
日　時／７月２５日（土）　午後１時～

４時

会　場／尾西消防署

対　象／市内在住・在勤・在学の中

学生以上の方

定　員／１０人（先着。１０人程度の団

体は随時開催）

申し込み／７月１日（水）～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／７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／７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／７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／７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／１０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／８月２日からの日曜日　午

後７時～８時３０分（１２回）

会　場／市テニス場

対　象／市内在住・在勤・在学の高

校生以上の方

定　員／６０人（抽選）

受講料／８,５００円（保険料を含む）

申し込み／７月２６日（日）の午前１０時～

１０時１５分に受講料を持参の上、テニ

ス場

※申し込みは１人１人分

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８

日　時／①９月７日～１１月３０日の月

曜日②９月４日～１１月６日の金曜日　

午前１０時～正午（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／１８歳以上の方（高校生を除

く）

定　員／各２０人（先着）

受講料／各７,５００円

申し込み／７月２日（木）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／８月２日（日）　午前９時（予

備日９日（日））

会　場／市テニス場

対　象／市内在住・在勤・在学の方

種　目／①男子Ａ②男子Ｂ③女子④

４５歳以上男子⑤５０歳以上女子⑥６５歳

以上男子・５５歳以上女子

定　員／各３６組（先着）

参加料／１組３,０００円（大学生は１組

１,５００円、小中学生・高校生は１組

１,０００円）

申し込み／７月２０日（月）までに本田（

（５１）４５６２）

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８
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スポーツ

