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一宮市１００周年記念講演会を開催 ５㌻
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新型コロナ関連の誹
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グラグラフで振フで振り返るり返る

令和２年の一宮令和２年の一宮 ２４・２５㌻
市県民税の申告相談会場は予約制 ８㌻



　新年のごあいさつを申し上げます。

　昨年は「コロナ」一色の年でした。横浜の

クルーズ船のニュースから始まった新型コロ

ナウイルス感染症により、３月からは市内の

小中学校でも一斉休校、そして４月には緊急

事態宣言で店舗の営業を控えていただくなど、

これまでにない不便や不安を、市民や事業者

の皆さまにおかけしたこと、心苦しい限りで

した。

　この年末年始も、市民の皆さまには“３密”

を避けていただくなど例年とは異なる過ごし

方をお願いしております。なんとか皆さまと

力を合わせて、この難局を乗りこえて、今年

こそは明るいニュースにあふれる年にしてい

きたいと願っております。

　４月には、尾張地域で初めての中核市へ移

行します。コロナ対策で中心的な役割を果た

す保健所をはじめ、多くの仕事が県から市へ

移ります。

■事務手続きのスピードアップ

■部署の枠をこえた連携

■独自ルールを取り入れたオリジナル施策

を柱に、例えば「福祉総合ワンストップ相談

窓口」の設置など、市民の皆さまにメリット

を実感していただける施策の準備を進めてお

ります。

　９月には中島郡一宮町が「一宮市」となっ

て１００周年となります。この節目の年を、ま

ちの魅力を再発見・再確認し、地元への誇り

を育む機会にしたいと考えています。１月の

林修先生の講演会を皮切りに、市民の皆さま

に企画していただく事業などを幅広く展開し

て、笑顔あふれる元気な一宮市を次世代に引

き継いでまいります。

　コロナ禍で厳しい状況ではありますが、事

態が好転するように全力で取り組んでまいり

ますので、市政へのご理解とご支援をお願い

申し上げます。

一宮市長

中 野　正 康

新春を迎えて
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　あけましておめでとうございます。

　市民の皆さまには、謹んで新春のお慶びを

申し上げます。

　昨年は、新型コロナウイルスによる感染が

急速な勢いで世界中に拡散し、現在、日本国

内においても国民生活や地域経済に多大な影

響を及ぼし続けています。

　国では、医療体制の整備や事業の継続支援

など、様々な緊急対策を行うとともに、市で

も市民や事業者の皆さまを対象とした独自の

対策を進めていますが、未だ感染拡大が収ま

る気配は見えません。

　このような中、市議会といたしましても行

政とともに知恵を出し合い、感染防止対策と

社会経済活動のバランスを取りながら、市民

の皆さまが平穏な生活を取り戻せるよう努力

をしてまいる所存です。

　さて、本市は今年、記念すべき市制施行

１００周年という大きな節目を迎え、尾張地域

初の中核市へ移行いたします。中核市となる

ことにより、福祉、保健衛生、環境、都市計

画、教育分野といった幅広い分野において多

くの事務を県に代わって直接市で行うことが

できるようになります。市議会としても、市

民の皆さまへ地域の実情に合ったより質の高

い行政サービスを迅速な対応で提供できるよ

う、しっかり働き掛けをしてまいります。

　今後とも、議員一丸となり、分かりやすく

開かれた市議会となるよう、取り組んでまい

りますので、市民の皆さまの一層のご支援と

ご協力を賜りますようお願いいたします。

　最後に、本年が皆さまにとってより良い年

となりますよう祈念いたしまして、年頭のあ

いさつといたします。

一宮市議会議長

横 井　忠 史
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１月の行事予定

 1  １３８タワーパーク・新春のイベント（～５日／２０㌻）

まちづくり子どもアイデアパネル展示会（～７日／  ＩＤ  １００２１６２ ）

第８期高齢者福祉計画（介護保険事業計画を含む） 意見募集（～２０日／  ＩＤ  １０３７３０２ ）

第３次障害者基本計画、第６期障害福祉計画、第２期障害児福祉計画 意見募集（～２０日／  ＩＤ  １０３７２２８ ）

一般廃棄物処理基本計画 意見募集（～２２日／  ＩＤ  １０３７４５２ ）

一宮イルミネーション（～３１日／  ＩＤ  １０２６８０９ ）

美術館・コレクション展（常設展）「三岸節子の言葉とともに」（～４月１１日／  ＩＤ  １０３６０６９ ）

4  市役所仕事始め

7  市立小中学校始業式

10  一宮市成人式・新成人のつどい（  ＩＤ  １００１２５０ ）

16  イオンモール木曽川でマイナンバーカードの申請を受け付け（７㌻）

博物館・企画展「くらしの道具～民話の世界から～」（～３月１４日／１３㌻）

17  消防出初式（１５㌻）

18  食品衛生監視指導計画 意見募集（～２月１８日／８㌻）

24  一宮市１００周年記念講演会「教え『育つ』教育を考える」（５㌻）

30  美術館・企画展「自画像展～ひとみの中に自分がいる～」（～３月１４日／１２㌻）

各記事に掲載の  ＩＤ （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。

人口と世帯数 １２月１日現在

人口…３８４，２２７（▲ １５）男…１８７，７８５（▲ １６）女…１９６，４４２（＋  １）世帯数…１６３，４８８（＋１３７）※（ ）内は前月対比

１月の時間外証明窓口

市役所の開庁時間 午前８時３０分～午後５時１５分

時間延長…７・１４・２１・２８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…２４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

Ｅｖｅｎｔ ｓｃｈｅｄｕｌｅ

市政へのご意見・ご要望は

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

納付のお知らせ

市 県 民 税（第４期分）
国 民 健 康 保 険 税（第７期分）
後期高齢者医療保険料（第７期分）
介 護 保 険 料（第７期分）

納付は ２月１日（月） までに

Ｗｈｅｎ ｅｎｔｅｒｉｎｇ  ＩＤ  (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 ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎｐａｇｅ ｉｓ  ＩＤ  １００４９５８.

　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。

表示１０２１４３５

　一部の掲載記事の内容は、
市議会の議決後、実施します。

１００９９５６ＩＤ

１０００２２７ＩＤ

１００４９５６ＩＤ

１０００８７５ＩＤ

ＩＤ
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【問】政策課１００周年推進室　（８５）７４３３

１月１２日（火）（必着）までに電子申請、または住所・氏名・電話番号

・参加希望人数（２人まで。同伴者の氏名も記入）を記入の上、ハ

ガキ（〒４９１－８５０１　本庁舎１００周年推進室）。申し込みは１人１

回２人分まで　※車椅子、手話通訳が必要な方はご連絡ください。

一宮市一宮市はは

中核市中核市へへ

　一宮市は、市制施行１００周年を迎える２０２１（令和３）年４月に中核市

へ移行します。中核市に関するいろいろな情報を紹介します。

第１７回 中核市になると、ここが変わる！ 環境分野②

【問】中核市移行推進課　（８５）７００３

　中核市になると、大気中に含まれる呼吸器障害などの健康被害を及ぼ

す物質や、酸性雨や光化学スモッグの原因物質などを、県に代わって市

が測定します。実施に当たっては、県の大気測定局を譲り受けるととも

に、新たに自動車排出ガス測定のための測定局や機器を整備し、市内に

おける大気汚染状況の監視体制を強化します。 ▲平島大気測定局

大気汚染状況を常時監視し、迅速な把握・情報提供を実施大気汚染状況を常時監視し、迅速な把握・情報提供を実施

　雑草が繁茂し、周辺に悪影響を及ぼすような空き地を、その所有者に適切に管理させるため、市

独自の条例を制定します。条例に基づく所有者への指導を行い、良好な生活環境の保全に努めます。

空き地の不良状態の解消に向けた取り組みを推進空き地の不良状態の解消に向けた取り組みを推進

１月２４日（日）　午後２時　一宮市民会館

申し込み

一宮市１００周年記念講演会

一宮市１００周年記念講演会

１０３７５１１ＩＤ

講師　　林 修 先生

（東進ハイスクール　東進衛星予備校　現代文講師）

７５０人

（抽選）

午後３時３０分～４時３０分

教え「育つ」 教育を考える

調整中（林修先生は出演しません）出演者

※この事業は、宝くじの社会貢献事業の一環として実施されます。

デジタル×教育
パネルディスカッション

未来の学校をデザインする
～子どもの学びをもっとおもしろくする方法～
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市政最前線

