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Ｅｖｅｎｔｓｃｈｅｄｕｌｅ10月の行事予定
中核市移行基本計画　意見募集（～３１日／４㌻ ）　1
１３８タワーパーク・オータムフェスタ（～１１月４日／１３㌻ ）

いちのみや中央プラザ　オープン（   １０２９４７０ ） ＩＤ 

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

博物館・特集展示コーナー「鈴木八郎　陶芸の世界」（～６日／   １０２９３０５ ） ＩＤ 

一宮市戦没者戦災死没者追悼式（１７㌻ ）　5
本庁舎・木曽川庁舎の学習室の開放（～６日／１７㌻ ）

生演奏でクールチョイス（１１㌻ ）　8
美術館・特別展「没後１０年　三岸黄太郎展」（～１２月１日／６㌻ ）12
美術館・コレクション展（常設展）「家族を想う」（～令和２年１月１９日／６㌻ ）

もみじまつり（～１１月２４日／７㌻ ）

資料館・特別展「公儀御用の象、美濃路をゆく」（～１１月２４日／７㌻ ）

博物館・特別展「生誕１２０年記念　佐藤一英展」（～１１月２４日／８㌻ ）
博物館・特集展示コーナー「妙興寺の名宝　妙興寺文書（前期）」（～１１月４日／８㌻ ）

本庁舎・木曽川庁舎の学習室の開放（～１４日／１７㌻ ）

２０１９いちのみや秋の緑化フェア（～１４日／１２㌻ ）13
消防フェア　きて・みて・たいけん１３８（１２㌻ ）

馬場獅子屋形14
汚水適正処理構想　意見募集（～１１月１５日／４㌻ ）15
元気はつらつ介護予防フェスタ（９㌻ ）17
川と海のクリーン大作戦（１４㌻ ）20
びさいまつり（～２７日／１０㌻ ）26
ラグビーワールドカップ２０１９ＴＭ　パブリックビューイング　いちのみや（   １０３０４０５ ） ＩＤ 

甘酒祭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…３・１０・１７・２４・３１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…２７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

１０月の窓口の時間延長・休日開設

人口と世帯数

　　人口…３８５，１１１（▲　１２）　男…１８８，２０９（▲　１８）　女…１９６，９０２（＋　　６）　世帯数…１６１，２８８（＋１２２）　※（　）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 

９月１日現在 １０００２２７ ＩＤ 

１００９９５６ ＩＤ 

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　１０月３１日（木）　までに

１０００８７５ ＩＤ 

市　　県　　民　　税（第３期分）
国　民　健　康　保　険　税（第４期分）
後期高齢者医療保険料（第４期分）
介　　護　　保　　険　　料（第４期分）

　一部の掲載記事の内容は、
市議会の議決後、実施します。
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字、日本語のあいさつを教える活動をしています。外国

人の方を支える活動に、あらためて感謝いたします。

　一宮市にはニュージーランドとイタリア国籍の国際交

流員２人が在籍し、小中学校で出身国の文化を紹介する

国際理解授業を行っています。国際交流員は日本語が得

意で、生きた外国文化に自然に触れ合える良い機会とな

っています。

　小学校では、来年度から学習指導要領が変わり、３年

生から「外国語活動」が週１回（４５分授業で年間３５時間）

行われます。中学校でも再来年度から取り扱う単語の数

が「１，２００語程度」から「１，６００～１，８００語程度」に増え、

「互いの考えや気持ちなどを伝え合う対話的な言語活動」

が重視されることになります。

　一宮市では他市に先駆け、２００１（平成１３）年度より全

小学校に外国人の英会話指導員を派遣してきました。文

部科学省から２００６（平成１８）年度に「英語教育特区」、

２００９（平成２１）年度からは「教育課程特例校」の認定を

受け、小学校３年生から「英語活動科」を教育課程の中

に位置付けて実践を進めてきました。自分の思いを伝え

ることや郷土の一宮を紹介する題材を取り入れて、積極

的なコミュニケーション能力を育ててきました。

　総務省の外郭団体に「一般財団法人　自治体国際化協

会」通称ＣＬＡＩＲ（クレア）があります。クレアはニュ

ーヨークや北京など世界に７カ所の事務所を持っていま

す。本年度から本市職員の清水健太主査を派遣していま

すが、来年４月から２年間シンガポール事務所に勤務す

ることになっています。

　知事や市長がその国を訪問するときのアテンドや、国

内の地方自治体からの依頼を受け調査レポートを作成す

るなど、慣れない環境で大変でしょうが、しっかり役目

を果たし、成長して戻ってきて欲しいと期待しています。

国際化がさらに進んでゆく「令和」の時代に一宮市がし

っかり対応できるようにオール一宮市で取り組んでいき

ます。

　１９８９（平成元）年 ４ 月の２， ２９４人が、 「国際化」 と言われた

「平成」の時代に増え続け、２０１９（平成３１）年４月には

６，３６８人、市の人口に占める外国人の割合は１．６５％とな

りました。それでも、全国平均２．０９％、愛知県平均３．３５％

（県内３８市中、最高は高浜市７．３５％）と比べると低い水準

です。

　国別の割合をみると、１９８９（平成元）年は韓国・朝鮮

で８５％でしたが、２０１９（平成３１）年で上位はフィリピン

２６％、中国２５％、韓国１４％と大きく変化しています。最

近は、ベトナム、フィリピン、カンボジアが増加し、韓

国が減少する傾向です。

　一宮市では、日本語が苦手な外国人の方が転入などの

各種手続きを行うとき、英語や中国語、ポルトガル語な

ど１３カ国語に対応した「テレビ電話による通訳サービス」

を行っており、安心して手続きしていただけます。保健

センターでも今年度からタブレットを配備して、外国人

の妊産婦さんの自宅を訪問するときに、この通訳サービ

スを活用しています。

　小中学校では、今後も増え続

ける外国人の児童や生徒に対し、

日本語指導員の増員や母国語に

合わせた指導員の確保など、支

援体制を整えていきます。市の

国際交流協会は、市内４カ所で無料の日本語教室を開い

ています。市民ボランティアの皆さんが、ひらがなや漢

すすむ「国際化」

外国人の増加

小中学校での英語教育など

一宮市職員も外国に転勤します

１０３０９７２ ＩＤ 

受け入れ態勢

市内国籍別人口の割合

その他２．９％

アメリカ ２．５％

２，２９４人

韓韓国国・・朝朝鮮鮮

８４．９％

ブラジル
３．７％

フィリピン ２．６％

中国 ３．４％

６，３６８人

その他
１６．５％

フィリピフィリピンン
２２６６．．１１％％

中中国国
２２４４．．６６％％韓韓国国

１１４４．．３３％％

ベトナベトナムム
１１３３．．８８％％

ブラジル
４．７％

１９８９（平成元）年 ２０１９（平成３１）年
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【問】中核市移行推進課　（８５）７００３

市政最前線

中核市移行基本計画

汚水適正処理構想

　２０２１（令和３）年に市制施行１００周年を迎えるに当たり、

１００周年記念事業のアイデアを募集します。

【問】政策課１００周年記念事業推進室　（８５）７４３３

応募用紙ダウンロード可１ ０３０５４９ ＩＤ 

　市制施行１００周年を迎える２０２１（令和３）年４月の中核市移行に向けて、本市が

目指す中核市の姿と移行への取り組みを示すため、計画の素案を作成しました。

▼募集期間／１０月１日（火）～３１日（木）（必着）

▼提出方法／持参または郵送（〒４９１－８５０１　本庁舎中核市移行推進課）・ファクス

（（７３）９１２８）・電子メール（ chukakushi@city.ichinomiya.lg.jp ）

　汚水処理施設の整備をより経済的・効率的に実施することを目的として、各施設

の今後の整備予定区域などを示した構想の素案を作成しました。

▼募集期間／１０月１５日（火）～１１月１５日（金）（必着）

▼提出方法／持参または郵送（〒４９１－８５０１　本庁舎計画調整課）・ファクス（（７３）

９２５２）・電子メール（ keikakuchousei@city.ichinomiya.lg.jp ）

　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す。

　素案は市ウェブサイト、市資料コーナー（市役所本庁舎１階、尾西

・木曽川庁舎１階）などで募集期間中閲覧できます。

市民意見提出制度

アイデアを募集します

１００周年記念事業に関する　

９月２５日（水）～１０月３１日（木）（必着）に応募用紙を

持参または郵送・電子メール。応募用紙は本庁舎

政策課、尾西・木曽川庁舎、出張所でも配布
応募方法

皆さんのアイデアは、１００周年記念事業の参考にす

るほか、後日ウェブサイトで公開！

意意意意意意意意意意意意意意意意意見見見見見見見見見見見見見見見見見募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集

こんこんなな
イベントイベントがが
あるといいあるといいなな

【問】計画調整課　（２８）８６２３

１０３０６９４ ＩＤ 

１０３０６９２ ＩＤ 
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ＰｉｃｋｕｐＮｅｗｓ

１０３０５３０ ＩＤ 第７次一宮市総合計画

　第７次一宮市総合計画を推進するために、施策

および関連する事業を評価し、令和元年度の行政

評価結果をまとめました。 【全３５施策】

行政評価結果報告書 を公表

【問】政策課　（２８）８９５２

　行政評価結果報告書は、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）、市ウェブサイト

で閲覧できます。

良好

（３７． １ ％）

１３施策
低調

（２５． ７ ％）

９施策

概ね良好

（２２． ９ ％）

８施策

悪化

（１４． ３ ％）

５施策

成果指標の評価結果

市民の体感指標の評価結果

 各コースに系統番号を導入

【問】交通政策課　（２８）８９５５

低調

（２． ８ ％）

１施策

概ね良好

（７４． ３ ％）

２６施策

１０３０６５３ ＩＤ 

※表示のデザインは

　変更する場合あり

市民病院１３８

　－バス

※悪化は

なし

良好

（２２． ９ ％）

８施策

系統番号 コース名

１３８ 一宮コース

１１０ 千秋町コース（千秋ふれあいバス）

１２０ 大和町・萩原町コース（ニコニコふれあいバス）

１５０ 尾西北コース

１６０ 尾西南コース

１７０ 木曽川・北方コース

名鉄バ名鉄バススもも
番号が表示されま番号が表示されますす

　ーバス

一宮市
循環バス

ーバス

一宮市役所

１３８

停留所
や時刻

表にも

　　　
順次表

示！

　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。中核中核市市へへ

一宮一宮市市はは

　中核市になることで、市民の皆さんには下記のようなメリットがあります。

市民サービスの充実化

▼きめ細やかなサービスが受けられるようになります。例えば保育所、障害福祉・

介護サービス事業者などの許認可を、より地域の実情に詳しい市が行います。

▼県の保健所と市の保健センターが一体化し、健康と安全を守る体制が強化されます。

第４回 中核市のメリット（１）

【問】中核市移行推進課　（８５）７００３

＝
健康相談・診査、保健指導 ほか

市 ▼ 保健センター＋
感染症・食中毒対策 ほか

県 ▼ 保健所

市が総合的な保健衛生サービスを提供

保健所（新設） 保健センター

　これまで市を経由して県が行っていた事務を、市が一括して行うことで、手続きが

スピードアップします。例えば他の中核市では、身体障害者手帳の申請から交付まで

の期間が短くなった事例があります。

行政サービスの迅速化
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秋
の
展
覧
会
情
報

【問】三岸節子記念美術館　（６３）２８９２

　洋画家・三岸節子と三岸好太郎の長男・黄太郎（１９３０～２００９）。画家としての素質を受け

継ぎながら、独自の静かさと穏やかさをたたえた黄太郎の風景画などを展示します。

没後１０年

三岸黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄太郎展
－描く詩人－

午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで）

※月曜日（１０月１４日・１１月４日を除く）、１０月１５日（火）・２３日（水）、１１月５日（火）は休館

大人８００円／高・大学生４００円／小中学生２００円

１０月１２日（土）～１２月１日（日）

三岸節子記念美術館

▲「雷が落ちた」１９８６年ＭＩＧＩＳＨＩ

特別展

コレクション展（常設展）

１０月１２日（土）～令和２年１月１９日（日）

　三岸節子の家族とのエピソードが詰まった

作品のほか、夫・好太郎の作品も展示します。

同時開催

家族を想う

秋
の
展
覧
会
情
報

１０３０６４４ ＩＤ 

二人のコウタロウ　「描く詩人」の系譜

定員　１００人（先着）

講師　苫名直子さん（北海道文学館学芸課長）

黄太郎の息子・三岸太郎さんの講演会

定員　１００人（先着）

▲
▲

１０月１３日（日）　午後２時（１時３０分開場）

１１月３日（祝）　午後２時（１時３０分開場）

講演講演会会

学芸員によるギャラリ学芸員によるギャラリーートトークーク

１０月２６日（土）・１１月３０日（土）　午後２時

　１１月３日は美術館の開館記念日。この日に限り、

展覧会を無料で観覧できます。

観覧無料デ観覧無料デーー

１１月３日（祝）

三岸黄太郎展×ＴＳＵＢＯＹＡコラボ

１１月２日（土）・３日（祝）　午前１０時３０分から

を販売限定カヌレ

フランスの
伝統菓子

ざらざらデコボコ絵画をかこう ！

申し込み　１１月８日（金）（必着）までに電話、または郵

便番号・住所・参加者名（ふりがな）・学年・電話番号・

参加希望時間を記入し「黄太郎展ワークショップ」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 ）

１１月２３日（祝）　①午前１０時～正午②午後２時～４時

▲

対象　３歳～中学生（小学３年生以下は保護者同伴）

講師　稲熊兼さん（こどもアトリエ主宰）

ワークショッワークショッププ

参加料　各３００円定員　各２０人（抽選）

出演　松井奈都子さん・山口亜希子さん

スステティィーールパンコンサルパンコンサーートト＆ギャラリ＆ギャラリートーートークク

１１月２日（土）　午後２時

定員　６０人（先着。当日午後１時から整理券を配布）
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公儀御用の象、美濃路をゆく

