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11月の行事予定
１３８タワーパーク・オータムフェスタ（～４日／   １０２１１８８ ） ＩＤ 　1
博物館・特集展示コーナー「妙興寺の名宝　妙興寺文書（前期）」（～４日／   １０３０５３５ ） ＩＤ 

博物館・特別展「生誕１２０年記念　佐藤一英展」（～２４日／   １０３０７６７ ） ＩＤ 

もみじまつり（～２４日／   １０１２４６７ ） ＩＤ 

資料館・特別展「公儀御用の象、美濃路をゆく」（～２４日／   １０２８４９０ ） ＩＤ 

美術館・特別展「没後１０年　三岸黄太郎展」（～１２月１日／   １０３０６４４ ） ＩＤ 

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／   １０３０６４４ ） ＩＤ 

汚水適正処理構想　意見募集（～１５日／   １０３０６９２ ） ＩＤ 

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 　2
子どもフェスティバル（～３日／１９㌻）

一宮菊花大会（～１０日／１９㌻）

  －ビル内施設＆センター大集合 ！７（８㌻）　3

博物館・特集展示コーナー「妙興寺の名宝　妙興寺文書（後期）」（～１２月１日／   １０３０５３５ ） ＩＤ 　6

消防音楽隊定期演奏会（８）10

一宮市美術展（～１７日／１８㌻）14

一宮市社会福祉大会（１９㌻）15

本庁舎・木曽川庁舎の学習室の開放（～１７日／１０㌻）16

ツインアーチのメリークリスマス（～１２月２５日／２３㌻）

本庁舎・木曽川庁舎の学習室の開放（～２４日／１０㌻）23

人口と世帯数

　　人口…３８５，１２８（＋　１７）　男…１８８，３００（＋　９１）　女…１９６，８２８（▲　７４）　世帯数…１６１，４３４（＋１４６）　※（　）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 

１０月１日現在 １０００２２７ 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　１２月２日（月）　までに

１０００８７５ ＩＤ 

国　民　健　康　保　険　税（第５期分）
後期高齢者医療保険料（第５期分）
介　　護　　保　　険　　料（第５期分）

午前８時３０分～午後５時１５分市役所の開庁時間

時間延長…７・１４・２１・２８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…２４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

１１月の窓口の時間延長・休日開設 １００９９５６ ＩＤ 



市市長長メメッッセーセージジ
中野正中野正康康市市長長

　空気が乾燥するこの時期は火災が発生しやすくなるこ

とから、１１月９日からの１週間「秋の全国火災予防運動」

が行われます。

　一宮市の火災の発生状況は、平成２８年のノボリ旗など

が燃やされた連続放火（１５件）を除くと年々減少してい

ますが、昨年も４名の尊い命が奪われるなど、火災件数

の減少に比べて死傷者の数は減っておらず、その脅威は

変わっておりません。

火災にそなえる
１０３１４５２ ＩＤ 

火災の状況

消防の体制

一宮市消防本一宮市消防本部部・・一宮消防署本一宮消防署本署署

尾西消防尾西消防署署

木曽川消防木曽川消防署署

八幡消防分八幡消防分署署

消防出張消防出張所所

過去５年間の火災件数・死傷者の推移

平平成成２２６６年年 ２２７７年年 ２２８８年年 ２２９９年年 ３３００年年
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建建物物 車車両両 そのその他他 死者死者数数 負傷者負傷者数数

備しています。昨年度は一宮消防署本署のはしご車を更

新し、本年度も約１億８千万円で尾西消防署のはしご車

を最新式の「３０メートル級先端屈折型はしご車」に更新

する予定です。

消防団の取り組み

これからの季節、「火」に注意

　市内には普段お仕事をされていても「いざ！」という

時に駆けつけてくださる消防団の皆さんが総勢５４１人在

籍し、２５の分団で地域防災を担っていただいています。

　消防団の皆さんは、日ごろから訓練を積み重ねて、消

防操法大会で、その成果を発表したり、消防団観閲式や

年明けの消防出初式でその雄姿を披露されています。

　平成２８年からは簡易デジタル無線を配備して、情報通

信ネットワークも充実させました。

　本年度から順次、電動式のカッターやチェーンソー、

油圧救助器具を整備するので、災害時の救助救出活動に

も対応いただけるようになります。

　消防団員のなり手不足の中、平成３０年から市内在住者

だけでなく、市内に通学する学生も消防団に入れるよう

に制度を見直しました。現在は１３人の学生が入団し活躍

しています。また、女性団員も増えて、現在は９人が在

籍し、女性ならではのきめ細やかな活動が行われていま

す。地域の安心・安全のため活躍される消防団の皆さま

には心から感謝します。

　野焼きは法律により原則禁止されていますが、「農業を

営むためにやむを得ないもの」や「たき火等の日常生活

を営む上で通常行われる軽微なもの」などは例外とされ

ています。

　例外とはいえ、野焼きにより周辺の生活環境が損なわ

れている場合には、現地を確認した上で原因者に野焼き

を控えることや、やむを得ず行う場合でも、その方法・

風向き・時間帯を考慮し、近隣住民への配慮をするよう

指導しています。

　最近では、市の中心部で草を焼却中、その炎が住宅に

燃え移り、住宅が全焼する火災が発生しました。市民の

皆さまには防火の意識を高めていただき、生活用品など

を正しく使い、火の取り扱いに十分に気をつけていただ

くようお願いします。

　一宮市には消防職員が勤務する常備消防の拠点が１２カ

所あります。２４時間体制で消火・救助・救急活動や火災

予防業務などを行い、市民の生命や財産を守っています。

　近年は救急のニーズが増えているため、消防車１台だ

けの配備だった浅井と西成の消防出張所を平成２９年４

月に統合し、消防車２台と新たに救急車１台を配備した

「浅井・西成消防出張所」を開所しました。

　これによって、浅井町連区・西成連区で救急車が病院

に到着するまでの平均時間は２７分４０秒（平成２８年度）か

ら２５分３０秒（平成２９年度）へと２分１０秒短かくなり、救

命率が向上しました。

　また、マンションなどの高層化にも対応するため、は

しご車を一宮消防署本署と尾西消防署にそれぞれ１台配
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市政最前線

　９月定例市議会は、９月２日～２５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（同意を含む）が審議され、２４議案が可決されました。

９９９９９９９９９９９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　２２２２２２２２２２４４４４４４４４４４２４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

１０２８３１８ ＩＤ 

[　水道事業会計　]

◆　西島町５丁目地内ほか

　 配水管改良工事費（継続費分）

[　下水道事業会計　]

◆　本町３丁目地内ほか

　 下水道管改良工事費

一般会計の主な事業費

※これらの事業費に必要な財源として、地方交付税４億２，４５１万１千円、県支出金１億８，１４２万

７千円などを充てます。

一般会計　　６ 億 ８， ６ ９ ５ 万８千円の増額

特別・企業会計　　４ 億 １， ６ ３ ７ 万７千円の増額

合　　計　 １ １  億 　 ３  ３ ３ 万５千円の増額

補正予算の規模 補正後の予算総額

一般会計  １ ，  １４ ５  億        ８ ４６ 万７ 千円 
（前年同期比０．４％の減少→  ）

全　会　計 ２， ３ ６ ９  億 ３， ４ ７６ 万２ 千円 
（前年同期比１．０％の減少→  ）

（令和元～３年度継続費　総額５億７，０００万円）

[　土木費　]　（道路・水路などの費用）

   １ ００  万 円

◆　交通ビッグデータを活用した

　　　　　渋滞対策調査事業費　

   ４４  万 円

◆　名岐道路経済効果共同研究事業費

[　民生費・教育費　]　

◆　いちのみや中央プラザ整備事業関係経費

　　　　　（駐車場整備）

 ８， ５５２ 万 ８ 千円 

令和元・２年度債務負担行為（令和元年度予算は０円）

※工事の施工時期の平準化に努めるために債務負担　

　行為限度額を昨年度より増額

◆　一般単独土木工事費

災害時における道路冠水などの緊急浸水対策や

安全確保のための道路舗装の緊急的な機能回復など

４億  　 　 ５ ００ 万 円

[　諸支出金　]　

◆　財政調整基金積立金

次年度以降の財政支出に備えた積み立て

 ５ 億円　　　　　　　

[　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

　　　　（事業費の増額など）

２億 ２ ， １ ７９ 万 ２ 千円 

１０３０８９９ ＩＤ 

企業会計の主な事業費

３，３００ 万円 １ ，０１ ０ 万円

予算関係

   ３９ 万 ６ 千円 

[　教育費　]　（学校・生涯学習などの費用）

◆　スクールロイヤー制度導入事業費
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ＰｉｃｋｕｐＮｅｗｓ

【問】財政課　（２８）８９６０

平成 ３０ 年度の財財政健全化指政健全化指標標を公表
１０３１０３３ ＩＤ 

▽一宮市消防団条例

▽一宮市手数料条例

▽一宮市印鑑の登録及び証明に関する条例

▽一宮市災害弔慰金の支給等に関する条例

▽一宮市営地下駐車場の駐車料金の徴収に関する条例

▽一宮市水道事業給水条例

▽一宮市簡易水道事業統合条例

▽一宮市下水道条例

改正

　自治体の財政の健全性を表す健全化判断比率と、各公営企業の経営の健全性を表す資金不足比率

からなる、全国統一的な指標です。数値が早期（経営）健全化基準以上になると、計画を作成し健

全化に取り組む必要があります。

財政健全化指標とは…

条例関係

人事案件

教育長の任命

▽高橋信哉さん

全て基準内で健全な財政状況です  ！  

標準的な収入額に対する一般会計の赤字額の割合 赤字なし

３０年度算定値を見てみると…

【 １１．２５％ 】

早期（経営）
　健全化基準

実質赤字比率

４６．１％
標準的な収入額に対する地方公社や出資法人など

を含めた将来負担すべき負債の割合 【 ３５０． ０％ 】将来負担比率

３.４％
標準的な収入額に対する一般会計が実質的に負担

する借入金返済額の割合（３カ年の平均値） 【   ２５． ０％  】実質公債費比率

標準的な収入額に対する特別会計や公営企業会計

を含めた全会計の赤字額の割合 【 １６．２５％ 】連結実質赤字比率 赤字なし

各公営企業の事業規模に対する資金不足の割合 【  ２０．０％ 】資金不足比率 不足なし
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市政最前線 ＰｉｃｋｕｐＮｅｗｓ

