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市政ニュース

　日本画家・石本正（１９２０～２０１５）の生誕１００年

を記念し、７５年に及ぶ画業の全貌を代表作から

たどる初の大回顧展を開催します。

９月１１日（土）～１０月２４日（日）
午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで）

※９月１１日（土）は正午から。月曜日（９月２０日を除く）、

９月２１日（火）・２４日（金）は休館

生誕１００年 生誕１００年 
　　    　　    回顧展回顧展 石本   正石本   正

６０人（先着）

スライドトーク

９月１１日（土）　午後２時

横山由美子さん（浜田市立石正美術館主任学芸員）

講演会

１０月２日（土）　午後２時

西久松吉雄さん

（浜田市立石正美術館館長）

６０人（先着）

①９月１９日（日）②１０月１７日（日）　午後２時

学芸員によるギャラリートーク

定　員

講　師

日　時

日　時

定　員

講　師

日　時

１０４１６５６ＩＤ

▲ 「のれん」（個人蔵）

▼ 「舞妓」（浜田市立石正美術館蔵）

【問】三岸節子記念美術館　（６３）２８９２

挑戦！ はじめての日本画

９月２０日（祝）（必着）までに電話、または郵便番

号・住所・氏名（ふりがな）・小学生は学年・電

話番号・希望日を記入し「はじめての日本画」と

明記の上、ハガキ・電子メール（〒４９４ー０００７　

小信中島字郷南３１４７－１　三岸節子記念美術館、

migishi@city.ichinomiya.lg.jp）

①１０月９日（土）②１０日（日）

午後１時～４時３０分

日　時 ▼

申し込み

中沢梓さん（大和絵師）講　師 ▼

各１２人（抽選）定　員 ▼ 参加料 各２，０００円▼

小学生以上の方

（小学３年生以下は保護者同伴）

対　象 ▼

ワークショップ

観覧料／大人１，０００円、高・大学生５００円、中学生以下無料

いちのみや市１００周年記念事業三岸節子記念美術館 特別展
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約１６km

▲

「越前海岸にて」（部分）

８月３１日（火）～１０月１７日（日）

午前９時３０分～午後５時（入館は４時３０分まで）

（一部展示は１０月１０日（日）で終了）

※月曜日（９月２０日を除く）、９月２１日（火）・２４日（金）は休館

観覧料／大人３００円、高・大学生１５０円、中学生以下無料

※１０月１６日（土）・１７日（日）は大人６００円、高・大学生３００円

１０４１８６３ＩＤ

美濃路ウオーク美濃路ウオーク  ２０２１２０２１ １０月１６日（土）

【問】  美濃路ウオーク実行委員会・事務局（稲沢市商工観光課内）　０５８７（３２）１３３２

参加料／３００円（中学生以下無料。小学生以下は保護者同伴）

申し込み／�１０月８日（金）（必着）までに電話、稲沢市公式ウェブサイト

から電子申請、または申込書を郵送・ファクス・電子メール。

申込書は��ＩＤ��１０４１８４４�からダウンロード可（本庁舎商工観光

課でも配布）

美濃路稲葉宿本陣跡ひろば（稲沢市）

名鉄竹鼻線須賀駅（羽島市）

Ａコース 午前９時

博物館 特集展示コーナー

生誕１１０年生誕１１０年 三枝三枝    惣太郎惣太郎

彫刻彫刻とと
    

絵画絵画

　市美術展の審査員を務めるなど、市の芸術振興において大きな

役割を果たした彫刻家・三枝惣太郎（１９１１～２００６）の彫刻の小品、

油彩画や水彩画などを展示します。

約１０km

尾西歴史民俗資料館

Ｂコース 午前１０時３０分

【問】博物館　（４６）３２１５ ▲ 「三重塔」
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【問】公園緑地課　（２８）８６３６