【問】尾西歴史民俗資料館　（６２）９７１１

尾西歴史民俗資料館

もみじまつり
１０月１２日（土）～１１月２４日（日）

※月曜日（１０月１４日・１１月４日を除く）、１０月１５日（火）・２３日（水）、

１１月５日（火）は休館

特別展

１０月１１日（金）（消印有効）までに郵便番号・住所

・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号を記入し、催

事名を明記の上、ハガキ（〒４９４－０００６　起字

下町２１１　歴史民俗資料館）。申し込みは１枚

１人分

催事への申し込み

※もみじまつりと同日開催

展示説明会

１０月１２日（土）　午後１時３０分

講演会

渡来象の旅

定員　４０人（先着。当日正午から整理券を配布）

１０月１３日（日）　午後１時３０分

講座

古文書から読み解く象の旅 １１月３日（祝）　午後１時３０分

定員　３２人（抽選）　　受講料　３００円

申し込み　上記「催事への申し込み」参照

▲

▲

秋
の
展
覧
会
情
報

紅葉の
おもてなし

１０１２４６７ ＩＤ 

１０２８４９０ ＩＤ 

午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで）

電子ピアノやギターなどの演奏会

１１月１６日（土）・１７日（日）　①午前１０時②午後１時

民俗芸能公演

１１月１０日（日）　午後１時３０分～３時

山野草展

１１月１６日（土）・１７日（日）

時空のサンクチュアリ展～アートが時をつなげる～

美術展

１０月１２日（土）～２７日（日）

▲

旧林家住宅と庭園の案内・解説

１０月１４日（祝）　①午前１０時②午後１時３０分

参加料　２，０００円

申し込み　下記「催事への申し込み」参照

れきみん落語会（落語家　桂九雀さん）

１１月２日（土）　午後１時３０分～３時

定員　４０人（抽選）

入場料　３５０円

長崎のティ ーパーティ

１１月４日（休）　①午前１０時②午後１時

呈茶料　３００円

もみじの呈茶

１１月６日（水）～２２日（金）の火～金曜日

午前１０時～午後４時

定員　４０人（抽選） 入場料　２，０００円

申し込み　右記「催事への申し込み」参照

１１月９日（土）　午後１時３０分～３時

れきみん講談会（講談師　旭堂南海さん） 参加料　２５０円

ベトナムのティ ーパーティ

１１月２４日（日）　①午前１０時②午後１時

参加料　５００円

もみじ茶会

１１月２３日（祝）　午前１０時～午後３時



　大和町の妙興寺に伝来する重要文化財「妙興寺文書」。前期では「妙興寺の創建と

大応派」、後期では「妙興寺文書にみる尾張の戦国期」をテーマに紹介します。

【問】博物館　（４６）３２１５

　萩原町出身の詩人・佐藤一英（１８９９～１９７９）の生誕１２０年を記念し、その歩みを紹介します。

生涯を詩と思索にささげた佐藤一英の世界を、美しい言葉の響きと共にお楽しみください。

▲棟方志功「大和し美し」より

博物館　特別展

午前９時３０分～午後５時（入館は４時３０分まで）

※月曜日（１０月１４日・１１月４日を除く）、１０月１５日（火）・２３日（水）、１１月５日（火）は休館

大人８００円／高・大学生４００円／中学生以下無料（市外の小中学生は２００円）

１０月１２日（土）～１１月２４日（日）

１０３０７６７ ＩＤ 
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特集展示コーナー

妙興寺の名宝　

午前９時３０分～午後５時（入館は４時３０分まで）

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）

※１０月１２日（土）～１１月２４日（日）は特別展観覧料（上記参照）が必要

※月曜日（１０月１４日・１１月４日を除く）、１０月１５日（火）・２３日（水）は休館

前期　１０月１２日（土）～１１月４日（休） 後期　１１月６日（水）～１２月１日（日）

秋
の
展
覧
会
情
報

▲足利義詮御教書（妙興寺蔵、博物館寄託）

生誕１２０年記念

佐藤一英展
尾張に生きた詩人

１０３０５３５ ＩＤ 

学芸員による展示説明

１０月１９日（土）・１１月１６日（土）　午後１時３０分

樫の木文化資料館・萬葉公園の見学会

１１月９日（土）　午後２時 集合場所　樫の木文化資料館

期間中の土・日曜日、祝休日

午前９時３０分～午後４時３０分（正午～午後１時を除く）

たいけんの森 「小さな詩集」

▲

対象　小中学生（保護者は１人だけ同伴可）

子ども向けイベント

１０月１３日（日）　①午前１０時②１１時

一英さんお誕生日記念 「誕生色紙をつくろう ！」

▲

定員　各８人（当日午前９時３０分から整理券を配布）

見学ツアー 「佐藤一英さんてどんな人？」

▲

１０月１９日（土）　午前１０時

萩原中学校生徒による詩と童話の朗読

１０月２６日（土）　午後２時

定員　１００人（先着。当日正午から博物館で整理券を配布）

会場　妙興寺

歌　たて琴　朗読が織りなす佐藤一英の世界

１１月４日（休）　午後１時３０分

申し込み　１０月１２日（土）から直接博物館（電話予約も可）

大人１，０００円、高・大学生５００円、小中学生２５０円

（特別展観覧料を含む）

入場料

会場　妙興寺（大和町妙興寺）

会場　妙興寺公民館（博物館東）

講演会

１１月１０日（日）　午後１時３０分（１時開場）

坪井秀人さん（国際日本文化研究センター教授）講師

フォルムとアルカイズム～佐藤一英の詩をどう位置づけるか

▲
会場　妙興寺公民館

シンポジウム

１１月１７日（日）　午後１時３０分（１時開場）

佐藤一英を語る

▲
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【問】博物館　（４６）３２１５

いちのみや　あれこれ 　～妙興寺文書の世界～

　大和町の妙興寺には、建保年間（１２１３～１２１８）

ごろから１８７８（明治１１）年までの５４９通の文書

があります。１９９３（平成５）年に「妙興寺文

書」として国の重要文化財となりました。

　文書の多くは南北朝・室町時代の物です。

内容から、①妙興寺を開いた 滅  宗  宗  興 の文書
めっ しゅう そう こう

②妙興寺の寺内統制や日常仏事に関する文書

③臨済宗に関する文書④妙興寺の寺領に関す

る文書に大別されます。

　文書の中には、足利尊氏や足利義満など、

歴代足利将軍に関する文書があります。尊氏

が生きた時代は「南北朝」と呼ばれ、皇統が

南朝と北朝に分裂抗争した動乱の時代です。

妙興寺はそのような時代に創建されました。

写真の文書は１３５４（文和３）年に、尊氏が尾

張国中島郡・丹羽郡・葉栗郡などに散在して

いた田畑を妙興寺に寄進した寄進状です。こ

の文書が出された時期は、尊氏の婚外子・足

利直冬が反尊氏派の軍勢を率いて上洛し、尊

氏と対立・混乱していた時期でもあります。

この寄進状の文言には、寄進が妙興寺の興隆

のためとしていますが、その一方、動乱の中

で一日も早く安泰な世の中になるようにと願

った、善行の一環であったのかもしれません。

　博物館では特集展示「妙興寺の名宝　妙興

寺文書」（８㌻参

照）を開催しま

す。妙興寺文書

を通して、尾張

国の歴史を感じ

取ってみてはい

かがでしょうか。
▲足利尊氏寄進状
（妙興寺蔵、博物館寄託）

【問】高年福祉課　（２８）９１５１

１０月１７日（木）
午前１０時～午後３時３０分～ 始めましょう ！ 元気なうちから　介護予防 ～

市政ニュース

元気はつらつ

栄養コーナー
な

栄養コーナー
などど

体体験ブー験ブーススがが

盛りだくさん盛りだくさん
 ！！

先着で記念品をプレゼント

  －ビルで開催

「転ばぬ先の健脚のススメ」

理学療法士による講演と体操

介護予防川柳入選作品授賞式

▼

歩行姿勢・足指力測定　ほか

健脚度チェック

▼

シビックホール７階

転倒予防体操

コグニサイズ

「ごぼう先生と

楽しむイス体操」

体操で介護予防 ！
▼

▼

講師： 簗  瀬 
やな せ

 寛 さん
ひろし

▼

シビックテラス３階

１０：３０

１１：００

１３：００

１１：００

１３：３０

体験ブースオープン１０：００

血管年齢・骨密度測定　ほか▼

１０１６０２３ ＩＤ 
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市政ニュース

１０３０７５４ ＩＤ 

【問】びさいまつり運営委員会事務局（尾西商工会内）　（６２）９１１１　　商工観光課　（２８）９１３１

びさいまつり
～　みんなで楽しむ　衣・食・遊　～

１０３０８２２ ＩＤ 

尾西庁舎西側ほ舎西側ほかか

１０月２６日（土）・２７日（日）
午前９時３０分～午後４時

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮だだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだいだいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェスススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタスタ大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合

ｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒ　ＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａａｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌＨａｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｅｅｎ２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２０００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１２０１９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９

【問】いちのみや秋まつり実行委員会　

（一宮商工会議所内）　（７２）４６１１

商工観光課　（２８）９１３１

１３８ハロウィン
～　トリックオアトリート　～

　小学生以下のお子さんに、

各イベント会場でお菓子など

をプレゼント！

１０月５日（土）～２７日（日）

プレゼント袋を

持ってきてね ！

織姫

堀井舞香さん

童女

祖父江博子さん 伊藤千莉さん

童女

イベント会場など詳しくは、

一宮だいだいフェスタウェブ

サイトをご確認ください。

今年の主役は

▼ ▼

▼▼

オープニングセレモニー

ハロウィンパレードほか

２６日（土）

織姫パレード

みこし・仮装パレードほか

２７日（日）

市民のパフォーマンスなど

イベント盛りだくさん ！　

詳しくは、観光協会ウェブ

サイトをご確認ください

１３８ハロウィン
　～　おりものパレード　～

　参加希望の方は、１０月２４日（木）までに一宮だい

だいフェスタウェブサイトからお申し込みくだ

さい。

１０月２７日（日）　午後３時３０分～４時２０分

衣装コンテストも開催 ！

図書リサイクル会も開催 ！

【問】尾西図書館　（６２）８１９１

午前１０時～午後４時 １０２６０２２ ＩＤ 
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１０１１７７２ ＩＤ 

