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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…５・１２・１９・２６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…２２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

１１月の時間外証明窓口

人口と世帯数

　　人口…３８４，３８０（▲１７６）　男…１８７，８８３（▲　８６）　女…１９６，４９７（▲　９０）　世帯数…１６３，３０７（＋　　６）　※（　）内は前月対比

Ｗｈｅｎ　ｅｎｔｅｒｉｎｇ　 （ ７　ｄｉｇｉｔ　ｎｕｍｂｅｒ ）　ｐｏｓｔｅｄ　ｉｎ　ｅａｃｈ　ａｒｔｉｃｌｅ　ｉｎ　"Ｐａｇｅ　ＩＤ　ｓｅａｒｃｈ"　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｉｃｈｉｎｏｍｉｙａ　ｃｉｔｙ　ｗｅｂｓｉｔｅ，　ｔｈｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　

ａｒｔｉｃｌｅ　ｉｓ　ｄｉｓｐｌａｙｅｄ　ｄｉｒｅｃｔｌｙ．Ｔｈｅ　ｗｅｂｓｉｔｅ　ｃａｎ　ｂｅ　ｔｒａｎｓｌａｔｅｄ　ｉｎｔｏ　Ｅｎｇｌｉｓｈ，　Ｃｈｉｎｅｓｅ，　ａｎｄ　Ｋｏｒｅａｎ．Ｍｕｌｔｉｌｉｎｇｕａｌ　ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ　ｐａｇｅ　ｉｓ　  １００４９５８．

 ＩＤ 
 ＩＤ 

 ＩＤ 表示１０２１４３５

　各記事に掲載の　　（７桁の数字）を、市ウェブサイトの「ページＩＤ検索」に入力すると、

該当記事の情報がダイレクトに表示されます。

 ＩＤ 

１０月１日現在 １０００２２７ ＩＤ 

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

納付は　１１月３０日（月）　までに

11月の行事予定

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

１０００８７５ ＩＤ 

景観計画　意見募集（～１１日／   １０３６６１４ ） ＩＤ 　1

博物館・企画展「禅僧の書」（～１５日／   １０３６４８６ ） ＩＤ 

博物館・特集展示コーナー「没後８０年　森半逸　山水の美（後期）」（～２３日／   １０３６６０５ ） ＩＤ 

資料館・特別展「あかりの用と美　～ろうそくからＬＥＤまで～」（～２３日／   １０３２９１４ ） ＩＤ 

美濃路みちおこしプロジェクト（～２３日／   １０３３１１４ ） 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 

１３８タワーパーク　イルミネーション内覧会（裏表紙）12

一宮市美術展（～１５日／２１㌻）13

もみじまつり（～２３日／９㌻）14

ツインアーチのメリークリスマス（～１２月２５日／裏表紙）

５Ｇ×消防・救急　利活用実証実験（１１㌻）19

博物館・特別展「発掘された日本列島　２０２０」（～１２月２７日／８㌻）28

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。

１００９９５６ ＩＤ 

１００４９５６ ＩＤ 



　年々、インターネットで注文するお買い物が増えて

います。国の調査（令和２年７月）では、ネットショ

ッピングを利用したことがある世帯が５０．６％と半数

を超え、配達される宅配物は増える一方です。でも、

配達時に受け取りができず「再配達」になってしまうと、

トラックが何度も住宅街を行き来することで交通量や

渋滞が増え、排出される地球温暖化ガスも増えます。

さらに、夜間の受け取りが増えると、運転手さんの夜

間労働が増えるなど、大きな社会問題となっています。

　この問題に取り組み始めた頃の国のデータ（平成２９

年１０月）で再配達が１５．５％と、７個に１個は再配達で

した。コロナの影響で在宅時間が増えて、再配達が一

時的に減った時期もあるようですが、環境や道路交通

に負担がかかる再配達は、利用者みんなで意識して、

着実に減らしていく必要があります。

　最近、見かけるようになった「宅配ボックス」や

「置き配バッグ」を使えば、在宅時でも非対面で受け取

ることができてコロナ対策になるだけでなく、不在時

の再配達も減らすことができます。市では、コロナ対

策だけでなく、環境問題にも、交通安全にも、運送業

界の働き方改革にも、様々な対策につながるように宅

配ボックスの購入設置費用の２分の１（上限５万円）

補助や、置き配バッグの無料モニターを募集（最大３

千世帯）します。置き配バッグは、アンケートにお答

え頂きますが、無料でモニターの方に差し上げます。

ぜひこの機会にお試しください（※６㌻もご参照くだ

さい）。
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　通勤や通学のラッ

シュ「密」を避ける

ため、移動手段を電

車やバスから自転車

へ変える人が増えた、

という報道を目にし

ます。市では、環境

にやさしい自転車の

活用を進めるため、

道路に自転車通行の

専用帯を設け、路肩に自転車通行区間をカラー表示す

るなど、安全で安心な自転車通行空間の整備を進めて

います。

　しかし、残念なことに、市内では自転車が関連する

交通事故も多く、今年は８月末までの死傷者数９７７人

のうち、自転車が関連する死傷者数は１８８人で、全体

の約２割を占めています。そのため、ヘルメット着用

を増やすために、市内ショップで購入した方に購入額

の３分の２（上限３千円）補助を始めました。申請書

にはショップの販売証明が必要になります。詳しくは

市ウェブサイトか市民協働課（（２８）８６７１）でご確認

ください。

　以上のプロジェクトは、国から地方自治体への支援

「新型コロナウイルス感染症対応　地方創生臨時交付

金」を活用して行います。市議会９月定例会で成立し

た補正予算では、これらの他にも、臨時休校時のタブ

レット貸し出しや、不登校や外国人児童生徒を支援す

る「小中学校ＧＩＧＡスクール構想整備事業」、気軽に

多様な働き方を応援する「尾張一宮駅前ビルでのテレ

ワーク支援スペース」をはじめ、個人の方を対象とし

た個別支援から、地元企業を対象とした経済対策まで、

様々なプロジェクトが盛り込まれました。これからも

国や県の支援を有効に活用しながら、地域の未来につ

ながる施策を幅広く進めてまいります。

１０３７２１１ ＩＤ 

「対面」と「再配達」を減らす 自転車ヘルメットで交通安全

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

コロナ対策＋交通安全＋環境問題＋？

コロナ対策＝　　　　対策？
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市政最前線

　９月定例市議会は、９月２日～２５日に２４日間の会期で開かれ、令和２年度一般会計補正予算案・

条例案などの議案（同意を含む）が審議され、１６議案が可決されました。

９９９９９９９９９９９月月月月月月月月月月月定定定定定定定定定定定例例例例例例例例例例市市市市市市市市市市議議議議議議議議議議例市議会会会会会会会会会会会１１１１１１１１１１６６６６６６６６６６　１６議議議議議議議議議議議案案案案案案案案案案案ををををををををををを可可可可可可可可可可可決決決決決決決決決決決

１０３３１６６ ＩＤ 

一般会計　 ２ ９  億 ９， ７ ６ ３ 万２千円の増額

特別・企業会計　　５ 億 ３， ３ ３ １ 万４千円の増額

合　　計　 ３ ５  億 ３， ０ ９ ４ 万６千円の増額

補正予算の規模 補正後の予算総額

一般会計  １， ６ ０ ８  億 ９， ７ １０ 万６ 千円 
（前年同期比４０．５％の増加 → ）

全　会　計 ２， ８ ４ ６  億 ３， ６ ００ 万４ 千円 
（前年同期比２０．１％の増加 → ）

１０３６８３８ ＩＤ 

予算関係

[　総務費　]　

◆　町内会３密対策支援報償費　　　

 １ ， ９１４ 万 １ 千円 

◆　３密対策自転車ヘルメット購入補助金　

   ４ ５０  万 円 

◆ 避難所における感染症対策関連経費

１億 　　 １ １ ６ 万 ２ 千円  

◆　宅配ボックス等設置支援関連経費　　　

 ２， ３４２ 万 ５ 千円 

◆ 一宮市新生児特別給付金事業

１億 ３ ， ５４５ 万 ９ 千円 

＊は既決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、地方交付税５億７，３３２万８千円、国庫支出金２５億３，４５５万

３千円などを充てます。

[　民生費　]　

◆　要支援認定者等健康支援事業　　　

 １ ， ７ ９ ８ 万 ５ 千円 

◆ 高齢者の新しい生活支援事業

２億 １ ， ５ ２３ 万円 

◆　成人式ライブ配信事業

   ５６８  万 円

[　衛生費　]　

◆　保健所等整備関連経費　　　

 １， ７ １ ４ 万 ２ 千円 

[　商工費　]　

◆　３密対策リフォーム等補助金＊

 ５， ０００  万 円 

[　教育費　]　

