・文文化化歴歴史史・・伝伝統統

健健康康・・元元気気

キャッチフレーズの制作

ロゴマークの決定

１００周年に向けた事業の検討など
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ＰｉｃｋｕｐＮｅｗｓ

　６月定例市議会は、６月３日～２６日に２４日間の会期で開かれ、令和元年度一般会計補正予算案・

条例案などの議案（承認・同意・諮問を含む）が審議され、２４議案が可決されました。

６６６６６６６６６６６月月月月月月月月月月月定定定定定定定定定定定例例例例例例例例例例市市市市市市市市市市議議議議議議議議議議例市議会会会会会会会会会会会　２２２２２２２２２２２４４４４４４４４４４４議議議議議議議議議議議案案案案案案案案案案案ををををををををををを可可可可可可可可可可可決決決決決決決決決決決 １０２９６１９ ＩＤ 

１０２８３１８ ＩＤ 

条例関係

改正

▽一宮市手数料条例

▽一宮市市税条例

▽一宮市介護保険条例

▽一宮市火災予防条例

人事案件

固定資産評価審査委員会委員員の選任の選任

▽加納寛爾さん

人権擁護委員の候補者の推薦推薦

▽鵜飼正和さん

▽見神孝則さん

予算関係

一 般 会 計　　３ 億 ９， １ ５０ 万９千円の増額

特別・企業会計　　　　  ３， ３４０ 万円の増額

合　　　計　　４ 億 ２， ４９０ 万９千円の増額

補正予算の規模 補正後の予算総額

一般会計 １ ，１ ３８ 億 ２，１５０ 万 ９千円 

（前年同期比０．１％の増加 → ）

全　会　計 ２，３５８ 億 ３， １４２ 万 ７千円 

（前年同期比０．６％の減少→ ）

一般会計の主な事業費

[　商工費　]　（商工業・観光などの費用）

◆プレミアム付商品券事業委託料＊

１億 ６，７００ 万 円

[　民生費　]　（福祉・保育などの費用）

◆幼児教育・保育無償化導入事業関係経費＊

５，４７７ 万７千円

※これらの事業費に必要な財源として、国庫支出金２億７，９０１万８千円、県支出金８，７９５万１千円

などを充てます。

企業会計の主な事業費

[　水道事業会計　]

◆佐千原浄水場中央監視設備更新などに係るＰＦＩ

関連業務委託料

２，２００ 万円

[　土木費　]　（道路・水路などの費用）

◆用排水路護岸工事請負費

５，５００ 万円
[　教育費　]　（学校・生涯学習などの費用）

◆ラグビーワールドカップ２０１９

　　　　公認チームキャンプ地運営補助金＊

８９２ 万 ６ 千円 

◆未婚の児童扶養手当受給者に対する

臨時・特別給付金支給事業関係経費

２，５２７ 万８千円

＊は当初予算からの事業費の増額

（令和元～２年度債務負担行為　限度額３，９５４万５千円）



小雨決行。荒天・増水などの場合は１６小雨決行。荒天・増水などの場合は１６日日（金）（金）に延期に延期

両日とも打ち上げできない場合は中両日とも打ち上げできない場合は中止止

午後７時 ３０分～８時 ４５分
濃尾大橋北　木曽川河畔

8２０１９（令和元）年８月　広報一宮

【問】　濃尾大花火開催委員会事務局

　　尾西商工会　　　（６２）９１１１

　　商工観光課　　　（２８）９１４８

濃濃尾大花尾大花火火
８８月月１１４４日日（（水水））
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▽中学生以上３００円　▽小学生１５０円　
▽未就学児無料
（現金だけ利用可。ＩＣカードは利用不可）
※往復乗車券は午後３時～６時３０分に販売

※交通渋滞などで運行が大幅に遅れる場合があります。

※詳しくは、名鉄バス一宮営業所（（７２）１０１２）へお尋ねください。

前売りは一宮駅バス案内所で８月８日（木）
～当日正午に販売

会場への有料シャトルバス

料金（片道）

　名鉄一宮駅発起行き（午後１時１分発～

終車）は「新栄町」「起」「濃尾大橋口」に

は停車しませんが「起臨時停留所」に停車

します。

交通機関（名鉄バス）の一部変更

イオンモール木曽川
西　　側

ア ル フ レ ッ サ
駐 車 場

①

行き＝午後４時３０分～６時３０分
帰り＝午後８時１５分～１０時

運行時間

一 宮 駅 西 口
ロータリー（乗降場）

起 臨 時 停 留 所②

行き＝午後４時～６時３０分
帰り＝午後８時１５分～１０時

運行時間

無料臨時駐車場

●　起小学校グラウンド

●　尾西第一中学校グラウンド

●　尾西市民会館駐車場

●　尾西プール駐車場　ほか

会場周辺には駐車場がありません

公共交通機関をご利用ください

開催の有無の問い合わせ（当日の正午以降）

ハローダイヤル

０５０（５５４２）８６００

詳しくは、濃尾大花火ウェブサイトまたは

開催要項を確認

※締め切りは９月４日（水）（必着）

濃尾大花火 写真コンクール

濃尾大花火

ウェブサイトはこちら→
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【問】保険年金課　（２８）９０１１

９月１日（日）　午前１０時～午後３時
スポーツ文化センター

健康で明るく元気に生活するためのチェックや相談のコーナーが盛りだくさん！　

子どもも楽しめる体験コーナーも ！

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民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康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つつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつ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

【問】中保健センター　（７２）１１２１

市政ニュース

血血圧圧測測定定
キッズ歯医者体キッズ歯医者体験験

はいはい・ヨチヨチきょうそはいはい・ヨチヨチきょうそうう

認め印、保険証（９１日以上の入院を証明する

場合は領収書も必要）、通知カードなどマイナ

ンバーを確認できる物、本人確認できる物を

持参の上、本庁舎保険年金課、尾西庁舎窓口課、

木曽川庁舎総務窓口課（国保は出張所でも可）

申　請

※国民健康保険は、認定証の更新に申請が必要（国

民健康保険税の滞納がある場合は発行できない場

合あり）。後期高齢者医療保険は、資格要件に該当

すれば自動更新（再申請は不要）

標準負担額減額認定証の交付を受けると

※過去１年間の入院日数が９１日以上なら、さらに減額

住民税非課税世帯の方（年齢制限なし）

入院時の食事代も減額されます

限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の

有効期限は毎年７月３１日まで

限度額適用認定証を保険証と一緒に医療機関に提示すると

※国民健康保険に加入している７０歳以上の方は保険証と高齢受給者証を、

後期高齢者医療保険に加入している方は保険証だけを提示してください。

医療費は自己負担限度額までの支払いになります

国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方へ １０１５５８３ ＩＤ 

限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の申請を

詳しくは、　　　　　 やチラシをご確認ください１０２９７８７ ＩＤ 

限度額適用認定証の交付を受けると

住民税非課税世帯もしくは

課税所得６９０万円未満の現役並み所得世帯なら

７０歳以上または

後期高齢者医療保険に加入している方

自己負担限度額が低くなります
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【問】子育て支援課子ども家庭相談室　（２８）９１３３

【問】子育て支援課　（２８）９０２３

　受給資格がある方へ、７月末に案内を送付しま

した。お早めにご提出ください。

　ハローワーク一宮では、児童扶養手当受給者などで早期の就職・転職を希望する方を対象に、

特設相談窓口を開設します。児童扶養手当の現況届・所得状況届の提出と併せてご利用くださ

い。詳しくはハローワーク一宮（（４５）２０４８）へお尋ねください。

８月１５日（木）・２０日（火）　午前１０時～午後３時

ひとり親家庭への就業支援

自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金がががががががががががががががががががががが制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正ささささささささささささささささささささされれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれされままままままままままままままままままままままししししししししししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた

１００１３６２ ＩＤ 

■自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭の親が教育訓練講座を受講する場合に、

修了時に経費の一部を支給する給付金

対象の講座と上限支給金額を拡大

■高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の親が一定の資格取得のために養成機

関で修業する場合に、修業期間中に支給する給付金

最終学年の支給金額と上限年数を拡大

対　象

市内在住のひとり親家庭の親で、次

の全てに該当する方

①児童扶養手当の支給を受けている、

または同様の所得水準にある

②対象資格の取得が見込まれ、就業

と修業の両立が困難である

③過去に受給していない（一部例外

あり）

出張ハローワーク ！

ひとり親全力サポートキャンペーン 本庁舎１１階

月～金曜日の午前１０時～午後４時３０分（正午～午後１時、祝休日などを除く）

詳しくは、事前に電話でご相談ください



１０１５３１４ ＩＤ 

児童扶養手当を受給している婚姻歴がない方へ

臨時・特別の給付金を支給します

８月１日（木）～３０日（金）受付期間

次の両方に該当する方

１１月分の児童扶養手当を受給する父または母１

１０月３１日時点で、事実婚状態でなく婚姻歴が

ない方

２

対　象

１７，５００円支 給 額

８月１日（木）～

令和２年２月３日（月）
申請期間

申請方法など詳しくは、　　　　　をご確認ください１０２９９４６ ＩＤ 

児童扶養手当・遺児手当（県・市）

現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届のののののののののののののののののののののの提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出をををををををををををををををををををををを
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　市内の私立幼稚園では、

