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なくそう ！ 　身近な暴力
[市長メッセージ]

～児童虐待・ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）対策～
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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…１・８・１５・２２・２９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…２５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

１０月の時間外証明窓口

人口と世帯数

　　人口…３８４，５５６（▲　１５）　男…１８７，９６９（▲　２４）　女…１９６，５８７（＋　　９）　世帯数…１６３，３０１（＋１１６）　※（　）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 

９月１日現在 １０００２２７ ＩＤ 

１００９９５６ ＩＤ 

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 

休日・夜間急病診療所　平日夜間の診療を休診（４㌻）　1
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－」（～４日／   １０３４６０４ ） ＩＤ 

美術館・コレクション展（常設展）「油彩のきらめき　－ヨーロッパの風景－」（～１２月２０日／   １０３５８８０ ） ＩＤ 

博物館・特集展示コーナー「没後８０年　森半逸　山水の美（前期）」（～２５日／６㌻）　6

資料館・特別展「あかりの用と美　～ろうそくからＬＥＤまで～」（～１１月２３日／６㌻）10
資料館・旧林家住宅　美術展「そこにある存在と記憶展　－それぞれの今から見えるもの－」（～２５日／７㌻）

美濃路みちおこしプロジェクト（～１１月２３日／７㌻）

景観計画　意見募集（～１１月１１日／５㌻ ）12

博物館・企画展「禅僧の書」（～１１月１５日／６㌻）17

川と海のクリーン大作戦（１５㌻）18

一宮市戦没者追悼式（９㌻ ）24

美術館・ミュージアムコンサート「サカイダコージ　タップダンスショー」（７㌻）25

博物館・特集展示コーナー「没後８０年　森半逸　山水の美（後期）」（～１１月２３日／６㌻）27

10月の行事予定

納付のお知らせ

納付は　１１月２日（月）　までに

１０００８７５ ＩＤ 

市　　県　　民　　税（第３期分）
国　民　健　康　保　険　税（第４期分）
後期高齢者医療保険料（第４期分）
介　　護　　保　　険　　料（第４期分）

Ｅｖｅｎｔｓｃｈｅｄｕｌｅ

　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。
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　「スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）」は、児童生徒

が抱える悩みや困りごと、いじめ、不登校、虐待など様

々な問題の解決を図る専門職です。平成２８年度に２名で

スタートし、３０年度には５名、今年度は６名のＳＳＷを

配置しており、今後も増員を考えています。児童生徒の

置かれた状況が良くなるような働きかけを各所に行いま

すが、児童虐待やその疑いのある事例への対応は、一刻

の猶予も許されません。支援を進める上で、市のこども

家庭相談室や生活支援相談室、県の児童相談所など様々

な機関と連携をとります。

　ＳＳＷの他にも「スクールカウンセラー（ＳＣ）」と「心

の教室相談員」を配置しています。ＳＣは、児童生徒の

心の問題について相談に乗る臨床心理士です。また、心

の教室相談員は、中学生がどんなことでも気軽に相談で

きる「聞き役」として活動しています。一宮市ではＳＣを

平成３０年度に増員して、中学校にはＳＣと心の教室相談

員を１名ずつ配置、小学校には月に１回程度ＳＣが巡回

して、児童生徒や保護者からの相談を受けられるように

しています。

　児童虐待の相談先として、“児童相談所虐待対応ダイヤ

ル”「１８９」があります。１８９番にかけるとオペレーター

が対応して、お近くの児童相談所につながります。２４時

間いつでも相談でき、通話料は昨年１２月から無料になり

ました。虐待を疑うような状況を見聞きした場合は、迷

わず連絡していただきますようお願いします。

　また、市のこども家庭相談室では、家庭や子育てにつ

いての悩みや困りごとなどの相談を受け付けています。

気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

　今年４月から子どもに対する体罰の禁止が法律で定め

られました※。「しつけ」と称した体罰は児童虐待です。

命にかかわるような悲惨な事件も、あとを絶ちません。

体罰で押さえつけるしつけは、恐怖心から一時的に言う

ことを聞くだけで、子ども自身が考えたり学んだりして

いるわけではないため、根本的な解決にならないことを、

大人たちは認識しておく必要があります。

　近年はＤＶ（ドメスティック・バイオレンス、配偶者

等に対する暴力）に関しての１１０番が増えており、残念な

ことに、一宮市は愛知県内の他の地域と比べて取扱件数

が多い状況です。殴る・蹴るなどの暴力は犯罪行為で、

それが家庭内であっても犯罪です。場合によっては命に

かかわるので、警察は事件化や避難措置など迅速かつ慎

重に対応しています。

　また、夫婦ゲンカを目撃した子どもは、家族間の不和

は自分に責任があると考えたり、暴力を振るわれている

母親（または父親）を守れなかったと罪悪感を抱いたり

します。こうした心の傷を負わせる夫婦ゲンカがあった

場合は、警察から児童虐待として児童相談所へ通報して

います。

　小中学校では、様々な相談に乗ることができるように

専門の相談員を配置しています。

１０３６８４９ ＩＤ 

体罰によらない子育て

警察への通報状況：夫婦ゲンカは児童虐待にも

小中学校での対応：専門の相談員など

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

「虐待かも…」と思ったら：専用ダイヤル「１８９」

※児童虐待の防止等に関する法律

なくそう！ 身近な暴力
～児童虐待・ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）対策～

 ０５８６（２８）９１５２
一宮市

こども家庭相談室

児童相談所

虐待対応ダイヤル

令和元年３０年２９年２８年平成２７年

４ ， ６１５件４ ， ２７３件４ ， ０２４件３ ， ５６５件３ ， ０３５件愛 知 県

２７６件
（６． ０％）

２８７件
（６． ７％）

２０２件
（５． ０％）

１６４件
（４． ６％）

１０４件
（３． ４％）

一 宮 市
（ 割 合 ）

ＤＶ事案件数

※県内の一宮市の人口比は５． １ ％

（愛知県警察調べ）

※一宮市を担当する児童相談所は「一宮児童相談センター」として
愛知県が運営しています。

 １ ８９
いちはやく
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市政最前線

　国の特別定額給付金の対象とならない新生児に対する、

臨時的な措置として支給します。

４月２８日～令和３年４月１日に生まれ、出生により

市内に住民登録をした新生児

【問】市民課　（２８）８９７５

給 付 対 象 児

給付対象児と同一世帯の父または母で、給付対象児の

出生日から申請日まで引き続き市内に住民登録がある方

申請・受給権者

特別給付金を支給します

対象児
１人につき５万円

新生児に

９月までに出生届け出済みの方には、１０月下旬に郵送。

１０月以降に出生届を出される方には、届け出窓口で配布

申 請 書

詳しくは、

をご確認ください。１０３６６０４ ＩＤ 

　新型コロナウイルス感染症の拡大・院内感染

を防止するため、１０月１日(木)から平日夜間診療

を休診します。

　公共交通機関での３密を回避する

手段として、自転車を利用する市内

在住の方に対し、ヘルメットの購入

費用の一部を補助します。

「ＳＧマーク」「ＪＣＦマーク」「ＣＥマーク」な

ど安全性の認証を受けた自転車用ヘルメットで、

１０月１日（木）以降に市内の店舗で購入したもの

※市内の中学校指定の通学用ヘルメットを除く

【問】健康づくり課　（７２）１１２１１０３６９０２ ＩＤ 申請書ダウンロード可

申請方法
１０月１日（木）～令和３年２月２６日（金）（必着）に、

店舗の販売証明を受けた申請書と領収書の写し

などを持参または郵送

【問】市民協働課　（２８）８６７１

対象のヘルメット

３密対策

自転車用ヘルメットの
購入費用を補助します

平日夜間の診療を
休診します

休日・夜間急病診療所

救急医療情報センター

補 助 金 額

ヘルメット購入額の３分の２
（上限３，０００円、１人１個限り）

１００８９６８ ＩＤ 

２４時間３６５日対応

 (７２)１１３３

緊急時の医療機関の案内は
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ＰｉｃｋｕｐＮｅｗｓ

　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。

募集期間 ▼１０月１２日（月）～１１月１１日（水）（必着）

提出方法 ▼持参または郵送（〒４９１－８５０１　本庁舎

都市計画課）・ファクス（（７３）９２１８）

・電子メール（ tokei@city.ichinomiya

　　　　.lg.jp )

