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【問】観光協会（観光交流課内）　（２８）９１３１

１０５２３２０ＩＤ

【問】びさいまつり運営委員会事務局（尾西商工会内）　（６２）９１１１　　観光交流課　（２８）９１３１

１０月２２日（土）・２３日（日）

午前９時３０分～午後４時 尾西市民会館周辺

織姫

びさいまつり

水谷有里さん 伊藤杏莉さん

踊る仮装
パレード

服飾文化祭
市民の

パフォーマンス

会場内の模擬店で買い物をして

スタンプを集めると、賞品が当たる！

スタンプラリースタンプラリーも開催も開催

２３日

織姫
パレード

チンドン祭り
素人

１０月１６日（日）

午前９時～午後４時３０分

萩原商店街 １０５２３６７ＩＤ

素人チンドンコンクール大会▼

（午前１０時～午後０時３０分）

ステージイベント▼

（一宮萩原太鼓・阿波踊り・サンバ ほか）

一宮だいだいフェスタ大集合

ｆｏｒ Ｈａｌｌｏｗｅｅｎ２０２２

１０５２３６８ＩＤ

コスプレダンスコンテスト▼

　１０月に市内各所で、２０以上のイベントを

開催します。各会場では、スタンプカードを

お持ちの小学生以下のお子さんに、お菓子を

プレゼント！（スタンプカードは、市内の保

育園・幼稚園・小学校を通じて配布）

木曽川高校美術部

アートフォトスポット

▼

謎解きデジタルスタンプラリー▼

ハロウィンパレード▼

※雨天の場合は萩原小で開催

【問】いちのみや秋まつり実行委員会

（一宮商工会議所内）　（７２）４６１１

詳しくは、一宮だいだいフェスタ

ウェブサイトをご確認ください。

市政ニュース

童女 童女

伊藤杏華さん
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オータムフェスタオータムフェスタ

１１月３日（祝）まで１０２１１８８ＩＤ

【問】国営木曽三川公園１３８タワーパーク　（５１）７１０５

定　員／３０人（先着）

申し込み／１１月１日（火）の午前１０時から電話で１３８タワーパーク

ガイドツアー　午後５時

イルミネーション内覧会イルミネーション内覧会

１０月２２日（土）～１２月２５日（日）
▲『おばけのマールとモーニングのあとで』

 Ｒｅｉ Ｎａｋａｉ／ＮＡＫＡＮＩＳＨＩ ＰＵＢＬＩＳＨＩＮＧ ＣＯ．，ＬＴＤ

マールメニューを注文で

限定缶バッジをプレゼント！

てんぼうだいに のぼりましょてんぼうだいに のぼりましょ

第１弾聖地巡礼
おばけのマールとモーニングのあとで

１０５２３８５ＩＤ

マールの等身大パネルと一緒に記念撮影！

絵本の世界を味わおう

【問】三岸節子記念美術館　（６３）２８９２

ツインアーチ１３８
展望階レストラン

１３８タワーパーク

※受け付けは３時４５分まで

１１月６日１１月６日（日）（日）

コスモス刈り取り体験

午後２時～４時午後２時～４時(小雨決行）(小雨決行） サイクリングで四つの公園などを

巡るクイズラリー

期間中期間中

秋のサイクリングクイズラリー

本物のジャンボカボチャなど

を使ったフォトスポット

１０月３１日１０月３１日（月）（月）までまで

ハロウィンフォトスポット

※�受け付けは３時３０分まで。ツイ

ンアーチ１３８団体利用料と保険料

が必要

地上１００ｍの階段のぼりに挑戦！

期間中の土・日曜日、祝日期間中の土・日曜日、祝日

午前１０時～午後４時午前１０時～午後４時(荒天中止）(荒天中止）

オリジナルマグネットをプレゼント

※�先着１０１人。ツインアーチ１３８利

用料が必要

「展望の日」記念プレゼント

１０月１日１０月１日（土）（土） 午前９時３０分午前９時３０分

※画像はイメージです。実物とは異なります。

午後５時～８時１１月１０日（木） ※ツインアーチ１３８は入館不可

一足先にイルミネーションを楽しもう一足先にイルミネーションを楽しもう！！

※�ツインアーチ１３８利用料が必要
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【問】高年福祉課　（２８）９１５１