◆　ＧＩＧＡスクール構想整備事業＊

１１億 ３ ， ５６５ 万 ８ 千円 

一般会計の主な事業費
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ＰｉｃｋｕｐＮｅｗｓ

【問】財政課　（２８）８９６０

条例関係

人事案件

教育委員会委員の任命

▽浅井衣子さん

令和元令和元 年年度度

財財政健全化指政健全化指標標を公を公表表 １０３６９９０ ＩＤ 

全て基準内で健全な財政状況です  ！  

▽議会の議決に付すべき公の施設に関する条例

▽一宮市企業の立地の促進に関する条例

▽一宮市営住宅条例

改正

▽一宮市働く婦人の家の設置及び管理に関する条例

廃止

標準的な収入額に対する一般会計の赤字額の割合 赤字なし

令和元年度算定値を見てみると…

【 １１．２５％ 】

早期（経営）
　健全化基準

実質赤字比率

３９．０％
標準的な収入額に対する地方公社や出資法人など

を含めた将来負担すべき負債の割合 【 ３５０． ０％ 】将来負担比率

３.５％
標準的な収入額に対する一般会計が実質的に負担

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

標準的な収入額に対する特別会計や公営企業会計

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

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

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

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

全化に取り組む必要があります。

財政健全化指標とは…
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市政最前線

【問】交通政策課　（２８）８９５５

【問】危機管理課　（２８）８６１７

１０３７０６０ ＩＤ 

宅配便受け取り時のウイルス感染リスクと再配達の環境負荷の低減に

※置き配バッグモニターと、宅配ボックスの設置補助の重複申し込みはできません。

１０３６５０４ ＩＤ 

申込用紙ダウンロード可

置き配バッ置き配バッググのの無料無料モニターモニターをを募集募集しますします

３，０００世帯

（抽選）

募集世帯数

１０３７１４３ ＩＤ 申込用紙ダウンロード可

対　象

市内在住で、アンケートに

協力できる世帯

１１月１日（日）～１２月２１日（月）に電子

申請、または申込用紙を郵送
申し込み

宅配ボッ宅配ボッククススのの設置費用設置費用をを補助補助しますします

対象経費（宅配ボックス本体費用および設置費用）

の２分の１ （上限５万円。１，０００円未満は切り捨て）

１１月１日（日）以降に、施工業者がアンカーなどで固

定する宅配ボックスを、市内に設置する方

※工事契約前に申し込みが必要です。 １１月１日（日）～令和３年２

月２８日（日）に電子申請、また

は申込用紙を郵送

（先着。予算に達し次第終了）

申し込み対　象

補助金額

名鉄バス高齢者向けフリーパス

差し引き後の金額

※ＩＣカード「ｍａｎａｃａ」（記名式）に記録し

て販売します。

※名鉄バス一宮出札以外では割引が受けら

れません。

購入
 方法 名鉄バス一宮出札で、専用の購入申込書を記入の上、

保険証・運転免許証など本人確認書類を提示し購入

シルバーパス６５（６５～６９歳の方）

５ ， ５００円１カ月券

１ 万１ ， ０００円２カ月券

１ 万６ ， ５００円３カ月券

ゴールドパス７０（７０歳以上の方）

４ ， ５００円１カ月券

９ ， ０００円２カ月券

１ 万３ ， ５００円３カ月券

１２月１日（火）～令和３年２月２８日（日）
購入
 期間

市内在住の６５歳以上の方対　象

　名鉄バスの高齢者向け定額制フリーパスを、１カ月分につき５００円差し引いた

金額で購入できます。 ※  －バスでは利用できません。

シシルルババーーパパスス６６５５ ゴールドゴールドパパスス７０７０

購入費用の一部を市が負担します

あなたのもの
モニター終了

後は

です。
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ＰｉｃｋｕｐＮｅｗｓ

　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本の最終案を作成しました。

　素案への意見を募集したところ、１１４件の意

見がありました。最終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）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。この最

終案を１２月議会に提出します。

　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

公表しました。

市民意見提出制度

中中核核市市移移行行にに関関すするる条条例例
最最終終案案をを公公表表

【問】中核市移行推進課　（８５）７００３

１０３５６３５ ＩＤ 

【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

【問】中核市移行推進課　（８５）７００３

　一般廃棄物（家庭などから出るごみ）に加え、

産業廃棄物（工場など事業者から出るごみ）に

ついても、市が直接指導します。不法投棄や不

適切な保管などの問題に、迅速な対応が可能と

なります。

　産業廃棄物処理施設の設置にあたり、事業者

に対して住民説明会の開催を義務づけることや、

関係住民との紛争に至らないよう市が調整を図

ることについて、市独自の条例を定め、生活環

境の保全に努めます。

廃棄物処理施設の設置を巡るトラブルを防廃棄物処理施設の設置を巡るトラブルを防止止

第１５回 中核市になると、ここが変わる！環境分野①

廃棄物対策の窓口が一つ廃棄物対策の窓口が一つにに

一般廃棄物＋産業廃棄物一般廃棄物 産業廃棄物

指導指導指導

収集運搬 処理施設など 事業者全体

中中
核核
市市
へへ
移移
行行

県

第７次一宮市総合計画

　第７次一宮市総合計画を推進するために、施策

および関連する事業を評価し、令和２年度の行政

評価結果をまとめました。 【全３５施策】

行政評価結果報告書 を公表

【問】政策課　（２８）８９５２

　行政評価結果報告書は、１０月２７日（火）から市資料

コーナー（市役所本庁舎１階、尾西・木曽川庁舎１

階）、市立図書館（中央・尾西・玉堂記念木曽川）、

市ウェブサイトで閲覧できます。

市民の体感指標の
 評価結果

１０３６９９９ ＩＤ 

※「低調」「悪化」はなし

成果指標の
 評価結果

良良好好

概ね良概ね良好好

１１施１１施策策

２２４４施施策策
６８． ６ ％

３１． ４ ％

良良好好

１１施１１施策策

１２施１２施策策

概ね良概ね良好好

３１． ４ ％

３４． ３ ％

６施６施策策

６施６施策策

１７． １ ％

１７． １ ％

悪悪化化

低低調調

市 市

相談

市民

相談

市民
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【問】博物館　（４６）３２１５

　発掘調査で発見された出土品を多数展示し、一宮市で最近調査が行われた福塚前遺跡に

ついても紹介します。全国各地から集まった土器や 埴  輪 、石器などから、日本の歴史、そ
はに わ

して地域の多様性を感じられる展覧会です。

大人７００円／高・大学生３５０円／中学生以下無料

１０３７０ １ ３ ＩＤ 

福塚前遺跡　発掘ウウララ話 調査時の苦労話！ ？

大人３００円／高・大学生１５０円／

中学生以下無料

※①②は特別展観覧料（上記参照）が必要

ドキドキ ！ ？　発発掘掘体験
土の中に眠る遺物を、スコップとはけを使って掘り出そう ！

１１月２９日（日）

定　員　各８人（抽選）

参加料

▲火焔型土器（吉野屋遺跡出土）

発発掘掘された
日日本本列列島島 ２０２２０２００

午前９時３０分～午後５時（入館は４時３０分まで）

※月曜日は休館

１１１１月月２２８８日日（土（土））～～１２１２月月 ２７２７日日（日（日））

博物館

特別展

各開催日の１週間前までに電子申請、または郵便番号・住所・参加者名（ふりがな）・電

話番号・参加希望日を記入し「福塚前遺跡発掘ウラ話」と明記の上、ハガキ・ファクス

（〒４９１－０９２２　大和町妙興寺２３９０　博物館） 

１１月３日（祝）の午前９時から電子申請

秋
の
展
覧
会
情
報

午前９時３０分～午後３時のうち１０分程度

（正午～午後１時を除く）

１２月５日（土）１ １２月２３日（水）２

令和３年１月１５日（金）３  １月２４日（日）４

午後４時　※内容は全て同じ

対　象　中学生以下

協　力　島田組 定　員　各６人（先着）

参加料　１００円
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【問】尾西歴史民俗資料館　（６２）９７１１

