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３㌻「 災害にそなえる 」

市長メッセージ 

市議会議長・副議長が決定しました

財政状況をお知らせします
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Ｅｖｅｎｔ ｓｃｈｅｄｕｌｅ７月の行事予定

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 ６月１日現在

人口…３８３，１９１（▲１６７）男…１８７，２１０（▲ ７０）女…１９５，９８１（▲ ９７）世帯数…１６４，３６２（＋ ４６）※（ ）内は前月対比

７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…１・８・１５・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

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）９１２８

市民メール　 ▽info@city.ichinomiya.lg.jp

納付のお知らせ

納付は ８月２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 ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ ｐａｇｅ ｉｓ  ＩＤ  １００４９５８.

表示１０２１４３５

１００９９５６ＩＤ

１０００２２７ＩＤ

１００４９５６ＩＤ

１０００８７５ＩＤ

ＩＤ

 1  一宮七夕まつり（～３１日／２８㌻）

美術館・コレクション展（常設展）「静物へのまなざし」（～４日／  ＩＤ  １０３９３５５ ）

博物館・所蔵品による企画展「筧忠治」（～４日／  ＩＤ  １０４０３９７ ）

博物館・特集展示コーナー「藤原コレクション 記念コインで世界旅行」（～８月２９日／  ＩＤ  １０４０３９８ ）

10  美術館・企画展「さっぽろからやってきた！  ぼくおばけのマール 絵本原画展」（～９月１日／８㌻）

美術館・コレクション展（常設展）「色彩画家のヨーロッパ紀行」（～１０月３１日／９㌻）

17  いちのみや市１００周年記念事業・謎解きウォークラリー「中心市街地コース」（１２㌻）

資料館・夏期企画展「ルーツをたどる ー家系図と由緒書きー」（～８月２９日／１１㌻）

１３８タワーパーク・サマーフェスタ（～８月２９日／１２㌻）

博物館で夏祭り！（～８月３１日／１０㌻）

３館ｄｅスタンプラリー（～８月３１日／１１㌻）

こどもミュージアム２０２１「せっちゃんのおばけツアーズ」（～９月１日／９㌻）

20  市立小中学校終業式

　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。

　一部の掲載記事の内容は、
市議会の議決後、実施します。

固定資産税・都市計画税（第２期分）
国 民 健 康 保 険 税（第１期分）
後期高齢者医療保険料（第１期分）
介 護 保 険 料（第１期分）



災害にそなえる

避難情報のレベル分けが変わりました

　大雨等による災害が予測される場合、市から避難に関

する情報を発令しますが、５月から、この避難情報が変

わりました。新たな大雨警戒レベルは、レベル３「高齢者

等避難」レベル４「避難指示」レベル５「緊急安全確保」

です。

これまでは危険度が２番目に高いレベル４に「避難勧

告」と「避難指示」が、併せて記されていました。しか

し、その違いが十分に浸透しておらず、逃げ遅れる事例

も後を絶ちませんでした。こうした反省を踏まえて、勧

告を「避難指示」に統合するなど、皆さまが今とるべき

行動を直感的に感じ取っていただけるように工夫されて

います。

　一方、大雨による被害から避難する際の参考情報をま

とめたものが、洪水ハザードマップです。市では今年３月

に千年に一度の大雨を想定した「一宮市洪水ハザードマ

ップ」を策定しました。「自宅から一番近い避難場所は？」

「最も安全な避難ルートは？」など、ご家族でも話し合

って、災害に備えていただきたいと思います。

「垂直」避難（ご自宅の活用）もご検討を

　傘がさせないほど風が強かったり、路面が見えないほ

ど浸水したりしている時は、転倒や側溝に落ちるなど避

難所へ行くまでに被災される方もいらっしゃいます。こ

うした場合、倒壊の危険性がない建物であれば、２階以

上などへ避難、すなわち「垂直」に避難することで一時

的に身の安全が確保できます。

　大勢の方が避難所へ集まると、「密」が避けられません。

新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し、避難者が十

分な距離を確保できるためにも、市では、垂直避難を含

めた在宅避難も選択肢として考えていただくよう、お願

いしています。

　多くのご家庭で、食料や飲料水を備蓄されていること

と思いますが、在宅避難の支障となる要因としてトイレ

があげられます。水洗トイレでは、水の供給が止まると

トイレが使えなくなります。市では、水なしでも使える

簡易トイレを推奨するため、６月補正予算で購入費用を

計上しました。１，０００名の方にモニターとして簡易トイ

レを使っていただく予定です。詳しくは広報９月号でお

知らせいたします。

新たな備えを進めています

　新型コロナウイルス感染症を考慮すると、避難所でも

感染拡大防止策が重要です。そのため、非接触型の体温

計、アルコール消毒液、換気対策としての大型扇風機、

間仕切りのパーテーション、体調がすぐれない方のテン

トなど、新たに必要な資機材を避難所へ配備しました。

　市民の皆さまへの発信も強化します。「道路が水につ

かって車が通れない」など、災害時には市役所に様々な

情報が入ってきます。浸水箇所や道路冠水など、集まっ

た情報を地図に集約して、この夏からインターネットで

公開します。一宮警察署や中部電力など関係機関とも協

力を進め、発信する情報を充実させていきます。

　災害時の被害を抑えるキーワードに「自助、共助、公

助」があります。公助を担う市も全力を尽くしますが、

公助だけで市民の皆さまを守り切ることは難しいです。

隣近所や地域で助け合う共助や、ご自身で自分や家族を

守る自助も、災害発生時には重要になります。これからも、

ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。

１０４１０６３ＩＤ

市長メッセージ市長メッセージ
市長市長 中野正康中野正康
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通行止め道路

愛知家一宮市明地須賀場所

道路が１０㎝ほど冠水備考

※道路情報の公開イメージ
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市政最前線

　７７代目の議長に新しく選出された花谷昌章さんは昭和３４年２月２２日

生まれで６２歳。

　平成１５年５月１日、一宮市議会議員に初当選。現在５期目。その間、

副議長、監査委員、福祉健康委員長、経済環境委員長、教育次世代委員

長などの要職を歴任。所属政党は無所属

▽住所＝八幡　　▽職業＝無職

　８１代目の副議長に新しく選出された竹山聡さんは昭和５３年１２月５日

生まれで４２歳。

　平成１９年５月１日、一宮市議会議員に初当選。現在４期目。その間、

監査委員、総務委員長、企画総務委員長、福祉健康委員長などの要職を

歴任。所属政党は自由民主党

▽住所＝大和町　　▽職業＝無職

副議長の略歴

市議会議長・副議長 が決定
　５月２０日に臨時市議会が開かれ、市議会議長に花谷昌章さん、同副議長に竹山聡さんが選出されました。

議長の略歴

　市民の皆さまには、日頃から市議会に対しご

理解とご協力を賜り、心から感謝申し上げます。

　私どもは５月２０日の臨時市議会において、

市議会議長ならびに副議長の要職に就任しまし

た。職責の重さを心に刻み、誠心誠意、職務に

取り組んでまいる所存です。

　さて、新型コロナウイルス感染症の猛威は、

市民の皆さまの日常生活はもちろん、医療・介

護の現場や、地域の基幹産業など幅広い分野に

おいて甚大な影響を及ぼしており、これまでに

経験したことのない、大変厳しい状況が続いて

おります。

　４月に中核市となり、市では引き続き感染拡

大防止と地域経済の回復のため、市独自の対策

を進めていますが、市議会といたしましても、

様々な課題に対し迅速かつ的確な施策を実現で

きるよう、予算の審議等を通じて、力を尽くし

てまいります。

　また、議員一同、本年９月に市制施行１００周

年という大きな節目を迎える一宮市のさらなる

飛躍を目指し、アフターコロナを見据えたまち

づくりについても議論を深めてまいります。

　皆さまには、一層のご支援とご協力を切にお

願い申し上げ、就任のあいさつといたします。

　　　　　　令和３年５月２０日

　　　　　　　一宮市議会

　　　　　　　　議　長　　　花　谷　昌　章

　　　　　　副議長　　　竹　山　　　聡

就任のあいさつ

１０４０８５２ＩＤ
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Ｐｉｃｋｕｐ Ｎｅｗｓ

監査委員（議会選出）、常任・議会運営委員長 が決定

　５月２０日に臨時市議会が開かれ、監査委員が選

任されました。また各常任委員会、議会運営委員会

の委員を決定するとともに、各委員会の正副委員長

が次のとおり互選されました。　　　　　（敬称略）

監査委員（２人）

河村弘保　　中村かずひと

総務委員会（１０人）　　　　　

▽委員長　鵜飼和司

▽副委員長　本山廣次

▽委　員　島津秀典　　中村かずひと　八木丈之

　　　　　竹山聡　　　平松邦江　　　伊藤裕通

　　　　　横井忠史　　京極扶美子

福祉健康委員会（１０人）

▽委員長　井上文男

▽副委員長　  小林けいめい

▽委　員　大津乃里予　市川智明　　後藤美由紀

　　　　　渡部晃久　　彦坂和子　　髙木宏昌

　　　　　花谷昌章　　渡辺之良

経済教育委員会（９人）

▽委員長　長谷川八十

▽副委員長　尾関さとる

▽委　員　東渕正人　　宇山祥子　　河村弘保

　　　　　水谷千恵子　岡本将嗣　　西脇保廣

　　　　　太田文人

建設水道委員会（９人）

▽委員長　森ひとみ

▽副委員長　木村健太

▽委　員　髙橋一　　　森利明　　　則竹安郎

　　　　　柴田雄二　　浅井俊彦　　松井哲朗

　　　　　服部修寛

議会運営委員会（９人）

▽委員長　浅井俊彦

▽副委員長　髙木宏昌

▽委　員　宇山祥子　　渡部晃久　　森ひとみ

　　　　　水谷千恵子　中村かずひと

　　　　　八木丈之　　則竹安郎

市職員を募集
職種・採用予定人数 受　験　資　格 申込期限

一般事務 若干名
平成９年４月２日以降生まれで、
高校を卒業または令和４年３月に
卒業見込みの方

８月１３日（金）

消 防 若干名

土 木 若干名 土木課程専攻

一般事務
（障害者）

若干名
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

昭和５６年４月２日以降生まれで、
高校を卒業または令和４年３月に
卒業見込みの方

公認心理師 若干名
公認心理師の資格があり、６月３０日時点で公
認心理師もしくは臨床心理士として通算２年
以上の実務経験がある※

昭和５６年４月２日以降生まれの方

精神保健
福 祉 士

若干名
精神保健福祉士の資格があり、精神保健福祉
分野もしくは精神科医療機関の相談員として
通算２年以上の実務経験がある※

平成元年４月２日以降生まれの方

臨床検査技師 若干名 資格取得（見込み）者 昭和４６年４月２日以降生まれの方

獣 医 師
若干名 資格取得（見込み）者 昭和４６年４月２日以降生まれの方 ９月１０日（金）

薬 剤 師

※は休職、育児休業期間を除く

高
校
卒

【問】人事課　（２８）８９５３
令和４年度４月採用

実
務
経
験
者

申し込み

申込期限（消印有効）までに電子申請、

または指定用紙を郵送

※獣医師と薬剤師は小論文も必要、電子申請は不可

※指定用紙は人事課でも配布。郵送希望の方は、９４円切手

を貼った返信用封筒（長形３号）を同封の上、郵送（〒４９１

－８５０１　本庁舎人事課）

１０００３１１ＩＤ 指定用紙ダウンロード可
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財財政状況をお知らせします（条例に基づく公表）