１１月 ６ 日～２７日の水曜日
午前１０時～正午
本庁舎１１階１１０２会議室

就職を希望する

　　　　　市内在住の女性の方へ

申し込み
１１月１日（金）までに電話・電子申請、

または住所・氏名（ふりがな）・電

話番号を記入し「就職」と明記の上、

ファクス（（７３）９１２８ ）

※託児あり、要予約

【問】政策課　（２８）８９５２

出会いや交流を求める

　　　　　　　　若い世代の方へ

働きたい女性のため働きたい女性のためのの

就職応援セミナ就職応援セミナーー
「ichi恋／交流会」

に参加しませんか

全４回

先着３０人

１０３０４５１ ＩＤ 

百瀬愛莉さん
（ピアノ奏者）

加藤菜月さん
（フルート奏者）

【問】環境保全課　（４５）７１８５

清水綾さん
（バイオリン奏者）

※会場周辺には、無料駐車場がありません。

公共交通機関をご利用ください。

満員の場合は入場制限あり

１０月８日（火）　午後１時３０分（１時開場）

観覧無料オリナス一宮（本庁舎西側）

１０２５７９８ ＩＤ 

自分らしく働
くための

 第一歩を踏
み出そう 

！

♪♪クールチョイス生演奏で

{ }
―　曲目　―

「エルガー：愛の 挨 
あい

 拶 」
さつ

「カンツォーネ メドレー」

「涙そうそう」

「ピアソラ：リベルタンゴ」　ほか

【問】青少年育成課　（８４）００１７

　若い世代の方へ、交際や結婚のきっ

かけとなるセミナーと出会いの場を提

供します。

１１月３０日（土）午前９時～正午

木曽川庁舎３階研修室

市内在住・在勤・在学の

１８～３９歳の独身の方

男女各１２人（抽選）

１，０００円

１１月 １３ 日（水）まで

に電子申請

定　員

参加料

申し込み

対　象
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市政ニュース

きて・みて・たいけん１３８
消防フェ消防フェアア １０２１０４３ ＩＤ 

（雨天中止）１０月１２日（土）　午前１１時～午後 ２ 時

【問】消防本部予防課　（７２）１２８０１３８タワーパーク

消防自動車と記念撮影

煙・放水・救助・はしご車・

ＡＥＤ・資器材体験ほか

体験コーナー

音楽演奏・腹話術らいぶ・

お楽しみ抽選会なども開催

午前１０時　

（絵の具・画板などを持参）

消防自動車写生大会

投票者に先着で

花苗プレゼント 

１０１６１７７ ＩＤ １０月１３日（日）・１４日（祝）　午前９時３０分～午後４時

１３８タワーパーク

２０１９いちのみや秋の緑化フェア

【問】公園緑地課　（２８）８６３６

各日午後２時から苗木プレゼント ！大人各１００人（先着）

■青空フリーマーケット

■野外ステージ

ダンス、太鼓ほか

■グルメコーナー

■地元農産物販売

■木曽の特産品販売

■緑のスタンプラリー

■花みどりミニ検定

■植木・花苗の販売

竹細工教室・木工教室・多肉植物

寄せ植え教室・リサイクル工作

教室（教材費が必要）

体験教室コーナー

自衛隊車両（１３日）

パトカー・白バイ(１４日)

特殊建設機械も登場 ！

試乗体験コーナー

コンテナガーデンコンテスト

ミニガーデンコンテスト
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１０月３１日（木）までに参加料を持参の上、本庁舎スポー

ツ課、出張所、光明寺公園球技場、総合体育館、木曽川体

育館、スポーツ文化センター、市テニス場など

※郵便振り込み・インターネットなどでも受け付け

１．オリジナルグッズ

２．スポーツドリンク無料サービス

３．お楽しみ抽選会

４．ツインアーチ１３８利用料割引

参加
特典 申し

込み

運営ボランティア・協賛スポンサ運営ボランティア・協賛スポンサーー（（１口１口 ５，　５ ，０００ ０００円から）も募集中円から）も募集中 

１月１３日（祝）　午 前９時４５分スタート

いちのみやタワーパークマラソ ン
光明寺公園球技場

【問】タワーパークマラソン大会事務局（スポーツ課内）　（８５）７０７８

【問】国営木曽三川公園１３８タワーパーク　（５１）７１０５

※雨天中止の催事あり

１１月 ４ 日（休）まで開催 １０２１１８８ ＩＤ 

オータムフェスタ
１３８１３８ タタ ワワ ーーパー パ ー クク

 １１月１０
日（日）　

午後２
時～４

時

※受け
付けは

３時４５
分まで

 コ ス モ
 ス刈り

取り体
験

※先着各４０個、参加料各３００円（織物付きは各５００円）

コキアでつく るハロウ ィ ンのミニほうき作り
１０月１９日（土）　午前１０時、午後１時３０分

　　２０日（日）　午後１時３０分

本物のジャンボカボチャやハロウィンカボチャを

使ったフォトスポットが登場 

ハロウ ィ ンフ ォ トスポッ ト
９月２８日（土）～１０月３１日（木）

※受け付けは３時３０分まで。ツインアーチ１３８

利用料と保険料が必要

地上１００ｍの階段のぼりに挑戦 ！

１０月２７日までの土・日曜日、祝日

午前１０時～午後４時

１０１６１６３ ＩＤ 

仮装の部もある仮装の部もあるよよ！！

参加料：５００円　～　２，５００円

マラソン：１０㎞・５㎞・３㎞

ジョギング：３㎞・２　㎞

オリジナルばんそうこうをプレゼント

※先着１０１人（ツインアーチ１３８有料利用者）

１０月 １ 日（火）は「展望の日」
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市政ニュース

【問】市民協働課　（２８）８９５４

活活 動動 だだ よよ りり地地域域づづくくりり協協議議会会 ５５５５

施行８０周年記念事業として、５４３本が追加植樹さ

れました。しかし現在は７００本を下回る状態にな

っています。

　当地域づくり協議会としては「木曽川堤（サク

ラ）」の保全に力を入れ、名勝及び天然記念物に

指定されてから１００周年となる２０２７（令和９）年

には、１００本の桜を植樹したいと考えています。

葉栗連区だけではなく、皆さんの協力を得て、

ぜひ実現したいと思っています。

～葉栗連区編～
　葉栗連区地域づくり協議会は、平成２５年４月

から活動し、今年度で７年目を迎えました。

　平成２９年度と３０年度には、提案事業交付金を

活用し、健康づくりウオーキング大会の開催、

災害時の保存水「おりひめ」の各町内会での備

蓄、高齢者に対する「命のバトン」の配布を実

施しました。連区内事業の見直しも進み、今年

度は防犯カメラの設置予算を計上しました。

　市の北部に位置する当連区には、木曽川沿い

に１３８タワーパーク、サイクリングロード、総合

体育館などがあります。また国の名勝及び天然

記念物に指定されている「木曽川堤（サクラ）」の

満開時には、大勢の方が訪れます。

　１８８５（明治１８）年に植樹された１，８００本の桜は、

環境の変化などにより減少し、平成１３年の市制

▲

木
曽
川
堤
の
桜

【問】治水課　（２８）８６４１

木曽川左岸の

清掃活動ボランティアに

参加してみませんか

１３８タワーパーク駐車場付近

光明寺公園球技場駐車場付近

北方町新堤下付近

木曽川緑地公園駐車場付近

金刀比羅神社付近

尾西プール駐車場付近

集　合　場　所

不法投棄をなくし

きれいな川と海を　子どもたちに残そう

１０月２０日（日）　午前８時～９時

申し込み

１０月１１日（金）（必着）までに電話、または住所・氏

名、希望する集合場所の番号を記入し「川と海

のクリーン大作戦」と明記の上、ハガキ・ファ

クス・電子メール（〒４９１－８５０１　本庁舎治水課、

（７３）９２１７、chisui@city.ichinomiya.lg.jp ）

川と海のクリーン大作戦

１０２０８４５ ＩＤ 
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【問】教育文化部総務課　（８５）７０７０

※選択できる学校、

決定方法など詳し

くは、実施要項を

ご確認ください。

１０００１６１ ＩＤ 

令和２年度に市立小中学校に

入学する新１年生

入学する学校を
隣接校から選択できます

　各小学校で後日開催する説明会で実施

要項を配布し、説明します。

　１０月に各小学校で行う就学時健康診断

の時に、実施要項を配布し、説明します。

◆小学新１年生の保護者の方へ

◆中学新１年生の保護者の方へ

【問】グラウンドワーク一宮実行委員会事務局

（市民活動支援センター内）　（２３）８８８３

１０月２５日（金）までに電話で市民活動支援

センター

天道公園（羽衣１丁目７ー１）

大江川と沿道大江川と沿道のの

清掃活動ボ清掃活動ボラランンテティィアアにに

参加参加ししててみませんみませんかか

１１月９日（土）　　午前９時 ～１１時
（雨天中止（雨天中止））

大江川クリーン作戦

対象

申し込み

集合場所

助成対象の高等学校等
助成額（年額）助成要件

（平成２６年度以降に入学） 国公立私立

▽高等学校（専攻科・別科・通信制の特科を除く）
▽中等教育学校の後期課程（専攻科・別科を除く）
▽特別支援学校の高等部（専攻科を除く）
▽高等専門学校（１～３年生）
▽専修学校（修業年限が３年の高等課程）
など

１０，０００円２０，０００円
生活保護

非課税
平成３１年度
市県民税
所得割合算額

―１５，０００円　８５，５００円未満

―１０，０００円２７２，５００円未満

助成要件は保護者の市県民税所得割合算額。助成額は生徒１人当たり

※申請は毎年必要です。

【問】教育文化部総務課　（８５）７０７０

申請書など
ダウンロード可

１０１５７１９ ＩＤ 

１１月２９日（金）までに申請書などを本

庁舎教育文化部総務課、尾西庁舎窓

口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所

へ提出

申請

１０月１日現在、生徒が下表の助成対

象の高等学校等に在学し、助成要件

に該当する市内在住の保護者（生徒

が一宮・木全・オーシマ奨学基金奨学

金を受給している場合を除く）

対象

高校などの就学費を助成します

１０３０９５７ ＩＤ 
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市政ニュース

　ネーミングライツ（命名権）のスポンサーが

尾西信用金庫に決定し「尾西信金アリーナ」と

命名されました。命名の期間は１０月～令和６年

３月（４年６カ月）です。

対象施設／①アイプラザ一宮②一宮地域文化広場

③木曽川文化会館

貸付期間／令和２年４月１日から５年間

申し込み／１０月１６日（水）～１８日（金）に必要書類を本

庁舎教育指定管理課

※応募資格・必要書類など詳しくは、入札説明

書で確認。入札説明書などは、  １０３０６９０か

らダウンロード可

 ＩＤ 

　ごみや草木などを屋外で燃やす野焼きによる

「煙や臭いで気分が悪くなり困っている」などの

相談が増えています。野焼きは「廃棄物の処理

及び清掃に関する法律」で、一部の例外を除き

禁止となっています。

　ごみや草木などを処分する際は、近隣にも配

慮し、燃やさないようにしましょう。

▽庭木の剪定ごみは長さ６０cm以内・太さ１５cm以

内に切り、可燃ごみとして出す（１回に３袋

まで）

▽生ごみはコンポストや生ごみ処理機などで、

堆肥にして利用する

　生産緑地地区内での行為の制限の解除などに

よる変更案を縦覧できます。

縦覧期間／１０月１日（火）～１６日（水）（市民・利害関係

者は市へ意見書を提出可。土・日曜日、

祝日を除く）

縦覧場所／本庁舎農業振興課

いちのみや中央プラザ体育館
アリーナの名称が決定

【問】スポーツ課　（８５）７０７９　　

  １０３０７１０ ＩＤ 

アイプラザ一宮などの
自動販売機設置業者を募集

【問】教育指定管理課　（８５）７０８０　　

その野焼き
近所迷惑になっていませんか

【問】環境保全課　（４５）７１８５　　

  １０１７２５１ ＩＤ 

尾張都市計画
生産緑地地区変更案の縦覧

【問】農業振興課　（２８）９１３５　　

  １０２９２５０ ＩＤ 

【問】子育て支援課　（２８）９０２２

申込書・貸し出し条件など

詳しくは、 をご確認ください１０２４５５７ ＩＤ 

イベントに
参加す

イベントに
参加するる

子育て家庭
の方も安心

 子育て家庭
の方も安心

 ！！

イベント主催団体に貸し出します

移動式赤ちゃんの駅

おむつ替え・
　授乳スペース

利用希望日の１４日前（必着）までに、申込書

を持参または郵送・ファクス・電子メール

市内でイベントを主催する団体

対　象

申し込み

設置イメージ
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日　時／１０月５日（土）　午後２時

会　場／一宮市民会館

内　容／献花、小中学生の平和を考える作文の

表彰・朗読・展示、戦災・原爆被災時

の写真パネルと戦時品の展示

※手話通訳あり

対　象／市内在住の聴覚に障害のある方ほか 

派　遣／原則県内（無料）

申し込み／利用日の７日前までに申請書をファク

ス（（７３）９１２４）。申請書は本庁舎福祉

課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務

窓口課でも配布

　次の全てに該当する方を対象に、公的年金等

所得に係る市県民税の公的年金（非課税年金を

除く）からの引き落とし（特別徴収）を行って

います。

▽昭和２９年４月２日以前生まれで、１月１日以

降引き続き市内に住所がある

▽介護保険料が公的年金から特別徴収されてい

る

▽公的年金等所得に係る特別徴収税額が、老齢

等年金給付の年額を超えない

　給与や配当など、公的年金以外の所得に係る

市県民税は、給与からの特別徴収や、納付書ま

たは口座振替（普通徴収）で納めることになり

ます。

　９月下旬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１０

月下旬に送付します。

日　時／１０月２４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／１０月１日（火）～２１日（月）に電話で商工観

