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中核市に向けて
[市長メッセージ]

～ 保健所の引きつぎなど ～

４㌻ＰａｙＰａｙ・ＬＩＮＥ　Ｐａｙ　で税金などの支払いができます

１１㌻あんしん・防災ネットに登録を ！災害に備えて

７㌻６月定例市議会　４７議案を可決
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午前８時３０分～午後５時１５分市役所の開庁時間

時間延長…６・１３・２０・２７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…２３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、市県民税・軽自動車税に

関する証明書などの発行

８月の窓口の時間延長・休日開設

人口と世帯数

　　人口…３８４，６６７（▲１１７）　男…１８８，０３３（▲　４７）　女…１９６，６３４（▲　７０）　世帯数…１６３，０７６（＋　８７）　※（　）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 

７月１日現在 １０００２２７ ＩＤ 

１００９９５６ ＩＤ 

納付のお知らせ

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 

納付は　８月３１日（月）　までに

Ｅｖｅｎｔｓｃｈｅｄｕｌｅ8月の行事予定
尾西歴史民俗資料館・企画展「イタセンパラを守る」（～３０日／裏表紙）　1
尾西歴史民俗資料館・特別展「美濃路　参勤交代物語　－本当はつらい大名旅行－」（～３０日／   １０３２９１０） ＩＤ 

美術館・コレクション展（常設展）「線と形」（～３０日／   １０３４８２９ ） ＩＤ 

こどもミュージアム２０２０「ミギシ家のマリオネット　ジャイアントステップスの夏まつり」（～３０日／   １０３５０８９ ） ＩＤ 

１３８タワーパーク・サマーフェスタ（～３０日／   １０２４０８９ ） ＩＤ 

博物館で夏祭り ！  （～３０日／   １０３５２２７ ） ＩＤ 

博物館・特集展示コーナー「オリンピック記念コイン　－藤原コレクション－」（～１０月４日／   １０３４６０４ ） ＩＤ 

中核市移行に関する条例　意見募集（６㌻）　3

市立小中学校　夏休み（～２３日）　8

学校閉校日（～１６日）10

終戦記念日15

グローバルサマーセミナー（１０㌻）19

ひとり一律１０万円・特別定額給付金　申請締め切り（５㌻）31

市　　県　　民　　税（第２期分）
国　民　健　康　保　険　税（第２期分）
後期高齢者医療保険料（第２期分）
介　　護　　保　　険　　料（第２期分）

１０００８７５ ＩＤ 

　一部の掲載記事の内容は、
市議会の議決後、実施します。

　新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する
ため、掲載している催し・教室などは中止・延期
等になる場合があります。また公共施設も臨時
休館などになる場合があります。
　開催・開館状況は、市ウェブサイトをご確認い
ただくか、問い合わせ先へお尋ねください。

▲

総合防災訓練（例年８月に開催、 ）▲

敬老会（例年９月・１０月に開催、 ）

１０００５９１ ＩＤ 

１００１０１９ ＩＤ 

　以下の行事の中止が決定しました。

行事の中止のお知らせ
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　もう去年から、獣医師や薬剤師など７名を市から県に

派遣し、５名が県一宮保健所で、２名が県庁で、市が引

き受ける業務について実地で経験を積んできました。

　今年４月からは県への派遣職員を３０名に増やし、１７名

が県一宮保健所で、１３名が県庁のほか関連施設で働いて

います。県一宮保健所で働く市職員は、新型コロナウイ

ルスの感染拡大を受け、実際に市内で感染症が発生した

時の情報収集、関係機関との連携といった対応を実地で

体験しています。来年以降も即戦力として市民のために

活躍してもらえると期待しています。

　福祉の分野では、精神障害や難病関連の仕事が市に移

されます。介護・障害・引きこもり・貧困といった、さ

まざまな家庭の問題も含め、複雑な課題に横断的に対応

する「福祉総合相談」窓口を設ける予定です。市民の方

が気軽にワンストップで相談できるような支援体制をつ

くります。

　また、手続きがスピーディになる例として、身体障害

者手帳の交付が早くなります。障害の内容の審査など全

てを市で行うので、１カ月半から２カ月ほどかかってい

るものが、早いもので３週間ほどに短くなります。

　この他にも、産業廃棄物への対応や、市独自の基準

（屋外広告のルール）による街なみづくり、犬猫の殺処分

ゼロを目指す動物愛護の取り組みなど、新しい分野へも

果敢にチャレンジします。

　市の仕事が新しく増える分に対しては、国からの地方

交付税の増額で財源の手当てがあります。それでも、市

民に身近な所での効率的な組織づくりを心がけて、まち

づくりのステップアップが実現できるよう、引き続き準

備を進めてまいります。

　福祉、保健衛生、環境、

都市計画、教育文化と

いった幅広い分野にお

いて２，０００を超える事

務を、愛知県に代わっ

て一宮市が行うことで、

県の同意が７月１０日

に示されました。１０月には国に認められ、豊田市、豊橋

市、岡崎市に次いで県内４番目の中核市になります。

　最大の課題は保健所の引きつぎです。当面、いまの県

一宮保健所の施設を借りて事業を行います。

　保健所は、感染症（新型コロナウイルスや結核など）

の予防とまん延の防止、小児慢性特定疾病の医療費助成、

不妊治療費の助成、栄養指導、歯科保健などに取り組み、

市民の健康にかかわる幅広い仕事を担当します。

　また、食品衛生の施設のほか、理容所・美容所・クリ

ーニング所・ホテルなどの許認可や指導、といった幅広

い事業にも取り組みます。

　一宮市保健所には約６０名の職員を配置し、保健所長は

公衆衛生の医師の方になっていただきます。その他、獣

医師・薬剤師・保健師・管理栄養士・歯科衛生士といっ

た多くの専門職の方が働きます。

中核市に向けて
～保健所の引きつぎなど～

１０３５８２６ ＩＤ 

来年４月「中核市」へ

「保健所」のお仕事

市民の皆さまがメリットを実感できるように

スムーズな移行のために～専門職の採用

県一宮保健所

２０２０年～

市から計２５名

獣医師４名

薬剤師６名

保健師７名
など

２０１９年～

市から７名

スタート

県から２０名ほど応援

いただく予定（要請中）

総勢約６０名

一宮市保健所２０２１年４月～

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
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市政最前線

【問】納税課　（２８）８９７０

【問】行政課　（２８）８９５７

１００３１０５ ＩＤ 

いつでも好きな時間に、パソコンやスマートフォン

などから、インターネット回答が可能です。

※ご記入いただいた調査票を同封の封筒で郵送するか、

調査員にお渡しいただくことも可能です。

９月中旬～下旬に調査員が各世帯を訪問して調査書類

を配布しますので、回答をお願いします。

国勢調査にご協力を ！

　国勢調査は、日本に住んでいる全ての方を対象に、全国

一斉に行われます。結果は福祉・医療・雇用など、暮らし

のさまざまな分野で役立てられます。

１ ２ ３ ４

▼ ▼ ▼

納付書のコンビニ

バーコードをスキャン

支払い情報などを

事前に登録

アプリを

ダウンロード
支払い完了

・・・・・・

・・・・

●●●●

┃▼

市県民税（普通徴収）、軽自動車税（種別割）、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、

介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、放課後児童クラブ利用手数料、市営住宅家賃
対象の税・料金

スマートフォン決済アプリ

国 勢 調 査 ２ ０ ２ ０

ＰａｙＰａｙ ＬＩＮＥ　Ｐａｙ 支払いができます
で税金などの

▼

支払手数料なし
※領収書は発行されないので、

ご注意ください。

１０２９４４２ ＩＤ 

▼
コンビニバーコードがある
納付書が対象

※納付書に記載の納期限・使用期限までに

お支払いください。
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ＰｉｃｋｕｐＮｅｗｓ

【問】健康づくり課　（７２）１１２１

ににごご用用心心 ！！

【問】財政課　（８５）７４３４

ひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひととととととととととととととととととととととととととととととととととりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一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律律律律律律律律律１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００００００００００００００００００００万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円
特別定額給付特別定額給付金金