　令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、収入・支出共に過去最大とな

りました。令和元年度との比較では、ひとり１０万円の給付（特別定額給付金）などの新型

コロナウイルス感染症対策事業をはじめとして、歳入では国庫支出金、歳出では総務費など

が増加しています。
【問】財政課　（２８）８９６０

　主な内訳をお知らせします。出納整理期間（令和２年度予算分の未収・未払いの整理期間）中の

収入・支出は含まれていないため、最終的な決算額とは異なります。

市民１人当たりでは３８．１万円を支出しています

一般会計　令和２年度の収入・支出

市　税　４９８．８億円（３２．０％）

▼  市民１人当たりの市税負担 … １３．７万円

民生費　４７０．９億円 （３２．２％）
子育て支援、障害者福祉、生活保護など福祉の充実

総務費　４４５．６億円 （３０．５％）
庁舎維持など市役所の行政事務全般の経費、ひとり１０万円の給付金など

病院・上下水道・国民健康保険・介護保険などへの支援、基金への積立金など

諸支出金　１５５．５億円 （１０．６％）

公債費　９４．９億円 （６．５％） 市の借入金の返済

衛生費・土木費・消防費など　２９５．４億円 （２０．２％）
ごみ処理・公衆衛生、道路・水路・公園の整備、消防・救急など

収　入

支　出

令和２年度　収入・支出の主な増減 （３月３１日時点の前年度比較）

市債（借入金）の令和２年度末残高 （出納整理期間中の借り入れを含む）

収入

支出

国庫支出金の増加

総務費の増加

１７０．２億円 ▼  ６０２．１億円　（＋４３１．９億円）

５７．５億円 ▼  ４４５．６億円　（＋３８８．１億円）

一 般 会 計 １，０６８．０億円

病 院 事 業 会 計 １２８．８億円

水 道 事 業 会 計 ２３２．５億円

下 水 道 事 業 会 計 ７５９．７億円

合 計 ２，１８８．９億円

※端数処理の関係で積み上げと合計は一致しません

※１＝臨時財政対策債…�国の地方交付税の財源不足分を市債で補うもので、返済額の全てが後年度の地方交付税で
まかなわれる。地方交付税の代替的なもの

※２＝合 併 特 例 債…�新市建設計画に基づく事業の財源にできる市債で、返済額の７０％は後年度の地方交付税で
まかなわれる。

▼  市民１人当たりの市債残高　…　５７．１万円

１，５５７．０億円

１，４６２．３億円

臨時財政対策債（※１）

合併特例債（※２）

その他の市債（都市計画・教育など）

６１６．１億円

２９２．５億円

１５９．４億円

（　）内は構成比

１０１５０４４ＩＤ
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Ｐｉｃｋｕｐ Ｎｅｗｓ市政最前線

１，９００，０００円予算額

合計 ９７０，２５０円 （２３件）支出額

をお知らせします

　詳しい内容は、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。

【問】秘書課　（２８）８９５０

１００５５７５ＩＤ

【問】子育て支援課　（２８）９７６８

① 令和３年３月３１日時点で、１８歳未満の児童（障

害児の場合は２０歳未満）を養育する、令和３年

度（２年分）の市民税（均等割）が非課税の方

子育て世帯生活
支援特別給付金を支給

令和３年１月１日以降の収入が急変し、市民税が

非課税相当の収入となった方
②

１０４０８０８ＩＤ

申請期限など詳しくは、申請期限など詳しくは、

　　　　　　　を　　　　　　　をご確認くださいご確認ください

傷病手当金傷病手当金の適用期間を延長

　新型コロナウイルス感染症に感染した方に対　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、９月３０日する傷病手当金の適用される期間を、９月３０日

（木）（木）まで延長します。まで延長します。新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症でのでの

【問】保険年金課　（２８）８９８５【問】保険年金課　（２８）９０１１

▼

児童１人当たり５万円

件　数 金　額

慶 弔 費 １５ ８６６，３１０円

渉 外 費 ５ ７３，９４０円

賛 助 費 １ ２０，０００円

諸 会 費 １ ５，０００円

雑 費 １ ５，０００円

項目ごとの支出状況

対 象

市長交際費

執行状況執行状況

申請不要▼ ▼ ▼

申請必要▼ ▼ ▼

①で以下に該当する方は申請が必要です

◆�児童手当を受給していない方

◆�所得が未申告などで振込通知が届いていない方

国民健康保険の方 後期高齢者医療保険の方
▼

１０３５３２４ＩＤ １０３６７０４ＩＤ

国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方へ

令和２年度

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て

世帯を支援するため、給付金を支給します。

ひとり親世帯以外分
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　食べちゃいたいくらいかわいい！マールをイメージした

スイーツを美術館の喫茶コーナーで提供します。

≫ 詳しくは美術館ＳＮＳでお知らせします ≪

新作絵本を出版

　一宮市を舞台にした新作絵本「おばけの

マールとモーニングのあとで」（けーたろう

／著　なかいれい／絵　中西出版／刊）を

定価１，３２０円（税込）で出版します。

　「おばけのマール」は、三岸節子の夫・好太郎の故郷「札幌」

を舞台に、ストーリーが展開する“ご当地絵本”。

　本展では、マールが初めて北海道を飛び出して一宮へやっ

て来た新作絵本「おばけのマールとモーニングのあとで」や、

これまでの名場面の原画や資料を紹介します。

日　時／７月３１日（土）　①午前１０時～正午

　　　　　　　　　　 ②午後２時～４時

対　象／３歳～小学生（小学３年生以下は保

護者同伴）

講　師／なかいれいさん（「おばけのマール」

絵の作者）

定　員／各１０人（先着）

参加料／各５００円

申し込み／７月１日（木）の午前９時から電話で

三岸節子記念美術館

ワークショップ

マールとたべたい！

� モビールをつくろう

大きな「マールの木」にかざりつけをしよう！

いつでもワークショップコーナー

日　時／８月２２日（日）　午後２時～２時４５分

出　演／フライングドクター

定　員／４０人（椅子席）

※椅子席は当日午後１時から配布する整理券

が必要

こどもコンサート

おばけは音楽がおすき？

日　時／①７月１８日（日）　午前１１時

　　　　②８月４日（水）　午後２時

絵本�読み聞かせ

日　時／①７月２４日（土）　午後２時

　　　　②８月２８日（土）　午後２時

学芸員によるギャラリートーク

コラボ企画

おばけのマール�おばけのマール�×�シトロンヴェールシトロンヴェール

　期間中、マールにちなんだモーニングを市内の喫茶店で

提供します。

おばけのマール�おばけのマール�×�一宮モーニング一宮モーニング

三岸節子記念美術館 企画展

▲「絵本『おばけのマールとモーニングのあとで』原画（部分）」�２０２１年

なかいれいＲｅｉ�Ｎａｋａｉ／ＮＡＫＡＮＩＳＨＩ�ＰＵＢＬＩＳＨＩＮＧ�ＣＯ．，ＬＴＤ.

１０４０１６６ＩＤ

午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで）

※月曜日（８月９日を除く）、８月１０日（火）は休館

絵本原画展

さっぽろからやってきた！

おばけ の
ぼく マーマールル

７月１０日（土）～９月１日（水） 

一宮七夕まつりタイアップ事業いちのみや市１００周年記念事業

観覧料

大人８００円、高・大学生４００円、中学生以下無料

試作品
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色彩彩画家 午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで）

※月曜日（８月９日・９月２０日を除く）、８月１０日（火）、

９月２日（木）～１０日（金）・２１日（火）・２４日（金）は休館

７月１０日（土）～１０月３１日（日） 

　ヨーロッパ滞在を経て、三岸節子が描き出した異国の風景画。

そこには、訪れた各地の表情が華やかに、時には単色で表現さ

れています。節子の足跡をたどりながら、その先々で画家の目

が捉えた色彩豊かな風景を紹介します。

▲「小さな町（アンダルシア）」１９８７年ＭＩＧＩＳＨＩ

１０４０７３２ＩＤ

１０４０７５３ＩＤ

観覧料／大人３２０円、高・大学生２１０円、中学生以下無料

※９月１日（水）までは企画展の観覧料金（８㌻参照）。

　９月１１日（土）～１０月２４日（日）は特別展の観覧料金

ヨーロッパ紀行

の

美術館の七不思議

達成した先着５００人に

記念品をプレゼント！

クイズ＆スタンプラリー

ペーパークラフト

くら～い蔵をのぞいてみよう

ワークショップ

こうもりおばけをつくろう

日　時／８月８日（祝）　①午前１０時～正午

　　　　　　　　　　 ②午後２時～４時

対　象／年少～中学生

　　　　（小学３年生以下は保護者同伴）

講　師／ギリヤッコ・Ａさん

　　　　（ＧＩＡＮＴ ＳＴＥＰＳ）

定　員／各１０人（先着）

参加料／各１，０００円

申し込み／７月１日（木）の午前９時から電話

で三岸節子記念美術館
開催日時など詳しくは、美術館ＳＮＳでお知らせ

ライブパフォーマンス

おばけのぼんおどり

おお

演出協力／ＧＩＡＮＴ�ＳＴＥＰＳ（ジャイアントステップス）

～ Ｓｅｔｓｕｋｏ Ｍｅｅｔｓ ｔｈｅ Ｇｈｏｓｔ ～

午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで）

※月曜日（８月９日を除く）、８月１０日（火）は休館

７月１７日（土）～９月１日（水） 

１０月２８日（木）　午後２時
学芸員によるガイドツアー

中学生以下が対象

ツツ
せ の

ゃっち ん

けけばば
アア ズズーー

【問】三岸節子記念美術館　（６３）２８９２

こどもミュージアム２０２１

コレクション展（常設展）

一宮七夕まつりタイアップ事業

（先着８００人）

文化 芸術文化 芸術のの夏夏

期間中

毎日開催！
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【問】博物館　（４６）３２１５

　すき間からのぞくと絵が動く

不思議な円盤を作ってみよう！

日　時／７月２４日(土)・８月２２日(日)

　　　　①午前１０時②午後２時③３時

対　象／園児～中学生

　　　　（小学３年生以下は保護者同伴）

定　員／各１０人

　　　　（当日開始３０分前から整理券を配布）

参加料／各１００円（材料費を含む）

　横井庄一さんをまねて、

クラフトバンドでかごを

編んでみよう！

日　時／７月３１日（土）　午前１０時

対　象／小学生と保護者（２人１組）

定　員／５組(当日午前９時３０分から整理券を

配布)

参加料／１００円（材料費を含む）

日　時／８月８日（日）　①午前１０時②午後２時

対　象／小学生と保護者（２人１組）

定　員／各５組

　　　　（当日開始３０分前から整理券を配布）

参加料／各１００円（材料費を含む）

グアム島生活資料グアム島生活資料

１０４０７２２ＩＤ

日　時／７月２５日（日）・８月１日（日）　午前１０時

定　員／各２０人(当日９時３０分から整理券を配布)

