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とともに、まちの魅力を再発見・再確認し、

地元への誇りを育む機会にするために、一宮

市ならではの記念事業を実施できるよう準備

を進めてまいります。

　人・企業・投資を呼びこめるように、一宮

駅周辺の容積率など規制の緩和に取り組み、

また市内の交通渋滞を緩和するため、名岐道

路や新濃尾大橋などの交通インフラの早期整

備を、国や県と協力しながら進めています。

災害にそなえた河川の整備のみならず、木曽

川の美しく豊かな自然資源を活かしたミズベ

リングなどにも力を入れ、都会の便利さと田

舎ののどかさを併せもった一宮市の住み良さ

を積極的に発信していきます。

　新しい令和の時代も「みんなでつくろう一

宮の時代」の精神で、一宮市の魅力をさらに

磨き上げてまいります。

　最後に、本年も皆さまが健康で明るくお過

ごしいただきますことを、心からお祈り申し

上げ、年頭のあいさつといたします。

　あけましておめでとうございます。

　市民の皆さまにおかれましては、新しい時

代「令和」となり初めての新春を晴れやかな

気持ちで迎えられたことと、お慶び申し上げ

ます。

　本年は東京２０２０オリンピック・パラリンピ

ックが開催されますが、一宮市でもオリンピ

ックの聖火リレーやパラリンピックの採火式

が実施されます。昨年はラグビーワールドカ

ップ２０１９の公認チームキャンプ地に選ばれ

ましたが、引き続き、スポーツが盛んな健康

的で爽やかなまちづくりを目指して取り組ん

でまいります。

　当市にも大きな変化の時が訪れます。来年

４月には、尾張地域で初めての中核市への移

行を目指しています。保健所をはじめ多くの

仕事が県から市へ移るので、保健や福祉、環

境など市民生活に身近な分野で、よりきめ細

やかな行政サービスが可能になります。

　来年９月には「一宮市」ができて１００周年

となります。この節目を多くの方と慶びあう

一宮市一宮市長長
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このことが何より大事であることを改めて教

えられた１年でした。

　本市は、令和３年に市制施行１００周年を迎

えますが、この記念すべき年に中核市へ移行

できるよう準備を進めています。中核市とな

ることにより、市民の皆さまにより質の高い

行政サービスを提供できるよう、市議会とし

てもしっかり働き掛けをしていく所存です。

　今後とも、議員一丸となり、分かりやすく

開かれた市議会となるよう、取り組んでまい

りますので、市民の皆さまの一層のご支援と

ご協力をいただきますようお願いいたします。

　最後に、本年が皆さまにとってより良い年

となりますよう祈念いたしまして、年頭のあ

いさつといたします。

　あけましておめでとうございます。

　市民の皆さまにおかれましては、希望に満

ちた輝かしい新春をお迎えのことと、心から

お慶び申し上げます。

　昨年は、私たち日本国民にとって誇らしい

出来事がありました。ラグビーワールドカッ

プ２０１９日本大会がアジアで初開催され、日本

代表は困難といわれた予選リーグを突破し、

初の決勝トーナメントに進出しました。優勝

国の南アフリカ共和国には惜しくも負けてし

まいましたが、その雄姿に多くの方が勇気を

与えられたのではないでしょうか。

　また、日常生活で広く使われている携帯電

話やパソコン、電気自動車などの重要な部品

であるリチウムイオン電池を開発した吉野彰

さんがノーベル化学賞を受賞されました。

　ラグビー日本代表も吉野彰さんも、この偉

業を簡単に成し得たわけではありません。長

い年月をかけて、地道な練習や研究を続けた

結果であるということは言うまでもありませ

ん。夢に向かって努力を積み重ねていくこと、
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一宮市議会議一宮市議会議長長
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1月の行事予定
１３８タワーパーク・新春フェスタ（～１３日／２３㌻）　1
いちのみや気候変動対策アクションプラン２０３０　意見募集（～２４日／７㌻）

第２期子ども・子育て支援事業計画　意見募集（～６日／   １０３１５３１ ） ＩＤ 

まちづくり子どもアイデアパネル展示会（～９日／   １００２１６２ ） ＩＤ 

一宮イルミネーション（～１３日／   １０２６８０９ ） ＩＤ 

都市計画に関する基本的な方針　意見募集（～１７日／   １０３１４５４ ） ＩＤ 

立地適正化計画　意見募集（～１７日／   １０３１４５６ ） ＩＤ 

緑の基本計画の改定　意見募集（～１７日／   １０３１ ８３５ ） ＩＤ 

美術館・コレクション展（常設展）「家族を想う」（～１９日／   １０３０６４４ ） ＩＤ 

博物館・特集展示コーナー「尾張の洋画　筧忠治」（～２月２日／   １０３１５９０ ） ＩＤ 

市役所仕事始め　6
市立小中学校始業式　7
本庁舎・木曽川庁舎の学習室の開放（～１３日／１４㌻）11
博物館・企画展「くらしの道具～博物館にすむ妖怪たち～」（～３月８日／１７㌻）

一宮市成人式・新成人のつどい（   １００１２５０ ） ＩＤ 12
「市民が選ぶ市民活動支援制度」インターネット投票の受け付け（～２月２１日／   １０１２３４０ ） ＩＤ 

特定個人情報保護評価書　意見募集（～２月１７日／７㌻）14
消防出初式（１０㌻）19
美術館・コレクション展（常設展）「春を待つ」（～４月１２日／１６㌻）21
全国学校給食週間イベント・学校給食レストラン（７㌻）24
「市民が選ぶ市民活動支援制度」届出用紙による投票の受け付け（～２月２１日／   １０１２３４０ ） ＩＤ 

人口と世帯数

　　人口…３８５，１８８（＋　６４）　男…１８８，３２６（＋　６１）　女…１９６，８６２（＋　　３）　世帯数…１６１，７３５（＋１５７）　※（　）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 

１２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　１月３１日（金）　までに

１０００８７５ ＩＤ 

市　　県　　民　　税（第４期分）
国　民　健　康　保　険　税（第７期分）
後期高齢者医療保険料（第７期分）
介　　護　　保　　険　　料（第７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…９・１６・２３・３０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…２６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

１月の窓口の時間延長・休日開設 １００９９５６ ＩＤ 
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ＰｉｃｋｕｐＮｅｗｓ市政最前線

火災を未然に防ぐためにも、ごみは適正に分別し、排出してください

【問】環境センター　（４５）７００４

１０２５９７６ ＩＤ 

リサイクルセンターで火災が発生しました

ごみの減量、適正な分別・排出にご協力を

　リサイクルセンターが復旧するまでは、不燃ごみ・粗大

ごみの処理を、他の処理施設などでお願いすることになり

ますので、より一層のごみ減量をお願いします。

ごみの収集・受け入れは通常どおり行っています

　昨年１１月１３日にリサイクルセンター（環境センター内）で、

不燃ごみの処理中に火災が発生し、不燃ごみ・粗大ごみの

処理ができなくなりました。

スプレー缶、

カセット式ガスボンベ

必ず中身を使い切り、

「空き缶・金属類」として出してください。

使い捨てライター

必ず中身を使い切り、

「不燃ごみ」として出してください。

小型充電式電池が内蔵された小型家電

スマートフォン、デジタルカメラ、

過熱式たばこ、モバイルバッテリーなど

リチウムイオン電池などの

小型充電式電池が使用されている

小型家電などは、

電池を外して「不燃ごみ」
として出してください。

　取り外した電池は、協力店のリサ

イクルボックスで回収しています。

詳しくは、ＪＢＲＣのウェブサイト

（ https://www.jbrc.com ）をご確認

ください。電池が外せない小型家電

は、市内１９カ所にある「小型家電回

収ボックス」に入れてください。
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【問】一宮七夕まつり協進会（商工観光課内）　（２８）９１３１

イインンタターーネネッットト 投投票票 で

※結果は２月下旬に一宮七夕まつりウェブサイトで発表予定

▼投票は一宮七夕まつりウェブサイ トから

市政最前線

挙げませんか

【問】商工観光課　（２８）９１３０

　申し込み方法など詳しくは、

お尋ねください。

ドレスデザインミス七夕・ミス織物の
一宮七夕まつり

１１月月１７１７日日（金（金））～２～２月７月７日日（金（金））

投票期間

 決定します ！

２２次次会会でで
ももＯＯＫＫ

ご利用ください

　期間中、オリナス一宮を無料で貸し出します

（１団体につき最大１日）。

　オリナス一宮（（８５）７００７）へ直接お申し込

みください。

２月１日（土）～１３日（木）は

※３日（月）・１０日（月）を除く

無無料料で貸し出します

　５月末までに挙式を考えている方に、

オリナス一宮を無料で貸し出します

（１組につき最大連続した２日）。

１０１５０４３ ＩＤ 
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【問】学校給食課　（２８）８６５０

～　学校給食レストランを開催　～

メニューなど詳しくは、

   をご確認ください１０２７１６４ ＩＤ 

市民意見提出制度

意 見 募 集

　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。

【問】環境保全課　（４５）７１８５

いいちちののみみやや気気候候変変動動対対策策
アアククシショョンンププラランン２２００３３００

　市域の温室効果ガス排出量のさらなる削減と、

今後予想される気候変動による影響の軽減を図

るため、計画の素案を作成しました。

▼募集期間／１２月２５日（水）～１月２４日（金）（必着）

▼提出方法／持参または郵送（〒４９１－０２０１　奥

町字六丁山５２　環境センター北館内環境保全

課）・ファクス（（４５）７１８７）・電子メール（ kan

　kyohozen@city.ichinomiya.lg.jp )

【問】行政課　（２８）８９５６

特特定定個個人人情情報報保保護護評評価価書書

▼募集期間／１月１４日（火）～２月１７日（月）（必着）

▼提出方法／持参または郵送（〒４９１－８５０１　本

庁舎行政課）・ファクス（（７３）９１２７）・電子

メール（ gyosei@city.ichinomiya.lg.jp )