　新型コロナウイルス感染症関連の誹謗中傷に関して、

相談できる弁護士を紹介します。

新型コロナウイルス感染症関連の １０３７３０３ＩＤ

【問】商工観光課　（２８）９１３０事業者の方へ

【問】行政課　（２８）８９５６

受け付けの際に、相談

を希望する日時を指定

市が愛知県弁護士会と

相談日時・場所を調整

３
相談日時・場所を記載

した「弁護士相談受付

済証」を自宅へ郵送

４
弁護士相談受付済証を

持参の上、相談

※一つの案件につき

　３時間まで

補助対象など詳しくは、　　　　　補助対象など詳しくは、　　　　　　　をご確認くださいをご確認ください１０３７５７５ＩＤ

３月５日（金）（必着）までに申請書を郵送

申請方法

補助対象経費の補助対象経費の３３分の分の２２
（上限２０万円。１，０００円未満切り捨て）

補助額

３密対策３密対策

リフォーム等リフォーム等のの費用費用をを補助補助
　令和２年１０月１日（木）～３年２月２８日（日）に、市内の事業所で

３密対策に取り組んだ事業者に、その経費の一部を補助します。

誹誹
ひひ

謗謗
ぼ うぼ う

中傷中傷にお悩みの方へにお悩みの方へ

弁護士弁護士にに相談相談できますできます

１ ２

弁護士相談の流れ弁護士相談の流れ

月～金曜日の午前８時３０分～午後

５時１５分に電話、または本人確認書

類を持参の上、本庁舎行政課

※年末年始、祝休日を除く

市内在住の方対　象

申し込み

無料で
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１０３７５８８ＩＤ

市に住民登録があり、初めてマイナンバー

カードを申請する方

対　象

持ち物

◆マイナンバーが分かるもの

通知カードまたは個人番号通知書

◆住所が分かるもの

本人確認書類（運転免許証など）

※顔写真は当日撮影

　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、給付金を支給しています。

【問】子育て支援課　（２８）９７６８

申請期限は

２月２６日（金）

（ 消 印 有 効 ）

ひとり親世帯
臨時特別給付金 申請はお済みですか

対 象

申請方法など詳しくは、

をご確認ください

　①②の方で、現況届の提出時などに追加給付の

申請をしなかった方も、その後新型コロナウイル

ス感染症の影響により収入が大きく減少している

場合は、申請ができます。

　マイナンバーカードは交付案内通知を後日

送付し、住所地により本庁舎または尾西・木

曽川庁舎での受け取りとなります。

【問】市民課　（２８）８９７２

１月１６日（土）　①午前１０時 ②午後１時　
各１００人（先着）

イオンモール木曽川で

マイナンバーカードの申請をサポート

１ 令和２年６月分の児童扶養手当の支給を受け

ている方

公的年金などを受給していることにより令和

２年６月分の児童扶養手当の支給を受けてい

ない方

２

※ 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

３ 下記のいずれかに該当する方

◆ 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

◆ 令和２年６月以降に児童扶養手当の支給要

件に該当した
１０３５６６６ＩＤ
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市政ニュース

募集期間 ▼１月１８日（月）～２月１８日（木）（必着）

提出方法 ▼ 持参または郵送（〒４９１－８５０１　本庁舎保健所

設置準備室）・ファクス（（７３）９１２８）・電子

メール（hokenjo@city.ichinomiya.lg.jp)

　食の安全を確保するため、食品衛生法に基づく「食品

衛生監視指導計画」の素案を作成しました。食の安全を
確保するための計画

【問】健康づくり課保健所設置準備室　

（８５）７００４１０３７５６４ＩＤ

市民意見提出制度 　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。意見 を募集します

【問】一宮税務署　（７２）４３３１　　　市民税課　（２８）８９６３

令和２年分 所得税、市民税・県民税の申告

市民税・県民税の申告相談会場は市民税・県民税の申告相談会場は

予約制予約制ですです

医療費控除を受ける申告には医療費控除を受ける申告には

「医療費の明細書」「医療費の明細書」が必要が必要

　２月１６日（火）～３月１５日（月）に市が開設する市民税・県民税の

申告相談会場は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する

ため、予約制にします。予約がない方は原則入場できません。

１０３７５８５ＩＤ

一宮地場産業ファッションデザインセンターの一宮地場産業ファッションデザインセンターの

確定申告会場確定申告会場はは入場整理券入場整理券が必要が必要

　令和２年分以後は「医療費の明細書」の添付が必要です。

従来の医療費の領収書の提示・提出では受け付けませんので、ご注意ください。

※医療費の領収書は自宅で５年間保存する必要があり、税務署から求められたときは、

提示または提出しなければなりません。

電話予約電話予約

（８５）７４３７
専用ダイヤル

（午前９時～午後４時。

� 土・日曜日、祝日を除く）

ネット予約ネット予約

２２月月１１日日（月）（月）

午前９時午前９時

受け付け開始受け付け開始

①２月１日（月）～１５日（月）

②２月１６日（火）～３月１５日（月）

③３月１６日（火）～３０日（火）

開設
期間

１０３７５８５ＩＤ から

アクセス　　 ▼

　入場整理券は当日会場で配布するほか、オンラインでの事前発行も行う予定です。

詳しくは国税庁ウェブサイトをご確認ください。

※土・日曜日、祝日を除く（２月２１日・２８日は開設）

※申告納税の期限は、所得税・贈与税が３月１５日、消費税が３月３１日です。

①③は下記を主な対象として受け付けます。

▼公的年金を受給している方

▼給与所得者で住宅ローン控除を初めて申告する方

▼贈与税の申告をする方

▼申告義務のない方が行う還付申告

▼個人事業主の消費税の申告

主な対象

主な対象

国税庁ウェブサイト
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給与支払報告書・償却資産申告書

住宅用地申告書・被災住宅用地申告書 ２月１日(月)までに提出を

給与支払報告書 【問】市民税課　（２８）８９６４ １０１２３８９ＩＤ

▽給与支払報告書（市区町村提出用）は総括表を

付けてご提出ください。

従業員（給与所得者）を雇って事業

や商売を営み、令和２年中に給与

を支払っている方

◆対　象

本庁舎市民税課、尾西庁舎窓口課、

木曽川庁舎総務窓口課、出張所

◆提出先

※提出先は、令和３年１月１日（退職者は

退職時）に給与所得者が居住している

市区町村

償却資産申告書 【問】資産税課　（２８）８９６７ １０２１９８４ＩＤ

市内で事業のために使用している

機械・設備・備品などの償却資産が

ある方

◆対　象

本庁舎資産税課、尾西庁舎窓口課、

木曽川庁舎総務窓口課、出張所

◆提出先

▽新設の事業所は、対象となる全部の償却資産を

申告してください。

▽テナントなどの借用建物で、賃借人が施工した

事業用の内装・造作・建築設備などは、賃借人

の償却資産として申告してください。

住宅用地申告書 【問】資産税課　（２８）８９６５ １００５４４９ＩＤ

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

それぞれ税負担が異なります。詳しくは、お尋ねください。

令和２年１月２日～３年１月１日に、

新築や取り壊しなどで利用状況が変

わった、右記のいずれかに該当する

土地の所有者

◆対　象

本庁舎資産税課、尾西庁舎窓口課、

木曽川庁舎総務窓口課、出張所

◆提出先

被災住宅用地申告書 【問】資産税課　（２８）８９６５ １００５４４６ＩＤ

　令和２年１月２日～３年１月１日に、風水害や火災などで住宅が壊れたりなくなったりし、

３年１月１日現在で家屋や構築物の敷地として利用できない住宅用地は、災害の発生後２年度

分に限り住宅用地の特例（みなし住宅用地）の適用対象になる場合があります。該当する方は、

本庁舎資産税課へご相談の上、申告書をご提出ください。

　新しく事業を始めた方や、以前から事業を営んで

いて申告書が１２月中に届いていない方は、お申し

出ください。

※「令和３年度固定資産税償却資産の申告について」

のハガキで、償却資産の増減が「なし」と回答し

た方は、申告する必要はありません。

▽専用住宅または併用住宅（居住部分の床面積

が４分の１以上）を新築した（建て替えを除く）

▽専用住宅を併用住宅または工場・店舗・倉庫な

どの非住宅に利用変更した

▽併用住宅または工場・店舗・倉庫などの非住宅

を専用住宅に利用変更した

▽住宅を取り壊し、空き地や駐車場などにした

申告についてのお願い申告についてのお願い

　地方税ポータルシステム（エルタックス）では、

給与支払報告書が提出できるほか、給与から特別

徴収した個人住民税の納入もできます。

※令和２年分から、前々年に税務署に提出すべき

源泉徴収票が１００枚以上の支払者は、エルタッ

クスまたは光ディスクなどで提出することが義

務付けられました。

提出・納入はエルタックスで

エルタックスでも提出できます

　詳しくは、エルタックスのウェブ

サイトをご確認ください。

� https://www.eltax.lta.go.jp� ▼
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市政ニュース