光課

日　時／１０月５日～１４日の土・日曜日、祝日　

午前９時～午後５時

対　象／市内在住・在学の中学・高校生（生徒

手帳を持参）

　市では１０月１日～３１日に「青少年によい本を

すすめる運動」を行い、読書感想文・感想画を

募集します。

　推薦図書１６冊から図書を選び、作成してくだ

さい。応募方法など詳しくは、県青少年育成県

民会議ウェブページをご確認ください。

本庁舎・木曽川庁舎の
学習室のご利用を

【問】青少年育成課　（８４）００１７　　

  １０１７５７１ ＩＤ 

母子・父子家庭等医療費受給者証

更新手続きをお忘れなく

　【問】保険年金課　（２８）９０１３　　

  １０１３３３０ ＩＤ 

一宮市戦没者戦災死没者追悼式

　【問】福祉課　（２８）９０１５　　

  １０２０９３８ ＩＤ 

手話通訳者・要約筆記者を派遣

　【問】福祉課　（２８）９０１７　　

  １００１０７１　申請書ダウンロード可 ＩＤ 

年金を受給している方へ

市県民税の年金からの特別徴収

　【問】市民税課　（２８）８９６３　　

  １０００８６１ 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　　

  １０２１１４８ ＩＤ 

青少年によい本を

　【問】青少年センター　（８４）０００３　　

  １０１６０９１ ＩＤ 
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【問】商工観光課　（２８）９１４８

　全国の消費生活センターに寄せられている、未成年者

が契約者となっている相談のうち、約８割がインターネ

ットでのトラブルです。「オンラインゲームで高額な課金

をしてしまった」「お試し価格でダイエット食品を買った

ら、定期購入だった」などの相談が寄せられています。

　未成年者が契約者の場合、保護者の同意がなければ契

約を取り消すことができますが、「同意を得ている」と偽

って契約した場合などは、取り消しが難しくなります。　

　トラブルを防ぐため、家族でインターネットを利用す

るときのルールを決めておきましょう。未成年者のイン

ターネットでのトラブルでお困りのときは、市消費生活

相談の窓口（（７１）２１８５、１９参照）にご相談ください。

家家家家家家家家家家族族族族族族族族族族でででででででででで防防防防防防防防防防ごごごごごごごごごご家族で防ごううううううううううう！！！！！！！！！！！

未未未未未未未未未未成成成成成成成成成成年年年年年年年年年年者者者者者者者者者者のののののののののの未成年者のネネネネネネネネネネネッッッッッッッッッッットトトトトトトトトトトトトトトトトトトトララララララララララブブブブブブブブブブルルルルルルルルルルトトラブル

【問】市民協働課　（２８）８６７１

（　）内は前年対比。※は６月末現在

市内の犯罪・事故（７月末現在）

交通事故

人　数件　数区　分

１（▲　３）１（▲　　３）死　亡

２０（▲　１１）　２０（▲　１１）重　傷

１，１０４（▲３６９）９３３（▲３１９）軽　傷

１，１２５（▲３８３）９５４（▲３３３）計

主な重点犯罪

件　数区　分

１，２９６（▲１２９）刑　法　犯

１２７（▲　５３）侵　入　盗

〔　７６（▲４５）〕〔うち住宅対象〕

１３７（▲　４２）自動車関連窃盗

５（▲　８）特殊詐欺※
　１０月１１日～２０日に「秋の安全なまちづくり県

民運動」が行われます。

　多発している侵入盗や自転車盗・車上狙いな

どを防ぐには「鍵掛け」が重要なポイントです。

　市内でも、無施錠の住宅や車両が被害に遭っ

ていますので、次のことを実践して犯罪による

被害を防ぎましょう。

▽短時間の外出や在宅中でも必ず鍵を掛け、窓

やドアなどは「ツーロック」にする

▽車から離れるときは、短時間でも鍵を掛け、

車内にかばんなどを置かない

▽自転車は、丈夫なワイヤー錠などを使って「ツ

ーロック」にする

【問】一宮警察署　（２４）０１１０

秋の安全なまちづ秋の安全なまちづくくりり県民運動県民運動

　私たちが生活する地域・職

域から暴力団を排除するため

には「警察の取り締まり」と　

「社会全体による暴力団排除運動」が必要不可欠です。

暴力団追放暴力団追放 ！！

　警察は、皆さんの暴力団排除活動を積極的に支援

します。暴力団などから被害を受けた場合には早期

にご相談ください。

▲一宮警察署
　防犯キャラクター
　ＬＯＣＫＥＹ

三ない運動プラス１

▽暴力団を利用しない

▽暴力団を恐れない

▽暴力団に金を出さない

▽暴力団と交際しない（プラス１）
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▼電話番号がない相談は直接会場へ

（先着順で受け付け。混雑状況により、相談できない場合あり）

▼正午～午後１時に相談できない場合あり

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、１４・２２日を

除く）

市民総合

生
活
・
市
政

思いやり会館３階

 （７３）４３６３

２日（水）・１６日（水）　１０：００～

１２：００
行　　政

木曽川庁舎１階

相談室Ａ

特設相談所

９日（水）　１０：００～１２：００

本庁舎９階相談室

 （２８）８９８４

月～金曜日　９：００～１２：００

（１４・２２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

６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

（１４・２２日を除く）
消費生活

思いやり会館３階

１日（火）・１５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
９日（水）　１３：００～１６：００人　　権

思いやり会館３階１７日（木）　１３：００～１６：００
行政書士の

許認可手続

オリナス一宮３階

１１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

（２２日を除く）

本庁舎２階

こども家庭相談室

 （２８）９１４９

月～金曜日　１０：００～１６：３０

（１４・２２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

（１５・２２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

（２２日を除く）

＜予約制　（５５）９２８６

（火～土曜日　１０：００～１８：００）＞

若 者

就職心理

相談電話・会場日　時相談名

  －ビル３階

市民活動支援センター
６日（日）　１３：００～１４：３０

外 国 人

悩みごと

外
国
人

本庁舎２階生活福祉課

 （２８）９１４５

月～金曜日　８：３０～１７：１５

（１４・２２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

（１４・２２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

（２２日を除く）

尾西庁舎１階窓口課

 （８５）８３９３

１１日（金）・２５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

（１４・２２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

（１４・２２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

（１４日を除く）

精神障害者

家 族

思いやり会館３階２１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１６日（水）　１３：００～１６：００

思いやり会館３階２４日（木）　１３：００～１６：００

登　　記

尾西庁舎４階１６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

１９日（土）　９：３０～１２：３０
登　記　・

境界問題

思いやり会館３階８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。

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１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

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

１０月１０日（木）の午前９時から

電話で市民総合相談室

（（７３）４３６３）

※１０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)

１日（金）・８日（金）・１５日（金）・２２日（金）

１３：００～１６：００

尾西庁舎４階１３日（水）・２７日（水）　１３：００～１６：００

１００１９５５ ＩＤ 

１０３０６９９ ＩＤ 
１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００００００００００００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
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【問】環境センター　（４５）７００４

環境のことを考えてみません環境のことを考えてみませんかか
～１０月は「一宮市環境月間」～

環境センター
ニュース

　市では毎年１０月を「一宮市環境月間」と位置付け、生活環境の

美化、地球環境の保全、ごみ問題の解決などを目的に、さまざま

な行事を展開しています。講座やイベントに参加したり、ポス

ターを目にしたりした方もいるのではないでしょうか。

　一宮市環境月間を機会に、自分を取り巻く環境問題やごみ問

題に思いを巡らし、地球に優しい生活をするために自分にでき

ることを考えてみませんか。

　市内の中学生から作品を募集し、審査の結果、塚原美友さん

（中部中２年）の作品が最優秀作品に選ばれました（右写真）。

優秀作品は１０月６日（日）までエコハウス１３８に展示します。

一宮市環境月間のポスターデザインが決定

知っていますか？　「一宮市環境月間」

　ミス七夕クイーンの

飯嶋彩夏さんが、ごみ

の減量化などの啓発を

行います。 

１０月７日（月）～１１日（金）

午前９時～午後４時

環境センター北館にお持ちください

フードドライブにご協力を

　分別方法などを調べられる｢ごみと資源

の分け方・出し方辞典｣

も市役所本庁舎、尾西・

木曽川庁舎、出張所で

配布しています。

～使って便利、正しく分別～

１００１７９３ ＩＤ ウェブアプリ

「一宮市ゴミチェッカー」で
 分別の疑問解消

ミス七夕クイーンが

 　　　一日環境部長に １０１６２１１ ＩＤ 

１０月 ２ 日（水）

午前１１時　

テラスウォーク一宮

午後２時３０分

イオンモール木曽川

　パソコンやスマートフォン

で、ごみの分別区分と収集日

をチェックできます。右記を

読み取り、ご利用ください。

１０２３７５５ ＩＤ 

対　象

▽缶詰

▽インスタント・レトルト食品

▽米

▽乾物（パスタ・うどんなど）

▽調味料

▽飲料ほか

※賞味期限まで１カ月以上あり、常

温で保存でき、未開封の物に限り

ます。　

家庭などで余った

食品を持ち寄り、

それを必要とする

方々や施設に寄付

をする活動

フードドライフ ードドラ イブブとは･･･とは･･･

食品ロスを減らしましょう ！

１０１６２００ ＩＤ 



21２０１９（令和元）年１０月　広報一宮

日　時／１０月１９日（土）・２６日（土）　午

前９時３０分～正午

会　場／木曽川庁舎３階第２研修室

対　象／市内の小学５・６年生で２

回とも参加できる方

内　容／はんだ

ごての使い方を

学び「回り続け

るこま」「太陽電

池で回転する飛

行機」を作る

定　員／２０人（抽選）

受講料／１，５００円

申し込み／１０月４日（金）までに電話・電

子申請、または住所・氏名・学年・

保護者名・電話番号を記入し「ジュ

ニア教室」と明記の上、ファクス

（（８７）６６３３）

問い合わせ／青少年育成課　（８４）００１７

日　時／１１月９日（土）　午後１時３０

分～３時

会　場／エコハウス１３８

対　象／市内在住の小学生と保護者

内　容／二酸化炭素を測り、身の回

りの環境との関わりを考える

定　員／３０人（抽選）

申し込み／１０月１８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／１０月２６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／１０月１日（火）～１５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／１１月４日（休）　午後１時３０

分～３時３０分

会　場／ －ビル６階中央図書館

対　象／市内在住・在勤・在学の１８

歳以上の方

演　題／「一宮の漢詩人　森 春  濤 につ
しゅん とう

いて～日本漢詩の流れを踏まえて

～」

定　員／５０人（抽選）

申し込み／１０月１１日（金）までに直接市

立図書館（休館日を除く）

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

日　時／１０月２０日（日）　午後１時～

２時３０分

会　場／尾西自動車学校（篭屋３丁

目１２－４５）

対　象／県内在住・在勤の外国人の

方

内　容／日本の交通ルールを、講義

や自転車の乗車体験で学ぶ

定　員／４０人（先着）

申し込み／１０月１日（火）から電話で国

際交流協会

問い合わせ／国際交流協会（生涯学習課

内）　（８５）７０７６

日　時／１1月３日（祝）　午前１０時～

午後２時

会　場／向山公民館

対　象／県内在住・在勤・在学の外

国人の方

内　容／消火訓練、避難訓練、心肺

蘇生法の実習、炊き出し風の食事体

験ほか

定　員／４０人（先着）

申し込み／１０月１日（火）から電話で国

際交流協会

問い合わせ／国際交流協会（生涯学習課

内）　（８５）７０7６

日　時／１１月１日～２９日の金曜日　

午後１時～３時（５回）

会　場／尾西図書館

対　象／市内在住で原則５回とも参

加できる方

定　員／２０人（抽選）

申し込み／１０月１日（火）～１６日（水）に直

接市立図書館（休館日を除く）

問い合わせ／尾西図書館　（６２）８１９１

日　時／１１月２５日（月）　午前１０時～

１１時３０分

会　場／大和公民館

対　象／市内在住の子育て中の家族

など

演　題／「１歳児を楽しむ～好奇心

と自我が芽生える１歳児～」

講　師／石橋尚子さん（椙山女学園

大学教授）

定　員／２５組（抽選）

申し込み／１０月１０日（木）・１１日（金）に電

話または電子申請

問い合わせ／里小牧子育て支援センター　

（２８）９７７０

日　時／１０月１３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／１０月２７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／１０月２７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