来年度の入園案内・願書

を９月から配布します。

願書は１０月１日（火）から

各幼稚園で受け付けます。

詳しくは、各幼稚園へお

尋ねください。

　市では①特別児童扶養手当・特別障害者手当・

障害児福祉手当・経過的福祉手当②県在宅重度

障害者手当の所得状況届・現況届を受け付けま

す。手当を受給中の方へ、８月中旬までに用紙

を送付します。お早めにご提出ください。

受付期間／①８月９日（金）～９月１１日（水）②８月１

日（木）～３０日（金）

　国民年金への加入が以前は任意であったため、

障害の原因となった病気やけがで医療機関を初

めて受診した日（初診日）に未加入で障害基礎

年金を受給できない方が、条件を満たしている

場合は特別障害給付金を受給できます。

対　象／次のいずれかの任意加入期間内に初診

日がある病気やけがにより、障害基礎

年金１・２級相当の障害がある方①平

成３年３月以前の学生②昭和６１年３月

以前の厚生年金・共済組合等加入者・

受給者（受給資格を満たす者を含む）

の配偶者

　給付金を受けるには、６５歳の誕生日の前々日

までに申請する必要があります。該当する方は、

本庁舎保険年金課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁

舎総務窓口課または一宮年金事務所（（４５）

１４１８）へご相談ください。

　市では調達方針を定め、障害のある方が働く

施設などからの物品・役務の調達の拡大に努め

ています。今年度の方針など詳しくは、  

１０１４９０１をご確認ください。

　８月１５日は太平洋戦争が終結した日です。戦

争で貴い命を亡くした方々を追悼する「全国戦

没者追悼式」が行われます。正午には、職場や

家庭で１分間の黙とうをささげましょう。

※市主催の平和祈念事業・一宮市戦没者戦災死

没者追悼式は、１０月５日（土）に開催します。

　敬老会を各地区で開催

します。対象の方には案

内ハガキを開催月の前月

上旬に郵送します。届か

ない場合はご連絡くださ

い。台風などで中止の場

合は、市ウェブサイトで

お知らせします。

対　象／昭和１９年１２月３１日以前生まれで、一宮

市の住民基本台帳に記録されている方

　市では、次の交付金などを８月下旬に町内会

口座に振り込みます。

▽町内会運営交付金＝町内会会員１世帯当たり

（事業所等を含む）年２３０円

▽町内会広報等配布手数料＝広報紙配布１部当

たり年３８０円

　これらの助成金の使い方は限定されていませ

ん。町内会運営の実情に合わせてご活用くださ

い。

 ＩＤ 

特別児童扶養手当など

所得状況届・現況届の提出は
お早めに

【問】福祉課　（２８）９０１７　　

  １０２０７２１ ＩＤ 

障害者就労施設などからの
物品等の調達を推進

【問】福祉課　（２８）８６１９　　

８月１５日の正午には黙とうを

　【問】福祉課　（２８）９０１５　　

  １０２０６８６ ＩＤ 

７５歳以上の方へ

９月・１０月に敬老会を開催

　【問】高年福祉課　（２８）９０２１　　

  １００１０１９ ＩＤ 

私立幼稚園の入園案内などを
９月から配布

【問】保育課　（２８）９０２４　　

  １００１３９８ ＩＤ 

特別障害給付金制度を
ご存じですか

【問】保険年金課　（２８）９０１４　　

  １０００８４０ ＩＤ 

町内会に助成金を交付

　【問】市民協働課　（２８）８９５４　　

  １０２０８５９ ＩＤ 

市政ニュース
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対　象／ＩＴを活用した業種などで、今後創業

するか創業後３年を経過していない方

募集内容／  －ビル６階ビジネス支援センター内

の①１部屋（約６）②１部屋（約９）

（共同商談室・作業室あり。原則２４時間

使用可）

入居期間／１年（再審査で継続あり）

賃　料／①月１５，０００円

　　　　②月２０，０００円

　　　　（光熱水費込み）

選考方法／書類審査・面接

申し込み／８月１日（木）～

３０日（金）（必着）

に応募用紙を持

参または郵送

日　時／８月２２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／８月１日（木）～２０日（火）に電話で商工観

光課

　市では、地球温暖化対策実行計画「エコアク

ション一宮」を策定し、活動しています。計画

では、市の施設から排出される温室効果ガスを、

２８年度から５年間で２７年度に比べ８％削減する

ことを目標としています。３０年度に排出された

温室効果ガスは、２７年度から０.８％減少しました。

　また環境負荷の少ない商品などを率先して購

入するグリーン購入に取り組んでいます。３０年

度のグリーン購入の割合は全体で８７.６％となり

ました。

　今後も削減目標の達成に向けた取り組みを、

引き続き推進していきます。

選挙人の資格／地区内の土地所有者・借地権者

縦覧期間／８月１６日（金）～２９日（木）（土・日曜日を含

む）

縦覧場所／本庁舎区画整理課

投票日／１０月６日（日）

　工場立地法では、一定規模以上の工場の敷地

利用に関し、生産施設・緑地・環境施設の面積

率が定められています。

　製造業または電気・ガス・熱供給業（水力・

地熱・太陽光発電所を除く）を営み、敷地面積

９，０００以上または建築面積３，０００以上の工場

の新設・増設などを行う際は、９０日前までに必

ず市に届け出をしてください。

　市では、企業の誘致を進めています。千～１万

坪ほどの、まとまった土地の売却や賃貸をお考

えの方や情報をお持ちの方は、ご連絡ください。

企業立地奨励措置

　市内で事業所を新設・増設しようとする方が、

一定の要件に該当すれば、奨励金の支給や市税

の免除などの奨励措置を受けられます。

　奨励措置の適用を受けるには、着工の１カ月

前（高度先端産業は２カ月前）までに関係書類

を提出する必要があります。お早めにご相談く

ださい。

ＳＯＨＯインキュベータオフィス
入居者を募集

【問】商工観光課　（２８）９１３０　　

  １０１２４８３　応募用紙ダウンロード可 ＩＤ 

弁護士による
多重債務者無料相談会

【問】商工観光課　（２８）９１４８　　

  １０２４３９１ ＩＤ 

エコアクション一宮
平成３０年度の活動報告

【問】環境保全課　（４５）７１８５　　

  １０２９９６１ ＩＤ 

外崎土地区画整理審議会委員選挙

選挙人名簿の縦覧と投票日

　【問】区画整理課　（２８）８６１８　　

  １０２５３４４ ＩＤ 

企業・事業主の皆さんへ

工場立地法の届け出を

　【問】企業立地推進課　（２８）８９８２　　

  １００２６２５ ＩＤ 

事業用地の情報をお寄せください

　【問】企業立地推進課　（２８）８９８２　　

  １００２６２３ ＩＤ 
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【問】市民協働課　（２８）８９５４