【問】政策課１００周年記念事業推進室　（８５）７４３３

「いちばんだいすき。一宮」

Ｃａｔｃｈｐｈｒａｓｅ

１ ０３０５４７ ＩＤ 

年年齢齢、、住住所所、、ププ
ロロ・・アアママ不不問問

！！

１００周年のキャッチフレーズが決定 ！

　７月に開催したワークショップ「１００周年のキャッチフレーズを考えないと！」で

いただいたご意見を基に、市制施行１００周年のキャッチフレーズを決定しました。

一宮が、好きだ。

ちょっと都会でちゃんと田舎なこの街が、好きだ。

名古屋に近くて岐阜にも近いこの場所が、好きだ。

坂道のないまっすぐ広がるこの土地が、好きだ。

ドリンク代だけでおもてなしあふれるモーニングが、好きだ。

日本中に誇れる七夕まつりも、ツインアーチ１３８も、真清田神社も、

そのすべてが、私たちは好きなんだ。

「飛び抜けた１番」はないかもしれない。

でも、それでいい。それでも「あなたにとって１番の場所」に。

一宮市は、１００周年。

これまで以上に市民のみなさまに愛される市をめざし、

魅力を高めつづけていくことを、ここに誓います。

１１００００周周年年ロロゴゴ
ママーーククをを

募募集集ししまますす 
！！

募集内容

次の両方を満たす「一宮市制施行１００周年」の

ロゴマークの図案

①一宮市制施行１００周年「キャッチフレーズ」

と併記され、ポスター・名刺などに使用する

ことを想定したもの

②「いちのみや市１００周年」記念事業基本方針

に沿い、「一宮市」「１００周年」「２０２１年」が

イメージできること

最優秀賞

賞金５０，０００円

応募用紙ダウ
ンロード可

１ ０３０５４８ ＩＤ 

１１月２９日（金）（必着）までに、応募用紙を添付し

た作品を持参または郵送・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



コーディネー
ター

日置雅子さん

（愛知県立大
学名誉教授）
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【問】政策課　（２８）８９５２

　今の私

　　これから
の私

「自分らしく
生きる」ために

、　

　人生の時間
割を

 見直してみま
せんか？　

人生の時間人生の時間割割
～「自分」を自分らしく生きる ！～

【問】子育て支援課　（２８）９０２２

利用申し込みを受け付け

　保護者が仕事などで不在になる小学１～６

年生を対象に、児童クラブの利用申し込みを

受け付けます。

※申込書は１１月１３日（水）から児童クラブで配布。

募集施設は、受付期間にお知らせ。通年利用を

申し込み済みで、入所保留の方へは別途案内

　エアロバイクをこぎながら、タッチパネル

で認知機能向上の簡単な問題を解いていく

「コグニバイク」で、運動をしながら認知症予

防をしませんか。

参加者を募集

児児童童ククララブブ冬休み期間限定の

申し込み方法など詳しくは、

をご確認ください１０１６８４２ ＩＤ 

開所日と開所時間

冬休み期間中の月～土曜日

午前７時３０分～午後７時

（１２月２９日（日）～令和２年１月３日（金）を除く）

男女共同参画セミナー

１１月２９日（金）までに電話・電子申請、または住所・

参加者全員の氏名（ふりがな）・電話番号を記入し

「セミナー」と明記の上、ファクス（（７３）９１２８ ）

※託児あり（先着６人）

市内在住・在勤・在学の１８歳以上の方

対　象

申し込み

内　容

ワークシートでの自己分析と意見交換

先着４０人
　　独身の私

　　　仕事を
している私

　　結婚して
からの私

　　　子育て
中の私

パートナーと
共に生きる私

…

１２月７日（土）　午後１時３０分～３時３０分

本庁舎１４階１４０１大会議室

対　象

市内在住の６０歳以上で、

公共交通機関などで来場

できる方（脳活サイクル

くらぶ経験者を除く）

日　時

①１２月１２日～令和２年３月１２日の木・土曜日

②１２月１３日～令和２年３月１１日の水・金曜日　

午前９時～午後４時３０分の２０分程度

木曽川いこいの広場

会　場
抽選５２人

１１月２５日（月）までに電話で

高年福祉課

申し込み

【問】高年福祉課　（２８）９１５１

脳脳活活ササイイククルルくくららぶぶ ３カ月
コース

市政ニュース

１０１３４３８ ＩＤ 

１０２６４９８ ＩＤ 

受付期間１１月２０日（水）～３０日（土）

月～土曜日の

午前９時３０分～午後５時３０分

月～土曜日の

午後２時～５時３０分

（土曜日閉所の場合あり）

児童クラブ

児 童 館
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市政ニュース

【問】消防本部予防課　（７２）１２８０

火火火火火火火火火火火火火火災災災災災災災災災災災災災災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注注注注注注注注注注注注注注意意意意意意意意意意意意意意をををををををををををををを火災にご注意を ！！！！！！！！！！！！！！！

１０月２５日（金）～１１月６日（水）　木曽川庁舎１階

１１月８日（金）～１９日（火）　　　尾西図書館

１１月２１日（木）～１２月５日（木）　  ービル５階中央図書館

　本格的な寒さを迎えるに当たり、火を使う機会が多くなります。火災を出さないよう、気を付けましょう。　

１１月１４日（木）　午前９時４０分　大和南小学校

【問】消防本部総務課　（７２）１１９４

【問】消防本部通信指令課　（７２）１１９１

１１月１０日（日）　午後１時３０分（１時開場）

一宮市民会館 ※満員の場合は入場制限あり

消消防防音音
楽楽隊隊

定期演奏定期演奏会会

「クセルクセス」「アンダートゥ」

「タービン」「かっせー！パワプロ」

「ニュー・サウンズ・イン・ブラス

野球応援メドレー」　ほか

曲　目

１０１００４７ ＩＤ 

消防総合訓消防総合訓練練

児童防火作児童防火作品品・・消防自動車写生大会の作品を展消防自動車写生大会の作品を展示示　

　放置された枯れ草は小さな火種でも放置された枯れ草は小さな火種でも簡簡

単に火が付き、大きな火災になります単に火が付き、大きな火災になります。。

土地の所有者・管理者は枯れ草を刈　土地の所有者・管理者は枯れ草を刈りり

取り、処分するか土砂などで埋めて、空取り、処分するか土砂などで埋めて、空きき

地の適正な管理を行いましょう地の適正な管理を行いましょう。。

空き地など空き地などのの枯れ草は危枯れ草は危険険

１０００６０７ ＩＤ 

防 火 の 芽　 安 心 支 え る　 地 域 の 目

１１月９日～１５日に「秋の火災予防運動」

いたずいたずらら

　不適切な通報が増えると、いざというときに

緊急車両が出動できず、生命に関わる事態が起

こりかねません。１１９番通報の適正な利用をお願

いします。

緊急性がな緊急性がないい

立浪和義さん
（中日ドラゴンズＯＢ）

ゲスト

今年のテーマ
今 年のテーマはは「熱闘!!アルプス甲子園

「熱闘!! アルプス甲子園」」

いいいいいいいいいいいいいいいいざざざざざざざざざざざざざざざざとととととととととととととととといいいいいいいいいいいいいいいいうううううううううううううううう時時時時時時時時時時時時時時時時ののののののののののののののののたたたたたたたたたたたたたたたためめめめめめめめめめめめめめめめにににににににににににににににに適適適適適適適適適適適適適適適適切切切切切切切切切切切切切切切切いざという時のために適切ななななななななななななななななな１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１９９９９９９９９９９９９９９９９９番番番番番番番番番番番番番番番番通通通通通通通通通通通通通通通通報報報報報報報報報報報報報報報報をををををををををををををををを番通報を