　マイナンバー（社会保障・税番号）制度による

個人情報の漏えいなどが発生するリスクを分析

した評価書の素案を作成しました。

３月１４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

２月 １２ 日（水）までに電子申請

１０３０４５２ ＩＤ 

　若い世代の方に、交際や結婚のきっかけ

となる出会いの場を提供します。

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

定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定　員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員

参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加参加料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料

申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申ししししししししししししししししししししし込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込申し込みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ

　全国学校給食週間

（１月２４日～３０日）を

記念し、市民の皆さ

んに学校給食の意義

や役割について理解

を深めてもらうため、

期間中、ポスターを

掲示します。

に参加しませんか

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhichiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋　交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流交 流 会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会

出会いや交流を求める

若い世代の方へ市役所の展望レストランで

給食を食べません給食を食べませんかか

　共同調理場で当日調理した給食のおかずを、

食缶などで運搬し提供します。

本庁舎１１階食堂

展望レストラン「サンライズ」

５００円（先着６０食、予約不可）

日　時　

▲

１月２４日（金）　午前１１時３０分

会　場　

▲

提供価格　

▲

【問】青少年育成課　（８４）００１７

１０３１９２０ ＩＤ １０３２１４２ ＩＤ 
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市政ニュース

【問】行政課　（２８）８９５６

・市税の滞納がないこと

・インターネットが使えること

１月６日（月）から申込書を持参または郵送

一宮市内で生産されたものやサービス

で、市の魅力を体感できるものや市の

ＰＲにつながるもの

申込書ダウンロード可１００５７１７ ＩＤ 

応 募 資 格

記念品の要件

申 し 込 み

記念品贈呈の流れ

①寄付（ふるさと納税）
②記念品の選択

④記念品の発送

協賛企業一宮市
⑤送付実績の報告

③送付先の連絡
⑥記念品代の支払い

寄　付　者
（ふるさと納税者）

いちのみや応援寄付金(ふるさと納税)

　一宮市へのふるさと納税での寄付促進と、市の魅力や地元特産品のＰＲを図るため、

令和２年度の記念品として、特産品などを提供していただける事業者を募集します。

【問】教育文化部総務課　（８５）７０７０
【問】中核市移行推進課　（８５）７００３

計画の内容（一部）

市保健所の設置中核市移行の目的

財政影響額の推計
中核市移行の効果（メリット）

▼市民サービスの充実

▼行政サービスの迅速化

▼特色あるまちづくりの推進

▼都市としてのイメージアップ

▼「一宮ならでは」の施策の展開

事務執行体制の構築

▼新しい組織体制と必要な職員数

▼研修などによる人材の育成

条例の整備

中核市移行までのスケジュール

　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計画を

策定するとともに、寄せられた意見への市の考え方を公表しました。

　市では、１１月に「中核市移行基本計画」を策定しました。市が目指す中核市の姿と、

移行への取り組みを示す計画です。素案への意見を募集したところ、３８件の意見があり

ました。計画は、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）で閲覧できます。なお意見に対する市の考え方も閲覧できます。

中核中核市市へへ

一宮一宮市市はは

市民意見
提出制度

　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。

第７回中核市移行基本計画を策定 １０３０６９４ ＩＤ 

記念品の協賛企業を募集
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【問】いちのみやリバーサイドフェスティバル運営協議会事務局（公園緑地課内）　（２８）８６３６

　出　演

午前９時３０分～午後４時の３０分間程度

※出演料なし。タイムテーブルは事務局で決定

申し込み

１月１４日（火）までに申込書を公園緑地課（抽選）

出展料

　①社会貢献活動が主となるもの　　＝無料

　②企業の販売物などが主となるもの＝４０，０００円

　申し込み

　１月１４日（火）までに申込書を本庁舎公園緑地課

体験教室などの出展者を募集

野外ステージの出演者を募集

協賛者を募集

協賛内容

　１口　２００，０００円

　１口　５０，０００円

　 物品での協賛

特典

野外ステージ壁面への広告掲示

リーフレットへの掲載

協賛ブースでの広告・宣伝などの掲示

　申し込み

　は２月１４日（金）まで、は３月２７日（金）

までに申込書を公園緑地課

申し込み資格など詳しくは、  をご確認ください（申込書ダウンロード可）１０１８１０１ ＩＤ 

５月３日（祝）～５日（祝）に国営木曽三川公園１３８タワーパークで開催

リバーサイ ドフ ェステ ィ バ ルにご協力を

【問】環境センター　（４５）７００４

海海ががごごみみでで溢溢れれてしまてしまうう
環境センター
ニュース

愛知県主催　海岸に漂着したごみの多くは、私たちが生活する

街から河川を通して流れたごみといわれています。

　その中でも、食品の包装袋、容器、ペットボトル、

レジ袋など、日常生活から出るプラスチックごみが

多く含まれており、こうした

ごみは、一度海に流れてしま

うと半永久的に分解されるこ

とはありません。

　このままでは、海がごみで

溢れてしまいます。

▼　ごみはポイ捨てせず、分別して排出を ！

私たち一人一人にできることは…

▼　不要なレジ袋は断り、マイバッグの利用を ！
※イベント時間などは予告なく変更する場合があります。

１月２５日（土）　午前１１時～

午後１時～１時３０分

鈴木福さん

午後３時３０分～４時

いとうまい子さん

トークショー

ステージショー

Ｒｅ☆Ｓｔａ名古屋ＣＬＥＡＲ’ Ｓ

海ごみ減らそう

 プロジェクト

イオンモール
木曽川
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【問】消防本部総務課　（７２）１１９３

【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 ５５８８

　「史跡・文化財等の情報整備事業」では、足元

に眠っている遺跡や忘れられている史跡を改め

て顕彰し「朝日史跡めぐりマップ」にまとめ、

目で確認できるカラフルな資料を作成しました。

連区内の全家庭に配布し、郷土に誇りを持ち、

郷土を愛する意識の高揚を図りました。また小

中学校にマップと解説冊子を贈り、児童・生徒

の郷土学習に役立ててもらうことにしました。

～朝日連区編～
　朝日連区地域づくり協議会は、発足から７年

目を迎えました。３年計画で実施する提案事業

の最終年度となり、仕上げの年度となりました。

　「健康づくり推進事業」では「朝日連区市民体

育祭」の充実を目指し、備品倉庫の新設をはじ

め必要な用具・器具の整備を進めました。楽し

い体育祭を運営し、地域の方々に積極的な参加

を促すとともに健康増進の啓発に役立てること

ができました。

　「災害時救援資材等整備事業」では、災害時に

備えるための救援資材を購入し、いざというと

きの共助や防災訓練に備え、整備しました。今

年度の連区防災訓練の際には、リヤカーがもう

１台必要などの要望が多く出され、今後の整備

内容の方向が示されました。

▲

マ
ッ
プ
を
活
用
し
た

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
大
会
の
様
子

市内在住・在勤・在学の１８歳以上の方の方

※報酬・手当あり。あり。活動に必要な装備装備

などは貸与

■　入団資格

▽地域の防火・消火活動

▽さまざまな災害時の防御活動

▽巡回広報・特別警戒などの活動

■　消防団の役割

１０２２１２４ ＩＤ 地域防 災 の 要

市内２５の消防分団には若い力が必要です

消防団員を募集

 ＩＤ １０３１９３１消防出初消防出初式式

消防訓練・一斉放水・

 階 
かい

 梯 演技ほか
てい

※悪天候時は北部中学校屋内運動場で開催

九品地公園競技場

 １ 月１９日（日）午前１０時
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一宮市サポ一宮市サポーートトカカンンパパニニーー
を認定しましを認定 し ま し たた

地域貢献企業認定事業 １０１７４６３ ＩＤ 

【問】商工観光課　（２８）９１３０

１０２２８１４ ＩＤ 

【問】高年福祉課　（２８）９１５１

　人生の最期のときを「自

宅で迎えたい」と答える人

は多いです。

　どうしたら自宅で逝ける、

あるいは 看  取 れるのか一緒
み と

に考えてみませんか。

市内在住・在勤・在学の方

対 象

３００人（先着）

定 員

申し込み

１月６日（月）から電話で高年福祉課

中村伸一さん
（国民健康保険名田庄診療所所長）

一宮市サポートカンパニーとは

　地域での社会貢献活動により、

市が認定した市内の企業・個人

事業所で、自社のＰＲに認定事

業所であることを活用できるな

どのメリットがあります。

講　師

在宅在宅医医療療・・介護介護連携連携　
市民講演市民講演会会

ービル７階シビックホール

２月１ ５日（土）午後  １ 時３０分 ～ ３時３０分

◆◆グランツハー　グランツハートト

◆◆　ダイセーエクスプレスシステダイセーエクスプレスシステムム

◆◆　中村工中村工業業

◆◆　ヤグヤグミミ

（敬称略、五十音順）

令和元年度 新令和元年度　新規規認定認定 事業事業所所 ４４

事業事業所所９９１１令和元年度 更令和元年度　更新新認定認定

【問】博物館　（４６）３２１５

いちのみや　あれこれ ～妙興寺と豊臣秀吉像～

　大和町の妙興寺には、豊臣秀吉像（県指定

文化財）が寺宝として伝えられています。こ

れは学校の教科書などで、おなじみかと思い

ます。

　「なぜ、妙興寺に豊臣秀吉像？」と思われる

かもしれません。妙興寺と豊臣氏との関係は、

１５９０（天正１８）年に京都の妙心寺の住職であ

った南化玄興を妙興寺に入寺させたことに始

まります。当時の妙興寺は、足利将軍家の 終 
しゅう

 焉 とともに荒廃していました。それを憂いた
えん

豊臣秀次の意向によって、南化玄興を入寺さ

せたとされています。豊臣秀次は小田原攻め

の後、尾張国に入国し国内巡視の際「国中無

双禅刹」ともいわれていた大寺・妙興寺の荒

廃を憂いたのでしょう。１５９２（文禄元）年に

豊臣秀吉は妙興寺に対し寺内での殺生などを

禁止し、１５９５（文禄４）年には３００石の土地を

与えています。また豊臣秀次は１５９３（文禄２）

年に妙興寺仏殿の修理に助力しています。豊

臣氏の力がなければ、妙興寺は再興されなか

ったでしょう。また多くの寺宝も散逸したか

もしれません。

　妙興寺に豊臣秀吉像が寺

宝の一つとして所有され、

大切にされてきたのも、こ

のような歴史的背景があっ

たからです。豊臣秀吉像の

上部には、豊臣秀吉が亡く

なった２年後の１６００（慶長

５）年に南化玄興が記した

文があります。 ▲豊臣秀吉像
（妙興寺蔵）

自宅で大往生
～「ええ人生やった」というために～「ええ人生やった」というために～～
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市政ニュース