１０月２７日（木）

－ビル７階シビックホール

元気元気なうちからなうちから介護予防介護予防
始めましょう！

元気はつらつ介護予防フェスタ

申し込み

１０月４日（火）から電話で高年福祉課

１０１６０２３ＩＤ

午前の部 午前１０時～１１時３０分

介護予防川柳 入選作品授賞式

講演「自分だからできるフレイル予防」

講師 小山晶子さん（名古屋市立大学准教授）

午後の部 午後１時～３時１０分

講演「お口の健康でフレイル予防」

講師 野々垣憲二さん（一宮市歯科医師会医師）

講師 白木繁仁さん（理学療法士）

山田健太さん（作業療法士）

講演「継続は力なり！

簡単にできる体づくり！」

先着

各１５０人

参加者に記念品を
プレゼント！

いちのみやいちのみや

タワーパークマラソンタワーパークマラソン

光明寺公園球技場 光明寺公園球技場 （雨天・小雪決行）（雨天・小雪決行）

令和５年１月９日令和５年１月９日（祝）（祝）　午前９時４５分スタート　午前９時４５分スタート

１０㎞ ▼ ５００人  ５㎞ ▼ ３００人  ３㎞ ▼ ６００人

２㎞ ▼ ６００人

マラソン

ジョギング

１，０００～３，０００円

スポーツタオルやドリンクなどを
プレゼント！

定 員
（先着）

参加料

【問】タワーパークマラソン大会事務局（スポーツ課内）　（８５）７０７８

運営ボランティア・協賛スポンサー（１口５，０００円から）も募集中！

申し込み
１０月１日（土）から右記の二次元コードを
読み取り電子申請

１０５２２３６ＩＤ
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コレクション展（常設展）

三岸節子記念美術館 特別展

大人１，０００円、高・大学生５００円、中学生以下無料 １１月３日（祝）は開館記念日 無料観覧デー

午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで）

※月曜日、１１月４日（金）・２４日（木）は休館。

１０月２２日（土）は正午から

１０月２２日（土）～１２月４日（日）

１０５２２９１ＩＤ

１０５２１６３ＩＤ

ー父・暁斎から娘へ、受け継がれた伝統ー

▲「猫と遊ぶ二美人」
　（河鍋暁斎記念美術館蔵）

▲「寛永時代美人図」１９１６年
　（河鍋暁斎記念美術館蔵）

▲岡田三郎助「三岸節子肖像」
１９２３年

※月曜日（１月９日を除く）、１１月４日（金）・２４日（木）、

　１２月２８日（水）～１月４日（水）・１０日（火）は休館

午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで）

画家 の 系譜
１０月２２日（土）～令和５年１月２２日（日）

　三岸家は節子と好太郎の間に生まれた息子の黄太郎も画家

になり、芸術の才が受け継がれていきました。師から弟子へ

の継承など、節子につながる画家の系譜を紹介します。

学芸員によるガイドツアー

日　時／１２月８日（木）・２２日（木）、

１月１２日（木）　午後２時

大人３２０円、高・大学生２１０円、中学生以下無料

※１０月２２日（土）～１２月４日（日）は特別展の観覧料金

（上記参照）

　明治～昭和時代初期に活躍した女流日本画

家・河鍋暁
きょう

翠
す い

（１８６８～１９３５）。絵師で父である

暁
きょう

斎
さ い

の技術を受け継いだ暁翠の作品を紹介する

初の展覧会です。

河鍋 暁翠暁翠 展

【問】三岸節子記念美術館　（６３）２８９２

浮世絵実演講座＆摺
す

り体験

日　時／１１月２０日（日）　①午前１０時②午後２時

対　象／�小学生以上の方（小学３年生以下は保

護者同伴）

講　師／竹中健司さん（竹中木版竹笹堂）

定　員／各１６人（先着）

参加料／各５００円

申し込み／�１０月２９日（土）の午前９時から電話で三

岸節子記念美術館

ワークショップ講演会

暁翠の画業と作品について

日　時／１１月６日（日）　午後２時～４時

（１時３０分開場）

講　師／狩野博幸さん（美術史家）

定　員／６０人（先着）

学芸員によるギャラリートーク

日　時／１１月１２日（土）・２７日（日）　午後２時
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大人３００円、高・大学生１５０円、中学生以下無料