【問】子育て支援課　（２８）９７６８

　今年は、新型コロナウイルス感染症の拡大

防止のため「新しい生活様式」を取り入れた、

熱中症への予防対策が必要です。

　申請書に必要事項を記入し、本人確認書

類・振込口座の写しを同封の上、返送して

ください。

　申請書が届いていない場合や、申請書を

紛失した場合は、お早めに特別定額給付金

センターへご連絡ください。

暑さを避ける

適宜マスクを外す

水分・塩分を小まめに補給

日頃からの健康管理

暑さに備えた体づくり

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けたひとり

親世帯を支援するため、給付金を支給します。

１００１１７６ ＩＤ 

（月～金曜日の午前９時～午後５時。祝日を除く）

 ０５２(６８８)１５８７

一宮市特別定額給付金センター
（一宮市委託先）

申請期限は

８ 月３１日（月）
（消印有効）

１０３４８９７ ＩＤ 

熱熱中中症症

基本給付 １世帯５万円
第２子以降１人につき３万円

対象

６月分の児童扶養手当の支給を受けている方①

公的年金などを受給していることにより６月

分の児童扶養手当の支給を受けていない方

※公的年金などを含む平成３０年の収入が臨時

特別給付金の支給基準を下回る方に限る

②

①②以外で新型コロナウイルス感染症の影響

により家計が急変し、直近の収入が児童扶養

手当の対象となる基準を下回った方

③

臨時特別給付金を支給
ひとり親世帯に

熱中症予防のポイント

基本給付の対象①②のうち、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により家計が急変した方が

対象です。

追加給付 １世帯５万円

①の方は申請不要（７月２７日（月）に振り込み。

確認できない場合はご連絡ください）。②③の

方と追加給付を希望する方は申請が必要です。

申請期間など詳しくは、　　　　　　をご確認

ください。

１０３５６６６ ＩＤ 

児童扶養手当・遺児手当（県・市）

現況届・所得状況届の提出を
　受給資格がある方へ、７月末に案内を送付

しました。お早めにご提出ください。

【問】子育て支援課　（２８）９０２３１０１５３１４ ＩＤ 

受付期間　 ▼ ８月３日（月）～３１日（月）
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市政最前線

　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・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）などで閲覧できます（素案は募集期間中に閲覧可）。

８８月月にに立立地地適適正正化化計計画画をを改改定定

　多拠点ネットワーク型都市の実現に向けて

策定した「一宮市立地適正化計画」に居住誘

導区域編を追加しました。

　素案への意見を募集したところ、１件の意

見がありました。

【問】都市計画課　（２８）８６３２１０３１４５６ ＩＤ 

６６月月にに地地域域強強靭靭化化計計画画をを策策定定

　大規模な自然災害などに備えるための施策

を計画的に実施し、強靭な地域づくりを推進

する計画です。

　素案への意見を募集したところ、１件の意

見がありました。

【問】危機管理課　（２８）８９５９１０３４５９２ ＩＤ 

意 見 募 集

１０３５６３５ ＩＤ 

中核市移行に関する条例

　令和３年４月の中核市移行に向けて、保健所

業務や障害福祉・介護サービス事業に関する基

準など、新たに行う事務のために制定する条例

２３本の素案を作成しました。

【問】中核市移行推進課　（８５）７００３

▼募集期間／８月３日（月）～９月２日（水）（必着）

▼提出方法／持参または郵送（〒４９１－８５０１　本

庁舎中核市移行推進課）・ファクス（（７３）

９１２８）・電子メール（ chukakushi@city.ichino

 miya.lg.jp )

市民意見提出制度

【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

第１２回 中核市になると、ここが変わる！保健衛生分野②

【問】中核市移行推進課　（８５）７００３

市民の食の安全・安心を確保

　市が新たに設置する保健所には、食の安全を守る重要な役割があります。食中毒など

の健康被害を未然に防ぐため、以下の取り組みを充実させます。

食品の収去検査

　市内で流通する食品を小売

店や食品製造工場などから持

ち帰り、安全性に問題がない

か検査を実施

２

　飲食店や食品製造業の営業

許可を行うとともに、市独自

の計画を定め、定期的に衛生

状況の監視指導を実施

１
飲食店などの営業許可、

監視・指導
食中毒の予防と調査

　食中毒を予防するための啓

発や指導、食中毒が発生した

際の原因調査、再発を防止す

る対策を実施

３



　６月定例市議会は、６月１日～２３日に２３日間の会期で開かれ、令和２年度一般会計補正予算案・

条例案などの議案（承認・同意・諮問を含む）が審議され、４７議案が可決されました。

 ６ 月定例市議会　４７ 議案を 可決

農業委員会委員の任命

▽山内磨砂樹さん　▽戸松勲さん　　　▽浅野冨士男さん

▽浅野豊久さん　　▽河邉直喜さん　　▽武田金之さん

▽坂井利弘さん　　▽加藤和敏さん　　▽成瀬宏満さん

▽本多幸信さん　　▽大橋源一郎さん　▽杉本ひろ子さん

▽伊藤真澄さん　　▽稲垣哲夫さん　　▽江嵜正雄さん

▽服田裕二さん　　▽伊藤真由美さん

▽森下重信さん　　▽野田正広さん

固定資産評価員の選任

▽丹羽克成さん

固定資産評価審査委員会委員の選任

▽渡邊賢吾さん

人事案件

条例関係

一般会計の主な事業費

予算関係

一般会計　２ 億 ７， ２ ０ １ 万８千円の増額

特別・企業会計　　　　　１， ５ ５ ６ 万３千円の増額

合　　計　２ 億 ８， ７ ５ ８ 万１千円の増額

補正後の予算総額

一般会計  １ ，  ５７ ８  億   ９， ９ ４７ 万４ 千円 
（前年同期比３８．７％の増加 → ）

全　会　計 ２， ８ １ １  億         ５  ０５ 万８ 千円 
（前年同期比１９．２％の増加 → ）

補正予算の規模

[　総務費　]　

３，０７２ 万円 

[　民生費　]　

▽一宮市手数料条例　　　　　▽一宮市市税条例　　　　　　　▽一宮市介護保険条例

▽一宮市都市計画税条例　　　▽一宮市事業所税条例　　　　　▽一宮市後期高齢者医療に関する条例

▽一宮市国民健康保険条例　　▽一宮市国民健康保険税条例　　▽一宮市印鑑の登録及び証明に関する条例

改正

１０３５４２７ ＩＤ 

１０３３１６６ ＩＤ 
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ＰｉｃｋｕｐＮｅｗｓ

１，９４０ 万円 

◆ 放課後等デイサービス事業給付費＊

◆ ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業

４ 億 １， ４３６ 万 ５ 千円  

[　商工費　]　

[　労働費　]　

２，０００ 万円 

◆　雇用調整助成金申請支援金

１，０００ 万円 

◆ 複合商業施設等入居事業者休業協力支援金

◆ ３密対策リフォーム等補助金

＊は新年度予算からの事業費の増額

※これらの事業費に必要な財源として、国庫支出金１２億８， ０３３万円、県支出金５， ０３１万円などを充てます。

企業会計の主な事業費

[　病院事業会計　]

◆ 新型コロナウイルス感染症患者を診察・看護する職員に対する特殊勤務手当

１， ４６２ 万 ５ 千円  

人権擁護委員の候補者の推薦

▽原勝已さん

▽越野達博さん

◆　高齢者安全運転支援装置設置補助金

２，０００ 万円 

８，０００ 万円 
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市政ニュース

【問】人事課　（２８）８９５３

受　験　資　格職種・採用予定人数

平成８年４月２日以降
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

若干名一 般 事 務
高
校
卒

若干名消 防

土木課程専攻若干名土 木

昭和５５年４月２日以降
生まれで、大学・短大・
高校を卒業または令和
３年３月に卒業見込み
の方

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、
療育手帳のいずれかの交付を受けている方

５人程度一 般 事 務
障
害
者

１０００３１１ ＩＤ 

指定用紙ダウンロード可

　自転車のペダルをこぎながら、タッチパネ

ルで簡単な計算や絵の名前を答えていく「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。

【問】高年福祉課　（２８）９１５１

１０２６４９８ ＩＤ 

住宅用火災警報器
設置は義務って知ってますか

１０００５０８ ＩＤ 

住宅用火災警報器を設置して、

貴い命や大切な財産を守ろう

　寝室の天井または壁に煙式感知器を取り付け

ます。建物によっては、階段や廊下にも必要です。

　消防署などが、あっせんや販売をすることは

ありません。悪質な訪問販売にご注意ください。

日　時

①９月８日～１２月３日の火・木曜日

②９月９日～１１月２７日の水・金曜日　

午前９時～午後４時３０分の２０分程度

対　象

市内在住の６０歳以上の方

（脳活サイクルくらぶ経

験者を除く）

浅野いこいの広場でもスタート ！

脳活ササイイククルルくくららぶぶ

【問】消防本部予防課　（７２）１２８０

市職員を募集令和３年４月採用

どこにどんな警報器を取り付けるの？

先着５２人
寝室で寝ていたら… 警報音が ！

警報器で早期発見 ！

▼

▼

消火器で消火

たばこの不始末により

ごみ箱から出火

▼

８月３日（月）～２１日（金）に

電話で高年福祉課

※新型コロナウイルス感

染症予防のため、フェ

イスシールドの持参・

着用が必要です。

申し込み

９月１１日（金）（消印有効）までに電子申請、または指定用紙を持参・郵送

※指定用紙は人事課でも配布。郵送希望の方は、９４円切手を貼った返信用封筒（長形３号）を

同封の上、郵送（〒４９１－８５０１　本庁舎人事課）

一宮市に
あなたの力を♪

申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申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 込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込 みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ

実際に役立った事例

悪質な訪問販売にご注意を
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【問】保険年金課　（２８）９０１１