１０ ００８９４ ＩＤ 

▽開設期間中は、一宮税務署では申告書の作成指導・相談は行いません。

▽申告書は郵送でも提出できます。

【問】一宮税務署　（７２）４３３１　　　市民税課　（２８）８９６３

２２月月１１７７日日（月（月））～～３月３月１６１６日日（月（月））にに
一宮地場産一宮地場産業業フファァッッシショョンンデザイデザインンセンセンタターーでで

確定申告会確定申告会場場をを開設開設

令和元令和元年年分の分の所得税等所得税等のの確定申告確定申告

※土・日曜日を除く
　（２月２４日（休）・３月１日（日）は開設）

申告書作成は国税庁ウ ェブサイ ト
「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください

申告会場申告会場はは大変混雑大変混雑しますのしますのでで、、長時間お待た長時間お待たせせするする可能可能性があります性があります。。

１月か
ら

　令和２年１月から、２カ所以上の給与所得がある方、年金収入や副業などの雑所得がある方も

利用できるようになります。

スマートフォンで申告できる方の範囲が広がりまスマー トフ ォンで申告で きる方の 範 囲 が広 がり ますす

◆国税庁ウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用

　して金額などを入力する

い つ で も

ど こ で も

申告で
きます

マイナンバーカード、マイナンバーカード対応の

スマートフォンをお持ちの方

税務署で発行される「ＩＤ・パスワード方式の届出

完了通知」をお持ちの方

※発行を希望する方は、税務署に運転免許証など

の本人確認書類を持参して申請してください。

▼

▼

▼
▼

申 告 完 了

申告書を作成

マイナンバーカードを使って送信ｅーＴａｘで送信

ＩＤとパスワードで送信

　令和元年分の消費税の確定申告は、消費税率引き上げ（軽減税率制度実施）前後で

課税売り上げおよび課税仕入れなどを区分して集計する必要があります。

　国税庁ウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」で「課税取引金額計算表」に転記する内容を

画面案内のとおりに入力すれば、「消費税確定申告書」が作成できます。

※決算書などからは消費税確定申告書の作成ができません。

確定申告の準備はお済みですか
消費税課税事業者

（個人事業者）の方へ
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給与支払報告書・償却資産申告書
住宅用地申告書・被災住宅用地申告書 １月３１日（金）までに提出を

給与支払報告書と償却資産申告書給与支払報告書と償却資産申告書はは

地方税ポータルシステ地方税ポータルシステムム（（エエ ルタックスル タ ックス、、https://www.eltax.lta.go.jphttps://www.eltax.l ta.go.jp  ））でも提出できます。でも提出できます。

・給与支払報告書（市区町村提出用）は総括表を付け

てご提出ください。

・令和元年中の退職者の給与支払報告書は、退職時の

住所地の市区町村にご提出ください。

・前々年に税務署に提出すべき源泉徴収票が１，０００枚

以上の支払者は、エルタックスまたは光ディスクな

どで提出することが義務付けられています。

　※令和２年分から、提出を義務付けられる対象が１００

枚以上の支払者に変更されます。

給与支払報告給与支払報告書書 【問】市民税課　（２８）８９６４ １０１２３８９ ＩＤ 

◆　対　象

◆　提出先

従業員（給与所得者）を雇って事業

や商売を営み、令和元年中に給与

を支払っている方

本庁舎市民税課、尾西庁舎窓口課、

木曽川庁舎総務窓口課、出張所

※令和２年１月１日に居住している

市区町村

・新しく事業を始めた方や、以前から事業を営んでい

て申告書が１２月中に届いていない方は、お申し出く

ださい。

　※「令和２年度固定資産税償却資産の申告について」

　　のハガキで、償却資産の増減が「なし」と回答し

　　た方は、申告する必要はありません。

【問】資産税課　（２８）８９６７ １０２１９８４ ＩＤ 償却資産申告償却資産申告書書

市内で事業のために使用している

機械・設備・備品などの償却資産が

ある方

◆　対　象

◆　提出先 本庁舎資産税課、尾西庁舎窓口課、

木曽川庁舎総務窓口課、出張所

　　申告についてのお願い

▽新設の事業所は、対象となる全部の償却資産を申告してください。

▽テナントなどの借用建物で、賃借人が施工した事業用の内装・造作・建築設備などは、賃借人の償却資産

として申告してください。

【問】資産税課　（２８）８９６５ １００５４４９ ＩＤ 住宅用地申告住宅用地申告書書

※宅地にかかる固定資産税は、利用状況により居住用の住宅用地と非住宅用地に区分され、それぞれ税負担が

異なります。詳しくは、お尋ねください。

平成３１年１月２日～令和２年１月１日に、新築や取り壊しなどで利用状況が変わった、次のい

ずれかに該当する土地の所有者

▽専用住宅または併用住宅（居住部分の床面積が４分の１以上）を新築した（建て替えを除く）

▽専用住宅を併用住宅または工場・店舗・倉庫などの非住宅に利用変更した

▽併用住宅または工場・店舗・倉庫などの非住宅を専用住宅に利用変更した

▽住宅を取り壊し、空き地や駐車場などにした

◆　対　象

◆　提出先 本庁舎資産税課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所

　平成３１年１月２日～令和２年１月１日に、風水害や火災などで住宅が壊れたりなくなったりし、２年１月１

日現在で家屋や構築物の敷地として利用できない住宅用地は、災害の発生後２年度分に限り住宅用地の特例（み

なし住宅用地）の適用対象になる場合があります。該当する方は、本庁舎資産税課へご相談の上、申告書をご

提出ください。

【問】資産税課　（２８）８９６５ １００５４４６ ＩＤ 被災住宅用地申告被災住宅用地申告書書
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市政ニュース

　市では、４月以降新

たに保育園（小規模保

育事業所・事業所内保

育事業所を含む）へ入

園を希望する方の追加

申し込みを受け付けま

す。入所条件や入所できる保育園などは、２月

３日（月）以降に保育課（   １０１６７８５）でご確認

ください。

申し込み／２月３日（月）～１７日（月）に申込用紙など

を本庁舎保育課。申込用紙は保育園、

保育課で配布

※市立保育園は、申込時に面接を行うため、開

庁時間内に児童と一緒にお越しください。

日　時／１月１１日（土）～１３日（祝）　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）

　国民年金は国が運営する年金制度で、国内に

住所がある方は２０歳から加入しなければなりま

せん。国民年金は老後だけでなく、病気・けが

で障害が残ったときなど万が一のときには、あ

なたや家族の生活を支えてくれます。厚生年金

に加入していない方には、２０歳になると加入の

お知らせおよび納付書などが日本年金機構から

送付されます。お知らせなどが届かない場合は、

一宮年金事務所（（４５）１４１８）へお問い合わせ

ください。

保険料を納めましょう

　年金を受給するには、保険料をきちんと納付

しなければなりません。ただし所得が少なく納

付が困難な方や学生の方には、保険料を免除・

猶予する制度がありますので、ご相談ください。

 ＩＤ 

　案内書（申込書）は、１月６日（月）から本庁舎

市営住宅管理事務所、尾西庁舎窓口課、木曽川

庁舎総務窓口課、出張所で配布します。申し込

み資格は、案内書でご確認ください。

募集住宅／松降・朝日・河端・大山・春明・島村

・宝江・大和東・東五城・玉野などの３

階建て以上の中高層住宅

受付期間／１月１４日（火）～２１日（火）

受付場所／市営住宅管理事務所

※入居希望者のない部屋は、２月７日（金）から先

着順で追加募集あり

　１月２６日は「文化財

防火デー」です。文化

財の防火について関心

を高め、かけがえのな

い文化財を保護しまし

ょう。

文化財防火パトロール

日　時／１月１６日（木）　午前１０時～午後３時

内　容／文化財周辺の環境保全・防火指導

文化財防火訓練

日　時／１月２４日（金）　午前１０時

会　場／賀茂神社（木曽川町玉ノ井）

　四輪以上および三輪の軽自動車（電気自動車

などを除く）は、最初の新規検査から１３年を経

過すると、軽自動車税（種別割）の税率が重く

なります（重課）。２年度は、平成１９年３月まで

に最初の新規検査を受けた車両が対象になりま

す。最初の新規検査を受けた年月は、自動車検

査証の「初度検査年月」欄で確認できます。詳

しくは、  １０００９５２をご確認ください。

重課の税率（年額）

▽乗用自家用＝１２，９００円

▽貨物用自家用＝６，０００円　ほか

 ＩＤ 

新成人のあなたへ

スタートは２０歳！ 　国民年金

【問】保険年金課　（２８）９０１４　　

  １０００８４９ ＩＤ 

保育園の入園申し込み（追加分）
２月３日～１７日に受け付け

【問】保育課　（２８）９０２４　　

軽自動車の経年車に
重課の税率を適用

【問】市民税課　（２８）８９６２　　

市営住宅（定期募集）を受け付け

　【問】市営住宅管理事務所　（２８）８６４９　　

  １０３１２９７ 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 

文化財を火災から守りましょう

　【問】博物館　（４６）３２１５　

  １０３１８３８ ＩＤ 
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　プレミアム付商品券の購入期限および使用期

