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尾西歴史民俗資料館

１１月１２日（土）～２３日（祝） 

午前９時～午後４時３０分

（本館の見学は５時まで）

※月曜日は休館

旧林家住宅 の

▼ 

撮影：羽木貴規さん

紅葉のおもてなし

１０１２４６７ＩＤ

１１月１２日（土）～２３日（祝） 午前９時～午後４時３０分

秋秋

【問】尾西歴史民俗資料館　（６２）９７１１

明かり～木のぬくもり～

展覧会

お茶・茶菓子付き！

１１月１日（火）から電話で歴史民俗資料館（先着）

申し込み

１１月１２日（土） 午後２時

定　員 １６人▼ ２，５００円参加料 ▼

出　演 平岩和子さん（ライアー演奏者）
須田朱美さん（朗読者）

▼

ライアーと朗読の祈り

１１月２２日（火） 午後６時

出　演 山田信晴さん（打楽器演奏者）▼

参加料 ２，５００円▼定　員 １６人▼

①１１月１３日（日） ②１９日（土） 午前１０時

参加料 ３００円▼定　員 各５人▼

①住宅の案内 ②庭園の案内▼

１１月２３日（祝） 午前１０時 １０時４０分 １１時２０分

２時２０分１時４０分午後１時

１，０００円参加料 ▼各５人定　員 ▼

１１月２０日（日） 午前１０時３０分 午後１時３０分

定　員 各１０人▼ 参加料 ２，５００円▼

コンサート

水と土の調べ

学芸員によるご案内

香りを聞く～はじめての聞香

錦秋茶会

▲堀尾一郎「ヨーロッパ中世の方船」
　第８０回一宮市美術展市長賞受賞者、一宮美術作家協会・一宮書道

協会・一宮写真協会の推薦を受けた作家の作品を展示します。

アートアニュアル アートアニュアル ２０２２２０２２
いちのみやいちのみや

博物館 企画展

１０５２３２６ＩＤ

１２月３日（土）～１８日（日） 午前９時３０分～午後５時

【問】博物館　（４６）３２１５

※月曜日は休館（１８日は４時３０分まで。入館は閉館の３０分前まで）

観覧料

大人３００円、高・大学生１５０円、中学生以下無料

１２月２日（金）まで前売券（２割引）を販売▼



9２０２２（令和４）年１１月　広報一宮

Ｐｉｃｋｕｐ Ｎｅｗｓ

午後５時～９時１１月１２日（土）～１２月２５日（日） 点灯時間

正解者に抽選で「藍染ハンカチ」をプレゼント

（ツインアーチ１３８利用料が必要）

タワーに上ってクイズにチャレンジ！

【問】国営木曽三川公園１３８タワーパーク　（５１）７１０５

１３８ウィンターイルミ

～未来につなぐ、希望の光～

ＴＳＵＮＡＧＵ

１１月２６日（土）　午後３時～８時

クリスマス
キャンドルフェスタ２０２２

ラインストーンで星座をつくろう！

定　員 ▼各１２組（先着。１組２人まで）

参加料 ▼各５００円

申し込み ▼  １１月５日（土）の午前１０時から

電話で１３８タワーパーク

１２月４日（日）　午後２時・３時

１０５２８７７ＩＤ

祝

※ 子ども用ドレスは１００㎝・１２０㎝だけ

午前１０時～午後３時

ブラックドレスも試着可。詳しくは、

ウェブページをご確認ください。　

モデル：深澤翠

はは開館記念日１１月月３日日

無料観覧デー

【問】三岸節子記念美術館　（６３）２８９２

三岸節子記念美術館

コレクション展ガイドツアー 午後２時

ＴＳＵＢＯＹＡ×三岸節子記念美術館

三岸好太郎・節子夫妻をイメージ

コラボカヌレを販売

午前１０時 ２００個（先着）▼

１０２１６３０ＩＤ

１０５２６６１ＩＤ

対　象 ▼市内在住の方　　定　員 ▼１１人（抽選）