１月１５日（金）までに電子申請・電話、

または住所・氏名（ふりがな）・電話

番号・メールアドレスを記入し「就職

応援セミナー」と明記の上、ファクス

（（７３）９１２８）

【問】政策課　（２８）８９５２

１０３７４６５ＩＤ

１月２５日（月）～２月１２日（金）

ＹｏｕＴｕｂｅ で
オンラインセミナー

Ｚｏｏｍ で
面接体験会（抽選）

２月５日（金） 午前１０時

女性のための女性のための

就職応援セミナー就職応援セミナー

オンラインで学ぶ

私のセールス
ポイントは？ 扶養・社会保険

など、お金の話

オンライン
面接のコツ

就職・再就職で感じる
就職・再就職で感じる

小さな不安や疑問を解消
小さな不安や疑問を解消

市内在住の女性の方対 象

申し込み

に参加しませんか

ｉｃｈｉ恋 交流会ｉｃｈｉ恋 交流会

若い世代の方に、交際や結婚のきっかけとなる出会いの場を提供します。

対　象

１８歳～３９歳までの独身の方

※男性は市内在住・在勤・在学の方

日時・会場

３月１３日（土）　午後２時～５時

木曽川庁舎３階研修室ほか

参加料

１，２５０円

定　員

男女各８人（抽選）

申し込み

２月９日（火）までに電子申請

【問】青少年育成課　（８４）００１７

出会いや交流を求める若い世代の方へ出会いや交流を求める若い世代の方へ １０３７５８０ＩＤ
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【問】いちのみやリバーサイドフェスティバル運営協議会事務局（本庁舎公園緑地課内）　（２８）８６３６

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

▼出　演

　午前９時３０分～午後３時３０分の３０分間程度

　※出演料なし。タイムテーブルは事務局で決定
▼申し込み

　１月２２日（金）までに申込書を事務局（抽選）

▼出展料

①社会貢献活動が主のもの＝無料

②企業の販売物が主のもの＝２万円・４万円

▼申し込み

　１月２２日（金）までに申込書を事務局（抽選）

野外ステージの出演者を募集

体験教室などの出展者を募集

リバーサイドフェスティバル
にご協力を

１３８タワーパークで開催
５月３日（祝）～５日（祝）に

▼協賛内容

①１口　２０万円＝

②１口　５万円＝

③物品での協賛＝

【特典】

　   野外ステージ壁面に広告掲示

　   リーフレットへの掲載

　   協賛ブースでの広告・宣伝などの掲示

▼申し込み

①②は２月１２日（金）まで、③は３月２６日

（金）までに申込書を事務局

協賛者を募集

Ｂ

Ｂ

ＢＣ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ａ

Ａ

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

令和３年度の記念品として、特産品などを提供していただける事業者を募集します。

申込書ダウンロード可

【問】行政課　（２８）８９５６

いちのみや応援寄付金（ふるさと納税）

協賛企業になると…

記念品をふるさと納税ポータルサイトに掲載

記念品の協賛企業を募集

１００５７１７ＩＤ

一宮市内で生産されたものやサービス

で、市の魅力を体感できるものや市の

ＰＲにつながるもの

記念品の要件

１月１３日（水）から申込書を持参または

郵送・電子メール

申し込み

応募資格

▼市税の滞納がないこと

▼インターネットを使えること

記念品贈呈の流れ記念品贈呈の流れ

一宮市 協賛企業

寄付者

記念品代の支払い

送付先の連絡

送付実績の報告 ④④

⑤⑤
②②

①①

③③

寄付寄付（ふるさと納税）（ふるさと納税）

記念品の選択記念品の選択

記念品の発送記念品の発送
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市政ニュース

　三岸節子にとっての画壇へのデビュー作は２０歳の「自画像」。

節子に影響を与えたり、若き日からさまざまな時期に関わりを

持った画家たちを中心に、明治期から現代に至るまでの自画像

５９点を展示します。

２月１３日（土）(必着）までに電話、または住所・氏名・電話番号を記入し「描い

てみよう！自画像」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 ）

三岸節子記念美術館　企画展

※月曜日、２月１２日（金）・
２４日（水）は休館

１月３０日（土）～３月１４日（日）
午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで）

自画像と肖像画

描いてみよう！ 自画像

講演会

ワークショップ

学芸員によるギャラリートーク

熊澤弘さん（東京藝術大学大学美術館准教授）

６０人（先着）

２月２０日（土） 午後２時（１時３０分開場）

２月２７日（土） 午後１時３０分～３時

２月７日（日）・２８日（日） 午後２時

起工業高校デザイン科生の自画像１２０点も展示

１０３７６３１ＩＤ

自画像展～ひとみの中に
自分がいる～

▲

佐
伯
祐
三

講　師

定　員

絹谷幸二さん（東京藝術大学名誉教授）

１８人（抽選）

講　師

定　員 小学生（３年生以下は保護者同伴）対　象

申し込み

大人 ▼１，０００円　高・大学生 ▼５００円　中学生以下 ▼無料

ＨＡＩＫＡＩ
～ 展 覧 会 の 人 ～

パフォーマンス １０３７５１６ＩＤ

２月１４日（日）　午後２時

４０人（先着）※当日午後１時から整理券を配布

原智彦さん（ハラプロジェクト代表）

企画展観覧料（上記参照）が必要

日　時

出　演

定　員

観覧料

【問】三岸節子記念美術館　（６３）２８９２

「

自
画
像」

１
９
１
７
年（

三
重
県
立
美
術
館
蔵）

▲

黒
田
清
輝「

自
画
像」

１
８
９
７
年

（

久
米
美
術
館
蔵）
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くらし体験講座

中学生以下（小学４年生以下は保護者同伴）

くらしの道具
～民話の世界から～

１月１６日（土）～３月１４日（日）
午前９時３０分～午後５時（入館は４時３０分まで）

博物館　企画展 １０３７３６９ＩＤ

※月曜日、２月１２日（金）・２４日（水）は休館

とびだす！ 動く！ しかけ絵本を作ってみよう
２月７日（日） ①午前１１時 ②午後２時

対　象

定　員 各８人　※３０分前から整理券を配布

参加料 各１００円

小学生

昔の道具を調査しよう！

２月２１日（日） ①午前１１時 ②午後２時

対　象

定　員 各１０人　※３０分前から整理券を配布

【問】博物館　（４６）３２１５

たいけんの森

期間中の土・日曜日、祝日　午前９時３０分～午後４時３０分

（正午～午後１時を除く）

高校生以上１００円、中学生以下無料

日　時

参加料

２月６日（土）～３月２８日（日）

からくりおもちゃ

六角がえし
１月３１日（日）まで

土器の

しかけ絵カード

大人 ▼３００円　高・大学生 ▼１５０円　中学生以下 ▼無料

　昔の生活道具に加えて、日本各地に伝わる民話をテーマに、

お話の中に登場する道具を展示します。
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市政ニュース

　市では、４月以降新たに保育園（小規模保育

事業所・事業所内保育事業所を含む）へ入園を

希望する方の追加申し込みを受け付けます。入

所条件や入所できる保育園など詳しくは、２月

１日（月）以降に  ＩＤ  １０１６７８５をご確認ください。

申し込み／２月１日（月）～１５日（月）に申込用紙など

を本庁舎保育課。申込用紙は保育園、

保育課で配布

※市立保育園は、申込時に面接を行うため、開

庁時間内に児童と一緒にお越しください。

　国民年金は国が運営する年金制度で、国内に

住所がある方は２０歳から加入しなければなりま

せん。国民年金は老後だけでなく、病気・けが

で障害が残ったときなど万が一のときには、あ

なたや家族の生活を支えてくれます。厚生年金

に加入していない方には、２０歳になると加入の

お知らせおよび納付書などが日本年金機構から

送付されます。お知らせなどが届かない場合は、

一宮年金事務所（（４５）１４１８）へお問い合わせく

ださい。

保険料を納めましょう

　年金を受給するには、保険料をきちんと納付

しなければなりません。ただし所得が少なく納

付が困難な方や学生の方には、保険料を免除・

猶予する制度がありますので、ご相談ください。

日 時／１月２１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／１月４日（月）～１９日（火）に電話で商工観