幼児教室児童館

社会福祉事業団　（５１）５０２０

詳しくは児童館へお尋ねください

※北方・葉栗・西成は、改修工事のため開催しません

電話番号開催曜日児童館名

（６９）６７３１火・（木＊２）萩 原

（７６）７２２２火・木千 秋

（６２）３３９８木・（金＊１）起

（６２）２９００水・（木＊２）小信中島

（６１）１６７０木・（金＊１）三 条

（６９）５９８０（水＊１）・木朝日東

（４５）３３２７火・（木＊２）開 明

（６１）５５５１火・（水＊１）大 徳

（８７）６５２３（火・木＊１）・水黒田南

（８７）６９２３（火・木＊１）・水黒 田

（８７）５３２３（火・木＊１）・水外割田

電話番号開催曜日児童館名

（７３）２８７７水・木宮 西

（７３）２５３３木・（金＊２）貴 船

（４５）２５００火・水神 山

（２４）１７４７（火＊２）・木大 志

（７２）１２６９（水＊２）・木向 山

（７１）１０２２（火＊２）・金富 士

（７６）０５０８火・水丹 陽

（５１）１１４０火・（木＊２）浅 井

（４６）２６１２木・金大 和

（２４）１７６７水・木今伊勢

（６１）５３００水・（木＊２）奥

市民短歌教室
   １０１８０１２ ＩＤ 

市民俳句教室
   １０１８０１３ ＩＤ 

市民川柳教室
   １０１８０１４ ＩＤ 

親子自然工作教室

ソフトテニス大会

初心者テニス教室

秋季テニス教室

申し込み／８月３日（月）～５日（水）の午前９時３０分

～午後５時３０分に児童館（抽選）

日　時／９月～令和３年３月　午前１０時３０分～

１１時３０分（祝休日などを除く）

対　象／２歳以上の未就園児と保護者（０・１歳

児も可の教室あり）。右表の＊１は０・

１歳児が対象、＊２は１歳児が対象

内　容／ふれあい遊び・手遊び・絵本の読み聞

かせほか
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日　時／８月１６日からの日曜日

会　場／平島公園野球場ほか

対　象／市内在住・在勤の方で構成

するチーム

種　目／①Ａ級②Ｂ級③Ｃ級１部④

Ｃ級２部

参加料／①１万円②③④８,０００円（連

盟未加入チームは加盟金５,０００円も

必要）

申し込み／７月２６日（日）の①②は午後

１時、③④は午後２時３０分に富士公

民館（組み合わせ抽選・説明会を実

施、監督の出席が必要）

※問い合わせは水野（（７３）１３２９）

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８

日　時／８月２９日（土）　午前８時（予

備日３０日（日））

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／市内在住の方、市内の中学

校を卒業した方

部　門／①小学生男子＝１．１、②小

学生女子＝１．１、③中学生男子＝

３．２、④中学生女子＝２．８、⑤ジュ

ニア（平成１４年４月２日～１７年４月

１日生まれ）男子＝４．７、⑥ジュ

ニア女子＝３．９、⑦一般（平成１４

年４月１日以前生まれ）男子＝４．８、

⑧一般女子＝３．２、⑨４０歳以上（昭

和５５年１２月５日以前生まれ）＝３．９

選考人数／各２人

申し込み／７月３１日（金）までに本庁舎

スポーツ課

※駅伝大会は１２月５日（土）に愛・地球

博記念公園（長久手市）で開催

問い合わせ／スポーツ課　（８５）７０７８

日　時／①８月１９日

（水）②２０日（木）　午後

１時３０分～３時

会　場／神山公民館

対　象／市内在住・

在勤・在学の中学生

以上の方

定　員／各２０人（先着）

申し込み／７月３日（金）から電話また

は電子申請

※ふれあい体験に参加できる０歳児

と母親も募集

問い合わせ／中央子育て支援センター　

（８５）７０２６

日　時／７月１５日（水）・１６日（木）　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／７月２２日（水）　午前１０時～

正午

会　場／市民病院

内　容／講演「リンパ浮腫」、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／７月５日（日）　午前６時～

９時（雨天決行）

会　場／総合卸売市場

内　容／新鮮野菜・果物・花き・精

肉・総合食料品・日用雑貨品などの

即売

問い合わせ／一宮地方総合卸売市場　

（４４）１１１９

日　時／７月２５日（土）　午後２時～

４時

会　場／三岸節子記念美術館

対　象／小中学生（小学３年生以下

は保護者同伴）

内　容／色紙を使って、バラ窓のよ

うな模様のオーナメントを作る

定　員／１０人（抽選）

参加料／３００円（材料費）

申し込み／７月１1日（土）（必着）までに

電話、または郵便番号・住所・氏名（ふ

りがな）・学年・電話番号・保護者

名を記入し「オーナメントづくり」

と明記の上、ハガキ・電子メール

（〒４９４－０００７　小信中島字郷南３１４７

－１　三岸節子記念美術館、migishi

@city.ichinomiya.lg.jp ）

問い合わせ／三岸節子記念美術館　

（６３）２８９２

日　時／①８月１日（土）②２日（日）　

午後２時～４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／石粉粘土でできた大きな卵

に模様を描く

定　員／各１０人（抽選）

参加料／各５００円（材料費）

申し込み／７月１８日（土）（必着）までに

電話、または郵便番号・住所・氏名（ふ

りがな）・学年・電話番号・保護者

名・参加希望日を記入し「おおきな

たまご」と明記の上、ハガキ・電子

メール（〒４９４－０００７　小信中島字郷

南３１４７－１　三岸節子記念美術館、

migishi@city.ichinomiya.lg.jp）

問い合わせ／三岸節子記念美術館　

（６３）２８９２

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

催しもの

愛知万博メモリアル

県市町村対抗駅伝競走大会
代表候補選手選考会
   １０１５２５０ ＩＤ 

秋季軟式野球大会

福祉マルシェ
 ｉ ・愛・ 逢 マーケット

あい

   １０３５５５２ ＩＤ 

がん患者サロン会・
勉強会

日曜新鮮市

せつこっこクラブ

バラ窓もようの
オーナメントづくり ！

   １０３５３７４ ＩＤ 

せつこっこクラブ

おおきなたまごに
絵をかこう ！

   １０３５３７５ ＩＤ 

赤ちゃんふれあい体験
   １０３４７２３ ＩＤ 
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応募資格／市内在住の①小学４～６年