限は次のとおりです。

購入期限／１月３１日（金）

使用期限／２月２９日（土）

※購入された商品券は、いかなる場合でも返金

できませんので、期限内にご使用ください。

　市が発行する資料を自由に閲覧できるよう、

市役所本庁舎１階、尾西・木曽川庁舎１階に市

資料コーナーを設けています。現在、閲覧でき

る主な資料は、次のとおりです。

▽市長交際費、議会交際費、議会会議録、予算

書、決算書、建設工事入札契約結果、市民意

見提出制度公表資料、総合計画公表資料

　身体障害者・療育・精神障害者保健福祉・被

爆者手帳を持っている方が、転居・死亡、振込

先の変更や特定の施設に入所した場合は、速や

かに本庁舎福祉課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁

舎総務窓口課で手続きをしてください。なお過

払いがあった場合は、返納が必要です。

　保険料を納付書で納めている方が口座振替を

希望する場合、市内金融機関で手続きできます。

ゆうちょ銀行以外は専用のハガキで申し込めま

すので、ご連絡ください。国民健康保険税を口

座振替で納めていた方が新たに加入した場合も、

手続きが必要です。

　保険料を年金天引きで納めている方が口座振

替への変更を希望する場合、納付方法変更の手

続きが必要です。

　国民健康保険に加入している７０～７４歳の方に、

所得などに応じて医療費の一部負担金割合を記

載した、高齢受給者証を交付しています。適用

期間は７０歳の誕生日の翌月（１日生まれは誕生

月）から７５歳の誕生日の前日です。

　受給者証は７０歳になる誕生月（１日生まれは

誕生月の前月）の２０日ごろに送付します。医療

機関で受診の際は、保険証と一緒に提示してく

ださい。

　国民健康保険税（（２８）９０１２）・後期高齢者医

療保険料（（２８）８９８５）・介護保険料（（２８）９０１９）

を納めている方へ、１月末までに納付確認書を

送付します（年金からの特別徴収だけの方を除

く）。確定申告などの社会保険料控除にご利用く

ださい。

対　象／市街化区域内の合計面積３００以上の

農地（商業地域・工業専用地域を除く）

申し込み／１月６日（月）～３月３１日（火）に必要書類

を本庁舎農業振興課

※必要書類など詳しくは、お尋ねください。

日　時／１月２３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／１月６日（月）～２１日（火）に電話で商工観

光課

令和２年度都市計画

生産緑地地区に追加指定する
農地を募集

　【問】農業振興課　（２８）９１３５　　

  １０２７０８５ ＩＤ 

弁護士による
多重債務無料相談会

【問】商工観光課　（２８）９１４８　　

  １０２１１６３ ＩＤ 

プレミアム付商品券
購入・使用期限にご注意を

【問】商工観光課　（２８）９１３０　　

  １０２８９９９ ＩＤ 

市資料コーナーのご利用を

　【問】行政課　（２８）８９５７　　

  １００００６５ ＩＤ 

障害者手当を受給している方へ

手当の異動手続きはお早めに

【問】福祉課　（２８）９０１７　　

  １００１１１３ ＩＤ 

後期高齢者医療保険料

口座振替を希望する方は手続きを

【問】保険年金課　（２８）８９８５　　

  １０００９７６ ＩＤ 

国民健康保険に加入している方へ

７０歳になると高齢受給者証を交付

【問】保険年金課　（２８）９０１１　　

  １０００８１８ ＩＤ 

納付確認書を送付

　【問】保険年金課　　

【問】介護保険課　　

  １０１８１１４ ＩＤ 
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ｏｕｒｃｅｓ　ＬＩＶＥ
ナイトミュージアムコンサート

▼観覧料

　【指定席】大人１，６００円、高・大学生８００円、小中学生４００円

　【立見席】大人８００円、高・大学生４００円、小中学生２００円

▼前売り

　１月２１日（火)から美術館で販売（指定席３５枚・立見席４５枚）

　※３歳以下は入場不可、当日午前９時から立見席２０枚の販売あり

１０３１９１０ ＩＤ 

午前 ９ 時～午後 ５ 時（入館は ４ 時３０分まで）

１ 月 ２１日（火）～４ 月１２日（日）

※月曜日（２月２４日を除く）、２月 １２ 日（水）・ 

２５ 日（火）は休館

１０３１９７６ ＩＤ コレ クシ ョン展（常設展）

学芸員によるガイドツアー 期間中の第２・４木曜日　午後２時

【問】三岸節子記念美術館　（６３）２８９２

Ｓ at ミギシミュージアム（ソーシズ） 午後
６時

　～
７時３

０分

▲「さいたさいたさくらがさいた」１９９８年ＭＩＧＩＳＨＩ

を　つ春 待

（　　　　　　）大人３２０円、高・大学生２１０円、中学生以下無料

（市外の小中学生は１１０円）

桐朋学園在学中に結成された、ツインバイオリンとピアノによる

インストゥルメンタルＰＯＰＳユニット

プロフィル

２月２２日（土）（必着）までに電話、または郵便番号・住

所・参加者名（ふりがな）・年齢（学年）・電話番号・参加

希望時間を記入し「美術実技講座」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 ）

３月８日（日）　

各２０人（抽選）

中サイズ＝１, ５００円

　　　　 大サイズ＝２, ０００円

美術実技
講座蝉丸 招き猫！

絵付けワークショップ

　幻想的なネコのオブジェを手掛ける造形作家・

蝉丸さんを講師に、ワークショップを開催します。

美術を楽しむための
知識を学ぶ

２月８日（土）１

都市と装飾
　日本に彫刻はどのように置かれてきたのかきたのか

講師　木下直之さん（静岡県立美術館館館長館長））

２月２２日（土）２

講師　小西敏正さん（宇都宮大学名誉教授）教授）

１０３１０３１１９１７９１７ ＩＤ 

ミュージアムガイド

完成イメージ

１０３１８７９ ＩＤ 

三岸節子のアトリエ
　描くため、生きるための空間

三

岸

節

子

記

念

美

術

館

①午前１０時～１１時１１時３３００分分

②午後２時～３時３３時３００分分

申し込み

３ 月１
日（日

）

※未就学児は参加不可（小学３年生以下は保護者同伴）

各１００人（先着）定員

午後２時～３時３０分時間



 １月１１日（土）～３月 ８ 日（日）

大人２００円、高・大学生１ ００円、中学生以下無料

（市外の小中学生は５０円）

午前９時３０分～午後５時（入館は４時３０分まで）

※月曜日（１月１３日・２月２４日を除く）、１月１４日（火）、

２月１２日（水）・２５日（火）は休館

※企画展観覧料が必要

【問】博物館　（４６）３２１５

【問】尾西歴史民俗資料館 （６２）９７１１

御裳神御裳神社社のの宝物宝物
尾西歴史民俗資料館企画尾西歴史民俗資料館企画展展
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１０２８４９３ ＩＤ 

午前 ９ 時～午後 ５ 時（入館は ４ 時３０分まで）

※月曜日（２月２４日を除く）、２月 １２ 日（水）・２５ 日（火）は休館

２月１日（土）～３月１日（日）

※小学生と保護者が対象。定員１０組（当

日午前９時３０分から整理券を配布）

１月１２日（日）　午前１１時～正午

親子で昔のおもちゃをつくろう
～キラキラ万華鏡～

※中学生以下が対象。定員各１５人（先着）

道具妖怪をつくろう
２月９日（日）　午前１１時・午後２時

たのしい昔あそびで遊んでみ よう
２月２日（日）・２３日（祝）、３月１日（日）　午後１時～４時

みて ！ さわって ！ 昔の道具を学ぼう

※小学生が対象。定員各１５人（当日３０分前から

整理券を配布）

２月１１日（祝）　午前１１時・午後２時

期間中開催

 みんなで描こう ！ 妖怪絵巻 

森たいけたいけんんのの

紙でつくる門松＊

１月５日～２６日の土・日曜日、祝日

午前９時３０分～正午・午後１時～４時３０分

かわり絵カード＊

２月１日～３月２９日の土・日曜日、祝休日

午前９時３０分～正午・午後１時～４時３０分

＊中学生以下が対象

はたおり・糸つむぎ体験
毎週土・日曜日

午前１０時～１１時３０分・午後１時３０分～３時

２月２日（日）・２９ 日（土）　午後１時３０分展示説明会

ミュージアムガイド
博物館企画展

～博物館にすむ妖妖怪怪たち～

くららしし体体験験講講座座

博

物

館

尾
西
歴
史
民
俗
資
料
館

１０３１９１１０３１９１２２ ＩＤ 
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【問】商工観光課　（２８）９１４８

　公式のウェブサイトを模倣した、いわゆる偽サイトに

注意が必要です。割引率が高い、支払い方法が個人の銀

行口座へ前払いのみ、連絡先が不明確などの通販サイト

は、偽サイトの可能性があります。こうしたサイトでは、

商品が届かず、お金をだまし取られるといった被害の恐

れがあります。また公的機関や運送会社などを模倣した

偽サイトでは、不正なプログラムのインストール、身に

覚えのない決済がされるなどの被害が報告されています。

不審なメールに記載のＵＲＬから誘導されることが多く、

安易にクリックしないことが大切です。偽サイトによる

被害にあった場合は、市消費生活相談の窓口（（７１）２１８５、

１９参照）にご相談ください。

イイイイイイイイイインンンンンンンンンンインタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーネネネネネネネネネネーネッッッッッッッッッッットトトトトトトトトトトののののののののののの

““““““““““偽偽偽偽偽偽偽偽偽偽ササササササササササ“偽サイイイイイイイイイイイトトトトトトトトトトト””””””””””にににににににににに注注注注注注注注注注”に注意意意意意意意意意意意！！！！！！！！！！！