※１１月２７日（日）までは特別展の観覧料金（上記参照）

尾西歴史民俗資料館

秋季特別展

１０４７６０４ＩＤ

観光旅行観光旅行
ー行く人・来る人ー

１０月２９日（土）～１２月４日（日）
午前９時～午後５時（入館は４時３０分まで）

※月曜日、１１月４日（金）・２４日（木）は休館

江戸の世界にタイムトラベル

～古文書から読む観光地～

日　時／１１月５日（土）　午後１時３０分～３時

対　象／�小学５年生～高校生

定　員／２４人（抽選）

申し込み／�１０月２１日（金）（必着）までに郵便番号・

住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話

番号を記入し、ハガキ（〒４９４－０００６　

起字下町２１１　歴史民俗資料館）

【問】尾西歴史民俗資料館　（６２）９７１１

博物館

▲小信中島村長谷川柳蔵の旅日記（鎌倉鶴岡八幡宮）

特別展

西田眞人

を描く

講演会 「一の宮」を描く旅

日　時／１０月３０日（日）　午後２時

会　場／妙興寺公民館（博物館東）

講　師／西田眞人さん（日本画家）

定　員／６０人（当日午前９時３０分

から博物館で整理券を配布）

参加料／４００円

学芸員によるスライドトーク

日　時／１１月３日（祝）・１３日（日）　午後２時

定　員／各２０人（当日午前９時３０分から整

理券を配布）

１０５２２５６ＩＤ

１０５２１４５ＩＤ

特集展示

　一宮市出身の高僧や妙興寺住職の墨
ぼくせき

蹟を紹介します。　

たいけんの森 小さな絵の展覧会

日　時／１０月１日～１１月２７日の土・日曜日、

祝日　午前９時３０分～正午・午後

１時～４時３０分

参加料／高校生以上１００円、中学生以下無料
大人８００円、高・大学生４００円、中学生以下無料

▲「七夕」２０１６年
　（敬愛まちづくり
財団蔵）

展示説明会 １０月３０日（日）　午後１時３０分

▲

　娯楽を目的とした観光旅行が広まったのは、

江戸時代になってからです。今日までどのよう

に旅行が変化したのか、日本の旅行史をひもと

きます。

の始まり

１０月１５日（土）～１１月２７日（日）
午前９時３０分～午後５時（入館は４時３０分まで）

※月曜日、１１月４日（金）・２４日（木）は休館

▲足利紫山「茶是長寿之友」（部分）

１０月１５日（土）～１２月１８日（日）
午前９時３０分～午後５時
（入館は４時３０分まで）

※月曜日、１１月４日（金）・２４日（木）は休館

名僧

墨蹟
の

【問】博物館　（４６）３２１５

一の宮一の宮
　日本画家である西田眞人(１９５２～）が描く全国のさまざまな

「一の宮」の作品を紹介します。
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　定期接種の対象年齢を過ぎた後に、ＨＰＶワ