　良好な景観形成の推進に向けて、景観法に基

づく「景観計画」の素案を作成しました。

１０３６６１４ ＩＤ 【問】都市計画課　（２８）８６３２

【問】市民活動支援センター　（２３）８８８３

１０３６９４０ ＩＤ 

　「市民が選ぶ市民活動支援制度」に代わり、

令和３年度から始める新しい補助制度につい

て説明会を開催します。

会　場 ▼  ービル３階市民活動支援センター

対　象 ▼①設立後２年以上の市民活動団体

　　　　②市民が選ぶ市民活動支援制度による

支援金の交付を受けた団体

申し込み ▼電話で市民活動支援センター

　　　　※１団体２人まで

新しい補助制度の
説明会を開催します

市民活動をサポート 市民意見提出制度

【問】１００周年推進室　（８５）７４３３

を募集します市民チャレンジ事業

　「いちのみや市１００周年」を機に市民団体が取り組む、新しいチャレンジを募集します。

補助対象経費の
５分の４（上限５０万円）

※①～④を満たす事業が対象支援対象事業

① ② ③ ④
市内の市民団体が

実施する

「いちのみや市１００周年」の

基本方針に沿っている

新しいチャレンジに

基づいている

広く市民の

交流に資する

応募方法など詳しくは、　　　　　　をご確認ください。

１０月２８日（水）　午前１０時　２９日（木）　午後２時

　　３０日（金）　午後７時　 ３１ 日（土）　午前１０時

１１月 １日（日）　午前１０時 ※５回とも同内容

募 集 期 間 支 援 額
１０月１日（木）～
令和３年２月２６日（金）

１０３６６０６ ＩＤ 

良好な景観を
つくるための計画

皆さんの　意見　を募集します
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１０３６４８６ ＩＤ 

禅僧の書

わくわく体験

小さな書の掛け軸

　「臨済宗中興の祖」と称される 白  隠  慧  鶴 の作品を中心に、白隠に関係する師たち
はく いん え かく

や門下のひとり 東  嶺  圓  慈 の作品や、東嶺と同時期に活躍した禅僧の作品を紹介し
とう れい えん じ

ます。また１８２０（文政３）年に妙興寺で行われた開帳で公開された禅画や 墨  蹟 も
ぼく せき

併せて紹介します。

▼

白
隠
慧
鶴
自
画
賛「
達
磨
図
」（
妙
興
寺
蔵
）

１０月１０日（土）～１１月２３日（祝）の土・日曜日、祝日

午前９時３０分～正午・午後１時～４時３０分

高校生以上１００円、中学生以下無料

市政最前線

没後８０年　森半逸　

後期　１０月２７日（火）～１１月２３日（祝）

前期　１０月 ６ 日（火）～２５日（日）

※月曜日、１１月４日（水）は休館

午前９時３０分～午後５時（入館は４時３０分まで）

　一宮市島村出身の画家・森半逸（１８４８～１９４０）による、雄大な自然を自在な

境地で描いた山水画の数々を、弟の半景の作品と併せて紹介します。

特集展示コーナー １０３６６０５ ＩＤ 

【問】博物館　（４６）３２１５

▼

森
半
逸「
秋
林
晩
景
之
図
」

１０月 １７日（土）～１１月 １５日（日）

※月曜日、１１月４日（水）は休館

午前９時３０分～午後５時（入館は４時３０分まで）

大人６００円

高・大学生３００円

中学生以下無料

観覧料

（入館は４時３０分まで）

１０月 １０日（土）～ １１ 月 ２３日（祝）

※月曜日（ １１月２３日を除く）、１１月４日（水）は休館

午前９時～午後５時

【問】尾西歴史民俗資料館　（６２）９７１１

遠州行灯

　ろうそくや油、電気など「あかり」をともすエネルギーの進歩は、

私たちの日常生活を一変させました。「あかり」を安全かつ効果的に

活用しようした工夫と意匠を紹介します。

１０３２９１４ ＩＤ 特別展尾西歴史民俗資料尾西歴史民俗資料館館

自在手燭

～ろうそくからＬＥＤまで　 ～

あかあかりりの用用と美美

企画展博物館

※１０月１７日（土）～１１月１５（日）は

　企画展観覧料（上記参照）が必要

観覧料
大人３００円

高・大学生１５０円

中学生以下無料

山水の美
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【問】尾西歴史民俗資料館　（６２）９７１１

１０ 月 １０ 日（土） ～ ２５日（日）

※月曜日は休館

午前９時～午後４時３０分

（最終日は４時まで）

旧林家住宅　美術展 １０３３０４２ ＩＤ 

【問】尾西歴史民俗資料館　（６２）９７１１

そこにある

存存存存存存存存存存存存存存在在在在在在在在在在在在在在存在 と 記記記記記記記記記記記記記記憶憶憶憶憶憶憶憶憶憶憶憶憶憶記憶 展
―　それぞれの今からみえるもの　―

ワイヤーアート

手作りキットを

プレゼント ！

　一宮駅から路線バスを使

って、７施設に展示してあ

る水谷一子さんのワイヤー

アート作品を訪ね歩く小旅

行企画です。

１０ 月１０ 日（土）～１１月２３日（祝）

路線バスで各所を巡るシールラリー

▼観光案内所　▼墨会館

▼のこぎり二　▼湊屋

▼尾西図書館

▼三岸節子記念美術館　

▼尾西歴史民俗資料館

会　場
シールラリーを完成させた方に

１０３３１１４ ＩＤ 

１０月１０日（土）・１１日（日）

午後１時３０分

電子ピアノ演奏会

ミュージアムコンサート

 サカイダコージ　タップダンスシ ョ ー　 

  ＭＡＫＯＴＯ　ＯＫＡＺＡＫＩ
 ギターコンサート　 

１０３６６４８ ＩＤ 

１０３６６４７ ＩＤ 

１１月 ７日（土）
午後２時

ＰｉｃｋｕｐＮｅｗｓ

　国登録文化財・旧林家

住宅で、絵画や陶芸など

６人の作家による美術展

を開催します。

ラップタッピングの
奏で１０月 ２５日（日）

タタ ッッ ププダダンンスス
ミギシセツミギシセツココ

第１部　午後１時

第２部　 ２時３０分

♪定　員

各２５人

※中学生以下は１０人まで

♪観覧料

各１，０００円

（常設展観覧料を含む）

※中学生以下無料

【問】三岸節子記念美術館　（６３）２８９２

♪定　員／２４人

♪観覧料／１，５００円（常設展観覧料を含む。

ケーキセット付き）

申し込み　

▲ １０月１日（木）の午前９時から電話

で三岸節子記念美術館（先着）



助成対象の高等学校等
助成額（年額）

助成要件
国公立私立

▽高等学校（専攻科・別科・通信制の特科を除く）
▽中等教育学校の後期課程（専攻科・別科を除く）
▽特別支援学校の高等部（専攻科を除く）
▽高等専門学校（１～３年生）
▽専修学校（修業年限が３年の高等課程）
など