観覧料／常設展観覧料（大人３００円、高・大学生１５０円、中学生以下無料）

パゴの繊維で作った半袖半ズボンの洋服パゴの繊維で作った半袖半ズボンの洋服

（横井庄一作。名古屋市博物館蔵）（横井庄一作。名古屋市博物館蔵）

１０４０７１４ＩＤ

１０４０７５０ＩＤ 日 時 演 題 講 師

８月８日（日）地籍図から見る古墳の姿
南山大学
名誉教授   伊藤秋男さん

８月１５日（日）
３世紀ストーリー・井泉
での誓い-古代葉栗中島
郡の原風景を求めて-

古代邇波の里・文化遺産ネットワーク
理事長     赤塚次郎さん

８月２２日（日）
古墳を活かす
～楽しい古墳の歩きかた～

岐阜聖徳学園大学
非常勤講師 中井正幸さん

時間は午後２時～３時３０分

定　員／各２０人（抽選）

申し込み／７月２５日（日）（必着）までに郵便番号・住所・参加者全

員の氏名（ふりがな）・電話番号・メールアドレス・希望日（複

数可）を記入し「尾張平野を語る」と明記の上、ハガキ（〒４９１－

０９２２　大和町妙興寺２３９０　博物館）。申し込みは１枚１家族分

博物館会場（参加料：各４００円）

オンライン会場（参加無料）

定　員／各１００人（先着）　

申し込み／７月１日（木）～２５日（日）に

博物館ウェブサイトから電子申請

博物館

午前９時３０分～午後５時（入館は４時３０分まで）※月曜日（８月９日を除く）、８月１０日（火）は休館

７月１７日（土）～８月３１日（火） 

�博物館で夏祭り夏祭り！

　「博物館マップ」などのワークシートに

挑戦しながら、博物館を探検しよう！

※中学生以下が対象

ワークシートで博物館探検

アニメーションをつくろう
～おどろき盤（フェナキストスコープ）～

かごを編んでみよう！

手づくり織り機で織物体験

特別展示 横井庄一さん 絵本原画絵本原画とと

７月１７日（土）～８月１５日（日） 

作者の亀山永子さんによる絵本の読み聞かせ

いちのみや市１００周年記念事業

講演会 尾張平野を語る２５

古墳時代古墳時代
トキメク！

　戦中・戦後２８年間、ジャングルに潜伏した

横井庄一さんの生涯を描いた絵本の原画のほか、

グアム島で用いた手作りの道具を展示します。
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君は発見マスター発見マスター！！
１０４０９４８ＩＤ

　資料館のどこかに隠れている「たびぞう」を探そう！　

達成者には「発見の森」お持ち帰りオリジナルキットを

プレゼント！（小学生が対象）

～たびぞうの旅 夏編～

ルーツををたど
る

対　象／市内在住・在勤・在学の方　　定　員／各２４人(抽選)　　受講料／各５００円

申し込み／７月１１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・受講希望の講演会番号を記入し「ルーツをたどる講演会」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

１０４０７１６ＩＤ７月１７日（土）～８月３１日（火） 
　博物館・三岸節子記念美術館・尾西歴史民俗資料館を巡り、

スタンプを集めよう。

　達成者には、オリジナルグッズをプレゼント（先着１００人）。

※中学生以下が対象

いちのみやミュージアムズ

午前９時～午後５時

（入館は４時３０分まで）

※月曜日（８月９日を除く）、８月１０日（火）は休館

７月１７日（土）
～８月３１日（火）

 

１０３８９８３ＩＤ

尾西歴史民俗資料館 夏季企画展

【問】尾西歴史民俗資料館　（６２）９７１１

▲越智姓林家代々系図

※月曜日（８月９日を除く）、８月１０日（火）は休館

午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで）

７月１７日（土）～８月２９日（日） 

―家系図と由緒書き―

７月１８日（日）　午後１時３０分

展示説明会

講演会

②
地域資料としての系図資料

８月２１日（土）　午後１時３０分～３時

青山幹哉さん（南山大学教授）　

　一族のルーツを示す家系図や由緒書きは、

家の事績や地位を証明するものとして、江戸

時代には、武士をはじめ村の有力者の間でも

広く作られてきました。市内に残る家の記録

から、作成者の意図や歴史的背景を探ります。

江戸幕府の歴史編纂と武家の出自

８月１日（日）　午後１時３０分～３時

平野仁也さん（蒲郡市博物館学芸員)

①

３館 ３館 ｄｅｄｅ スタンプラリー スタンプラリー
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市政ニュース

７月１７日７月１７日（土）（土）～８月２９日～８月２９日（日）（日）

【問】国営木曽三川公園１３８タワーパーク　（５１）７１０５

８月１３日（金）～１５日（日）

午後６時～８時３０分

サマースポットイルミネーション

８月１３日（金）～１５日（日）

午後６時～８時３０分　参加料／１区画１００円

１３８タワーパークで花火をしよう！

８月１４日（土）　①午後６時３０分②７時３０分

受講料／各２００円　　定　員／各２０人（先着）

申し込み／７月２０日（火）の午前１０時から電話で

１３８タワーパーク　※３歳児～中学生が対象

わくわく花火スクール２０２１

８月１５日（日）　午後７時～８時３０分

星空入門

１３８タワーパーク１３８タワーパーク

１００１００周 年周 年 記念事業記念事業いちのみや市いちのみや市

【問】１００周年推進室・いちのみや市１００周年

実行委員会事務局　（８５）７４３３

謎解きウォークラリー

第３弾 中心市街地コース

７月１７日（土）から

　一宮にまつわる謎を解きながらコースを
回り、魅力いっぱいの一宮を体感しよう！

ササ  ママ  ーー
フェフェ    スス  タタ

いちのみや秋の緑化フェア

を募集！

野外ステージ出演者
イベント出展者

キッチンカー出店者

【問】公園緑地課　（２８）８６３６

申し込み資格など詳しくは、
をご確認ください。１０２９６６７ＩＤ

８月６日（金）までに申込書を本庁舎公園

緑地課（抽選。申込書は市ウェブサイト

からダウンロード可）

申し込み

１０２４０８９ＩＤ

１３８タワーパークで１０月２日（土）・３日（日）に開催

７月２０日（火）～８月３１日（火）に

巨大気温グラフを設置巨大気温グラフを設置！！

８月１４日（土）　午後４時２０分～８時

キャンドルフェスタ２０２１

１００周年記念市民チャレンジ事業

延期となっていたコースも同時開催！！

第１弾　１３８タワーパークコース

第２弾　せんい団地コース

すべての謎を解いた方に抽選で、
限定グッズや市の特産品をプレゼント！

詳しくは、　　　　　      をご確認ください。１０３９８４５ＩＤ

▲
▲

ウォークラリーマップ配布場所

観光案内所（　－ビル１階）

７月１７日（土）から配布（先着１，０００人）

午前１０時～午後６時

▲
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　高齢運転者によるアクセルとブレーキの踏み間違いが原因となる交通事故を防止するため、

令和３年４月１日以降に設置した「後付けの急発進等抑制装置」の費用の一部を補助します。

【問】市民協働課　（２８）８６７１

１０３５２１０ＩＤ 申請書ダウンロード可

市内在住の昭和３２年４月１日以前生まれで、

次の全ての要件を満たしている方

▼自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」に

記載されている氏名と、運転免許証に記載さ

れている氏名が同一である

▼過去に高齢者安全運転支援装置設置補助金の

適用を受けていない

対象

安全運転支援装置を設置することができ、自動

車検査証の「自家用・事業用の別」に「自家用」

と記載された個人が使用するもの

対象となる自動車

国土交通省の性能認定を受けた、後付けの急発

進等抑制装置で、次世代自動車振興センターが

認定した「後付け装置取扱事業者」のうち、愛

知県内の店舗で設置したもの

対象となる装置

７月１日（木）～令和４年２月２８日（月）（必着）に、

申請書類を持参または郵送（先着。予算に達し

次第終了）。申請書は市民協働課でも配布

申請方法

　自転車用ヘルメットの着用促進と交通事故

による被害の軽減を図るため、購入費用の一

部を補助します（先着。予算に達し次第終了）。

自転車用ヘルメットの

購入費用を補助します購入費用を補助します

▼平成１５年４月２日～平成２７年４月１日に生まれ

た児童生徒など

▼昭和３２年４月１日以前に生まれた方

ＳＧマークなどの安全性の認証を受けており、４

月１日以降に市内の店舗で購入した新品の物

※学校指定の通学用ヘルメットを除く

　市では、令和５年度から「第１期地域福祉計画

・地域福祉活動計画」を策定します。この計画に

皆さんの意見を反映させるため、策定委員会の委

員を２人募集します。

【問】福祉総務課　（２８）９０１５

地域福祉計画策定委員会

補助

　金額 （上限２，０００円。１００円未満切り捨て）（上限２，０００円。１００円未満切り捨て）

ヘルメット購入額 の２分の１ヘルメット購入額 の２分の１

設置費用を補助します！
アクセルとブレーキの
　　踏み間違い防止装置

補助金額（１人１基限り）

障害物検知機能付き

障害物検知機能なし

上限３万２，０００円

上限１万６，０００円

▲
▲

７月１日（木）～令和４年２月２８日（月）（必着）に、

店舗の販売証明を受けた申請書類を持参または

郵送。申請書は  ＩＤ  １０４０８３７からダウンロード可

（市民協働課でも配布）

１０４０８８１ＩＤ

【問】市民協働課　（２８）８６７１

委員委員をを募集募集

申請方法

対象のヘルメット

対象者（市内在住の方に限る）

７月１６日（金）（必着）までに、小論文に住所・氏名・

生年月日・職業・電話番号を記入の上、持参または

郵送・電子メール（〒４９１－８５０１　本庁舎福祉総

務課、ｆｕｋｕｓｈｉ－ｓｏｍｕ＠ｃｉｔｙ．ｉｃｈｉｎｏｍｉｙａ．ｌｇ．ｊｐ ）

応募方法

「地域における支え・支えられる関係づくり」を

テーマに８００字以内の小論文（選考結果は全員に

通知）

選考方法

平日の昼間に開催する委員会に出

席（令和３年度は２回、４年度は

４回を予定）

内　容

市内在住の平成１３年７月１日以

前に生まれた方
応募資格

設置購入費 の５分 の４
（１，０００円未満切り捨て）

業務上使用する事業者への補助は １０４００２３ＩＤ
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【問】高年福祉課　（２８）９０２１

１０１０６１３ＩＤ

　市では在宅福祉サービスとして、日常生活に支援が必要な高齢者の方に、

介護予防・生活支援のためのサービスを提供しています。新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため、一部郵送での申請も受け付けます。申請方法など、