（　）内は前年対比。※は９月末現在

市内の犯罪・事故（１０月末現在）

交通事故

人　数件　数区　分

４（±　０）４（±　０）死　亡

２５（▲　２５）　２４（▲　２６）重　傷

１，５７３（▲４８９）１，３１４（▲４２８）軽　傷

１，６０２（▲５１４）１，３４２（▲４５４）計

主な重点犯罪

件　数区　分

１，９０４（▲９９）刑　法　犯

２１０（▲　２０）侵　入　盗

〔１１８（▲３９）〕〔うち住宅対象〕

２１２（▲　４６）自動車関連窃盗

１８（±　０）特殊詐欺※
　平成３１・令和元年に市内で発生した侵入盗の

件数は、平成３０年と比べ減少しました。しかし

市内の住宅対象侵入盗の件数の多さでは、県内

上位が続いています。侵入盗のうち、住人が在

宅時に入浴や食事などをしてる隙に侵入され、

金品を奪われる「居空き」は、犯人と出くわし

て危害を加えられる恐れがあります。次の居空

き対策を実践しましょう。

▽在宅時にも不在となる部屋や目が届きにくい

箇所などには鍵を掛ける

▽玄関・窓などに防犯性能の高い鍵や補助錠を

付け、ガラスに防犯フィルムを貼る

▽防犯砂利を敷き、防犯カメラやセンサーアラ

ーム、センサーラ

イトなどの防犯器

具を取り付ける

居空き対居空き対策策

　１月１０日は「１１０番の日」で

す。１１０番は、事件・事故など、

緊急事態に遭遇したときのための「緊急電話」です。

「強盗やひったくりなどの被害に遭った、目撃した」

「知らない人に後をつけられている」「ひき逃げ・当

て逃げ事故などに遭った、目撃した」などの、すぐ

に警察官に現場へ来てほしい事件・事故に遭遇した

場合は、すぐに１１０番通報し、慌てず、焦らず、簡潔

明瞭に、警察官からの質問にお答えください。　

　地理案内や相談事など緊急の対応を必要としない

場合は、警察相談ダイヤル「＃９１１０」または最寄り

の警察署へご相談ください。

【問】一宮警察署　（２４）０１１０

事事件件・・事故事故　

緊急事案は１１０緊急事案は１１０番番
▲一宮警察署
　防犯キャラクター
　ＬＯＣＫＥＹ

【問】市民協働課　（２８）８６７１
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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。

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２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

１月１０日（金）の午前９時から

電話で市民総合相談室

（（７３）４３６３）

※１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)

７日（金）・１４日（金）・２１日（金）・２８日（金）

１３：００～１６：００

尾西庁舎４階１２日（水）・２６日（水）　１３：００～１６：００

１００１９５５ ＩＤ 

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１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

（１０・１７・２４・３１日の午後、１

～３・１３日を除く）

市民総合

生
活
・
市
政

思いやり会館３階

 （７３）４３６３

８日（水）・１５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

（１～３・１３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

５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

（１～３・１３日を除く）
消費生活

思いやり会館３階

７日（火）・２１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
８日（水）　１３：００～１６：００人　　権

思いやり会館３階１６日（木）　１３：００～１６：００
行政書士の

許認可手続

オリナス一宮３階

１０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

（２日を除く）

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

（１～３・１３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

（１～４・１４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

（１～３・１４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
５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

（１～３・１３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

（１～３・１３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

１０日（金）・２４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

（１～３・１３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

（１～３・１３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

（１・１３日を除く）

精神障害者

家 族

思いやり会館３階２０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１５日（水）　１３：００～１６：００

思いやり会館３階２３日（木）　１３：００～１６：００

登　　記

尾西庁舎４階１５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

１８日（土）　９：３０～１２：３０
登　記　・

境界問題

思いやり会館３階１４日（火）　１３：００～１６：００建築・地震

１０３２０３７ ＩＤ 



日　時／①２月２９日（土）②３月７日

（土）　午前９時３０分～正午

会　場／今伊勢公民館

対　象／市内の小学生

定　員／各２０人（抽選）

受講料／各３５０円

申し込み／１月２８日（火）までに電話・電

子申請、または住所・氏名（ふりが

な）・学年・保護者氏名・電話番号・

希望日を記入し「パン作り」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／１月３１日

（金）　午前９時３０

分～正午

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／２４人（抽選）

受講料／１，６００円（教材費を含む）

申し込み／１月１７日（金）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／１月２５日（土）　午後１時３０

分～４時

会　場／ －ビル６階中央図書館

対　象／英文多読の経験がある高校

生以上の方

講　師／西澤一さん（豊田工業高等

専門学校教授）

定　員／４０人（抽選）

申し込み／１月５日（日）～１３日（祝）に電

話で中央図書館

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

日　時／２月１日（土）・８日（土）　午

前９時３０分～午後４時３０分（初日は

４時まで）

会　場／本庁舎１４階１４０１大会議室

対　象／市内在住・在勤・在学で自

主防災リーダーを目指し、２回とも

参加できる方

内　容／避難所運営・資機材組立訓

練、避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）ほか

定　員／５０人（抽選）

申し込み／１月１７日（金）までに電話ま

たは電子申請

問い合わせ／危機管理課　（２８）８９５９

日　時／１月２５日～３月７日の土曜

日　午後１時～４時（７回）

会　場／スポーツ文化センター

対　象／市内在住・在勤の１８歳以上

の方

定　員／４０人（抽選）

申し込み／１月８日（水）までに電話で

生涯学習課

※資格取得の単位として認定

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時／１月１２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／１月２６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／１月２６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／２月１４日（金）　午後２時～

３時３０分

会　場／本庁舎１１階１１０２会議室

対　象／市内在住・在勤・在学の１８

歳以上の方

内　容／先住民族マオリ族の伝統的

な遊び「ポイ・ラーカウ」の体験な

ど、マオリ文化を学ぶ

定　員／３０人（抽選）

申し込み／１月３１日（金）（必着）までに

電話、または住所・氏名・年齢・電

話番号を記入し「マオリ文化セミナ

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.ichinomiya.lg.jp）

問い合わせ／国際交流協会（生涯学習課

内）　 （８５）７０７６

日　時／２月８日（土）　午後１時１５

分～４時

会　場／エコハウス１３８

対　象／市内在住・在学・在勤の方

内　容／「わたしが変わる、暮らし

が変わる、未来が変わる」をテーマ

に、環境の大切さをワークショップ

形式で学ぶ

講　師／伊沢令子さん（ＮＩＥＤ・

国際理解教育センター代表理事）

定　員／２０人（抽選）

申し込み／１月１７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／１月２２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
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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

教室講座

バレンタイン
チョコケーキ教室
   １０１１１２２ ＩＤ 

自主防災リー ダー研修会
   １０１６０７０ ＩＤ 教

室
講
座

ス
ポ
ー
ツ

催
し
も
の

募

集

そ
の
他

子どもわくわく学習会

わくわくパン作り
   １０３１９４１ ＩＤ 

英文多読
レベルアップ講座
   １０２６９６０ ＩＤ 

レクリエーション・インスト
ラクター資格取得講習会
   １０３１９５４ 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 

ニュージーランドの
マオリ文化
   １０３１９２７ ＩＤ 

環境学習講座
   １０２２２２５　申込書ダウンロード可 ＩＤ 

経営合理化促進講座

女性活躍推進セミナー
   １０３１９５２ ＩＤ 
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日　時／①２月１日（土）②９日（日）　

午後１時３０分～３時

会　場／歴史民俗資料館

演　題／①「御裳神社の宝物につい

て」②「伊勢信仰と尾張」

定　員／各４０人（当日正午から整理

券を配布）

問い合わせ／尾西歴史民俗資料館　

（６２）９７１1

日　時／２月１６日（日）　午後１時３０

分～３時、２３日（日）　午前９時～午後

４時

対　象／市内在住・在勤・在学の方

で２日とも参加できる方

内　容／美濃路（岐阜県）に残る史

跡を見学し、美濃路の歴史を学ぶ

※１６日は歴史民俗資料館で講義、２３

日は現地学習で約４歩きます。

定　員／３２人（抽選）

受講料／２，０００円程度（昼食代を含む）

申し込み／１月１７日（金）（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「美濃路

探訪」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／１月１９日（日）　午後１時３０

分～３時３０分

会　場／本庁舎１４階１４０１大会議室

演　題／「一宮市の権利擁護を考え

る～障害のある人もない人も共に

暮らしやすいまちづくり～」

講　師／玉木幸則さん（西宮市社会

福祉協議会職員）

定　員／１５０人（先着）

申し込み／１月７日（火）～１６日（木）に電

話、または住所・氏名・電話番号を

記入し「障害者の理解啓発講演会」

と明記の上、ファクス（（７３）９１２４）

※手話通訳・要約筆記あり

問い合わせ／障害者自立支援協議会（福

祉課内）　（２８）８６１９

日　時／１月２５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

日　時／２月２６

日（水）　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／面接時におけるマナーの講

義と実践

定　員／２５人（先着）

申し込み／１月１４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／３月４日（水）　午後２時３０

分～４時

会　場／本庁舎１４階１４０２会議室

対　象／市内在住のひとり親家庭の

父母で子育て中または子育て後、再

就職・転職を目指す方

内　容／就職支援セミナー「子ども

の成長と自立後を見据えたライフプ

ランについて」と参加者同士の交流

定　員／２０人（先着）

申し込み／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
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←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