クチンの任意接種を受けた方に、接種費用を払

い戻します。

対　象／次の全てに該当する方①令和４年４月

１日時点で一宮市に住民登録がある②

平成９年４月２日～平成１７年４月１日

生まれの女性③１６歳になる年度の最終

日までに、３回の接種が完了していな

い④定期接種の年齢を過ぎてから令和

４年３月３１日までに、ＨＰＶワクチン

（サーバリックス・ガーダシル）を国

内の医療機関で自費で接種している⑤

キャッチアップ接種を受けていない⑥

ＨＰＶワクチンの払い戻しを、一宮市

以外の市町村で受けていない

申請期間／令和７年３月３１日（必着）まで

※�払い戻し額や必要書類など詳しくは、�ＩＤ���

１０５１３２１をご確認ください。

対　象／市内でイベントを主催する団体

申し込み／利用希望日の３カ月前～１４日前（必着）

に、申込書を持参または電子メール・

郵送・ファクス

※�申込書・貸し出し条件など詳しくは、�ＩＤ ���

１０２４５５７をご確認ください。

対　象／市内在住の聴覚に障害のある方ほか

派　遣／原則県内（無料）

申し込み／利用日の７日前までに申請書をファク

ス（（７３）９１２４）。申請書は本庁舎障

害福祉課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁

舎総務窓口課でも配布

　公的年金からの特別徴収は、４月１日現在で

６５歳以上の年金受給者を対象に、年金支払い

時に市県民税を公的年金から天引きする制度で

す。ただし次の方は対象となりません。

▽�公的年金から天引きされる税額が、老齢基礎

年金等の年額を超える

▽�介護保険料が老齢基礎年金等から天引きされ

ていない

　給与や配当など、公的年金以外の所得に係る

市県民税は、給与からの特別徴収や、納付書ま

たは口座振替など（普通徴収）で納めることに

なります。

　市民の皆さまに市政への考えや意見を聴き、

市政運営の参考とするために市政アンケートを

行いました。

　調査結果など詳しくは�ＩＤ��１０５２４０６、または

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。

日　時／１０月１日～１０日の土・日曜日、祝日　

午前９時～午後０時３０分・１時３０分～

５時

対　象／市内在住・在学の中学・高校生（生徒

手帳を持参）

　認可外保育施設を市内に開設した場合、事業

を開始した日から１カ月以内に認可外保育施設

設置届の提出が必要です。

　届け出が必要な認可外保育施設の基準など、

詳しくは�ＩＤ ��１０３８５４７をご確認ください。

本庁舎・木曽川庁舎の
学習室のご利用を

ＩＤ  １０１７５７１

子宮頸
け い

がん予防（ＨＰＶ）ワクチン
の任意接種費用を払い戻します

年金を受給している方へ

市県民税の年金からの特別徴収

ＩＤ  １０００８６１

【問】青少年課　（８４）００１７

【問】広報課　（２８）８９５１

【問】市民税課　（２８）８９６３

【問】子育て支援課　（２８）９０２２

【問】保健予防課　（５２）３８５４

移動式赤ちゃんの駅を
イベント主催団体に貸し出し

【問】保育施設監査室　（８５）７００３

【問】障害福祉課　（２８）９０１７

市政アンケートの結果を公表

手話通訳者・要約筆記者を派遣

ＩＤ  １００１０７１ 申請書ダウンロード可

認可外保育施設設置届の提出を



13２０２２（令和４）年１０月　広報一宮

Ｐｉｃｋｕｐ Ｎｅｗｓ

対　象／令和５年度に市立小中学校に入学する

新１年生

小学新１年生の保護者の方へ

　１０月に各小学校で行う就学時健康診断の時に、

実施要項を配布し、説明します。

中学新１年生の保護者の方へ

　各小学校で開催する説明会で実施要項を配布

し、説明します。

※�選択できる学校・決定方法など詳しくは、実

施要項をご確認ください。

　市では１０月１日～３１日に「青少年によい本を

すすめる市民運動」を行い、読書感想文・感想

画を募集します。推薦図書１７冊から図書を選び、

作成してください。応募方法など詳しくは、県

青少年育成県民会議ウェブページをご確認くだ

さい。

貸付期間／令和５年４月１日～令和１０年３月３１日

申し込み／１０月１４日（金）～１８日（火）に必要書類を本

庁舎指定管理課

※応募資格・必要書類など詳しくは、入札説明

書で確認。入札説明書などは�ＩＤ ��１０５２３１８か

らダウンロード可

日　時／１０月２９日（土）　午後２時