　ービル内施設＆
センター大集合 ！７

１１月３ 日（祝） 午前１０ 時～午後４時

　 ービル開館７周年記念イベント １０３１１９６ ＩＤ 

パトカパトカ
ーー・・白白バ

イの展バイの
展示示

【【問問】】商工観光課　（２８）９１３０

□各施設パネル展示　　ほか

□リサイクル図書の配布

いちぴ
ょん

いちぴ
ょんとと

じゃん
けん合

じゃん
けん合

戦戦

１０２６４４０ ＩＤ 
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　小中学生から１，０６９

点の応募があり、次の

皆さんが入賞しました。

入賞・入選作品は、１０月

２５日（金）～１１月４日（休）

に子ども文化広場図書

館、１１月８日（金）～１７日

（日）に尾西図書館、１１月

２２日（金）～１２月１日（日）

に玉堂記念木曽川図書

館、１２月６日（金）～１５日（日）に  －ビル６階中央

図書館で展示します。　　　　　　　　（敬称略）

▽市長賞　宮川愛美＝写真＝（木曽川中２年）

▽市議会議長賞　山薗藍歌（大志小４年）

▽市教育委員会賞　松原由奈（神山小２年）

　荻巣桃依（木曽川中１年）

▽審査委員特別賞　坂井真優（大志小６年）

　今井るな（尾西第三中３年）

　小中学生・高校生か

ら募集したところ、７７６

点の応募があり、次の

皆さんが最優秀賞に決

まりました。最優秀賞

・優秀賞・入選の作品は、

１１月１２日（火）～１８日（月）

にエコハウス１３８、１１月

２２日（金）～２８日（木）に尾

西図書館、１２月５日（木）

～１２日（木）に玉堂記念木曽川図書館、最優秀賞・

優秀賞の作品は、１０月１９日（土）～２８日（月）にスポ

ーツ文化センター、１０月３１日（木）～１１月７日（木）

に  －ビル５階中央図書館、令和２年２月２３日

（日）に木曽川庁舎で展示します。　　　（敬称略）

▽最優秀賞　岩田結菜（瀬部小１年）加藤友理

（末広小２年）森一喜（三条小３年）宇佐見紗奈

（小信中島小４年）原百花（北方小５年）柳田

莉奈（今伊勢小６年）岡田槻乃（西成中１年）

奥山ひより（南部中２年）原琴乃＝写真＝

（今伊勢中３年）横田瞳（起工業高２年）

　小中学生から１，１１５点の応募があり、次の皆さ

んが入賞しました。　　　　　　　　　（敬称略）

▽特選　夫馬早乃花（浅野小６年）樋田莉子

（今伊勢中３年）

▽入選　中彩音（今伊勢西小６年）野村亮元

（末広小６年）洞口実聖（北方小６年）高橋理奈

（大和中３年） 井結友（尾西第一中３年）

中川日陽（北部中３年）

　小中学生から２，２７８点

の応募があり、次の皆さ

んが入賞しました。

　　　　　　　（敬称略）

▽市長賞　平ひなた＝写

真＝（木曽川中１年）

▽市議会議長賞　平松

　理愛菜（中島小１年）

▽市教育委員会賞

　堀江真由（向山小４年）今井陽茉理（尾西第

二中２年）

▽一宮警察署長賞　河村佳奈（神山小４年）

虐待を防止するには

　親が児童虐待に及ぶ背景には、さまざまな要

因があります。困難や悩みを抱えた親への、地

域の方の理解や援助が児童虐待の防止につなが

ります。

　子育ての悩みは気軽にご相談ください（２６㌻

参照）。市内の保育園でも相談を受け付けます。

「虐待？」と思ったら通報を

　虐待の疑いがある場合は子育て支援課こども

家庭相談室、県一宮児童相談センター（（４５）

１５５８）または児童相談所全国共通ダイヤル（

 １８９ ）へ、至急ご連絡ください。相談内容や情報
いちはやく

源の秘密は守られます。

子ども読書のまち宣言
啓発ポスター　優秀作品が決定

【問】中央図書館　（７２）２３４３　　

  １０３１２３３ ＩＤ 

明るい選挙の啓発ポスター
優秀作品が決定

【問】選挙管理委員会事務局　（２８）８９５８　　

  １０３１２０１ ＩＤ 

いじめ・非行・万引き・暴走行為
防止ポスター　優秀作品が決定

【問】青少年センター　（８４）０００３　　

  １０１６５４５ ＩＤ 

平和を考える作文
優秀作品が決定

【問】福祉課　（２８）９０１５　　

  １０３１１２２ ＩＤ 

児童虐待のない社会を
目指しましょう

【問】子育て支援課こども家庭相談室　（２８）９１４１

  １００１３６４ ＩＤ 
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市政ニュース

日　時／１１月１６日～２４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）

　放置自転車は、駅・バ

ス停周辺、商店街で歩行

者などの通行を遮ったり、

街の美観を損ねたりして

います。周辺住民の方に

も大変な迷惑を掛けてい

ます。駐輪場や預かり所

を利用しましょう。

一宮駅周辺は終日放置禁止

　一宮駅周辺は、自転車・原動機付自転車（５０

㏄以下）の放置禁止区域に指定されています。

この区域に自転車などを放置すると撤去され、

返還には次の手数料が必要です。

▽自転車＝１，０００円

▽バイク（５０㏄以下）＝２，０００円

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／１１月１日（金）～２９日（金）（必着）に応募用

紙を持参または郵送

　代表候補選手が次の皆

さんに決まりました。大

会は１２月７日（土）に愛・地

球博記念公園（長久手市）

で開催されます。

　　　　　　　（敬称略）

▽小学生男子　松本正悟　神藏奏心

▽小学生女子　岩田留依　中田朱音

▽中学生男子　豊田雄大　國居寛大

▽中学生女子　石田莉子　入山ひなの

▽ジュニア男子　柏木那央　鵜飼雄矢

▽ジュニア女子　小田木陽和　坂川恋露

▽一般男子　鵜飼涼矢　川島颯太

▽一般女子　坂川真由美　浅井瑞貴

▽４０歳以上　榎木伴成　村瀬正則

▽監督　大竹幹雄

▽コーチ　八代政彦

　令和２年４月から３年間、  －ビル３階にあ

る市民活動支援センターの運営業務を行う法人

・団体を募集します。応募方法など詳しくは、

 １０３１０１７をご確認ください。

公募説明会を開催

日　時／１１月２７日（水）　午後２時～４時

会　場／  －ビル３階市民活動支援センター

入札日時／１１月２８日（木）　午前１０時

入札会場／本庁舎５階５０４会議室

内　容／宅地４８３．７８（北今字再鳥三１０番１、

市街化調整区域・線引き前宅地、宅地

利用の土地利用条件付き）

申し込み／１１月１日（金）～２６日（火）に、本庁舎管財

課（土・日曜日、祝休日を除く）。必要

書類など詳しくは、お尋ねください。

 ＩＤ 

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 

やめよう放置自転車

　【問】交通政策課　（２８）８９５５　　

  １０１６５４２ ＩＤ 

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 

愛知万博メモリアル

愛知県市町村対抗駅伝競走大会

市代表候補選手が決定

　【問】スポーツ課　（８５）７０７８　　

  １０３１２３１ ＩＤ 

市民活動支援センター
運営業務受託者を募集

【問】市民活動支援センター　（２３）８８８３　　

市有地を入札で売り払い

　【問】管財課　（２８）８９６１　　

  １０１６６０５ ＩＤ 
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　「転ばぬ先の健脚のススメ」をテーマに募集し

たところ、全国から１，０２５点の応募がありました。

主な入選作品は次のとおりです。　　　（敬称略）

最優秀賞

▽歩く距離　伸ばして延びる　我が寿命

　武藤哲（東京都調布市）

優秀賞

▽よく歩き　転ばぬ先に　長寿あり

　今泉瑞穂（大阪府枚方市）

▽覚悟決め　免許返納　歩き旅

　小山文夫（あずら２丁目）

▽会話して　歩く夫婦の　長寿道

　大熊和也（福岡県うきは市）

　非課税者向けのプレミアム付商品券引換券の

交付申請期限は１１月３０日（土）です。申請期限後は

受け付けできませんので、交付を希望する方は

忘れずに申請してください。申請方法など詳し

くは、専用ウェブサイト（ https://ichinomiya-

shouhinken.com ）を確認、または商品券利用者

向けコールセンターにお尋ねください。

日　時／１１月２１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／１１月１日（金）～１９日（火）に電話で商工観

光課

対　象／看護小規模多機能型居宅介護を提供で

きる事業者

申し込み／１１月１日（金）～１２月２０日（金）に、応募書

類を本庁舎介護保険課。応募書類は介

護保険課でも配布

対　象／介護付有料老人ホーム（混合型特定施

設入居者生活介護）を整備し、サービ

スを提供できる事業者

申し込み／１１月１日（金）～１２月２０日（金）に、応募書

類を本庁舎介護保険課。応募書類は介

護保険課でも配布

　年末調整や確定申告などで国民年金保険料を

社会保険料控除として申告する場合、納付額を

証明する書類が必要です。日本年金機構では、

国民年金保険料の納付額を証明する控除証明書

のハガキを１１月上旬に送付します。１０月以降に

保険料を納付し始めた方には、令和２年２月上

旬に送付します。詳しくは、一宮年金事務所

（（４５）１４１８）へお尋ねください。

　付加年金は、国民年金保険料を自分で納めて

いる第１号被保険者が、月額４００円を上乗せし、

年金受給額を増やすことができる制度です（国

民年金基金加入者を除く）。納付した月数に２００

円を掛けた金額が、老齢基礎年金に加算されま

す。

申し込み／認め印・年金手帳・本人確認書類を持参

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、出張所

市民税が非課税の方へ

プレミアム付商品券の引換券
交付申請は１１月３０日までに

　【問】商工観光課　（２８）９１３０　　

  １０２８９９９ ＩＤ 

弁護士による
多重債務無料相談会

【問】商工観光課　（２８）９１４８　　

  １０２１１６０ ＩＤ 

介護予防川柳　入選作品が決定

　【問】高年福祉課　（２８）９１５１　　

  １０２１３９４ ＩＤ 

介護保険地域密着型サービス
事業者を募集

【問】介護保険課　（８５）７０１７　　

  １０３０９６１　応募書類ダウンロード可 ＩＤ 

介護付有料老人ホーム
整備事業者を募集

【問】介護保険課　（８５）７０１７　　

  １０３０９８８　応募書類ダウンロード可 ＩＤ 

国民年金保険料の
控除証明書を送付

【問】保険年金課　（２８）９０１４　　

  １０００８３０ ＩＤ 

国民年金付加年金のご利用を

　【問】保険年金課　（２８）９０１４　　

  １０００８４９ ＩＤ 

商品券利用者向けコールセンター

０５２（３８０）７０３３

プレミアム付商品券事業

専用ウェブサイト

（月～金曜日の午前９時～午後５時。祝休日を除く）
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市政ニュース

【問】教育文化部総務課　（８５）７０７０

　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

　市民の皆さんへの間接的な影響として、まちづくり全体に関わる

下記のようなメリットが挙げられます。

特色あるまちづくりの推進

▼市独自の基準が制定可能になるなど、より広い分野で地域の実情に合わせた

まちづくりが進められるようになります。

第５回 中核市のメリット（２）

【問】中核市移行推進課　（８５）７００３

▼尾張地域の拠点都市として、市の存在感や知名度が上がり、観光面での誘客や

企業誘致の活性化などの効果が期待できます。

都市としてのイメージアップ

例えば… 屋外広告物の

許可基準

飲食店の

衛生管理基準

保育所、特別養護老人ホームの

設備・運営基準

小中学校の

教職員研修

【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 ５５６６

　５月には「木曽川ウォーキング大会」を開催

しました。従来は子ども会の主催で行っていま

したが、今回は、幼児から高齢者までの三世代

が参加できるウォーキング大会として計画し、

学校外活動推進委員会の主催、公民館魅力部・

体育レクリエーション部の協賛により開催しま

した。爽やかな風が吹き、ウグイスの鳴き声が

聞こえる河川敷遊歩道のウォーキングには、総

勢２２０人が参加し、事故もなく盛況のうちに終え

ることができました。

～起連区編～
　起連区地域づくり協議会が発足して、今年度

で７年目を迎えました。災害時に備えての防災

訓練や、安心・安全な地域づくりを目指し、活

動を続けています。

　今年度は、起小学校のご協力により、従来か

ら設置してあった消防器具庫の横に、新たに起

連区の防災倉庫を設置しました。この防災倉庫

には、地域で確保しておきたい備品を収納し、

いざというときに起連区独自の判断で使用でき

る防災用品を収納するスペースを確保しました。

今回は必要最低限の購入でしたが、順次、資機

材を拡充していきます。連区の防災訓練などで

地域住民の皆さんに、これらの資機材の使用方

法を習熟してもらい、地域の防災意識を高めて

いきたいと思います。

▲

新
た
に
設
置
し
た

防
災
倉
庫



13２０１９（令和元）年１１月　広報一宮

【問】博物館　（４６）３２１５

いちのみや　あれこれ ～萩原遺跡群と佐藤 一  英 ～
いち えい

　名神高速道路などの開発工事が盛んに行わ

れていた１９６０（昭和３５）年ごろ、市内各地で

遺跡の発掘調査が行われていました。中でも

萩原町周辺の地域は、弥生時代から古墳時代

にかけての遺跡が多く発掘され「萩原遺跡群」

と称されました。その中の一つ、尾張病院山

中遺跡（萩原町富田方、大和町苅安賀）から

はパレススタイル土器が多数出土し、研究上

大きな意義を与えました。写真は、萩原町出

身の詩人･佐藤一英と、新編一宮市史の編さん

に携わった名古屋大学の考古学者･澄田正一

が、出土した土器を観察しているときのもの

です。

　一英は、尾張地方を含む北緯３５度線周辺の

温帯性照葉樹林帯で、古くから 樫 の木を利用
かし

した農耕文化が築かれてきたとする「樫の木

文化論」を唱えました。昔の人々の暮らしに

関心があった一英は、澄田が行っていた九合

洞窟遺跡（岐阜県山県市）の発掘現場を訪れ、

その様子をスケッチするとともに８編の四行

詩を作っています。　澄田も一英の伊勢湾や

尾張地方を中心とした文化論に関心を寄せて

いました。

　１９６２（昭和３７）年には、南木戸遺跡（萩原

町河田方）から

スギやカシなど

でできた木製品

が多く出土し、

一英は樫の木を

中心とした詩的

世界をさらに広

げました。
▲土器を観察する佐藤一英
（左端）と澄田正一（右端）

みんなで意識しみんなで意識してて
きれいなごみ集積場所きれいなごみ集積場所をを

環境センター
ニュース

１０１４６９３ ＩＤ 

【問】環境センター　（４５）７００４

皆さんのご協力をお願いします

　ごみ集積場所をきれいに維持することで、

気持ちよく使用することができます。

　ルールを守ってごみを出し、

カラスやネコによる生ごみ荒

らしを防ぎましょう。

▼　ごみ出しは、指定された収集日の当日、

午前８時３０分までに

　前日の夜間にごみ出しを行うと、ごみ

の散乱被害を受けやすくなります。

▼　カラス除けネットには重しで押さえを

　ペットボトルに水を入れて、ネットの

裾に縛るのがおすすめです。重しができ

ない場合は、ごみ袋をネットで包み込む

ようにしましょう。

▼　カラス除けネットは低い位置に固定を

　ネットを上の方で固定すると、前方を

重しで押さえても、後ろと横に隙間がで

きてしまいます。

生ごみ荒らしの対策のポイント

カラス・ネコに
よる
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【問】商工観光課　（２８）９１４８

　ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）をご存じですか。２０１５

年に国連で採択された、持続可能な開発のための行動計

画のことで「貧困をなくそう」「つくる責任つかう責任」な

ど国際社会に共通する１７の目標です。　

　例えば消費生活の中で、値段や品質に目を向けるだけ

でなく「この商品はどこで生まれ、どのように運ばれ、

使い終わった後はどこに行くのか」という「ライフサイ

クル」に注目してみましょう。環境への負荷が少ないエ

コマーク付きの商品を選んだり、無駄のない消費生活を

心掛けたりすることが、大きな一歩につながります。　

　持続可能な未来を選択するために、まずは自分ででき

ることから始めてみませんか。

未未未未未未未未未未来来来来来来来来来来をををををををををを選選選選選選選選選選択択択択択択択択択択ししししししししししよよよよよよよよよようううううううううう未来を選択しよう ！！！！！！！！！！！

～～～～～～～～～～～ＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＳＤＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓ～～～～～～～～～～～

【問】市民協働課　（２８）８６７１

（　）内は前年対比。※は７月末現在

市内の犯罪・事故（８月末現在）

交通事故

人　数件　数区　分

２（▲　２）２（▲　　２）死　亡

２０（▲　１６）　２０（▲　１６）重　傷

１，２６６（▲４０７）１，０６８（▲３４５）軽　傷

１，２８８（▲４２５）１，０９０（▲３６３）計

主な重点犯罪

件　数区　分

１，４９６（▲１１２）刑　法　犯

１６２（▲　３１）侵　入　盗

〔９４（▲３７）〕〔うち住宅対象〕

１７０（▲　３３）自動車関連窃盗

１５（▲　１）特殊詐欺※
　市内で警察官をかたった特殊詐欺の前兆電話

がかかってきています。

　警察官を装い「逮捕した詐欺犯の名簿にあな

たの個人情報があり、お金を引き出されてしま

う。キャッシュカード保管の手続きに職員（金

融庁など）を自宅に行かせる。」などと電話があ

ります。その後、職員に成り済ました者が来て、

巧みに暗証番号を入手し、キャッシュカードを

だまし取るものです。

　不審な電話を受けたら、警察や家族に相談す

るほか、詐欺犯と直接会話しなくても済むよう、

留守番電話に常時設定し

ておくことも効果的です。

また他人にキャッシュカ

ードを渡したり、暗証番

号を伝えたりしないでく

ださい。

特殊詐欺の電話にご注意を特殊詐欺の電話にご注意を ！！

　お子さんがインターネットでどのような交流をし

ているか知っていますか？

　今年の夏休みには、市内の小学生がインターネッ

トで知り合った男の自宅に家出するという事件が発

生し、男を未成年者誘拐で逮捕しました。

　インターネットは誰とでもつながることができる

ため、犯罪に巻き込まれる危険性が潜んでいます。

有害情報を遮断するフィルタリングを活用したり、

家庭でルールを作ったりするなど、お子さんが犯罪

に巻き込まれないよう注意しましょう。

【問】一宮警察署　（２４）０１１０

▲一宮警察署
　防犯キャラクター
　ＬＯＣＫＥＹ

～～インターネットの危インターネットの危険険からから

子どもを守ろう　　　　　　子どもを守ろう～～

子供の犯罪被害撲子供の犯罪被害撲滅滅

◎防犯・交通安全指導員を募集中 ！（２０参照）
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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

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。

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２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

１１月１１日（月）の午前９時から

電話で市民総合相談室

（（７３）４３６３）

※１１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 

１０３１１４２ ＩＤ 
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

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

（１・８・１５・２２日の午後、

４日を除く）

市民総合

生
活
・
市
政

思いやり会館３階

 （７３）４３６３

６日（水）・２０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

（４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

３日（祝）　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

（４日を除く）
消費生活

思いやり会館３階

５日（火）・１９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
１３日（水）　１３：００～１６：００人　　権

思いやり会館３階２１日（木）　１３：００～１６：００
行政書士の

許認可手続

オリナス一宮３階

８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

（４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

（２３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

（２３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

本庁舎２階生活福祉課

 （２８）９１４５

月～金曜日　８：３０～１７：１５

（４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

（４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

８日（金）・２２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

（４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

（４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

（４日を除く）

精神障害者

家 族

思いやり会館３階１８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２０日（水）　１３：００～１６：００

思いやり会館３階２８日（木）　１３：００～１６：００

登　　記

尾西庁舎４階２０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

１６日（土）　９：３０～１２：３０
登　記　・

境界問題

思いやり会館３階１２日（火）　１３：００～１６：００建築・地震



日　時／①１２月１４

日（土）②２１日（土）　

午前９時３０分～１１

時３０分

会　場／木曽川庁

舎３階第２研修室

対　象／市内の小

学１・２年生

定　員／各２４人（抽選）

受講料／各１，０００円（材料費）

申し込み／１１月１２日（火）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・希望日を記入

し「キッズチャレンジ」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／①１１月２１日（木）　正午～午

後３時３０分②２９日（金）　午前１０時～

午後１時③１２月３日（火）　午後１時

１５分～４時

会　場／①泰玄会病院（東五城）②

地域包括支援センターやすらぎ（奥

町）③萩の里特別養護老人ホーム（萩

原町）

対　象／家庭で介護している方

内　容／介護者同士の交流と①演習

「介護者サポート教室　転倒からの

復活～転んだあとの健康づくり～」

②講義「高齢者の健康寿命を延ばす

食生活」③演習「家庭介護を担う人

のためのリフレッシュ講座～心と体

をスッキリ！～」

定　員／①②各３０人③４０人（抽選）

受講料／①３００円②２００円（昼食代）

③無料

申し込み／①は１１月１５日（金）までに電

話で地域包括支援センター泰玄会

（（６１）８２７３）、②は１１月２２日（金）まで

に電話で地域包括支援センターやす

らぎ（（６１）３３５０）、③は１２月２日（月）

までに電話で地域包括支援センター

萩の里（（６７）３６３３）

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

日　時／１２月１日（日）・８日（日）　午

後１時３０分～３時

会　場／歴史民俗資料館

対　象／市内在住・在勤・在学で２

回とも参加できる方（古文書講読の

未経験者も可）

内　容／江戸時代に発生した 飢  饉 に
き きん

関する古文書の講読

定　員／３２人（抽選）

受講料／２００円

申し込み／１１月１０日（日）（必着）までに

郵便番号・住所（在勤・在学は勤務

先・学校所在地）・氏名（ふりがな）

・年齢・電話番号を記入し「古文書

で読む日本の大事件」と明記の上、

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

問い合わせ／尾西歴史民俗資料館　

（６２）９７１１

日　時／１１月２７日（水）　午後１時～

３時３０分（形成だけ）

会　場／朝日西つどいの里

対　象／市内在住・在勤・在学の方

定　員／１５人（抽選）

受講料／５００円（材料費）

申し込み／１１月８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／１１月３０日（土）、１２月１４日（土）

・２１日（土）　午前１０時～１１時３０分

会　場／尾西庁舎５階会議室Ａ・Ｂ

対　象／市内在住・在勤・在学の１８

歳以上の方（高校生を除く）

演　題／「生物の行動・進化を学ぼ

う」

講　師／依田憲さん（名古屋大学大

学院教授）

定　員／３０人（抽選）

申し込み／１１月１２日（火）までに電話ま

たは電子申請

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

日　時／①１２月６日（金）②１３日（金）　

午後２時～４時

会　場／本庁舎１１階１１０２会議室

対　象／①外国人の方に日本語を教

える活動に興味がある方②日本語を

教えた経験のある方

内　容／①入門編②実践編

定　員／各３０人（抽選）

申し込み／１１月２２日（金）（必着）までに

電話、または住所・氏名（ふりがな）

・電話番号・希望日を記入し「日本

語の教え方セミナー」と明記の上、

ハガキ・ファクス・電子メール（〒

４９１－８５０１　本庁舎国際交流協会、

（７３）９２１３、 kokusai@city.ichinomiy

a.lg.jp ）

問い合わせ／国際交流協会（生涯学習課

内）　（８５）７０７６

日　時／①１２月３日（火）②５日（木）③

１５日（日）　午前１０時～１１時３０分（③は

１１時まで）

会　場／尾西庁舎５階会議室Ａほか

対　象／市内在住の未就学児の保護

者（③は親子で参加）

内　容／①「子どもに寄り添う子育

て」②「子どもの目線でとらえる事

故防止」③「親子で楽しむ絵本ケア

コンサート～みんなのクリスマス

～」

定　員／３０人（抽選）

申し込み／１１月２０日（水）までに電話ま

たは電子申請

※託児あり（１歳６カ月～３歳児、

抽選で１８人、要予約）

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

日　時／１１月２３日（祝）　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

16２０１９（令和元）年１１月　広報一宮

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

教室講座

キッズチャレンジ

お菓子の家を作ろう ！

   １０３０８６３ ＩＤ 

教
室
講
座

ス
ポ
ー
ツ

催
し
も
の

募

集

そ
の
他

家庭介護のための
ハートフルケアセミナー
   １０１３４６９ ＩＤ 

古文書で読む
日本の大事件
   １０２８５０４ ＩＤ 

陶芸体験
「 干  支 の置物」を作ろう

え と

   １０２６５１６ ＩＤ 

成人教養講座
   １０３１１０８ ＩＤ 

日本語の教え方セミナー
   １０３１１２０ ＩＤ 

幼児期家庭教育セミナー
   １０１３８８５ ＩＤ 

親子自然工作教室
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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