いちのみや秋の緑化フェアいちのみや秋の緑化フェア 参加者参加者をを募集募集

午前９時３０分～午後４時

１０月２日（土）・３日（日）

青空フリーマーケット

９月７日（火）までに申込書を持参またはフ

ァクス。申込書は本庁舎公園緑地課で配布

（市ウェブサイトからダウンロード可）

ガーデンコンテスト

部門・規格

申し込み

コンテナガーデンコンテナガーデン ミニガーデンミニガーデン

６０cm×６０cm 以内

幅幅 奥行き奥行き

３ｍ×２ｍ以内

幅幅 奥行き奥行き

出店料

１日７店（抽選）

申し込み ９月７日（火）（消印有効）までに電子

申請、または郵便番号・住所・氏名

・年齢・電話番号・出店希望日（１

日だけ）を明記の上、ハガキ・ファ

クス（〒４９１－８５０１　本庁舎公園緑

地課、（７３）９２１８）

市内在住の２０歳以上の方

（業者は不可）

対 象

募集数

１日１，０００円

（間口３ｍ×奥行き３ｍ）

１０２９６６７ １０１５７８６

１３８タワーパークで開催

作家・大正大学表現学部

客員教授

井沢元彦さん

申し込み講 師

９月２１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）を明記の上、ハガキ

（〒４９１－８５０１　本庁舎芸術文化協会

事務局）。申し込みは１枚２人分まで

１０４１８６６ＩＤ※手話通訳あり

１０月１６日 土
午後１時３０分～３時

（１時開場）
４００人
（抽選）

「いちのみや文芸２０２１」を販売  ▼８００円【問】芸術文化協会事務局（生涯学習課内）　（８５）７０７４

文化講演会 混迷を生き抜く術とは
～歴史を動かした人物に学ぶ～

尾西市民会館

ＩＤ ＩＤ



11２０２１（令和３）年９月　広報一宮

Ｐｉｃｋｕｐ Ｎｅｗｓ

１０４１８５２ＩＤ

木曽川町

一豊まつり
いちのみや市１００周年いちのみや市１００周年

　例年９月に開催する

木曽川一豊まつりは、

令和４年２月１２日（土）

に開催します。

【問】木曽川町一豊まつり実行委員会事務局（木曽川商工会内）　（８７）３６１８　　商工観光課　（２８）９１３１

　過去の一豊まつりや木曽川町の懐かしい写真、山内一豊

ゆかりのものを展示し、それらの動画を上映します。

【問】青少年課　（８４）００１７

１８歳～３９歳の独身の方

※男性は市内在住・在勤・在学の方

男女各８人（抽選）

１，２５０円

出会いや交流を求める若い世代の方へ

対 象対 象

定 員定 員

参加料参加料

申し込み申し込み

１０４１７００ＩＤ

１０月３０日 土 午後２時～５時 木曽川庁舎３階研修室

　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。

一豊まつりの一豊まつりの歴史歴史

木曽川資料館木曽川資料館会 場

土・日曜日、祝日 ▼  各日５０枚

平日 ▼  各日２０枚

（なくなり次第終了）

※９月１３日（月）・２１日（火）・２４日（金）は休館

９月１１日９月１１日（土）（土）～２６日～２６日（日）（日）
（入館は４時３０分まで）午前９時３０分～午後５時

日 時

９月３０日（木）までに電子申請

黒田城跡の御城印を販売
限定５００枚　３００円

旅行プランニング旅行プランニング

ichi恋 交流会
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市政ニュース

　市では、来年度新たに保育園（小規模保育事

業所・事業所内保育事業所・認定こども園の保

育部分を含む）への入園を希望する方の申し込

みを受け付けます。

申し込み／１０月１日（金）～３０日（土）に申込用紙な

どを第１希望の保育園。申込用紙は９

月３０日（木）から保育園・本庁舎保育課

で配布

※面接を１１月下旬から第１希望の保育園で行う

予定。入所条件など詳しくは、ＩＤ  １００１４２２を

ご確認ください。

　小規模保育事業所は、６

～１９人の２歳以下の乳児を

保育する事業所で、市の認

可事業です。

　１０月から市内に、新たな

小規模保育事業所が開所し

ます。対象は０～２歳児で

す。入所の申し込みは、９月１日（水）～１５日（水）

に本庁舎保育課で受け付けます。必要書類など

詳しくは、お尋ねください。

期　間／１０月１日（金）～２９日（金）

会　場／市民病院・木曽川市民病院

※市民病院は月・水曜日だけ

対　象／脊髄損傷・脳血管障害などによる身体

障害者手帳を持ち、常時車椅子を使用

している在宅の方（特定健康診査など

の受診者を除く） 

健診内容／問診、身体計測、理学的検査、血圧測

定、尿・心電図・貧血・肝機能・血糖