会　場／木曽川文化会館尾西信金ホール

内　容／献花、小中学生による平和を考える作

文の表彰・朗読・展示、戦中戦後の一

宮・原爆被災時の写真パネルの展示

　　　　※手話通訳あり

　ごみや草木などを屋外で燃

やすことによる煙・すす・臭

いなどの苦情が増えています。

野焼きは「廃棄物の処理及び

清掃に関する法律」で、一部

を除き禁止されています。可燃ごみとして集積

場所に出すか、環境センターへ持ち込むなど、

適正に処理しましょう。

縦覧期間／１０月４日（火）～１７日（月）（土・日曜日、

祝日を含む）

縦覧場所／本庁舎区画整理課

※利害関係者は１０月３１日（月）まで県知事へ意見

書を提出可（土・日曜日、祝日を除く）

日　時／１０月２０日（木）　午前１０時・１１時３０分

対　象／市内で事業を営む事業者と引き継ぐ事

業者

内　容／事業承継・Ｍ＆Ａ・経営者保証解除に

関する相談

定　員／各１組（先着）

申し込み／１０月１３日（木）までに申込書を電子メー

ル・ファクス

日　時／１０月２０日（木）　午前９時３０分～午後３

時３５分

会　場／本庁舎観光交流課

対　象／市内在住の方

定　員／６人（先着。１人４５分）

申し込み／１０月３日（月）～１８日（火）に電話で観光交

流課

外崎土地区画整理事業

事業計画変更案の縦覧

ＩＤ  １０２５３４４

弁護士による
多重債務者無料相談会

ＩＤ  １０２１１４８

その野焼き
近所迷惑になっていませんか

ＩＤ  １０１７２５１

－ビルの
自動販売機設置業者を募集

令和５年度に入学する学校を
隣接校から選択できます

ＩＤ  １０００１６１

【問】教育部総務課　（８５）７０７０

【問】観光交流課　（２８）９１４８

【問】産業振興課　（２８）９１３２

【問】区画整理課　（２８）８６１８

【問】環境保全課　（４５）７１８５

【問】福祉総務課　（２８）９０１５

【問】指定管理課　（８５）７０８０

【問】青少年センター　（８４）００１７

青少年によい本を

ＩＤ  １０１６０９１

一宮市戦没者追悼式

ＩＤ  １０２０９３８

事業継承 個別相談会

ＩＤ  １０５０７５３ 申込書ダウンロード可
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市政ニュース

高校などの就学費を助成します

※申請は毎年必要です。

【問】教育部総務課　（８５）７０７０

申請書など
　　ダウンロード可

１０１５７１９ＩＤ

１１月３０日（水）までに電子申請、

または申請書などを持参・郵送

申請対象

１０月１日現在、生徒が下表の助成対象

の高等学校等に在学し、助成要件に該

当する市内在住の保護者（生徒が一宮・

木全・オーシマ奨学基金奨学金を受給

している場合を除く）　

【問】博物館管理課　（８５）７４３５

　国内最大規模の現代アートの祭典・国際芸術祭「あいち２０２２」。

１０月１０日（祝）まで市内各会場で、国内外のアーティストの作品を

見ることができます。ぜひ、お出掛けください。

国際芸術祭「あいち２０２２」  情報コーナー
１０４３３６７ＩＤ

　「あいち２０２２」パートナーシップ事業の「いちのみや芸術

商店街」は、新しい日常風景がテーマ。名古屋芸術大学の学

生と市内の高校生が実際に街を歩き、選定した場所に溶け込

むように、さまざまな作品を展示しています。また学生一人

一人の個性が光るＢＯＸアートは、３０㎝角の木箱と尾州織物

の廃材を利用して作られ、およそ２００個の木箱を組み合わせ

た姿は、一つの作品として楽しむこともできます。

　「あいち２０２２」の閉幕まであと少し。学生たちが演出する

新しい日常風景を探しに、一宮の街を散策してみてはいかが

でしょうか。

いちのみや芸術商店街

いちのみや芸術商店街

会場│一宮駅周辺

１０月１０日（祝）まで

会場│Ｉ・Ｔ・Ｋビル（本町４丁目１－３）

午前１０時～午後６時
（月曜日を除く）ＢＯＸアートの展示

助成要件
助成額（年額）

助成対象の高等学校等
私立 国公立

生活保護

１万円 １万円

▽高等学校（専攻科・別科・通信制の特科を除く）

▽中等教育学校の後期課程（専攻科・別科を除く）

▽特別支援学校の高等部（専攻科・別科を除く）

▽高等専門学校（１～３年生）

▽�専修学校（修業年限が３年の高等課程）

　など

保護者の�
令和４年度�
市県民税�
所得割合算額

非課税

２７万２，５００円未満 １万円 ー

助成額は生徒１人当たり