　医療費などの支払い後、２年以内の申請により

次の給付を受けられる場合があります。

申請方法など詳しくは、お尋ねください。

【問】保険年金課　（２８）８９８５

後期高齢者医療保険に
加入している方へ

▽葬祭費＝亡くなったとき

▽治療用装具費＝コルセットなどを購入したとき

▽高額療養費＝１カ月の医療費の自己負担額が限

度額を超えたとき

▽高額医療・介護合算療養費＝高額療養費・高額

介護サービス費をそれぞれ適用後、１年間の医

療費と介護サービス利用料の自己負担額の合計

が限度額を超えたとき

給付などの手続き
 忘れていませんか

国民健康保険 に
加入している方へ

※後期高齢医療で負担区分が「一般」または

「現役並み所得Ⅲ」の方は、保険証だけで

自己負担限度額までの支払いになります

ので、申請の必要はありません。

※国民健康保険の７０歳以上で負担区分が

「一般」または「現役並みⅢ」の区分の方は、

高齢受給者証で自己負担限度額までの支

払いになりますので、申請の必要はあり

ません。

　現在お持ちの国民健康保険証は、８月３１日（月）で

有効期限が切れ、使用できなくなります。

　新しい保険証を簡易

書留郵便で８月中に送

付します。

※不在のときは不在連

絡票が届きますので、

記載してある期限ま

でにお受け取りくだ

さい。

９月からは
新しい保険証を使ってください

１０１５５８２ ＩＤ 

※認定証の有効期限は毎年７月３１日で、更

新には申請が必要（国民健康保険税の滞

納がある場合は発行できない場合あり）

※認定証をお持ちの方は、

資格要件に該当すれば

自動更新（申請は不要）

認め印・保険証を持参の上、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

認め印、保険証、マイナンバーカードなど

マイナンバーを確認できる物、本人確認で

きる物を持参の上、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

▼　▼　申　請　▼　▼ ▼　▼　申　請　▼　▼

１０００９７３ ＩＤ 

１０１５５８３ ＩＤ １０３５８０２ ＩＤ 

高額な治療を受けるときは
 限度額適用認定証の申請を

限度額適用認定証

　１カ月の医療費が高額になった場合、保険証と一緒に医療機関に提示すると、

自己負担限度額までの支払いで済みます。

　また住民税非課税世帯の方は、標準負担額減額認定証の該当となり、入院時

の食事代も減額されます。
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【問】管財課　（２８）８９６１