詳しくはお尋ねください。

緊急連絡通報システム※

対　象／おおむね６５歳以上の１人暮らしの方

内　容／病気や緊急時に民間の受付センターに通報

できる機器を貸し出し

配食サービス（１食３３０～５７０円）※

対　象／おおむね６５歳以上の１人暮らしの方

内　容／昼食を配り安否確認

ねたきり高齢者等見舞金支給（月３，０００円）

対　象／要介護４・５と認定された方（特別養護老

人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療

施設・介護医療院に入所している方を除く）

寝具洗濯乾燥※

対　象／おおむね６５歳以上の寝たきり・１人暮らし

の方

回　数／布団・毛布各２枚以内で年４回

訪問理美容サービス

対　象／おおむね６５歳以上の寝たきりの方

利用料／１回１，０５０円（利用券を年６枚交付）

家族介護用品給付

対　象／市民税非課税世帯で要介護４・５と認

定された方を在宅で介護している家族

内　容／年６万円相当分の医薬品引換券または

介護用品を支給

認知症高齢者捜索支援サービス（月３８０円）

対　象／認知症などの症状により道に迷う可能

性のある高齢者を在宅で介護している

家族

内　容／早期発見できる専用端末を貸し出し

福祉タクシー料金助成

対　象／９０歳以上の方

内　容／普通・リフト付きタクシー初乗り運賃

分の利用券を年３０枚交付（年度の途

中で申請した方は、申請月以降の利用

券を交付）

「愛の杖
つ え

」の給付

対　象／おおむね６５歳以上の歩行が不自由な方

シルバー入浴助成券(年１人１冊、１８枚つづり)

対　象／６５歳以上の方

利用料／１回１００円

※は対象に、病弱な高齢者世帯を含む

　高齢者が自宅で療養する場合に、訪問診療や訪問

看護に対する相談に応じています。

▽地域包括支援センター（１５㌻参照）

▽高年福祉課（（２８）９１５１）

１０１２３８４ＩＤ

１００１０１５ＩＤ

利用方法／介護保険証などの本人確認ができる物を持

参の上、各福祉施設で使用券の申し込みが

必要（２回目以降は使用券を提示）

※浴室利用は１回１００円

１０１４５６３ＩＤ

　「おでかけ広場」は、地域の皆さんが気軽に

集まって交流できる場所です。健康づくりなど、

さまざまな活動を行っています。

　開催日時・活動内容・申し込みなどは各広場

で異なります。また新型コロナウイルス感染症

の影響により、活動を休止し

ている場合があります。詳し

くは、お尋ねください。本庁

舎高年福祉課、尾西・木曽川

庁舎、出張所などでマップも

配布しています。

日常生活用具給付※

対　象／おおむね６５歳以上の１人暮らしで、市民　

税非課税世帯の方　

内　容／住宅用火災警報器・電磁調理器を支給

高齢者の皆さんへ 在宅福祉サービスなどのご利用を

1人暮らしの方など1人暮らしの方など

寝たきりの方寝たきりの方

介護が必要な高齢者の家族介護が必要な高齢者の家族

その他の福祉サービスその他の福祉サービス

在宅医療についてご相談ください

いこいの広場などの
福祉施設のご利用を

おでかけ広場のご利用を
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１０１１７４８ＩＤ

１０００９７８ＩＤ

１００１０１８ＩＤ

　専門知識を持つ看護師・精神保健福祉士などが、認知症またはその疑いのある方・家族を訪問し、一緒

に解決策を考えます。必要に応じて認知症の専門知識を持つ医師の訪問も行います。

対　象／市内在住の４０歳以上で自宅で生活し、認知症の疑いのある方、または認知症で次のいずれかに

該当する方

①認知症疾患の診断を受けていない

②認知症疾患の臨床診断を受けたが、医療・介護サービスを受けていない、または中断している

③サービスを受けているが認知症による症状が強く、どのように対応したらよいか困っている

問い合わせ／認知症初期集中支援センターいまいせ（（８０）０５０６）

　高齢者に関する総合的な相談に応じています。

▽宮西・貴船・大志＝まちなか（（８５）８６７２）　　▽神山・今伊勢町・奥町＝やすらぎ（（６１）３３５０）

▽向山・富士・丹陽町・千秋町＝ちあき（（８１）１７１１）　　▽西成・浅井町＝アウン（（５１）１３８４）

▽葉栗・北方町・木曽川町＝コムネックスみづほ（（８６）５３３３）

▽大和町・萩原町＝萩の里（（６７）３６３３）

▽起・小信中島・三条・大徳・朝日・開明＝泰玄会（（６１）８２７３）

　おおむね６０歳以上の方が対象で、談話やカラオケなど

の娯楽・趣味を通して交流できます。

▽千秋楽々会（千秋町塩尻７５１）

▽ふれあいルームサロンこじま（音羽２丁目９－３１）

▽春明いこいの舘さわやか会（春明字河戸５９）

【問】保険年金課　（２８）８９８５

　均等割額の軽減特例は、段階的見直しにより令和２年度

限りで廃止されました。

　また職場の健康保険などの被扶養者であった方の均等割

額は、加入から２年間を経過する月まで５割軽減されます。

※６月１日以降に７５歳になった方には、８月以降にお知ら

せします。

後期高齢者医療に加入している方へ

　現在お持ちの後期高齢者医療制度の保険証は、７月３１日

（土）で有効期限が切れ、使用できなくなります。新しい保

険証を簡易書留郵便で送付します。有効期限は令和４年７

月３１日です。

９．６４％

４８，７６５円

６４０，０００円

所得割率

均 等 割

限 度 額

今年度の保険料

認知症初期集中支援チームのご活用を

地域包括支援センターのご利用を

ふれあいクラブのご利用を

保険料通知書を７月中旬に送付します

新しい保険証を７月下旬に送付します
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国民健康保険 に加入している方へ