１万円１万円

生活保護

非課税保護者の
令和２年度
市県民税
所得割合算額 ―１万円２７万２，５００円未満

助成額は生徒１人当たり

※申請は毎年必要です。

【問】教育文化部総務課　（８５）７０７０

申請書など
ダウンロード可

１０１５７１９ ＩＤ 

１１月３０日（月）までに申請書などを本

庁舎教育文化部総務課、尾西庁舎窓

口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所

申請

１０月１日現在、生徒が下表の助成対

象の高等学校等に在学し、助成要件

に該当する市内在住の保護者（生徒

が一宮・木全・オーシマ奨学基金奨学

金を受給している場合を除く）

対象

高校などの就学費を助成します

8２０２０（令和２）年１０月　広報一宮

市政ニュース

▼詳しくはご確認ください▼

【問】教育文化部総務課　（８５）７０７０

１０００１６１ ＩＤ 

入学する学校を
隣接校から選択できます

　各小学校で後日開催する説明会で実施

要項を配布し、説明します。

　１０月に各小学校で行う就学時健康診断

の時に、実施要項を配布し、説明します。

◆小学新１年生の保護者の方へ

◆中学新１年生の保護者の方へ

令和３年度に市立小中学校に

入学する新１年生

対象

※選択できる学校、

決定方法など詳し

くは、実施要項を

ご確認ください。

一律１万円に変更しました

新型コロナウイルス感染症 での

傷病手当金傷病手当金  適用期間を延長

　新型コロナウイルス感染症に

感染した方に対する傷病手当金

の適用される期間を、１２月３１日

まで延長します。

　支給を受けるには医療機関の

証明などが必要です。

【問】保険年金課　（２８）９０１１

後期高齢者医療保険の方は　　　　　　

【問】保険年金課　（２８）８９８５

国民健康保険の方は

国 民 健 康 保 険・後 期 高 齢 者 医 療 保 険 

に加入している方へ

１０３６７０４ ＩＤ 

１０３５３２４ ＩＤ 
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日　時／１０月２４日（土）　午後２時

会　場／木曽川文化会館尾西信金ホール

内　容／献花、戦災・原爆被災時の写真パネル

の展示

※手話通訳あり

対　象／市内在住の聴覚に障害のある方ほか 

派　遣／原則県内（無料） 

申し込み／利用日の７日前までに申請書をファク

ス（（７３）９１２４）。申請書は本庁舎福祉

課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務

窓口課でも配布

　次の全てに該当する方を対象に、公的年金等

所得に係る市県民税の公的年金（非課税年金を

除く）からの引き落とし（特別徴収）を行って

います。

▽昭和３０年４月２日以前生まれで、１月１日以

降引き続き市内に住所がある

▽介護保険料が公的年金から特別徴収されてい

る

▽公的年金等所得に係る特別徴収税額が、老齢

等年金給付の年額を超えない

　給与や配当など、公的年金以外の所得に係る

市県民税は、給与からの特別徴収や、納付書ま

たは口座振替など（普通徴収）で納めることに

なります。

　市では１０月１日～３１日に「青少年によい本を

すすめる運動」を行い、読書感想文・感想画を

募集します。推薦図書１６冊から図書を選び、作

成してください。応募方法など詳しくは、県青少

年育成県民会議ウェブページをご確認ください。

一宮市戦没者追悼式

　【問】福祉課　（２８）９０１５　　

  １０２０９３８ ＩＤ 

手話通訳者・要約筆記者を派遣

　【問】福祉課　（２８）９０１７　　

  １００１０７１　申請書ダウンロード可 ＩＤ 

年金を受給している方へ

市県民税の年金からの特別徴収

　【問】市民税課　（２８）８９６３　　

  １０００８６１ ＩＤ 

聴覚・言語機能などに障害のある方へ

【問】消防本部通信指令課　（７２）１１９１

　通話での１１９番通報が困難な方が、スマートフォンなどの

インターネット接続機能を利用して、簡単な操作で素早く

１１９番通報ができるシステムです。

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔ１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９ 緊急通報システム

ＧＧＰＰＳＳ機能で位置情報を通機能で位置情報を通報報

チャット形式での通報チャット形式での通報もも
練習通報もでき練習通報もできるる

１０３５５９０ ＩＤ 

午前０時

１０月 １ 日から運用スタート ！

青少年によい本を

　【問】青少年センター　（８４）０００３　　

  １０１６０９１ ＩＤ 

事前登録はお済みですか事前登録はお済みですか？？

　利用するには事前に登録が必要です。

登録方法など詳しくは、お尋ねください。

※登録は無料。通信料は自己負担
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市政ニュース

縦覧期間／１０月５日（月）～１９日（月）（利害関係者は

市長へ意見を提出可。土・日曜日を除

く）

縦覧場所／本庁舎都市計画課

　生産緑地地区内での行為の制限の解除などに

よる変更案を縦覧できます。

縦覧期間／１０月１日（木）～１５日（木）（市民・利害関係

者は市へ意見書を提出可。土・日曜日

を除く）

縦覧場所／本庁舎農業振興課

縦覧期間／１０月１４日（水）～２８日（水）（市民・利害関係

者は市へ意見書を提出可。土・日曜日

を除く）

縦覧場所／本庁舎計画調整課

日　時／１０月１５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／１０月１日（木）～１３日（火）に電話で商工観

光課

　ごみや草木などを屋外

で燃やす野焼きによる

「煙や臭いで気分が悪く

なり困っている」などの

相談が増えています。野

焼きは「廃棄物の処理及

び清掃に関する法律」で、

一部の例外を除き禁止となっています。

　ごみや草木などを処分する際は、近隣にも配

慮し、燃やさないようにしましょう。

▽庭木の剪定ごみは長さ６０cm以内・太さ１５cm以

内に切り、可燃ごみとして出す（１回に３袋

まで）

▽生ごみはコンポストや生ごみ処理機などで、

堆肥にして利用する

その野焼き
近所迷惑になっていませんか

【問】環境保全課　（４５）７１８５　　

  １０１７２５１ ＩＤ 

尾張都市計画

生産緑地地区変更案の縦覧

【問】農業振興課　（２８）９１３５　　

  １０３５６６２ ＩＤ 

尾張都市計画　一宮公共下水道

都市計画変更案の縦覧

【問】計画調整課　（２８）８６２３　　

  １０３６６４５ ＩＤ 

尾張都市計画

「一宮稲沢北ＩＣ西部」および
「本町２丁目」地区計画原案の縦覧

【問】都市計画課　（２８）８６３２　　

  １０３５６６２ ＩＤ 

弁護士による
多重債務者無料相談会

【問】商工観光課　（２８）９１４８　　

  １０２１１４８ ＩＤ 

【問】商工観光課　（２８）９１３０

　市では、商店街の空き店舗などをリフォームして

事業を行う方に、リフォーム費用の一部を補助しま

す。要件など詳しくは、 をご確認ください。１０３５７００ ＩＤ 

商店街の空き店舗などの

補助します

リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフリフォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーームムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムム費費 用用を

事業に着手する前にご相談ください
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【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１４回 中核市になると、ここが変わる！保健衛生分野③