光課

　市が発行する資料を自由に閲覧できるよう、

市役所本庁舎１階、尾西・木曽川庁舎１階に市

資料コーナーを設けています。現在、閲覧でき

る主な資料は、次のとおりです。

▽市長交際費、議会交際費、議会会議録、予算書、

決算書、建設工事入札契約結果、市民意見提

出制度公表資料、総合計画公表資料

　案内書（申込書）は、１月５日（火）から本庁舎

市営住宅管理事務所、尾西庁舎窓口課、木曽川

庁舎総務窓口課、出張所で配布します。申し込

み資格は、案内書でご確認ください。

募集住宅／花祇・松降・朝日・大山・時之島・春明

・苅安賀・島村・毛受・東五城・開明・

開信・冨田・玉野などの３階建て以上

の中高層住宅

申し込み／１月１２日（火）～２１日（木）（必着）までに

申込書を郵送または持参

※入居希望者のない部屋は、２月５日（金）から

先着順で追加募集あり

縦覧期間／１月４日（月）～１８日（月）（市民・利害関

係者は市へ意見書を提出可。土・日曜

日、祝日を除く）

縦覧場所／本庁舎都市計画課

対 象／市街化区域内の合計面積３００以上の

農地（商業地域・工業専用地域を除く）

申し込み／１月４日（月）～３月３１日（水）に必要書類

を本庁舎農業振興課

※必要書類など詳しくは、お尋ねください。

保育園の入園申し込み（追加分）
２月１日～１５日に受け付け

【問】保育課　（２８）９０２４

弁護士による
多重債務者無料相談会

【問】商工観光課　（２８）９１４８

ＩＤ  １０２１１６３

新成人のあなたへ

スタートは２０歳！ 国民年金

【問】保険年金課　（２８）９０１４

ＩＤ  １０００８４９

市営住宅（定期募集）を受け付け

【問】市営住宅管理事務所　（２８）８６４９

ＩＤ  １０３７２９６

市資料コーナーのご利用を

【問】行政課　（２８）８９５７

ＩＤ  １００００６５

尾張都市計画

「一宮稲沢北ＩＣ西部」および
「本町２丁目」地区計画案の縦覧

【問】都市計画課　（２８）８６３２

ＩＤ  １０３５６６２

生産緑地地区に追加指定する
農地を募集

【問】農業振興課　（２８）９１３５

ＩＤ  １０２７０８５
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Ｐｉｃｋｕｐ Ｎｅｗｓ

　１月２６日は「文化財防火デー」です。文化財

の防火について関心を高め、かけがえのない文

化財を保護しましょう。

文化財防火訓練

日 時／１月２６日（火）　午前１０時

会 場／真清田神社（真清田１丁目）

　国民健康保険税（（２８）９０１２）・後期高齢者

医療保険料（（２８）８９８５）・介護保険料（（２８）

９０１９）を納めている方へ、１月末までに納付確

認書を送付します（年金からの特別徴収だけの

方を除く）。確定申告などの社会保険料控除に

ご利用ください。

　四輪以上および三輪の軽自動車（電気自動車

などを除く）は、最初の新規検査から１３年を経

過すると、軽自動車税（種別割）の税率が重く

なります（重課）。３年度は、平成２０年３月ま

でに最初の新規検査を受けた車両が対象になり

ます。最初の新規検査を受けた年月は、自動車

検査証の「初度検査年月」欄で確認できます。

詳しくは、  ＩＤ  １０００９５２をご確認ください。

重課の税率（年額）

▽乗用自家用＝１万２，９００円

▽貨物用自家用＝６，０００円　ほか

　身体障害者・療育・精神障害者保健福祉・被

爆者手帳を持っている方が、転居・死亡、振込

先の変更や特定の施設に入所した場合は、速や

かに本庁舎福祉課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁

舎総務窓口課で手続きをしてください。なお過

払いがあった場合は、返納が必要です。

軽自動車の経年車に
重課の税率を適用

【問】市民税課　（２８）８９６２

文化財を火災から守りましょう

【問】博物館　（４６）３２１５

ＩＤ  １０３７４８５

納付確認書を送付

【問】保険年金課
【問】介護保険課

ＩＤ  １０１８１１４

障害者手当を受給している方へ

手当の異動手続きはお早めに

【問】福祉課　（２８）９０１７

ＩＤ  １００１１１３

地域防災の要

消防団員を募集

市内２５の消防分団には、

市内２５の消防分団には、若い力が必要です
若い力が必要です！！

※報酬・手当あり。活動に必要な装備などは貸与

消防団の

役割

地域の防火・消火活動

さまざまな災害時の防御活動

巡回広報・特別警戒などの活動

入団資格
市内在住・在勤・在学の

１８歳以上の方

消防車両が大集合

消防出初式を開催

※悪天候時は中止

九品地公園競技場

【問】消防本部総務課　（７２）１１９３

１月１７日（日）午前１０時

式典・太鼓演奏・式典・太鼓演奏・

車両分列行進・一斉放水ほか
車両分列行進・一斉放水ほか

１０２２１２４ＩＤ

１０３７５０３ＩＤ
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環境センター
ニュース

主な重点犯罪 交通事故

【問】市民協働課　（２８）８６７１

　火災の原因となるスプレー缶やリチウム

イオン電池、資源となるプラスチック製容

器包装や空き缶類などが、不燃ごみにどの

くらい混入しているのかを調査したところ、

不燃ごみのうち、約１６％が不燃ごみ対象

外品であることが分かりました。右記グラ

フは不燃ごみ対象外品の内訳です。プラス

チック製容器包装や空き缶金属類などのリ

サイクル資源が多く交ざっており、火災の

原因となる中身の残ったライター、スプレ

ー缶などの危険ごみやリチウムイオン電池

などの充電式電池なども含まれていました。

【問】環境センター　（４５）７００４

区　分 件　数

刑 法 犯 １，７１３（▲１９１）

侵 入 盗 １７１（▲ ３９）

（うち住宅対象） 〔９５（▲２３）〕

自動車関連窃盗 １５５（▲ ５７）

特殊詐欺 ３３（＋ １４）

区　分 件　数 人　数

死　亡 ７（＋ ３） ７（＋ ３）

重　症 ４０（＋ １６） ４３（＋ １８）

軽　傷 ９８８（▲３２５）１，１６３（▲４０９）

計 １，０３５（▲３０６）１，２１３（▲３８８）

（ ）内は前年対比

市内の犯罪・事故（１０月末現在）

特殊詐欺の被害防止特殊詐欺の被害防止

　令和２年中の市内の特殊詐欺の認知件数は、平

成３１・令和元年と比べ大幅に増加しました。また

被害に至らないまでも、前兆電話が多数確認され

ています。次の特殊詐欺の被害防止対策を実践し

ましょう。

▽在宅時でも常時、留守番電話設定にしたり、被

害防止機能付き電話機などの被害防止機器を活

用する

▽電話の相手が「キャッシュカード」「暗証番号」

と話したら、すぐに電話を切り、警察に相談す

る。他人にキャッシュカードを絶対に渡さない

▽有料サイトの利用料などを請求するメールや、

「訴訟」「差し押さえ」などと書かれたハガキや

封書が届いても、絶対に電話をしない

事件・事故事件・事故

緊急事案は１１０番緊急事案は１１０番

　１月１０日は「１１０番の日」で

す。１１０番は事件・事故など、

緊急事態に遭遇したときのための「緊急電話」です。

「ひったくりなどの被害に遭った、目撃した」「見掛

けない人が家の中をのぞいている」「当て逃げ・ひ

き逃げ事故などに遭った、目撃した」などで、すぐ

に警察官に現場へ来てほしい場合は、すぐに１１０番

通報し、慌てず、焦らず、簡潔明瞭に、警察官から

の質問にお答えください。

地理案内や相談事など緊急の対応を必要としない

場合は、警察相談ダイヤル「＃９１１０」または最寄

りの警察署へご相談ください。

【問】一宮警察署　（２４）０１１０

▲一宮警察署
　防犯キャラクター
　ＬＯＣＫＥＹ

不燃ごみの中には、こんなものが…不燃ごみの中には、こんなものが…

１０３７０８６ＩＤ

ごみと資源の分別にご協力を

不燃ごみ対象外品内訳

危険ごみ

２．７％

１８．２％

プラスチック製容器包装

ペットボトル

１．７％

充電式電池・

充電式電池内蔵製品

３８．７％

可燃物に

該当するもの

２．８％

その他資源・

有害ごみ

３６．０％

空き缶・金属類
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１月の無料相談１月の無料相談

▲

電場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

相談名 日　時 相談電話・会場

生
活
・
市
政

市民総合

月～金曜日　９：００～１７：００

（４・８・１５・２２日の午後、１・

１１日を除く）

思いやり会館３階

（７３）４３６３

行 政
６日（水）・２０日（水）　１０：００

～１２：００

思いやり会館３階

（７３）４３６３

多重債務
月～金曜日　９：００～１２：００

（１・１１日を除く）

本庁舎９階相談室

（２８）８９８４

司法書士の

多重債務
１０日（日）　１３：００～１６：００

－ビル６階

愛知県司法書士会一宮支部

０８０（３６２０）７６５４

消費生活
月～金曜日　９：００～１６：３０

（１・１１日を除く）

本庁舎９階相談室

（７１）２１８５

交通事故

７日（木）・２５日（月）　１３：３０～

１６：００

＜予約制　０５２（９６２）５１００

（県民相談・情報センター）＞

思いやり会館３階

人 権 １３日（水）　１３：００～１６：００
思いやり会館３階

尾西庁舎４階

行政書士の

許認可手続
２１日（木）　１３：００～１６：００ 思いやり会館３階

仕
事

職場での

悩みごと

８日（金）　１３：００～１６：００

＜予約制　０５２（９６１）８０７０

（尾張県民事務所産業労働課）＞

本庁舎４階

４０１会議室

内 職

木曜日　１０：００～１５：００
思いやり会館４階

（７２）５０５２

火曜日　１０：００～１５：００
尾西庁舎４階

（６３）４８００

女
性
・
青
少
年

女 性

悩みごと

月～金曜日　１０：００～１６：３０

（１・１１日を除く）

本庁舎２階

こども家庭相談室

（２８）９１４９

子ども・若者

悩みごと

火～土曜日　９：００～１７：００

（１・２・１２日を除く）

青少年センター

（８４）０００３

若 者

就職心理

火～土曜日　１０：００～１７：００

（１・２・１２日を除く）

＜予約制　（５５）９２８６

（火～土曜日　１０：００～１８：００）＞

－ビル６階

いちのみや若者サポート

ステーション

相談名 日　時 相談電話・会場

福
祉

生活支援
月～金曜日　８：３０～１７：１５

（１・１１日を除く）

本庁舎２階生活福祉課

（２８）９１４５

ひとり親

家 庭

月～金曜日　１０：００～１６：３０

（１・１１日を除く）

本庁舎２階

こども家庭相談室

（２８）９１３３

火曜日　１０：００～１２：００
思いやり会館２階

（７１）６５５１

高 齢 者
月～金曜日　９：００～１７：００

（ 1・１１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

障害者生活・

サービス利用

月～金曜日　９：００～１７：００

（１・１１日を除く）

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

精神障害者

家 族