活活 動動 だだ よよ りり地地域域づづくくりり協協議議会会 ５５３３

　今伊勢町連区を語るには、 石刀 神社に伝わる
いわと

「石刀祭」を紹介しなければ始まりません。この

祭りは、徳川家康が関ヶ原の合戦の際、軍勢が

境内に立ち寄り踏み荒らしたことをわびる気持

ちで神社を整備し、その奉祝として１６０８（慶長

１３）年から始まったとされており、４００年余りの

伝統と由緒ある祭りです。山車と献馬が奉納さ

れ、山車の「からくり人形」の妙技は、見物客を

タイムスリップさせてくれます。毎年４月１９日

（例祭神事）以降の最初の日曜日に開催されます

ので、ぜひお越しください。

　当協議会は８年目を迎えました。昨年度まで

は、提案事業交付金を活用して、防犯・健康づ

くりを中心にさまざまな活動を行い、住民の皆

さんに「地域づくり協議会」の活躍を広くアピー

～今伊勢町連区編～ ルすることができました。今年度からは「親し

みやすい協議会」をキャッチフレーズに取り組

んでいきます。地域づくり協議会だよりを、よ

り見やすく、読みやすくし、また各マップの作

成・配布など、住

民の皆さんに今ま

で以上に寄り添っ

た協議会を目指し

ます。今年は「令和

元年」。多くの人が

心寄せ合い、今伊

勢町に新しい文化

が育まれるよう、

地域活動を通して

皆さんと取り組ん

でいきます。

【問】管財課　（２８）８９６１

駐車料金
営業時間駐車場

特　別普　通

１回５００円
※１

３０分１００円
（午前７時～午後７時）

午前７時～
翌午前１時
<上限１回
１，０００円>

駅東・銀座通
１時間１００円　

（午後７時～翌午前１時）

３０分１００円
（午前７時～午後７時）

２４時間本　町
１時間１００円　

（午後７時～翌午前７時）

１回６００円
※２

１時間まで１５０円　　　
（以降３０分５０円）　

午前８時～
午後９時３０分

大宮公園

３０分１００円
（上限なし）

２４時間
市役所本庁舎
自走式立体駐車場

※１は午前１時～７時、※２は午後９時～翌午前８時３０分
営業時間外は入出場不可

　一宮駅周辺には３カ所の市営駐車場や、市役所本庁舎の駐車場が

あります。２４時間営業や、料金の上限・夜間値下げを設定した駐車

場もあり、便利でお得に利用できます。

　全ての駐車場で利用できる回数駐車券も販売しています。 名
鉄
一
宮
駅

尾
張
一
宮
駅

国道１５５号
真清田神社真清田神社

一宮警察署一宮警察署

一宮税務署一宮税務署

大宮公園大宮公園
自動車整理場自動車整理場
大宮公園
自動車整理場

本町自動車本町自動車
整理場
本町自動車
整理場

一
宮
駅
東
地
下
駐
車
場

一
宮
駅
東
地
下
駐
車
場

銀座
通

銀座
通

公共
駐車
場

公共
駐車
場

銀座
通

公共
駐車
場

本庁舎本庁舎本庁舎

市役所本庁舎市役所本庁舎
自走式立体駐車場自走式立体駐車場
市役所本庁舎
自走式立体駐車場

市営駐車場などのご利用を

　一宮駅東地下駐車場・スポー

ツ文化センターで販売中

▽　３，３００円相当券＝　３，０００円

▽　５，６００円相当券＝　５，０００円

▽１１，４００円相当券＝１０，０００円

１０００２４５ ＩＤ 

市政ニュース

見見本本

回数駐車券

▲石刀祭の様子
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【問】博物館　（４６）３２１５

いちのみや　あれこれ ～真清田神社の二つの歌碑～

　真清田神社の楼門南側の神橋を挟んで東西

に、二つの歌碑があることをご存じですか。

　東側の歌碑は、紫式部や清少納言と共に、

平安時代中期を代表する歌人・赤染衛門が詠

んだ歌を刻んだ物です。夫の大江 匡  衡 が国司
まさ ひら

として尾張の国へ赴任した時に、何らかの理

由で村人らが腹を立て農作業を行わなかった

ため、農作業に従事することを願って「 賤 の
しづ

 男 の種干すといふ春の田をつくりますだの神
を

にまかせん」と詠んだ歌です。

　西側の歌碑は、紀行文「 十六夜 日記」の作
いざよい

者として有名な阿仏尼の「一の宮名さへなつ

かし二つなく三つなき 法 を守るなるべし」と
のり

詠んだ歌が刻まれています。阿仏尼は、鎌倉

時代中期の女流歌人で「新古今和歌集」の撰

定などで有名な藤原定家の息子・為家の側室

でした。しかし夫が亡くなったことで、阿仏

尼と為家の先妻の息子との間で土地を巡って

争論が起こります。実子の 為  相 の所領確保を
ため すけ

鎌倉幕府に訴えるために京都から鎌倉へ向か

う途中、真清田神社に参拝し、訴えが認めら

れるようにと願いを掛けて詠んだ歌です。

　人々が一心に願いを掛ける気持ちが、歌碑

からも伝わってきます。

▲

尾
張
名
所
図
会

「
阿
仏
尼
一
宮
詣
」

２５ｍプール約８７杯分

　これは、市で処理している生ごみ１年

分に含まれる水分の量です。

　生ごみの水分を減らすと、ごみの重量

の減少、収集車の運搬能率アップ、焼却

効率アップにつながります。

【問】環境センター　（４５）７００４

環境センター
ニュース

１００１７７８ ＩＤ 

生ごみ減量生ごみ減量 のの すすめすすめ
～水分を減らして捨～水分を減らして捨ててましょう～ましょう～

　夏場は特に気になる生ごみの臭いにも効果的です！

少しの工夫で、今日からすぐに生ごみの水分を減らす

ことができますので、ぜひお試しください。

ごみ減ごみ減
量量 ！！

ぬぬららささなないい
野菜の皮むきは

洗う前に！

水分を減らす三つのポイント

乾か乾かすす
新聞紙などの上

に一晩置く

ぎゅぎ
ゅっ

ぎゅぎ
ゅっ 
！！

しぼしぼるる

ごみ処
理費用

削減
ごみ処

理費用
削減 
！！
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【問】市民協働課　（２８）８６７１

（　）内は前年対比。※は４月末現在

市内の犯罪・事故（５月末現在）

交通事故

人　数件　数区　分

０（▲　３）０（▲　　３）死　亡

１３（▲　１１）　１３（▲　１１）重　傷

８１９（▲２４６）６９５（▲２１１）軽　傷

８３２（▲２６０）７０８（▲２２５）計

主な重点犯罪

件　数区　分

９００（▲１１４）刑　法　犯

８１（▲　５５）侵　入　盗

〔　４５（▲５０）〕〔うち住宅対象〕

１０８（▲　１１）自動車関連窃盗

２（▲　　６）特殊詐欺※

【問】商工観光課　（２８）９１４８

　毎年８月１日～１０日に行います。次のことを実

践して犯罪による被害を防ぎましょう。

▽短時間の外出・在宅中・就寝中を問わず、必ず　

　鍵を掛ける

▽車から離れるときは短時間でも必ず鍵を掛け、

　かばんなどを置いたままにしない

▽自転車は自宅でも鍵を掛け「ツーロック」をする

▽特殊詐欺の被害防止として、お金の要求には「呼

　び出しに応じない」「知らない人に手渡さない」

　「郵送しない」を徹底し、キャッシュカードの暗

　証番号を第三者に伝えたり、カードを渡したり

　しない

▽人通りが多い明るい道を通り、防犯ブザーなど

　を携帯する

　インターネット通販サイトで購入した商品などをＳＮ

Ｓで宣伝すると、商品購入代金や報酬などがもらえると

いった儲け話に関する相談が寄せられています。「事業者

に指定された食品や化粧品などを購入しＳＮＳで紹介し

たところ、商品購入代金が入金されたため、さらに多額

の商品を購入し宣伝したが、事業者と連絡が取れなくな

った」など、多額の借金を背負うことになるケースもあ

ります。こうした儲け話では、商品をＳＮＳで紹介する

だけで報酬につながる仕組みが不明確なため、安易に信

用してはいけません。このような儲け話で不安に感じた

ときは、市消費生活相談の窓口（（７１）２１８５、１７参照）に

ご相談ください。

「「「「「「「「「「商商商商商商商商商商品品品品品品品品品品 　「商品をををををををををををＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＮＳでででででででででで宣宣宣宣宣宣宣宣宣宣伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝ししししししししししてててててててててて報報報報報報報報報報酬酬酬酬酬酬酬酬酬酬で宣伝して報酬」」」」」」」」」」」

とととととととととといいいいいいいいいいといううううううううううう儲儲儲儲儲儲儲儲儲儲 儲 けけけけけけけけけけ話話話話話話話話話話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け話に注意 ！！！！！！！！！！！
もう

　これからの時季は、台風や

集中豪雨により、道路の冠水

や家屋の浸水などの被害の発生が予想されます。昨

年の台風の際には、風に飛ばされた屋根を片付けよ

うとして、転倒・骨折する重傷被害も発生しました。

　台風が接近・上陸すると、破損や劣化している屋

根や植木などが風に飛ばされ、人的被害につながる

可能性があります。破損や劣化している屋根などは、

晴天のうちに修繕などを行いましょう。また植木な

どについては、台風情報をよく確認し、事前に飛ば

されない所に移動させるなど、減災にご協力をお願

いします。

【問】一宮警察署　（２４）０１１０

台風への備台風への備ええ

減災にご協力減災にご協力をを

▲一宮警察署
　防犯キャラクター
　ＬＯＣＫＥＹ

夏の安全なまちづくり県民運夏の安全なまちづく り県民運動動
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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８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

（２・９・１６・２３の午後、１２日

を除く）

市民総合

生
活
・
市
政

思いやり会館３階

 （７３）４３６３

７日（水）・２１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

（１２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

４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

（１２日を除く）
消費生活

思いやり会館３階

６日（火）・２０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
１４日（水）　１３：００～１６：００人　　権

思いやり会館３階１５日（木）　１３：００～１６：００
行政書士の

許認可手続

オリナス一宮３階

９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

（１２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

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

（１３日を除く）

＜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
４日（日）　１３：００～１４：３０

外 国 人

悩みごと

外
国
人

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

（１２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

（１２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

９日（金）・２３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

（１２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

（１２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

（１２日を除く）

精神障害者

家 族

思いやり会館３階１９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２１日（水）　１３：００～１６：００

思いやり会館３階２２日（木）　１３：００～１６：００

登　　記

尾西庁舎４階２１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

１７日（土）　９：３０～１２：３０
登　記　・

境界問題

思いやり会館３階１３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。

９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９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９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

８月１３日（火）の午前９時から

電話で市民総合相談室

（（７３）４３６３）

※８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)

６日（金）・１３日（金）・２０日（金）・２７日（金）

１３：００～１６：００

尾西庁舎４階１１日（水）・２５日（水）　１３：００～１６：００

１００１９５５ ＩＤ 

１０３００５８ ＩＤ 



災害に強いまちづくりを目指して

総合防災訓練

災害復
旧の訓練

※当日の気象・会場の状況により、

中止の場合があります。会場付近

を訓練車両が多数走行します。

１０００５７１ ＩＤ 
災害時の緊急情報・避難所情報などを検索

災害時の避難勧告などの情報を配信

ＵＲＬ ▼ http://ichinomiya-city.site.ktaiwork.jp

登録はこちらから

あんしん・防災ねっとに登録を ！

住宅用火災警報器の設置はお済みですか １０００５０８ ＩＤ 

【問】消防本部予防課　（７２）１２８０

▼

寝室で寝ていたら…

実際に役立った事例

▼

▼

警報音が ！

消火器で消火

たばこの不始末により

ごみ箱から出火

警報器で早期発見 ！

【問】危機管理課　（２８）８９５９
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貴い命や大切な財産を

火災から守ろう ！

　寝室の天井または壁に煙式感知器を取

り付けます。建物によっては、階段や廊

下にも必要です。

どこにどんな警報器を取り付けるの？

　消防署などが、あっせんや販売をする

ことはありません。悪質な訪問販売にご

注意ください。

悪質な訪問販売にご注意を

　訓練当日、登録者の皆さんに、

災害時緊急メールを送信します。

情報伝達の訓練

負傷者の
救助訓

練

大規模
地震を

想定

１０００５９１ ＩＤ 

８月２５日（日）　午前７時～９時
九品地公園競技場
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日　時／９月

７日（土）　午前

９時～正午

会　場／本庁

舎４階防災会

議室ほか

対　象／市内在住・在学の小学生と

保護者（１組３人まで）

内　容／「ぼうさい授業」、ストロー

ハウス工作ほか

定　員／１０組（抽選）

申し込み／８月２３日（金）までに電話で

危機管理課

問い合わせ／危機管理課　（２８）８９５９

日　時／８月２４日（土）　午後１時～

４時

会　場／尾西消防署

対　象／市内在住・在勤・在学の中

学生以上の方

定　員／３０人（先着）

申し込み／８月１日（木）～１５日（木）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２９日（木）　午前１１時～