参加料 ▼３，５００円（観覧料・昼食代を含む）

申し込み ▼ �１１月１５日（火）までに電話、または郵便番号

・住所・氏名（ふりがな）・電話番号を記入

し「バスツアー」と明記の上、電子メール

・ハガキ（migishi@city.ichinomiya.lg.jp、 

〒４９４ー０００７　小信中島字郷南３１４７－１　

三岸節子記念美術館）

バスツアー みんなで行く美術館みんなで行く美術館

１２月１日（木） 午前９時１０分～午後２時

萩須記念美術館
（稲沢市）

「藤島武二展」

三岸節子記念美術館

「河鍋暁
きょう

翠
す い

展」

▼

ポ  ストカードポ  ストカード

２００人（先着）

プレゼント！

参加料　 １，０００円（１時間）▼

協　力　 ロリィタ体験サロンＬＯＣＯＣＯ▼

尾州ロリィタ試着体験

＆尾州パネル展示
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成果指標
の評価結果

　第７次一宮市総合計画を推進するために、施策

および関連する事業を評価し、令和４年度の行政

評価結果をまとめました。� 【全３５施策】

　行政評価結果報告書は、１１月１０日（木）から市資

料コーナー（市役所本庁舎１階、尾西・木曽川庁

舎１階）、市立図書館（中央・尾西・玉堂記念木

曽川）、市ウェブサイトで閲覧できます。

【問】政策課　（２８）８９５２

第７次一宮市総合計画

１施策１施策悪化悪化

行政評価結果報告書を公表

１０５２７７９ＩＤ

良好良好
９施策９施策

概ね良好概ね良好
１１施策１１施策

７施策７施策

低調低調

８施策８施策

悪化悪化

概ね良好概ね良好
２３施策２３施策

良好良好
１０施策１０施策

市民の体感指標
の評価結果

１施策１施策低調低調

　活気にあふれる「まちなか」となるような

新たな日常づくりにチャレンジする出展者を

募集します。

キッチンカー・物販・クラフト体験　ほか

募集内容

歩道や公園での歩道や公園での

チャレンジ募集チャレンジ募集！！

場　所

銀座通り・本町通りの歩道、葵公園、宮前

三八市広場、夢織り広場

共催／一宮まちなか未来会議

　来年は１月１５日に市長選挙が、その後、県知事・県議会議員・市議会議員の選挙が予定

されています。選挙運動はルールを守り、違反のないきれいな選挙を推進しましょう。

【問】選挙管理委員会事務局　（２８）８９５８

選挙運動と期間

　公職の候補者などは、平常時は公職選挙法上の

政治活動として多くの活動が認められていますが

「特定の選挙において、特定の候補者の当選を目

的として、選挙人に直接、間接的に働きかけるこ

と」は選挙運動となり、期間が制限されます。選

挙運動ができるのは、立候補の届出日から投票日

の前日までです。

誰でもできる選挙運動

▽候補者の個人演説会や街頭演説で応援演説をする

▽たまたま会った人へ投票を依頼する

▽電話で投票を依頼する

▽ウェブサイトなどで投票を依頼する

こんな運動は選挙違反

▽各戸を訪問して投票を依頼する

▽選挙人に酒や食事を振る舞ったり、候補者への陣

中見舞いとして酒を選挙事務所へ贈ったりする

▽自分の知人に手紙で投票を依頼する

▽候補者名や政見を大書きした看板を街頭に立てる

▽選挙用の文書・ポスター・ウェブサイトなどを印

刷した紙を回覧する

▽公共の建物内（個人演説会場の場合は除く）で演

説や連呼行為をする

▽有権者が選挙運動用電子メールを送ったり、転送

したりする

▽民生委員・保護司など特別職の公務員が「職務上