１月１４日（火）までに弓道場（（２３）
８２６２、月～土曜日の午後７時～９時）

無料中学生以上大宮公園弓道場１月２６日（日）弓 道

１月１４日（火）までに
本庁舎スポーツ協会または本田
（（５１）４５６２、先着１００組）

１組３，０００円（大学生
は１組１，５００円、高校
生以下は１，０００円）

小学生以上市 テ ニ ス 場２月２日（日）ソ フ ト テ ニ ス

１月２１日（火）の午前９時～１０時に
尾西スポーツセンター（先着２４組）

１組３，０００円
男性：５５歳以上
女性：４５歳以上

尾 西 ス ポ ー ツ
セ ン タ ー

２月８日（土）熟年ソフトテニス

１月１７日（金）までに一宮バスケット
ボール協会ウェブサイトを確認

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
い ち い 信 金
アリーナＡ・Ｂ

２月１６日（日）
　　２３日（祝）
３月８日（日）

バスケットボール

１月１９日～２月１６日の日曜日の午後
７時～９時に参加料を持参の上、木
曽川体育館（先着１００人）

１人１，０００円
１８歳以上
（学生を除く）

木 曽 川 体 育 館２月２３日（祝）
バ ド ミ ン ト ン
（ 団 体 ）

１月２５日（土）までに岩田
（０９０（７６７１）８７３３）

Ａ級３６，０００円ほか市内のチーム
奥 町 公 園 ・
木 曽 川 サ ブ
グラウンドほか

毎週日曜日
（３月１５日（日）から）

ソ フ ト ボ ー ル

バドミントンは１人で参加可。ソフトボールは級によって参加料が異なります。

＊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。スポーツ 大 会

歴史講座「伊勢神宮と尾張」
   １００８９１６ ＩＤ 

美濃路探訪　美濃編
   １００８９１１ ＩＤ 

障害者の理解啓発講演会
   １０３１８５５ ＩＤ 

親子自然工作教室

マザーズセミナー

ひとり親セミナー＆交流会
   １００１３６２ ＩＤ 



日　時／２月２日～２３日の日曜日　

午前９時～午後４時（４回）

会　場／木曽川消防署

対　象／事業所・団体の構成員で、

４回とも受講できる市内在住・在勤

の１８歳以上の方

定　員／３０人（先着）

受講料／３，７４０円（教材費）

申し込み／１月６日（月）～２０日（月）に電

話または電子申請

問い合わせ／一宮消防署　（７２）１１０３

日　時／１月２５日（土）・２６日（日）　午

後１時～５時

会　場／木曽川消防署

対　象／市内在住・在勤・在学の中

学生以上で２回とも受講できる方

定　員／３０人（先着。１０人以上の団

体は随時開催）

申し込み／１月６日（月）～１５日（水）に電

話または電子申請

問い合わせ／一宮消防署　（７２）１１０３

日　時／３月２０日（祝）～２２日（日）

会　場／ヘブンスそのはらＳＮＯＷ

ＷＯＲＬＤ（長野県下伊那郡阿智村）

対　象／市内在住・在学の小学３年

生～高校生

定　員／２８人（抽選）

受講料／小学生３万４，０００円、中学・

高校生３万９，０００円（宿泊代・交通

費を含む）

申し込み／２月６日（木）の午後７時～

７時１５分に受講料を持参の上、いち

のみや中央プラザ体育館（保護者の

同意のため、認め印が必要）

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　 （８５）７０７８

日　時／２月８日（土）　午前９時（予

備日１５日（土））

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／小中学生

定　員／５０人（先着）

受講料／１００円

申し込み／１月４日（土）の午前９時か

ら電話で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／２月３日～３月９日の月・

金曜日　午前１０時～正午（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／１８歳以上の方（高校生を除

く）

定　員／２０人（先着）

受講料／７，０００円

申し込み／１月６日（月）の午前１０時か

ら電話で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／１月２１日（火）・２２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／２月６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／１月１２日（日）　午後３時～

４時

会　場／ －ビル５階中央図書館

内　容／読み聞かせ、歌遊び、かる

た取り大会

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

日　時／２月２日（日）　①午前１０時

～正午②午後２時～４時

会　場／ －ビル７階中央図書館

対　象／市内在住・在勤の２０歳以上

の方（学生を除く）

定　員／各１０人（抽選）

申し込み／１月５日（日）～１９日（日）に電

話で中央図書館

※参加者によるビブリオトークあり

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

日　時／１月３１日（金）～２月４日（火）　

午前１０時～午後４時（３１日は４時３０

分まで、４日は３時３０分まで）

会　場／スポーツ文化センター

内　容／市内で特別支援教育を受け

ている子どもたちの作品（図画・工

作・習字・手芸ほか）と成長の記録

などを展示

休館日／２月３日（月）

問い合わせ／学校教育課　（８５）７０７３

日　時／１月１９日（日）　午前１０時～

正午

会　場／１３８タワーパーク

内　容／「冬の華・ロゼット葉を観

察してみよう」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／１月６日（月）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
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応急手当普及員講習
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２０２０（令和２）年１月　広報一宮

スポーツ

催しもの

上級救命講習
   １０００４９９ ＩＤ 

ジュニアスキー教室

少年・少女１日野球教室

テニス教室

福祉マルシェ
 ｉ ・愛・ 逢 マーケット

あい

   １０３１７８３ ＩＤ 

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

新年 ！

図書館で"読みはじめ"
   １０２６６０５ ＩＤ 

大人のための
図書館見学ツアー
   １０２６９０２ ＩＤ 

一宮手をつなぐ子らの
教育展
   １０２７１８５ ＩＤ 

もくパラ自然 楽  講 
がっ こう



23２０２０（令和２）年１月　広報一宮

日　時／２月１４日（金）　午前１０時～

正午

会　場／市民病院

内　容／講演「がんと食事」、患者・

家族の交流

問い合わせ／市民病院がん相談支援セン

ター　（７１）１９１１

日　時／２月１日（土）　午後１時３０

分～３時３０分

会　場／一宮地場産業ファッション

デザインセンター

内　容／渡辺哲雄さん（菰野町社会

福祉協議会法人後見委員会副委員長）

による成年後見制度に関する講演

問い合わせ／社会福祉協議会　（８５）

７０２４

日　時／２月１８日（火）　午前１０時

会　場／木曽川文化会館尾西信金ホ

ール

対　象／市内在住の６０歳以上の方

（平成３０・３１年の両方に出演した方を

除く）

内　容／民謡・舞踊・カラオケなど

定　員／５０組（抽選）

申し込み／１月７日（火）～１５日（水）に社

会福祉協議会、本庁舎高年福祉課、

いきいきセンター、いこいの広場、

つどいの里

問い合わせ／社会福祉協議会尾西支部　

（６３）４８００

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／①２人②３人

申し込み／１月１７日（金）（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

←イベントカレンダーはこちら 情報ＢＯＸ
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国営木曽三川公園１３８タワーパーク　（５１）７１０５

■ニューイヤーイルミネーション

日　時／１月１日（祝）～５日（日）　午後５時～９時

内　容／「ＴＨＥ　ＢＥＡＵＴＩＦＵＬ　ＥＡＲＴＨ～未来をつくる、

ＳＤＧｓ～｣をテーマに、イルミネーションを点灯

■ツインアーチから初日の出を見よう ！

日　時／１月１日（祝）　午前６時

定　員／１３０人（先着。整理券が必要）

参加料／ツインアーチ１３８利用料が必要

■和服でタワー無料ご招待

日　時／１月１日（祝）～３日（金）　午前９時３０分～午後

９時（１日は午前６時から）

■新成人タワー無料ご招待

日　時／１月１２日（日）　午前９時３０分～午後５時（年齢

を確認できる物が必要）

■お正月遊びコーナー・巨大お正月遊び大会

日　時／１月２日（木）・３日（金）　午前１０時～正午・午後

１時～４時

内　容／羽根突き・こま、巨大福笑い・かるた取り

■お宝の入った「めでたい」を釣ろう ！

日　時／１月２日（木）～５日（日）　午前１０時～午後４時

内　容／磁石のついた釣りざおで、賞品引換券が入っ

たタイを釣る

参加料／ツインアーチ１３８利用料が必要

■星空入門「金星と月をくらべてみよう」

日　時／１月４日（土）　午後５時３０分～７時３０分

内　容／満ち欠けをする月と、金星の見え方の違いを

観察

日　時／１月１３日（祝）～３月１日（日）　午前１０時～

午後４時　

料　金／１組１，０００円（展望階レストランのソフト

ドリンク引換券付き。高校生以上が対象）

ツインアーチ１３８ バレンタイバレンタインンペアペアチチケッケットト販売販売

募　集

１ 月 １ 日（祝）～１３日（祝）

１０２２２９７ ＩＤ １３１３８８タワーパークタワーパーク　

新春フェス新春フェスタタ２０２０２０２０

がん患者サロン会・
勉強会

地域福祉講演会

高齢者演芸発表大会

２月採用　木曽川市民病院

常勤臨時職員を募集
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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／月～金曜日の①午前９時～

正午②午後１時～４時

※都合のつく日時・回数で可

内　容／市民病院の院内案内、車椅

子の介助ほか

交通費／支給（市民病院ウェブサイ

トで確認）

申し込み／電話で市民病院管理課

問い合わせ／市民病院管理課　（７１）

１９１１

応募資格／昭和４５年４月２日以降生ま

れで、診療情報管理士の資格があり、

３年以上連続して１９９床以上の病院

で診療報酬請求事務などの勤務経験

がある方

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／１月２４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１月３１日（金）に市民病

院で実施

問い合わせ／市民病院管理課　（７１）

５１６７

　資料請求ハガキを本庁舎生涯学習

課（（８５）７０７４）で配布しています

（放送大学ウェブサイトで資料請求

可）。出願は３月１７日（火）までです。

問い合わせ／放送大学愛知学習センター　

０５２（８３１）１７７１

　国では、農林業を営む方を対象に、

農林業に関する統計調査を行います。

県知事に任命された調査員が訪問し

ますので、ご協力をお願いします。

問い合わせ／農業振興課　（２８）９１３５

　特定の産業に適用される特定最低

賃金が改正され、鉄鋼業９７５円、は

ん用機械器具製造業９４７円、輸送用機

械器具製造業９５５円、自動車（新車）

小売業９４１円になりました。

問い合わせ／一宮労働基準監督署　

（４５）０２０６

　ストーブをカー

テンや家具に近づ

けたり、就寝中に

使ったりするなど、

誤った使い方をす

ると、火災の危険

が高まりますので、

ご注意ください。

問い合わせ／消防本部予防課　（７２）

１２８０

日　時／２月６日（木）　午後２時～

４時３０分

会　場／消防本部

対　象／延べ面積３００以上で３００人

以上収容の飲食店・店舗・病院・ホ

テルなどの防火管理者で、防火管理

講習を受講して４年以上経過した方

定　員／５０人（先着）

受講料／１，４００円（教材費）

申し込み／１月６日（月）の午前１０時～

２４日（金）の午後５時１５分に電子申請、

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

甲種防火管理再講習会
   １００８１９１　申込書ダウンロード可 ＩＤ 

そ
の
他

そ　の　他

▽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。

１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２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。