午後２時

会　場／向山公民館

対　象／市内在住・在勤・在学の１８

歳以上の方（高校生を除く）

定　員／１６人（抽選）

受講料／１，０００円（教材費を含む）

申し込み／８月１５日（木）（必着）までに

電話、または住所・氏名・年齢・電

話番号を記入し「南アフリカ料理セ

ミナー」と明記の上、ハガキ・電子

メール（〒４９１－８５０１　本庁舎国際交

流協会、kokusai@city.ichinomiya.　

lg.jp ）

問い合わせ／国際交流協会（生涯学習課

内）　（８５）７０７６

教
室
講
座

ス
ポ
ー
ツ

催
し
も
の

募

集

そ
の
他

←市公式ウ ェブサイ トはこ ち ら　 情報ＢＯＸ

教室講座

親子防災教室
   １０１６４９５ ＩＤ 

南アフリカ料理セミナー
   １０２９１５７ ＩＤ 

普通救命講習Ⅰ
   １０００４９９ ＩＤ 

子ども文化広場図書館会場

教材費定員内　容対象学年日　時教室名

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
（①②は保護者同伴。③は保護者
も参加可）

小１・２

１１月９・１６日　午前９時３０分～１１時３０分①

プログラミング １，５００円１０人１１月２３・３０日　午前９時３０分～１１時３０分②

１，５００円１０人小３～６１１月２３・３０日　午後２時～４時③

６００円３０人
外国人の方と交流し、日本や外国
の文化を学ぶ

小３～６
１０月５～２６日の土曜日
午前９時３０分～１１時３０分（４回）

国 際 理 解

地域文化広場会場

８００円２０人
光が浮き出るこま、化石のレプリ
カなどを作る

小４～６
１１月１０～２４日の日曜日
午後２時～４時（３回）

サ イ エ ン ス
（ｐａｒｔ２）

１，２００円
１０人
程度

自然観察、ケナフでハガキ作り、
どんぐりクッキー作りほか

小３～６
１０月６・１２日、１１月９・２３・３０日、１２月７日
午前９時３０分～１１時３０分
※１０月１２日は野外観察会で１日開催

ふ し ぎ 発 見

教材費には、現地学習の交通費・入館料・保険料を含む

９月１日（日）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 ／

児童文化教室 市内の小学生が対象

子ども文化広場図書館　（２５）１３５０　

１０２９９３０ ＩＤ 

地域文化広場子ども文化広場図書館



日　時／９月３日（火）　午前１０時～

１１時３０分

会　場／木曽川体育館

対　象／市内在住の子育て中の家族

など

演　題／「０歳児からのかかわり方

～子育ての楽しみ方～」

講　師／笹瀬ひと美さん（愛知江南

短期大学講師）

定　員／２５組（抽選）

申し込み／８月５日（月）・６日（火）に電

話または電子申請

問い合わせ／黒田北子育て支援センター　

（２８）９７６９

日　時／８月３１日（土）　午前１０時～

１１時３０分

会　場／千秋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／「あわてず・無理せず・根

気よく～離乳食のすすめ方とコツに

ついて～」

講　師／田中秀吉さん（修文大学短

期大学部准教授）

問い合わせ／千秋子育て支援センター　

（２８）９７７１

日　時／９月５日～１９日の木曜日　

午前１０時～１１時３０分（３回）

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

歳以上の女性（高校生を除く）

演　題／「笑顔で輝く女性のための

女性ホルモンとカラダのトリセツ」

「『更年期』と間違いやすい病気と対

策」「みるみる体がラクになる『ち

ぇぶら体操』」

講　師／永田京子さん（ちぇぶら代

表理事）

定　員／３０人（抽選）

申し込み／８月２０日（火）までに電話ま

たは電子申請

※子どもの入場不可。託児あり（１

歳６カ月～３歳児、要予約）

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

日　時／９月６日（金）・１８日（水）・２０日

（金）　午後１時３０分～３時

会　場／子ども文化広場図書館

対　象／市内在住の妊婦、０歳児を

持つ親・家族

演　題／「納得！　小児科医だけが知

っている、乳児の病気と急なけがへ

の対処法」「『その子らしさ』につい

て考える～気質・性格（パーソナリ

ティ）の発達～」「乳児期の食事と

アレルギーについて」

講　師／岩田直之さん（小児科医）

ほか

定　員／３０人（抽選）

申し込み／８月１６日（金）までに電話ま

たは電子申請

※子どもの入場不可。託児あり（抽

選で１７人、要予約）

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

日　時／８月２８日（水）　午後２時～

３時３０分

会　場／ －ビル２階大会議室

演　題／「ハーブ・アロマテラピー

を楽しもう！」

問い合わせ／商工観光課　（２８）９１４８

日　時／９月１０日～１１月１２日の火曜

日　午後６時３０分～８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／木版画とガラス絵を制作す

る

講　師／堀尾一郎さん（二科会評議

員）

定　員／３０人（抽選）

受講料／４，０００円（教材費を含む）

申し込み／８月１３日（火）までに電話で

生涯学習課

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時／９月５日（木）　午前１０時～

正午

会　場／朝日西つどいの里

対　象／市内在住・在勤・在学の方

内　容／バラのブローチなど３種類

から１点を制作する

定　員／２０人（抽選）

受講料／２，０００円程度（教材費）

申し込み／８月１６日（金）までに電話で

高年福祉課

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９０２１

日　時／９月２５日～１０月１６日の水曜

日　午後２時～４時（４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／型染めで日本手拭いを染め

る

講　師／林節子さん（一宮美術作家

協会）

定　員／１０人（抽選）

受講料／２，６００円（教材費を含む）

申し込み／８月２０日（火）までに電話で

生涯学習課

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時／８月２５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／８月２５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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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

催
し
も
の

募

集

そ
の
他

育児講座
   １０２９１７１ ＩＤ 

市民美術教室
「版画とガラス絵」
   １０２９８３７ ＩＤ 

育児講座
   １０２９１３０ ＩＤ 

女性講座
   １０２９８０２ ＩＤ 

赤ちゃんセミナー
   １０２９２７９ ＩＤ 

消費生活講座
   １０２４７５５ ＩＤ 

楽しく体験 ！ 　七宝焼教室
   １０２５３０２ ＩＤ 

市民美術教室「染色」
   １０２９８３８ ＩＤ 

市民短歌教室
   １０１８０１２ ＩＤ 

市民俳句教室
   １０１８０１３ ＩＤ 

バラのブローチ
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日　時／９月２６日（木）・１０月２４日（木）・

１１月２８日（木）・１２月１９日（木）、令和２年

１月２３日（木）・２月２７日（木）　午後１

時～４時（９月２６日は午前１０時～午

後２時）

会　場／ －ビル２階大会議室

対　象／市内在住で、家庭で認知症

の方を介護していて６回とも参加で

きる方

内　容／介護方法の習得、仲間づく

り、個別相談ほか

定　員／２０人（書類選考）

申し込み／９月２０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２５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／９月１８日～１２月１８日の水曜

日　①午後１時３０分～２時３０分②３

時～４時（各１２回）

会　場／スポーツ文化センター

対　象／市内在住の６５歳以上の方

（介護認定を受けている方を除く）、

ふれあい・いきいきサロンやおでか

け広場の運営者

内　容／認知症予防として、計算や

会話など頭を使いながら体操をする

定　員／各３０人（抽選）

申し込み／８月１６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／９月５日（木）　午後２時～

４時

会　場／一宮保健所

対　象／うつ病の方の家族

内　容／講演「うつ病についての正

しい知識と適切な対応」

定　員／４０人（先着）

申し込み／８月１日（木）～３０日（金）に電

話で一宮保健所

問い合わせ／県一宮保健所　（７２）０３２１

日　時／８月２４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

←イベントカレンダーはこちら 情報ＢＯＸ
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うつ病家族教室

高年福祉課　（２８）９０２１

高高高高高高高高高高高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢者者者者者者者者者者者者者者者者者者
大大大大大大大大大大大大大大大大大大学学学学学学学学学学学学学学学学学学講講講講講講講講講講講講講講講講講講座座座座座座座座座座座座座座座座座座

講　師演　題日　時

ＦＭいちのみや
代表取締役 鳩山佳江さん

アラ還からの挑戦～加齢を華麗に～９月１１日（水）

くもん学習療法センター
 小西教雄さん

脳の健康を保ち、イキイキ生活する秘訣とは！

～最新の脳科学と学習療法理論と効果～
９月１８日（水）

名古屋大学減災連携研究センター
 橋冨彰吾さん

自然災害を知って備える９月２５日（水）

理学療法士
 佐久間信伍さん

痛みの予防と体操１０月２日（水）

ブレイントレーナー
 伊神季美枝さん

人生後半期を黄金期にするために！
体・心・脳をバランスよく高めましょう

１０月９日（水）

大和南クリニック
 堀昭彦さんほか

教えて在宅療養１１月２０日（水）

愛知県警察防犯活動
専門チーム「のぞみ」ほか

高齢者の特殊詐欺被害防止について１１月２７日（水）

市高年福祉課職員いつまでも元気でいるために１２月４日（水）

はつらつ農業塾
講　師 山田裕夫さん

野菜のヒミツ１２月１１日（水）

一宮市医師会
医　師　 清水智雄さん

知っておきたい血圧のはなし１２月１８日（水）

時間は午後２時～３時３０分（初日は３時４５分まで、最終日は３時４０分まで）

１０００９９３ ＩＤ 

一宮市民会館会　場

対　象

定　員

申し込み

市内在住の６０歳以上で

６回以上参加できる方

１５０人（抽選）

８月１５日（木）までに

電話で高年福祉課

認知症の方の家族支援教室
   １０２１６７３ ＩＤ 

市民川柳教室
   １０１８０１４ ＩＤ 

頭と体の体操教室
   １０１４０５７ ＩＤ 

親子自然工作教室
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情報ＢＯＸ ※料金の記載がないものは無料。申し込みの記載がないものは当日直接会場