駐車料金
営業時間駐車場

特　別普　通

１回５００円
※１

３０分１００円
（午前７時～午後７時）

午前７時～
翌午前１時
<上限１回
１，０００円>

駅東・銀座通
１時間１００円　

（午後７時～翌午前１時）

３０分１００円
（午前７時～午後７時）

２４時間本　町
１時間１００円　

（午後７時～翌午前７時）

１回６００円
※２

１時間まで１５０円　　　
（以降３０分５０円）　

午前８時～
午後９時３０分

大宮公園

３０分１００円
（上限なし）

２４時間
市役所本庁舎
自走式立体駐車場

※１は午前１時～７時、※２は午後９時～翌午前８時３０分
営業時間外は入出場不可

　一宮駅周辺には市役所の駐車場を含め、四つの市営駐車場があり

ます。２４時間営業や、料金の上限額・夜間料金の設定がある駐車場

もあります。

　下表の駐車場で利用できる回数駐車券も販売しています（  ービ

ルの駐車場など、他の駐車場では利用不可）。

名
鉄
一
宮
駅

尾
張
一
宮
駅

国道１５５号
真清田神社真清田神社

一宮警察署一宮警察署

一宮税務署一宮税務署

大宮公園大宮公園
自動車整理場自動車整理場
大宮公園
自動車整理場

本町自動車本町自動車
整理場
本町自動車
整理場

駅
東
・
銀
座
通
地
下
駐
車
場

駅
東
・
銀
座
通
地
下
駐
車
場

駅
東
・
銀
座
通
地
下
駐
車
場

本庁舎本庁舎本庁舎

市役所本庁舎市役所本庁舎
自走式立体駐車場自走式立体駐車場
市役所本庁舎
自走式立体駐車場

便利でお トク ！ 市営駐車場

　一宮駅東地下駐車場・スポー

ツ文化センターで販売中

▽　３，３００円相当券＝　３，０００円

▽　５，６００円相当券＝　５，０００円

▽１１，４００円相当券＝１０，０００円

１０００２４５ ＩＤ 

回数駐車券

市政ニュース

【問】国際交流協会（生涯学習課内）　（８５）７０７６

①「ベトナム料理と言えば 。 。 。」

②「イタリア“アレコレ”クイズ」

③「ニュージーランド〇×クイズ」

④「不思議の国ブラジル」

国際理解講座

８月１９日（水）　午前１０時～午後３時３０分
スポーツ文化センター

グローバルサマーセミナー
世界をまなぼう ！

申し込み
７月２２日（水）～８月１４日（金）（必着）に電話、または住所・氏名・

電話番号、希望する講座・公演の番号を記入し「サマーセミナー」

と明記の上、ハガキ・電子メール（〒４９１－８５０１　本庁舎国際交

流協会、kokusai@city.ichinomiya.lg.jp ）

１０３５７７４ ＩＤ 講座・公演の開催時間など詳しくは、 をご確認ください

劇団シ ン デ レ ラ特別公演

⑤「天使が町にやってきた
　　　　　　～世界はひ と つ～」

３０人（先着）各２０人（先着）

ペーパークラフト

「ラグビーボール型Ｂｉｇ貯金箱」を

セミナー参加者にプレゼント！

プレゼントも
あるよ

プレゼントも
あるよ ！！

　歌や劇を通じて、大人から子どもまで楽しく

ＳＤＧｓを学ぶことができます。

見見本本



テレビ電話による通訳サービス

　市役所本庁舎などの窓口で、テレビ電話の仕

組みとタブレット端末を利用して通訳オペレー

ターを呼び出し、画面を見ながらリアルタイム

に通訳を行います。

利用可能施設／市役所本庁舎、尾西・木曽川庁舎、保

健センター

対応言語／英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・

スペイン語・フィリピン語・ベトナム語

・タイ語・フランス語・ネパール語・ヒン

ディー語・ロシア語・インドネシア語

対応時間／本庁舎の開庁時間内（言語により対応

できない時間帯あり）

ＡＩ多言語翻訳機による通訳サービス

　より多くの場所での通訳に対応できるよう、

ＡＩ多言語翻訳機の運用を開始しました。

対象区画数／①常光＝５区画

②奥町＝４区画

③東島＝５区画

（抽選。１世帯

１区画）

申し込み／９月１日（火）～１１日（金）の午前９時～午

後４時３０分に申込書を環境センター

（土・日曜日を除く）。応募資格など詳

しくは、申込書で確認。申込書は環境

センター、本庁舎１階総合案内、尾西

・木曽川庁舎、出張所でも配布

　窓口で聴覚に障害のある方と円滑なコミュニ

ケーションを図るため、本庁舎福祉課内の手話

通訳者とテレビ電話で結び、手話通訳を行いま

す。

利用可能施設／尾西・木曽川庁舎、保健センター

対応時間／午前１０時～正午・午後１時～３時

　市内在住・在勤・在学の方から１１６点の応募が

あり、次の皆さんが入賞しました。　　（敬称略）

▽最優秀賞＝櫻井泰輔

　行ってきます　出かける前に　火の確認

▽優秀賞＝櫻井保香、前田直久、溝口哲也、

　　　　　鎌田達朗、小河路進吾

　市では、次の交付金などを８月下旬に町内会

口座に振り込みます。

▽町内会運営交付金＝町内会会員１世帯当たり

（事業所等を含む）年２３０円

▽町内会広報等配布手数料＝広報紙配布１部当

たり年３８０円

　これらの助成金の使い方は限定されていませ

ん。町内会運営の実情に合わせてご活用くださ

い。

11２０２０（令和２）年８月　広報一宮

防火標語入賞者が決定

　【問】消防本部予防課　（７２）１２８０　　

  １０３５５４５ ＩＤ 

町内会に助成金を交付

　【問】市民協働課　（２８）８９５４　　

  １０２０８５９ ＩＤ 

通訳サービスをご利用ください

　【問】情報推進課　（２８）８６７０　　

  １０２１８２５ ＩＤ 

市営墓地の使用者を募集

　【問】霊園管理事務所　（４５）７００４　　

  １０１７６４５　申込書ダウンロード可 ＩＤ 

テレビ電話による
手話通訳サービスのご利用を

【問】福祉課　（２８）９０１７　　

  １００１１１６ ＩＤ 

１０００５７１ ＩＤ 

あんしん・防災ねっとに登録を ！
【問】危機管理課　（２８）８９５９

　スマートフォンや携帯電話で、災害時の緊急情報や

避難所情報などのお知らせを受け取ることができます。

災害に備えて Notification e‐mail in times of disaster

Korean

English

Portuguese

Chinese

多言語対応

Multilingual Send blank e‐mail

登録はこちらから

下記のメールアドレスに空メールを送信

i.anshin@138bousai.jp

▲
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　市内の私立幼稚園では、来年度の入園案内・

願書を９月１日（火）から配布します。願書は１０月

１日（木）から各幼稚園で受け付けます。詳しくは、

各幼稚園へお尋ねください。

　①特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害

児福祉手当・経過的福祉手当②県在宅重度障害

者手当を受給中の方へ、８月中旬までに所得状

況届・現況届の用紙を送付します。

　期限までに提出しなかった場合、手当の支払

いを停止することがあります。

受付期間／①８月１２日（水）～９月１１日（金）

　　　　②７月３１日（金）～８月３１日（月）

　市では調達方針を定め、障害のある方が働く

施設などからの物品・役務の調達の拡大に努め

ています。今年度の方針など詳しくは、  

１０１４９０１をご確認ください。

 ＩＤ 

　８月１５日は太平洋戦争が終結した日です。戦

争で貴い命を亡くした方々を追悼する「全国戦

没者追悼式」が行われます。正午には、職場や

家庭で１分間の黙とうをささげましょう。

※市主催の平和祈念事業・一宮市戦没者追悼式

は、１０月２４日（土）に開催します。

　過去の国民年金制度では、学生やサラリーマ

ンの配偶者などは、国民年金への加入が任意で

した。任意加入期間中に加入していなかったた

めに障害基礎年金を受給できない方は、条件を

満たしていれば特別障害給付金を受給できます。

対　象／次のいずれかの任意加入期間内に初診

日がある病気やけがにより、障害基礎

年金１・２級相当の障害がある方

　　　　①平成３年３月以前に学生だった期間

　　　　②昭和６１年３月以前に厚生年金・共済

組合等加入者・受給者（受給資格を満

たす者を含む）の配偶者だった期間

　給付金を受けるには、６５歳の誕生日の前々日

までに申請する必要があります。該当する方は、

本庁舎保険年金課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎

総務窓口課または一宮年金事務所（（４５）１４１８）

へご相談ください。

８月１５日の正午には黙とうを

　【問】福祉課　（２８）９０１５　　

  １０２０６８６ ＩＤ 

市政ニュース

【問】建設総務課　（２８）８６２８

募集要項など詳しくは、

　　 をご確認ください１０１９９５６ ＩＤ 

歩道橋に名前を付けませんか
ネネーーミミンンググラライイツツ（命名権（命名権））ののパーパートトナーナーをを追加募集追加募集

対象対象物物

浅野歩道橋（浅野公園東）

８月３日（月）～９月３０日（水）（必着）に

応募書類を持参または郵送

申し込み

３～５年間

契約期間

年２０万円以上（税別）

応募価格

私立幼稚園の入園案内などを
９月から配布

【問】保育課　（２８）９０２４　　

  １００１３９８ ＩＤ 

特別児童扶養手当など

所得状況届・現況届の提出を

　【問】福祉課　（２８）９０１７　　

  １０２０７２１ ＩＤ 

障害者就労施設などからの
物品等の調達を推進

【問】福祉課　（２８）８６１９　　

特別障害給付金制度を
ご存じですか

【問】保険年金課　（２８）９０１４　　

  １０００８４０ ＩＤ 
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　令和３年４月から大野極楽寺公園・光明寺公

園・木曽川沿線緑地の３公園を一括して管理運

営できる法人・団体を募集します。公募説明会

・現地見学会を次のとおり開催します。

日　時／８月７日（金）　午後２時

会　場／大野極楽寺公園管理棟

申し込み／８月５日（水）の正午までに申込書を電

子メール。申込書・募集要項などは、

７月２２日（水）からダウンロード可

　市では、地球温暖化対策実行計画「エコアク

ション一宮」を策定し、活動しています。計画

では、市の施設から排出される温室効果ガスを、

平成２８年度から５年間で２７年度と比べ８％削減

することを目標としています。令和元年度に排

出された温室効果ガスは、２７年度から1.４％減少

しました。

　また環境負荷の少ない商品などを率先して購

入するグリーン購入に取り組んでいます。元年

度のグリーン購入の割合は、全体で８4.９５％とな

りました。

　今後も削減目標の達成に向けた取り組みを、

引き続き推進していきます。

　工場立地法では、一定規模以上の工場の敷地

利用に関し、生産施設・緑地・環境施設の面積

率が定められています。

　製造業または電気・ガス・熱供給業（水力・

地熱・太陽光発電所を除く）を営み、敷地面積

９，０００以上または建築面積３，０００以上の工場

の新設・増設などを行う際は、９０日前までに必

ず市に届け出をしてください。

　市では、企業の誘致

を進めています。千～

１万坪ほどの、まとま

った土地の売却や賃貸

をお考えの方や情報を

お持ちの方は、ご連絡

ください。

企業立地奨励措置

　市内で事業所を新設・増設しようとする方が、

一定の要件に該当すれば、奨励金の支給を受け

られます。

　奨励措置の適用を受けるには、着工の１カ月

前（高度先端産業は２カ月前）までに関係書類

を提出する必要があります。お早めにご相談く

ださい。

エコアクション一宮
令和元年度の活動報告

【問】環境保全課　（４５）７１８５　　

  １０３５７１９ ＩＤ 

企業・事業主の皆さんへ

工場立地法の届け出を

　【問】企業立地推進課　（２８）８９８２　　

  １００２６２５ ＩＤ 

事業用地の情報をお寄せください

　【問】企業立地推進課　（２８）８９８２　　

  １００２６２３ ＩＤ 

大野極楽寺公園などの
指定管理者を募集

【問】公園緑地課　（２８）８６３４　　

  １０３５７８０ ＩＤ 

　市内（伝法寺）でバラの切り花生産を行う三輪真太郎さんは、

ガーデンローズとして育種・開発された繊細なイングリッシュ

ローズを、世界に先駆けて切り花用に生産したことでその名を

知られるバラのエキスパートです。

　現在は、その熱意に感銘を受けた「デビッド・オースチン社」

（同種を育種・販売する世界唯一の会社）が、切り花専用品種を

三輪さんに特別提供しています（国内では２者だけに提供）。

　生花店以外にＪＡ愛知西産直広場へも出品していますので、

一般の方でも購入が可能です。

バラの切り花生 産者を
市長が訪問
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【問】市民協働課　（２８）８６７１

【問】一宮警察署　（２４）０１１０

冠水した場所には冠水した場所には 

近づかない　　　　近づかない ！！

新型コロナウイルスの影新型コロナウイルスの影響響でで

家庭ごみが大家庭ごみが大幅幅増増 ！！

（　）内は前年対比。※は４月末現在

市内の犯罪・事故（５月末現在）

主な重点犯罪

件　数区　分

９１３（＋　１３）刑　法　犯

１１５（＋　３４）侵　入　盗

〔６１（＋１６）〕〔うち住宅対象〕

１０５（▲　３）自動車関連窃盗

２２（＋　１９）特殊詐欺※

交通事故

人　数件　数区　分

５（＋　５）５（＋　　５）死　亡

１７（＋　４）　１５（＋　　２）重　傷

６０６（▲２１２）５０２（▲１９２）軽　傷

６２８（▲２０３）５２２（▲１８５）計

　可燃ごみの中には、まだ食べられるのに捨ててしまう食品や多くの水分が含まれています。

食品ロスの割合は約１６％、生ごみに含まれる水分量は約８０％です。ごみの減量には、食品ロス

の削減や生ごみの減量が欠かせません。「３きり」して可燃ごみを減らしましょう。

　市内では侵入盗・自転車盗・特殊詐欺による被

害が増加しています。次のことを実践して犯罪に

よる被害を防ぎましょう。

▽短時間の外出、在宅中・就寝中を問わず、必ず

鍵を掛ける

▽車から離れるときは短時間でも必ず鍵を掛ける。

車にはハンドル固定装置、タイヤロック、ナン

バープレート盗難防止ネジなどの複数の盗難防

止装置を取り付けると効果的

▽不審な電話を受けたら、家族や警察に相談し、

お金の要求には「呼び出しには応じない」「知ら

ない人に手渡さない」「送らない」を徹底する

犯罪から身を守るため犯罪から身を守るためにに

　これからの時季は、台風や局地的な豪雨により

看板などが飛んで来たり、道路が冠水したりする

恐れがあります。

　冠水した道路では、水が濁り足元が見えず、歩

道と車道の境が不明確となってしまいます。側溝

や水路の存在に気付かず、転倒し溺れる危険性が

非常に高くなります。またマンホールのふたが水

圧で外れるほどの状況になると、歩車道境界ブロ

ックなどの障害物も見えなくなり、水没・転倒お

よび負傷の危険性が増します。冠水した場所へは

近づかないようにしましょう。

【問】環境センター　（４５）７００４

▲一宮警察署
　防犯キャラクター
　ＬＯＣＫＥＹ

「使いきり「使いきり」」
必要な分の食材を買い、

食材を使いきろう

「食べきり「食べきり」」
食べきれる量の料理を

作り、おいしく残さず

食べきろう

食品ロ
スの削

減
食品ロ

スの削
減 ！！

ごみ減
量

ごみ減
量 ！！

「３きり」しよう

環境センター
ニュース

１００１７７８ ＩＤ 

◎防犯・交通安全指導員を募集中 ！（１９参照）

「水きり「水きり」」
生ごみを捨てるときは、

絞って水きりをしよう

ぎぎゅゅぎぎゅゅっっ！！
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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。