　令和３年４月からの加入分について、「納税通知書」と「第１～８期分の納付書（口座振替・

年金天引きの方を除く）」を送付します。

　年金天引きの方で、確実な納付を約束できる場合は、７月３０日（金）までに申請すると、１０月天

引き分から口座振替に変更できます。

　世帯主の事業・不動産・山林・給与のいずれかの収入が、前年に比べて３割以上減少する見込み

などの場合、申請すると税額が減免されることがあります。詳しくは、お尋ねください。

【問】保険年金課　（２８）９０１２

新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた方への減免制度 １０３５２８３ＩＤ

１０００９６０ＩＤ
軽減制度

会社の倒産・解雇・雇い止めなどに

より離職した方

申告すると、

税額の軽減を受けられる場合があります。

１０００９６２ＩＤ
減免制度

前年所得が２７０万円以下で、本年中

の所得が半分以下に減少する方など

申請すると、

税額が減免される場合があります。

１０００９６４ＩＤ国民健康保険税の納税通知書　７月中旬に送付

軽減・減免制度のご案内

　次に該当する方は受診できます（受診期限は

１２月３１日（金））。希望する方は、お早めにご連絡

ください。

【問】保険年金課　（２８）８６６９

　現在の受給者証は、７月３１日（土）で有効期限が切れ、使用できなくなります。新しい受給者証

(薄いだいだい色）を７月中に送付します。有効期限の切れた受給者証は個人情報が読み取られ

ないよう、細かく切って処分してください。

【問】保険年金課　（２８）９０１１

高齢受給者証 を送付７０～７４歳の方へ

健康診査を受診できます

４月以降
国民健康保険に加入した方へ

１０１３３３０ＩＤ １００１２３７ＩＤ

昭和５７年３月３１日以前生まれで、令和３年

４月２日以降に資格を取得し、１０月３１日（日）

までに資格取得届を提出した方

対　象

【問】保険年金課　（２８）９０１３

１０１５１１６ＩＤ

　お持ちの後期高齢者福祉医療費受給者証につ

いて、対象者へ更新申請書を送付しましたので、

必要事項を記入の上、ご返送ください。

対　象

有効期限が

令和３（平成３３）年７月３１日（土）の方

医療費受給者証の

更新手続きをお忘れなく
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免除申請を７月から受け付けます

国民年金保険料

　７月～令和４年６月分の国民年金保険料の免除申請を、７月１日（木）から受け付けます。保険

料の納付が困難で、免除を希望する方は申請してください（継続申請が認められた方を除く）。

　免除制度には、月額保険料の全額または一部が免除される区分があります。また納付が猶予さ

れる場合もあります。

【問】保険年金課　（２８）９０１４

　コロナ禍であなたが取り組んでいる介護予防を「コロナに打ち克
か

つ！ 介護予防」

をテーマに、ユーモアの効いた川柳にしてください。

７月１日（木）～８月６日（金）（必着）に応募用紙を持参また

は郵送・ファクス・電子メール（１人２作品まで）。応募

用紙は本庁舎高年福祉課、尾西・木曽川庁舎、出張所など

でも配布

※ １０月２８日（木）開催の「元気はつらつ介護予防フェスタ」で表彰。

作品は自作で未発表の物に限る。作品の著作権は一宮市に帰属

１０００８４５ＩＤ

自営業者など第１号被保険者で所得が少ない方（申請者本人・配偶者・世帯主の

令和２年中の所得が基準以下）または失業・天災などにより納付が困難な方

※納付猶予制度は５０歳未満の方が対象で、世帯主の所得要件なし

対　象

未納の場合免除の場合

老齢基礎年金
反映あり

（納付猶予は反映なし）
反映なし

受給資格期間 通算あり 通算なし

障害・遺族年金の
受給資格

納付した場合と
同様の扱い

資格を失う場合あり

追納できる期間 １０年 ２年

１０１４６２９ＩＤ

応募用紙ダウンロード可

介護予防川柳 を募集

【問】高年福祉課　（２８）９１５１

～コロナに打ち克つ！ 介護予防～

応募方法

優秀賞（３点）

最優秀賞（１点）

２万円

　新型コロナウイルス感染症の影響で、所得が減少した方には特例があります。

詳しくは、一宮年金事務所（（４５）１４１８）へお尋ねください。 １０３５０１３ＩＤ

尾州産マフラー
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市政ニュース

介護保険料納入通知書を送 付します

　保険料は、市民税の税額決定後に算出し、本人や世帯員の市民税の課税

状況や、本人の合計所得金額などによって１４段階に分けられます。

　詳しくは、７月中に送付する介護保険料納入通知書をご確認ください。

介護という問題を社会全体で支えるため

保険料は納め忘れのないようにお願いします

　介護保険料の納付方法は原則、特別徴収（年金からの天引き）です。

◇同一世帯内の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った

◇同一世帯内の主たる生計維持者の事業・給与・不動産・山林のいずれかの収入が、前年に比べて

３割以上減少する見込みで、その収入に係る所得以外の前年の所得合計が４００万円以下

下記に該当する方は、減免を受けられる場合があります。ご相談ください。

介護保険負担割合証を送 付します

▽要介護・要支援認定者

▽あんしん介護予防事業（介護予防・日常

　生活支援総合事業）のうち、介護予防・

　生活支援サービス事業を利用する方

　対象の方に、自己負担割合を記載した「介護

保険負担割合証」を７月中旬に送付します。介

護サービスを利用する際に「介護保険被保険者

証」と共に提示してください。

次に該当する方は３割負担

次に該当する方は２割負担（３割負担に該当する方を除く）

※所得・収入は令和２年中の金額。上記に該当しない方、４０～６４歳の方（第２号被保険者）、

市民税非課税者、生活保護受給者は１割負担。税制改正による給与所得控除額・公的年金

等控除額の１０万円引き下げに伴う所得増が負担割合に影響しないよう調整して判定

６５歳以上の方へ

新型コロナウイルスの影響による減免制度

第１期の納期限

８月２日（月）

特別徴収の方

特別徴収ができない方 ７月中旬までに「納入通知書（介護保険料額決定通知書）」を送付

しますので、同封の納付書で納期限までに納付してください。口座

振替の場合は、納期限に指定の口座から引き落とします。

※年度途中で特別徴収に替わる際は、通知書でお知らせします。

７月下旬までに送付する「介護保険料納入通知書兼特別徴収額決定

通知書」をご確認ください。

１００１１３５ＩＤ

介護サービスを
　　　利用する方へ

１００１１３７ＩＤ

【問】介護保険課　（２８）９０１９

対　象

自己負担割合（１～３割）

本人の合計所得金額

２２０万円以上

同一世帯の６５歳以上の方（第１号被保険者）の

「年金収入＋その他の合計所得金額」

４６３万円以上（単身世帯は３４０万円以上）

かつ

同一世帯の６５歳以上の方（第１号被保険者）の

「年金収入＋その他の合計所得金額」

３４６万円以上（単身世帯は２８０万円以上）

本人の合計所得金額

１６０万円以上
かつ

１０３５２１２ＩＤ
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Ｐｉｃｋｕｐ Ｎｅｗｓ

　次の皆さんが入

賞しました。表彰

式は７月３日（土）

の午前１０時からツ

インアーチ１３８エ

ントランスホール

で行います。入賞

作品は７月３日

（土）～８月１日（日）

にツインアーチ

１３８展望階に展示

します。�（敬称略）

▽市長賞　柳田莉奈＝写真＝（今伊勢中２年）

▽国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事

務所長賞　市川結菜（貴船小１年）

▽市議会議長賞　松瀬太志（向山小３年）

▽市教育委員会賞　柳田隼弥（今伊勢小６年）

▽木曽三川公園管理センター長賞　井岡裕衣菜

（大和東幼稚園年少）

　市では、ふるさと財団の協力により、法人の

民間事業者に、無利子融資を行っています。

対象事業／次の全てに該当する事業①公益性・事

業採算性などの観点から行われる②１

人以上の新規雇用が見込まれる③設備

投資総額が１，０００万円以上（用地取得

費を除く）④用地取得などの契約後５

年以内に事業の営業開始が行われる⑤

市の総合計画など諸計画に整合する

対 象／看護小規模多機能型居宅介護を提供で

きる事業者

申し込み／７月１日（木）～８月１６日（月）に、応募書

類を持参。応募書類は本庁舎介護保険

課でも配布

　現在、休場中の尾西プールは、施設の著しい

老朽化のため、復旧に必要な修繕を見合わせて

います。

　冨田山公園の再整備計画の中で、今後のプー

ルのあり方も含めて検討中ですので、ご理解と

ご協力をお願いします。

　令和４年４月からスポーツ文化センターを管

理できる法人・団体を募集します。公募説明会

を次のとおり開催します。

日 時／７月１２日（月）　午前１０時

会 場／スポーツ文化センター

申し込み／７月８日（木）の午後５時までに申込書

を電子メール。申込書・募集要項など

は、７月１日（木）からダウンロード可

※第１次提案の締め切りは８月５日（木）の午後

５時

　１０月１３日（水）に一宮市民会館で開催します。

対 象／１月１日現在、一宮市住民基本台帳に

記録されており、引き続き市内に在住

する次に該当する夫婦

▽昭和４６年に結婚した

▽昭和４５年以前に結婚したが、やむ

を得ない理由により申請していない

申し込み／８月１３日（金）までに本庁舎高年福祉課、

尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口

課、出張所

※当日送迎バスあり【要予約。一宮駅、千秋町

出張所、尾西庁舎、尾西南部生涯学習センタ

ー、木曽川体育館発着】

リバーサイドフェスティバル

写生画コンクールの入賞者が決定

【問】公園緑地課　（２８）８６３６

ＩＤ  １０２４５６９

一宮スポーツ文化センターの
指定管理者を募集

【問】指定管理課　（８５）７０８０

ＩＤ  １０４０６６４

ふるさと融資制度のご利用を

【問】政策課　（２８）８９５２

ＩＤ  １００２６９４

介護保険地域密着型サービス
事業者を募集

【問】介護保険課　（８５）７０１７

ＩＤ  １０４０５６５ 応募書類ダウンロード可

尾西プール 休場のお知らせ

【問】指定管理課　（８５）７０８０

ＩＤ  １００８９９９

長寿を祝う金婚記念祝賀式
～８月１３日までに申し込みを～

【問】高年福祉課　（２８）９０２１

ＩＤ  １０００９９２
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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

【問】廃棄物対策課　（４５）５３７４

区　分 件　数

刑 法 犯 ５６４（▲１６４）

侵 入 盗 ３９（▲ ５８）

（うち住宅対象） 〔２５（▲ ２８）〕

自動車関連窃盗 ７９ （＋ ２）

特殊詐欺 ８（▲ ８）

区　分 件　数 人　数

死　亡 ３（±    ０） ３（±   ０）

重　傷 １３（＋     １） １３（▲       １  ）

軽　傷 ３４０（▲ ７１ ） ４０７（▲ ９０）

計 ３５６（▲ ７０） ４２３（▲ ９１ ）

（ ）内は前年対比

市内の犯罪・事故（４月末現在）

夏の交通安全市民運動夏の交通安全市民運動

　７月１１日～２０日は「夏の交通安全市民運動」

です。次のことを実践しましょう。

▽ドライバーから目立つように手を上げて横断す

る（ハンドアップ運動）

▽横断歩道手前では減速し、横断しようとする歩

行者がいる場合には、必ず一時停止をするなど、

歩行者優先を徹底する

▽全ての座席でシートベルトやチャイルドシート

を正しく着用する

▽飲酒運転四ない運動「運転するなら酒を飲まな

い。酒を飲んだら運転しない。運転する人に酒

をすすめない。酒を飲んだ人に運転させない」

を徹底する

▽ドライバー・自転車利用者・歩行者が、それぞ

れの立場で思いやりの気持ちを持つ

▼子どもに危険性を認識させましょう

　家族だんらんの時などに、ネット上

の犯罪はひとごとではないと伝えましょう。

▼ネットの利用状況を把握しましょう

　子どものネットの利用状況をチェックする

「ペアレンタルコントロール機能」や、有害サ

イトへのアクセスを制限する「フィルタリン

グ機能」を利用しましょう。

▼スマホを買い与えた時から責任が生まれます

　ネット利用時のマナーやルールを決め、「自

分の子どもは、自分が守る。」ということを念

頭に、ネットの危険性について考えましょう。

【問】一宮警察署　（２４）０１１０

令和２年度は新型コロナの影響で令和２年度は新型コロナの影響で
家庭ごみが増加家庭ごみが増加 １００１６７６ＩＤ

事件などの情報を事件などの情報を
メールでお知らせメールでお知らせ

　皆さんの生活の中で、いつも出している

ごみがどれくらいあるのか、知らない方も

多いと思います。令和２年度は、新型コロ

ナウイルスの影響により家庭で過ごす時間

が増えたため家庭ごみが増え、一宮市では

およそ１１万７，０００ｔのごみが発生しました。

市民１人１日当たり８３３ｇのごみが発生し

ていることになります。

　コロナ禍でのごみ減量の取り組み例を紹

介しますので、ぜひ取り組んでいただき、

ごみの減量にご協力ください。

▲  ▲  

買い過ぎ・衝動買いをしない買い過ぎ・衝動買いをしない

▲  ▲  
食事の作り過ぎ・食べ残しをしない食事の作り過ぎ・食べ残しをしない

▲  ▲  
生ごみは捨てる前に水分を切る生ごみは捨てる前に水分を切る

ごみの減量を！

▲  ▲  

衣類・タオルや、新聞・チラシ・雑誌・衣類・タオルや、新聞・チラシ・雑誌・

雑がみは町内回収資源へ雑がみは町内回収資源へ

正しい分別を！

インターネット上のインターネット上の

トラブルや犯罪からトラブルや犯罪から

子どもたちを守りましょう子どもたちを守りましょう
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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。

日　時 会　場 申し込み

６日（金）・１３日（金）・２０日（金）・２７日（金）

１３：００～１６：００

思いやり会館３階

（市民総合相談室）

７月１２日（月）の午前９時か

ら電話で市民総合相談室

（（７３）４３６３）

※７月分は随時受け付け中１１日（水）・２５日（水）　１３：００～１６：００ 尾西庁舎４階

１０４０８５５ＩＤ
月の無料相談月の無料相談７７ ▲

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

　 月の　 月の
法律相談法律相談
（予約制）（予約制）

１００１９５５ＩＤ

８８

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

（２・９・１６・２６日の午後、２２

・２３日を除く）

思いやり会館３階

（７３）４３６３

行 政
７日（水）・２１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

（２２・２３日を除く）

本庁舎９階相談室

（２８）８９８４

司法書士の

多重債務
４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

（２２・２３日を除く）

本庁舎９階相談室

� （７１）２１８５

交通事故

１２日（月）・２７日（火）　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 １４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
１５日（木）　１３：００～１６：００ 思いやり会館３階

仕
事

職場での

悩みごと

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）＞

本庁舎４階

４０１会議室

内 職

木曜日　１０：００～１５：００

（２２日を除く）

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

（２２・２３日を除く）

本庁舎４階

子ども家庭相談課

（２８）９１４９

不 妊・

不 育 症

３０日（金）　１４：００～１６：００

＜予約制　（５２）３８５８

１日（木）から受け付け＞

保健所健康支援課

子ども・若者

悩みごと

火～土曜日　９：００～１７：００

（２２・２３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

（２２・２３日を除く）

＜予約制　（５５）９２８６

火～土曜日　１０：００～１８：００＞

ービル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

（２２・２３日を除く）

本庁舎２階

福祉総合相談室

（２８）９１４５

精 神

保健福祉

月～金曜日　９：００～１６：００

（２２・２３日を除く）

＜予約制　（２８）９１４５＞

本庁舎２階

福祉総合相談室

ひとり親

家 庭

月～金曜日　１０：００～１６：３０

（２２・２３日を除く）

本庁舎４階

子ども家庭相談課

（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

（２２・２３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

（２２・２３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

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

１９日（月）　１３：００～１６：００ 思いやり会館３階

２１日（水）　１３：００～１６：００ 尾西庁舎４階

登 記

２９日（木）　１３：００～１６：００

（１２：００から受け付け）
思いやり会館３階

２１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
１７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 １３日（火）　１３：００～１６：００ 思いやり会館３階
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教
室
講
座

育児講座
ＩＤ  １０４０５９５

日 時／８月２８日（土）　午前１０時～

１１時３０分

会 場／尾西生涯学習センター講堂

対 象／市内在住の子育て中の家族

など

演 題／「パパと一緒にエクササイ

ズ～動きながら学ぼう～」

講 師／柴田雅美さん（ＭＩＹＡＢＩ

代表取締役社長）

定 員／２５組（抽選）

申し込み／７月２７日（火）・２８日（水）に電

話または電子申請

問い合わせ／東五城子育て支援センター　

（８５）９３３９

環境学習講座
ＩＤ  １０２００１５ 申込書ダウンロード可

日 時／８月３日（火）　午後１時３０

分～３時

会 場／エコハウス１３８

対 象／市内在住の小学生と保護者

内 容／「魚になって、環境を考え

る」をテーマに、体験ゲームを通し

て外来種や水質変化について学ぶ

定 員／２０人（抽選）

申し込み／７月１日（木）～２０日（火）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／環境政策課　（４５）９９５３