そ
の
他

＊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。

申し込み参加料　対　象＊会　場開催日スポーツ

８月１０日（土）までに
松野（０９０（２９３９）４７８２。先着３０人）

２，０００円１３歳以上木曽川緑地（奥町）８月１４日（水）
スタンドアップ・
パ ド ル ボ ー ド

８月１５日（木）までに参加料を持参の上、
本庁舎スポーツ協会

各１組２，０００円

高校生以上

市 テ ニ ス 場

９月１日（日）
テ ニ ス
（ ダ ブ ル ス ） ９月１２日（木）までに参加料を持参の上、

テニスパークｉ（（４５）５３００）
高校生以上の女性９月２７日（金）

８月１５日（木）の午後７時に参加料・
メンバー表を持参の上、木曽川体育館
（代表者会議を開催）

１種目２，０００円
（登録料１チーム
５，０００円も必要）

高校生以上で
構成するチーム

総合体育館いちい
信金アリーナＢ

８月２５日（日）９人制
バ レ ー
ボ ー ル 総合体育館いちい

信金アリーナＡ・Ｂ
１０月２０日（日）６人制

８月２４日（土）までに申込用紙を
土屋（０９０（９１７９）０６８２）。
申込用紙は一宮市ハンドボール協会
ウェブサイトからダウンロード可

１チーム１，０００円
１６歳以上で
構成するチーム
（１５人まで登録可）

総 合 体 育 館
ＤＩＡＤＯＲＡ
ア リ ー ナ

９月７日（土）ハ ン ド ボ ー ル

８月１９日（月）までに
本庁舎スポーツ協会

無料小学生以上
総 合 体 育 館
ＤＩＡＤＯＲＡ
ア リ ー ナ

９月８日（日）剣 道

９月１日（日）～２６日（木）にアソビックス
びさい（（４７）５６６６。先着９０人）

１，２００円（３ゲー
ム、貸靴代は別）

小学生以上
ア ソ ビ ッ ク ス
び さ い

９月２９日（日）ボ ウ リ ン グ

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

８月１日（木）から
いちい信金スポーツセンター
（先着各２４組）

各１組３，０００円

１８歳以上で初級・初心者
の女性（高・大学生、大会
優勝経験者を除く）

いちい信金
ス ポ ー ツ
セ ン タ ー

９月１０日（火）
レディースビギナー
テニス（ダブルス）

１８歳以上の女性
（高・大学生を除く）

９月２０日（金）
レディースソフト
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

スポーツ協会（スポーツ課内）　（８５）７０７８

申込日時受講料定　員対　象日　時教室名

８月２日（金）～４日（日）
９：００～１０：００

４，０００円４０人高校生以上
９月６日～１１月１５日の金曜日
１３：００～１５：００（１０回）

卓　　　　 球 ５,５００円４０人小学４年生以上
１０月１日～１２月３日の火・金曜日　
１９：００～２１：００（１６回）＊

３,５００円４０人小学３～６年生
９月１４日～１１月１６日の土曜日
１７：００～１９：００（１０回）

７月３１日（水）・８月７日（水）　
９：００～１０：００

３,５００円※４０人高校生以上の女性
９月４日～１１月２０日の水曜日
９：００～１１：００（１０回）

バドミントン
８月２日（金）・９日（金）
９：００～１０：００

４,０００円※４０人小学４年生以上
９月６日～１１月１５日の金曜日
１９：００～２１：００（１０回）

８月２０日（火）・２７日（火）
９：００～１０：００

５，０００円※５０人
高校生以上
（初級・中級）

９月３日～１２月３日の火曜日
９：００～１１：００（１０回）

ソフトテニス
８月７日（水）・８日（木）
１９：３０～２０：３０

５，０００円※３０人中学・高校生
９月１２日～１１月１４日の木曜日
１９：００～２１：００（１０回）

８月２日～３０日の金曜日
１９：００～２０：３０

４，０００円※４０人小学生以上
９月６日～１１月８日の金曜日
１９：００～２１：００（１０回）

柔　　　　 道

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

対　象／市内在住・在勤・在学の方

申し込み／下表の申込日時に尾西スポーツセンター（先着）

尾西スポーツセンター

スポーツ教室

スポーツ大会
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日　時／９月８日（日）　午前９時～

正午

会　場／尾西スポーツセンターほか

対　象／市内在住の園児・小学生と

保護者

内　容／野球ゲーム、ニュースポー

ツ、スタンプラリー（景品あり）な

どを楽しむ

※雨天時は屋内競技だけ

定　員／８００人（先着）

申し込み／８月１日（木）～２３日（金）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／９月５日～１１月７日の木曜

日　午前１０時～１１時（１０回）

会　場／スポーツ文化センター

対　象／市内在住・在勤の女性

受講料／５，８５０円（保険料を含む。初

回に持参）

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８

日　時／９月７日（土）　午前１０時～

正午

会　場／総合体育館

対　象／市内在住の年長～小学３年

生と保護者

内　容／子どもの体力・運動能力の

向上を目指した遊びをする

定　員／１００人（先着）

申し込み／８月１日（木）～９月３日（火）

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／９月１日（日）　午後２時～

４時（１時４０分開場）

会　場／ －ビル６階中央図書館

内　容／「新たなる歩み～人・街・

未来へ～」「そこに、愛」ほか

定　員／６０人（先着）

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

日　時／８月１７日（土）　午後７時～

８時

会　場／ －ビル５階中央図書館

対　象／小学生以上の方

内　容／絵本・紙芝居を使わないで

語られる「こわい話」を聞く

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

日　時／８月３日（土）～１５日（木）　　　

午前９時～午後９時

会　場／ －ビル６階中央図書館

内　容／原爆に関するパネル・図書

などの展示

休館日／８月５日（月）・１３日（火）

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

日　時／８月１４日（水）・１５日（木）　①

午前１０時３０分～１１時１０分②午後２時

３０分～３時１０分

対　象／市内在住の小学生とその保

護者

定　員／各５組（先着）

申し込み／８月３日（土）～９日（金）に直

接中央図書館（５日（月）を除く）

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

日　時／①８月２３日（金）②２４日（土）　

午後６時～８時（２３日は７時から）

会　場／ －ビル５階中央図書館

内　容／①おはなし会・うちわ工作

②１６ミリフィルムアニメの上映

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

日　時／①８月２３日（金）②２９日（木）　

午前１０時～１１時

対　象／市内在住の小学３・４年生

定　員／各１０人（抽選）

申し込み／８月１日（木）～１４日（水）に直

接市立図書館（休館日を除く）

問い合わせ／玉堂記念木曽川図書館　

（８４）２３４６

催しもの
中央図書館
バックヤード見学ツアー
   １０２５１７６ ＩＤ 

絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵本本本本本本本本本本本本本本本本本絵本ののののののののののののののののののリリリリリリリリリリリリリリリリリサササササササササササササササササリサイイイイイイイイイイイイイイイイイイクククククククククククククククククルルルルルルルルルルルルルルルルルクルににににににににににににににににににごごごごごごごごごごごごごごごごごご協協協協協協協協協協協協協協協協協力力力力力力力力力力力力力力力力力協力をををををををををををををををををを！！！！！！！！！！！！！！！！！！
中央図書館　（７２）２３４３

不要になった

 絵本はありませんか
１０２５１７２ ＩＤ 

スポーツ

スポーツ少年フェスティバル

女性剣道教室

アクティブ・チャイルド・
プログラム

１６ミリフィルム映画上映会
   １０２５２５３ ＩＤ 

ストーリー テリング

夏の夜の
こわ～いおはなし会
   １０２５１１５ ＩＤ 

夕涼みおたのしみ会
   １０２４５４６ ＩＤ 

原爆と人間展
   １０２５１５８ ＩＤ 

図書館見学会

木曽川図書館の
秘密を探れ ！

   １０２９６４０ ＩＤ 

　家庭で読まなくなった絵本があれば、市立図書館へ

お持ちください。子どもたちの本に親しむ環境づくり

のために再利用します。

※名前などの個人情報は消してからお持ちください。

破れや落書きがある本は、廃棄する場合があります。
市立図書館受付場所

８月１日（木）～３１日（土）

（休館日を除く）

受付期間

自動化書庫（屋上自動化書庫（屋上））

２０１９（令和元）年８月　広報一宮
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日　時／８月１８日（日）　正午～午後

２時４０分

会　場／一宮市民会館

出演団体／石刀祭山車保存会、機織唄

保存会、瀬部山車・臼台祭保存会、

真清伶人会、島文楽保存会、宮後住

吉踊保存会、馬場獅子屋形打囃子保

存会、ばしょう踊保存会

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時／８月８日（木）～１８日（日）　午

前９時３０分～午後５時（入館は閉館

の３０分前まで）

会　場／博物館

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／８月１３日（火）

問い合わせ／博物館　（４６）３２１５

日　時／８月２０日（火）～２７日（火）　午

前９時３０分～午後５時（入館は閉館

の３０分前まで。２０日は午後１時から、

２７日は２時３０分まで）

会　場／博物館

内　容／上位入賞作品と、市内の幼

稚園・保育園・小中学校の代表作品

を展示

休館日／８月２６日（月）

問い合わせ／博物館　（４６）３２１５

日　時／８月３１日（土）　午後１時～

３時３０分

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／服部英幸さん（国立長寿医

療研究センター精神科部長）の講演、

認知症相談ほか

定　員／３００人（先着）

申し込み／８月１日（木）から電話で高

年福祉課

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

日　時／９月５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／８月２０日（火）・２１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／８月４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、長野