【問】中核市移行推進課　（８５）７００３

保健所に配置する主な専門職

保健所長（保健所の統括）など医 師

飲食店やスーパーなど食品に関する施設、
公衆浴場や美容所など環境衛生に関する
施設の監視・指導など

獣医師・
薬 剤 師

妊産婦のほか、乳幼児から高齢者までの健
康づくりに関する相談・支援など

保 健 師

栄養や食生活を通じた健康づくりに関す
る相談・指導など

管 理
栄 養 士

　市が保健所を開設することで、医師・獣医師・

薬剤師・保健師・管理栄養士・歯科衛生士などの

高い技術と幅広い知識を持った専門職が市職員と

して身近に活躍し、市民の皆さんの健康と安全を

守ります。

　結核などの感染症の患者のサポートを市が担い

ます。また国や医療機関からの

情報が市へ直接入るようになり、

新型コロナウイルスなどの健康

危機にも素早く対応できます。

保健所で専門職が活保健所で専門職が活躍躍

感染症へ迅速に対感染症へ迅速に対応応

市内の養蜂家を
市長が訪問

　「福来蜜」は、２年連続でゴディバのバレンタイン限定

チョコレートにも使用されました。

　今夏から新たに、名神高速道路の尾張一宮パーキング

エリア（下り。一般道からも入場可）で、福来蜜ソフト

クリームが発売され、新たな「福来蜜」ブランドを用いた

商品が誕生しました。

　一宮市養蜂組合の組合長・伴泰男さん（右写真）は、組合員

の野々垣文子さん、渡辺雅仁さんと共に、市の特産品である

「 福  来  蜜 」を生産しています。「福来蜜」は、５～６月に咲く
ふく ら みつ

クロガネモチの花から採れる蜂蜜で、クロガネモチの別名の

「フクラ」からヒントを得て命名されました。採蜜時期が１年

で２～３週間に限られている希少なブランド蜂蜜です。
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【問】市民協働課　（２８）８６７１

【問】一宮警察署　（２４）０１１０

（　）内は前年対比。※は６月末現在

市内の犯罪・事故（７月末現在）

主な重点犯罪

件　数区　分

１，２５５（▲　４１）刑　法　犯

１３８（＋　１１）侵　入　盗

〔７７（＋  １）〕〔うち住宅対象〕

１２７（▲　１０）自動車関連窃盗

２５（＋　１０）特殊詐欺※

交通事故

人　数件　数区　分

６（＋　５）６（＋　　５）死　亡

２９（＋　９）　２６（＋　　６）重　傷

８３９（▲２６４）７０１（▲２３１）軽　傷

８７４（▲２５０）７３３（▲２２０）計

　覚醒剤や麻薬などの薬物

は、心も体もボロボロにしま

す。これらの薬物を乱用することで、幻覚・妄想

などの症状が現れ、殺人・放火といった凶悪な犯

罪や交通事故を引き起こすなど、取り返しのつか

ない事態になりかねません。

　薬物は「遊びのつもり」「好奇心」「友人からの

誘い」など、軽い気持ちで始めたものが、いつし

か止められなくなってしまう恐ろしいものです。

　私たち自身、そして私たちの周りから薬物の乱

用をなくしましょう。

　１０月１１日～２０日に「秋の安全なまちづくり県

民運動」が行われます。

　多発している侵入盗や自転車盗・車上狙いな

どを防ぐには「鍵掛け」が重要なポイントです。

　市内でも、無施錠の住宅や車両が被害に遭っ

ていますので、次のことを実践して犯罪による

被害を防ぎましょう。

▽短時間の外出や在宅中でも必ず鍵を掛け、窓

やドアなどは「ツーロック」にする

▽車から離れるときは、短時間でも鍵を掛け、

車内に貴重品を置かない

▽自転車から離れるときは、短時間でも鍵を掛

け、丈夫なワイヤー錠などを使って「ツーロ

ック」にする

秋の安全なまちづ秋の安全なまちづくくりり県民運動県民運動

　年金・保険・税金などの役所の仕事で分から

ないことや困りごとがあるときは、行政相談や

特設行政相談所（１３㌻参照）をご利用ください。

行政相談を
ご利用ください

【問】広報課　（２８）８９５１

１００１９５３ ＩＤ 

行政相談委員

▽伊藤雅淑さん　　▽岡西美子さん

▽近藤重幸さん　　▽後藤道子さん

▽前田旬子さん　　▽松本規予子さん

【問】危機管理課　（２８）８９５９

ご活用くださご活用くださいい

　市の防災会議の一員でもある中部電力パワー

グリッド社から、登録した地域の停電情報が通

知されるアプリが提供されています。

▲一宮警察署
　防犯キャラクター
　ＬＯＣＫＥＹ

薬物乱薬物乱用用

ダ　ダメメ！！ ゼッタゼッタイイ！！

主な機能

停電情報の確認

避難所までのルート検索

チャット機能による電気

設備に関する問い合わせ

▼

▼

▼

Ａｎｄｒｏｉｄ版  ｉ ＯＳ版

停電情報お知らせサービス
無料スマートフォンアプリ １０２９５１３ ＩＤ １０月１９日（月）～２５日（日）は「行政相談週間」

行 政 苦 情 １ １ ０ 番

月～金曜日の午前８時３０分～午後５時３０分（祝休日を除く）

 ０５２(９６２)１１００



13２０２０（令和２）年１０月　広報一宮

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。

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１ １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

１０月１２日（月）の午前９時から

電話で市民総合相談室

（（７３）４３６３）

※１０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 

▼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

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

（２・９・１６・２３日の午後を

除く）

市民総合

生
活
・
市
政

思いやり会館３階

 （７３）４３６３

７日（水）・２１日（水）　１０：００～

１２：００
行　　政

尾西庁舎４階

相談室３

特設相談所

２１日（水） １０：００～１２：００

本庁舎９階相談室

 （２８）８９８４
月～金曜日　９：００～１２：００多重債務

  －ビル６階

愛知県司法書士会一宮支部

 ０８０（３６２０）７６５４

４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消費生活

思いやり会館３階

１２日（月）・２６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
１４日（水）　１３：００～１６：００人　　権

思いやり会館３階１５日（木）　１３：００～１６：００
行政書士の

許認可手続

オリナス一宮３階

９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
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

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

＜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

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

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

精神障害者

家 族

思いやり会館３階１９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２１日（水）　１３：００～１６：００

思いやり会館３階
２２日（木）　１３：００～１６：００

（１２：００から受け付け）

登　　記

尾西庁舎４階
２１日（水）　１３：００～１５：００

（１２：３０から受け付け）

  －ビル６階

愛知県土地家屋調

査士会一宮支部

１７日（土）　９：３０～１２：３０
登　記　・

境界問題

思いやり会館３階１３日（火）　１３：００～１６：００建築・地震

１０３６６７７ ＩＤ 
１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００００００００００００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
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【問】環境センター　（４５）７００４