月・水曜日　１０：００～１５：００

（１１日を除く）

思いやり会館４階

（７３）０５０５

不
動
産
・
建
設

不動産取引

と悩みごと

１８日（月）　１３：００～１６：００ 思いやり会館３階

２０日（水）　１３：００～１６：００ 尾西庁舎４階

登 記

２８日（木）　１３：００～１６：００

（１２：００から受け付け）
思いやり会館３階

２０日（水）　１３：００～１５：００

（１２：３０から受け付け）
尾西庁舎４階

登 記・

境界問題
１６日（土）　９：３０～１２：３０

－ビル６階

愛知県土地家屋調査士会

一宮支部

建築・地震 １２日（火）　１３：００～１６：００ 思いやり会館３階

２月の２月の
法律相談法律相談
（予約制）（予約制）

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。

日　時 会　場 申し込み

５日（金）・１２日（金）・１９日（金）・２６日（金）

１３：００～１６：００

思いやり会館３階

（市民総合相談室）

１月１２日（火）の午前９時から

電話で市民総合相談室

（（７３）４３６３）

※１月分は随時受け付け中１０日（水）・２４日（水）　１３：００～１６：００ 尾西庁舎４階

１０３７７７４ＩＤ

１００１９５５ＩＤ
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情報ＢＯＸ

ス
ポ

ー

ツ

催
し
も
の

募
　
集

そ
の
他

※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

ジュニア教室
� ＩＤ��１０３７４１９

日 時／２月６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／市内在住の小学５・６年生

内 容／サンドブラスターでガラス

面に砂を吹き付けて模様を付け、ガ

ラスアートを作る

定 員／９人（抽選）

申し込み／１月２０日（水）までに電話・

電子申請、または住所・氏名・学年

・保護者名・電話番号を記入し「ジ

ュニア教室」と明記の上、ファクス

（（８７）６６３３）

問い合わせ／青少年育成課　（８４）００１７

大人のための 
ブックコート教室
� ＩＤ��１０２５４２４

日 時／１月２４日（日）　午後１時３０

分～２時３０分

会 場／ －ビル６階中央図書館

対 象／市内在住・在勤の２０歳以上

の方（学生を除く）

内 容／本を持ち寄り、図書館の蔵

書のように特殊なフィルムでカバー

をする（１人２冊まで）

定 員／１０人（抽選）

受講料／１００円（材料費）

申し込み／１月５日（火）～１４日（木）まで

に中央図書館（休館日を除く）

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

英文多読入門講座
� ＩＤ��１０２５４２３

日 時／１月３０日（土）　午後１時～

３時１０分

会 場／ －ビル６階中央図書館

対 象／高校生以上の方

内 容／簡単な語
ご い

彙の本をたくさん

読む「英文多読」の楽しさを学ぶ

講 師／西澤一さん（豊田工業高等

専門学校教授）

定 員／２０人（抽選）

受講料／５００円

申し込み／１月５日（火）～１４日（木）に電

話で中央図書館

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

バレンタイン 
チョコスイーツ教室
� ＩＤ��１０１１１２２

日 時／２月３日（水）　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

歳以上の方（高校生を除く）

定 員／１２人（抽選）

受講料／１，６００円（教材費を含む）

申し込み／１月２０日（水）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

市民短歌教室
� ＩＤ��１０１８０１２

日 時／１月１０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１月５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

市民川柳教室
� ＩＤ��１０１８０１４

日 時／１月２４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１月１９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

環境学習講座
� ＩＤ��１０２２２２５�申込書ダウンロード可

日 時／２月６日（土）　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／「地球温暖化から防災を考

える」をテーマに、生活の中でどの

ように備えていくか学ぶ

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／１月２５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

親子自然工作教室

日 時／１月２３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／１５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

尾張西地区文化講演会
� ＩＤ��１０３７４６１

日 時／２月４日（木）　午後７時～

８時３０分

会 場／尾西グリーンプラザ

演 題／「爆笑！�プライドを捨て

た男の人生訓」

講 師／杉村太蔵さん（元衆議院議

員）

定 員／２２０人（先着）

申し込み／１月２５日（月）（必着）までに

住所・氏名・電話番号・職業を記入

し「杉村太蔵講演会」と明記の上、

往復ハガキ（〒４５０－０００２　名古屋

市中村区名駅４－４－３８　愛知県

労働協会労働教育グループ）。申し

込みは１枚２人分

問い合わせ／愛知県労働協会　０５２

（４８５）７１５４

教室講座教
室
講
座
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教
室
講
座

普通救命講習
� ＩＤ��１０００４９９

日 時／①１月

３０日（土）②３１日（日）　

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／各１０人（先着。１０人程度の

団体は随時開催）

申し込み／１月４日（月）～１５日（金）に電

話または電子申請

問い合わせ／一宮消防署　（７２）１１０３

家庭介護のための 
ハートフルケアセミナー
� ＩＤ��１０１３４６９

日 時／１月２６日（火）　午後１時～

２時

会 場／コミュニティプラザ友（泉

２丁目）

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／１０人（抽選）

申し込み／１月８日（金）までに電話で

地域包括支援センターまちなか（

（８５）８６７２）

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

アーチェリー初心者教室

日 時／２月１４日～３月１４日の日曜

日　午前９時３０分～正午（３回）

会 場／いちのみや中央プラザ体育

館尾西信金アリーナ

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／１月５日（火）～２１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

アクティブ・チャイルド・ 
プログラム指導者講習会

日 時／２月６日（土）　午前１０時～

正午

会 場／いちのみや中央プラザ体育

館

対 象／市内在住・在勤のスポーツ

指導者

内 容／子どもの体力・運動能力の

向上を目指した遊びの指導

定 員／５０人（先着）

申し込み／１月５日（火）～２９日（金）に電

話でスポーツ協会

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８

ジュニアスキー教室

日 時／３月２０日（祝）・２１日（日）

会 場／ヘブンスそのはらＳＮＯＷ　

ＷＯＲＬＤ（長野県下伊那郡阿智村）

対 象／市内在住・在学の小学３年

生～高校生

定 員／２８人（抽選）

受講料／小学生２万４，０００円、中学

・高校生２万８，０００円（宿泊代・交

通費を含む）

申し込み／２月１８日（木）の午後７時～

７時１５分に受講料を持参の上、いち

のみや中央プラザ体育館（保護者の

同意のため、認め印が必要）

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８

スキー大会（大回転競技）

日 時

３月１４日（日）　

午前８時３０分

会 場

Ｏｎｔａｋｅ

２２４０（長野県木曽郡王滝村）

対 象／市内在住・在勤・在学の小

学生以上の方

種 目／小学生男子の部・小学生女

子の部・一般男子の部・一般女子の

部・スノーボードの部

参加料／１，０００円（高校生以下は無料）

申し込み／２月１８日（木）までに参加料

を持参の上、本庁舎スポーツ協会

※前日宿泊を希望する方は申し込み

が必要

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８

０歳児ママのオンライン交流会
� ＩＤ��１０３７６３０

日 時／２月５日（金）　午前１０時～

１１時３０分

対 象／市内在住の０歳児と母親

内 容／ウェブ会議アプリ「Ｚｏｏｍ」

を使い、母親同士の交流を楽しむ

定 員／９組（抽選）

申し込み／１月１５日（金）までに電子申

請

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

新年！ 
図書館で“読みはじめ”
� ＩＤ��１０２６６０５�

日 時／１月１０日（日）　午後３時～

３時２０分

会 場／ －ビル５階中央図書館

内 容／新年を楽しむおはなしを読

む

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

大人のための 
図書館見学ツアー
� ＩＤ��１０２６９０２

日 時／２月７日（日）　①午前１０時

～１１時②午後２時～３時

会 場／ －ビル７階中央図書館

対 象／市内在住・在勤の２０歳以上

の方（学生を除く）

定 員／各５人（抽選）

申し込み／１月５日（火）～１７日（日）に電

話で中央図書館

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

高齢者将棋大会

日　時／１月２４日（日）　午前１０時～

午後４時３０分

会　場／社会福祉協議会大和事務所

対　象／市内在住で６０歳以上のアマ

チュアの方

定　員／６０人（先着）

申し込み／当日午前９時３０分から直

接会場

※昼食は各自用意

問い合わせ／社会福祉協議会尾西支部　

（６３）４８００

←市公式ウェブサイトはこちら

スポーツ

催しもの
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スポーツ大会スポーツ大会 開催時間・種目・予備日など詳しくは、お尋ねください。