県木祖村のトウモ

ロコシなどの高原

野菜の即売

※購入者に日曜新鮮市抽選会（９月

１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

応募資格／１５歳以上

の方（中学生を除

く）

募集種目／①日本画

②洋画（版画を含

む）③彫刻・立体

④工芸⑤デザイン

⑥書（てん刻・刻

字を含む）⑦写真

※規格・形態など詳しくは、開催要

項を確認

出品点数／未発表作品１種目１点

応募方法／１０月１日（火）～１１月１日（金）

に申込書を本庁舎生涯学習課。開催

要項・申込書は生涯学習課などで配

布

※作品の搬入は１１月９日（土）・１０日

（日）の午前９時３０分～午後５時に

スポーツ文化センター。美術展は

１１月１４日（木）～１７日（日）にスポーツ

文化センターで開催

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時／１１月１６日（土）・１７日（日）

会　場／歴史民俗資料館別館（旧林

家住宅）

対　象／旧林家住宅と庭園に合う演

奏（３０分程度）ができる個人、また

は５人程度のグループ

※演奏スペースは８畳。電子オルガ

ン・バイオリン・ギターなどの洋

楽器も可。大音量の演奏は不可

定　員／１０組（抽選）

申し込み／８月１２日（休）までに電話で

歴史民俗資料館

問い合わせ／尾西歴史民俗資料館　

（６２）９７１1

そ
の
他

いちのみや
民俗芸能のつどい
   １０２９８２７ ＩＤ 

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

一宮写真協会選抜写真展
   １０２９３０６ ＩＤ 

子ども写生大会作品展
   １０２５４４７ ＩＤ 

福祉マルシェ
 ｉ ・愛・ 逢 マーケット

あい

   １０２９６８５ ＩＤ 

日曜新鮮市

認知症講演会

わかってちょうよ認知症
   １０１５３７２ ＩＤ 

募　集

もみじまつり
演奏会の出演者を募集
   １０１４９７３ ＩＤ 

一宮市美術展
出品作品を募集
   １０２９９５１ ＩＤ 
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職　種／①言語聴覚士②超音波検査

士（診療放射線技師・臨床検査技師）

応募資格／①昭和５８年４月２日以降生

まれで、資格がある方②昭和３５年４

月２日以降生まれで、資格があり超

音波検査業務に３年以上従事した方

（消化器領域または健診領域の超音

波検査士資格を有していること）

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／８月２６日（月）（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３０日（金）に市民病

院で実施

問い合わせ／市民病院管理課　（７１）

５１６７

応募資格／昭和２９

年４月２日以降

生まれで看護師

・准看護師の資

格がある方

勤務日時／月～金

曜日のうち２日

程度　午後７時

３０分～１１時３０分

選考方法／面接

採用人数／２人程度

日　給／６，０００円

申し込み／８月３０日（金）（必着）までに

写真を貼った履歴書と各看護師免許

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

勤務日時／学校給食実施日の午後１時

～４時３０分

選考方法／面接

時　給／９４０円

申し込み／電話で南部学校給食共同調

理場

問い合わせ／南部学校給食共同調理場　

（２８）８６５０

　浸水の多い住宅・店舗などに雨水

貯留・浸透施設、防水板を設置する

方に、実際にかかった工事費の総額

の一部を補助します。工事前に本庁

舎治水課へ申請が必要です。詳しく

は、お尋ねください。

問い合わせ／治水課　（２８）８６４２

　公園や街路に植えられている樹木

は、人々の生活に潤いを与えるだけ

でなく、環境浄化や防災にも役立っ

ています。樹木を日照りから守るた

めに、近くにお住まいの方は、風呂

の残り水などで朝夕の水やりにご協

力をお願いします。

問い合わせ／公園緑地課　（２８）８６３４

　内容は「もっと知ってＷ杯を楽し

もう！　ニュージーランド＆南アフ

リカ共和国」などです。取材・編集

は、ボランティアが担当し、写真を

多く使い読みやすくしました。

　市役所本庁舎、尾西・木曽川庁舎、

出張所、市立図書館などの市の施設

で無料配布しています。

問い合わせ／国際交流協会（生涯学習課

内）　（８５）７０７６

　精霊流しは、河川汚染など公衆衛

生や環境保全の面からも好ましいこ

とではありません。次の寺院で精霊

供養が営まれます。檀家でない方で

も供養してもらえます。供養に支障

がないように、時間内にお持ちくだ

さい。

日　時／８月１５日（木）　午後６時～

９時

会　場／常念寺・真光寺（大江１丁

目）、福寿院（大江２丁目）、地蔵寺（本

町通８丁目）、報恩寺（宮地２丁目）、

法円寺（大和町馬引）、薬師寺（花池

２丁目）、妙興禅寺（大和町妙興寺）、

常清禅寺・鎮西寺（大和町苅安賀）、

妙泰寺（定水寺）、栖了寺（春明）、

無量寺（今伊勢町本神戸）、剱福寺

（今伊勢町馬寄）、往生寺（多加木３

丁目）、薬師寺（伝法寺８丁目）、法

正寺（丹陽町五日市場）、妙法寺（丹

陽町九日市場）、宝昌寺（あずら２

丁目）、正福寺（奥町）、鳳洲寺（明地）

問い合わせ／霊園管理事務所　（４５）

７００４

　国では、全国家計構造調査を行い

ます。この調査は、家計の実態を総

合的に把握し、世帯の所得分布・消

費水準、家計収支の構造などを明ら

かにすることを目的としています。

８月～１２月に調査員が訪問しますの

で、ご協力をお願いします。調査内

容は統計以外には使用しません。

問い合わせ／行政課　（２８）８９５７

日　時／１０月２４日（木）　午前１０時～

午後３時４０分

試験科目／国語・社会・数学・理科・

外国語（英語）

申込期間／８月１９日（月）～９月６日（金）

※受験資格・会場・申し込み方法な

ど詳しくは、文部科学省総合教育

政策局生涯学習推進課（０３（５２５３）

４１１１）へお尋ねください。

問い合わせ／学校教育課　（８５）７０７３

そ
の
他

そ　の　他

就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験

１０月採用　休日・夜間急病診療所

パート看護師を募集
   １０２９７８８ ＩＤ 

１０月採用

市民病院職員を募集
南部学校給食共同調理場

臨時調理員を募集
   １０２５２９３ ＩＤ 

浸水対策施設の設置に
補助金を交付
   １０２７７４４ ＩＤ 

緑を守るためにご協力を
   １０１７１７９ ＩＤ 

国際交流協会ニュース
「かけはし」第８２号を配布
   １０１２１６９ ＩＤ 

精霊流しはお寺で
   １０２５２４９ ＩＤ 

全国家計構造調査に
ご協力を
   １００３１０５ ＩＤ 

←市公式ウ ェブサイ トはこ ち ら　 情報ＢＯＸ
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期　間／１０月１日（火）～令和２年２

月２９日（土）の受診日

会　場／木曽川市民病院・大雄会第

一病院・山下病院・一宮西病院・千

秋病院

対　象／昭和５５年４月１日～平成２

年３月３１日に生まれ、一宮市が受診

結果を受け取ることに同意する国民

健康保険加入者

健診内容／血液、呼吸器系、消化器系、

腹部超音波、大腸・肺がん、子宮 頸 
けい

がん（女性が対象、木曽川市民病院

を除く）ほか

定　員／３５０人（先着）

受診料／８，０００円

申し込み／８月５日（月）～９月２日（月）

（消印有効）に申込書を持参、また

は郵便番号・住所・氏名（ふりがな）

・生年月日・性別・電話番号・被保

険者証番号・受診希望医療機関名を

記入し「人間ドック申し込み」と明

記の上、ハガキ（〒４９１－８５０１　本

庁舎保険年金課）。電子申請可。申

込書は保険年金課、尾西庁舎窓口課、

木曽川庁舎総務窓口課、出張所、保

健センターでも配布

問い合わせ／保険年金課　（２８）８６６９

日　時／１０月２５日（金）・２８日（月）・２９日

（火）　午前９時４０分・午後１時３０分

会　場／ウィルあいち（名古屋市東

区）

対　象／危険物取扱者免状を持ち危

険物取扱所などで危険物の取り扱い

に従事する方（受講は３年ごと）

受講料／各４，７００円

申し込み／８月２９日（木）までに愛知県

危険物安全協会連合会のウェブサイ

トから電子申請、または専用封筒で

郵送。申請書・専用封筒は消防署な

どで配布

問い合わせ／消防本部予防課　（７２）

１２８２

　萩原町連区地域づくり協議会は、

自治総合センターが宝くじの社会貢

献広報事業として実施している、宝

くじの受託事業収入を財源とするコ

ミュニティ助成事業（宝くじ助成金）

を活用して、備品を整備しました。

問い合わせ／市民協働課　（２８）８９５４

　県では、地震発生を想定した「あ

いちシェイクアウト訓練」を９月１

日（日）に行います。参加者が自宅など

で正午の時報を合図に「姿勢を低く」

「頭を守り」「じっとする」の安全行

動を１分間行う訓練です。

申し込み／８月３１日（土）までにあいち

シェイクアウトウェブサイトから電

子申請、または郵便番号・氏名（ニ

ックネームなどを推奨）・団体名・

参加人数を記入の上、ファクス（

０５２（９５４）６９１１）

問い合わせ／県災害対策課　０５２（９５４）

６１４９

日　時／８月３１日（土）　午前１０時～

午後４時

会　場／ －ビル２階大会議室

内　容／交通事故・土地建物・商取

引・多重債務などの民事、夫婦・親

子・相続・男女関係などの家庭に関

する相談

申し込み／当時午前９時３０分～午後３

時３０分に直接会場

問い合わせ／一宮家事調停協会　（７３）

３１９１

▽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。

８月の音声広報
知っトク ！ 　いちのみや

ＦＭいちのみや　７６．５Ｍ

国民健康保険に加入している方へ

人間ドック受診者を募集
   １０１０６０９　申込書ダウンロード可 ＩＤ 

危険物取扱者保安講習

テントなどの備品を整備

あいちシェイクアウト訓練
参加者を募集

調停委員による
無料調停相談会

８月１３日（火）・１４日（水）は衛生処理

場の定期点検整備のため休みます。

し尿くみ取り・
浄化槽清掃の休み

衛生処理場　（４５）４４２３

▽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９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。