午前９時～午後４時

環境センター北館にお持ちください

フードドライブにご協力を
１０２３７５５ ＩＤ 

家庭などで余った

食品を持ち寄り、

それを必要とする

方々や施設に寄付

をする活動

フードドライフ ードドラ イブブとは･･･とは･･･

小型家電回収ボックスを
ご存じですか

　市ではごみ減量やレアメタルなどのリ

サイクルを目的として、回収ボックスを

設置し小型家電の回収を行っています。

　ＤＣＭカーマ尾西店、葉栗出張所にも

設置しました。その他の設置場所など詳

しくは、　　　　　　をご確認ください。１００１７８４ ＩＤ 

設置場所を増設

　市では毎年１０月を「一宮市環境月間」と位置付け、環境に優

しく、誰もが快適に暮らすことができるまちを目指して、環境

保全やごみ減量に関するさまざまな啓発事業を行っています。

住みよい環境を未来へつなぐために、自分たちに何ができるの

か考えてみませんか。

　市内の中学生から作品を募集し、審査の結果、渡部加寿さん

（中部中２年）の作品が最優秀作品に選ばれました（右写真）。

優秀作品は１１月１日（日）までエコハウス１３８に展示します。

一宮市環境月間のポスターデザインが決定

知っていますか？　「一宮市環境月間」

環境のことを考えてみません環境のことを考えてみませんかか
～１０月は「一宮市環境月間」～

環境センター
ニュース

１０１６２００ ＩＤ 

１０月２６日（月）～３０日（金）

▽缶詰

▽インスタント・レトルト食品

▽米

▽乾物（パスタ・うどんなど）

▽調味料

▽飲料ほか

※賞味期限まで１カ月以上あり、常温で

保存でき、未開封の物に限る

対　象

食品ロスを減らしましょう ！

回収できるもの

▽携帯電話　　　　▽携帯音楽プレーヤー

▽ビデオカメラ　　▽デジタルカメラ

▽ＡＣアダプタ　　▽電子ゲーム機器

▽電子辞書　　　　▽ポータブルカーナビ

▽電卓

▽小型充電式電池が取り外しできない小型家電

※投入口（縦１５cm×横３０cm）に入るものに限る



【問】国営木曽三川公園１３８タワーパーク　（５１）７１０５

１１月 ３ 日（祝）まで開催 １０２１１８８ ＩＤ 

 １１月８日（日）　午後２時～４時

※受け付けは３時４５分まで

 コ ス モ ス刈り取り体験

15２０２０（令和２）年１０月　広報一宮

オリジナルティッシュボックスをプレゼント

※先着１０１人（ツインアーチ１３８有料利用者）

※受け付けは３時３０分まで。ツインアーチ

１３８団体利用料と保険料が必要

１１月３日までの土・日曜日、祝日

午前１０時～午後４時（雨天中止）

本物のジャンボカボチャや

ハロウィンカボチャを使ったフォトスポットが登場 

９月２６日（土）～１０月３１日（土）

木曽川左岸の

清掃活動ボランティアに

参加してみませんか

１０月９日（金）（必着）までに電話、または住所・氏

名、希望する集合場所の番号を記入し「川と海

のクリーン大作戦」と明記の上、ハガキ・ファ

クス・電子メール（〒４９１－８５０１　本庁舎治水課、

（７３）９２１７、chisui@city.ichinomiya.lg.jp ）

【問】治水課　（２８）８６４１

申し込み

※混雑状況によっては、ツインアーチ１３８の入場を制限する場合があります。

【問】消防本部予防課　（７２）１２８０

※絵の具・画板などを持参

１０月１０日（土）　午前１０時～午後２時　（雨天中止）

１０月１８日（日）　午前８時～９時

川と海のクリーン大作戦

１３８タワーパーク駐車場付近

光明寺公園球技場駐車場付近

北方町新堤下付近

木曽川緑地公園駐車場付近

金刀比羅神社付近

尾西プール駐車場付近

集　合　場　所

不法投棄をなくし

きれいな川と海を　子どもたちに残そう

１０２０８４５ ＩＤ 

１３８タワーパーク

秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋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イイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト

１０３６３８９ ＩＤ 

地上１００ｍの階段のぼりに挑戦 ！

ハロウィンフォトスポット
１０月 １ 日（木）は「展望の日」

消防自
動車と

記念撮
影も

消防自
動車と

記念撮
影も 
！！

消防自動車写生大会



日　時／１０月２６日（月）　午前１０時～

１１時３０分

対　象／市内在住の小中学生の保護

者

内　容／ウェブ会議アプリ「Ｚｏｏｍ」

を使い、ＳＮＳなどを子どもに利用

させる上で大切なことを学ぶ

講　師／長谷川元洋さん（金城学院

大学教授）

定　員／３０人（抽選）

申し込み／１０月１２日（月）までに電子申

請

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

日　時／１０月１１日（日）　午後１時～

２時

会　場／スポーツ文化センター

申し込み／初参加の方は１０月６日（火）

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／１０月２５日（日）　午後１時～

２時

会　場／スポーツ文化センター

申し込み／初参加の方は１０月２０日（火）

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／１０月２５日（日）　午後１時～

２時

会　場／スポーツ文化センター

申し込み／初参加の方は１０月２０日（火）

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／１０月２６日～令和３年１月２５

日の月曜日　午後６時３０分～８時３０

分（１０回）

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／１０人（抽選）

受講料／１万５，０００円（教材費を含む）

申し込み／１０月１２日（月）の午後６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／①１１月１３日～令和３年３月

１２日の第２金曜日②１１月２０日～令和

３年３月１９日の第３金曜日　午後１

時３０分～３時３０分（各５回）

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／各２０人（抽選）

受講料／各２，９００円（教材費を含む）

申し込み／①は１０月９日（金）、②は１６日

（金）の午後１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／１０月３１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／１０月１日（木）～１５日（木）に電

話または電子申請

問い合わせ／一宮消防署　（７２）１１０３

日　時／１０月２７日（火）　①午前９時

１５分～午後０時１５分②午後１時１５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

対　象／市内在住・在勤の方

定　員／各３０人（先着）

受講料／各１，０００円

申し込み／９月２５日（金）から電話で商

工観光課

問い合わせ／商工観光課　（２８）９１３０

日　時／１１月２５日（水）　①午前９時

１５分～午後０時１５分②午後１時１５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

対　象／市内在住・在勤の方

定　員／各３０人（先着）

受講料／各１，０００円

申し込み／９月２５日（金）から電話で商

工観光課

問い合わせ／商工観光課　（２８）９１３０

日　時／①１０月１４日（水）　午後２時

～４時②１１月１２日（木）　午後１時～

３時

会　場／①萩の里特別養護老人ホー

ム（萩原町）②泰玄会病院（東五城）

対　象／家庭で介護している方

内　容／講義①「高齢者のための依

存症の理解と支援」②「高齢者施設

の選び方」

定　員／①１２人②２０人（抽選）

申し込み／①は１０月１３日（火）までに電

話で地域包括支援センター萩の里

（（６７）３６３３）、②は２３日（金）までに電

話で地域包括支援センター泰玄会

（（６１）８２７３）

問い合わせ／高年福祉課（２８）９１５１
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市民短歌教室
   １０１８０１２ ＩＤ 

市民俳句教室
   １０１８０１３ ＩＤ 

市民川柳教室
   １０１８０１４ ＩＤ 

普通救命講習Ⅰ
   １０００４９９ ＩＤ 

華道（専正池坊）教室
   １００４７９７ ＩＤ 

絵手紙教室
   １０２１１７４ ＩＤ 

経営合理化促進講座

職場での円滑な
人間関係の構築術セミナー
   １０２９０００ ＩＤ 

家庭介護のための
ハートフルケアセミナー
   １０１３４６９ ＩＤ 

小中学生をもつ保護者のための
家庭教育セミナー（オンライン）
   １０３６３９７ ＩＤ 

経営合理化促進講座

働き方改革に伴う
労務管理について
   １０２１５４９ ＩＤ 
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日　時／１１月１２日（木）・２６日（木）、１２月

１６日（水）　午後１時３０分～４時

会　場／尾西庁舎２階会議室Ｇほか

対　象／市内在住の７０歳以下で、市

の介護予防教室でボランティアとし

て活動できる方

内　容／介護予防・ボランティアな

どについて学ぶ

定　員／１５人（抽選）

申し込み／１０月２３日（金）までに電話、ま

たは申込用紙をファクス

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

日　時／１１月１６日（月）　午前１０時～

１１時３０分

会　場／神山公民館

対　象／市内在住の子育て中の家族

など

演　題／「頑張りすぎない育児～１

歳児の泣きの意味と安心感の大切さ

～」

講　師／青山裕美さん（名古屋短期

大学准教授）

定　員／２５組（抽選）

申し込み／１０月１２日（月）・１３日（火）に電

話または電子申請

問い合わせ／里小牧子育て支援センター　

（２８）９７７０

日　時／１０月２４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／１１月８日（日）　午前９時３０

分～午後４時（雨天決行）

会　場／光明寺公園球技場

内　容／ラグビースクール生徒によ

る試合、招待試合（高校生の部・社

会人の部）、一般参加者によるタグラ

グビー（参加希望者は当日午前１０時

３０分に直接会場）

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８

日　時／１０月２４日（土）　午前７時４５

分～９時４５分

会　場／スケート場

対　象／１８歳以上の方（高校生を除

く）

定　員／３０人（先着）

受講料／５００円（貸靴料は別に３００円）

申し込み／当日午前７時３０分から直接

会場

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８

日　時／①１０月８日（木）②１１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／１２月１２日（土）　午前１０時～