生②中学１～３年生

部　門／①イラスト②ポスター（テ

ーマ・規格など詳しくは、  １０１６２１３

を確認）

応募方法／８月６日（木）（必着）までに

作品を持参または郵送

　賞　／特選＝１点、入選＝２点（学

年ごと。賞状・賞品を贈呈）

問い合わせ／環境センター　（４５）７００４

期　間／１０月１日（木）～令和３年２

月２７日（土）の受診日

会　場／木曽川市民病院・大雄会第

一病院・山下病院・一宮西病院・千

秋病院

対　象／昭和５６年４月１日～平成３

年３月３１日に生まれ、一宮市が受診

結果を受け取ることに同意する国民

健康保険加入者

健診内容／血液、呼吸器系、消化器系、

腹部超音波、大腸・肺がん、子宮 頸 
けい

がん（女性が対象、木曽川市民病院

を除く）ほか

定　員／３５０人（先着）

受診料／８,０００円

申し込み／７月１０日（金）～８月７日（金）

（消印有効）に申込書を持参、また

は郵便番号・住所・氏名（ふりがな）

・生年月日・性別・電話番号・被保

険者証番号・受診希望医療機関名を

記入し「人間ドック申し込み」と明

記の上、郵送（〒４９１－８５０１　本庁

舎保険年金課）。電子申請可。申込

書は保険年金課、尾西庁舎窓口課、

木曽川庁舎総務窓口課、出張所、保

健センターでも配布

問い合わせ／保険年金課　（２８）８６６９

 ＩＤ 

応募資格／普通自動車運転免許を持ち、

資格のある方

勤務内容／介護予防と高齢者の総合相

談

勤務場所／本庁舎高年福祉課

勤務日時／９月７日（月）～令和３年３

月３１日（水）　午前８時３０分～午後５

時（土・日曜日、祝休日、年末年始

を除く）

選考方法／面接

任用人数／１人

申し込み／７月２２日（水）（必着）までに

申込書と各免許証の写しを持参また

は郵送

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

応募資格／昭和５０年４月２日以降生ま

れで、診療報酬請求事務能力認定資

格があり、５年以上連続して２０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／７月２７日（月）（必着）までに

応募書類を持参または郵送（指定履

歴書は市民病院ウェブサイトからダ

ウンロード可）

※１次試験は８月４日（火）に市民病

院で実施

問い合わせ／市民病院管理課　（７１）

５１６７

職　種／①看護補助員②理学療法士

（②は資格が必要）

選考方法／面接

任用人数／①４人②２人

申し込み／７月２２日（水）（必着）までに

指定申込書と②は免許証の写しを持

参または郵送（指定申込書は木曽川

市民病院ウェブサイトからダウンロ

ード可）

問い合わせ／木曽川市民病院業務課　

（８６）２１７３

応募資格

普通自動車運

転免許を持ち、

資格のある方

勤務内容

歯科保健業務

全般（乳幼児

健診・保健指

導ほか）

勤務場所／中保健センター

勤務日時／８月３日（月）～令和３年３

月３１日（水）　午前８時３０分～午後５

時（土・日曜日、祝休日、年末年始

を除く）

選考方法／面接

任用人数／１人

申し込み／７月１５日（水）（必着）までに

申込書と各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

種　類／①自衛官候補生②一般曹候

補生③航空学生（航空・海上）④防

衛大学校学生（一般）⑤防衛医科大

学校学生（医学科・看護学科）

応募資格／①②昭和６３年４月２日～平

成１５年４月１日生まれの方③④⑤平

成１２年４月２日（海上は平成１０年４

月２日）～１５年４月１日生まれで高

校を卒業または令和３年３月に卒業

見込みの方

申し込み／①は随時、②③は９月１０日

（木）、④は１０月２２日（木）、⑤は医学科

１０月７日（水）、看護学科１０月１日（木）

まで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

　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９月１５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

募　集

国民健康保険に加入している方へ

人間ドック受診者を募集
   １０１０６０９　申込書ダウンロード可 ＩＤ 

環境月間ポスター・
イラスト作品を募集

会計年度任用職員

保健師を募集
   １０３５０８２　申込書ダウンロード可 ＩＤ 

令和３年４月採用　木曽川市民病院

病院事務職員を募集

８月任用　木曽川市民病院

会計年度任用職員を募集

会計年度任用職員

歯科衛生士を募集
   １０３５２０１　申込書ダウンロード可 ＩＤ 

自衛官を募集

放送大学
１０月入学生を募集
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　花火は人や家に向けたり、燃えや