９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９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

８月１１日（火）の午前９時から

電話で市民総合相談室

（（７３）４３６３）

※８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)

４日（金）・１１日（金）・１８日（金）・２５日（金）

１３：００～１６：００

尾西庁舎４階９日（水）・２３日（水）　１３：００～１６：００

１００１９５５ ＩＤ 

▼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
８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８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

（金曜日の午後、１０日を除く）
市民総合

生
活
・
市
政

思いやり会館３階

 （７３）４３６３

５日（水）・１９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

（１０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

２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

（１０日を除く）
消費生活

思いやり会館３階

６日（木）・２４日（月）　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
１２日（水）　１３：００～１６：００人　　権

思いやり会館３階２０日（木）　１３：００～１６：００
行政書士の

許認可手続

オリナス一宮３階

１４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

（１０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

（１１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

（１１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

（１０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

（１０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

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

（１０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

（１０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

（１０日を除く）

精神障害者

家 族

思いやり会館３階１７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１９日（水）　１３：００～１６：００

思いやり会館３階２７日（木）　１３：００～１６：００

登　　記

尾西庁舎４階１９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

２２日（土）　９：３０～１２：３０
登　記　・

境界問題

思いやり会館３階１１日（火）　１３：００～１６：００建築・地震

１０３５７１０ ＩＤ 



日　時／８月２９日（土）　午前１０時～

１１時３０分

会　場／尾西生涯学習センター講堂

対　象／市内在住の子育て中の家族

など

演　題／「パパの役割・ママの役割」

講　師／笹瀬ひと美さん（愛知江南

短期大学准教授）

問い合わせ／東五城子育て支援センター　

（８５）９３３９

日　時／９月２日（水）　

午前１０時～１１時３０分

会　場／木曽川体育館

対　象／市内在住の子

育て中の家族など

演　題／「育児で大切な赤ちゃんと

のコミュニケーション」

講　師／坂井桃子さん（一宮市助産

師会助産師）

定　員／２５組（抽選）

申し込み／８月３日（月）・４日（火）に電

話または電子申請

問い合わせ／黒田北子育て支援センター　

（２８）９７６９

日　時／９月９日（水）・１６日（水）・１８日

（金）　午後１時３０分～３時

会　場／子ども文化広場図書館

対　象／市内在住の妊婦、０歳児を

持つ親・家族

演　題／「子育て小児科医が語る乳

幼児の病気への対応」「納得のいくお

っぱいの終え方」「乳幼児期の食事と

食物アレルギーについて」

講　師／岩田直之さん（小児科医）

ほか

定　員／１０人（抽選）

申し込み／８月１７日（月）までに電話ま

たは電子申請

※子どもの入場不可

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

日　時／８月２９日（土）　午後１時～

３時

会　場／木曽川消防署

対　象／市内在住・在勤・在学の中

学生以上の方

定　員／１０人（先着。１０人程度の団

体は随時開催）

申し込み／８月３日（月）～１７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／８月２１日（金）・２８日（金）　午