１１時３０分

会　場／尾西庁舎６階大ホール

対　象／市内在住の子育て中の家族

など

演　題／「笑って学ぶ子育てのコツ

～ＡＩ時代の子育てで大切にしたい

こと～」

講　師／岩城敏之さん（キッズいわ

き・ぱふ代表）

定　員／１８０人（抽選）

申し込み／１０月５日（月）の午前９時か

ら電話で東五城子育て支援センター

※託児あり（要予約）

問い合わせ／東五城子育て支援センター　

（８５）９３３９
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←市公式ウ ェブサイ トはこ ち ら　 情報ＢＯＸ

育児講座
   １０３６４４６ ＩＤ 

親子自然工作教室

スポーツ 催しもの

ラグビー祭

スケート指導者育成講習会

育児講演会
   １０３６０７４ ＩＤ 

介護予防サポーター
育成講座
   １０２５７６９　申込用紙ダウンロード可 ＩＤ 

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

　芸術文化協会・レクリエーション協会の加入団体の皆さんが、

日頃の活動の成果を市内各所で発表します。

　日時・会場・発表団体など詳しくは、市ウェブサイトをご確認

ください。

生涯学習課　（８５）７０７５

一宮市芸術祭

一宮市レクリエーション大会

１０３６６１８ ＩＤ 一宮市芸術祭　　　　　　　　

▲

一宮市レクリエーション大会　

▲

１０３６６４４ ＩＤ 



18２０２０（令和２）年１０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 ※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

申し込み参加料　対　象＊会　場開催日スポーツ

１０月１７日（土）までに加藤（０９０（３２５８）２０１５）１チーム４，０００円
既婚の女性で
構成するチーム

総合体育館１１月３日（祝）
マ マ さ ん
バ レ ー ボ ー ル
（ ９ 人 制 ）

１０月１６日（金）までに
一宮バスケットボール協会ウェブサイト
（ http://iabba.life.coocan.jp ）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

総合体育館ほか
１１月８日（日）
　　１５日（日）
　　２２日（日）

バスケットボール

１０月２１日（水）までに参加料を持参の上、
本庁舎スポーツ協会

１組２，０００円小学４年生以上総合体育館１１月８日（日）
バ ド ミ ン ト ン
（ ダ ブ ル ス ）

１０月２２日（木）までに参加料を持参の上、
本庁舎スポーツ協会

２，０００円
（中学生は１，０００円）

中学生以上

市テニス場

１１月８日（日）
　　１５日（日）

テ ニ ス
（ シ ン グ ル ス ）

１０月１５日（木）までに本庁舎スポーツ協会
または本田（（５１）４５６２）

１組３，０００円女性１１月１１日（水）
レディースソフトテニス
（ ダ ブ ル ス ）

１０月４日（日）までに畔柳（０８０（３２８１）６３０８）
１チーム２，０００円
（登録料１人３００円も必要）

高校生以上で
構成するチーム

いちのみや
中央プラザ体育館
尾西信金アリーナ

１１月１５日（日）イ ン デ ィ ア カ

１０月３０日（金）までに山田（０９０（８８６５）９７３９）
１人１，０００円
（協会加盟者は１人５００円）

ー
尾西スポーツ
セ ン タ ー

１１月１５日（日）ショートテニス

１０月１９日（月）～２４日（土）の午前８時３０分～
11時に参加者が参加料を持参の上、
東加賀野井パークゴルフ場管理棟
（２１日（水）を除く。先着１４０人）

５００円
１５歳以上
（学生を除く）

東加賀野井
パ ー ク
ゴ ル フ 場

１１月２１日（土）パ ー ク ゴ ル フ

総合体育館にはＤＩＡＤＯＲＡアリーナ、いちい信金アリーナＡ・Ｂがあります。

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

１０月１日（木）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（学生を除く）

いちい信金
ス ポ ー ツ
セ ン タ ー

１１月１０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

試合日程など詳しくは

一宮市は

皆さんも、ぜひ応援してください ！

スポーツ課　（８５）７０７８※「ウルフドッグス名古屋」と一宮市は、活動支援証明書を締結しています。

１０．１７ 開幕
Ｖリーグ２０２０-２１シーズン

ウルフドッグス
名古屋を

ススススススススススススススススススススススススススポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツ大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 ＊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。

１０３６４４９ ＩＤ 

ウルフドッグス名古屋
公式ウェブサイトチームマスコット

ウルドくん

応援しています ！
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日　時／１１月１日（日）　午後１時～

４時３０分

会　場／ －ビル７階シビックホー

ル

対　象／市内在住・在勤・在学の方

内　容／クラス別による対局（Ａク

ラス＝段位者、Ｂクラス＝１～３級、

Ｃクラス＝４級～）

定　員／各２０人（抽選）

参加料／各５００円（小中学生・女性

は３００円）

申し込み／１０月１６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・希望クラスを記入

し「将棋大会」と明記の上、ハガキ

（〒４９１－８５０１　本庁舎生涯学習課）。

申し込みは１枚１人分

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７５

日　時／１０月２１日（水）・２２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／１０月４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（１１月

１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

日　時／①１０月３１日（土）　午後４時

３０分～５時②１１月１日（日）　午前９

時３０分～９時５０分

会　場／ －ビル５階中央図書館

対　象／市内在住の３歳～小学２年

生で、２回とも参加できる方（保護

者同伴）

内　容／①持参したぬいぐるみと参

加するおはなし会（ぬいぐるみは図

書館にお泊まり）②ぬいぐるみが選

んだ本を貸し出し

定　員／１０人（抽選）

申し込み／１０月４日（日）までに直接中

央図書館（休館日を除く）

※おはなし会だけの参加可（申し込

み不要）

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

日　時／１０月１７日

（土）・１８日（日）　

①午前９時～１１時

・午後１時～３時

②午前１０時～正午

・午後２時～４時

会　場／ －ビル中央図書館（①は

５階、②は６階）

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

日　時／１０月２４日（土）・２５日（日）　午

前１０時～午後４時

会　場／尾西図書館

内　容／古い図書・雑誌などの無料

配布（事前に配布する整理券が必要）

問い合わせ／尾西図書館　（６２）８１９１

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／１１月２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、祝日、年末年始を

除く）

選考方法／面接

任用人数／１人

申し込み／１０月１６日（金）（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

募　集

囲碁大会
   １０３６２６０ ＩＤ 

福祉マルシェ
 ｉ ・愛・ 逢 マーケット

あい

   １０３６８５４ ＩＤ 

日曜新鮮市

将棋大会
   １０３６６６８ ＩＤ 

ぬいぐるみ　おとまり会
   １０２５１０７ ＩＤ 

電子図書館体験会
   １０２６６２８ ＩＤ 

図書リサ イクル会
   １０２６０２２ ＩＤ 

１０３６５６３ ＩＤ 

第２弾

いちのみや物産いちのみや物産展展

観光協会（商工観光課内）　（２８）９１３１

　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。

（税込み）

限定
５０セット
先着販売

３，９００円

「尾州デニム×いちみ「尾州デニム×いちみんん」」ランチバッグをランチバッグを

セット購入者にもれなくプレゼントセット購入者にもれなくプレゼント ！！

会場　▼　－ビル１階コンコース

（観光案内所前）　

１０月１ 日（木） 午前１１時から
（３０分前から整理券を配布。なくなり次第終了）

覚覚

会計年度任用職員

保健師を募集
   １０３６６９２　申込書ダウンロード可 ＩＤ 
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職　種／①理学療法士②作業療法士