１
Ⅰ　ＬＯＶＥ　いちのみや

ＩＣＣ　地デジ１２ch

月の映像広報

環境センター　（４５）７００４

（　）内は前年同月

１人１日総　量

８６４（８９８）

▲３４ｇ

１０，３２３ｔ（１０，７４０ｔ）

▲４１７ｔ

市内のごみの量（１０月分）

▽１月１日（水）～５日（日）は休み

▽１月１３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。

１月のごみ収集

１月のごみ持ち込み

▽１月１日（水）～５日（日）は休み

▽１月１３日（月）は受け付け

一宮地方総合卸売市場

 （４４）１１１９

１月の日曜新鮮市は休み

（１１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　１２６件

社会福祉協議会へ

壱番屋ボランティア委員会

エス・ビー建材

県立起工業高等学校ＰＴＡ

豊田合成尾西工場

愛知西農業協同組合

ヤマコ納骨堂協会

匿名３件

教育関係へ　水谷宣美

市民病院

ボランティアを募集

４月採用　市立病院

病院事務職員を募集

放送大学
４月入学生を募集

ストーブによる
火災を防ごう
   １０００５１５ ＩＤ 

農林業センサスにご協力を
   １０３１８００ ＩＤ 

県内の特定最低賃金が
改正



25２０２０（令和２）年１月　広報一宮

教
室
講
座

ス
ポ
ー
ツ

催
し
も
の

募

集

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

プリザーブドフラワーで作るコサージュ
日　時／２月８日（土）　午前１０時～正午
会　場／  －ビル６階小会議室
対　象／１８歳以上の方
定　員／１０人（先着）
受講料／１，２００円

申し込み／１月１日（祝）の午前９時から電話で  －ビル

　－ビル　（２８）９１５３文化教室

石ころアート（鯉のぼり）
日　時／３月２８日（土）　午前１０時～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／１月２５日（土）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

１月６・２０・２７日（月）　１４：００
水 中 ウ オ ー キ ン グ

１月２２・２９日（水）　１３：００

１月２２・２９日（水）　１４：００か ん た ん ア ク ア ビ ク ス

１月１０・１７・２４・３１日（金）　１３：００スイムワンポイントレッスン

エコハウス１３８　（４７）７１３８環境学習講座・プール講習会

オリオンの剣で輝く冬の星雲を観望しよう ！

～ふたご座のカストル（二重星）、オリオン座大星雲～
日　時／①１月２４日（金）②２５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／１月１５日（水）の午前１０時から電話で地域文化広場　

一宮地域文化広場　（５１）２１８０天体観望会

申込日時日　時教室名

受け付け中

１月１０日（金）・２４日（金）　１６：００
幼 児
（ 体 験 ）

１月１８日（土）　１６：００親 子

１月２１日～２月１８日の火曜日
９：３０（４回）

大 人

１月２５日（土）　１７：４５サ タ デ ー

１月２７日（月）　１８：００ド リ ル

１月２１日（火）
１１：００

２月４日～２５日の火曜日
１６：００（３回）

幼 児
２月５日～１９日の水曜日
１６：００（３回）

２月６日～２０日の木曜日
１６：００（３回）

２月４日～２５日の火曜日
１７：３０・１８：２０・１９：１０（各３回）

フィギュア
（上級者）

２月６日～２０日の木曜日
１７：３０・１８：２０・１９：１０（各３回）

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（先着）

スケート場　（７２）７１９１スケート教室

温水プール　（７７）４７２７水泳教室

日　時／１月２２日（水）～３月１８日（水）に週１回１時間の教室を
８回（①親子＝日曜日、②未就園児＝火・木曜日、③子ども
＝火・水・木・金・土・日曜日、④大人＝水・木・金曜日）
対　象／市内在住・在学・在園の方（市外も場合により可）
受講料／①～③各６，０００円④５，５００円

申し込み／１月１３日（祝）～２１日（火）の各指定申込日から温水プー
ル。コース・受付時間・定員などの詳細は問い合わせ

申し込み／①②は各開催日時、③は１月１０日（金）の午前９時３０分、
④は１月２４日（金）の午前９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

１月７・１４・２１・２８日（火）
１３：３０～１４：３０

健康いきいき体操①

１月８・１５・２２・２９日（水）
１０：００～１１：００

ス ポ 文
ら く ら く 体 操

②

５，８００円
１月２４日・２月２１日・
３月６日（金）　９：３０～１２：００

洋 菓 子③

２，１００円２月７日（金）　９：３０～１２：００
バ レ ン タ イ ン
ス イ ー ツ

④

受講料は教材費を含む

スポーツ文化センター　（２４）１８８１スポーツ・文化教室

申し込み／電話でアイプラザ一宮

受講料定員日　時

４，８００円
２０人
（先着）

１月９日～３月１９日
の木曜日（６回）
１０：００～１１：３０

ゆ っ た り 朝 ヨ ガ

各８，０００円
各１５人
（先着）

１月１０日～３月１３日
の金曜日
①１０：００②１１：２０

コミュニケーション
英 会 話
（①初級②中級）

２，０００円
４０人
（先着）

１月１６日（木）・２３日（木）　
１４：００

源 氏 物 語 講 座

アイプラザ一宮　（７７）６６１２自主文化事業

ワンコインクラシック　オン・ステージ　Ｖｏｌ．１１
日　時／２月８日（土）　午後１時３０分
会　場／一宮市民会館
出　演／佐藤亜衣さん（箏・三絃奏者）、加藤かず穂さん（箏
奏者）、加藤奏山さん（尺八奏者）
定　員／１２０人（先着）
入場料／５００円（全席自由）。未就学児は入場不可
前売り／一宮・尾西市民会館、木曽川文化会館（（８６）７５８１）
などで販売中

レジデンスアーティストコンサート　Ｖｏｌ．５
日　時／２月２日（日）　午後１時３０分
会　場／尾西市民会館（（６２）８２２２）
出　演／中村由加里さん（クラリネット奏者）、犬飼裕哉さ
ん（ピアノ奏者）
定　員／８２７人（先着。全席自由）

一宮市民会館　（７１）２０２１自主文化事業

野鳥観察会＆バードコール作り
日　時／１月２６日（日）　午前１０時～正午
対　象／小学生以上の方（小学生は保護者同伴）
定　員／２０人（先着）
受講料／５００円（教材費）

申し込み／１月７日（火）の午前１０時から電話で大野極楽寺公園
管理棟（０８０（９１１０）３０１５）

大野極楽寺公園管理棟　（５１）３０１５緑化教室
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■１月１３日

　中野正康市長　当選（２期目）

２０１９年の主な出来事

■４月２１日

　・一宮市議会議員一般選挙

■５月１９日

　・ＥＵ国際都市間協力プロジェクト　シンポジウム

■５月２９日

　・「いちのみや市１００周年」記念事業　基本方針を決定

■１０月１６日

　・旧林氏庭園が登録記念物（名勝地関係）に登録

■８月３１日

　・いちのみや野菜プロジェクト

■９月２４日

　・市制施行１００周年のキャッチフレーズを決定

■１１月２８日

　・「一宮市中核市移行基本計画」を策定

■４月１日

　・市役所でパスポートの取り扱い業務を開始

　・テレビ電話による通訳サービスを訪問先に拡大

■１０月１日

　・スクールロイヤー制度を導入

　・いちのみや中央プラザ　オープン

■９月１６日

　・高齢者福祉施設の名称を変更

ラグビラグビーー

南アフリカ代南ア フ リ カ代 表表

■９月２５日

26

令和元年

写真で振り返る

平成３１年

■１月１３日

　・一宮市長選挙

▼

動
画
は
こ
ち
ら

■１２月３日

　プログラミングコンテスト　発表会

１０３２１７８ ＩＤ 

公開練公開練習習

交流イベン交 流イ ベン トト

＆＆

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／
／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／
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■１月２５日

　給食レストラン

■８月１１日

　豊島将之名人指導対局

■２月９日

　５Ｇを活用した「自動運転」実証実験

■１０月１２日～１１月２４日

　尾西歴史民俗資料館もみじまつり 927
■９月１３日

　オリジナルダンス体操伝達講習会

■３月２５日～４月１０日

　一宮桜まつり

■５月１日

　婚姻届の特設受付窓口

■７月２５日～２８日

　第６４回おりもの感謝祭一宮七夕まつり
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ュースニ
まちかど

まちかどニュースの動画はこちら→

ナップス
まちかど

ツインアー チ のメ リー ク リスマス
１１月２３日　１３８タワーパーク

　毎年恒例の、１３８タワーパークのイルミネー

ション。大勢の人が「ウィンター花火ショー」

を目当てに訪れ、花火と音楽、イルミネーシ

ョンの競演を楽しんでいました。

冬の七夕 カーニ バ ル
～一宮 イ ルミ ネ ーション～２０１ ９
１２月１日　一宮駅周辺

　１月１３日（祝）まで開催中の「一宮イルミネーシ

ョン」。今回は、銀座通りに高さ約１０ｍの「ジュ

エルツリー」が登場。冬の一宮のまちを、色鮮

やかにライトアップしていました。

ね んりんピック紀の国わかやま２０１９

愛知県代表選手が優勝などを報告

（写真右端から）

▽水泳２５ｍ平泳ぎ　優勝ほか

青山実さん（大和町北高井）

▽テニス　優勝

林義憲さん（今伊勢町新神戸）

▽サッカー　ブロック準優勝

恒川正雄さん（北今）、三栁学さん（南小渕）
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　絹谷幸二や林正太郎などの、富士山をテーマにした