１１１１月月１１４４日日（土（土））～～２３２３日日（祝（祝））

※１６日（月）は休館

定　員　２０人（抽選）

演　目　「寄合酒」「猫の皿」ほか

れきみん落語会

出　演　岐阜大学落語研究会
▼

▼

▼

定　員　２０人（抽選）

午後１時３０分～３時

演　目　「ロダンに愛された女優～花子～」

れきみん講談会

講談師　旭堂鱗林さん

▼

▼

▼

１１月２３日（祝）　①午前１１時②午後３時

れきみんコンサー ト　～古建築に息を吹き込む～

クラリネッ ト・ファゴッ ト・ピアノのアンサンブル

展覧会

１１月１５日（日） 午後１時３０分～３時１１月２１日（土）

申し込み　　１１月５日（木）までに電話で歴史民俗資料館▼

紅葉のおもてなし

もみじまつり

尾西歴史民俗資料館

１０１２４６７ ＩＤ 

旧旧林林家家

山野草展

１１月２２日（日）・２３日（祝）

①午前１０時②午後２時

 箏 演奏会
こと

１１月１４日（土）・２２日（日） １１月２１日（土）～２３日（祝）

ナイ トミュージアム　～光と庭園を楽しむ夕べ～

午後７時まで開館

午前９時～午後５時（歴史民俗資料館への

入館・旧林家住宅の見学は４時３０分まで）

住宅住宅のの秋秋

▲令和元年度開催「旧林家住宅フォトコンテスト」
優秀作品「紅葉の間」　撮影：羽木貴規さん

１１月１４日（土）～２１日（土）

木彫展　～三ツ引き出しとレリーフ～

（２１日は正午まで）

※公演中は、旧林家住宅および庭園の入場には制限があります。

参　加　料　　①Ａ席（前列座布団席）・Ｂ席（後列椅子席） とも２，５００円

　　　　　　②Ａ席（前列座布団席）・Ｂ席（後列椅子席） とも１，０００円

▼

１ ２

秋
の
展
覧
会
情
報
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市政ニュース

　保護者が仕事などで不在になる小学１～６年生を対象に、児童クラブの利用申し込みを受け付けます。

【問】子育て支援課　（２８）９０２２

終了後は各会場終了後は各会場でで

「新成人のつどい」を開「新成人のつどい」を開催催

▼児　童　館＝月～土曜日の午前９時３０分～午後５時３０分

▼児童クラブ＝月～土曜日の午後２時～５時３０分（土曜日は閉所の場合あり）
受付日時

会 場

　会場を２０カ所（一宮市民会館と市立中学校１９校）に分散して開催します。式典は一宮市民会館で行い、

その映像を各会場にライブ配信するとともに中継で結びます。

１００１ ２５０ ＩＤ 

一宮市成人式を分散開催
令和３年
１月１０日（日）　午後１時～２時

【問】青少年育成課　（８４）００１７

冬休み期間限定児童クラブ

※申込書は１１月１１日（水）から児童クラブで配布。

募集施設は、受付期間にお知らせ。通年利用

を申し込み済みで、入所保留の方へは別途案

内あり。

令和３年度 放課後児童クラブ

利用条件など詳しくは、

をご確認ください１０１６５５７ ＩＤ 

※申込書は１１月１６日（月）から児童クラブで配布。

隣接校入学を希望する方は、入学する小学校

が確定してから、受付期間内にお申し込みく

ださい。

受付期間 １１月１８日（水）～３０日（月）

申し込み方法など詳しくは、

をご確認ください１０１６８４２ ＩＤ 

対象

▼ 小学新１～６年生

開所日と開所時間

▼ 月～金曜日＝下校後～午後７時

▼ 土曜日＝午前７時３０分～午後７時

利用申し込みを受け付け児児童童ククララブブ

開所日と開所時間

▼ 冬休み期間中の月～土曜日（１２月２９日（火）

　 ～令和３年１月３日（日）を除く）

　 午前７時３０分～午後７時

午後０時３０分開場

一宮市立中学校を卒業した方

▼卒業した中学校（屋内運動場）

それ以外の方（私立中学校を卒業した方など）

▼一宮市民会館

１０２９００２ ＩＤ 

　市外在住の方などでも、令和３年１月４日

（月）までに電子申請することで参加できます。

申し込み方法など詳しくは、　　　　　　を

ご確認ください。

受付期間 １１月２４日（火）～１２月２４日（木）
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１０月２１日（水）～１１月２日（月）　木曽川庁舎１階

１１月５日（木）～１６日（月）　　　ツインアーチ１３８展望階

１１月１８日（水）～３０日（月）　　　  ービル５階中央図書館

１２月９日（水）～１７日（木）　　　尾西図書館

１０２６４４０ ＩＤ 

火火火火火火火火火火火火火火火災災災災災災災災災災災災災災災にににににににににににににににごごごごごごごごごごごごごご注注注注注注注注注注注注注注意意意意意意意意意意意意意意ををををををををををををををご注意を ！！！！！！！！！！！！！！！

　本格的な寒さを迎えるに当たり、火を使う機会が多くなります。

火災を出さないよう、気を付けましょう。　

【問】消防本部予防課　（７２）１２８０

１１月９日～１５日は
「秋の火災予防運動」

　放置された枯れ草は小さな火種でも放置された枯れ草は小さな火種でも簡簡

単に火が付き、大きな火災になります単に火が付き、大きな火災になります。。

土地の所有者・管理者は枯れ草を刈　土地の所有者・管理者は枯れ草を刈りり

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

地の適正な管理を行いましょう地の適正な管理を行いましょう。。

空き地など空き地などのの枯れ草は危枯れ草は危険険

～ 行ってきます 出かける前に 火の確認 ～

１１月２日（月）　午前９時４０分　大和南小学校

消防総合訓練

【問】情報推進課　（２８）８６７０

　第５世代移動通信システム（５Ｇ）の特性を活用した、消防・救急分野の官民協働の実証実験を行います。

この実験は「令和２年度元気な愛知の市町村づくり補助金（チャレンジ枠）」を活用しています。

１０３７０５８ ＩＤ 

利活用実証実験
５５ＧＧ×消防・救急

対　象 ▼市内在住の方

定　員 ▼２０人（先着）

申し込み ▼１１月５日（木）の午前９時から

電子申請

※屋外での観覧は自由

日時
１１月１９日（木）
午前１０時～１１時２０分

▼総合体育館

▼１３８タワーパーク第３駐車場
会場

５Ｇを活用した消防・救急訓練の

映像伝送実験 ほか
内容

児童防火作品を展示　



　小中学生・高校生

から募集したところ、

３１９点の応募があり、

次の皆さんが最優秀

賞に決まりました。

最優秀賞・優秀賞の

作品は１０月２８日（水）

までスポーツ文化セ

ンター、最優秀賞・

優秀賞・入選の作品

は、１１月３日（祝）～９日（月）にエコハウス１３８、令

和３年１月６日（水）～１１日（月）に玉堂記念木曽川

図書館、１月１５日（金）～２１日（木）に尾西図書館で

展示します。 （敬称略）

最優秀賞

鵜飼葉月（浅井中小１年）、野田虎市（今伊勢

小２年）、矢箆原愛華（北方小３年）、森一喜（三

条小４年）、宇佐見紗奈（小信中島小５年）、

木村ななみ（瀬部小６年）、柳田莉奈（今伊勢

中１年）、石田夏彩（奥中２年）、藤谷美伶＝

写真＝（中部中３年）

　小中学生から４１６

点の応募があり、次

の皆さんが入賞しま

した。入賞・入選・

佳作の作品は、１１月

１４日（土）～２４日（火）に

エコハウス１３８で展

示します。

 （敬称略）

市長賞

新谷瑠基＝写真＝（奥小３年）

市議会議長賞

柳田莉奈（今伊勢中１年）

市教育委員会賞

古田隼輝（木曽川東小４年）

堀尾梨心（西成東部中１年）

一宮警察署長賞

堀田眞央（西成中３年）

　「日々実践、これが私の

認知症予防！」をテーマ

に募集したところ、全国

から１，２２０点の応募があ

りました。主な入選作品

は次のとおりです。

 （敬称略）

最優秀賞

▽認知症　増やす会話で　減るリスク

　清田三四郎（神奈川県横浜市）

優秀賞

▽距離とって　歩いて老いと　距離をとる

　堀水芽依（東京都国分寺市）

▽口喧嘩？　いいえ頭の　活性化

　吾郷洋平（茨城県牛久市）

▽散歩して　出会った話題　川柳に

　小林一雄（東京都目黒区）

　年末調整や確定申告などで国民年金保険料を

社会保険料控除として申告する場合、納付額を

証明する書類が必要です。日本年金機構では、

国民年金保険料の納付額を証明する控除証明書

のハガキを１１月上旬に送付します。１０月以降に

保険料を納付し始めた方には、令和３年２月上

旬に送付します。

　詳しくは、一宮年金事務所（（４５）１４１８）へ

お尋ねください。

　付加年金は、国民年金保険料を自分で納めて

いる第１号被保険者が、月額４００円を上乗せし、

年金受給額を増やすことができる制度です（国

民年金基金加入者を除く）。納付した月数に２００

円を掛けた金額が、老齢基礎年金に加算されま

す。

申し込み／認め印・年金手帳・本人確認書類を持参

の上、本庁舎保険年金課、尾西庁舎窓

口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所
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市政ニュース

明るい選挙の啓発ポスター
優秀作品が決定

【問】選挙管理委員会事務局　（２８）８９５８　　

  １０３６７６１ ＩＤ 

いじめ・非行・万引き・暴走行為
防止ポスター　優秀作品が決定

【問】青少年育成課　（８４）００１７　　

  １０１６５４５ ＩＤ 

介護予防川柳　入選作品が決定

　【問】高年福祉課　（２８）９１５１　　

  １０２１３９４ ＩＤ 

国民年金保険料の
控除証明書を送付

【問】保険年金課　（２８）９０１４　　

  １０００８３０ ＩＤ 

国民年金付加年金のご利用を

　【問】保険年金課　（２８）９０１４　　

  １０００８４９ ＩＤ 
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　放置自転車は、駅・バス停周辺、商店街で歩