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
１１月７日（木）までに参加料を持参の
上、本庁舎スポーツ協会

１組２，０００円高校生以上市 テ ニ ス 場１１月２４日（日）
テ ニ ス
（ミックスダブルス）

１１月１日（金）～８日（金）に参加料を
持参の上、本庁舎スポーツ協会
（先着６０人）

１人１，０００円
（１８歳以下５００円）

－
い ち の み や
中 央 プ ラ ザ
尾西信金アリーナ

１２月８日（日）
イ ン ド ア
ア ー チ ェ リ ー

１１月２９日（金）までに本庁舎スポーツ
協会

無料小学生以上
総 合 体 育 館
い ち い 信 金
ア リ ー ナ Ａ

１２月１５日（日）柔 道

１１月３０日（土）の午後７時３０分に
参加料を持参の上、木曽川体育館
（代表者会議を開催）

１チーム２，０００円－
い ち の み や
中 央 プ ラ ザ
尾西信金アリーナ

１２月１５日（日）ソフトバレーボール

＊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
１１月１日（金）～１２月１０日（火）に
いちい信金スポーツセンター
（先着２４組）

１組３，０００円
１８歳以上で
初級・中級の女性
（高校生を除く）

い ち い 信 金
ス ポ ー ツ
セ ン タ ー

１２月１０日（火）
レディースレギュラー
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 大 会

日　時／１２月６日（金）　午前１０時～

午後１時

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／ローストポークのパイナッ

プルソースがけほか

定　員／２４人（抽選）

受講料／１，５００円（教材費を含む）

申し込み／１１月２５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／１１月２４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／１１月２４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／１２月６日～令和２年２月２１

日の金曜日　午前１０時～１１時３０分

（６回）

会　場／尾西庁舎２階会議室Ｇ

対　象／市内在住で１～３歳児を持

つ親

演　題／「楽しい親子関係作りのプ

ログラム」

定　員／１０組（抽選）

申し込み／１１月６日（水）・７日（木）に電

話または電子申請

※託児あり（要予約）

問い合わせ／中央子育て支援センター　

（８５）７０２６

日　時／①１１月２４日（日）②３０日（土）　

午後１時～４時

会　場／①木曽川消防署②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／各３０人（先着）

申し込み／１１月１日（金）～１５日（金）に電

話で一宮消防署（１０人以上の団体は

随時開催）

※②は新生児～小児を救命対象とし

た内容

問い合わせ／一宮消防署　（７２）１１０３

日　時／１１月２９日（金）　午後１時～

４時３０分

会　場／尾西庁舎２階会議室Ｇ

対　象／市内在住の２０歳以上で、援

助会員・両方会員として入会を希望

する方

内　容／子どもの発育・発達、心肺

蘇生法を学ぶ

申し込み／電話でいちのみやファミリ

ー・サポート・センター（中央子育

て支援センター内）

※託児あり（要予約）

問い合わせ／いちのみやファミリー・サ

ポート・センター　（２８）９７７２

日　時／１１月２２日（金）　午前１０時～

正午

会　場／一宮保健所

対　象／こころの病を持つ方の家族

内　容／小森正樹さん（上林記念病

院精神保健福祉士）による講演「当

事者の力を知り、コミュニケーショ

ンについて考えよう！」

定　員／３０人（先着）

申し込み／１１月１日（金）～２０日（水）に電

話で一宮保健所

問い合わせ／県一宮保健所　（７２）０３２１

冬のおもてなし
クッキング教室
   １０１２７９２ ＩＤ 

育児講座
   １０３０５２１ ＩＤ 

市民俳句教室
   １０１８０１３ ＩＤ 

市民川柳教室
   １０１８０１４ ＩＤ 

ファミリー・サポート
事業講習会
   １０３０５２０ ＩＤ 

こころの病を持つ方の
家族教室

普通救命講習
   １０００４９９ ＩＤ 



日　時／１２月２９日

（日）～３１日（火）

会　場／池の平温

泉スキー場（新潟

県妙高市）

対　象／市内在住

・在勤・在学の小学生以上の方（小

学１～３年生は保護者同伴）

定　員／４０人（先着）

参加料／５３，０００円（小中学生は

４９，０００円）

申し込み／１１月７日（木）の午後７時３０

分～８時３０分に申込書・参加料を持

参の上、一宮市民会館。申込書は出

張所などで配布

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８

日　時／①令和２年１月１２日～３月

１５日の日曜日　午後１時３０分～２時

３０分②１月１６日～３月１９日の木曜日　

午後６時３０分～７時３０分（各１０回）

会　場／いちい信金スポーツセンタ

ー（県一宮総合運動場）

対　象／高校生以上の方

定　員／各１０人（先着）

受講料／各６，５００円

申し込み／１１月１７日（日）の午前１０時か

ら直接いちい信金スポーツセンター

問い合わせ／いちい信金スポーツセンタ

ー　（７７）０５００

日　時／１２月８日（日）　午前１０時～

午後４時

会　場／ －ビル５・６階中央図書

館

対　象／市内在住・在学の中学・高

校生

定　員／５人（抽選）

申し込み／１１月１日（金）～１７日（日）に電

話で中央図書館（５日（火）を除く）

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

日　時／１２月７日（土）　午後１時３０

分～３時

会　場／三岸節子記念美術館

対　象／年少～小学生（小学３年生

以下は保護者同伴）

内　容／大きな空き缶を布や紙で飾

って、太鼓を作る

定　員／２０人（抽選）

参加料／３００円（材料費）

申し込み／１１月２３日（祝）（必着）までに

電話、または郵便番号・住所・氏名（ふ

りがな）・学年・保護者名・電話番

号を記入し「空き缶太鼓」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.ichinom

iya.lg.jp ）

問い合わせ／三岸節子記念美術館　

（６３）２８９２

日　時／１２月７日（土）　午後２時３０

分～３時

定　員／４０人（先着）

問い合わせ／三岸節子記念美術館　

（６３）２８９２

日　時／１１月３０日（土）～１２月１５日（日）　

午前９時３０分～午後５時（１５日は４

時３０分まで。入館は閉館の３０分前ま

で）

会　場／博物館

内　容／第７７回一宮市美術展依頼出

品者、一宮美術作家協会・一宮書道

協会・一宮写真協会の推薦を受けた

作家の作品、第７７回一宮市美術展市

長賞受賞作品を展示

観覧料／大人２００円、高・大学生１００

円、中学生以下無料（市外の小中学

生は５０円）。１１月２９日（金）まで前売り

の販売あり

休館日／月曜日

問い合わせ／博物館　（４６）３２１５

日　時／１１月２５日（月）　午前９時～

１１時

会　場／尾西庁舎４階会議室

対　象／市内在住・在勤・在学で障

害者手帳を持つ方、または要介護１

・２の認定を受けている方など

定　員／３５人（先着）

申し込み／１１月１１日（月）～２１日（木）に電

話で社会福祉協議会尾西支部

問い合わせ／社会福祉協議会尾西支部　

（６３）４８００
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カラフルもようの
空き缶太鼓をつくろう ！

   １０３１１１８ ＩＤ 一宮スキー学校

中高生一日図書館員体験
   １０２５９７０ ＩＤ 
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生涯学習課　（８５）７０７５

一宮市美術展
スポーツ文化センター 午前９時３０分～午後５時

（１５日は７時まで、１７日は４時３０分まで）

１１月１４日（木）～１７日（日）

洋　画 ▼１５日（金）の午後５時３０分

１７日（日）の午後２時

彫刻・立体 ▼１７日（日）の午後１時

工　芸 ▼１４日（木）の午前１０時

デザイン ▼１７日（日）の午後１時３０分

　書　 ▼１５日（金）の午後５時５０分

１６日（土）の午後２時

写　真 ▼１５日（金）の午後６時１０分

１７日（日）の午後２時

日本画 ▼１７日（日）の午前１１時

１０３１１９２ ＩＤ 種 目 別解説

スポーツ

初めてのヨガ教室

催しもの

世界の音・色を楽しむ
クリスマスコンサート
   １０３１１１９ ＩＤ 

一宮市現代作家
美術秀選展
   １０３０９９０ ＩＤ 

美容ボランティアによる
ヘアカット
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日　時／１１月２日（土）～１０日（日）　午

前９時３０分～午後５時（２日は午前

１０時から）

会　場／国営木曽三川公園１３８タワ

ーパーク

※即売会あり（なくなり次第終了）。

先着１００人にキクをプレゼント

問い合わせ／観光協会（商工観光課内）　

（２８）９１３１

日　時／１１月１日（金）・２日（土）　午

前１０時～午後５時

会　場／名鉄百貨店一宮店正面玄関

前

問い合わせ／観光協会（商工観光課内）　

（２８）９１３１

日　時／１１月１９日（火）・２０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／①１１月８日（金）　午前１０時

～午後３時②１２日（火）　午前９時～

午後１時

会　場／①市民病院②木曽川市民病

院

内　容／糖尿病における栄養・生活・

薬・検査・予防などの相談、講話、

血糖測定

問い合わせ／市民病院　（７１）１９１１、木

曽川市民病院　（８６）２１７３

日　時／１２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／１1月３日

（祝）　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。豚汁の振る舞い（午前

６時３０分、７００食限定）

問い合わせ／一宮地方総合卸売市場　

（４４）１１１９

日　時／１１月１５日（金）　午後１時３０

分～３時５０分

会　場／一宮市民会館

内　容／社会福祉事業功労者の表彰、

伊藤真波さん（日本初の義手の看護

師）による講演「あきらめない心」・

バイオリンの演奏も披露

問い合わせ／福祉課　（２８）９０１５

日　時／１１月１７日（日）　午前１０時～

正午

会　場／１３８タワーパーク

内　容／「紅葉、黄葉。葉を落とす

木、落とさない木」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／１１月５日（火）から電話で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

←イベントカレンダーはこちら 情報ＢＯＸ
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１０３１０２１ ＩＤ 