絵画や陶芸作品を展示します。

日　時／２月９日（日）まで　午前９時～午後５時（入館

は４時３０分まで）

会　場／不二竹鼻町屋ギャラリー

観覧料／３００円（中学生以下無料）

休館日／月曜日（１月１３日を除く）、１２月２８日（土）～１

月４日（土）、１月１４日（火）

問い合わせ／不二竹鼻町屋ギャラリー　０５８（３９３）０９５１

不二竹鼻町屋ギャラリー所蔵品展

高らかに　　新しき年羽島市

　稲沢市内の小中学生が市内の街並みや文化財、公園

など、身近な風景を描いた作品２５０点を展示します。

日　時／１月４日（土）～１９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

観覧料／無料

休館日／１月６日（月）・１４日（火）・１５日（水）

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

絵になる町　児童生徒絵画展稲沢市

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

約５kmと約１０kmのコースがあり

ます。

日　時／１月１２日（日）　午前９時

集合（雨天決行）

集合場所／一宮地方総合卸売市場

問い合わせ／実行委員会・藤高　

０９０（１７２８）７０５５（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）

～大和の見て歩き～

友結祭

日　時／１月１９日（日）　午前１０

時～午後０時３０分

会　場／大雄会第一病院（羽衣

１丁目６－１２）

内　容／東亜樹さん（一宮ゆか

りの歌うまスーパー小学生）の

出演、健康情報の紹介ほか

問い合わせ／まめ倶楽部・齋藤　

（２６）０４３０（平日の午前９時～午

後５時）

発達障がい講演会

「『アスペ』ってなあに」をテー

マに講演します。

日　時／１月１９日（日）　午前１０時

３０分～正午

会　場／　ービル３階市民活動

支援センター

定　員／４０人（先着）

申し込み／はぴふるクラブ・谷口　

０８０（３６２１）１９２９

ＡＳＣ一宮２５期展

あいちシルバーカレッジ一宮の

２５期卒業生が制作した水彩画・

書・手工芸などを展示します。

日　時／１月２１日（火）～２６日（日）

午前１０時～午後４時（２１日は午

後１時から、２６日は３時まで）

会　場／玉堂記念木曽川図書館

問い合わせ／加藤　（６１）０８１９

ＡＳＣ一宮２３期作品展

あいちシルバーカレッジ一宮の

２３期卒業生が制作した水彩画・

書・手工芸などを展示します。

日　時／１月２０日（月）～２４日（金）

午前９時～午後５時（２０日は午

後１時から、２４日は４時まで）

会　場／尾西信用金庫事務セン

ター（篭屋１丁目５－６）

問い合わせ／小川　（６２）３３１４

うたごえ喫茶　ｉｎ　一宮

リクエストされた曲を皆さんと

楽しく歌います。

日　時／１月２６日（日）　午後２時

～４時

会　場／いちのみや中央プラザ

体育館第１・２会議室

参加料／７００円（ドリンク付き）

問い合わせ／一宮うたごえＴｏｍｏｒｒ

ｏｗ・早川　０９０（６０８５）５１３６

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。

３月号の締め切りは１月２４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

市民が選ぶ市民活動支援制度対象事業

一宮子どもと教育を考えるつどい

日　時／２月１６日（日）　午後１時～４時３０分

会　場／一宮地域文化広場有隣会館

演　題／「『困った行動』は子どもの発達要求」

講　師／竹沢清さん（あいち障害者センター講師）

問い合わせ／つなハピ・徳田　（４５）０７８２
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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

１月６日（月）　１３：００～１５：００
育　　児

西保健センター
 （６３）４８３３

北保健センター
 （８６）１６１１

１月２０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
（１～３・１３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
（１～４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
（１～３・１３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

▼１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（１～３・６・１４・２０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（１～３・１３日を除く）

フレッシュママ交流会

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

　赤ちゃんが生まれたば

かりで、同じ時間に２人

と関わるのは難しいよね。

そんなときは「おっぱいをあげてる間待っててくれ

て、ありがとう」「お手伝いしてくれて、助かった

よ」など、今の状況を言葉にしてみてはどうかな。

視線を合わせて言葉を掛けることで、赤ちゃんのお

世話をしている時でもママは自分の事を忘れてない

と安心感につながると思うよ。そして赤ちゃんが寝

ている時間にぎゅっと抱きしめたり、一緒に遊んだ

りして甘えたい気持ちを満たしていけるといいね。

　３歳５カ月。赤ちゃんが生まれて、上の子と

２人だけの時間をつくれません。上の子は、さ

びしい思いをしていないかな…

こっこ相談員の

アドバイス

こっこ相談室

上の子ともっと関わりたいのに…

申し込み対象会場日時催し

１月２７日（月）・２８日（火）に電話で
里小牧子育て支援センター※

１歳児と親で２回とも
参加できる方（抽選２３組）

尾西庁舎
２階会議室Ｇ

１０：１５～１１：１５
２月２６日（水）
３月４日（水）

ママといっしょでいいな
【　ＩＤ　１０３１２８８　】

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

１０：００～１１：３０１月１８日（土）
パパもいっしょに遊ぼっ ！

【　ＩＤ　１０３０５５８　】

１月１４日（火）・１５日（水）に電話で
黒田北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

１０：００～１１：３０２月１４日（金）
親子でねんど

【　ＩＤ　１０３０９５０　】

１月１７日（金）までに電話で
生涯学習課（（８５）７０７４）※

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

尾西庁舎
５階日本間Ａ・Ｂ＊

１０：００～１１：３０

２月５日（水）
　　２６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

２月６日（木）
　　２７日（木）

子ども文化広場
図書館

２月１４日（金）
　　２８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

千秋・里小牧
子育て支援センター

１４：００～１４：４０

１月１４日（火） 
あっぷっぷ

【　ＩＤ　１００１２８５　】
丹陽・黒田北
子育て支援センター

１月１５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



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

１５日（水）１４日（火）１０日（金）９日（木）８日（水）７日（火）６日（月）

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

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

神山公民館葉栗公民館子ども文化広場図書館大和南小学校※尾西南部生涯学習センター時之島いこいの広場

２４日（金）２３日（木）２２日（水）２１日（火）２０日（月）１７日（金）１６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 

萩原町出張所
木曽川東小学校
馬寄石刀神社

大野公民館 
千秋東小学校
浮野八幡社 

宮後野見神社
千秋南小学校
平島公民館 

島村若栗神社
開明小学校 
本神戸酒見神社

北方いこいの広場今伊勢公民館木曽川公民館西成公民館

２９日（水）２８日（火）２７日（月）

上段はほたる号
西小島公民館
北方小学校 
光明寺愛宕神社

尾関平山住宅
朝日西小学校
樫の木文化資料館

下段はこっこ浅井公民館開明いこいの広場

１０：００～１５：００（※は１４：００まで）１０１２８２３ ＩＤ 

　助産師もこなす超イクメンのマーモ

セット、冬眠中に出産して身を削って

子育てするツキノワグマ、重複障害児

を育てるチンパンジー…。いろいろな

動物の子育てを紹介し、進化という視

点から子育てを捉え直す。

リズ・ガートン・スキャンロン、オードリー・ヴァーニック／文

オリヴィエ・タレック／絵　木坂涼／訳

光村教育図書／刊

ながーい５ふん　みじかい５ふん児童書

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

　順番待ちの５分は長いけど、絶叫マ

シンの５分は一瞬。感じる時間の長さ

は、時計の時間と全然違う！

　５分は長い？　短い？　時間の面白

さに触れる絵本。

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。。

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１ １０１０６３１ ＩＤ 

31２０２０（令和２）年１月　広報一宮

ツイッターでも

 情報を発信中

長谷川眞理子／監修

東京大学出版会／刊

正解は一つじゃない　子育てする動物たち

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月のののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催しししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししし

中央図書館　（７２）２３４３

外国絵本の読み聞かせ／５日（日）１１：００

おはなし会　読み聞かせ

５日（日）１５：００、１２日（日）・１９日（日）・２５日（土）１１：００・１５：００、

１３日（祝）１１：００、２３日（木）１０：３０

おはなし会　紙しばい／１１日（土）・２６日（日）１１：００・１５：００

ストーリーテリングの会／１８日（土）１５：００（５歳以上）

尾西図書館　（６２）８１９１

おはなし会／５日～２６日の土・日曜日　１４：００

親子で楽しむ会／８日（水）１１：００（未就園児）

たのしいおはなし会　朗読／１１日（土）１１：００

ストーリーテリングの会／２５日（土）１１：００（５歳以上）

尾西児童図書館　（６９）７４２９

子どものつどい　読み聞かせ／１５日（水）１５：１０

玉堂記念木曽川図書館　（８４）２３４６

おはなし会／１２日（日）・２６日（日）１４：００

おはなしひろば／１８日（土）１１：００

読み聞かせ会／２５日（土）１１：００

子どもアニメ上映会／１１日（土）１１：００

映画上映会「凍える鏡」／１９日（日）１４：００

子ども文化広場図書館　（２５）１３５０

はじめのいっぽ／９日（木）・２３日（木）１０：３０（未就園児）

おはなしひろば／１１日（土）１４：００

よむりんの森のおはなし会／１２日（日）１５：００

布絵本であそびましょう／１８日（土）１４：００

ストーリーテリングの会／２５日（土）１５：００（５歳以上）、

２６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／２１日（火）１０：３０（未就園児）

１０３１７８９ ＩＤ 

１０２６９６５ ＩＤ 

１０２６９８０ ＩＤ 

１０２６９６４ ＩＤ 

１０３１８４２ ＩＤ 