行者などの通行を遮ったり、街の美観を損ねた

りしています。周辺住民の方にも大変な迷惑を

掛けています。駐輪場や預かり所を利用しまし

ょう。

一宮駅周辺は終日放置禁止

　一宮駅周辺は、自転車・原動機付自転車（５０

㏄以下）の放置禁止区域に指定されています。

この区域に自転車などを放置すると撤去され、

返還には次の手数料が必要です。

▽自転車＝１，０００円

▽バイク（５０㏄以下）＝２，０００円

日　時／１１月１８日（水）　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／１１月２日（月）～１６日（月）に電話で商工観

光課

虐待を防止するには

　親が児童虐待に及ぶ背景には、さまざまな要

因があります。困難や悩みを抱えた親への、地

域の方の理解や援助が児童虐待の防止につなが

ります。

　子育ての悩みは気軽にご相談ください（２６㌻

参照）。市内の保育園でも相談を受け付けていま

す。

「虐待？」と思ったら通報を

　虐待の疑いがある場合はこども家庭相談室、

県一宮児童相談センターまたは児童相談所虐待

対応ダイヤルへ、至急ご連絡ください。相談内

容や情報源の秘密は守られます。

児童虐待のない社会を
目指しましょう

【問】子育て支援課こども家庭相談室　（２８）９１４１

  １００１３６４ ＩＤ 

やめよう放置自転車

　【問】交通政策課　（２８）８９５５　　

  １０１６５４２ 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　　

  １０２１１６０ ＩＤ 

【問】納税課　（２８）８９６８

　新型コロナウイルスの影響で収入が減少した方は、申請により１年を限度に

納税が猶予されます。担保提供は不要で、延滞金もかかりません。

新型コロナウイルスの影響で納税が困難な方へ

対象となる方 対象となる税

各期の納期限の日までに申請書と、収入や

現預金の状況が分かる資料を提出。詳しく

は、   をご確認ください。１０３３４９９ ＩＤ 

令和２年２月１日（土）～３年２月１日（月）に

納期限が到来する全ての市税

申請方法

次の①②の両方に該当する納税者・特別徴収事業者

一時に納付・納入することが困難である

令和２年２月以降の任意の期間（１カ月以上）に、

事業などに係る収入が前年同期に比べて概ね

２０％以上減少している

①

②

対象となる税を拡大
市税の支払いを延長する制度

▼ ▼
▼

 ０５８６
（４５）１５５８

愛知県

一宮児童相談センター

 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  １ ８９
いちはやく

徴収猶予
の特例
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【問】市民協働課　（２８）８６７１

【問】一宮警察署　（２４）０１１０

家庭内で家庭内でのの

暴力も犯罪で　暴力も犯罪ですす

（　）内は前年対比。※は７月末現在

市内の犯罪・事故（８月末現在）

主な重点犯罪

件　数区　分

１，４０４（▲　９２）刑　法　犯

１４８（▲　１４）侵　入　盗

〔８３（▲１１）〕〔うち住宅対象〕

１３６（▲　３４）自動車関連窃盗

２８（＋　１２）特殊詐欺※

交通事故

人　数件　数区　分

６（＋　４）６（＋　　４）死　亡

３１（＋　１１）　２８（＋　　８）重　傷

９４０（▲３２５）７９０（▲２７７）軽　傷

９７７（▲３１０）８２４（▲２６５）計

　昨年１１月にリサイクルセンターで火災が発生

しました。市では、火災につながるリチウムイ

オン電池や中身の残ったライターなどの混入状

況を把握するため、不燃ごみの中身の確認を行

いました。写真は発火の恐れがある物の一部で

すが、リチウムイオン電池内蔵の加熱式たばこ

などが多く含まれていました。

　秋も深まり、日没時間が早くなりました。この

時季の午後５時～７時の時間帯は交通事故が起き

やすい「魔の時間」といえます。「魔の時間」であ

る夕暮れ時は周囲の視界が徐々に悪くなるため、

歩行者・自転車や自動車などからお互いが見えに

くくなります。

　夕暮れ以降に外出する際、歩行者や自転車の方

は、黄色や白色などの明るい目立つ色の服装や反

射材を着用し、自分の存在を見つけてもらいやす

くしましょう。

　またドライバーの方は、早めにライトを点灯す

ることにより、いち早く危険の発見や回避をする

ことができます。早めのライト点灯は、歩行者・

自転車や他の自動車に自車の存在をいち早く知ら

せることによる交通事故防止にもなります。

夕暮れ時の交通事故防夕暮れ時の交通事故防止止

　警察には「夫に殴られた」

などＤＶ（ドメスティック・

バイオレンス）の相談・通報が数多く寄せられて

います。理由のいかんにかかわらず、暴力を振る

うことは許されません。家庭内であっても、暴力

は立派な犯罪です。また夫婦間以外であっても、

同居する相手に対する暴力は犯罪となり、子ども

の前で夫婦ゲンカをすれば児童虐待（心理的虐待）

となります。

　「夫婦ゲンカは犬も食わない」というのは昔の話

です。今は警察が積極的に介入しており、通報を

受ければ逮捕を含めた強い姿勢で対応しています。

【問】環境センター　（４５）７００４

環境センター
ニュース

１０２５９７６ ＩＤ 

▲一宮警察署
　防犯キャラクター
　ＬＯＣＫＥＹ

正しい分別

火災を防ぐため火災を防ぐためにに
小型充電式電池の分別にご協力小型充電式電池の分別にご協力をを

▼取り外せない場合

　電池が取り外せない小

型家電を、市内２１カ所に

ある「小型家電回収ボッ

クス」に入れてください。

▼小型充電式電池が取り外せる場合

　取り外した小型充電式電池を、ＪＢＲＣ

リサイクル協力店（家電販売店など）へ

お持ちください。
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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。

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２１ ２月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月のののののののののののののののののののののののののの

法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相法律相談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談
（予約制（予約制））

申し込み会　場日　時

１１月１０日（火）の午前９時から

電話で市民総合相談室

（（７３）４３６３）

※１１月分は随時受け付け中

思いやり会館３階

(市民総合相談室)

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
１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月ののののののののののののののののののののののののの無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相の無料相談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談

相談電話・会場日　時相談名

思いやり会館３階

 （７３）４３６３

月～金曜日　９：００～１７：００

（金曜日の午後、３・２３日を

除く）

市民総合

生
活
・
市
政

思いやり会館３階

 （７３）４３６３

４日（水）・１８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

（３・２３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

１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

（３・２３日を除く）
消費生活

思いやり会館３階

９日（月）・３０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
１１日（水）　１３：００～１６：００人　　権

思いやり会館３階１９日（木）　１３：００～１６：００
行政書士の

許認可手続

本庁舎４階

４０１会議室

１３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

（３日を除く）

本庁舎２階

こども家庭相談室

 （２８）９１４９

月～金曜日　１０：００～１６：３０

（３・２３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

（３・２４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

（３・２４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

（３・２３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

（３・２３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

（３日を除く）

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

（３・２３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

（３・２３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

（２３日を除く）

精神障害者

家 族

思いやり会館３階１６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１８日（水）　１３：００～１６：００