１１月２日（土）・３日（祝）　午前１０ 時～午後３時

子ども文化広場図書館　（２５）１３５０

子どもフェスティバル
子ども文化広場図書館

■ストーリーテリングのお部屋（４歳以下は保護者同伴）

　①午前１０時３０分②午後１時３０分（②は５歳以上の方が対象）

■リサイクル本の配布（なくなり次第終了）

　午前１０時～午後３時

■折り紙のお部屋　午前１０時～午後３時

▼３日（祝）　

■絵本のお部屋　

　午前１０時３０分～１１時３０分、午後１時３０分～２時３０分

■アニメ映画のお部屋　午前１０時～正午、午後１時～３時

■布絵本のお部屋　午前１０時～午後３時

▼２日（土）　

■図書館探検

入門編　２日の午前１１時３５分、３日の午前１０時

※定員各１０人（先着）

閉架編　２日の午前１１時、３日の午前１１時３５分

※定員各７人（先着）。小学３～６年生

が対象

▼両日開催　

一宮菊花大会
   １０３１２３０ ＩＤ 

いちのみや物産展
   １０３１０８６ ＩＤ 

世界糖尿病デー　イベント

日曜新鮮市

一宮市社会福祉大会
   １０１６６２３ ＩＤ 

もくパラ自然 楽  講 
がっ こう

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

福祉マルシェ
 ｉ ・愛・ 逢 マーケット

あい

   １０３０９５２ 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

　国税庁では、毎年１1月１1日～１７日

を「税を考える週間」としています。

今年のテーマは「くらしを支える税」

です。

日　時／１1月１２日（火）～１５日（金）　午

前１０時～午後９時（１５日は４時まで）

会　場／ －ビル３階シビックテラ

ス

内　容／小中学生の習字・作文を展

示

問い合わせ／一宮税務署　（７２）４３3１

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

申し込み／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

職　種／①看護補助員②理学療法士

応募資格／昭和３５年４月２日以降生ま

れの方（②は資格が必要）

選考方法／面接

採用人数／①１人②３人

申し込み／１１月２０日（水）（必着）までに

写真を貼った履歴書と②は理学療法

士の免許証の写しを持参または郵送

（〒４９３－０００１　木曽川町黒田字北野

黒１６５　木曽川市民病院業務課）

問い合わせ／木曽川市民病院業務課　

（８６）２１７３

応募資格／昭和２９年４月２日以降生ま

れで保育士の資格がある方

勤務内容／小学校などでの交通安全指

導・防犯教室、高齢者宅訪問ほか

勤務日時／月～金曜日　午前９時～午

後３時（祝休日、年末年始を除く）

選考方法／面接

採用人数／１人

時　給／１，１３０円

申し込み／１１月２２日（金）（必着）までに

写真を貼った履歴書と保育士証の写

しを持参または郵送（〒４９１－８５０１　

本庁舎市民協働課）

問い合わせ／市民協働課　（２８）８６７１

応募資格／県内在

住・在勤・在学

の１５歳以上の方

（中学生を除く）

部　門／①日本

画（水墨画を含

む）②洋画（水

彩画・パステル

画・版画を含む）③工芸④彫刻⑤書

（てん刻・刻字を含む）

※作品の規格・形態など詳しくは、

開催要項を確認

出品点数／１点（未発表作品）

出品料／４，５００円（高・大学生は２，０００

円）

応募方法／１１月１１日（月）～２２日（金）に６３

円切手を貼った申込書・出品料を持

参の上、本庁舎生涯学習課。開催要

項・申込書は生涯学習課で配布

搬　入／１２月１８日（水）の午前８時３０

分～正午に生涯学習課

※美術展は１２月２４日（火）～令和２年

１月５日（日）に愛知芸術文化セン

ター（名古屋市）で開催（休館日

を除く）

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

応募資格／昭和４４年４月１日～平成１３

年３月３１日生まれの方

勤務内容／小学校団体見学の補助・案

内

勤務日時／令和２年１月１１日（土）～３

月８日（日）　午前９時～午後３時（月

７日程度。小学校団体見学のある平

日、シフト制）

選考方法／書類選考・面接

採用人数／３人

時　給／９３０円

申し込み／１１月２６日（火）（必着）までに

写真を貼った履歴書を持参または郵

送（〒４９１－０９２２　大和町妙興寺２３９０　

博物館）

問い合わせ／博物館　（４６）３２１５

応募資格／昭和３０年４月２日以降生ま

れの方

勤務内容／高齢者福祉施設の管理業務

勤務場所／いこいの広場、つどいの里

ほか

勤務時間／４時間３０分（月１８日程度）

選考方法／面接

時　給／９３０円

申し込み／写真を貼った履歴書を持参

または郵送（〒４９１－０１１３　浅井町西

浅井字弐軒家４７　いずみ福祉園内社

会福祉事業団）

問い合わせ／社会福祉事業団　（５１）

５０２０

種　類／陸上自衛隊高等工科学校生

徒（一般）

応募資格／平成１５年４月２日～１７年４

月１日生まれで中学校を卒業または

令和２年３月に卒業見込みの男性

申し込み／１１月１日（金）～令和２年１

月６日（月）に自衛隊一宮地域事務所

問い合わせ／自衛隊一宮地域事務所　

（７３）７５２２

休日・夜間急病診療所
パート看護師を募集
   １０２９７８８ ＩＤ 

そ
の
他

税に関する作品展

募　集

県文連美術展
出品作品を募集
   １０２６５０９ ＩＤ 

１２月採用　木曽川市民病院

常勤臨時職員を募集

防犯・交通安全指導員を
募集
   １０３１３０２ ＩＤ 

博物館「くらしの道具展」
見学補助員を募集
   １０２８６１７ ＩＤ 

高齢者福祉施設
臨時職員の登録者を募集

自衛官を募集
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応募資格／昭和３０年４月２日以降生ま

れで次のいずれかに該当する方①放

課後児童支援員認定資格がある②教

諭・保育士の資格がある、または大

学で社会福祉学・心理学・教育学・

社会学などの課程を修了した③高校

を卒業し、２年以上かつ２，０００時間以

上児童福祉事業に従事した④補助員

（資格不要）

勤務内容／児童の安全確保・健康管理、

行事運営ほか

勤務日時／月～土曜日のうち４日程度　

午後２時３０分～７時１５分（祝休日を

除く）

選考方法／面接

時　給／①１，２２０円②③１，１３０円④

９３０円

申し込み／写真を貼った履歴書と①～

③は証明書などの写しを持参または

郵送（〒４９１－０１１３　浅井町西浅井字

弐軒家４７　いずみ福祉園内社会福祉

事業団）

問い合わせ／社会福祉事業団　（５１）

５０２０

　公園や街路樹の落ち葉などをボラ

ンティアで清掃する方を対象に、ボ

ランティア用ごみ袋を１人３０枚まで

無料で配布します。ご希望の方は、

本庁舎公園緑地課へお越しください。

問い合わせ／公園緑地課　（２８）８６３４

日　時／１１月７日（木）　午後１時３０

分～２時３０分

会　場／市民病院

検査内容／内科聴打診・尿検査・血液

検査など８項目

※認め印・被爆者手帳・健康診断受

診者証を持参。広島・長崎県の指

定機関で受診する際の交通費の一

部を、市から受給するために必要

な健康診断の一つ

問い合わせ／福祉課　（２８）９０１５

　愛知県最低賃金が改正され、１０月

１日から時間額９２６円になりました。

問い合わせ／一宮労働基準監督署　

（４５）０２０６

日　時／①令和２年１月１９日（日）②

２６日（日）

会　場／名古屋工学院専門学校（名

古屋市熱田区）

受験料／甲種６，６００円・乙種４，６００円・

丙種３，７００円

申し込み／１１月３０日（土）の午前９時～

１２月９日（月）の午後５時に消防試験

研究センターウェブサイトから電子

申請、または１２月３日（火）～１２日（木）

（消印有効）に願書を郵送。願書は

消防署などで配布

問い合わせ／消防本部予防課　（７２）

１２８２

　一宮市民会館で、次の説明会を開

催します。

青色決算説明会

日　時／１１月２０日（水）　午前１０時～

正午

対　象／事業所得を有する個人の青

色申告者

年末調整説明会

日　時／１１月２０日（水）　午後１時３０

分～３時

対　象／源泉徴収義務者（個人・法人）

消費税軽減税率制度等説明会

日　時／１１月２０日（水）　午後３時～

４時

対　象／事業者全般

問い合わせ／一宮税務署　（７２）４３３１ そ
の
他

情報ＢＯＸ～いつでもどこでも「広報一宮」を～　無料アプリで配信中

環境センター　（４５）７００４

▽１１月４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

（　）内は前年同月

１人１日総　量

８４０（８２５）

＋１５ｇ

１０，０２５ｔ（９，８６８ｔ）

＋１５７ｔ

市内のごみの量（８月分）

休日のごみ持ち込み

▽１１月４日（月）は受け付け

▽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。

１１月の音声広報
知っトク ！ 　いちのみや

ＦＭいちのみや　７６．５Ｍ

▽放映時間は７：４５・９：４５・１２：４５・

１６：４５・１９：４５・２２：４５

▽ＤＶＤは市立図書館で１２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。

１１
Ⅰ　ＬＯＶＥ　いちのみや

ＩＣＣ　地デジ１２ch

月の映像広報

（９月分まで・敬称略）

ご寄付
ありがとうございました

いちのみや応援基金へ　４５件

社会福祉協議会へ

ヤマコ納骨堂協会、エス・ビ

ー建材、愛知県宅地建物取引

業協会西尾張支部、尾西信用

金庫、匿名２件

福祉関係へ

一宮遊技業協同組合

東海テレビ福祉文化事業団

総務関係へ

ケーエスディー

教育関係へ

一宮福祉サポート

朝日西小学校ＰＴＡ

児童館・児童クラブ
臨時職員の登録者を募集

公園や街路樹の落ち葉
清掃用ごみ袋を無料配布
   １０１７１７９ ＩＤ 

そ　の　他

原爆被爆者の定期健康診断
   １０２１３８２ ＩＤ 

県内の最低賃金が改正

危険物取扱者試験

税務署からのお知らせ
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教
室
講
座

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

ス
ポ
ー
ツ

催
し
も
の

募

集

そ
の
他

一宮市民会館　（７１）２０２１自主文化事業

野村万作・野村萬斎　狂言を楽しむー　「三番叟」「業平餅」

日　時／令和２年２月２９日（土）　午後２時
会　場／一宮市民会館
入場料／Ｓ席５，５００円・Ａ席５，０００円（全席指定）。未就学児
は入場不可

前売り開始／１０月２６日（土）　午前１０時。前売り開始日の一宮・尾西
市民会館、木曽川文化会館は電話・ネット予約だけ

新春 ！ 　お笑いライブ　ｉｎ　一宮
日　時／令和２年１月１３日（祝）　午前１１時３０分
会　場／一宮市民会館
出　演／東京０３、流れ星、ニッチェほか
入場料／３，８００円（全席指定）。席が不要な４歳以下は無料
（保護者１人当たり１人）
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

アイプラザ一宮　（７７）６６１２自主文化事業

源氏物語講座
日　時／１１月２１日（木）・２８日（木）　午後２時
定　員／２０人（先着）　 　受講料／２，０００円
申し込み／１０月２９日（火）の午前１０時から電話でアイプラザ一宮

クリスマスワークショップ
日　時／１１月３０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／１１月５日（火）の午前１０時から電話でアイプラザ一宮