後２時３０分～３時３０分

会　場／スポーツ文化センター

対　象／日常英会話のリスニングが

できる市内在住・在勤・在学の高校生

以上で、原則２回とも受講できる方

内　容／ニュージーランドの社会・

文化・観光地などを英語で紹介

定　員／２０人（抽選）

受講料／５００円（教材費を含む）

申し込み／８月１１日（火）（必着）までに

電話、または住所（在勤・在学は勤

務先・学校所在地）・氏名・年齢・

電話番号を記入し「英語で文化理解」

と明記の上、ハガキ・電子メール

（〒４９１－８５０１　本庁舎国際交流協会、

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／９月３日～

１０月８日の木曜日　

午後１時３０分～３時

３０分（６回）

会　場／スポーツ文化センター

対　象／市内在住・在勤・在学の方

内　容／さまざまなモチーフを描き、

基礎を学ぶ

講　師／脇田曜子さん（金城学院大

学元教授）

定　員／１６人（抽選）

受講料／３，５００円（教材費を含む）

申し込み／８月１２日（水）までに電話で

生涯学習課

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時／９月８日～１０月２７日の火曜

日　午後６時３０分～８時３０分（６回）

会　場／スポーツ文化センター

対　象／市内在住・在勤・在学の方

内　容／版画とガラス絵を制作する

講　師／堀尾一郎さん（二科会評議

員）

定　員／１５人（抽選）

受講料／３，０００円（教材費を含む）

申し込み／８月１３日（木）までに電話で

生涯学習課

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時／９月９日～１０月１４日の水曜

日　午後１時３０分～３時３０分（６回）

会　場／一宮市民会館

対　象／市内在住・在勤・在学の方

内　容／初心者向けのカードマジッ

クなどを学ぶ

定　員／１２人（抽選）

受講料／２，０００円（教材費）

申し込み／８月１４日（金）までに電話で

生涯学習課

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時／８月２３日（日）　午後１時～

２時

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／８月２３日（日）　午後１時～

２時

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／８月２３日（日）　午後１時～

２時

会　場／スポーツ文化センター

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

16２０２０（令和２）年８月　広報一宮

教
室
講
座

ス
ポ
ー
ツ

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

催
し
も
の

募

集

相

談

育児講座
   １０３５２３３ ＩＤ 

市民美術教室
「版画とガラス絵」
   １０３５７６３ ＩＤ 

育児講座
   １０３４７３８ ＩＤ 

赤ちゃんセミナー
   １０３３０３２ ＩＤ 

英語で文化理解 ！

   １０３５３３５ ＩＤ 

市民美術教室「水彩画」
   １０３５７６２ ＩＤ 

市民短歌教室
   １０１８０１２ ＩＤ 

市民川柳教室
   １０１８０１４ ＩＤ 

教室講座
普通救命講習Ⅰ
   １０００４９９ ＩＤ 

マジック教室
   １０３５７６５ ＩＤ 

市民俳句教室
   １０１８０１３ ＩＤ そ

の
他



17２０２０（令和２）年８月　広報一宮

日　時／９月３日～１１月２６日の木曜

日　①午後１時３０分～２時１５分②２

時４５分～３時３０分（各１２回）

会　場／尾西生涯学習センター

対　象／市内在住の６５歳以上の方

（介護認定を受けている方を除く）、

ふれあい・いきいきサロンやおでか

け広場の運営者

内　容／認知症予防として、計算や

会話など頭を使いながら体操をする

定　員／各３０人（抽選）

申し込み／８月１４日（金）までに電話で

高年福祉課

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

日　時／８月２２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／９月６日～２０日の日曜日　

午前９時３０分～正午（３回。予備日

１０月４日（日））

会　場／いちのみや中央プラザ体育

館尾西信金アリーナほか

対　象／市内在住・在勤・在学の小

学４年生以上の方（中学生以下は保

護者同伴）

定　員／２０人（先着）

受講料／３，０００円（１８歳以下は１，５００

円）

申し込み／８月３日（月）～２０日（木）に受

講料を持参の上、本庁舎スポーツ協

会（１８歳以下はスポーツ傷害保険の

加入が必要。中学生以下は保護者の

同意も必要）

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８

日　時／９月３日～１１月５日の木曜

日　午前１０時～１１時（１０回）

会　場／スポーツ文化センター

対　象／市内在住・在勤の女性

受講料／５，８５０円（保険料を含む。初

回に持参）

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８

日　時／８月１日（土）～１６日（日）　　　

午前９時～午後９時

会　場／ －ビル６階中央図書館

内　容／原爆に関するパネル・図書

などの展示

休館日／８月３日（月）・１１日（火）

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

教
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←市公式ウ ェブサイ トはこ ち ら　 情報ＢＯＸ

対　象／市内在住・在勤・在学の方

申し込み／下表の申込日時に尾西スポーツセンター（先着）

スポーツ協会（スポーツ課内）　（８５）７０７８

尾 西 ス ポ ー ツ セ ン タ ー

スポーツ 教 室スポーツ 教 室
申込日時受講料定　員対　象日　時教室名

８月７日（金）～９日（日）
９：００～１０：００

４，０００円４０人高校生以上
９月４日～１１月６日の金曜日
１３：００～１５：００（１０回）

卓 球 ５,５００円４０人小学４年生以上
９月１５日～１１月１３日の火・金曜日　
１９：００～２１：００（１６回）＊

３,５００円４０人小学３～６年生
９月１９日～１１月２１日の土曜日
１７：００～１９：００（１０回）

７月２９日（水）・８月５日（水）　
９：００～１０：００

３,５００円※４０人高校生以上
９月２日～１１月１８日の水曜日
９：００～１１：００（１０回）

バドミントン
７月３１日（金）・８月７日（金）
９：００～１０：００

４,０００円※４０人小学４年生以上
９月１１日～１１月２０日の金曜日
１９：００～２１：００（１０回）

８月１８日（火）・２５日（火）
９：００～１０：００

５，０００円※５０人
高校生以上
（初級・中級）

９月８日～１１月１０日の火曜日
９：００～１１：００（１０回）

ソフトテニス
８月５日（水）・６日（木）
１９：３０～２０：３０

５，０００円※３０人中学・高校生
９月１０日～１１月１２日の木曜日
１９：００～２１：００（１０回）

８月７日～２８日の金曜日
１９：００～２０：３０

４，０００円※４０人小学生以上
９月４日～１１月６日の金曜日
１９：００～２１：００（１０回）

柔 道

日時の＊は週１回の参加可（受講料は３，５００円）。受講料の※は申込時に受講料が必要

頭と体の体操教室
   １０１４０５７ ＩＤ スポーツ

親子自然工作教室

女性剣道教室

アーチェリー初心者教室

催しもの

原爆と人間展
   １０２５１５８ ＩＤ 

そ
の
他



日　時／８月２２日（土）　午前９時～

午後３時

会　場／ －ビル６階中央図書館

内　容／保存期限を過ぎた大人向け

の雑誌の無料配布（１人１０冊まで。

なくなり次第終了）

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

日　時／８月１９日（水）・２０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／８月７日（金）　午後１時３０

分～２時３０分

会　場／市民病院

内　容／講演「がんとリハビリ」

申し込み／電話で市民病院がん相談支

援センター

問い合わせ／市民病院がん相談支援セン

ター　（７１）１９１１

日　時／８月２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

※購入者に日曜新鮮市抽選会（９月

６日（日））の抽選券を配布

問い合わせ／一宮地方総合卸売市場　

（４４）１１１９

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／乳幼児健診・家庭訪問・健康

教育ほか

勤務場所／西保健センター

勤務日時／９月１日（火）～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／２人

申し込み／８月１７日（月）（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／西保健センター　（６３）

４８３３
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開催日時・種目・予備日など、詳しくは、お尋ねください。

いちい信金スポーツセンター（県一宮総合運動場）　（７７）０５００

申し込み参加料対　象会　場開催日スポーツ

８月１日（土）から
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・初心
者の女性（学生、大会優
勝経験者を除く）

い ち い 信 金
ス ポ ー ツ
セ ン タ ー

９月８日（火）
レディースビギナー
テ ニ ス（ ダ ブ ル ス ）

スポーツ協会（スポーツ課内）　（８５）７０７８

＊市内在住・在勤・在学の方

スポーツ 大 会スポーツ 大 会

申し込み参加料　対　象＊会　場開催日スポーツ

８月２０日（木）までに参加料を持参の上、
本庁舎スポーツ協会

各１組２，０００円

高校生以上

市 テ ニ ス 場

９月６日（日）
テ ニ ス
（ ダ ブ ル ス ）

９月１０日（木）までに参加料を持参の上、
テニスパークｉ（（４５）５３００）

高校生以上の女性９月２５日（金）

９月１０日（木）の午後７時に参加料・
メンバー表を持参の上、いちのみや
中央プラザ（代表者会議を開催）

１種目４，０００円
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Ｂ

９月２０日（日）９人制
バ レ ー
ボ ー ル 総 合 体 育 館

ＤＩＡＤＯＲＡアリーナほか
１０月１１日（日）６人制

８月２２日（土）までに申込用紙を
土屋（０９０（９１７９）０６８２）。
申込用紙は一宮市ハンドボール協会
ウェブサイトからダウンロード可

１チーム１，０００円

１６歳以上で
構成するチーム
（１５人まで登録可）

総 合 体 育 館
Ｄ Ｉ Ａ Ｄ Ｏ Ｒ Ａ
ア リ ー ナ

９月５日（土）ハンドボール

８月２４日（月）～９月１３日（日）にアソビ
ックスびさい（（４７）５６６６。先着９０人）

１，２００円（３ゲー
ム、貸靴代は別）

小学生以上アソビックスびさい９月２０日（日）ボ ウ リ ン グ

９月９日（水）までに弓道場
（（２３）８２６２。月～土曜日の午後７時
～９時）

無料―大 宮 公 園 弓 道 場９月２７日（日）弓 道

雑誌リサイクル会
   １０２３９６４ ＩＤ 

福祉マルシェ
 ｉ ・愛・ 逢 マーケット

あい

   １０３５９５１ ＩＤ 

日曜新鮮市

がん患者サロン会・
勉強会 募　集

会計年度任用職員

保健師を募集
   １０３５７４８　申込書ダウンロード可 ＩＤ 

そ
の
他
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応募資格／保育士資格または教諭免許

（幼稚園含む）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／９月１日（火）～令和３年３

月３１日（水）　午前９時～午後３時（土

・日曜日、祝休日、年末年始を除く）

選考方法／書類選考・面接

任用人数／１人

申し込み／８月２１日（金）（必着）までに

申込書と資格証明書の写しを持参ま

たは郵送

問い合わせ／市民協働課　（２８）８６７１

応募資格／平成４年４月２日以降生ま

れで資格がある方

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／８月２１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８月２８日（金）に市民病

院で実施

問い合わせ／市民病院管理課　（７１）

５１６７

日　時／１０月２日～１２月１日の火・

水・金・土・日曜日　午前１０時～午

後４時（１０月９日（金）・２５日（日）、１１

月１８日（水）・２０日（金）を除く）

会　場／ナチュラルビュッフェ　ユ

コーネ（浅野字花ノ木３９－１）

対　象／会場まで自身で通うことが

でき、身体・知的・精神障害などの

ある方（車椅子の方を除く）

内　容／調理補助・清掃業務ほか

定　員／２人（面接）

申し込み／９月１０日（木）までにハロー

ワーク一宮

※ハローワークでの求職登録が必要

問い合わせ／ハローワーク一宮　（４５）

２０４８

日　時／１１月１４日（土）・２２日（日）

会　場／歴史民俗資料館別館（旧林

家住宅）

内　容／座敷での茶席に合わせて、

裏座敷で琴を演奏する（１時間程度）

※人数は３人程度、琴は３面まで

定　員／各日２組（抽選）

申し込み／８月２３日（日）までに電話で

歴史民俗資料館

問い合わせ／尾西歴史民俗資料館　

（６２）９７１１

応募資格／市内の小学生

※習字は３年生以上

部　門／①ポスター②習字

応募方法／９月３０日（水）までに応募票

と作品を消防署・消防出張所に持参。

応募票は消防署・消防出張所でも配

布

問い合わせ／消防本部予防課　（７２）

１２８０

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／８月２１日（金）までに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／９月１５日（火）の午前８時３０

分～正午に生涯学習課

※美術展は９月２４日（木）～２７日（日）に

愛知芸術文化センター（名古屋市）

で開催

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時

８月２０日（木）　　

午前９時３０分～　

午後３時３５分

会　場

本庁舎商工観光課

対　象

市内在住の方

定　員／６人（先着。１人４５分）

申し込み／８月３日（月）～１８日（火）に電

話で商工観光課

問い合わせ／商工観光課　（２８）９１４８

　相談窓口として「まーぶるの森（北

方町中島字往還南２－５）」が増えま

した。在住地区の担当窓口にご相談

ください（２２㌻参照）。

▽いずみ学園＝南部・西成・西成東

部・葉栗・丹陽・浅井・千秋中学

校区

▽療育サポートプラザ　チャイブ＝

北部・中部・大和・大和南・今伊

勢・萩原・尾西第一・尾西第二・

尾西第三中学校区

▽まーぶるの森＝北方・奥・木曽川

中学校区

問い合わせ／福祉課　（２８）８６１９

　老人クラブは、地域を基盤とする

自主組織で、市内に４００以上あります。

入会方法など詳しくは、一宮市老人

クラブ連合会事務局（（６３）４８００）

へお尋ねください。

対　象／おおむね６０歳以上の方

活動内容／仲間づくりを通して生きが

いと健康をつくる活動、経験を生か

し地域を豊かにする社会活動ほか

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９０２１

←イベントカレンダーはこちら 情報ＢＯＸ
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談障害者委託訓練