高齢者のための 
簡単料理教室

ＩＤ  １０１３３５８

日 時／①８月１７

日（火）・２４日（火）②１９

日（木）・２６日（木）　午

前１０時～正午

会 場／修文大学

対 象／６５歳以上の

男性で料理経験の少ない方

メニュー／缶詰を利用した簡単レシピ

（親子丼ほか）

講 師／水田文さん（修文大学講師）

定 員／各１２人（抽選）

申し込み／７月２０日（火）までに電話で

高年福祉課

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

市民将棋教室
ＩＤ  １０４０８５４

日 時／７月２５日～８月２９日の日曜

日　午前１０時～正午（５回）

会 場／スポーツ文化センター

対 象／市内在住・在勤・在学の小

学生以上の初心者

定 員／４０人（抽選）

申し込み／７月７日（水）までに電話で

生涯学習課

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

市民囲碁教室
ＩＤ  １０４０８５３

日 時／７月２５日～８月２９日の日曜

日　午後２時～４時（５回）

会 場／スポーツ文化センター

対 象／市内在住・在勤・在学の小

学生以上の初心者

定 員／２０人（抽選）

申し込み／７月７日（水）までに電話で

生涯学習課

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

市民俳句教室
ＩＤ  １０４０９５５

日 時

８月８日（祝）

午後１時～３時

会 場

スポーツ文化セ

ンター

定 員

２５人（抽選）

申し込み／７月３０日（金）（必着）まで

に当季雑詠２句（初参加の方は希望

者だけ）・郵便番号・住所・氏名（ふ

りがな）・電話番号を記入し「市民

俳句教室８月」と明記の上、ハガキ

（〒４９１－８５０１　本庁舎生涯学習課）

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

市民川柳教室
ＩＤ  １０１８０１４

日 時／７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７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）７０７４

こころの病を持つ方の 
家族向け講話

ＩＤ  １０４０６６０

日 時／７月２９日（木）　午後２時～

３時３０分

会 場／本庁舎１１階１１０３会議室

対 象／市内在住のこころの病を持

つ方の家族

内 容／精神保健福祉士による講話

「『相手の気持ち』と『自分の気持

ち』～お互い様の関係～」

定 員／２０人（先着）

申し込み／７月１日（木）～２１日（水）に電

話、または住所・氏名・年齢・電話

番号を記入し「こころの病を持つ方

の家族向け講話」と明記の上、ファ

クス（（７３)９２７０）

問い合わせ／福祉総合相談室　（２８）

９１４５

家庭介護のための 
ハートフルケアセミナー

ＩＤ  １０１３４６９

日 時／７月１６日（金）　午後１時～

４時

会 場／千秋病院（千秋町）

対 象／家庭で介護している方

内 容／講義「高齢者の健康寿命を

延ばす食生活」と、介護者同士の交

流会

定 員／３０人（抽選）

申し込み／７月９日（金）までに電話で

地域包括支援センターちあき（

（８１）１７１１）

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

消費生活講座
ＩＤ  １０４０９６３

日 時／７月２６日（月）　午後２時３０

分～３時３０分

会 場／ －ビル２階大会議室

演 題／「キャッシュレス時代到来

！　知っておきたい『キャッシュレ

ス』の上手な利用法」

定 員／５０人（先着）

申し込み／７月１日（木）～２１日（水）に電

話で商工観光課

問い合わせ／商工観光課　（２８）９１４８

教室講座
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教
室
講
座

←市公式ウェブサイトはこちら

普通救命講習
ＩＤ  １０００４９９

日 時／７月３１日（土）　午後１時～

３時

会 場／尾西消防署

対 象／市内在住・在勤・在学の中

学生以上の方

定 員／１６人（先着）

申し込み／７月１日（木）～１５日（木）に電

話または電子申請

※団体は条件付きで随時開催

問い合わせ／一宮消防署　（７２）１１０３

親子防災教室
ＩＤ  １０１６４９５

日 時／８月７日（土）　午前９時～

正午

会 場／本庁舎４階スマート防災会

議室

対 象／市内在住・在学の小学生と

保護者（１組３人まで）

内 容／「ぼうさい授業」、ストロ

ーハウス工作ほか

定 員／１０組（抽選）

申し込み／７月３０日（金）までに電話ま

たは電子申請

問い合わせ／危機管理課　（２８）８９５９

防災ボランティア 
コーディネーター養成講座

日 時／７月３１日（土）・８月７日（土）　

午前９時～午後３時２０分（８月７日

は正午まで）

会 場／社会福祉協議会大和事務所

対 象／市内在住の中学生以上の方

内 容／野田利弘さん（名古屋大学

教授）による講義ほか

定 員／２０人（先着）

申し込み／７月５日（月）の午前９時か

ら電話で社会福祉協議会

問い合わせ／社会福祉協議会　（８５）

７０２４

親子自然工作教室

日 時

７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／２０人程度（当日午後０時

４５分から整理券を配布）

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

アーチェリー初心者教室

日 時／８月２９日～９月１２日の日

曜日　午前９時３０分～正午（３回）

会 場／アーチェリー場（光明寺公

園球技場東側）

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／７月１９日（月）～８月６日（金）

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

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

軟 式 野 球
８月２２日（日）
からの日曜日

平 島 公 園
野球場ほか

ー
Ａ級１万円、
Ｂ級・Ｃ級１部・
Ｃ級２部８，０００円

８月１日（日）の午前１０時（Ｃ級１部は午前１１
時、Ｂ級は午後１時、Ａ級は午後２時）に富士
公民館（組み合わせ抽選・説明会を実施、監督
または主将の出席が必要）
※問い合わせは水野（（４４）０４９５）

ソ フ ト
バレーボール

（ ト リ ム・
レ デ ィ ー ス ）

８月２２日（日）
総合体育館
い ち い 信 金
ア リ ー ナ

ー
１チーム２，０００円

７月３１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）

卓 球
（シングルス）

８月９日（休）
総合体育館
いちい信金
アリーナＢ

中学生以上 １チーム１，０００円 ７月１５日（木）まで。一宮市卓球協会への登録が
必要（大学生以下を除く）。詳しくは、一宮市卓
球協会ウェブサイトを確認小学生 無料

ソフトテニス
（ ダ ブ ル ス ）

７月２５日（日） 市テニス場 小学生以上
１組３，０００円

（大学生１，５００円、
高校生以下１，０００円）

７月１３日（火）までに本庁舎スポーツ協会また
は本田（（５１）４５６２）

スタンドアップ・
パドルボード

８月２２日（日）

恋ヶ浜ビーチ
（木曽川緑地
テニスコート
南側〔奥町〕）

１３歳以上 ２，０００円
８月１５日（日）（必着）までに住所・氏名・年齢・電
話番号を明記の上、ハガキ（〒４９１－０９０３　八
幡２丁目３－１　一宮ＳＵＰ協会）

軟式野球の連盟未加入チームは加盟金５，０００円も必要

スポーツ協会（スポーツ課内）　（８５）７０７８

スポーツ
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愛知万博メモリアル 

県市町村対抗駅伝競走大会 
代表候補選手選考会

ＩＤ  １０１５２５０

日 時／８月２８日（土）　午前８時

（予備日２９日（日））

会 場／いちい信金スポーツセンタ

ー（県一宮総合運動場）

対 象／市内在住の方、市内の中学

校を卒業した方

部 門／①小学生男子＝１．４、

②小学生女子＝１．４、③中学生

男子＝３．２、④中学生女子＝３．

０、⑤ジュニア（平成１５年４月２

日～１８年４月１日生まれ）男子＝

４．４、⑥ジュニア女子＝４．４、

⑦一般（平成１５年４月１日以前生ま

れ）男子＝５．６、⑧一般女子＝

３．０、⑨４０歳以上（昭和５６年１２

月４日以前生まれ）＝２．３

選考人数／各２人

申し込み／７月３０日（金）までに本庁舎

スポーツ課

※駅伝大会は１２月４日（土）に愛・地

球博記念公園（長久手市）で開催

問い合わせ／スポーツ課　（８５）７０７８

初心者テニス教室

日 時／８月１日からの日曜日　午

後７時～８時３０分（１２回）

会 場／市テニス場

対 象／市内在住・在勤・在学の高

校生以上の方

定 員／６０人（抽選）

受講料／８,５００円（保険料を含む）

申し込み／７月２３日（祝）の午前１０時～

１０時１５分に受講料を持参の上、テニ

ス場

※申し込みは１人１人分

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８

テニス教室

日 時／①９月６日～１１月２２日の月

曜日②９月１０日～１１月１２日の金曜

日　午前１０時～正午（各１０回）

会 場／いちい信金スポーツセンタ

ー（県一宮総合運動場）

対 象／１８歳以上の方（高校生を

除く）

定 員／各２０人（先着）

受講料／各７，５００円

申し込み／７月１日（木）の午前１０時か

ら電話でいちい信金スポーツセンタ

ー

問い合わせ／いちい信金スポーツセンタ

ー　（７７）０５００

赤ちゃんふれあい体験
ＩＤ  １０４０５９４

日 時／①８月１８日（水）②１９日（木）　

午後１時３０分～３時

会 場／神山公民館

対 象／市内在住・在勤・在学の中

学生以上の方

定 員／各２０人（先着）

申し込み／７月５日（月）から電話また

は電子申請

※ふれあい体験に参加できる０歳児

と母親も募集

問い合わせ／中央子育て支援センター　

（８５）７０２６

夏休み小中学生 
配架応援隊

ＩＤ  １０２５１１９

日 時／①８月５日（木）②６日（金）　　

午前１０時～１１時

会 場／ －ビル５階中央図書館

対 象／市内の小学４年生～中学生

内 容／図書館の本の並び方の仕組

みを学ぶ

定 員／各５人（抽選）

申し込み／７月４日（日）までに電話で

中央図書館

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

中央図書館見学ツアー
ＩＤ  １０２４５１２

日 時／７月３０日（金）　①午前１０時

～１１時②午後２時～３時

対 象／市内在住の小学３～６年生

定 員／各５人（抽選）

申し込み／７月４日（日）までに電話で

中央図書館

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

認知症介護家族のための 
交流会　～ききょうの会～

ＩＤ  １０１６０９６

日 時／８月５日（木）　午後１時３０

分～３時

会 場／ －ビル２階大会議室

申し込み／８月４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  １０４０６０８

日 時／７月１４日（水）・１５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就労

支援部会（福祉総合相談室内）　

（２８）９１４５

日曜新鮮市

日 時／７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

問い合わせ／一宮地方総合卸売市場　

（４４）１１１９

催しもの
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国民健康保険に加入している方へ 

人間ドック受診者を募集
ＩＤ  １０１０６０９ 申込書ダウンロード可

期 間／１０月１日（金）～令和４年２

月２８日（月）の受診日

会 場／木曽川市民病院・大雄会第

一病院・山下病院・一宮西病院・千

秋病院

対 象／昭和５７年４月１日～平成９

年３月３１日に生まれ、一宮市が受診

結果を受け取ることに同意する国民

健康保険加入者（妊産婦を除く）

健診内容／血液、呼吸器系、消化器系、

腹部超音波、大腸・肺がん、子宮頸
け い

がん（女性が対象、木曽川市民病院

を除く）ほか

定 員／４００人（先着）

受診料／１万円

申し込み／７月７日（水）～８月４日（水）

（消印有効）に申込書を持参、また

は郵便番号・住所・氏名（ふりがな）

・生年月日・性別・電話番号・被保

険者証番号・受診希望医療機関名を

記入し「人間ドック申し込み」と明

記の上、ハガキ（〒４９１－８５０１　本

庁舎保険年金課）。電子申請可。申

込書は保険年金課、尾西庁舎窓口課、

木曽川庁舎総務窓口課、出張所、保

健センターでも配布

問い合わせ／保険年金課　（２８）８６６９

環境月間ポスター・ 
イラスト作品を募集

応募資格／市内在住の①小学４～６年

生②中学生

部 門／①イラスト②ポスター（テ

ーマ・規格など詳しくは、ＩＤ  １０１６２１３

を確認）

応募方法／８月５日（木）（必着）までに

作品を持参または郵送

賞 ／特選＝１点、入選＝２点

（学年ごと。賞状・賞品を贈呈）

問い合わせ／環境政策課　（４５）９９５３

明るい選挙 
啓発ポスターを募集

　明るい選挙を呼び掛けるポスター

を募集します。応募方法など詳しく

は、ＩＤ  １０４０６４６をご確認ください。

対 象／市内在住の小中学生・高校

生

募集期間／９月３日（金）まで

問い合わせ／選挙管理委員会事務局　

（２８）８９５８

放送大学 
１０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９月１４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