Ｌｅｔ'ｓ　Ｅｎｊｏｙ♪　英語あそび
日　時／１１月１０日（日）　①午前１０時②１１時
対　象／幼児～小学２年生（保護者同伴）
定　員／各２５人（先着）　 　受講料／８００円

申し込み／電話でアイプラザ一宮

ロビーコンサート
オータム　Ｎｉｇｈｔ　ウィズ　ｔｈｅ　Ｓａｘｏｐｈｏｎｅｓ
日　時／１１月１６日（土）　午後５時

スポーツ文化センター　（２４）１８８１スポーツ・文化教室

申し込み／①～⑤は各開催日時、⑥は１１月７日（木）の午前１０時３０
分に受講料を持参の上、スポーツ文化センター（１人１人分。
抽選）

受講料日　時教室名

各３５０円

１１月１・２２・２９日（金）
９：３０～１０：３０

チ ェ ア ヨ ガ①

１１月５・１２・１９・２６日（火）
１３：３０～１４：３０

健康いきいき体操②

１１月６・２０・２７日（水）
１０：００～１１：００

ス ポ 文
ら く ら く 体 操

③

１１月７・２１・２８日（木）
１４：４５～１５：４５

の び の び
フ ロ ー ヨ ガ

④

１１月１・８・１５・２２・２９日（金）
１３：３０～１４：３０

ら く ら く ヨ ガ⑤
１１月７・２１・２８日（木）
１３：３０～１４：３０

３，０００円
１１月２１日からの木曜日
１０：００～１０：５０（５回）

英 会 話
ウィンタークラス

⑥

大野極楽寺公園管理棟　（５１）３０１５緑化教室

申し込み／１１月１日（金）の午前１０時から電話で大野極楽寺公園
管理棟（０８０（９１１０）３０１５）

教材費定員日　時教室名

５００円
１５人
（先着）

１１月２０日（水）
１０：００～１２：００

宿根草＆ハーブの
ガーデニング講習会

①

各１，５００円
（大１個）

各２０人
（先着）

１１月２９日（金）・３０日
（土）　１０：００・１３：００

ま ゆ 玉 工 作
干 支 の 人 形

②

５００円
３０人
（先着）

１２月１４日（土）
１３：３０～１５：３０

花 の 寄 せ 植 え と
花 屋 さ ん の お 話

③

小学生以下は保護者同伴。②の教材費は、小１個は各７００円

エコハウス１３８　（４７）７１３８プール講習会

対　象／１８歳以上の健康な方
定　員／各１５人（先着）
受講料／各１回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

１１月１１・１８・２５日（月）　１４：００
水 中 ウ オ ー キ ン グ

１１月１３・２７日（水）　１３：００

１１月１３・２７日（水）　１４：００かんたんアクアビクス

１１月１・８・１５・２２・２９日（金）　１３：００スイムワンポイントレッスン

一宮地域文化広場　（５１）２１８０天体観望会・プラネタリウム館

プラネタリウム館の新番組がスタート
　１１月３０日（土）から「冬の星空解説、秘密結社鷹の爪～ジュラ
ジュラジュラシックトラベル～」、低学年・幼児向け番組「ふ
ゆのほしぞらさんぽ、シンデレラ」、星空生解説番組「十五
夜の月見芋」が始まります。※１１月２６日（火）～２９日（金）は休館

月の欠け際を望遠鏡で覗いてみよう ！

～月齢１１．３、１２．３の月・おうし座のプレアデス星団～
日　時／①１１月８日（金）②９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／１１月１日（金）の午前１０時から電話で地域文化広場　

スケート場　（７２）７１９１スケート教室

申込日時日　時教室名

受け付け中

①１１月２日（土）　１７：４５サタデー

②１１月９・３０日（土）　１６：００親 子

③１１月１１日（月）　１８：００ドリル

１１月２６日（火）
１１：００

④１２月１０日～令和２年１月１４日の火曜日　
９：３０（４回）

大 人

１１月８日（金）
１０：１５

⑤１１月１５日～１２月１３日の金曜日
　１７：３０（５回）

小学生
１１月１３日（水）
１０：１５

⑥１１月２０日～１２月１８日の水曜日
　１７：３０（５回）

１１月１９日（火）
１１：００

⑦１２月３日～１７日の火曜日
１７：３０・１８：２０・１９：１０（各３回）フィギュア

（上級者）⑧１２月５日～１９日の木曜日
１７：３０・１８：２０・１９：１０（各３回）

⑨１２月３日～１７日の火曜日　１６：００（３回）

幼 児 ⑩１２月４日～１８日の水曜日　１６：００（３回）

⑪１２月５日～１９日の木曜日　１６：００（３回）

受け付け中⑫１１月８日（金）・２２日（金）　１６：００
幼 児
（体験）

１１月１日（金）
１１：００

⑬１１月７日（木）　１７：２０
スピード
（体験）

受講料など詳しくは、ウェブサイトなどで確認

申し込み／受講料を持参の上、スケート場（①～④と⑦～⑬は
先着、⑤⑥は抽選）

　－ビル　（２８）９１５３文化教室

対　象／①どなたでも（小学２年生以下は保護者同伴）②１８
歳以上の方
定　員／各１０人（先着）
受講料／①２，０００円②各１，５００円

申し込み／１１月１日（金）の午前９時から電話で  －ビル

日　時教室名

１１月１６日（土）　１０：００～１５：００ウッドバーニング①

１１月３０日（土）
１０：００～１２：００・１４：００～１６：００

クリスマスリース②
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旧林家住宅 フォ トコ ン テス ト

尾西歴史民俗資料館　（６２）９７１１

１１月 １ 日（金）～１２月 ２７ 日（金）応募期間 ５，０００ 円賞 金

※応募用紙は歴史民俗資料館で配布

応募方法など詳しくは、　　　　　 を ご確認ください。１０３１２１２ ＩＤ 

秋

皆 さ んの 投 票で、応募作品の中から

来年の「もみじまつり」のポスターを 決定

※２月１０日（月）・１２日（水）は休館

投票期間 令和２年２月４日（火）～１ ６ 日（日）

会　場 歴史民俗資料館

１０２１６３０ ＩＤ 

国営木曽三川公園１３８タワーパーク　（５１）７１０５

ＴＨＥ　ＢＥＡＵＴＩＦＵＬ　ＥＡＲＴＨ～未来をつくる、ＳＤＧｓ～

ツインアーチの
メリークリスマス

１３８タワーパ ーク

１ １ 月１ ６ 日（土）
～１ ２ 月２ ５ 日（水）
午後 ５ 時 ～ ９ 時点灯時間

１１月１６日（土）　午後４時～５時４０分

　園内にある１７のＳＤＧｓの目標アイコンの中から、

「世界中の海」に関わる目標のナンバーを見つけて、

ＳＤＧｓ公式バッジをゲットしよう。

■ イルミネーション点灯式

■ クイズに答えて

　 ＳＤＧｓ 公式 バッジ を当てよう ！

１１月１７日（日）・２４日（日）

１２ 月 ８日（日）・ １ ５日（日）・２１日（土）・２２日（日）

午後６時・７時３０分

■ １３８クリスマスステージ

■ウインター花 火ショー

１１月２３日（祝）・１２月７日（土）

午後７時３０分～７時４０分
※雨天の場合は１１月３０日（土）・１２月１４日（土）に延期

　打ち上げ花火への支援を、クラウドファンディングで募集中。

詳しくは、１３８タワーパークウェブサイトをご確認ください。

午後 ４時 １ ５分～４時４５分

１９７６,　２０１９　ｓａｎｒｉｏ　ｃ ｏ．,　Ｌ ＴＤ．　 ＡＰＰＲＯＶＡＬ　ＮＯ．　ＳＰ６００５１５

午後７時～７時３０分
◆整理券が必要（先着１００人）

◆ツインアーチ１３８利用料が必要

ハローキティ

「ハッピークリスマスミニステージ」

ハローキティ握手撮影会
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市民が選ぶ市民活動支援制度対象事業

※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

ュースニ
まちかど

まちかどニュースの動画はこちら→

ＥＸ Ｉ ＬＥ　　Ｕ  ̈  ＳＡさんが
一宮市オ リ ジナル ダン ス 体操を指導

　総合体育館ＤＩＡＤＯＲＡアリーナで「一宮市オリジナルダン

ス体操伝達講習会」を開催。小中学校の教員やダンスの指導

者など、約１２０人が参加しました。

　講師として、ＥＸ Ｉ ＬＥのＵ ̈ ＳＡさんが登場。一宮七夕まつりの

「ワッショーいちのみや」を取り入れ、Ｕ ̈ ＳＡさん自らが監修

した「オリジナルダンス体操」を指導しました。この日初披

露のダンス体操にてこずりながらも、参加者はＵ ̈ ＳＡさんから

直接指導を受けるという貴重な経験を楽しみました。

きそが わふれあい公演　特別編

～尾張 界 
かい

 隈 　この町わが町～
わい

日　時／①１１月３０日（土）　午後６時３０分②１２月１日

（日）　午後２時

会　場／木曽川文化会館尾西信金ホール

入場料／１，５００円（前売りペアチケット２，５００円。

一宮・尾西市民会館、木曽川文化会館で販売）

問い合わせ／木曽川文化創造ワークショップ・佐塚　

０９０（７０２５）５８２８

ＳＬ（蒸気機関車）とのふれあいイベント

大平島公園に展示されているＳＬとのふれあいイ

ベントを開催します。

日　時／１１月２４日（日）　午前９時～午後３時（雨天

中止）　　

会　場／大平島公園

内　容／ＳＬ見学会、ミニ電車、小学生ＳＬ写生

大会、フワフワランドほか

問い合わせ／大平島公園ＳＬ友の会・髙木　（２５）６８３５

「耐震」無料相談会

昭和５６年５月３１日以前に着工された木造住宅につ

いて相談を受け付けます。またブロック塀の安全

対策について説明します。

日　時／１１月９日（土）・１２月１４日（土）　午前９時２０分

～午後０時２０分

会　場／　－ビル３階市民活動支援センター

問い合わせ／ＮＰＯ耐震化推進グループ・大森　（８６）

３７３４

一宮友の会　家事家計講習会

～お金と暮らしの整え方～

わが家の家計について、考えてみませんか？

日　時／１１月１５日（金）　午前１０時～正午

会　場／　 －ビル３階市民活動支援センター

定　員／４０人

受講料／３５０円

※託児あり（保険料１００円が必要）

申し込み／石井　０９０（６３９０）１３２５
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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。
１月号の締め切りは１１月２５日（月）です。詳しくは、お尋ねください。 問い合わせ　広報課　（２８）８９５１