イタリアンレストラン
調理補助訓練生を募集

１１月採用　市立病院

作業療法士を募集

会計年度任用職員

防犯・交通安全指導員を募集
   １０３２８５６　申込書ダウンロード可 ＩＤ 

紅葉のおもてなし　もみじまつり

琴の演奏者を募集
   １０１４９７３ ＩＤ 

児童防火作品を募集
   １０３５５９６　応募票ダウンロード可 ＩＤ 

県文連美術展
出品作品を募集
   １０３５７２４ ＩＤ 

弁護士による
多重債務者無料相談会
   １０２４３９１ ＩＤ 

そ　の　他

相　談

発達が気になる子どもの
相談窓口が増えました
   １０３５６７８ ＩＤ 

老人クラブにご加入を
   １０２７５７１ ＩＤ 

そ
の
他
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　精霊流しは、河川汚染など公衆衛

生や環境保全の面からも好ましいこ

とではありません。次の寺院で精霊

供養が営まれます。檀家でない方で

も供養してもらえます。供養に支障

がないように、時間内にお持ちくだ

さい。

日　時／８月１５日（土）　①午後４時

～６時②４時～７時③５時～６時④

５時～７時⑤５時～８時⑥６時～９

時

会　場／①宝昌寺（あずら２丁目）　

②剱福寺（今伊勢町馬寄）③往生寺

（多加木３丁目）④鳳洲寺（明地）⑤

報恩寺（宮地２丁目）、妙泰寺（定

水寺）⑥常念寺・真光寺（大江１丁

目）、福寿院（大江２丁目）、法円寺（大

和町馬引）、薬師寺（花池２丁目）、

妙興禅寺（大和町妙興寺）、常清禅

寺・鎮西寺（大和町苅安賀）、無量

寺（今伊勢町本神戸）、薬師寺（伝

法寺８丁目）、法正寺（丹陽町五日

市場）、妙法寺（丹陽町九日市場）、

正福寺（奥町）

問い合わせ／霊園管理事務所　（４５）

７００４

　自治総合センターが宝くじの社会

貢献広報事業として実施している、

宝くじの受託事業収入を財源とする

コミュニティ助成事業（宝くじの助

成金）を活用して、西成連区地域づ

くり協議会は印刷機を、小信中島連

区地域づくり協議会は小型発電機な

どの備品を整備しました。

問い合わせ／市民協働課　（２８）８９５４

　公園緑地課が管理する公園では、

８月３１日（月）までの日没～午後９時

に、手持ち花火に限り、公園内の広

場で花火遊びができます。

　ごみは持ち帰り、音・煙などで近隣

の方に迷惑を掛けないよう、マナー

を守って遊びましょう。火消し用の

水を用意し、小学生以下は保護者な

どと一緒に遊びましょう。利用条件

など詳しくは、 １０１９８６１をご確認

ください。

問い合わせ／公園緑地課　（２８）８６３４

日　時／９月５日（土）　午前１１時～

午後０時３０分

対　象／外国籍の小学５年生～中学

生と保護者

内　容／ウェブ会議サービスを使い、

簡単な日本語で高校の受験制度など

を説明する（通信料などは自己負担。

英語・中国語・タガログ語の資料あり）

申し込み／９月２日（水）までに氏名・学

年・保護者名・電話番号を記入し

「進路説明会」と明記の上、電子メ

ール（ kokusai@city.ichinomiya.lg　

.jp ）

※当日参加できない方にも、資料の

配布可

問い合わせ／国際交流協会（生涯学習課

内）　（８５）７０７６

　内容は「旅行に役立つ！　イタリア

文化セミナー」の紹介などです。

　市役所本庁舎、尾西・木曽川庁舎、

出張所、市立図書館などの市の施設

で無料配布しています。

問い合わせ／国際交流協会（生涯学習課

内）　（８５）７０７６

 ＩＤ 

　公園や街路に植えられている樹木

は、人々の生活に潤いを与えるだけ

でなく、環境浄化や防災にも役立っ

ています。樹木を日照りから守るた

めに、近くにお住まいの方は、風呂

の残り水などで朝夕の水やりにご協

力をお願いします。

問い合わせ／公園緑地課　（２８）８６３４

日　時／１０月２２日（木）　午前１０時～

午後３時４０分

試験科目／国語・社会・数学・理科・

外国語（英語）

申込期間／９月４日（金）まで

※受験資格・会場・申し込み方法な

ど詳しくは、文部科学省総合教育

政策局（０３（５２５３）４１１１）へお尋

ねください。

問い合わせ／学校教育課　（８５）７０７３

日　時／①８月３０日（日）②９月５日

（土）

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／７月２５日（土）の午前９時～

８月３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７月２８日（火）～８月６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

　国では、毎月家計調査を行ってい

ます。この調査は、統計上の方法で

選定した世帯に家計簿をつけてもら

い、経済・社会政策の基礎資料や経

済動向をみる指標として活用されま

す。調査員が訪問しますので、ご協

力をお願いします。調査内容は統計

以外には使用しません。

問い合わせ／県統計課　０５２（９５４）６１０４

外国人児童生徒向け
オンライン進路説明会
   １０３３６８４ ＩＤ 

緑を守るためにご協力を
   １０１７１７９ ＩＤ 

国際交流協会ニュース
「かけはし」第８５号を配布
   １０１２１６９ ＩＤ 

精霊流しはお寺で
   １０２５２４９ ＩＤ 

印刷機などの備品を整備

公園での花火遊び

手持ち花火に限り遊べます

就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験

危険物取扱者試験

家計調査にご協力を

そ
の
他
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　－ビル　（２８）９１５３文化教室

ウッドバーニング教室
日　時／８月２０日（木）　午前１０時～正午
対　象／園児～小学生（小学２年生以下は保護者同伴）
定　員／１０人（先着）
受講料／７００円

申し込み／８月１日（土）の午前９時から電話で   －ビル

定　員／各１０人（先着。小学２年生以下は保護者同伴）
申し込み／８月１日（土）の午前１０時からエコハウス１３８

受講料対　象日　時環境学習講座名

５００円

年中以上

９月１３日（日）
１３：００～１５：００

石 こ ろ ア ー ト
（ ハ ロ ウ ィ ン ）

６００円
９月２０日（日）
１３：３０～１５：００

海 の 生 き 物 教 室

エコハウス１３８　（４７）７１３８環境学習講座

８月１９日（水）は開館。８月の土・日曜日、祝日、
１１日（火）～１４日（金）は午前９時から開館

温水プール　（７７）４７２７水泳教室

日　時／９月１日（火）～１０月２８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／８月４日（火）～９月６日（日）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／受講料を持参の上、スポーツ文化センター（１人１
人分。抽選）

申込日時受講料日　時教室名

８月２０日（木）
１１：００

２，６００円
９月３日からの
木曜日　１０：００
（５回）

カ ラ テ サ イ ズ

８月２１日（金）
１４：１５

５，２００円
９月４日からの
金曜日　１３：１５
（１０回）

ママのための骨盤調整
（ 産 後 ３ カ 月 ～
１年６カ月の方）

８月２２日（土）
９：３０

３，１００円
９月５日からの
土曜日　９：３０
（５回）

男 の 旨 め し 
お う ち ご は ん
（ 男 性 限 定 ）

８月２４日（月）
９：３０

５，２００円
９月２８日からの
月曜日　１０：００
（１０回）

か ん た ん 朝 ヨ ガ

教材費も必要な教室あり。詳しくはウェブサイトなどで確認

スポーツ文化センター　（２４）１８８１スポーツ・文化教室

アイプラザ一宮　（７７）６６１２自主文化事業

コミュニケーション英会話２０２０春 《補講》 （①初級②中級）
日　時／８月７日（金）・２１日（金）　
①午前１０時～１１時１０分②１１時２０分～午後０時３０分
受講料／各１回９００円
申し込み／各開催日の前日に電話でアイプラザ一宮（先着）

一宮地域文化広場　（５１）２１８０天体観望会・文化教室

夏の夜空に輝く２大惑星を観望しよう ！ ～土星、木星～
日　時／①８月２１日（金）②２２日（土）　午後７時３０分～８時４５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／８月１２日（水）の午前１０時から電話で地域文化広場

文化教室（９月～１１月開始分）
対　象／２０歳以上の方
内　容／石田流生け花、池坊生け花、陶芸、パッチワーク、
手編み、茶道（表千家・裏千家）、書道、水墨画、水彩画、
ベーシックヨガ、ヒーリングヨガ、ハタヨガ、タイ式ヨガ、
バレトン、骨盤エクササイズ、フラダンス、健康太極拳、韓
国語入門、韓国語会話、大正琴、エクセル、ワード