思いやり会館３階
２６日（木）　１３：００～１６：００

（１２：００から受け付け）

登　　記

尾西庁舎４階
１８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

２１日（土）　９：３０～１２：３０
登　記　・

境界問題

思いやり会館３階１０日（火）　１３：００～１６：００建築・地震

１０３７１０２ ＩＤ 
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【問】道路課　（２８）９１４４

ご存じです
か？

ラウラウンンドドアアババウウトトの交通ルーの交通ルールル

１００２１６７ ＩＤ 

　横断歩道の歩行者と、交差点内を走行

する車両に注意してください。歩行者が

いる場合は一時停止後、徐行して侵入し

てください。

交差点に入るときは１

　交差点は、時計回りの一方通行です。

反対回りや駐停車をしてはいけません。

赤茶色の部分は走行せず、できる限り左

端に寄って徐行してください。

交差点内は一方通行２

　左ウインカーを出し、交差点を出るま

で合図を出し続けましょう。歩行者や自

転車の巻き込みに十分注意してください。

交差点を出るときは３
歩行歩行者者・・自転車に注自転車に注意意

　ラウンドアバウトでは、交差点内を通

行している車両が優先です。

交差点内の車両が優先４

　車両の通行する部分が環状の交差点で、

道路標識により車両がその部分を右回り

（時計回り）に通行することが指定されてい

る交差点です。

ラウンドアバウト（環状交差点）とは

道路標識

　安全確認を行い、徐行して交差点内に侵入し、環道外側の

青色の矢羽根部分を時計回りに走行してください。

自転車で通るときは

優先



日　時／①１２月１２日（土）②１９日（土）　

午前１０時～１１時３０分

会　場／木曽川庁舎３階第２研修室

対　象／市内の小学１・２年生

内　容／アルミ缶で、ミニ額付きの

アート作品を作る

定　員／各１２人（抽選）

受講料／各５００円（教材費）

申し込み／１１月２０日（金）までに電話・電

子申請、または住所・氏名・学年・

保護者名・電話番号・希望日を記入

し「キッズチャレンジ」と明記の上、

ファクス（（８７）６６３３）

問い合わせ／青少年育成課　（８４）００１７

日　時／①１２月５日（土）②２０日（日）　

午後１時３０分～４時３０分

会　場／三岸節子記念美術館

対　象／①高校生以上の方②小中学

生（小学３年生以下は保護者同伴）

講　師／フジイフランソワさん（日

本画家）

定　員／各１５人（抽選）

受講料／①２，５００円②１，５００円（材料

費）

申し込み／１１月２０日（金）（必着）までに

電話、または郵便番号・住所・氏名（ふ

りがな）・電話番号・希望日、②は

学年・保護者名も記入し「ご朱印帳

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／１１月１９日（木）・２６日（木）　午

後１時３０分～３時３０分

会　場／ －ビル７階中央図書館

対　象／２回とも受講でき、講座後

に修理ボランティアとして活動でき

る方

内　容／本の構造と簡単な修理につ

いて学び、体験する

定　員／１０人（抽選）

申し込み／１１月９日（月）までに電話で

中央図書館

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

日　時／１２月９日（水）　午後１時３０

分～２時３０分

会　場／エコハウス１３８

対　象／市内在住・在勤・在学の方

内　容／環境に配慮した、コロナ禍

での暮らし方について学ぶ

講　師／浅野智恵美さん（環境カウ

ンセラー）

定　員／２０人（抽選）

申し込み／１１月２３日（月）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／１２月４日（金）・１１日（金）　午

後２時～４時

対　象／外国人の方に日本語を教え

た経験がある、または日本語を教え

る活動に興味がある方

内　容／ウェブ会議サービスを使い、

日本語を教えるときに役に立つこつ

を学ぶ（通信料などは自己負担）

定　員／３０人（抽選）

申し込み／１１月２４日（火）（必着）までに

電話、または住所・氏名・電話番号

・メールアドレスを記入し「日本語の

教え方セミナー」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.i

chinomiya.lg.jp ）

問い合わせ／国際交流協会（生涯学習課

内）　（８５）７０７６

日　時

１２月１日（火）　

午前１０時～

午後１時

会　場

神山公民館

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／８人（抽選）

受講料／１，０００円（教材費を含む）

申し込み／１１月１６日（月）（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「ベトナム料理セ

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 ）

問い合わせ／国際交流協会（生涯学習課

内）　（８５）７０７６

日　時／１２月４日（金）・１８日（金）　午

前１０時～午後１時

会　場／ききょう会館

対　象／市内在住・在勤・在学の１８

歳以上で、２回とも参加できる方（高

校生を除く）

メニュー／クリスマスチキンほか

定　員／１２人（抽選）

受講料／３，２００円（教材費を含む）

申し込み／１１月２０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／１１月２８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

教室講座
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←市公式ウ ェブサイ トはこ ち ら　 情報ＢＯＸ

キッズチャレンジ

アルミ缶アート
   １０３５８２１ ＩＤ 

美術実技講座

自分だけのご朱印帳を
つくって書いてみよう
   １０３６７６７ ＩＤ 

図書修理ボランティア
入門講座
   １０３７０６３ ＩＤ 

環境学習講座
   １０２００１５　申込書ダウンロード可 ＩＤ 

日本語の教え方セミナー
   １０３１１２０ ＩＤ 

ベトナム料理セミナー
   １０３７００５ ＩＤ 

ハッピークリスマス＆
ニューイヤー料理教室
   １０１２７９２ ＩＤ 

親子自然工作教室



日　時／１２月６日（日）・１３日（日）　午

後１時３０分～３時

会　場／歴史民俗資料館

対　象／市内在住・在勤・在学の方

で２回とも参加できる方（古文書講

読の未経験者も可）

内　容／東海地方で発生した百姓一

揆に関する史料の講読

定　員／２４人（抽選）

受講料／２００円

申し込み／１１月８日（日）（必着）までに

郵便番号・住所（在勤・在学は勤務

先・学校所在地）・氏名（ふりがな）

・年齢・電話番号を記入し「古文書

で読む日本の大事件」と明記の上、

ハガキ（〒４９４－０００６　起字下町２１１　

歴史民俗資料館）。申し込みは１枚１

人分

問い合わせ／尾西歴史民俗資料館　

（６２）９７１１

日　時／①１１月２２日（日）②２８日（土）　

午後１時～３時

会　場／①尾西消防署②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／各１０人（先着。１０人程度の

団体は随時開催）

申し込み／１１月２日（月）～１６日（月）に電

話または電子申請

※②は新生児～小児を救命対象とし

た内容

問い合わせ／一宮消防署　（７２）１１０３

日　時／１２月１９日（土）　午前９時３０

分～正午

会　場／ －ビル２階大会議室

対　象／５０～６０歳で原則夫婦で参加

できる方

定　員／３０組（先着）

申し込み／１１月２７日（金）までに電話で

愛知県労働者福祉協議会尾張西支部

問い合わせ／愛知県労働者福祉協議会尾

張西支部　（２６）１２６１

日　時／１１月２２日（日）　午後２時～

３時３０分（形成だけ）

会　場／朝日西つどいの里

対　象／市内在住・在勤・在学の小

学生以上の方（小学生は保護者同伴）

定　員／１２人（抽選）

受講料／１，５００円（材料費）

申し込み／１１月１０日（火）までに電話で

高年福祉課

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９０２１

日　時／１２月２日～３月１７日の水曜

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／スポーツ文化センター

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／記憶力の向上を目的に、計

算など頭を使いながら体操をする

定　員／各２５人（抽選）

申し込み／１１月１３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／１２月８日（火）　午前１０時３０

分～１１時３０分

会　場／奥公民館

対　象／家庭で介護している方

内　容／家庭介護についての情報提

供、介護者同士の交流会

定　員／１５人（抽選）

申し込み／１１月３０日（月）までに電話で

地域包括支援センターやすらぎ（

（６１）３３５０）

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

日　時／１２月４日～令和３年２月１９

日の金曜日　午前１０時～１１時３０分

（６回）

会　場／尾西庁舎２階会議室Ｇ

対　象／市内在住で１～３歳児を持

つ親

演　題／「楽しい親子関係作りのプ

ログラム」

定　員／１０組（抽選）

申し込み／１１月４日（水）・５日（木）に電

話または電子申請

※託児あり（要予約）

問い合わせ／中央子育て支援センター　

（８５）７０２６

日　時／１１月２０日（金）　午後１時～

４時３０分

会　場／尾西庁舎２階会議室Ｇ

対　象／市内在住の２０歳以上で、援

助会員・両方会員として入会を希望

する方

内　容／子どもの発育・発達、心肺

蘇生法を学ぶ

申し込み／電話でファミリー・サポー

ト・センター（中央子育て支援セン

ター内）

※託児あり（要予約）

問い合わせ／いちのみやファミリー・サ

ポート・センター　（２８）９７７２

日　時／①１２月３日（木）②１５日（火）③

２３日（水）　午前１０時～１１時３０分

会　場／尾西庁舎６階大ホール

対　象／市内在住の未就学児の保護

者

内　容／①「イヤイヤ期がやってき

た！　どうつきあう？」②「『すき

・きらい』の心理　味覚の発達」③「手

作り人形で子どもと楽しくコミュニ

ケーション」

定　員／１５人（抽選）

受講料／３００円程度（材料費）

申し込み／１１月１８日（水）までに電話ま

たは電子申請

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

18２０２０（令和２）年１１月　広報一宮

情報ＢＯＸ ※料金の記載がないものは無料。申し込みの記載がないものは当日直接会場

古文書で読む
日本の大事件
   １００８９１２ ＩＤ 
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普通救命講習
   １０００４９９ ＩＤ 

退職準備セミナー

陶芸体験
「 干  支 の置物」を作ろう

え と

   １０３２２７４ ＩＤ 

頭と体の体操教室
   １０１４０５７ ＩＤ 

家庭介護のための
ハートフルケアセミナー
   １０１３４６９ ＩＤ 

育児講座
   １０３６６８６ ＩＤ 

ファミリー・サポート
事業講習会
   １０３６７３８ ＩＤ 

幼児期家庭教育セミナー
   １０３６６９０ ＩＤ 
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日　時／１１月２８日（土）～１２月１９日（土）　

午前１０時～１１時３０分（４回）

会　場／尾西生涯学習センター講堂

対　象／市内在住・在勤・在学の１８

歳以上の方（高校生を除く）

演　題／「知ってるだけで得をする

？？　行動経済学入門」

講　師／蔵研也さん（岐阜聖徳学園

大学准教授）

定　員／３０人（抽選）

受講料／１，０００円

申し込み／１１月１３日（金）の午後５時１５

分までに電話または電子申請

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

日　時／１１月２９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１１月２４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／１１月２９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１１月２４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