ジュニア教室
   １０３００４６ ＩＤ 

読み聞かせ講習会
   １０２６０２１ ＩＤ 

森春濤生誕２００年記念講座
   １０３０５５９ ＩＤ 

環境学習講座
   １０２００１５　申込書ダウンロード可 ＩＤ 

普通救命講習Ⅰ
   １０００４９９ ＩＤ 

育児講座
   １０３００１５ ＩＤ 

外国人交通安全教室
   １０２９４９２ ＩＤ 

外国人防災教室
   １０２０３３７ 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／１１月６日～２７日の水曜日　

午後１時３０分～４時（４回）

会　場／稲沢市産業会館

内　容／ウールでマフラーを織る

定　員／１５人（先着）

受講料／３，０００円（教材費を含む）

申し込み／１０月１６日（水）～１８日（金）の午

前９時～午後５時に電話で一宮地場

産業ファッションデザインセンター

（ＦＤＣ）

問い合わせ／ＦＤＣ　（４６）１３６１

日　時／１０月２１日～令和２年１月６

日の月曜日　午後６時３０分～８時３０

分（１０回）

会　場／ききょう会館

対　象／市内在住・在勤・在学の１８

歳以上の方（高校生を除く）

定　員／３０人（抽選）

受講料／１５，０００円（教材費を含む）

申し込み／１０月７日（月）の午後６時３０

分に受講料を持参の上、ききょう会

館

※申込時間に遅れると、抽選に参加

できません。

問い合わせ／ききょう会館　（７３）９１００

日　時／１０月２４日（木）　午前９時３０

分～正午

会　場／西成公民館

対　象／家庭で介護している方

内　容／介護者同士の交流と講演

「高齢者施設の選び方～どこで最期

を迎えるか～」

定　員／３０人（抽選）

申し込み／１０月１８日（金）までに電話で

地域包括支援センターアウン（（５１）

１３８４）

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

日　時／１１月１１日（月）　午前９時３０

分～午後１時３０分

会　場／ききょう会館

対　象／市内在住・在勤・在学の１８

歳以上の方（高校生を除く）

メニュー／ライ麦入り堅焼きパン、サ

ラダ、スープほか

定　員／２４人（抽選）

受講料／１，５５０円（教材費を含む）

申し込み／１０月２８日（月）の午前９時３０

分に受講料を持参の上、ききょう会

館

※申込時間に遅れると、抽選に参加

できません。

問い合わせ／ききょう会館　（７３）９１００

日　時／①１１月８日～令和２年３月

１３日の第２金曜日②１１月１５日～令和

２年２月２１日の第３金曜日と３月６

日（金）　午後１時３０分～３時３０分（各

５回）

会　場／ききょう会館

対　象／市内在住・在勤・在学の１８

歳以上の方（高校生を除く）

定　員／各３０人（抽選）

受講料／各２，９００円（教材費を含む）

申し込み／①は１０月１１日（金）、②は１８日

（金）の午後１時３０分に受講料を持参

の上、ききょう会館

※申込時間に遅れると、抽選に参加

できません。

問い合わせ／ききょう会館　（７３）９１００

日　時／１０月１７日（木）　午後２時～

３時３０分

会　場／ －ビル２階大会議室

演　題／「ついつい買うのは偶然？　

必然？　～消費生活とマーケティン

グ～」

問い合わせ／商工観光課　（２８）９１４８

日　時／１０月３０日（水）　午前９時３０

分～午後４時

会　場／一宮地場産業ファッション

デザインセンター

定　員／３０人（先着）

受講料／１，０００円

申し込み／電話で商工観光課

問い合わせ／商工観光課　（２８）９１３０

日　時／１１月５日（火）　午前１０時～

１１時３０分

会　場／ハローワーク一宮

対　象／子育て中または子育て後で

再就職を希望する方

内　容／税金・保険の基礎知識、自

己理解、就職準備などについて学ぶ

定　員／２５人（先着）

申し込み／１０月１日（火）から電話でハ

ローワーク一宮

問い合わせ／ハローワーク一宮　（４５）

２０４８

日　時／１２月７日（土）　午前９時３０

分～正午

会　場／全労済一宮会館（猿海道１

丁目１－１４）

対　象／５０～６０歳で原則夫婦で参加

できる方

定　員／３０組（先着）

申し込み／１１月８日（金）までに電話で

愛知県労働者福祉協議会尾張西支部

問い合わせ／愛知県労働者福祉協議会尾

張西支部　（２６）１２６１

日　時／１０月２６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

定　員／２０人程度（当日午後０時４５

分から配布する整理券が必要）

受講料／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

22２０１９（令和元）年１０月　広報一宮
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尾州手織教室
   １０３０７５２ ＩＤ 

経営合理化促進講座

初歩から学ぶ
年末調整の実務と進め方
   １０３０７９８ ＩＤ 

華道（専正池坊）教室
   １００４７９７ ＩＤ 

秋のパンクッキング教室
   １０１５６８２ ＩＤ 

消費生活講座
   １０２６０３８ ＩＤ 

家庭介護のための
ハートフルケアセミナー
   １０１３４６９ ＩＤ 

絵手紙教室
   １０２１１７４ ＩＤ 

マザ ーズセミナー

退職準備セミナー

親子自然工作教室



23２０１９（令和元）年１０月　広報一宮

日　時／１０月２２日（祝）　午前９時～

午後３時

会　場／総合体育館ＤＩＡＤＯＲＡ

アリーナ、いちい信金アリーナＢほ

か

対　象／市内在住・在勤・在学の方

（小学生以下は保護者同伴）

種　目／スポーツチャンバラ、イン

ディアカ、室内ペタンク、ショート

テニスほか（全１２種目中３種目以上

参加で景品を進呈）

問い合わせ／スポーツ課　（８５）７０７８

日　時／１０月１９日（土）　午前７時４５

分～９時４５分

会　場／スケート場

対　象／１８歳以上の方（高校生を除

く）

定　員／５０人（先着）

受講料／５００円（貸靴料は別に３００円）

申し込み／当日午前７時３０分から直接

会場

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　 （８５）７０７８　

日　時／１１月１０日（日）　午前９時３０

分～午後４時（雨天決行）

会　場／光明寺公園球技場

内　容／ラグビースクール生徒によ

る試合、招待試合（高校生の部・社

会人の部）、一般参加者によるタグラ

グビー（参加希望者は当日午前１０時

３０分に直接会場）

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　 （８５）７０７８

日　時／１１月３０日（土）　午前９時～

正午

会　場／尾西グリーンプラザ周辺

対　象／市内在住・在勤の方（学生

を除く）

内　容／ノルディックウオーキング

を体験

定　員／３０人（先着）

申し込み／１０月３０日（水）から電話でス

ポーツ課（１人２人分まで）

問い合わせ／スポーツ課　（８５）７０７８　

　葉栗中学校の屋外夜間照明施設

（午後７時～９時）が、１１月１日（金）

から１年を通じて利用できるように

なります。１１・１２月分の予約は、１０

月１日（火）から先着で随時受け付け

ます（令和２年１月分以降は抽選予

約期間後、随時受け付け）。

問い合わせ／スポーツ課　（８５）７０７９

日　時／１１月３日（祝）　午前１０時

会　場／尾西河川敷グラウンド（雨

天時は尾西グリーンプラザ）

内　容／訓練披露・一斉放水

問い合わせ／消防本部総務課　（７２）

１１９３

←イベントカレンダーはこちら 情報ＢＯＸ
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ラグビー祭

ウオーキング講習会
   １０２１０８２ ＩＤ 

消防団観閲式
   １０３０５３２ ＩＤ 

申し込み参加料　対　象＊会　場開催日スポーツ

１０月１８日（金）までに
一宮バスケットボール協会ウェブサイト
（ http://iabba.life.coocan.jp ）を確認

１チーム３，０００円
（登録料１，０００円も必要）

高校生以上で
構成するチーム

総合体育館
１１月３日（祝）
　　１０日（日）
　　１７日（日）

バスケットボール

１０月１７日（木）までに参加料を持参の上、
スポーツ協会

２，０００円
（中学生は１，０００円）

中学生以上

市テニス場

１１月３日（祝）
　　１０日（日）

テ ニ ス
（ シ ン グ ル ス ）

１０月１７日（木）までにスポーツ協会
または本田（（５１）４５６２）

１組３，０００円女性１１月６日（水）
レディースソフトテニス
（ ダ ブ ル ス ）

１０月５日（土）までに畔柳（（４６）７０３３）
１チーム２，０００円
（登録料１人３００円も必要）

小学４年生以上で
構成するチーム

いちのみや
中央プラザ体育館
尾西信金アリーナ

１１月１０日（日）イ ン デ ィ ア カ

１０月１０日（木）～１８日（金）にスポーツ協会３，０００円中学生以上
ＡＲＣ空港
乗馬倶楽部

１１月１０日（日）乗 馬

１０月２３日（水）までに参加料を持参の上、
スポーツ協会

１組２，０００円小学４年生以上総合体育館１１月１０日（日）
バ ド ミ ン ト ン
（ ダ ブ ル ス ）

１０月１４日（祝）～１９日（土）の午前８時３０分～
11時に参加者が参加料を持参の上、
東加賀野井パークゴルフ場管理棟
（１６日（水）を除く。先着１４０人）

５００円
１５歳以上
（学生を除く）

東加賀野井
パ ー ク
ゴ ル フ 場

１１月１６日（土）パ ー ク ゴ ル フ

１０月３１日（木）までに山田（０９０（８８６５）９７３９）
１人５００円
（非加盟者は１人１，０００円）

ー
尾西スポーツ
セ ン タ ー

１１月１７日（日）ショートテニス

＊市内在住・在勤・在学の方。総合体育館にはＤＩＡＤＯＲＡアリーナ、いちい信金アリーナＡ・Ｂがあります。

スポーツ協会（本庁舎スポーツ課内）　（８５）７０７８

開催時間・種目・予備日など詳しくは、お尋ねください。スポーツ大会

スポーツ

ニュースポーツ
フェスティバル
   １０１５０９４ ＩＤ 

スケート指導者育成講習会

学校屋外夜間照明施設
利用変更のお知らせ
   １００９３８３ ＩＤ 
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日　時／１１月９日（土）　午前９時～