８
Ⅰ　ＬＯＶＥ　いちのみや

ＩＣＣ　地デジ１２ch

月の映像広報

環境センター　（４５）７００４

▽８月１２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。

休日のごみ収集

休日のごみ持ち込み

▽８月１２日（月）は受け付け

（　）内は前年同月

１人１日総　量

９１９（８８１）

＋３８ｇ

１０，９７１ｔ（１０，５３６ｔ）

＋４３５ｔ

市内のごみの量（５月分）

いちのみや応援基金へ　３５件

社会福祉協議会へ　ヤマコ納骨堂

協会、エス・ビー建材、トップハ

ウジング、開明小学校１・２年生、

森靖夫

福祉関係へ　プラスターラー工業

環境関係へ　ユニー

教育関係へ　尾西信用金庫

（６月分まで・敬称略）

ご寄付
ありがとうございました



一宮地域文化広場　（５１）２１８０天体観望会・文化教室

観望会人気ナンバーワンの土星を観望しよう ！

～土星、木星～
日　時／①８月２３日（金）②２４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／８月１４日（水）の午前１０時から電話で地域文化広場

文化教室（９月～１１月開始分）
対　象／２０歳以上の方
内　容／石田流生け花、パッチワーク、フラダンス、池坊生
け花、アートフラワー、ベーシックヨガ、手編み、陶芸、ヒ
ーリングヨガ、ハタヨガ、茶道（表千家・裏千家）、書道、
水彩画、健康太極拳、韓国語、水墨画、バレトン、デジカメ
入門、骨盤エクササイズ、リラックスヨガ、大正琴、英語の
勉強室、英語会話、エクセル、ワード、ラフターヨガ

申し込み／８月１８日（日）の午前９時３０分に地域文化広場（抽選）
※開催日時・受講料など詳しくは、募集チラシで確認

温水プール　（７７）４７２７水泳教室

日　時／９月３日（火）～１０月３０日（水）に週１回１時間の教室を
８回（①親子＝日曜日、②未就園児＝火・木曜日、③子ども
＝火・水・木・金・土・日曜日、④大人＝水・木・金曜日）
対　象／市内在住・在学・在園の方（市外も場合により可）
受講料／①～③各６，０００円④５，５００円

申し込み／７月３１日（水）～８月２６日（月）の各指定申込日から温水
プール
※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

アイプラザ一宮　怪談寄席
日　時／８月９日（金）　午後６時３０分
入場料／１，３００円（６０歳以上の方は１，０００円、学生は７００円。
未就学児は入場不可）
申し込み／アイプラザ一宮で販売中（電話予約も可）

コミュニケーション英会話（①初級②中級）
日　時／９月６日～１１月８日の金曜日　①午前１０時～１１時１０
分②１１時２０分～午後０時３０分（各１０回）
定　員／各１５人（先着）
受講料／各８，０００円

申し込み／８月６日（火）の午前１０時から電話でアイプラザ一宮

市テニス場　（４６）０５０５一部コートの使用を休止

　メインスタンドの防水改修工事に伴い、一部のコートの使
用を休止します。
休止期間／①１～４番コート＝１１月５日（火）～令和２年１月１７
日（金）②５～８番コート＝令和２年１月１８日（土）～３月２７日
（金）

大野極楽寺公園管理棟　（５１）３０１５緑化教室

定　員／各２０人（先着。小学生以下は保護者同伴）

申し込み／①は８月５日（月）②は９月３日（火）の午前１０時から電
話で大野極楽寺公園管理棟（０８０（９１１０）３０１５）

教材費対　象日　時教室名

１００円
（保険料）

中学生以下
８月２５日（日）
１０：００～１２：００

水 辺 の 生 き も の
調 査 隊 ！

①

５００円－
９月２５日（水）
１０：００～１２：００

宿根草＆ハーブの
ガーデニング講習会

②
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　－ビル　（２８）９１５３文化教室

ウッドバーニング教室
日　時／８月２２日（木）　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／７００円
申し込み／８月１日（木）の午前９時から電話で   －ビル

一宮市民会館　（７１）２０２１自主文化事業

うたごえ喫茶～四季の歌：あきの歌

日　時／１０月１９日（土）　午前１０時３０分
会　場／木曽川文化会館
定　員／１００人（先着）
入場料／１，２００円（全席自由。飲み物・菓子付き）。未就学児
は入場不可
前売り／一宮・尾西市民会館、木曽川文化会館などで販売中

シネマｔｈｅいちのみやＶｏｌ．１０／Ｖｏｌ．１１　イタリア映画特集
日　時／９月２１日（土）　①午後１時１５分②４時１５分
会　場／尾西市民会館
内　容／①「ニュー・シネマ・パラダイス」（上映前に特別
コンサートあり）②「ひまわり」
入場料／各８００円（全席自由）。未就学児は入場不可
前売り／一宮・尾西市民会館（（６２）８２２２）、木曽川文化会館
（（８６）７５８１）などで販売中

栗コーダーカルテット＆ビューティフルハミングバード
日　時／１１月４日（休）　①午後２時②５時
会　場／木曽川文化会館尾西信金ホール
出　演／栗コーダーカルテット、ビューティフルハミングバ
ード
入場料／各２，５００円（中学生以下は１，０００円。全席指定）
※①は席が不要な２歳以下は無料（保護者１人当たり１人）、
②は２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

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）

申込日時受講料日　時教室名

８月２２日（木）
１０：３０

６，１００円
９月５日からの
木曜日　１０：００
（１０回）

初 級 英 会 話

８月２３日（金）
１３：３０

５，１００円
９月６日からの
金曜日　１４：４５
（１０回）

骨盤リセットヨガ
（ 女 性 限 定 ）

８月１７日（土）
１３：３０

６，１００円
９月７日からの
土曜日　１４：００
（１０回）

英語音読＋リスニング
（小学４年生～中学２年生）

８月１２日（休）
９：３０

２，４００円
９月９日からの
月曜日　１０：００
（４回）

家 庭 で で き る
イ タ リ ア ン ＆
フ レ ン チ 料 理

８月２８日（水）
１０：３０

５，１００円
９月１１日からの
水曜日　９：３０
１０：４０（各１０回）

リ フ レ ッ シ ュ
ダ ン ス  ・ 

８月２９日（木）
９：３０

２，５００円
９月１２日からの
木曜日　１０：００
（５回）

カ ラ テ
エ ク サ サ イ ズ

８月２９日（木）
１３：００

３，０００円
９月１２日からの
木曜日　１３：００
（５回）

カメラを選ばない
写 真 術

教材費も必要な教室あり。詳しくはウェブサイトなどで確認

スポーツ文化センター　（２４）１８８１文化教室

定　員／各２０人（先着。小学２年生以下は保護者同伴）
申し込み／８月１日（木）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

２００円

年中以上

８月１０日（土）
１３：３０～１５：００

夏休みリサイクル工作

５００円
９月２１日（土）
１０：００～１２：００

石 こ ろ ア ー ト
（ ハ ロ ウ ィ ン ）

エコハウス１３８　（４７）７１３８環境学習講座

８月２１日（水）は開館。８月の土・日曜日、祝休日、
１３日（火）～１６日（金）は午前９時から開館

～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

教
室
講
座

ス
ポ
ー
ツ

催
し
も
の

募

集

そ
の
他
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　平成の時代に国内で上映された２万以上の映画作品

の中から、興行成績や話題性・評価が高かった１２５作品

を選定し、映画ポスターを展示します。

日　時／９月１６日（祝）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（８月１２日・９月１６日を除く）

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

平成の映画　ダイハードから万引き家族まで
羽島市

日　時／８月３１日（土）　正午～午後８時５０分（小雨決行）

会　場／サリオパーク祖父江

内　容／打ち上げ花火、ナイアガラ花火、音楽フェス、

いなッピーと 愉  快 な仲間たち、山崎地蔵寺太鼓、うつ
ゆ かい

け太鼓、和太鼓響、盆踊り、飲食ブースほか

※稲沢市役所、旧祖父江支所、ＪＡ愛知西祖父江町支

店などを臨時駐車場とし、臨時駐車場、ＪＲ稲沢駅、

名鉄国府宮駅・森上駅から無料シャトルバスを運行

問い合わせ／実行委員会　０８０（６９７２）２８２７

稲沢夏まつり稲沢市

なりまちニュースと

学校新聞コンクール

鵜飼航君が文部科学大臣賞を受賞
　文部科学大臣賞を見事、受賞した鵜飼君（萩原小学校

６年）。「近くで功績をたくさん残した人を調べてみたい」

と思い、円空仏について取材しました。

　「今後は円空仏だけでなく、仏像全般を調べていきた

い」と話し、仏像への興味は尽きないようでした。

小松美羽展　ＤＩＶＩＮＥ　ＳＰＩＲＩＴ
ライブペインティング
６月２９日　三岸節子記念美術館

　企画展のオープニングイベントとして開催。

時には大胆に、時には繊細に絵の具を操り、

キャンバスを絶え間なく彩る様子は、観客の

目をくぎ付けにしました。

ナップス
まちかど

ュースニ
まちかど

まちかどニュースの動画はこちら→
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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。
１０月号の締め切りは８月２３日（金）です。詳しくは、お尋ねください。 問い合わせ　広報課　（２８）８９５１