③臨床検査技師

受験資格／①②平成４年４月２日以降

生まれで資格がある、または令和３

年３月卒業見込みの方③昭和６０年４

月２日以降生まれで資格がある、ま

たは令和３年３月卒業見込みの方

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／各１人

申し込み／１０月２６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１１月６日（金）に市民病

院で実施

問い合わせ／市民病院管理課　（７１）

５１６７

　令和３年５月に一宮市で植樹祭を

開催するにあたり、緑化に関する標

語・ポスターを募集します。応募方

法など詳しくは、  １０３６７３５をご確

認ください。

募集期間／１０月１日（木）～１１月１３日（金）

問い合わせ／公園緑地課　（２８）８６３６

　芸術文化協会では、市民の文芸作

品を編集した「いちのみや文芸２０２０」

を１０月１９日（月）に発刊します。ご希望

の方は、お尋ねください。

問い合わせ／芸術文化協会事務局（生涯

学習課内）　（８５）７０７５

 ＩＤ 

適正な保守点検を

　故障の早期発見や清掃時期の把握

のために、県の登録業者に定期的な

点検を委託しましょう。登録業者の

一覧表は、市役所本庁舎、尾西・木

曽川庁舎、出張所などで配布してい

ます（県ウェブサイトでも閲覧可）。

定期的な清掃を

　年１回以上の清掃が義務付けられ

ています。市の許可を受けた、次の

業者にご依頼ください。

▽一宮地区でＪＲ東海道本線の東側

＝一宮中部衛生（（４５）３６１１）

▽一宮地区でＪＲ東海道本線の西側

＝尾張テクアス（（８５）７３１６）

▽一宮地区＝中衛工業一宮営業所

（（７３）６８２２）

▽尾西地区＝起町衛生社（（６２）

５４２９）・カナックス（（６２）２８０１）

▽木曽川町地区＝木曽川環境クリー

ン（（８６）８２７１）

法定検査

　年１回、水質な

どの検査が義務付

けられています。

詳しくは、県指定

検査機関の愛知県

浄化槽協会（０５２

（４８１）７１６０）へお尋

ねください。

問い合わせ／衛生処理場　（４５）４４２３

受付日時／１１月２日（月）～１３日（金）　午

前９時～午後４時（土・日曜日、祝

日を除く）

申し込み／指定申請書など必要書類を

持参の上、学校給食会。指定申請書

は学校給食会で配布（学校給食会ウ

ェブサイトからダウンロード可）

※市の業者指名登録が必要

問い合わせ／学校給食会　（７６）２９７５

　１等３億円、１等・前後賞合わせ

て５億円のハロウィンジャンボ宝く

じが、９月２３日（水）から全国の宝くじ

売り場で販売されます。また「ハロ

ウィンジャンボミニ」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

　シルバー人材センターでは、家庭・

事業所・官公庁などから、臨時的・

短期的・簡単な仕事を引き受け、登

録会員が知識・経験・技能を生かし

て働いています。

こんな仕事を引き受けます

内　容／大工、塗装、修繕、障子・

網戸の張り替え、草取り、草刈り、

宛名書き、駐輪場整理、公園の清掃、

掃除、洗濯、その他高齢者向けの簡

単な作業（危険・高所の作業を除く）

受付時間／月～金曜日　午前８時３０分

～午後５時１５分（祝休日を除く）

会員を募集しています

対　象／市内在住の６０歳以上で働く

ことができる方

会　費／年１，０００円（傷害保険料も必

要）

申し込み／入会申込書と顔写真２枚を

提出（新入会員研修会の受講が必要）

問い合わせ／シルバー人材センター　

（７１）０１０５、尾西支部　（６２）９７７１、

木曽川支部　（８６）１８０２

日　時／①１０月５日（月）②１３日（火）③

１９日（月）　午前１０時～午後４時（予約

不要）

会　場／①本庁舎９階９０１会議室②

木曽川庁舎３階第３研修室③尾西庁

舎５階会議室Ｃ

内　容／許認可申請手続き（建設業・

農地転用・土地開発ほか）、遺言・

相続（遺産分割協議書）、成年後見、

戸籍関係届け出などに関する相談

問い合わせ／愛知県行政書士会一宮支部　

・内藤　０９０（１２３４）３５８４

そ　の　他

ご存じですか
シルバー人材センター

「いちのみや文芸」を発刊
   １０１６４７４ ＩＤ 

ハロウィンジャンボ
宝くじを発売

令和３年度学校給食用食料品

納入希望業者を受け付け

行政書士会　無料相談会

浄化槽の適正な管理を
   １００１７９４ ＩＤ 

令和３年４月採用

市立病院職員を募集

愛知県植樹祭

みどりの標語・
みどりのポスターを募集
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～いつでもどこでも「広報一宮」を～　無料アプリで配信中

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秋（①初級②中級）
日　時／１０月９日～１２月１１日の金曜日　①午前１０時②１１時２０
分（各１０回）
受講料／各８，０００円
申し込み／９月２６日（土）の午前１０時から電話でアイプラザ一宮

ゆったり朝ヨガ
日　時／①１０月８日（木）　午前１０時～１１時３０分（②の体験会）
②１０月１５日～１２月１７日の木曜日　午前１０時～１１時３０分（６回）
受講料／①５００円②５，４００円
申し込み／９月２４日（木）の午前１０時から電話でアイプラザ一宮

ロビーコンサート
日　時／１０月２５日（日）　午後３時３０分
出　演／宮崎美智子さん（ピアノ奏者）

申し込み／１０月２日（金）の午前１０時から電話でアイプラザ一宮
（当日も受け付け）

　－ビル　（２８）９１５３文化教室

クラフトひもで作るバッグ作製
日　時／１０月１８日（日）　午前１０時～午後４時
対　象／１８歳以上の方　　定　員／１０人（先着）
受講料／２，０００円

申し込み／１０月１日（木）の午前９時から電話で   －ビル

ガーデニング教室
日　時／１１月７日（土）　午前１０時～正午
定　員／１０人（先着。小学２年生以下は保護者同伴）
受講料／１，５００円

申し込み／１０月１日（木）の午前９時から電話で   －ビル

エコハウス１３８　（４７）７１３８環境学習講座・プール講習会

カブトムシ幼虫教室
日　時／１１月１５日（日）　午後１時３０分～３時
定　員／１０人（先着。小学２年生以下は保護者同伴）
受講料／６００円
申し込み／１０月１日（木）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／①②各１５人③７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

１０月１９・２６日（月）　１４：００～１４：３０
①水中ウオーキング

１０月２１・２８日（水）　１３：００～１３：３０

１０月２・２３・３０日（金）　１３：００～１３：３０②スイムワンポイントレッスン

１０月２１・２８日（水）　１４：００～１４：３０③かんたんアクアビクス

スケート場　（７２）７１９１スケート場開場・スケート教室

申込日時日　時教室名

１０月９日（金）
１０：１５

①１０月１４日～１１月１１日の水曜日
１７：３０（５回）

小 学 生
②１０月１６日～１１月１３日の金曜日
１７：３０（５回）

１０月１日（木）
１１：００

③１０月１７・３１日（土）　１６：００親 子

④１０月１７・３１日（土）　１７：４５サタデー

⑤１０月２６日（月）　１８：００ド リ ル

１０月１日（木）
１３：００

⑥１０月１３日～１１月１０日の火曜日
９：３０（４回）

ビギナー

⑦１０月２４日～１２月１９日の土曜日
１７：４５（５回）

サタデー
ステップアップ

⑧１０月１２・２６日（月）　１６：００
幼 児
（ 体 験 ）

申し込み／受講料を持参の上、スケート場（①②は抽選、③～⑧
は先着。受講料など詳しくは、ウェブサイトなどで確認）

スケート場を開場(料金など詳しくは、ウェブサイトで確認)
開場日時／１０月８日（木）～令和３年３月３１日（水）　平日＝午前１１
時～午後８時　土・日曜日、祝日＝午前１０時～午後８時
休場日／毎月第３月曜日、令和３年１月１日（祝）