午後４時

対　象／小中学生と保護者

内　容／新美南吉記念館（半田市）・

三河工芸ガラス美術館（西尾市）の

鑑賞、万華鏡作

り体験（子ども

だけ）

定　員 ／３０人

（抽選）

参加料／小学生

２，４５０円・中学生２，７００円（体験料を

含む）、保護者９２０円

申し込み／１０月２０日（日）までに電話、ま

たは参加者全員の郵便番号・住所・

氏名（ふりがな）・学年・電話番号

を記入し「おやこバスツアー」と明

記の上、ハガキ・電子メール（〒４９４

－０００７　小信中島字郷南３１４７－１、

migishi@city.ichinomiya.lg.jp ）

問い合わせ／三岸節子記念美術館　

（６３）２８９２

日　時／１１月９日（土）　午後２時３０

分～３時３０分

会　場／ －ビル６階中央図書館

対　象／①発表者＝小学５年生～中

学生②観戦者＝小学３年生～中学生

内　容／発表者が「ドキドキする本」

をテーマに本を紹介し、発表者と観

戦者の投票で一番読みたい本を決定

する

定　員／①５人②２０人（抽選）

申し込み／９月２５日（水）～１０月２０日（日）

に電話で中央図書館

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

日　時／①１０月２６日（土）　午後４時

３０分～５時１０分②２７日（日）　午前９

時３０分～１０時

会　場／ －ビル５階中央図書館

対　象／市内在住の３歳～小学２年

生で、２回とも参加できる方（保護

者同伴）

内　容／①持参したぬいぐるみと参

加するおはなし会（ぬいぐるみは図

書館にお泊まり）②ぬいぐるみが選

んだ本の貸し出し

定　員／１０人（抽選）

申し込み／１０月６日（日）までに直接中

央図書館（休館日を除く）

※おはなし会だけの参加可（申し込

み不要）

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

日　時／１１月４日（休）　午前１０時３０

分・１０時５０分・１１時１０分・１１時３０分、

午後１時３０分・２時・２時３０分・３時

会　場／ －ビル５階中央図書館

内　容／バイキングを楽しむように、

さまざまな場所で毎回異なる絵本や

紙芝居のお話を聞く

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

日　時／１０月１４日（祝）　午前１０時３０

分～１１時

会　場／ －ビル５階中央図書館

内　容／絵本の読み聞かせとわらべ

歌を親子で楽しむ

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

日　時／１２月１４日（土）　午前１０時～

１１時３０分

会　場／尾西庁舎６階大ホール

対　象／市内在住の方

演　題／「０～３歳のこれで安心　

子育てハッピーアドバイス」

講　師／明橋大二さん（真生会富山

病院心療内科部長）

定　員／１８０人（先着）

申し込み／１０月７日（月）の午前９時か

ら電話で東五城子育て支援センター

※託児あり（要予約）

問い合わせ／東五城子育て支援センター　

（８５）９３３９

日　時／１０月２６日（土）　午前１０時３０

分～午後１時３０分（雨天中止）

集合場所／大野極楽寺公園管理棟

対　象／市内在住・在勤・在学の方

（小学生以下は保護者同伴）

内　容／外国人の方と一緒に、大野

極楽寺公園周辺のウオークラリー

（約４）と昼食を楽しむ

定　員／３５人（抽選）

参加料／５００円（未就学児は無料。保

険料などを含む）

申し込み／１０月１５日（火）（必着）までに

電話、または参加者全員の住所（在

勤・在学は勤務先・学校所在地も必

要）・氏名・電話番号を記入し「ふ

れあいウオーキング」と明記の上、

ハガキ（〒４９１－８５０１　本庁舎国際交

流協会）

問い合わせ／国際交流協会（生涯学習課

内）　（８５）７０７６

市民俳句教室
   １０１８０１３ ＩＤ 

生涯学習課　（８５）７０７５

会　場日　時行　事

ス ポ ー ツ 文 化 セ ン タ ー１１月１０日（日）　１２：４５～１６：００
大正琴おさらい会
 （琴城流大正琴琴枝秀会）

一 宮 市 民 会 館

１１月１７日（日）　１０：００～１９：００
錦秋舞踊の会
 （錦秋舞踊の会）

１１月２４日（日）　１１：００～１６：００
あかつき流新舞踊発表会
 （あかつき舞踊研究会）

いちのみや中央プラザ体育館
尾 西 信 金 ア リ ー ナ

１１月１７日（日）・２４日（日）　９：００～１７：００
ママさんバレーボール大会
 （一宮市家庭婦人バレーボール連絡協議会）

ぬいぐるみ　おとまり会
   １０２５１０７ ＩＤ 

せつこっこクラブ

おやこバスツアー
   １０３０７６８ ＩＤ 

ミニ・ビブリオバトル
   １０２５９７５ ＩＤ 

ブックバイキング
   １０２６１０２ ＩＤ 

赤ちゃんとパパ・ママの
ためのおはなし会
   １０２６１０１ ＩＤ 

育児講演会
   １０３００１０ ＩＤ 

国際交流ふれあい
ウオーキング
   １０２１１９９ ＩＤ 

ス
ポ
ー
ツ

催
し
も
の

一宮市レクリエーション大会（１１月以降分） １０２１５５８ ＩＤ 
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日　時／１１月３日（祝）　午前１０時～

午後４時３０分

会　場／ －ビル７階シビックホー

ル

対　象／市内在住・在勤・在学の方

定　員／１８０人（先着）

参加料／１，０００円（昼食代を含む。小

中学生・女性は５００円）

申し込み／当日午前９時から直接会場

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時／１０月１３日（日）　午前１０時～

午後５時

会　場／スポーツ文化センター

対　象／市内在住・在勤・在学の方

定　員／１２０人（先着）

参加料／１，０００円（昼食代を含む。小

中学生・女性は５００円）

申し込み／当日午前９時３０分から直接

会場

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時／１０月２５日（金）～２７日（日）　午

前９時～午後４時（２７日は正午まで）

会　場／スポーツ文化センター

内　容

高齢者の皆

さんの趣味

活動の発表、

作品の展示（２６日（土）の午前１０時～午

後３時は趣味クラブ発表会）

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９０２１

将棋大会
   １０３０７７７ ＩＤ 

２０１９（令和元）年１０月　広報一宮

囲碁大会
   １０３０７７６ ＩＤ 

ことぶき作品展
   １０２５９１０ ＩＤ 

会　場日　時行　事

スポーツ文化センター

１１月２日（土）・３日（祝）　１０：００～１５：３０（３日は１５：００まで）
一宮市民華道展
 （一宮華道連盟）

１１月３日（祝）　１１：００～１６：３０ ※
俳句大会
 （一宮俳句協会）

１１月１０日（日）　１３：００～１６：００ 
一宮現代詩祭
 （一宮現代詩協会）

１１月１０日（日）　１３：００～１６：３０ ※
市民短歌大会
 （真清短歌会）

１１月２３日（祝）・２４日（日）　１０：００～１６：００（２３日は１３：００から）
中部日本書道会一宮支部展

中部日本書道会一宮支部学生書道展

木 曽 川 文 化 会 館
尾 西 信 金 ホ ー ル

１１月３日（祝）　９：２０～１６：３０
一宮吟剣詩舞道大会
 （一宮吟剣詩舞協会）

１１月２３日（祝）　１１：３０～１６：００（１１：００開場）一宮三曲協会定期演奏会

一 宮 市 民 会 館
１１月３日（祝）　１２：００～１５：３０ ※

合同舞踊公演
 （一宮舞踊協会）

１２月８日（日）　１３：３０～１５：３０ ※一宮市民吹奏楽団定期演奏会

ア イ プ ラ ザ 一 宮
１１月７日（木）～１０日（日）　１０：００～１８：００
（７日は１２：００から、１０日は１６：００まで）

一面会能・狂言面作品展

尾 西 市 民 会 館

１１月１０日（日）　１４：００～１６：００ ※尾西ウィンドオーケストラ定期演奏会

１１月１６日（土）・１７日（日）　１０：００～１６：００（お茶会は１５：００まで）尾西華道展・お茶会

１１月１６日（土）・１７日（日）　１２：００～１６：００尾西芸能祭

１１月２４日（日）　１２：３０～１６：３０
一宮合唱祭
 （一宮合唱協会）

１２月７日（土）　１３：３０～１５：３０
雅楽フェスティバル
 （旭雅楽会）

１２月２２日（日）　１４：００～１６：３０
クリスマスコンサート
 （安美＆コンブリオ）

妙 興 寺１１月１７日（日）　９：００～１５：００ ※一宮茶道連盟茶会

尾 西 商 工 会 館１１月２４日（日）　１０：００～１６：００曾山流樹徳吟詠会山瑩会錬成会

三岸節子記念美術館

１２月３日（火）～８日（日）　９：００～１７：００
（３日は１３：００から、８日は１６：００まで）

尾西作家協会展

１２月１０日（火）～１５日（日）　９：００～１７：００
（１０日は１３：００から、１５日は１６：００まで）

ガリバンバン水彩画展
 （尾西ガリバンバンの会）

１２月１７日（火）～２２日（日）　９：００～１７：００
（１７日は１３：００から、２２日は１６：３０まで）

パレット水彩画展
 （パレット会）

オ リ ナ ス 一 宮１２月２２日（日）　１４：００～１６：００ 濃尾ブラスソサエティ定期演奏会

※は料金が必要 生涯学習課　（８５）７０７５
一宮市芸術祭（１１月以降分） １０２１５５７ ＩＤ 
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情報ＢＯＸ ※料金の記載がないものは無料。申し込みの記載がないものは当日直接会場

日　時／１０月２０日（日）　午前９時～

午後４時３０分

会　場／萩原商店街（雨天時は萩原

小学校屋内運動場）

内　容／素人チンドンコンクール大

会（午前１０時～午後０時３０分）、ス

テージイベントほか

問い合わせ／観光協会（商工観光課内）　

（２８）９１３1

日　時／１１月１６日（土）　午前９時

集合場所／尾西歴史民俗資料館

コース／起宿～奥の細道むすびの地

記念館（岐阜県大垣市）＝約１８

参加料／３００円（中学生以下は無料。

小学生以下は保護者同伴）

※詳しくは、実行委員会（０５８４（４７）

８５９７）へお尋ねください。

問い合わせ／商工観光課　（２８）９１３１

日　時／１０月２４日（木）　午前９時３０

分～午後３時３０分

行き先／市内の障害者福祉施設５カ

所

対　象／障害者福祉施設への就職に

興味がある方

定　員／２５人（抽選）

参加料／７００円（昼食・茶菓子代）

申し込み／１０月１１日（金）までに電話で

障害者基幹相談支援センター（（２６）

２２３０）、または住所・氏名・年齢・電

話番号を記入し「見学バスツアー」

と明記の上、ファクス（（２６）２２３１）

問い合わせ／障害者自立支援協議会（福

祉課内）　（２８）８６１９

そ
の
他

内　容時　間催事名

就職に関する不安・悩み・疑問などの
相談（１人４０分。家族・保護者も相談可）

１０：００～１５：００※
（先着１２人）

キャリアカウンセラー
による個人相談
①

再就職に向けて姿勢と色で印象アップ
１１：００～１１：５０＊
（先着２０人）

就職支援セミナー② 年内入社に間に合う伝達力
１３：００～１３：５０※
（先着２０人）

志望動機の考え方・作り方
１４：００～１４：５０※
（先着２０人）

地元企業による面接会
１０：３０～１２：００ ＊

合 同 企 業 面 接 会③
１３：３０～１５：４５

職業適性診断システムによる診断、
専門家によるアドバイス

１３：００～１６：００職 業 適 性 診 断④

時間の※は３９歳以下の方、＊は仕事と子育ての両立を目指している方が対象
③の問い合わせはハローワーク一宮（（４５）２０４８）

商工観光課　（２８）９１３０

福祉の仕事を知るための
見学バスツアー
   １０３０４３５ ＩＤ 

素人チンドン祭り
   １０３０７８３ ＩＤ 

美濃路ウオーク
   １０３０７５１ ＩＤ 

日　時／１０月６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

※購入者に、日曜新鮮市抽選会（１1

月３日（祝））の抽選券を配布

問い合わせ／一宮地方総合卸売市場　

（４４）１１１９

日　時／１１月１６日（土）　午前１０時～

午後４時３０分

会　場／ －ビル３階シビックテラ

スほか

対　象／市内の中学生と保護者

内　容／市内の県立学校のパネルな

どの展示、プレゼンテーション（午

後１時３０分～４時１５分）ほか

※詳しくは、一宮西高等学校（（６８）

１１９１）へお尋ねください。

問い合わせ／学校教育課　（８５）７０７３

日　時／１０月１５日（火）・１６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／１０月２０日（日）　午前１０時～

正午

会　場／１３８タワーパーク

内　容／「出来たタネはどのように

して散布するのか」をテーマにした

自然観察会

定　員／３０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

福祉マルシェ
 ｉ ・愛・ 逢 マーケット

あい

   １０３０４９８ ＩＤ 

日曜新鮮市

もくパラ自然 楽  講 
がっ こう

県立学校魅力発信フェスタ

募

集

催
し
も
の

就職支援フェア
 ｉｎ　いちのみや

１０２１３７４ ＩＤ 

１ ０月２４ 日（木）　
  －ビル７階シビックホールほか

①②は電話で商工観光課（定員に

満たない場合は当日も受け付け）

申し込み
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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