１２月２９日（火）

～３１日（木）

会　場

池の平温泉ス

キー場（新潟

県妙高市）

対　象／市内在住・在勤・在学の小

学生以上の方（小学１～３年生は保

護者同伴）

定　員／４０人（先着）

参加料／５万３，０００円（小中学生は４

万９，０００円）

申し込み／１１月５日（木）の午後７時３０

分～８時３０分に申込書を一宮市民会

館。申込書は出張所などで配布

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８

日　時／①令和３年１月１５日～３月

５日の金曜日②１月１８日～３月８日

の月曜日③１月１６日～３月６日の土

曜日　午前１０時～正午（各８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／①②１８歳以上の方（高校生

を除く）③小学生

定　員／①②各２０人③２５人（先着）

受講料／①②各６，０００円③５，２００円

申し込み／１２月１日（火）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／１１月１８日（水）・１９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
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スポーツ協会（スポーツ課内）　（８５）７０７８

申し込み参加料　対　象＊会　場開催日スポーツ

１１月１９日（木）までに参加料を持参の
上、本庁舎スポーツ協会

１組２，０００円高校生以上市 テ ニ ス 場１２月６日（日）
テ ニ ス
（ミックスダブルス）

１１月２日（月）～１３日（金）に参加料を
持参の上、本庁舎スポーツ協会
（先着２０人）

１人１，５００円
（１８歳以下１,０００円）

－
い ち の み や
中央プラザ体育館
尾西信金アリーナ

１２月１３日（日）
イ ン ド ア
ア ー チ ェ リ ー

＊市内在住・在勤・在学の方

開催時間・種目・予備日など詳しくは、お尋ねください。

申し込み参加料対　象会　場開催日スポーツ

１１月１日（日）～１２月７日（月）に
いちい信金スポーツセンター
（先着２４組）

１組３，０００円
１８歳以上で
初級・中級の女性
（高校生を除く）

い ち い 信 金
ス ポ ー ツ
セ ン タ ー

１２月８日（火）
レディースレギュラー
テニス（ダブルス）

いちい信金スポーツセンター（県一宮総合運動場）　 （７７）０５００

スポーツ 大 会

←イベントカレンダーはこちら 情報ＢＯＸ

スポーツ

催しもの

成人教養講座
   １０３６７７９ ＩＤ 

市民俳句教室
   １０１８０１３ ＩＤ 

市民川柳教室
   １０１８０１４ ＩＤ 

一宮スキー学校

テニス教室

福祉マルシェ
 ｉ ・愛・ 逢 マーケット

あい

   １０３７１９５ ＩＤ 
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日　時

１２月６日（日）　

午前１０時～午後

４時

会　場

－ビル５・６

階中央図書館

対　象／市内在住・在学の中学・高

校生

定　員／５人（抽選）

申し込み／１１月１日（日）～１５日（日）に電

話で中央図書館（２日（月）・４日（水）を

除く）

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

日　時／１２月３日（木）　午後１時３０

分～３時３０分

会　場／ －ビル２階大会議室

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

日　時／１１月２５日（水）　午前１０時～

１１時

会　場／市民病院

内　容／講演「子宮 頸 がん・体がん　
けい

再発・転移について」

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／１１月１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／１１月３日（祝）　午前１０時３０

分～午後３時３０分

会　場／ ービル７階シビックホー

ル

対　象／市内の中学生と保護者

内　容／市内の県立学校のパネルな

どの展示、学校紹介ほか

※詳しくは、一宮西高等学校（（６８）

１１９１）へお尋ねください。

問い合わせ／学校教育課　（８５）７０７３

日　時／１１月３０日（月）　午前９時～

１１時

会　場／尾西庁舎４階会議室

対　象／市内在住・在勤・在学で障

害者手帳を持つ方、または要介護１

・２の認定を受けている方など

定　員／３５人（先着）

申し込み／１１月９日（月）～２０日（金）に電

話で社会福祉協議会尾西支部

問い合わせ／社会福祉協議会尾西支部　

（６３）４８００

日　時／１１月２８日（土）　午前１０時～

午後４時

会　場／ －ビル３階シビックテラ

ス

内　容／環境について楽しく学べる

ステージイベント、企業や団体のワ

ークショップほか

問い合わせ／県環境活動推進課　０５２

（９５４）６２０８

職　種／看護補助員

※看護師免許は不要

選考方法／面接

任用人数／１人

申し込み／１１月１８日（水）（必着）までに

指定申込書を持参または郵送（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

募　集

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。

物産物産展展いいちちのの ややみみ

１０月３１日（土） ▲ １１月１日（日）

会場　▼　名鉄百貨店一宮店　正面玄関前ほか

午前１０時～午後７時３０分（最終日は６時まで）

１０３７０２８ ＩＤ 

中高生一日図書館員体験
   １０２５９７０ ＩＤ 

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

婦人科がん患者会

日曜新鮮市

県立学校魅力発信フェスタ

美容ボランティアによる
ヘアカット

Ｌｅｔ’ｓ　エコアクション
ｉｎ　ＡＩＣＨＩ
   １０３６９５９ ＩＤ 

１２月任用　木曽川市民病院

会計年度任用職員を募集

第 弾３３

ランチバッグランチバッグをを

セット購入者セット購入者にに

もれなくプレゼントもれなくプレゼント ！！

「尾州デニム×いちみ「尾州デニム×いちみんん」」

各日限定７
５セット

先着販売

３，９００円（
税込み）

６階イベン
ト広場
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応募資格／普通自動車運転免許を持ち、

資格がある方（美術史・美術教育など

を専攻し大学卒業以上、または令和

３年３月に卒業見込みであること）

任用期間／令和３年４月１日～４年３

月３１日

勤務時間／午前８時３０分～午後５時

（シフト制。週５日程度）

日　給／８，６４６円以上

勤務内容／学芸業務、美術館業務全般

選考方法／書類選考・面接

任用人数／１人

申し込み／１１月１日（日）～１２月１０日（木）

（必着）に申込書と証明書の写しを持

参または郵送

問い合わせ／三岸節子記念美術館　

（６３）２８９２

応募資格／昭和５１年４月２日以降生ま

れで、社会福祉士・介護福祉士・精

神保健福祉士・保育士・教員・社会

福祉主事任用資格のいずれかの資格

がある、または令和３年３月までに

資格取得見込みの方

勤務場所／社会福祉事業団施設

選考方法／１次試験＝一般教養・作文・

適性検査、２次試験＝面接

採用人数／２人

申し込み／１１月１８日（水）（必着）までに

応募書類を持参または郵送。募集要

項・指定履歴書はいずみ福祉園内社

会福祉事業団で配布（社会福祉事業

団ウェブサイトからダウンロード可）

※１次試験は１２月５日（土）に社会福

祉事業団で実施

問い合わせ／社会福祉事業団　（５１）

５０２０

職　種／①放

課後児童支援

員②③補助員

応募資格／①放

課後児童支援

員認定資格が

ある方②教諭

・保育士の資

格がある、または大学で社会福祉学

・心理学・教育学・社会学などの課

程を修了した、または高校を卒業し

２年以上かつ２，０００時間以上児童福

祉事業に従事した方③資格不要

勤務内容／児童の安全確保・健康管理、

行事運営ほか

勤務日時／月～土曜日のうち４日程度　

午後１時１５分～７時１５分のうち４～

５時間程度（祝休日を除く）

選考方法／面接

時　給／①１，２２０円②１，１３５円③９５１

円

申し込み／写真を貼った履歴書と①②

は証明書などの写しを持参または郵

送（〒４９１－０１１３　浅井町西浅井字弐

軒家４７　いずみ福祉園内社会福祉事

業団）

問い合わせ／社会福祉事業団　（５１）

５０２０
　

応募資格／昭和３１年４月２日以降生ま

れの方

勤務内容／高齢者福祉施設の管理業務

勤務場所／いきいきセンター、いこい

の広場、つどいの里

勤務時間／４時間３０分（月１８日程度）

選考方法／面接

時　給／９５１円

申し込み／写真を貼った履歴書を持参

または郵送（〒４９１－０１１３　浅井町西

浅井字弐軒家４７　いずみ福祉園内社

会福祉事業団）

問い合わせ／社会福祉事業団　（５１）

５０２０

種　類／陸上自衛隊高等工科学校生

徒（①推薦②一般）

応募資格／平成１６年４月２日～１８年４

月１日生まれで中学校を卒業または

令和３年３月に卒業見込みの男性

（①は学校長の推薦が必要）

申し込み／①１１月１日（日）～３０日（月）②

１１月１日（日）～令和３年１月６日（水）

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

←市ソーシャルメディア一覧はこちら　 １０１１１８４ ＩＤ 情報ＢＯＸ

生涯学習課　（８５）７０７５

午前９時３０分～午後５時

会計年度任用職員

美術館学芸員を募集
   １０３７０７８　申込書ダウンロード可 ＩＤ 

令和３年４月採用　社会福祉事業団

支援員を募集

児童館・児童クラブ
臨時職員の登録者を募集

高齢者福祉施設
臨時職員の登録者を募集

自衛官を募集

そ
の
他

一宮市美美術術 展

１１月１３日（金）～１５日（日）

（１３日は７時まで、

　１５日は４時３０分まで）

１０３７０７９ ＩＤ 

スポーツ文化
センター

会場

デザイン

洋画 彫刻・立体

書

日本画

工芸

写真



22２０２０（令和２）年１１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

そ
の
他

日　時／令和３年１月１３日～３月１２

日の火・水・金・土・日曜日　午前

１０時～午後４時（２月１６日（火）、３月

６日（土）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／１２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