情 報発信地
いちのみや’ｓ

なりまちニュースと

モラロジー生涯学習セミナー

～「めざせ健康寿命１００年」～

「『心と健康の関係』について考

えてみませんか？」をテーマに

講演します。

日　時／１２月１日（日）　午前１０時

～午後１時３０分

会　場／一宮市民会館

定　員／５０人（先着）

受講料／１，５００円（昼食代を含む）

申し込み／一宮南モラロジー事務

所・森　（７２）００６１

コスモス祭り

障害のある人たちの想いを市民

の皆さんと共感し合う場として

開催します。ボランティアも募

集しています。

日　時／１１月２４日（日）　午前１０時

～午後２時３０分（雨天決行）

会　場／彦田公園（花池４丁目）

内　容／自主製品の販売、模擬

店、ステージ、ゲームほか

問い合わせ／コスモス福祉会「あお

ぞら」・鈴木　（７７）７１３７

国登録有形文化財　特別公開

専門家が建物の解説などを行い

ます。開催日時や申し込みなど

詳しくは、ウェブサイトをご確

認ください。

日　時／１１月２４日（日）　

会　場／①尾西歴史民俗資料館

別館（旧林家住宅）②墨会館③

旧湊屋

問い合わせ／愛知県国登録有形文化

財建造物所有者の会（ http://w

ww.aichi-tobunkai.org ）

 輝 
キ

 良 ッ
ラ

 都 フェスティバ ル
ト

日　時／１１月３０日（土）　午前１０時

～午後４時

会　場／  ービル３階シビック

テラス・７階シビックホール

内　容／杉本昌隆さん（将棋棋

士）による講演会、中高生によ

るステージほか

問い合わせ／実行委員会・野田　

０９０（６４６５）６５７４

一宮中日スケートクラブ

クラブ会員を募集

スピードスケートに興味のある

方や初心者の皆さん大歓迎。体

験もできます（５００円、５回まで）。

日時など詳しくは、お尋ねくだ

さい。

会　場／スケート場

会　費／月２，０００円（保険料・入

会金１，０００円も必要）

問い合わせ／鈴木 ０９０（３１５９)１２４８

一宮太鼓保存会４５周年・

春明太鼓保存会３０周年　記念演奏会

由喜太鼓・碇大知さん（ピアニ

スト）・金剛禅総本山少林寺・笑

ＴＩＭＥ（よさこいグループ）

が出演します。

日　時／１１月１０日（日）　午後０時

３０分（正午開場）

会　場／尾西グリーンプラザ

問い合わせ／寺戸 ０９０（１４１１)６２２７

（午前１０時～午後６時）

日本スポーツウエルネス吹矢協会

吹矢の練習・無料体験会

スポーツウエルネス吹矢の練習

・無料体験会を開催します。

日　時／１１月７日（木）・２１日（木）　

午後１時～３時

会　場／いちのみや中央プラザ

体育館第１・２会議室

定　員／２０人程度（先着）

申し込み／宮澤　０９０（１２８８）２７１５

約５kmと約１０kmのコースがあり

ます。

日　時／１１月１０日（日）　午前９時

集合（雨天決行）

集合場所／せんい中央公園

問い合わせ／実行委員会・伊部　

０９０（４４０１）７７６７（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）

～丹陽の見て歩き～

一宮地域母親大会

年金問題についての講演会など

を行います。託児もあります。

日　時／１１月１７日（日）　午後１時

３０分～４時１５分

会　場／一宮地場産業ファッシ

ョンデザインセンター

参加料／５００円

問い合わせ／山口　　（４５）９７２５

　羽島の秋の一大イベントを、今年もＪＲ岐阜羽島駅北

側の道路を全面歩行者天国にして、開催します。

日　時／１１月９日（土）・１０日（日）　午前１０時～午後３時３０

分（１０日は３時まで）

会　場／ＪＲ岐阜羽島駅北側

内　容／岐阜県内各地の農産品・グルメブース、パン

菓子フェス、ふれあい動物園、三輪車レース、ステー

ジイベントほか

問い合わせ／実行委員会　０５８（３９２）９６６４

ぎふ羽島駅前フェス羽島市

　木村伊兵衛（１９０１～１９７４）が、日本人写真家として

初めて戦後のヨーロッパを訪れ、１９５４年・１９５５年に撮

影したパリの風景や人々のカラー写真を紹介します。

日　時／１０月２６日（土）～１２月８日（日）　午前９時３０分～

午後５時（入館は４時３０分まで）

会　場／荻須記念美術館

休館日／月曜日（１１月４日を除く）、１１月５日（火）

観覧料／大人７００円、高・大学生４００円、小中学生１００円

問い合わせ／稲沢市荻須記念美術館　０５８７（２３）３３００

荻須記念美術館特別展

木村伊兵衛 パリ残像　稲沢市
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申し込み対象会場日時催し

当日直接会場（問い合わせは
東五城子育て支援センター）

未就園児と親
東五城
子育て支援センター

１０：００～１１：３０１１月１１日（月）
パパもいっしょに遊ぼっ ！

【　ＩＤ　１０３０３０５　】

当日直接会場（問い合わせは
丹陽子育て支援センター）

未就園児と親・家族など多加木公園１０：３０～１１：００
１１月６日（水）
（雨天中止）

公園へいこ っ ！

【　ＩＤ　１０３０３０３　】

１１月１５日（金）までに電話で
生涯学習課（（８５）７０７４）。
電子申請可

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

尾西庁舎
５階日本間Ａ・Ｂ＊

１０：００～１１：３０

１２月４日（水）
　　１８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

１２月５日（木）
　　１９日（木）

子ども文化広場図書館
１２月１３日（金）
　　２０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

１１月１日（金） 

あっぷっぷ
【　ＩＤ　１００１２８５　】

千秋・里小牧
子育て支援センター

１１月１２日（火） 

丹陽・黒田北
子育て支援センター

１１月２０日（水）

▼１１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・１８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（４日を除く）

公園へいこっ ！

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

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

独りで悩まないで、相談を （その他の相談は１５）

相談電話・会場日時相談名

中保健センター
 （７２）１１２１

１１月１１日（月）　１３：００～１５：００

育　　児
西保健センター
 （６３）４８３３

１１月１１日（月）　１３：００～１５：００

北保健センター
 （８６）１６１１

１１月１８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
（４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
（２３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
（４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

こっこ相談こっこ相談室室

食べ物で遊んでしまって…

　１歳４カ月。食べ物で遊んで、なかなか食べ

てくれません。どうしたらいいの？

　食べ物を手づかみした

り、ひっくり返したり…。

ママには遊んでいるよう

に見えるけど、赤ちゃんにとっては自分で食べたい

という気持ちがでてきた証拠。まだ手先があまり器

用ではないから、こぼしたりひっくり返したりして

しまうの。赤ちゃんの気持ちを認めて、しばらくは

見守ってあげてね。ママが食べさせるのとは別に、

赤ちゃんが自由にできる一皿を用意するといいかも

ね。でも食べる気がないようなときは「もうごちそ

うさまね」と言って、お皿を下げてあげるといいね。

こっこ相談員の

アドバイス
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移動子育て支援センタ移動子育て支援センターーこっここっこ
月

移動図書移動図書館館ほたる号ほたる号 １０：１５～１１：００
１３：３０～１４：３０
１５：００～１６：００

１３日（水）１２日（火）１１日（月）８日（金）７日（木）６日（水）５日（火）

宮後野見神社
千秋南小学校
平島公民館 

西御堂津島神社
葉栗小学校 
西海戸公民館

奥町出張所 
中島小学校 
於保共同出荷場

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 

大和南小学校※葉栗公民館萩原いきいきセンター奥公民館向山公民館尾西南部生涯学習センター

２２日（金）２１日（木）２０日（水）１９日（火）１８日（月）１５日（金）１４日（木）

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

尾関平山住宅
朝日西小学校
樫の木文化資料館

大野公民館 
千秋東小学校
浮野八幡社 

島村若栗神社
開明小学校 
本神戸酒見神社

西成公民館神山公民館今伊勢公民館木曽川公民館子ども文化広場図書館

２９日（金）２８日（木）２７日（水）２６日（火）２５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

萩原町出張所
木曽川東小学校
馬寄石刀神社

下段はこっこ北方いこいの広場浅井公民館開明いこいの広場

１０：００～１５：００（※は１４：００まで）１０１２８２３ ＩＤ 

　日本の人類史でもっとも古く、長く、

そして謎の多い旧石器時代。ウナギを

釣り、貝のビーズでおしゃれして、旬

のカニをたらふく食べる。沖縄の洞窟

遺跡の膨大な遺物から見えてきた、旧

石器人の優雅な生活をいきいきと描く。

藤田祐樹／著

岩波書店／刊

ヤービの深い秋
 梨木香歩／作　小沢さかえ／絵

福音館書店／刊

南の島のよくカニ食う旧石器人

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

２日（土）１１：００、１６日（土）１５：００（５歳以上）

おはなし会　読み聞かせ

２日（土）・３日（祝）１５：００、１０日（日）・１７日（日）・２３日（祝）

１１：００・１５：００、２８日（木）１０：３０

おはなし会　紙しばい／９日（土）・２４日（日）１１：００・１５：００

尾西図書館　（６２）８１９１

おはなし会／２日～３０日の土・日曜日　１４：００

たのしいおはなし会　朗読／９日（土）１１：００

親子で楽しむ会／１３日（水）１１：００（未就園児）

ストーリーテリングの会／２３日（祝）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／６日（水）１５：１０（５歳以上）

子どものつどい　読み聞かせ／２０日（水）１５：１０

玉堂記念木曽川図書館　（８４）２３４６

読み聞かせ会／２日（土）・２３日（祝）１１：００

おはなし会／１０日（日）・２４日（日）１４：００

おはなしひろば／１６日（土）１１：００

子どもアニメ上映会／９日（土）１１：００

映画上映会「桃とキジ」／１７日（日）１４：００

子ども文化広場図書館　（２５）１３５０

（２０日（水）・２１日（木）は整理休館日）

おはなしひろば／９日（土）１４：００

よむりんの森のおはなし会／１０日（日）１５：００

はじめのいっぽ／１４日（木）・２８日（木）１０：３０（未就園児）

布絵本であそびましょう／１６日（土）１４：００

ストーリーテリングの会／２３日（祝）１５：００（５歳以上）、

２４日（日）１５：００（４歳以下は保護者同伴）

地域文化広場図書室　（５１）２１８０

えほんのひろば／１２日（火）１０：３０（未就園児）

１０３１０００ ＩＤ 

１０３０９００ ＩＤ 

１０２６３５５ ＩＤ 

１０２６３７０ ＩＤ 

ツイッターでも

 情報を発信中

　ふわふわの毛に包まれた、ハリネズ

ミのように小さくてふしぎな生きもの、

ヤービ。ヤービたちと「大きい人」た

ちは、深い海の時間で出会い…。

　永遠の子どもたちに贈る、マッドガ

イド・ウォーターシリーズ第２弾。

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。。

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１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

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１ １０１０６３１ ＩＤ 

１０２６３５４ 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。

全面広告

広
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宮
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