申し込み／８月２３日（日）の午前９時３０分に地域文化広場（抽選）
※開催日時・受講料など詳しくは、募集チラシで確認

そ
の
他

８月１１日（火）は衛生処理場の定期

点検整備のため休みます。

し尿くみ取り・
浄化槽清掃の休み

衛生処理場　（４５）４４２３

いちのみや応援基金へ　４３件

社会福祉協議会へ　

ヤマコ納骨堂協会、トヨタ紡織部

長会、エス・ビー建材、大宝レッ

クス、トヨタ紡織、匿名１件

福祉関係へ　

油安商店

総務関係へ　

鈴木日出男、愛知県日中友好協会、

せんせん、一宮ロータリークラブ、

丸福解体工業

環境関係

ユニー

教育関係へ　

中山雅麗、プロスタッフ、富田医院、

しんそう一宮新生、尾西信用金庫

病院関係へ　

石井秀樹、一宮商業高校地域貢献

部・女子サッカー部、十六銀行法

人営業部

（６月分まで・敬称略）

ご寄付ありがとうございました

８月の音声広報
知っトク ！ 　いちのみや

ＦＭいちのみや　７６．５Ｍ

▽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。

８
Ⅰ　ＬＯＶＥ　いちのみや

ＩＣＣ　地デジ１２ch

▽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９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。

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

８９８（９１９）

▲２１ｇ

１０，７０８ｔ（１０，９７１ｔ）

▲２６３ｔ

市内のごみの量（５月分）

▽８月１０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。

祝日のごみ収集

祝日のごみ持ち込み

▽８月１０日（月）は受け付け

　お盆期間中は混雑が予想され

ます。

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
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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

　親をたたいてしまうのは、

言葉にできない気持ちを訴

えようとしているんじゃな

いかな。そんなときは、少し前の状況から察して「ま

だおもちゃで遊びたかったのね」「○○が嫌だったの

ね」などと気持ちを受け止め、代弁していくといいと

思うよ。また場所を移動して、気持ちを違う方に向け

るのもいいかも…。しっかり受け止めてもらう経験を

繰り返すことで、どうしたらいいか学び、だんだん言

葉で表現できるようになると思うよ。

こっこ相談員の

アドバイス

こっこ相談室

思うようにならないと
ママをたたくの…

　２歳。自分の思うようにならないと、かんし

ゃくを起こして、私をたたくの。やめさせたい

んだけど、どうしたらいいの？

独りで悩まないで、相談を

相談電話・会場日時相談名

中保健センター
 （７２）１１２１

８月３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

８月１７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
（１０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
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
（１０日を除く）＜予約制＞
※在住地区により担当が
 分かれます（１９㌻参照）。

発達の気
になる子

いずみ学園
 （７８）３１１１

まーぶるの森
 （８６）６８２０

（その他の相談は１５）

あっぷっぷ

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

子育て支援センター

▼８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（３・１１・１７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（１０日を除く）

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

申し込み対象会場日時催し

８月５日（水）・６日（木）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
９月１日（火）

９日（水）
ママといっしょでいいな

【　ＩＤ　１０３５２２９　】

８月１３日（木）・１４日（金）に電話で
丹陽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１０：００～１１：３０９月１８日（金）
親子でねんど

【　ＩＤ　１０３５２３１　】

８月１７日（月）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１２組、＊は９組）

尾西生涯学習センター
講堂

１０：００～１１：００

９月２日（水）
　　２３日（水）

フレッシュママ
交流会

【　ＩＤ　１０３０７３９　】

木曽川庁舎
３階第３研修室

９月３日（木）
　　２４日（木）

子ども文化広場図書館＊
９月１１日（金）
　　２５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

８月７日（金） 

あっぷっぷ
【　ＩＤ　１００１２８５　】

千秋・里小牧子育て支援センター８月２５日（火） 

丹陽・黒田北子育て支援センター８月２６日（水）
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図書館の情報を

 ツイッターで発信中

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

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

１２日（水）１１日（火）７日（金）６日（木）５日（水）４日（火）３日（月）

東浅井浅井神社
大和西小学校
馬引公民館駐車場 

宮後野見神社
千秋南小学校
平島公民館 

丹羽公民館 
今伊勢西小学校
奥町前並二公民館

北方青衾社 
丹陽小学校 
浅野公園 

西御堂津島神社
葉栗小学校 
西海戸公民館

葉栗公民館奥公民館向山公民館尾西南部生涯学習センター時之島いこいの広場

２１日（金）２０日（木）１９日（水）１８日（火）１７日（月）１４日（金）１３日（木）

尾関平山住宅
朝日西小学校
樫の木文化資料館

大和豊島台ちびっ子広場
赤見小学校 
佐千原坂手神社

千秋町出張所
丹陽南小学校
多加木記念館公民館

大野公民館 
千秋東小学校
浮野八幡社 

奥町出張所 
中島小学校 
於保共同出荷場

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

２８日（金）２７日（木）２５日（火）２４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

１０：００～１５：００１０１２８２３ ＩＤ 

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。。

８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８ １０１０６３１ ＩＤ 

一般書

　「自分好み」が一番大事。着物はその

人なりに着ればいい。着物を日常着と

して着こなす著者による、着物を自由

に楽しむための初心者応援エッセイ。

巻末に実用品ガイドも掲載。

群ようこ／著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ／刊

きものが着たい

どこからきたの？　おべんとう児童書

　食べ物はどこでできて、どうや

って運ばれてくるのでしょう？　

お昼の時間、男の子がお弁当袋を

開くと、お弁当のほかに、おかず

がどこからやってくるのかが書か

れたメモが入っていて…。

鈴木まもる／作・絵

金の星社／刊

中央図書館　　　　　　（７２）２３４３

尾西図書館　　　　　　（６２）８１９１

尾西児童図書館　　　　（６９）７４２９

玉堂記念木曽川図書館　（８４）２３４６

子ども文化広場図書館　（２５）１３５０

地域文化広場図書室　　（５１）２１８０

報発信地
いちのみや’ｓ

情

　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。１０月号の締め切りは８月２５日（火）です（抽

選）。申し込み方法など詳しくは、 をご確認

ください。ウェブ版の「いちのみや’ｓ　情報発信地」も掲載

しています。

問い合わせ　広報課　（２８）８９５１

１０３４７１８ Ｉ Ｄ 

なかよし書道クラブ　会員を募集

みんなで仲良く、習字を楽しみませんか。入会金

は不要で、無料体験もあります。

日　時／土曜日　午後１時３０分～３時（月３回）

会　場／スポーツ文化センター

対　象／幼児・小中学生

会　費／月１，５００円

申し込み／佐藤　０８０（４５２２）２０４６　（午後５時以降）
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【問】三岸節子記念美術館　（６３）２８９２

記

念

美

術

館

三 岸 節 子

　特別展「墨は流すもの

－丸木位里の宇宙ー」を

鑑賞した後、墨や岩絵具、

日本画の画材を使って作品

を制作し、丸木位里の多様な

表現の一端を体験します。

９月１０日（木）（必着）までに電話、または郵便番号

・住所・参加者名（ふりがな）・学年・電話番号・

保護者名・参加希望日を記入し「丸木位里ワーク

ショップ」と明記の上、ハガキ・電子メール（〒

４９４－０００７　小信中島字郷南３１４７－１　三岸節子

記念美術館、 migishi@city.ichinomiya.lg.jp ）

申し込み

講師（日本画家）

※小学３年生以下は保護者同伴

大人向け

９ 月２７日（日）
午前１０時～正午

（高校生以上の方）

子ども向け

９ 月２６日（土）
午後２時～４時

（小中学生※）

位里さんの絵のひみつ

水墨画 ＆ 日本画

１０３４７５３ ＩＤ 

▼

「花王」１９４３年（原爆の図丸木美術館蔵）

たいけ
ん ！

　木曽川に生息する天然記念物

「イタセンパラ」の保護の取り組

みを紹介します。

【問】尾西歴史民俗資料館　（６２）９７１１

１０３２９１１ ＩＤ 

８ 月 １ 日（土）～３０日（日）

午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで）

※月曜日（１０日を除く）、１１日（火）は休館

企画展

イタセンパラを守る

尾 西 歴 史 民 俗 資 料 館

　「いちみん」と「のこぎり屋根」をモチーフにした尾

州デニムのオリジナルバッグと、一宮市のおいしい物

やこだわりの物を詰め合わせたセットを販売します。

１０３５７３２ ＩＤ 

いちのみや物産展

【問】観光協会（商工観光課内）　（２８）９１３１

（税込み）

限定

１００セット

先着販売

３，２４０円

会場　▼　名鉄百貨店一宮店６階イベント会場

８月１５日（土） 午前１０時から（なくなり次第終了）

※写真はイメージです

いちのみやミュージアムズ

解答用紙ダウンロード可１０３５６２３ ＩＤ 

（中学生以下が対象）

期間内に解答用紙を博物館・三岸節子記念美術館・

尾西歴史民俗資料館に持参、または博物館に郵送・

ファクス・電子メール

※月曜日（１０日を除く）、１１日（火）は休館

　ケーブルテレビＩＣＣ「行こまい！＃いちのみや」

と市公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで放送される動画

を見て、クイズに応募しよう！　先着１００人に添削

結果と記念品を郵送します。

おうち

応募方法

【問】三岸節子記念美術館　（６３）２８９２

ｄｅ

８月１日（土）～３１日（月）

ガイドツアー

　とくパック販売会夏夏

内田あぐりさん
（武蔵野美術大学名誉教授）

ほか