　公園や街路樹の落ち葉などをボラ

ンティアで清掃する方を対象に、ボ

ランティア用ごみ袋を１人３０枚まで

無料で配布します。ご希望の方は、

本庁舎公園緑地課へお越しください。

問い合わせ／公園緑地課　（２８）８６３４

　子ども会や地域の集会などで利用

できる、団体向けＤＶＤやＤＶＤプロ

ジェクターを貸し出しています。詳

しくは、市立図書館ウェブサイトを

ご確認ください。

新着ＤＶＤ／「いのちの深呼吸」「救命に

必要です！　心肺蘇生法とＡＥＤの

使用方法」ほか

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

日　時／１２月１３日（日）

会　場／名古屋工学院専門学校（名

古屋市熱田区）

受験料／甲種６，６００円・乙種４，６００円・

丙種３，７００円

申し込み／１１月７日（土）の午前９時～

１６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１１月１０日（火）～１９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

日　時／１１月５日（木）　午後１時３０

分～２時３０分

会　場／市民病院

検査内容／内科聴打診・尿検査・血液

検査など８項目

※認め印・被爆者手帳・健康診断受

診者証を持参。広島・長崎県の指

定機関で受診する際の交通費の一

部を、市から受給するために必要

な健康診断の一つ

問い合わせ／福祉課　（２８）９０１５

　労働保険とは労災保険と雇用保険

を総称したものです。パート・アル

バイトを含む労働者を１人でも雇用

している事業主は、加入手続きをし

て労働保険料を納めなければなりま

せん。

　労災保険は一宮労働基準監督署

（（４５）０２０６）、雇用保険はハローワ

ーク一宮（（４５）２０４８）へお尋ねく

ださい。

そ　の　他

環境センター　（４５）７００４

（　）内は前年同月

１人１日総　量

８０８（８４０）

▲３２ｇ

９，６３２ｔ（１０，０２５ｔ）

▲３９３ｔ

市内のごみの量（８月分）

▽１１月３日（火）・２３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

▽１１月３日（火）・２３日（月）は受け

付け

いちのみや応援基金へ　７５件

社会福祉協議会へ　

エス・ビー建材

のんきやお客一同

匿名１件

福祉関係へ　

 故寺澤勝美・故寺澤はるゑ

豊島福祉基金

プロスタッフ

環境関係へ　

マックスバリュ東海

（９月分まで・敬称略）

ご寄付
ありがとうございました

▽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１２月から貸

し出し

▽動画サイト（ユーチ

ューブ）の市公式チ

ャンネルでも見るこ

とができます。

１１
Ⅰ　ＬＯＶＥ　いちのみや

ＩＣＣ　地デジ１２ch

月の映像広報

▽放送時間は７：３０・１２：３０・１７：３０

▽市ウェブサイトでも聴くことがで

きます。

１１月の音声広報
知っトク ！ 　いちのみや

ＦＭいちのみや　７６．５Ｍ

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

公園や街路樹の落ち葉
清掃用ごみ袋を無料配布
   １０１７１７９ ＩＤ 

団体向けＤＶＤのご利用を
   １０２６７８２ ＩＤ 

危険物取扱者試験

原爆被爆者の定期健康診断
   １０２１３８２ ＩＤ 

事業主の皆さんへ

労働保険の加入手続きは
お済みですか
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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

一宮市民会館　（７１）２０２１自主文化事業

夏井いつきの句会ライブ　ｉｎ　一宮
日　時／令和３年１月３１日（日）　午後１時３０分
会　場／尾西市民会館
入場料／２，５００円（全席指定）。未就学児は入場不可

前売り開始／１１月２１日（土）　午前１０時。前売り開始日の一宮・尾西
市民会館、木曽川文化会館は電話・ネット予約だけ

フレッシュ寄席
日　時／１２月１３日（日）　午後２時
会　場／木曽川文化会館尾西信金ホール
出　演／玉川太福、桂宮治、三遊亭わん丈
入場料／２，５００円（全席指定）。未就学児は入場不可
前売り／一宮・尾西市民会館（（６２）８２２２）、木曽川文化会
館（（８６）７５８１）などで販売中

一宮地域文化広場　（５１）２１８０天体観望会

日本から見える最大の銀河を観望しよう ！

～火星・アンドロメダ座大銀河～
日　時／①１１月１３日（金）②１４日（土）　午後７時～８時１５分（雨
天中止）
定　員／各８０人（先着。中学生以下は保護者同伴）

申し込み／１１月３日（祝）の午前１０時から電話で地域文化広場　

スケート場　（７２）７１９１スケート教室

申込日時日　時教室名

受け付け中

１１月２・３０日（月）　１６：００幼児（体験）①

１１月９・３０日（月）　１８：００ド リ ル②

１１月１２日（木）　１７：２０
ス ピ ー ド
（ 上 級 者 ）
③

１１月１４・２８日（土）　１７：４５サ タ デ ー④

１１月１４・２８日（土）　１６：００親 子⑤

１１月１０日（火）
１１：００

１１月１７日～１２月８日の火曜日
９：３０（４回）

ミ ド ル⑥

１１月１１日（水）
１０：１５

１１月１８日～１２月１６日の水曜日
１７：３０（５回）

小 学 生⑦

１１月１３日（金）
１０：１５

１１月２０日～１２月１８日の金曜日
１７：３０（５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（①～⑥は先着、⑦
は抽選）

　－ビル　（２８）９１５３文化教室

対　象／①どなたでも（小学２年生以下は保護者同伴）②１８
歳以上の方
定　員／各１０人（先着）
受講料／①２，０００円②各１，５００円
申し込み／１１月１日（日）の午前９時から電話で  －ビル

日　時教室名

１１月１４日（土）　１０：００～１５：００ウッドバーニング①

１１月２８日（土）
１０：００～１２：００・１４：００～１６：００

クリスマスリース②

エコハウス１３８　（４７）７１３８環境学習講座・プール講習会

対　象／１８歳以上の健康な方
定　員／①②各１５人③各７人（先着）
受講料／各１回４００円（プール利用料を含む）

申し込み／当日３０分前からエコハウス１３８

日　時プール講習会名

１１月２・９・１６・３０日（月）　１４：００

水 中 ウ オ ー キ ン グ①

１１月１１・２５日（水）　１３：００

１１月６・１３・２０・２７日（金）　１３：００スイムワンポイントレッスン②

１１月１１・２５日（水）　１４：００かんたんアクアビクス③

石ころアート（ 干  支 ）
え と

日　時／１２月２０日（日）　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／５００円
申し込み／１１月１日（日）の午前１０時からエコハウス１３８　

アイプラザ一宮　（７７）６６１２自主文化事業

Ｌｅｔ'ｓ　ｅｎｊｏｙ♪　英語あそび２０２０
日　時／１１月１５日（日）　①午前１０時②１１時
対　象／幼児～小学２年生（保護者同伴）
定　員／各２５人（先着）
受講料／各１，０００円
申し込み／１０月２９日（木）の午前１０時から電話でアイプラザ一宮

スポーツ文化センター　（２４）１８８１文化教室

申し込み／１１月５日（木）の①は午前９時３０分、②は午後７時に受
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

３，１００円
１１月１９日からの木曜日
１０：００～１０：５０（５回）

初 級 英 会 話
ウインタークラス

①

６，２５０円
１１月２６日からの木曜日
１９：００～１９：５０（１０回）

英 検 ３ 級 対 策②

温水プール　（７７）４７２７プールの使用を休止

　室内のトップライトの改修工事に伴い、プールの使用を休
止します。

休止期間／１２月１日（火）～令和３年３月３１日（水）
※工事の進捗状況により、変更する場合あり

大野極楽寺公園管理棟　（５１）３０１５緑化教室

申し込み／１１月４日（水）の午前１０時から電話で大野極楽寺公園
管理棟（０８０（９１１０）３０１５）

教材費定員日　時教室名

２，０００円
１５人
（先着）

１１月１５日（日）
１０：００～１２：００

プ リ ザ ー ブ ド
フ ラ ワ ー

①

５００円
１０人
（先着）

１１月１８日（水）
１０：００～１２：００

宿根草＆ハーブの
ガーデニング講習会

②

各１，５００円
（大１個）

各１０人
（先着）

１１月２７日（金）・２８日（土）　
１０：００・１３：００

ま ゆ 玉 工 作
干 支 の 人 形

③

小学生以下は保護者同伴。③の教材費は、小１個は各７００円



ナップス
まちかど

ミギシ家のマリオネット
７月１８日～８月３０日　三岸節子記念美術館

　尾州テキスタイルと廃材を使って、オリジナル

のマリオネットを作るワークショップを開催。さ

まざまな材料を試行錯誤しながら組み合わせ、マ

リオネットを完成させた子どもたちは、巨大 傀儡 
くぐつ

集団「ＧＩＡＮＴ　ＳＴＥＰＳ」と共に迫力満点のパレー

ドを行い、美術館を盛り上げていました。

24２０２０（令和２）年１１月　広報一宮

ジュニア教室
「親子で参加 プログラミング体験」
１０月３日　木曽川庁舎

　タブレットを使って、ゲーム感覚でプログラ

ミングの基礎を学ぶ教室を開催しました。

　親子で協力しながら数々の問題に挑戦。頭を

悩ませながらも自力で問題が解けると、親子で

達成感を分かち合いました。
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　このコーナーは市民の皆さんの情報発信の場です。全市を対象にしていないものなど、掲載できない場合
もあります。１月号の締め切りは１１月２５日（水）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 