応募資格／１８歳以上の学生（高校生、

出品者・家族を除く）

業務内容／作品搬入、受け付けほか

勤務場所／スポーツ文化センター

勤務日時／１１月９日（土）～１１日（月）　午

前９時～午後５時１５分（１０日は午前

９時１５分から、１１日は午後５時まで）、

１５日（金）　午後５時～７時３０分

時　給／９４０円（１５日だけ９３０円）

募集人数／５人（抽選）

申し込み／１０月４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

応募資格／１１月２７日（水）の午後２時か

ら博物館で行うミーティングに参加

でき、令和２年１月１１日～３月８日

の土・日曜日に１日以上参加できる

方

内　容／企画展「くらしの道具」の

関連行事で、こま回し・けん玉・お

手玉などの昔の遊びや、昔の道具に

ついて子どもに教える

定　員／１０人程度（書類選考）

申し込み／１１月１日（金）（必着）までに

郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・

年齢・電話番号・ファクス番号を記

入の上、ハガキ・ファクス（〒４９１

－０９２２　大和町妙興寺２３９０　博物館、

（４６）３２１６）

問い合わせ／博物館　（４６）３２１５

応募資格／平成３年４月２日以降生ま

れで資格がある、または令和２年３

月に卒業見込みの方

選考方法／１次試験＝一般教養・適性

検査、２次試験＝面接

採用人数／１人

申し込み／１０月２５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１１月６日（水）に市民病

院で実施

問い合わせ／市民病院管理課　（７１）

５１６７

応募資格／昭和５５年４月２日以降生ま

れで資格がある、または令和２年３

月に卒業見込みの方

選考方法／１次試験＝一般教養・適性

検査、２次試験＝面接

採用人数／１人

申し込み／１０月２５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１１月６日（水）に市民病

院で実施

問い合わせ／市民病院管理課　（７１）

５１６７

日　時／１２月６日～令和２年２月５

日の火・水・金・土・日曜日　午前

１０時～午後４時

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／１１月６日（水）までにハロー

ワーク一宮

※ハローワークでの求職登録が必要

問い合わせ／ハローワーク一宮　（４５）

２０４８

日　時／①１１月１９日（火）・２０日（水）②

２１日（木）・２２日（金）　午前１０時～午後

４時３０分

会　場／尾西消防署

対　象／市内在住・在勤で、次のい

ずれかの事業所に勤務・管理してい

る方

▽３０人以上収容の公民館・集会場・

飲食店・店舗・病院など

▽５０人以上収容の共同住宅・学校・

工場など

▽火災時に自力で避難することが著

しく困難な方が入所する１０人以上

収容の社会福祉施設

定　員／各７０人（先着）

受講料／各３，８００円（教材費）

申し込み／１０月７日（月）の午前１０時か

ら３１日（木）までに電子申請、または申

込書を消防本部（土・日曜日、祝日

を除く）

問い合わせ／消防本部予防課　（７２）

１２４３

　シルバー人材センターでは、家庭・

事業所・官公庁などから、臨時的・

短期的・簡単な仕事を引き受け、登

録会員が知識・経験・技能を生かし

て働いています。

こんな仕事を引き受けます

内　容／大工、塗装、修繕、障子・

網戸の張り替え、草取り、草刈り、

宛名書き、駐輪場整理、公園の清掃、

掃除・洗濯、その他高齢者向けの簡

単な作業（危険・高所の作業を除く）

受付日時／月～金曜日　午前８時３０分

～午後５時１５分（祝休日を除く）

会員を募集しています

対　象／市内在住の６０歳以上で働く

ことができる方

会　費／年１，０００円（傷害保険料も必

要）

申し込み／入会申込書と顔写真２枚を

提出（新入会員研修会の受講が必要）

問い合わせ／シルバー人材センター　

（７１）０１０５、尾西支部　（６２）９７７１、

木曽川支部　（８６）１８０２

そ
の
他

そ　の　他募　集
令和２年４月採用　市立病院

作業療法士を募集

南部学校給食共同調理場

臨時調理員を募集
   １０２５２９３ ＩＤ 

←市公式ウ ェブサイ トはこ ち ら　 情報ＢＯＸ

一宮市美術展
アルバイトを募集
   １０３０８１３ ＩＤ 

昔の遊びや道具を教える
ボランティアを募集
   １０３０８１１ ＩＤ 

令和２年４月採用　木曽川市民病院

薬剤師を募集

障害者委託訓練

イタリアンレストラン
調理補助訓練生を募集

甲種防火管理新規講習会
   １０００５６７　申込書ダウンロード可 ＩＤ 

ご存じですか
シルバー人材センター
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　１０月７日（月）～１３日（日）は「行政相

談週間」です。

　年金・保険・税金などの役所の仕

事で分からないことや困りごとがあ

るときは、行政相談や特設行政相談

所（１９㌻参照）をご利用ください。

行政相談委員

▽伊藤雅淑さん（（２４）４４００）

▽岡西美子さん（（７３）６３４２）

▽後藤道子さん（（４５）７６９６）

▽近藤重幸さん（（７２）７２９７）

▽前田旬子さん（（６２）８７９４）

▽松本規予子さん（（８６）８６３３）

行政苦情１１０番（０５２（９６２）１１００）

日　時／月～金曜日の午前８時３０分

～午後５時３０分（祝休日などを除く）

問い合わせ／広報課　（２８）８９５１

　芸術文化協会では、市民の文芸作

品を編集した「いちのみや文芸２０１９」

を１０月２１日（月）に発刊します。ご希望

の方は、お尋ねください。

問い合わせ／芸術文化協会事務局（生涯

学習課内）　（８５）７０７５

　１等３億円、１等・前後賞合わせて

５億円のハロウィンジャンボ宝くじ

が、９月２４日（火）から全国の宝くじ売

り場で販売されます。また「ハロウ

ィンジャンボミニ」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

受付日時／１１月１日（金）～１５日（金）　午

前９時～午後４時（土・日曜日、休

日を除く）

申し込み／指定申請書など必要書類を

持参の上、学校給食会。指定申請書

は学校給食会で配布（学校給食会ウ

ェブサイトからダウンロード可）

※市の業者指名登録が必要

問い合わせ／学校給食会　（７６）２９７５

　北方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（宝くじの助成

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

日　時／①１０月１０日（木）②１８日（金）③

２３日（水）　午前１０時～午後４時（予約

不要）

会　場／①木曽川庁舎３階第３研修

室②尾西庁舎５階会議室Ｃ③本庁舎

１１階１１０１会議室

内　容／許認可申請手続き（建設業・

農地転用・土地開発ほか）、遺言・

相続（遺産分割協議書）、成年後見、

戸籍関係届け出などに関する相談

問い合わせ／愛知県行政書士会一宮支部　

（６４）６４１０

▽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。

１０月の音声広報
知っトク ！ 　いちのみや

ＦＭいちのみや　７６．５Ｍ

行政相談を
ご利用ください
   １００１９５３ ＩＤ 

投光器などの備品を整備

▽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１１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。

１０
Ⅰ　ＬＯＶＥ　いちのみや

ＩＣＣ　地デジ１２ch

月の映像広報

いちのみや応援基金へ　１９件

社会福祉協議会へ　ヤマコ納骨堂

協会、エス・ビー建材

福祉関係へ　木 毛織

環境関係へ　イオンリテール東海

カンパニー

教育関係へ　尾西信用金庫、愛和

産業、松浦昭

（８月分まで・敬称略）

ご寄付
ありがとうございました

「いちのみや文芸」を発刊
   １０１６４７４ ＩＤ 

ハロウィンジャンボ
宝くじを発売

令和２・３年度学校給食用食料品

納入希望業者を受け付け

行政書士会　無料相談会

環境センター　（４５）７００４

▽１０月１４日（月）・２２日（火）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

（　）内は前年同月

１人１日総　量

８８６（８４６）

＋４０ｇ

１０，５８２ｔ（１０，１１４ｔ）

＋４６８ｔ

市内のごみの量（７月分）

祝日のごみ持ち込み

▽１０月１４日（月）・２２日（火）は受け

付け

１０月１２日（土）は定期点検のため休み

し尿くみ取り・
浄化槽清掃の休み

衛生処理場　（４５）４４２３
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一宮市民会館　（７１）２０２１自主文化事業

千住真理子　ヴァイオリン・リサイタル～希望の春～
日　時／令和２年２月２３日（祝）　午後２時
会　場／一宮市民会館
出　演／千住真理子さん（ヴァイオリン奏者）、山洞智さん
（ピアノ奏者）
入場料／４，５００円（全席指定）。未就学児は入場不可

前売り開始／１０月１２日（土）　午前１０時。１０月７日（月）の午前１０時～
９日（水）の翌午前０時に市民先行販売あり（チケットぴあ特電　
０５７０（０２）９５１１）。前売り開始日の一宮・尾西市民会館（（６２）
８２２２）、木曽川文化会館（（８６）７５８１）は電話・ネット予約だけ

～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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アイプラザ一宮　（７７）６６１２自主文化事業

ハロウィンワークショップ
「色画用紙ですてきなハロウィンお面を作ろう ！」

日　時／１０月２６日（土）　①午後１時②３時
定　員／各２０人（先着。小学生以下は保護者同伴）
申し込み／９月３０日（月）の午前１０時から電話でアイプラザ一宮

ゆったり朝ヨガ
日　時／①１０月１７日（木）　午前１０時～１１時３０分（②の体験会）
②１１月７日～１２月１９日の木曜日　午前１０時～１１時３０分（６回）
定　員／各２０人（先着）　 　受講料／①５００円②４，８００円
申し込み／①は１０月１０日（木）、②は２２日（祝）の午前１０時から電話
でアイプラザ一宮

一宮地域文化広場　（５１）２１８０地文まつり・天体観望会

ふれあい・学びあい　一宮地域文化広場まつり
日　時／１０月２６日（土）・２７日（日）　午前９時～午後４時３０分（２７
日は３時３０分まで）
内　容／期間中＝文化教室・クラブ作品展、山草・花木の展
示、プラネタリウム無料特別投影、ゲーム大会（雨天中止）、
パソコン体験教室、子ども工作コーナー、趣味制作コーナー　
２６日（土）＝芸能発表会、呈茶コーナー（裏千家、一服１００円）
２７日（日）＝西成中学校ブラスバンド部演奏会（雨天中止）、龍
鼓・春明太鼓発表会、呈茶コーナー（表千家、一服１００円）

青く輝く氷の惑星を観望しよう ！

～海王星、アンドロメダ座のアルマク～
日　時／①１０月１８日（金）②１９日（土）　午後７時～８時１５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／１０月８日（火）の午前１０時から電話で地域文化広場

　－ビル　（２８）９１５３文化教室

ガーデニング教室
日　時／１１月９日（土）　午前１０時～正午
定　員／１０人（先着。小学２年生以下は保護者同伴）
受講料／１，５００円

申し込み／１０月１日（火）の午前９時から電話で   －ビル

スケート場　（７２）７１９１スケート場開場・スケート教室

申込日時日　時教室名

１０月９日（水）
１０：１５

①１０月１１日～１１月８日の金曜日
１７：３０（５回）

小 学 生
②１０月１６日～１１月１３日の水曜日
１７：３０（５回）

１０月１日（火）
１１：００

③１０月９日（水）　１８：００ド リ ル

１０月１０日（木）
１１：００

④１０月１９日（土）　１６：００親 子

⑤１０月１９日（土）　１７：４５サタデー

１０月１６日（水）
１１：００

⑥１０月２６日～１２月１４日の土曜日
１７：４５（５回）

サタデー
ステップアップ

１０月２日（水）
１１：００

⑦１０月８日～１１月５日の火曜日
　９：３０（４回）

大 人
１０月２９日（火）
１１：００

⑧１１月１２日～１２月３日の火曜日
　９：３０（４回）

１０月２３日（水）
１１：００

⑨１１月１２日～２６日の火曜日
１７：３０・１８：２０・１９：１０（各３回）フィギュア

（上級者）⑩１１月１４日～２８日の木曜日
１７：３０・１８：２０・１９：１０（各３回）

⑪１１月１２日～２６日の火曜日　１６：００（３回）

幼 児 ⑫１１月１３日～２７日の水曜日　１６：００（３回）

⑬１１月１４日～２８日の木曜日　１６：００（３回）

１０月１日（火）
１１：００

⑭１０月８日（火）・２５日（金）　１６：００
幼 児
（ 体 験 ）

申し込み／受講料を持参の上、スケート場（①②は抽選、③～⑭
は先着。受講料など詳しくは、ウェブサイトなどで確認）

スケート場を開場(料金など詳しくは、ウェブサイトで確認)
開場日時／１０月８日（火）～令和２年３月３１日（火）　平日＝午前１１
時～午後８時　土・日曜日、祝休日＝午前１０時～午後８時
休場日／毎月第３月曜日、令和２年１月１日（祝）

無料開放(貸靴料３００円が必要)
日　時／１０月１２日（土）・１３日（日）　午前１０時～午後６時

大野極楽寺公園管理棟　（５１）３０１５緑化教室

スポーツ文化センター　（２４）１８８１文化教室

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

１０月２日（水）
９：３０

５００円１０月１６日（水）　１３：３０ｉＰｈｏｎｅ体験

１０月１２日（土）
９：３０

３，６００円
１０月２６日からの土曜
日　９：１５（７回）

幼 児 体 操
（年中・年長）

詳しくはウェブサイトなどで確認

日　時／１１月８日（金）～令和２年１月１９日（日）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／１０月２２日（祝）～11月３日（祝）の各指定申込日から温水
プール。コース・受付日時・定員などの詳細は問い合わせ

１０月３１日（木）～１１月７日（木）は施設点検のため休場

温水プール　（７７）４７２７水泳教室

エコハウス１３８　（４７）７１３８環境学習講座・プール講習会

カブトムシ幼虫教室
日　時／１１月２３日（祝）　午前１０時３０分～正午
対　象／年中以上の方（小学２年生以下は保護者同伴）
定　員／２０人（先着）　 　受講料／５００円
申し込み／１０月１日（火）の午前１０時からエコハウス１３８

