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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 



10２０１９（令和元）年１０月　広報一宮

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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【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 