＊市内在住・在勤・在学の方

スポーツ 日　時 会　場 対　象＊ 参加料 申し込み

ソフトボール
毎週日曜日
（３月１４日から）

奥 町 公 園・
木 曽 川 サ ブ
グラウンドほか

市内のチーム Ａ級３万８，０００円ほか
１月１５日（金）までに岩田

（０９０（７６７１）８７３３）

ソフトテニス ２月７日（日）市 テ ニ ス 場 小学生以上
１組３，０００円（大学生は
１組１，５００円、高校生以
下は１，０００円）

１月１９日（火）までに本庁舎スポーツ協会
または本田（（５１）４５６２、先着１００組）

バドミントン ２月１４日（日）木曽川体育館
１８歳以上
（学生を除く）

１人１，０００円
１月１０日～３１日の日曜日の午後７時～９時
に参加料を持参の上、木曽川体育館（先着
１００人）

バスケット
ボ ー ル

２月７日（日）
　　２１日（日）
　　２８日（日）

総 合 体 育 館
い ち い 信 金
アリーナＡ・Ｂ

高校生以上で
構成するチーム

１チーム３，０００円
（登録料１，０００円も必要）

１月１５日（金）までに一宮バスケットボール
協会ウェブサイトを確認

弓 道 １月３１日（日）大宮公園弓道場 中学生以上 無料
１月８日（金）までに弓道場（（２３）８２６２、
月～土曜日の午後７時～９時）

ソ フ ト
バレーボール

２月２１日（日）
総 合 体 育 館
第 １ 競 技 場

市内のチーム １チーム２，０００円
１月３０日（土）の午後７時３０分に参加料を持
参の上、木曽川体育館（代表者会議を開催）

バドミントンは１人で参加可。ソフトボールは級によって参加料が異なります。

スポーツ協会（スポーツ課内）　（８５）７０７８

スポーツ 日　時 会　場 対　象＊ 参加料 申し込み

レディースレギュラー
テ ニ ス（ ダ ブ ル ス ）

２月９日（火）
い ち い 信 金
スポーツセンター

１８歳以上で初級
・中級の女性
（高校生を除く）

１組３，０００円
１月４日（月）～２月８日（月）に
いちい信金スポーツセンター（先着２４組）

いちい信金スポーツセンター（県一宮総合運動場）　（７７）０５００

ニューイヤーイルミネーションニューイヤーイルミネーション

１月２日（土）・３日（日）　午後５時～９時

「星空のＤｉｓｔａｎｃｅ～人を想う距離～」を

テーマに、イルミネーションを点灯

お正月遊びお正月遊び

１月２日（土）・３日（日）

午前１０時～正午・午後１時～４時

羽根突き・こま、巨大福笑い

「ストーンペインティング～「ストーンペインティング～干干
え とえ と

支支のの丑丑
う しう し

～」～」

１月２日（土）・３日（日）

午前１０時～正午・午後１時３０分～３時３０分

定 員�� ▼ � �各１５人　　材料費�� ▼ � �各３００円

自然体験プログラム自然体験プログラム

和服でタワー無料ご招待和服でタワー無料ご招待

１月１日（祝）～３日（日）　午前９時３０分～午後９時

（１日は５時まで）

クイズ２０２１ ＣＯＷＣＯＷ大作戦クイズ２０２１ ＣＯＷＣＯＷ大作戦

１月１日（祝）～５日（火）

ツインアーチ１３８利用料が必要

木曽っ子カルタ展木曽っ子カルタ展

１月１日（祝）～５日（火）

ツインアーチ１３８利用料が必要

新新
春春ののイベントイベント

１月１日１月１日（祝）（祝）～５日～５日（火）（火）

国営木曽三川公園１３８タワーパーク　（５１）７１０５

１３８タワーパーク
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認知症介護家族のための 
交流会 ～ききょうの会～

� ＩＤ��１０１６０９６

日 時／２月４日（木）　午後１時３０

分～３時

会 場／ －ビル２階大会議室

申し込み／２月３日（水）までに電話で

高年福祉課

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

福祉マルシェ 

ｉ・愛・逢
あ い

マーケット
� ＩＤ��１０３７５５３

日 時／１月２０日（水）・２１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

放送大学 
４月入学生を募集

　資料請求ハガキを本庁舎生涯学習

課（（８５）７０７４）で配布しています

（放送大学ウェブサイトで資料請求

可）。出願は３月１６日（火）までです。

問い合わせ／放送大学愛知学習センター　

０５２（８３１）１７７１

経済センサス活動調査の 

調査員を募集
� ＩＤ��１０１７８９１

応募資格／２０歳以上の方

業務内容／調査票の配布・回収・点検

・整理ほか

任 期／４月～６月

選考方法／面接

報 酬／６万円程度

申し込み／２月２６日（金）までに電話で

行政課

問い合わせ／行政課　（２８）８９５７

４月任用 市民病院 

会計年度任用職員を募集

職 種／事務補助員

応募資格／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

選考方法／書類選考、面接

任用人数／５人程度

申し込み／１月２５日（月）（必着）までに

写真を貼った履歴書と手帳の写しを

持参または郵送（〒４９１－８５５８　市

民病院管理課）

問い合わせ／市民病院管理課　（７１）

１９１１

２月任用 木曽川市民病院 
会計年度任用職員を募集

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／３人

申し込み／１月２０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

ストーブによる火災を防ごう
� ＩＤ��１０００５１５

　ストーブをカーテンや家具に近づ

けたり、就寝中に使ったりするなど、

誤った使い方をすると、火災の危険

が高まりますので、ご注意ください。

問い合わせ／消防本部予防課　（７２）

１２８０

←イベントカレンダーはこちら

１月のごみ収集
▽１月１日（金）～３日（日）は休み

▽１月１１日（月）は収集�

該当地区の方は午前８時３０分

までに指定袋に入れてお出し

ください。

１月のごみ持ち込み

▽１月１日（金）～３日（日）は休み

▽１月１１日（月）は受け付け

市内のごみの量 （１０月分）

総　量 １人１日

９，９２８ｔ（１０，３２３ｔ）

▲３９５ｔ

８３３ｇ（８６５ｇ）

▲３２ｇ

（� ）内は前年同月

環境センター　（４５）７００４

ご寄付
ありがとうございました

（１１月分まで・敬称略）

いちのみや応援基金へ　２５９件

社会福祉協議会へ

エス・ビー建材、匿名１件

総務関係へ

アイ・エコアップ、鳥越樹脂工業、

ブルーボックス、アキタ

教育関係へ

ノダ歯科クリニック

病院関係へ

神宮エミ、桐山正人

Ｉ ＬＯＶＥ いちのみや

月の映像広報
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２月から貸

し出し

▽動画サイト（ユーチ

ューブ）の市公式チ

ャンネルでも見る

ことができます。

１

知っトク！ いちのみや

月の音声広報
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。

１

募　集

その他

１月の日曜新鮮市は休み
一宮地方総合卸売市場

（４４）１１１９
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情報ＢＯＸ

教
室
講
座

ス
ポ

ー

ツ

催
し
も
の

募
　
集

※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

そ
の
他

自主文化事業 一宮市民会館�（７１）２０２１

森山良子コンサートツアー２０２０～２０２１ ～Ｍｙ  Ｓｔｏｒｙ～
日　時／２月２８日（日）　午後５時
会　場／一宮市民会館
入場料／６，５００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

天体観望会 一宮地域文化広場�（５１）２１８０

オリオンの剣で輝く冬の星雲を観望しよう！

～オリオン座大星雲、ふたご座の散開星団～
日　時／①１月１５日（金）②１６日（土）　午後７時～８時１５分（雨
天中止）
定　員／各８０人（先着。中学生以下は保護者同伴）