令和４年４月採用　市民病院 

臨床工学技士を募集

応募資格／平成５年４月２日以降生ま

れで資格がある、または令和４年３

月に卒業見込みの方

選考方法／１次試験＝一般教養・専門

試験・適性検査、２次試験＝面接

採用人数／１人

申し込み／７月２６日（月）（必着）までに

指定履歴書を持参または郵送（指定

履歴書は市民病院ウェブサイトから

ダウンロード可）

※１次試験は８月５日（木）に市民病

院で実施

問い合わせ／市民病院管理課　（７１）

５１６７

８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／７月１６日（金）（必着）まで

に写真を貼った履歴書を持参または

郵送（〒４９３－０００１　木曽川町黒田

字北野黒１６５　木曽川市民病院業務

課）

問い合わせ／木曽川市民病院業務課　

（８６）２１７３

会計年度任用職員 

保健師を募集
ＩＤ  １０３５０８２ 申込書ダウンロード可

応募資格／普通自動車運転免許を持ち、

資格がある方

勤務内容／介護予防と高齢者の総合相

談

勤務場所／本庁舎高年福祉課

勤務日時／９月９日（木）～令和４年３

月３１日（木）　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／７月１５日（木）（必着）までに

申込書と各免許証の写しを持参また

は郵送

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

自衛官を募集

種 類／①自衛官候補生②一般曹候

補生③航空学生（航空・海上）④防

衛大学校学生（一般）⑤防衛医科大

学校学生（医学科・看護学科）

応募資格／①②平成元年４月２日～

１６年４月１日生まれの方③④⑤平

成１３年４月２日（海上は平成１１年

４月２日）～１６年４月１日生まれで

高校を卒業または令和４年３月に卒

業見込みの方

申し込み／①は随時、②は９月６日

（月）、③は９月９日（木）、④は１０月

２７日（水）、⑤は医学科１０月１３日（水）、

看護学科１０月６日（水）までに自衛隊

一宮地域事務所

問い合わせ／自衛隊一宮地域事務所　

（７３）７５２２

家を守ろう川柳の募集

　市民の皆さんの防

犯意識の高揚を図る

ため、住宅対象侵入

盗を題材とした川柳

を募集します。

募集期間／９月１２日（日）まで

※�応募方法など詳しくは、専用ウェ

ブサイト（https://ecoken.co.jp 

/senryu）または上記の二次元コ

ードをご確認ください。

問い合わせ／一宮空き巣をなくそうプロ

ジェクト実行委員会　（２８）３７５５

募　集
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公園での花火遊び 

手持ち花火に限り遊べます

　公園緑地課が管理する公園では、

７月１７日（土）～８月３１日（火）の日没～

午後９時に、手持ち花火に限り、公

園内の広場で花火遊びができます。

　ごみは持ち帰り、音・煙などで近

隣の方に迷惑を掛けないよう、マナ

ーを守って遊びましょう。火消し用

の水を用意し、小学生以下は保護者

などと一緒に遊びましょう。利用条

件など詳しくは、ＩＤ  １０１９８６１をご確

認ください。

問い合わせ／公園緑地課　（２８）８６３４

花火による事故を防ごう
ＩＤ  １０２４６１５

　花火は人や家に向けたり、燃えや

すい物の近くで遊んだりするなど、

取り扱いを誤れば事故につながりま

す。遊び方の注意書きを守り、安全

に遊びましょう。

問い合わせ／消防本部予防課　（７２）

１２８０

ゼリー状着火剤の使用は 
慎重に

ＩＤ  １０２０３４６

　バーベキューなどで使用するゼリ

ー状着火剤で、事故が発生する危険

性があります。火を付けてからは、

火が燃え広がり危険ですので、着火

剤をつぎ足さないでください。

　事前に使用方法などを読み、近く

に水を入れたバケツを準備して、安

全に使いましょう。

問い合わせ／消防本部予防課　（７２）

１２８２

サマージャンボ 
宝くじを発売

　１等５億円、１等・前後賞合わせ

て７億円のサマージャンボ宝くじが、

７月１３日（火）から全国の宝くじ売り

場で販売されます。また「サマージ

ャンボミニ」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

道路上に 
はみ出した樹木の剪

せ ん

定
て い

を
ＩＤ  １００２２３３

　道路上にはみ出している樹木は通

行の妨げや、交通事故の原因になり

ます。枝の剪定など、適切な管理を

お願いします。

問い合わせ／道水路管理課　（２８）８６５３

弁護士による 
多重債務者無料相談会

ＩＤ  １０２４３９０

日 時／７月２１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／７月１日（木）～１６日（金）に

電話で商工観光課

問い合わせ／商工観光課　（２８）９１４８

尾張都市計画下水道 
事業計画を変更

ＩＤ  １０２０２７３

　県では、五条川右岸流域下水道と

日光川上流流域下水道の事業計画を

変更しました。関係図書は、本庁舎

計画調整課で縦覧できます。

問い合わせ／計画調整課　（２８）８６２３

その他

ご寄付
ありがとうございました

（５月分まで・敬称略）

いちのみや応援基金へ　８５件

社会福祉協議会へ

エス・ビー建材

中部経済新聞社尾張支社

匿名３件

総合政策関係へ

豊島

モリリン

尾張塗装防水協同組合

子ども家庭関係へ

壱番屋

病院関係へ

Ｂｆｕｌｌ

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８月から貸

し出し

▽動画サイト（ユーチ

ューブ）の市公式チ

ャンネルでも見る

ことができます。

７

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。

７

廃棄物対策課　（４５）５３７４

▲上記を読み取り、

ご利用ください。

一宮市ゴミチェッカー

　パソコンやスマートフォン

などで、ごみの分別方法やお

住まいの地区の収集日をチェ

ックできます。

祝日のごみ持ち込み

▽７月２２日（木）・２３日（金）は受け

付け

施設管理課　（４８）５３８３
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←市ソーシャルメディア一覧はこちらＩＤ１０１１１８４

文化教室 スポーツ文化センター （２４）１８８１

教室名 日　時 受講料※ 申込日時

①こども書道・夏
７月２７日（火）
・２８日（水）　
１０：００

１，３００円
７月６日（火）
１０：３０

②こども料理体験
８月８日（祝）
９：３０

１，３５０円
７月２４日（土）
９：３０

③おやこｃｏｏｋｉｎｇ
～和スイーツ～

８月７日（土）
９：３０

２，７００円
７月２４日（土）
１０：３０

※教材費を含む

対 象／①小中学生②小学３年生～中学生③小学生以上の方
と保護者（２人１組）

申し込み／受講料を持参の上、スポーツ文化センター（１人１
人分。抽選）

天体観望会 一宮地域文化広場 （５１）２１８０

北天の宝石、アルビレオを観望しよう！

～月齢６．４・７．４の月、はくちょう座のアルビレオ（二重星）～
日　時／①７月１６日（金）②１７日（土）　午後７時３０分～８時４５
分（雨天中止）
定　員／各２０人（先着。中学生以下は保護者同伴）

申し込み／７月６日（火）の午前１０時から電話で地域文化広場

自主文化事業 アイプラザ一宮 （７７）６６１２

コミュニケーション英会話 ２０２１夏（①初級②中級）
日　時／７月９日～９月１７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８回）
定　員／各１６人（先着）
受講料／各６，４００円

申し込み／７月２日（金）の午前１０時から電話でアイプラザ一宮

ゆったり朝ヨガ Ｖｏｌ．７
日　時／７月１５日～９月１６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／７月８日（木）の午前１０時から電話でアイプラザ一宮

うがい！ 手洗い！！ 大笑い！！！ アイプラザ一宮 夏の寄席
～パペット落語と講談～
日　時／７月２３日（祝）　午後２時
出 演／笑福亭鶴笑さん（落語家）、旭堂鱗林さん（講談師）
入場料／２，０００円（６０歳以上の方は１，５００円、学生は１，０００
円）。未就学児は入場不可

申し込み／電話でアイプラザ一宮

自主文化事業 一宮市民会館 （７１）２０２１

いちのみやキネマ 名作上映会
「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」
日　時／８月２２日（日）　①午後１時１５分②４時３０分
会 場／尾西市民会館
入場料／１，０００円（全席指定）。席が不要な２歳以下は無料
（保護者１人当たり１人）
前売り／７月９日（金）の午前１０時からネット予約、または１０
日（土）の午前９時から一宮・尾西市民会館、木曽川文化会館

「アーティスト・イン・レジデンス」オーディション参加者募集

応募資格／市内在住・在勤・在学で、令和４年１月１５日（土）ま
たは３月１９日（土）のコンサートに出演できる方
応募方法／７月１日（木）～１１日（日）に申込用紙と第１次審査用音
源を持参。申込用紙は市民会館等ウェブサイトからダウンロ
ード可

市民開放プールを休止 指定管理課 （８５）７０８０

　例年小中学校の夏休み期間に開場している下記の施設を、
今年も休止します。

▼公園プール＝音羽公園・九品地公園・真清公園

▼学校プール＝南部中・北方中・大和中・奥中・萩原中・千
秋中・葉栗小・西成小・丹陽小・浅井南小・
今伊勢小・神山小・富士小

▼一宮地域文化広場おやこプール

水泳教室 温水プール （７７）４７２７

夏休み短期水泳教室
日 時／①８月１７日（火）～２０日（金）②２１日（土）～２５日（水）③２６
日（木）～２９日（日）に１時間の教室を４回
対 象／市内在住・在学・在園の年少～中学生（定員に達し
ない場合は市外も可）
受講料／各５，０００円