・エックス線などの検査

申し込み／９月１日（水）～１０日（金）に電話、または

住所・氏名・生年月日・電話番号・手

帳番号・受診希望日・受診希望会場を

記入の上、ファクス（（７３）９１２４）

　広告板や突き出し広告などの屋外広告物は、

風雨や日差しにさらされ劣化し、落下・倒壊の

危険性が高まっていることがあります。事故を

防ぐため、危険な広告物を見つけたら、ご連絡

ください。また屋外広告物を出している方は、

点検をお願いします。なお屋外広告物を出すと

きは事前に公園緑地課に相談し、条例を守り、

周囲の景観との調和を図りましょう。

３８年後も住みたいまち一宮
小中学生ポスターコンクール入賞者が決定

【問】いちのみや市１００周年実行委員会事務局　（８５）７４３３

小学生の部

最優秀賞（写真左）

宮原由安（浅野小６年）

優秀賞

木野結衣名（瀬部小６年）

新谷心望（木曽川東小５年）

入賞

野々花（木曽川東小６年）

川本花芽（宮西小５年）

森健剛（瀬部小５年）

杉山舞音花（丹陽南小５年）

水谷月泉（神山小６年）

中学生の部

最優秀賞（写真右）

野田琴葉（今伊勢中２年）

優秀賞

安藤一志（尾西第二中１年）

林愛織衣（今伊勢中１年）

入賞

野口愛莉（葉栗中２年）

石川慶（尾西第三中３年）

安達夕貴（大成中３年）

柳田莉奈（今伊勢中２年）

田村颯華（木曽川中２年）

（敬称略）

展示期間 会　場

９月１日（水） 一宮市民会館

３日（金）～１６日（木） 中央図書館

１８日（土）～２６日（日） イオンモール木曽川

２８日（火）～１０月１７日（日）三岸節子記念美術館

１０４１８５５ＩＤ

保育園の入園申し込みを
１０月１日～３０日に受け付け

【問】保育課　（２８）９０２４

小規模保育事業所が開所

【問】保育課　（２８）９０２４

ＩＤ  １０１２３２２

身体障害者の健康診査を実施

【問】障害福祉課　（２８）９０１７

ＩＤ  １０１６２６４

危険な屋外広告物にご注意を

【問】公園緑地課　（２８）８６３６

ＩＤ  １０００１９８
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対　象／平成２７年４月２日～２８年４月１日生

まれで、令和４年４月に小学校へ入学

する予定の方

通　知／１０月上旬に健康診断通知書を送付しま

す。通知書が届かない場合は、教育部

総務課（（８５）７０７０）へご連絡くだ

さい。

※子どもが外国籍で市内の小学校への入学を希

望する場合は、教育部総務課へ申請書の提出

が必要です。経済的理由で就学が困難な場合

は、学校にかかる費用を援助する制度があり

ます。詳しくは、学校または学校教育課へお

尋ねください。

※各学校の実施日については、ＩＤ  １０２５９３０をご

確認ください。

　９月２０日（祝）は通常どお

り開館します。

※ますみいこいの広場（ス

ポーツ文化センター内）

は休館

　案内書（申込書）は、９月１

日（水）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・和光・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／９月８日（水）～１６日（木）（必着）に申込

書を郵送または持参

※入居希望者のない部屋は、１０月７日（木）から

先着順で追加募集あり

日　時／ ９月２２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／ ９月１日（水）～１７日（金）に電話で商工観

光課

小学校入学前の健康診断を実施

【問】学校教育課　（８５）７０７２

いきいきセンター・いこいの広場
９月２０日「敬老の日」は開館

【問】高年福祉課　（２８）９０２１

ＩＤ  １００１０１５

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  １０４１４９０

１０００２３６ＩＤ

ファミリーマートでも入手できます
　「広報一宮」は町内会を通じて、市内各戸に配布しています。また市内公共施設

などでも入手できるほか、市内のファミリーマートでも入手できるよう、店舗に

ご協力をいただいています。

広報一宮は 【問】広報課　（２８）８９５１

パソコンやスマートフォンからも閲覧できます

ウェブサイト 「マイ広報紙」 １０３５５９５ＩＤ無料アプリ 「マチイロ」 １００３６７３ＩＤ

ダウンロードはこちら 閲覧はこちら

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  １０２１１４７