申し込み／１月５日（火）の午前１０時から電話で地域文化広場

スケート教室 スケート場�（７２）７１９１

教室名 日　時 申込日時

サ タ デ ー １月２３日（土）�１７：４５

受け付け中
親 子 １月２３日（土）�１６：００

ド リ ル １月２５日（月）�１８：００

幼児（体験） １月２５日（月）�１６：００

ミ ド ル
１月２６日～２月１６日の火曜日
９：３０（４回）

１月１９日（火）
１１：００

フィギュア
（ 上 級 者 ）

２月２日～１６日の火曜日
１７：３０・１８：２０・１９：１０（各３回）

１月２６日（火）
１１：００

２月４日～２５日の木曜日
１７：３０・１８：２０・１９：１０（各３回）

幼 児

２月２日～１６日の火曜日
１６：００（３回）

２月３日～１７日の水曜日
１６：００（３回）

２月４日～２５日の木曜日
１６：００（３回）

受講料など詳しくは、ウェブサイトなどで確認

申し込み／受講料を持参の上、スケート場（先着）

文化教室 －ビル�（２８）９１５３

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

申し込み／１月１日（祝）の午前９時から電話で －ビル

文化教室 スポーツ文化センター�（２４）１８８１

教室名 日　時 受講料

①ス ポ 文
ら く ら く 体 操

１月６・１３・２０・２７日（水）
１０：００～１１：００

各３５０円②健康いきいき体操
１月５・１２・１９・２６日（火）
１３：３０～１４：３０

③チ ェ ア ヨ ガ
１月８・１５・２２・２９日（金）
９：３０～１０：３０

④バ レ ン タ イ ン
ス イ ー ツ

２月５日（金）�９：３０～１２：００ ６００円

④は教材費も必要。詳しくはウェブサイトなどで確認

申し込み／①～③は各開催日時、④は１月２２日（金）の９時３０分
に受講料を持参の上、スポーツ文化センター（１人１人分。抽選）

教室名 日　時 定　員

①まゆ玉で作る
おひなさま

１月３０日（土）�１０：００・１３：００
各２０人

（先着）

②昆虫標本教室 ２月７日（日）�１０：００・１３：３０
各２０人

（先着）

③竹林管理体験
２月１０日（水）・１３日（土）・１７日（水）
・２４日（水）�１０：００・１３：３０

各５人
（先着）

小学生以下は保護者同伴。③の対象は１８歳以上の方

緑化教室 大野極楽寺公園管理棟�（５１）３０１５

教材費／①大１個各２，０００円・小１個各１，０００円②各３，０００円
③なし
申し込み／①は１月２５日（月）までに、③は２月３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）。②は
１月６日（水）～２０日（水）に大野極楽寺公園ウェブサイトを確認

プール講習会名 日　時

①水 中 ウ オ ー キ ン グ
１月４・１８・２５日（月）�１４：００

１月１３・２７日（水）�１３：００

②スイムワンポイントレッスン １月８・１５・２２・２９日（金）�１３：００

③かんたんアクアビクス １月１３・２７日（水）�１４：００

定　員／各１０人（先着。小学２年生以下は保護者同伴）

申し込み／１月４日（月）の午前１０時からエコハウス１３８　

環境学習講座・プール講習会 エコハウス１３８�（４７）７１３８

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

講座名 日　時 受講料

石ころアート
（ カ モ ）

２月７日（日）�１０：００～１２：００ ５００円

カブトムシ幼虫 ３月７日（日）�１０：３０～１２：００ ６００円

自主文化事業 アイプラザ一宮�（７７）６６１２

ふれあい作品展（①書道②生け花③編み物）
日　時／①１月７日（木）～１９日（火）②１７日（日）～２７日（水）③３０
日（土）～２月１１日（祝）　午前９時～午後５時
休館日／１月１８日（月）・２５日（月）

ゆったり朝ヨガ
日　時／１月７日～３月１８日の木曜日　午前１０時～１１時３０
分（６回）
定 員／１０人（先着）
受講料／５，４００円

申し込み／電話でアイプラザ一宮

コミュニケーション英会話（①初級②中級）
日　時／１月１５日～３月１９日の金曜日　①午前１０時～１１時１０
分②１１時２０分～午後０時３０分（各１０回）
定 員／各１６人（先着）
受講料／各８，０００円

申し込み／電話でアイプラザ一宮

源氏物語講座
日　時／１月１４日～２８日の木曜日　午後２時～３時３０分

（３回）
定 員／２０人（先着）
受講料／３，０００円

申し込み／電話でアイプラザ一宮
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　消防や救急に「第５世代移動通信システム（５Ｇ）」

を取り入れた実証実験を開催しました。５Ｇを利用し、

低遅延・高精細な映像の伝送を実現。小型カメラなど

で撮影した訓練の映像が会場のモニターに映し出され

ました。今後に期待が懸かる実験となりました。

１１月１９日　総合体育館　ほか

ニ
まちかど

ュース

ス
まちかど

ナップ

　ラウンドアバウト（環状交差点）の普及を目的として、

今年は一宮市で開催。全国から多くの関係者が集まり、

ラウンドアバウトに関する最近の動向や話題、自治体に

よる取り組み事例の報告などが行われました。

「５Ｇ」×「消防・救急」 実証実験
デモンストレーション

まちかどニュースの動画はこちら→

ラウンドアバウトサミット ｉｎ 一宮
１１月１９日　尾西市民会館

　国登録有形文化財の旧林家住宅で、ライトアップさ

れた紅葉を楽しむナイトミュージアムを開催しました。

来場者は緑と紅の調和が美しい秋の庭園を眺めたり、

写真撮影などをしたりして、楽しんでいました。

ナイトミュージアム
～光と庭園を楽しむ夕べ～
１１月２１日　尾西歴史民俗資料館　別館



２ ３ ４ ５ ６

３月１６日

４月１６日

．１９
葛利毛織工業の工場
他８棟が登録有形文
化財として答申

．２５
「第２期一宮市まち・
ひと・しごと創生総
合戦略」を策定

．２０
「いちのみや市１００
周年」のロゴマーク
が決定

．２４
高齢者安全運転支
援装置の設置補助
事業を発表

１

１．２９
市ウェブサイトに
注意喚起を掲載

２．２１
対策連絡調整会議を開催

市主催行事の中止などを
発表

.２６
イベント中止に伴う市施
設のキャンセル料の免除
を発表

市立小中学校の卒業式の
短縮などを発表

３．２
市立小中学校を臨時休校

放課後児童クラブを臨時開設

高齢者福祉施設を臨時休館

学校給食用の食材の即売会を
開催

.３
自主登校教室を設置

.５
市県民税の申告期限を延長

.７
市立図書館を臨時休館

.１３
中小企業者への支援を発表

.１９
子どもを応援する取り組みを
発表

４．７
市立小中学校を再度休校

.１６
オンライン学習のトライアル
調査を実施

.２０
広報一宮５月号の発行・配布
を延期

.２３
学習支援動画の配信、クラス
ミーティング＠ホームを実施

５．１
「一宮市小中学生給付金」を
発表

「いちのみやフード
応援企画」を発表

.１１
特別定額給付金の申請の
オンライン受け付けを開始

.２５
緊急経済対策（地域経済を
支援）を発表

.２８
特別定額給付金の申請書の
発送を開始
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.２２
市職員の時差出勤を拡大

第１回対策本部会議を開催

.１０
新型コロナ対策室を設置

市役所業務のテレワーク導入
を発表

七夕まつりの中止が決定

.２４
緊急経済対策（地域経済・疲弊
する事業・小中学生）を発表

「今、できること
プロジェクト」を発表

市内で
初の感染者

全国で
緊急事態宣言

４月１０日

県独自の
緊急事態宣言

令和　　年の一宮２グラフで振り返る

※データは令和２年１２月６日時点

ｗｉｔｈ  コロナ



７ ８ ９ １０ １１ １２
．１０
県知事から中核市
指定の同意書の交
付を受ける

．２０
電子マネーを利用
した市税等の納付
方法を拡大

．２９
総務大臣に中核市
指定の申し出

．２５
企業版ふるさと納税
の募集を開始

．１
医療費後払いクレジ
ットサービスを市民
病院で開始

．９
中核市への移行が
閣議決定

．１９
５Ｇを活用した消防
・救急の実証実験を
実施

「ラウンドアバウト
サミット ｉｎ 一宮」
を開催

日々の
感染者数

２０

１５

１０

５

累計
感染者数

４００

３５０

３００

２５０

２００

１５０

１００

５０

８月６日

６．１
市立小中学校の授業を再開

.８
住宅困窮者に対する市営住宅
の一時使用を開始

.２３
敬老会・金婚記念祝賀式の
中止を発表

７．１０

.２８
３密対策リフォーム等補助金
の期間の延長を発表

.３１

ツインアーチ１３８を警戒領域
の色にライトアップ

ービル１階コンコースに
「情報エリア」を設置

９．２５
新生児特別給付金の支給
を発表

.３０
令和３年の成人式を分散
開催することを発表

１０．１
休日・夜間急病診療所の
平日夜間診療を休診

.２０
介護施設の新規入所者へ
のＰＣＲ検査実施を発表

３密対策ヘルメット購入
補助事業を開始

.３０
３密対策リフォーム等補
助金の継続を発表

１１．１
置き配バッグの無料モニタ
ーの募集を開始

.２４
沿道飲食店などの道路占用
許可基準緩和を延長

.２７
令和３年４月採用の市職員
の追加募集を発表

宅配ボックスの設置補助の
受け付けを開始
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保育園等の通常保育を再開