申し込み／７月４日（日）までに温水プール（抽選）
※コース・受付時間・定員などの詳細は問い合わせ

文化教室 －ビル （２８）９１５３

対 象／年少～小学生（小学２年生以下は保護者同伴）
定 員／各１０人（先着）

申し込み／７月１日（木）の午前９時から電話で －ビル

教室名 日　時 受講料

カブトムシ成虫 ７月２４日（土）　１０：００～１２：００ １，０００円

淡 水
アクアリウム

８月７日（土）　１０：００～１２：００ １，０００円

石 ころ ア ート ８月１１日（水）　１０：００～１２：００ ５００円

緑化教室 大野極楽寺公園管理棟 （５１）３０１５

教室名 日　時 教材費

①昆 虫 調 査 隊・夏
７月２２日（祝）・２３日（祝）
１０：００

１人各１００円
（保険料）

②ま ゆ 玉 工 作
～イルカの人形づくり～

８月７日（土）
１０：００・１３：００

各５００円

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

定　員／①各３０人（抽選）②各２０人（先着）
申し込み／①は７月６日（火）の午後５時までに大野極楽寺公園
ウェブサイトから電子申請。②は７月２日（金）の午前１０時か
ら電話で大野極楽寺公園管理棟（０８０（９１１０）３０１５）

定　員／各１０人（先着。小学２年生以下は保護者同伴）

申し込み／７月１日（木）の午前１０時からエコハウス１３８　

環境学習講座 エコハウス１３８ （４７）７１３８

講座名 日　時 受講料

肉 食 昆 虫
８月１１日（水）
１０：３０～１２：００

６００円

昆 虫 標 本
８月１１日（水）
１３：３０～１５：００

１，０００円

石 こ ろ ア ー ト
（ 海 の プ レ ー ト ）

８月２３日（月）
１０：００～１２：００

５００円

変 な 生 き 物
８月２５日（水）
１３：３０～１５：００

１，１００円

７月２１日（水）は開館。７月の土・日曜日、祝日は、午前９時から開館
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　一宮七夕まつりウェブサイトで、皆さんの

願い事を募集しています。ご自宅などからオ

ンラインで短冊に願い事を書き、投稿してく

ださい。

おりもの感謝祭
第６６回

　今年の一宮七夕まつりは

「時間、場所、人を分散」し、

新型コロナウイルス感染症対

策を徹底した上で、飾り付け

を中心に安全に開催します。

カカ
月月
間間
のの
七七
夕夕
飾飾
りり
とと

　コロナ禍で発表の機会を失った市民の皆さ

んの、 音楽演奏やダンスをケーブルテレビ

ＩＣＣとＩＣＣ公式ＹоuＴｕｂｅチャンネルで生

配信します。

　８月３１日（火）までＩＣＣ公式ＹоuＴｕｂｅチャ

ンネルで視聴できます。

午前１０時～午後６時

７月１５日（木）～１８日（日）日時

一宮駅コンコース

　その他、 ービルや公共施設などでも

飾り付けを行います。

※飾り付け付近での火気の取り扱いには

十分にご注意ください。

夏の音色を演出する鋳物の風鈴飾り

市民の皆さんから募集した折り鶴を素材

にして製作した吹き流し飾り

一宮駅東口広場

会場

一宮七夕まつり協進会
(商工観光課内)　（２８）９１３１

※催事は都合により変更・中止となる場合があります。最新の情報は一宮七夕まつりウェブサイトをご確認ください。

一宮七夕まつり

オンライン市民ステージ

飾り付け

▽飾り付け区域の各所に検温システムと消毒液

を設置します。

▽土・日曜日、祝日は感染症対策の巡回啓発を

実施します。

日程

８月１日（日）まで

オオ
ンン
ララ
イイ
ンン
イイ
ベベ
ンン
トト
をを
実実
施施
！！

オンライン短冊

１１

７７月月１１日日 木 ～～３１３１日日 土

「前を向いて踊ろう！ ディスタンス盆踊り」

※３密対策や管理が困難な歩行者天国(交通

規制)や道路上の露店出店、パレードなど

の例年実施している催事については行いま

せん。

中止するイベント

新型コロナウイルス感染症対策
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情
いちのみや’ｓ

報発信地

おもちゃ病院一宮・稲沢
おもちゃを無料修理します

一宮市戦災死没者追悼式

昭和２０年の空襲により、多数の犠

牲者がでました。戦争の惨
さん

禍
か

を忘れ

ないために、慰霊追悼を行います。

関係者の方や関心がある方は、ご参

列ください。

日　時／７月２８日（水）　午前１０時～

１１時

会　場／大乗公園

問い合わせ／一宮市戦災遺族会・野田　

（７３）９６４１

「７カ国語で話そう。」
ウェブ会議アプリ「Ｚｏｏｍ」でも開催

日　時／①７月２２日（祝）・２５日（日）、

８月５日（木）　午前１０時～１１時３０分

②７月１１日（日）・８月１日（日）・９月５

日（日）　午前９時～１０時

会　場／一宮市民会館ほか（②はウ

ェブ会議アプリ「Ｚｏｏｍ」）

申し込み／ヒッポファミリークラブ・

秋山　０８０（５１３０）０１５０

※料金の記載がないものは無料

家庭で壊れて眠っているおもちゃが

あれば、お持ちください。受付日時・

場所など詳しくは、お尋ねください。

インターネットでも検索できます。

利用料／無料（部品代として５０～

３００円が必要な場合あり）

問い合わせ／上野　（７１）７６０３

いちのみや市民活動情報サイトもご覧ください

　市民活動支援センターに登録しているさまざまな市民活動団体の活動内容や
イベントなどの情報を紹介しています。

問い合わせ　市民活動支援センター　（２３）８８８３

　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。９月号の締め切りは７月２３日（祝）です（抽選）。申し込み方法など詳しくは、  ＩＤ  １０３４７１８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

ス
まちかど

ナップ

愛知県植樹祭

　「たすけあい　みどりのバトン　つなげよう」を

テーマに、市制施行１００周年記念事業として開催。

式典では、県警音楽隊による演奏・演技のほか、緑

化関係の表彰や千秋みどりの少年団による「みどり

の誓い」などを行いました。式典終了後には光明寺

公園で、県の木・ハナノキと市の木・ハナミズキを

植樹しました。

５月２９日　総合体育館 いちい信金アリーナほか
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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

あっぷっぷ

▼７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（２２・２３日を除く）

独りで悩まないで、相談を （その他の相談は２１㌻）

相談名 日　時 相談電話・会場

育　　児

７月５日（月） １３：００～１５：００

中保健センター
（７２）１１２１

西保健センター
（６３）４８３３

７月２６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
（２２・２３日を除く）

本庁舎４階子ども家庭相談課
（２８）９１５２

子ども悩みごと
夜間ダイヤル

火～土曜日　１７：３０～２０：３０
（２２・２３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
（２２・２３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

昼寝をしなくなったけど…

　11カ月。同じくらいの子はよく寝ているのに、

うちの子はあまり長い時間昼寝をしません。睡

眠不足にならないか心配です。

　体をいっぱい動かして、

休息が必要になって寝るの

が昼寝なの。だから赤ちゃ

んによって寝る時間には個人差があるよ。赤ちゃんは

眠気を我慢して起きていることはできないから、寝不

足の心配はないと思うわ。夜たっぷり寝て、発育が順

調で、元気と食欲があれば、昼寝の時間は短くても大

丈夫。眠たいのに興奮しすぎて眠れないようなときに

は、無理に寝させようと思わず、休ませると考えて、

「ママと一緒にゴロゴロしようね」とゆったりスキン

シップをしたり、静かな遊びをしたりしてみたらどう

かな。そうするといつの間にか寝てしまうかもしれな

いね。

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

催　し 日　時 会　場 対　象 申し込み

フレッシュママ交流会
ＩＤ  １０３９７００

８月１８日（水）
２５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）

７月１６日（金）までに電話で
生涯学習課（（８５）７０７４）。
電子申請可

８月１９日（木）
２６日（木）

木曽川庁舎
３階第３研修室

８月６日（金）
２７日（金）

千秋公民館

あっぷっぷ
ＩＤ  １００１２８５ 

７月２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）

７月６日（火）
千秋・里小牧
子育て支援センター

７月７日（水）
丹陽・黒田北
子育て支援センター

Ａｎｄｒｏｉｄ版 ｉＯＳ版
いちのみや子育て支援アプリ

を配信しています
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おすすめ本おすすめ本

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

悪天候で中止する場合があります。

一般書 折紙の文化史
小林一夫／著

里文出版／刊

　知っているようで知らないことが多

い折紙。祈りや願いを込めて紙を折る

という古代人の心から、やがて遊びに、

あるいはデザインにと発展する折紙の

変遷を、多くの資料や図版をもとに捉

え、その本質を紹介する。

児童書 ぼくとがっこう
谷川俊太郎／文　はたこうしろう／絵

アリス館／刊

　うちにいるとぼくは子ども。ぼくは

ぼくでいられる。学校に行くとぼくは

生徒。ぼくは大勢の中のひとりになる。

なじめない中で、少しずつ自分の見た

いもの、感じたいものを見つけ…。少

年のかけがえのない日々を描く。

７７ １０：００～１５：００（※は１４：００まで）

１日（木） ２日（金） ５日（月） ６日（火） ７日（水） ８日（木） ９日（金）

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

２１日（水） ２６日（月） ２７日（火） ２９日（木）

丹羽公民館� 
今伊勢西小学校�
奥町前並二公民館�

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�

尾関平山住宅�
朝日西小学校�
樫の木文化資料館�

奥公民館 子ども文化広場図書館

萩原公民館 木曽川公民館

開明いこいの広場

宮後野見神社�
千秋南小学校�
平島公民館� 

萩原町出張所�
木曽川東小学校�
馬寄石刀神社�

図書館からのお知らせ

おはなし会 読み聞かせ １０２４３５７ＩＤ

日　時／７月４日（日）・１１日（日）　午後３時

会　場／ ービル５階中央図書館

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

時之島いこいの広場

西成公民館

１０３７８１１ＩＤ

日　時／７月１８日（日）　①午前１０時～１１時５５分の

うち２５分間②午後１時～５時

※①は９日（金）の午後４時から配布する

整理券が必要（１人１枚まで。１枚で

２人まで参加可）

会　場／玉堂記念木曽川図書館

内　容／古くなった雑誌の無料配布（なくなり次

第終了）

問い合わせ／玉堂記念木曽川図書館　（８４）２３４６

雑誌リサイクル会

１０２４４０１ＩＤ

日　時／①７月２１日（水）②２７日（火）　午前１０時～

１１時

会　場／ ービル５階中央図書館

対　象／市内在住の①小学５・６年生②小学３・

４年生

内　容／図書館を活用した調べ学習の方法を学び、

調べるテーマを決定する

定　員／各１０人（抽選）

申し込み／７月４日（日）までに電話で中央図書館

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

チャレンジ！！　調べ学習

北方青衾社� 
丹陽小学校� 
浅野公園� 

千秋町出張所�
丹陽南小学校�
多加木記念館公民館�

東浅井浅井神社�
大和西小学校�
馬引公民館駐車場�

葉栗公民館 大和南小学校※ 今伊勢公民館

神山公民館 浅井公民館

西御堂津島神社�
葉栗小学校� 
西海戸公民館�

大野公民館� 
千秋東小学校�
浮野八幡社� 

大和豊島台ちびっ子広場�
赤見小学校� 
佐千原坂手神社�

西小島公民館�
北方小学校� 
光明寺愛宕神社�

尾西南部生涯学習センター



全面広告

★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。
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