大野極楽寺公園管理棟　（５１）３０１５緑化教室

定　員／①各２０人②各１０人（先着）
申し込み／①は１０月１日（木）の午前１０時から（②は受け付け中）
電話で大野極楽寺公園管理棟（０８０（９１１０）３０１５）

教材費日　時教室名

１人各１００円
（保険料）

１０月１０日（土）・１１日（日）
１０：００・１３：３０

昆 虫 調 査 隊 ・ 秋①

各１，０００円
（大１個）

１０月３１日（土）
１０：００・１３：００

ま ゆ 玉 工 作 教 室
～クリスマスの人形たちを作ろう～
②
　

小学生以下は保護者同伴。①の対象は小学生以下と保護者

一宮地域文化広場　（５１）２１８０天体観望会

１０月６日に地球に最接近した火星を観望しよう ！

～火星、ペルセウス座の二重星団～
日　時／①１０月１６日（金）②１７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／１０月６日（火）の午前１０時から電話で地域文化広場

１０月１０日（土）は定期点検のため休み

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　３６件

社会福祉協議会へ　明治安田生命

保険、エス・ビー建材、文溪堂、

匿名１件

総務関係へ　明治安田生命保険名

古屋西支社・一宮栄営業所・一宮

北営業所・一宮営業所、ソトー、

ソトーユニオン

消防関係へ　森中央クリニック　

教育関係へ　尾西信用金庫

病院関係へ　十六銀行法人営業部、

マガジン、匿名１件

（８月分まで・敬称略）

ご寄付
ありがとうございました

▽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。

１０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は中央図書館で１１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。

１０
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

８５８（８８６）

▲２８ｇ

１０，２２９ｔ（１０，５８２ｔ）

▲３５３ｔ

市内のごみの量（７月分）
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　食べ物を前歯でかみ切っ

て、歯茎や奥歯でつぶして

食べているかどうかが、幼

児食への移行の目安なの。バナナくらいの硬さのもの

を食べている時に、口を上下左右に動かしてかみつぶ

しているか確認してみて。いきなり硬い食材にしない

で、子どもの様子を見ながら硬さや大きさを工夫して

みてね。「サクッ」「ふわふわ」など食感に変化をつけ

たり、薄切りやスティック状にしたりするのもいいよ。

一緒に食事をして「カミカミ」と、ママがかんで食べ

る様子を見せるのもいいよね。

こっこ相談室

幼児食をかまずに丸飲みしちゃう…
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

１０月５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

１０月１９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
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
※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

まーぶるの森
 （８６）６８２０

（その他の相談は１３）

▼１０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・１９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

フレッシュママ交流会

こっこ相談員の

アドバイス

　１歳７カ月。幼児食にしたけれど、すぐに飲

み込んじゃう。ちゃんとかんで食べられるよう

にしたいなあ。

申し込み対象会場日時催し

１０月７日（水）・８日（木）に電話で
黒田北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）

木曽川体育館１０：１５～１１：１５
１１月５日（木）

１３日（金）
ママといっしょでいいな

【　ＩＤ　１０３６４４５　】

１０月１６日（金）までに電話で生涯
学習課（（８５）７０７４）※
１１月１２日・２６日は子どもの入場
不可

妊婦、０歳児の親・家族
（抽選１５人）

尾西庁舎
６階大ホール

１０：００～１１：３０
１１月１２日（木） 
　　２１日（土）
　　２６日（木）

赤ちゃんセミナー
【　ＩＤ　１０３３０３３　】

１０月２２日（木）・２３日（金）に電話で
千秋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

１０：００～１１：３０１１月２０日（金）
親子でねんど

【　ＩＤ　１０３６４５２　】

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・家族など五城公園１０：３０～１１：００
１０月６日（火）
（雨天中止）

公園へいこっ ！

【　ＩＤ　１０３６４４４　】

当日直接会場（問い合わせは
丹陽子育て支援センター）

未就園児と親丹陽公民館１０：００～１１：３０１０月１７日（土）
パパもいっしょに遊ぼっ ！

【　ＩＤ　１０３６４４８ 】

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

１０月２日（金） 

あっぷっぷ
【　ＩＤ　１００１２８５　】

千秋・里小牧
子育て支援センター

１０月１３日（火）

丹陽・黒田北
子育て支援センター

１０月２１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

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

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
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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

９日（金）８日（木）７日（水）６日（火）５日（月）２日（金）１日（木）

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

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

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

子ども文化広場図書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奥公民館

２０日（火）１９日（月）１６日（金）１５日（木）１４日（水）１３日（火）１２日（月）

萩原町出張所
木曽川東小学校
馬寄石刀神社

尾関平山住宅
朝日西小学校
樫の木文化資料館

東浅井浅井神社
大和西小学校
馬引公民館駐車場 

大野公民館 
千秋東小学校
浮野八幡社 

今伊勢公民館木曽川公民館西成公民館大和南小学校※葉栗公民館萩原公民館

２７日（火）２６日（月）２３日（金）２２日（木）２１日（水）

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

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

下段はこっこ浅井公民館開明いこいの広場北方いこいの広場神山公民館

１０１２８２３ 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。。

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００ １０１０６３１ ＩＤ 

ベッドのなかはきょうりゅうのくに児童書

　おやすみ前に男の子がベッドの

中に潜ったら、そこはなんと恐竜

の国。迷子のランベオサウルスと

出会った男の子は、お母さんを捜

すために歩き出し…。さあ、夜の

不思議な世界を探検しよう！

まつおかたつひで／作・絵

童心社／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

一般書

　「いつも」の食事を「もしも」の食事

に！　主食から主菜・汁物・スイーツ

まで、３ステップで完成する防災レシ

ピ３５品を写真とともに紹介。

飯田和子／著

東京法令出版／刊

備えいらずの防災レシピ

１０：００～１５：００（※は１４：００まで）

　このコーナーは市民の

皆さんの情報発信の場で

す。１２月号の締め切りは

１０月２３日（金）です（抽選）。

申し込み方法など詳しく

は、  をご確認

ください。

【問】広報課　（２８）８９５１

１０３４７１８ ＩＤ 

サポートボランティアを募集

障害のある方のパソコン学習を支援す

るボランティアを募集しています。パ

ソコンができない方でも大丈夫です。

日　時／毎週火・水・木曜日　午前１０

時～午後３時（日曜日も年４回あり）　

会　場／思いやり会館　

申し込み／ありんこ・松崎　０９０（７６００）

９７８９　

一宮おもちゃ病院「１３８」

壊れたおもちゃを原則無料で修理して

います。また不要なおもちゃがありま

したら、ご提供ください。

日　時／毎月第１日曜日　午前１０時～

午後３時

会　場／社会福祉協議会大和事務所

問い合わせ／中村　０８０（３６６６）１６５０　
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★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。

広　告

☎☎

広　告

消消防防音音楽楽隊隊

定定期期演演奏奏会会

一宮市民会館

午後１時３０分

１１月８日（日） 

１０１００４７ ＩＤ 

４００
 人（
先着
）

定　
員

市内
在住
の方

対　
象

１０月
１日

（木
）～
２ ５
日（
日）に
電子
申請

申し
込み

ＧＵＥ
ＳＴゲス
ト

【問】消防本部総務課　（７２）１１９４

「吹奏楽のためのワルツ」 

「コール！１１９」「オペラ座の怪人」 

「ウェスト・サイド・ストーリー」 

「キャッツ」「美女と野獣」「ノートルダムの鐘」ほか

曲　目

山中建治

俳優

石丸
幹二

さん