.２２
ＧＩＧＡスクール構想に向けた
学習用ＰＣの整備時期の前倒
しを発表

コロナ対策を踏まえた避難所
運営訓練を実施

沿道飲食店などの路上利用の
占有許可基準を暫定的に緩和

県独自の
緊急事態宣言

１１月１３日

８月１３日

クラスターの
発生を確認

クラスターの
発生を確認

「未来へ紡ぐ一宮七夕まつり」
と題して駅周辺を飾り付け
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▼１月の開場日時（子育ての困りごとに対応。電話相談も可）

▽中央子育て支援センター（ －ビル５階）＝９：００～

１７：００（１～４・１２・１８日を除く）

▽その他の子育て支援センター＝月～金曜日　９：００～

１６：００（１・１１日を除く）

独りで悩まないで、相談を （その他の相談は１７㌻）

相談名 日時 相談電話・会場

育　　児

１月４日（月） １３：００～１５：００

中保健センター
（７２）１１２１

西保健センター
（６３）４８３３

１月１８日（月） １３：００～１５：００
北保健センター

（８６）１６１１

子 ど も
悩みごと

月～金曜日　８：３０～１７：１５
（１・11日を除く）

本庁舎２階こども家庭相談室
（２８）９１５２

子ども悩みごと
夜間ダイヤル

火～土曜日 １７：３０～２０：３０
（１・２日を除く）

（電話相談）
（７３）４１９２

発達の気
になる子

月～金曜日 ９：００～１６：００
（１・１１日を除く）
※在住地区により担当が
分かれます＜予約制＞。

療育サポートプラザ
（６４）６３６２

いずみ学園
（７８）３１１１

まーぶるの森
（８６）６８２０

こっこ相談室

いっぱい話し掛けてくるけれど…

　１歳１０カ月。言葉が出るようになり、いっ

ぱい話し掛けてくるけれど、何を言っているの

か分からないことも…。どうすればいいの？

　何を言いたいのか分から

ないときは、子どもの表情

や手の動きなどを見て「そ

うなんだ、すごいね」「楽しかったね」と共感してい

くといいと思うよ。子どもが直前に何をしていたのか、

何を見ていたのかを思い出して、思い当たることがあ

るときには「ワンワンいたね」「ブーブかっこいいね」

と伝えてみてね。そうすると子どもは「話を聞いてく

れた」「話すのが楽しい」と感じて、もっと話すよう

になるし、少しずつ言葉がはっきりしてくると思うよ。

こっこ相談員の

アドバイス

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

催し 日時 会場 対象 申し込み

ママといっしょでいいな
ＩＤ  １０３７３４２

２月２６日（金）
３月３日（水）

１０：１５～１１：１５ 尾西庁舎２階会議室Ｇ
１歳児と親で２回とも
参加できる方（抽選２３組）

１月２７日（水）・２８日（木）に電話で
里小牧子育て支援センター※

パパもいっしょに遊ぼっ！

ＩＤ  １０３７３３７
１月１６日（土）１０：００～１１：３０

黒田北
子育て支援センター

未就園児と親
当日直接会場（問い合わせは黒
田北子育て支援センター）

親子でねんど
ＩＤ  １０３７３３６

２月１２日（金）１０：００～１１：３０
黒田北
子育て支援センター

２歳児と親（抽選２０組）
１月１３日（水）・１４日（木）に電話で
黒田北子育て支援センター※

フレッシュママ
交流会

ＩＤ  １０３０７３９

２月３日（水）
２４日（水）

１０：００～１１：００

尾西生涯学習センター
講堂

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）

１月１５日（金）までに電話で
生涯学習課（（８５）７０７４）※

２月４日（木）
２５日（木）

木曽川庁舎
３階第３研修室

あっぷっぷ
ＩＤ  １００１２８５ 

１月８日（金）

１４：００～１４：４０

東五城
子育て支援センター

第１子の３～１１カ月の
乳児と親

当日直接会場
（問い合わせは各会場）

１月１２日（火）
千秋・里小牧
子育て支援センター

１月２０日（水）
丹陽・黒田北
子育て支援センター

親子でねんど

子育て支援センター

中　央 （８５）７０２６　　　丹　陽 （２８）９１４６
千　秋 （２８）９７７１　　　東五城 （８５）９３３９
黒田北 （２８）９７６９　　　里小牧 （２８）９７７０

いちのみや子育て支援

アプリを配信しています

Ａｎｄｒｏｉｄ版 ｉＯＳ版
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月
移動図書館ほたる号 １０：１５～１１：００

１３：３０～１４：３０
１５：００～１６：００

移動子育て支援センターこっこ

上段はほたる号

下段はこっこ

１０１０６３１ＩＤ１０１２８２３ＩＤ

図書館の情報を

ツイッターで発信中

おすすめ本おすすめ本

一般書

夜の妖精フローリー
ローラ・エイミー・シュリッツ／作　日当陽子／訳

さとうゆうすけ／絵　学研プラス／刊

　ある晩、美しい羽をもがれ、巨人

（ニンゲン）の庭に落ちた夜の妖精フ

ローリー。悲しみの中、目にした昼間

の美しさに引かれ、昼の妖精になろう

と決意するが…。真っすぐな心で、世

界を生き抜く妖精の物語。

児童書

音楽の肖像
堀内誠一、谷川俊太郎／著

小学館／刊

　バッハ、モーツァルト、ベートーベン

から、ストラビンスキー、エリック・

サティまで。堀内誠一が遺
のこ

した色彩豊

かな２８人の作曲家の肖像とエッセイ

に、谷川俊太郎が詩を添えた、宝石の

ような一冊。

１０：００～１５：００（※は１４：００まで）

５日（火） ６日（水） ７日（木） ８日（金） １２日（火） １３日（水） １４日（木）

１５日（金） １８日（月） １９日（火） ２０日（水） ２１日（木） ２２日（金） ２５日（月）

２６日（火） ２８日（木） ２９日（金）

丹羽公民館� 
今伊勢西小学校�
奥町前並二公民館�

東浅井浅井神社�
大和西小学校�
馬引公民館駐車場�

島村若栗神社�
開明小学校� 
本神戸酒見神社�

宮後野見神社�
千秋南小学校�
平島公民館� 

大野公民館� 
千秋東小学校�
浮野八幡社� 

千秋町出張所�
丹陽南小学校�
多加木記念館公民館�

大和豊島台ちびっ子広場�
赤見小学校� 
佐千原坂手神社�

尾関平山住宅�
朝日西小学校�
樫の木文化資料館�

萩原町出張所�
木曽川東小学校�
馬寄石刀神社�

尾西南部生涯学習センター 向山公民館 葉栗公民館 大和南小学校※ 子ども文化広場図書館

木曽川公民館 今伊勢公民館 神山公民館 開明いこいの広場

浅井公民館

奥公民館

西成公民館

北方いこいの広場

西御堂津島神社�
葉栗小学校� 
西海戸公民館�

北方青衾社� 
丹陽小学校� 
浅野公園� 

奥町出張所� 
中島小学校� 
於保共同出荷場�

西小島公民館�
北方小学校� 
光明寺愛宕神社�

１１

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

悪天候で中止する場合があります。

情
いちのみや’ｓ

報発信地
※料金の記載がないものは無料

１０３４７１８ＩＤ

　このコーナーは市民の

皆さんの情報発信の場で

す。３月号の締め切りは

１月２５日（月）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

【お詫びと訂正】

広報１２月号２７ページ「いちのみや’s�

情報発信地」の「歯と口の健康づくり

推進条例制定記念講演」の申し込み電

話番号に誤りがありました。

関係者の皆さまを始め、市民の皆さま

にお詫びして訂正いたします。

（正）一宮市歯科医師会事務所　

　　　　　　　　（２４）２８６８

発達しょうがい支援学習会

「発達しょうがいを理解して、学級崩

壊を防ごう」をテーマに学びます。

日　時／１月１６日（土）　午後１時３０分

～４時

会　場／社会福祉協議会大和事務所

申し込み／はぴふるクラブ・谷口　

０８０（３６２１）１９２９（午前９時３０分～１１時

３０分、午後６時～９時）