すい物の近くで遊んだりするなど、

取り扱いを誤れば事故につながりま

す。遊び方の注意書きを守り、安全

に遊びましょう。

問い合わせ／消防本部予防課　（７２）

１２８０

　道路上にはみ出している樹木は通

行の妨げや、交通事故の原因になり

ます。枝の剪定など、適切な管理を

お願いします。

問い合わせ／道水路管理課　（２８）８６５３

　１等５億円、１等・前後賞合わせ

て７億円のサマージャンボ宝くじが、

７月１４日（火）から全国の宝くじ売り

場で販売されます。また「サマージ

ャンボミニ１，０００万円」も販売されま

す。これらの宝くじの収益金は、市

町村の明るく住みよいまちづくりに

使われます。

問い合わせ／財政課　（２８）８９６０

　取材・編集はスポーツ推進委員が

担当し、今号は各連区のスポーツ推

進委員を紹介しています。

問い合わせ／スポーツ課　（８５）７０７８

　例年小中学校の夏休み期間に開場している下記の施設を、今年は休止します。

▼公園プール＝音羽公園・九品地公園・真清公園

▼学校プール＝南部中・北方中・大和中・奥中・萩原中・千秋中・葉栗小・西成小
・丹陽小・浅井南小・今伊勢小・神山小・富士小

▼一宮地域文化広場おやこプール

定　員／各１０人（先着。小学２年生以下は保護者同伴）

申し込み／直接エコハウス１３８

受講料対　象日　時環境学習講座名

５００円年中以上７月１１日（土）　１３：３０～１５：００イ モ リ ・ カ エ ル

１，１００円年中以上７月２４日（祝）　１３：３０～１５：００カブトムシ・クワガタ

エコハウス１３８　（４７）７１３８環境学習講座

教育指定管理課　（８５）７０８０市民開放プールを休止

　現在、休場中の尾西プールは、施設の著しい老朽化のため、復旧に必要な修
繕を見合わせています。冨田山公園の再整備計画に、今後のプールの在り方も
含めて検討中ですので、ご理解とご協力をお願いします。

教育指定管理課　（８５）７０８０尾西プール　休場のお知らせ

▽放映時間は７：４５・９：４５・１２：４５・

１６：４５・１９：４５・２２：４５

▽ＤＶＤは中央図書館で８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。

７
Ⅰ　ＬＯＶＥ　いちのみや

ＩＣＣ　地デジ１２ch

月の映像広報

▽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。

７月の音声広報
知っトク ！ 　いちのみや

ＦＭいちのみや　７６．５Ｍ

いちのみや応援基金へ　４４件

社会福祉協議会へ　

ヤマコ納骨堂協会、エス・ビー

建材、中部経済新聞社尾張支社、

故大塚貴美子

総務関係へ　

サンダー、飯田宣郎、北勢商事

一宮事業所、一宮中央ロータリ

ークラブ、一宮青年会議所、ア

イネクション、エクスプラウド、

匿名１件

教育関係へ　

一宮土木協同組合、尾張三恵建

設協同組合、協同組合一宮グリ

ーンクラブ

病院関係へ　

玉山一男、ジャパンハート、ザ

・グランドティアラ一宮、尾泉染

色、江南市肢体不自由児・者父

母の会、伊藤園名古屋北支店、

伊藤二作、Ｂｅ・ＧＬＡＤ一陽、

藤井美穗子、豊島、京セラ、森

永製菓中部統括支店、日本コカ

・コーラ、一宮陸運協会、ネスレ

日本、森永市場開発中部営業所、

匿名２件

そ　の　他

７月１５日（水）は開館。７月の土・日曜日、祝日は午前９時から開館

花火による事故を防ごう
   １０２４６１５ ＩＤ 

道路上に
はみ出した樹木の 剪  定 を

せん てい

   １００２２３３ ＩＤ 

サマージャンボ
宝くじを発売

「一宮スポーツ推進委員
だより」第１８号を公開
   １０１３１０５ ＩＤ 

（５月分まで・敬称略）

ご寄付
ありがとうございました

環境センター　（４５）７００４

（　）内は前年同月

１人１日総　量

８３８（８８３）

▲４５ｇ

９，６７０ｔ（１０，２０２ｔ）

▲５３２ｔ

市内のごみの量（４月分）

祝日のごみ持ち込み
▽７月２３日（木）・２４日（金）は受け

付け

▽７月２３日（木）・２４日（金）は収集

該当地区の方は午前８時３０分

までに指定袋に入れてお出し

ください。

祝日のごみ収集