初めての方のための優しいヨガです。運動不足解

消や健康のために、ぜひご参加ください。

日　時／毎週金曜日　午前９時３０分～１０時３０分

会　場／いちのみや中央プラザ体育館第４会議室

会　費／月２，５００円

問い合わせ／川口　０９０（１９０７）４９５２

はじめての方のための健康ヨガ　会員を募集

現代に息づく風刺書画展

書画と文字書きの楽しさを、観

て味わってみませんか。

日　時／１１月２３日（祝）～２９日（日）　

午前１０時～午後６時（２４日（火）を

除く。初日は正午から、最終日

は４時まで）

会　場／玉堂記念木曽川図書館

問い合わせ／伊藤　０９０（８４７５）９９１２

日　時／１１月２９日（日）　午前１０時

～午後４時

会　場／　 ービル３階シビック

テラス・７階シビックホール

内　容／私立学校進学相談会、

中高生によるステージほか

問い合わせ／実行委員会・野田　

０９０（６４６５）６５７４

 輝 
キ

 良 ッ
ラ

 都 フェスティバ ル
ト

ネイティブスピーカーから

無料で英会話を学ぼう

オンライン会議アプリ「Ｚｏｏｍ」

を使い、英会話を学べます（通

信料は自己負担）。

日　時／毎週木曜日　午後７時

～７時４５分

問い合わせ／ 田　０９０（５８７４）５６８５　

（ https://goeigo.org )

ショートトラック・スピードスケート講習会

日　時／１２月６日（日）　午前７時３０分～９時３０分

会　場／スケート場　　対　象／幼児～中学生　　

定　員／３０人（先着）　　受講料／１,０００円（貸靴料などを含む）

申し込み／１１月２９日（日）までに申込書・受講料をスケート場

問い合わせ／一宮中日スケートクラブ・鈴木　０９０（３１５９）

１２４８

をご利用くださをご利用くださいい！！

「３密」状態の

自動測定・記録

データを

グラフなどで

見やすく表示

「密」の状況を

地図上に

自動マッピング

３
　自分がどのくらい「密閉・密集・密接」の環境にいるか

を判定するＡｎｄｒｏｉｄ端末用アプリ「３密チェッカー」が、

市内在住の坂井田逸斗さんにより開発されました。　

　新しい生活様式の実践のため、厚生労働省の接触確認ア

プリ「ＣＯＣＯＡ」と併せて、ご利用ください。

密チェッカー３密チェッカーＡｎｄｒｏｉｄ端末用アプリ

危機管理課　（２８）８９５９１０３７１１８ ＩＤ 

※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
報発信地
いちのみや’ｓ

情

詳しくは

３密チェッカー

で検索！



ママといっしょでいいな
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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

１１月２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

１１月１６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
（３・２３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
（３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
（３・２３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

まーぶるの森
 （８６）６８２０

（その他の相談は１５）

▼１１月の開場日時（子育ての困りごとに対応。電話相談も可）

　▽中央子育て支援センター（　－ビル５階）＝９：００～

１７：００（２・４・１６・２４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（３・２３日を除く）

申し込み対象会場日時催し

当日直接会場（問い合わせは
丹陽子育て支援センター）

未就園児と親・家族など多加木公園１０：３０～１１：００
１１月４日（水）
（雨天中止）

公園へいこっ ！

【　ＩＤ　１０３６４５８　】

当日直接会場（問い合わせは
東五城子育て支援センター）

未就園児と親
東五城
子育て支援センター

１０：００～１１：３０１１月９日（月）
パパもいっしょに遊ぼっ ！

【　ＩＤ　１０３６７２５ 】

１１月１７日（火）までに電話で
生涯学習課（（８５）７０７４）。
電子申請可

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

尾西生涯学習センター
講堂

１０：００～１１：００

１２月２日（水）
　　１６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
１２月３日（木）
　　１７日（木）

当日直接会場
（問い合わせは各会場）

第１子の３～１１カ月の
乳児と親

東五城
子育て支援センター

１４：００～１４：４０

１１月６日（金） 

あっぷっぷ
【　ＩＤ　１００１２８５　】

千秋・里小牧
子育て支援センター

１１月１０日（火）

丹陽・黒田北
子育て支援センター

１１月１８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

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

　２歳６カ月。友達と遊んでいるときに、おもち

ゃを取られても平気なようで何も言わず、そのま

ま遊んでいます。取られっ放しで大丈夫かな。

こっこ相談室

おもちゃを取られても
何も言わないの…

　ママから見ると「遠慮ば

かりしている」「言いたいこ

とも言えない」と少し歯が

ゆく感じる行動も、実は子どもの気質による自然なこ

とだったりするの。自己主張の仕方や物事への対処の

仕方は十人十色。遠慮するのも自己主張だし「まあい

いや」と受け止めるのも気質に合った対処法なの。だ

から根が優しくて、人と衝突するのが嫌いな子は「イ

ヤ」と言うことを苦痛に感じることがあるの。ママは

「取られて残念だったけど今は貸してあげようね」「優

しいね。貸してもらってうれしいって」などの肯定的

な言葉を掛けていくといいね。

こっこ相談員の

アドバイス
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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

珪藻美術館児童書

　ガラスの殻をもつ藻、 珪  藻 。その１㎜
けい そう

の１０分の１にも満たないガラスの殻を

並べ、美しいアート作品をつくる人が

いる。世界一小さい「ガラスアート」

ができるまでを描く。

奥修／文・写真

福音館書店／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

一般書

　日本中に書籍が浸透していった戦国

時代。戦国大名が設置した文庫や、公

家は現在の図書館のような活動を行っ

ていたと考えられる。戦国大名らと公

家、連歌師との書籍を通じた交流から

「戦国の図書館」の役割を読み解く。

新藤透／著

東京堂出版／刊

戦国の図書館

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

１１日（水）１０日（火）９日（月）６日（金）５日（木）４日（水）２日（月）

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

大和南小学校※葉栗公民館萩原公民館奥公民館向山公民館時之島いこいの広場

２０日（金）１９日（木）１８日（水）１７日（火）１６日（月）１３日（金）１２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

２７日（金）２６日（木）２５日（水）２４日（火）

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

東浅井浅井神社
大和西小学校
馬引公民館駐車場 

下段はこっこ北方いこいの広場浅井公民館

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。。

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１ １０：００～１５：００（※は１４：００まで）

中央図書館　（７２）２３４３

ブックバイキング雑誌リサイクル会

　古い雑誌を無料で配布します（１人１０冊ま

で。なくなり次第終了）。

日　時　１１月２１日（土）　①午前９時～１１時５５分

　　　　のうち１５分間②正午～午後３時

会　場　 ービル６階中央図書館

※①は１４日（土）の午前８時５０分から配布する

　整理券が必要（１人１枚まで。１枚で２人

　まで参加可）

　絵本や紙芝居を使った、おはなし会を

行います。

日　時　１１月３日（祝）　午前１０時・１１時、

　　　　午後１時・２時・３時

会　場　 ービル５階中央図書館

１０２３９６４ ＩＤ １０２６１０２ ＩＤ 
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【問】国営木曽三川公園１３８タワーパーク　（５１）７１０５

１３８タワーパーク

★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 ★財源確保のため有料広告を掲載しています。

１１０２４０８０２４０８９９ ＩＤ 

正解者に抽選で「光るマスク」をプレゼント！

（ツインアーチ１３８利用料が必要）

星空の
Ｄｉｓｔａｎｃｅ

～ 人 を 想 う 距 離 ～

対 象 ▼小学生以上の方

定 員 ▼２０人（先着）

参加料 ▼３，０００円

申し込み ▼１０月２９日（木）の午前１０時から

電話で１３８タワーパーク

★　一足先に観覧　★

１１月１２日（木）　午後５時～８時

参加・観覧料、申し込み方法など、

 詳しくはこちら ▼

タワーに上ってクイズにチャレンジ ！

君もサバイバルマスターになろう ！

劇団シンデレラ　ミュージカル

ゾウの森とポテトチップス

クリスマス

一宮スカイランタンフェスタ２０２０

いちのみや市１００周年記念事業

願いを込めたランタンを星空にリリース！

※ツインアーチ１３８内は入れません。