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

いちのみや’ｓ

市民が選ぶ市民活動支援制度対象事業

無料塾・子ども食堂　参加者を募集

日　時／毎週土曜日　①午後１時～４時②５時～

７時

会　場／①のわみ相談所（向山町１丁目１０－４）②

地域活動支援センターのわみ（本町４丁目１２－２１）

対　象／幼児～高校３年生（保護者同伴も可）

申し込み／インクルーシブのわみ・鈴木　（７２）９６９７

講演会「爆笑 ！！ お笑い 健  口 ライブ」
けん こう

精田紀代美さん（歯科衛生士）が「おもしろ健口

長生きのひみつ」をテーマに講演します。

日　時／８月１８日（日）　午後２時（１時３０分開場）

会　場／一宮地場産業ファッションデザインセンター

問い合わせ／ののはな太鼓・ 谷　（８６）８０９７（午後

６時～８時）

読み書きと初級会話の講座です。

日　時／毎週木曜日　午後６時

～７時１０分（初回は９月５日）

会　場／韓国民団一宮支部（浅

野字内浦５７）

定　員／１２人（先着）

受講料／月５，０００円（教材費も必

要）

申し込み／韓国民団一宮支部・李　

（７７）７８５１

韓国語講座　受講生を募集

ワードやエクセルなどを学習す

る大人向けの講座です。

日　時／①８月１日（木）②１０日

（土）　午前９時３０分、③６日（火）④

２３日（金）　午後１時３０分

会　場／　 －ビル３階市民活動

支援センター

定　員／各２０人

問い合わせ／市民活動団体Ｐｒｏｐ・林　

０８０（２６６７）３８９３（平日の午前８

時～午後８時）

パソコンを楽しむ会

元気な６０歳以上の男女のコーラ

スグループです。歌うことが好

きな方の見学をお待ちしていま

す。

日　時／毎月第２・４木曜日　

午前１０時～正午

会　場／萩原老人福祉センター

会　費／月２，０００円

問い合わせ／神田　（６９）５４５５（午

後６時以降）

レインボ ーコーラス

会員を募集

喜美会　研修発表会

日本舞踊の演目「松島」「独楽」などを披露します。

ぜひお越しください。

日　時／８月１１日（祝）　午前１１時～午後３時３０分

会　場／木曽川文化会館尾西信金ホール

定　員／３００人

問い合わせ／喜美会日舞教室・花柳　（７２）５６６０

おもち ゃ病院一宮

おもち ゃを無料修理します

家庭で壊れて眠っているおもちゃがあれば、お持

ちください。受付日時・場所など詳しくは、お尋

ねください。インターネットでも検索できます。

利用料／無料（部品代として５０円～３００円が必要な

場合あり）

問い合わせ／上野　（７１）７６０３

一宮拳友クラブ　会員を募集

仲間と太極拳で健康づくりをしませんか。曜日ご

とに開催します。

日　時／月・水・金曜日　午前１０時～１１時３０分

（各月４回）　

会　場／妙興寺公民館（博物館東）　 　

会　費／各月２，０００円

問い合わせ／石原　０９０（５６２２）５３５３

約５kmと約１０kmのコースがあります。

日　時／８月１１日（祝）　午前９時集合（雨天決行）

集合場所／西成出張所

問い合わせ／実行委員会・安藤　（７７）６７１０（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）

～西成南のお宝見て歩き～
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独りで悩まないで、相談を （その他の相談は１７）

相談電話・会場日時相談名

中保健センター
 （７２）１１２１

８月５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

８月１９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
（１２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
（１２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

▼８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（５・１３・１９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（１２日を除く）

申し込み対象会場日時催し

８月７日（水）・８日（木）に電話で
里小牧子育て支援センター※

１歳児と親で２回とも
参加できる方（抽選２３組）

尾西庁舎
２階会議室Ｇ

１０：１５～１１：１５
９月２日（月）

９日（月）

ママといっしょでいいな

【　ＩＤ　１０２９１９３　】

８月１５日（木）・１６日（金）に電話で
丹陽子育て支援センター※

２歳児と親（抽選２０組）
東五城
子育て支援センター

１０：００～１１：３０９月２０日（金）
親子でねんど

【　ＩＤ　１０２９２１４　】

８月１６日（金）までに電話で
生涯学習課（（８５）７０７４）※

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

尾西庁舎
５階日本間Ａ・Ｂ＊

１０：００～１１：３０

９月４日（水）
　　２５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

９月５日（木）
　　２６日（木）

子ども文化広場
図書館

９月１３日（金）
　　２７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

８月２日（金） 

あっぷっぷ
【　ＩＤ　１００１２８５　】

千秋・里小牧
子育て支援センター

８月２７日（火） 

丹陽・黒田北
子育て支援センター

８月２８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

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

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

ママといっしょでいいな

　いろんなことを「した

い」という気持ちが強く

なる反面、うまくできず

にかんしゃくを起こすことが多い時期。まずは「で

きなくて嫌だったね」などと子どもの気持ちを受け

止めて、落ち着いたところで、思い通りにならない

理由を説明してあげてね。その後は他のことに気を

そらしたり、場所を移動したりして気分転換させて

あげるのもいいよ。これを繰り返すうちに、自分で

自分の気持ちを収めていくことを学んでいくので、

気長に付き合ってあげてね。

　１歳１０カ月。気に入らないことがあると、所

構わずひっくり返って泣き叫びます。どうした

らいいの？

こっこ相談員の

アドバイス

こっこ相談室

思い通りにならないと大泣き…
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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

悪天候で中止する場合があります悪天候で中止する場合があります。。

１０：１５～１１：００
１３：３０～１４：３０
１５：００～１６：００８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８

１３日（火）９日（金）８日（木）７日（水）６日（火）５日（月）１日（木）

奥町出張所 
中島小学校 
於保共同出荷場

島村若栗神社
開明小学校 
本神戸酒見神社

北方青衾社 
丹陽小学校 
浅野公園 

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

葉栗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奥公民館

２２日（木）２１日（水）２０日（火）１９日（月）１６日（金）１５日（木）１４日（水）

萩原町出張所
木曽川東小学校
馬寄石刀神社

千秋町出張所
丹陽南小学校
多加木記念館公民館

大野公民館 
千秋東小学校
浮野八幡社 

大和豊島台ちびっ子広場
赤見小学校 
佐千原坂手神社

東浅井浅井神社
大和西小学校
馬引公民館駐車場 

宮後野見神社
千秋南小学校
平島公民館 

神山公民館今伊勢公民館木曽川公民館西成公民館

２８日（水）２７日（火）２６日（月）

上段はほたる号
西小島公民館
北方小学校 
光明寺愛宕神社

尾関平山住宅
朝日西小学校
樫の木文化資料館

下段はこっこ北方老人いこいの家浅井公民館開明老人いこいの家

１０：００～１５：００１０１２８２３ ＩＤ １０１０６３１ ＩＤ 

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

　パンダ広告社は、パンダだけの広告

会社。社員のぼくは「キャッチコピー」

を考える仕事をしている。言葉はみん

なを元気にしたり、気持ちをつなげた

り、魔法の力を持っていて…。コピー

ライター・本田パンダの日常の物語。

間部香代／作　三木謙次／絵

学研プラス／刊

よろしくパンダ広告社

１４０字の戦争

　イスラエルによるガザ侵攻の惨禍を

ツイッターで実況したパレスチナの少

女、フェイスブックを駆使してデモ隊

を組織するウクライナの活動家…。Ｓ

ＮＳが紛争地帯にもたらした光と闇を

レポートする。

デイヴィッド・パトリカラコス／著

江口泰子／訳　早川書房／刊

８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８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
中央図書館　（７２）２３４３

ストーリーテリングの会

３日（土）１１：００、１７日（土）１５：００（５歳以上）

おはなし会　読み聞かせ

３日（土）・４日（日）１５：００、８日（木）１３：３０、１１日（祝）・１８日

（日）１１：００・１５：００、２２日（木）１０：３０、２４日（土）１１：００・１５：００

外国絵本の読み聞かせ／４日（日）１１：００

おはなし会　紙しばい／１０日（土）・２５日（日）１１：００・１５：００

おはなし会　ろうどく／１７日（土）１１：００

おとなのための心の絵本タイム／３１日（土）１７：００

尾西図書館　（６２）８１９１

おはなし会／３日～３１日の土・日曜日　１４：００

たのしいおはなし会　朗読／１０日（土）１１：００

夏休みおはなし会／２４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／７日（水）１５：１０（５歳以上）

子どものつどい　読み聞かせ／２１日（水）１５：１０

玉堂記念木曽川図書館　（８４）２３４６

夏のおはなし会スペシャル（４グループ合同）パート９

３日（土）１１：００

子どもアニメ上映会／１０日（土）１１：００

おはなし会／１１日（祝）・２５日（日）１４：００

映画上映会「クボ　二本の弦の秘密（吹き替え版）」

１８日（日）１４：００

読み聞かせ会／２４日（土）１１：００

子ども文化広場図書館　（２５）１３５０

おはなしひろば／３日（土）・１０日（土）１４：００

はじめのいっぽ／８日（木）・２２日（木）１０：３０（未就園児）

よむりんの森のおはなし会／１１日（祝）１５：００

布絵本であそびましょう／１７日（土）１４：００

ストーリーテリングの会／２４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／２０日（火）１０：３０（未就園児）

１０２４５４７ ＩＤ 

１０２５０３９ ＩＤ 

１０２９６６０ ＩＤ 

１０２９６８４ ＩＤ 

１０２５０３８ ＩＤ 

ツイッターでも

 情報を発信中



★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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広　告

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です ！
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