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

申し込み／当日３０分前からエコハウス１３８

日　時プール講習会名

１０月２８日（月）　１４：００～１４：３０
水 中 ウ オ ー キ ン グ

１０月３０日（水）　１３：００～１３：３０

１０月３０日（水）　１４：００～１４：３０かんたんアクアビクス

１０月２７日（日）までプール施設は休館
１０月１２日（土）～２７日（日）は施設点検のため全館休館

定　員／①各４０人②各２０人③３０人（先着）
申し込み／１０月３日（木）の午前１０時から電話で大野極楽寺公園
管理棟（０８０（９１１０）３０１５）

教材費日　時教室名

１人１００円
（保険料）

１０月１９日（土）・２０日（日）
１０：００・１３：３０

昆 虫 調 査 隊 ・ 秋①

各１，０００円
１１月１６日（土）
１０：００・１３：００

ま ゆ 玉 工 作 教 室
～クリスマスの人形たちを作ろう～
②
　

５００円
１１月８日（金）
１３：３０～１５：３０

シ ニ ア 向 け
寄 せ 植 え 教 室
③

小学生以下は保護者同伴。①の対象は小学生以下と保護者



30２０１９（令和元）年１０月　広報一宮

ュースニ
まちかど

まちかどニュースの動画はこちら→

全日本少年少女空手道選手権大会

全日本空手道選手権大会

佐藤龍君・葛谷海人さんが入賞を報告
　小学２年生男子の部で３位入賞した佐藤君（大徳小学

校２年、写真中央）。「全国レベルのパンチや技のスピード

が速い相手に、次は勝ちたい」と話しました。

　高校１年生男子軽量の部で３位入賞した葛谷さん（一

宮西高校１年、写真左端）。「一度も勝ったことがない相手

に勝つことができて、うれしかった」と話しました。

全国高等学校定時制通信制体育大会

赤川真白さん・神田明里さんが入賞を報告
　陸上競技・走り幅跳びで３位入賞した赤川さん（起工業

高校３年、写真中央）。「自己ベストを出して、去年より一

つ順位が上がって３位になれてよかった」と話しました。

　柔道競技・女子団体で優勝した神田さん（起工業高校

１年、写真左端）。「団体で優勝できてうれしかったけど、

個人は５位だったので、来年は優勝したい」と話しました。

富士将棋クラブ主催のイベントで

豊島将之名人が故郷・一宮市に帰省
　豊島王位の「名人」獲得を受けた「お祝い会」として、

富士将棋クラブがイベントを開催。約５０人の将棋愛好家

が集まりました。参加者に指導対局をした豊島名人は「前

向きな指し手が多く、気持ちの良い将棋でした」と感想

を話しました。

全国女子中学生硬式野球選手権大会

水谷碧さんが優勝を報告
　ボーイズリーグ中日本女子の一員として出場し、優勝

に貢献した水谷さん（尾西第二中学校３年）。

　「最高のメンバーで、みんなと気持ちを高め合いながら

一つ一つ戦って、強いチームにも集中力を切らさずに勝

ち続けて優勝できてうれしかった」と話しました。
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　約６００万本のコスモスが咲き誇り、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。１１月２日（土）には、特産

品などを販売する「はしま 六  幸  市 」を開催します。
ろく さい いち

期　間／１０月下旬～１１月上旬

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

コスモス
羽島市

日　時／１０月１２日（土）・１３日（日）　午前１０時～午後３時３０

分（小雨決行）

会　場／サリオパーク祖父江

内　容／砂の造形展、サンドアート体験、ご当地キャ

ラクターステージ、市民ステージ、竹てっぽうを作っ

てあそぼう、クイズラリー、野鳥写真展、宝さがし

（１２日（土）の午後１時３０分～２時３０分）ほか

※名鉄森上駅から無料シャトルバスを運行

問い合わせ／実行委員会事務局（稲沢市都市整備課内）　

０５８７（３２）１３７２

稲沢サンドフェ スタ稲沢市

なりまちニュースと

※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

このコーナーは市民の皆さんの情報発信の

場です。営利・宗教・政治的なもの、公序

良俗に反するもの、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。

１２月号の締め切りは１０月２５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

約５kmと約１０kmのコースがあり

ます。

日　時／１０月１３日（日）　午前９時

集合（雨天決行）

集合場所／北方町出張所

問い合わせ／実行委員会・渡辺　

０９０（５６０８）３６７７（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）

～北方の見て歩き～

市民病院の院内案内・外来患者

の車椅子の介助などを行うボラ

ンティアを募集します。

日　時／月～金曜日のうち週１

日（祝休日を除く）　 午前９時

～正午

対　象／６５歳以下の女性

申し込み／野村　０９０（７６７５）２９０５

一宮市民病院ボランティアグル ープ

会員を募集市内在住の小学生を対象に開催

します。

日　時／１１月２日（土）　午後１時

～２時

会　場／スポーツ文化センター

定　員／２０人（先着）

申し込み／１０月１０日（木）までに一

宮華道連盟・大井　（４４）３３３４

子ども生け花体験教室

市民が選ぶ市民活動支援制度対象事業

ショートトラック・スピードスケート講習会

日　時／１０月２７日（日）　午前７時３０分～９時３０分

会　場／スケート場　　対　象／小中学生

定　員／３０人（先着）　　受講料／１，０００円（貸靴料を含む）

申し込み／１０月２０日（日）までに申込書をスケート場

問い合わせ／一宮中日スケートクラブ・鈴木　０９０（３１５９）

１２４８

愛知県弁護士会一宮支部

法の日週間記念行事

林家三平さん（落語家）による「笑いと健康」を

テーマにした講演会を行います。

日　時／１０月１９日（土）　午後１時３０分～３時（１時

２０分開場）

会　場／　ービル７階シビックホール

定　員／２００人（先着）

問い合わせ／伊藤　（７２）８１９９

終活セミナー

専門家による終活無料相談会、市高年福祉課職員

などによる講演を行います。申し込み方法など詳

しくは、お尋ねください。

日　時／１１月７日（木）　午後１時３０分～４時３０分

会　場／尾西信用金庫事務センター（篭屋１丁目

５－６）

定　員／１００人（先着）

問い合わせ／尾張活性会事務局・川合　（２４）０２４５
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申し込み対象会場日時催し

１０月９日（水）・１０日（木）に電話で
黒田北子育て支援センター※

１歳児と親で２回とも
参加できる方（抽選２３組）

木曽川体育館１０：１５～１１：１５
１１月１５日（金）

２２日（金）
ママといっしょでいいな
【　ＩＤ　１０３００１３　】

当日直接会場（問い合わせは
黒田北子育て支援センター）

未就園児と親
黒田北
子育て支援センター

１０：００～１１：３０１０月１２日（土）
パパもいっしょに遊ぼっ ！

【　ＩＤ　１０２９８９１　】

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・家族など五城公園１０：３０～１１：００
１０月２日（水）
（雨天中止）

公園へいこ っ ！

【　ＩＤ　１０２９４４４　】

１０月２４日（木）・２５日（金）に電話で
千秋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

１０：００～１１：３０１１月２９日（金）
親子でねんど
【　ＩＤ　１０３００１９　】

１０月１７日（木）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

１１月６日（水）
　　２７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

１１月７日（木）
　　２８日（木）

子ども文化広場図書館
１１月８日（金）
　　２２日（金）

１０月１７日（木）までに電話で
生涯学習課（（８５）７０７４）※
１１月２５日は子どもの入場不可
（託児あり、抽選１７人）

妊婦、０歳児の親・家族
（抽選３０人）
１１月１４・３０日は親子で参加

尾西庁舎
５階会議室Ａ・Ｂ、
６階大ホール

１０：００～１１：３０
１１月１４日（木） 
　　２５日（月）
　　３０日（土）

赤ちゃんセミナー
【　ＩＤ　１０２９２８３　】

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

１０月４日（金） 

あっぷっぷ
【　ＩＤ　１００１２８５　】

千秋・里小牧子育て支援センター１０月８日（火） 

丹陽・黒田北子育て支援センター１０月１６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

こっこ相談こっこ相談室室

生活リズムが整わなくて…

独りで悩まないで、相談を （その他の相談は１９）

相談電話・会場日時相談名

中保健センター
 （７２）１１２１

１０月７日（月）　１３：００～１５：００

育　　児
西保健センター
 （６３）４８３３

１０月７日（月）　１３：００～１５：００

北保健センター
 （８６）１６１１

１０月２１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　８：３０～１７：１５
（１４・２２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
（２２日を除く）

子ども悩みごと
夜間ダイヤル

療育サポートプラザ 
 （６４）６３６２

月～金曜日　９：００～１６：００
（１４・２２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

▼１０月の開場日時（子育ての困りごとに対応。電話相談も可）

　▽中央子育て支援センター（　－ビル５階）＝９：００～

１７：００（７・１５・２１・２３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（１４・２２日を除く）

あっぷっぷ

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

　一日を通した生活リズ

ムをつくるカギは、朝起

きる時間。毎朝、一定の

時間にカーテンを開けて部屋を明るくして起こすこ

とから始めるといいよ。日中は散歩や公園で遊び、

たっぷり活動できるといいね。眠るときはカーテン

を閉めるなど周りの音や明るさに配慮して、子守歌

や絵本で眠りに誘っていくのもいいよ。体力がつい

て脳や体が発達してくると、まとめて眠れるように

なり、生活リズムが整ってくると思うよ。

こっこ相談員の

アドバイス

　１歳１カ月。お昼寝や夜寝るタイミングがバ

ラバラ。どうしたら生活リズムが整うの？



33２０１９（令和元）年１０月　広報一宮

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
１５：００～１６：００

１０日（木）９日（水）８日（火）７日（月）３日（木）２日（水）１日（火）

島村若栗神社
開明小学校 
本神戸酒見神社

宮後野見神社
千秋南小学校
平島公民館 

丹羽公民館 
今伊勢西小学校
奥町前並二公民館

北方青衾社 
丹陽小学校 
浅野公園 

西御堂津島神社
葉栗小学校 
西海戸公民館

子ども文化広場図書館大和南小学校※葉栗公民館時之島いこいの広場奥公民館向山公民館

２３日（水）２１日（月）１８日（金）１７日（木）１６日（水）１５日（火）１１日（金）

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 

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

北方いこいの広場木曽川公民館西成公民館神山公民館今伊勢公民館

３０日（水）２９日（火）２８日（月）２５日（金）２４日（木）

上段はほたる号
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

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

下段はこっこ開明いこいの広場

１０：００～１５：００（※は１４：００まで）１０１２８２３ ＩＤ 

　人生１００年時代の生き方、老い方、死

に方とは。老後を巡る現実と課題（健

康問題、社会保障、在宅医療など）に

ついて、豊富なデータと科学的根拠を

基に解説し、解決策を探る。

鈴木隆雄／著

大修館書店／刊

うれしい　おいしい　はんぶんこ
 宮野聡子／作・絵

ＰＨＰ研究所／刊

超高齢社会のリアル

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

５日（土）１１：００、１９日（土）１５：００（５歳以上）

おはなし会　読み聞かせ

５日（土）・６日（日）・１３日（日）１５：００、２０日（日）１１：００・１５：００、

２４日（木）１０：３０、２６日（土）１１：００・１５：００

外国絵本の読み聞かせ／６日（日）１１：００

おはなし会　紙しばい／１２日（土）・２７日（日）１１：００・１５：００

ＤＶＤアニメ上映会／１４日（祝）１４：００（小学生以下）

おはなし会　ろうどく／１９日（土）１１：００

尾西図書館　（６２）８１９１

（２６日（土）・２７日（日）の通常業務は休み）

おはなし会／５日～２０日の土・日曜日　１４：００

親子で楽しむ会／９日（水）１１：００（未就園児）

たのしいおはなし会　朗読／１２日（土）１１：００

尾西児童図書館　（６９）７４２９

ストーリーテリングの会／２日（水）１５：１０（５歳以上）

子どものつどい　読み聞かせ／１６日（水）１５：１０

玉堂記念木曽川図書館　（８４）２３４６

読み聞かせ会／５日（土）・２６日（土）１１：００

おはなし会／１３日（日）・２７日（日）１４：００

子どもアニメ上映会／１２日（土）１１：００

映画上映会「カンフー・マフィア（字幕版）」

２０日（日）１４：００

子ども文化広場図書館　（２５）１３５０

おはなしひろば／５日（土）・１２日（土）１４：００

はじめのいっぽ／１０日（木）・２４日（木）１０：３０（未就園児）

よむりんの森のおはなし会／１３日（日）１５：００

布絵本であそびましょう／１９日（土）１４：００

ストーリーテリングの会／２６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／８日（火）１０：３０（未就園児）

１０３０６３７ ＩＤ 

１０３０５７０ ＩＤ 

１０２６０２０ ＩＤ 

１０２６０１９ ＩＤ 

１０２５９６９ ＩＤ 

ツイッターでも

 情報を発信中

　「半分どうぞ。仲良しの友達より」。

ケーキをウサギの家に届けに行ったが、

留守だったので、手紙を添えて置いて

帰った、リスの親子。家に戻ってきた

ウサギの家族は、お礼にゼリーを作っ

て、イノシシの家に行き…。

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。。

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００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

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００ １０１０６３１ 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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