の地位」を利用して選挙運動をする

ルールを守ってきれいな選挙をルールを守ってきれいな選挙を

１０５１６３５ＩＤ

１０２６３５１ＩＤ

一宮市長選挙 立候補予定者説明会

日　時／１１月２５日（金）　午後１時３０分　　　対　象／一宮市長選挙の立候補予定者・関係者

会　場／本庁舎１１階１１０３会議室　　　　　�※立候補予定者の名簿を報道発表します。

【問】都市計画課　（２８）８９８１

募集期間など詳しくは、

　　　　　　　　をご確認ください。１０５１１０３ＩＤ

ウォーカブル社会実験まちなか
ストリートチャレンジ２０２２
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　小中学生から２８３点の

応募があり、次の皆さん

が最優秀賞に決まりまし

た。最優秀賞・優秀賞・入

選の作品は、１０月２５日

（火）～３１日（月）にエコハウ

ス１３８、１１月３日（祝）～９

日（水）に尾西図書館、１１

月１２日（土）～１７日（木）に木

曽川公民館で展示します。� （敬称略）

最優秀賞

　�加藤璃乃（黒田小１年）

　今枝真莉子（大徳小２年）

　水野瑠月（大志小３年）

　渡辺真衣（奥小４年）

　矢箆原愛華（北方小５年）

　三川結鈴（北方小６年）

　福村奈未＝写真＝（葉栗中１年）

　加藤舞（木曽川中２年）

　淺野愛佳（南部中３年）

　小中学生から

６１０点の応募があ

り、次の皆さんが

入賞しました。入

賞・入選・佳作の

作品は、１１月５日

（土）～１４日（月）にエ

コハウス１３８で展

示します。

� （敬称略）

市長賞

　川口愛彩音＝写真＝（千秋東小４年）

市議会議長賞

　傍島小遥（木曽川中２年）

市教育委員会賞

　川陽葵（今伊勢小１年）

　林愛織衣（今伊勢中２年）

一宮警察署長賞

　宇佐見紗奈（尾西第三中１年）

　小中学生から５８２点の応募があり、次の皆さ

んが入賞しました。入賞・入選作品は、１１月１８

日（金）～２７日（日）に子ども文化広場図書館、１２

月９日（金）～１８日（日）に玉堂記念木曽川図書館、

１２月２３日（金）～令和５年１月９日（祝）に尾西図

書館、１月２１日（土）～３０日（月）に －ビル５階中

央図書館で展示します。� （敬称略）

市長賞

　倉嶋日菜＝写真＝（中部中１年）

市議会議長賞

　横田姫愛乃（木曽川東小１年）

市教育委員会賞

　森陽介（葉栗北小４年）

　中村嶺杏（木曽川中３年）

審査委員特別賞

　鈴木唯花（今伊勢小６年）

　石原実和（今伊勢中２年）

　「フレイル予防で若がえろう！」をテーマに

募集したところ、全国から９４６点の応募があり

ました。主な入選作品は次のとおりです。

� （敬称略）

最優秀賞

▽�筋力と　知力鍛える　孫の世話

　武藤哲（東京都調布市）

優秀賞

▽うごかそう　心も口も　手も足も

　丹下規江（愛知県一宮市）

▽噛む力　歩く力で　良き老後

　鮎川薫子（東京都渋谷区）

▽老いに勝つ　特効薬は　「役に立つ」

　櫛田隆子（愛知県一宮市）

明るい選挙の啓発ポスター
優秀作品が決定

ＩＤ  １０５２７５５

【問】選挙管理委員会事務局　（２８）８９５８

いじめ・非行・被害防止ポスター
優秀作品が決定

ＩＤ  １０１６５４５

【問】青少年課　（８４）００１７

子ども読書のまち宣言
啓発ポスター�優秀作品が決定

ＩＤ  １０２６６０４

【問】高年福祉課　（２８）９１５１

【問】中央図書館　（７２）２３４３

介護予防川柳�入選作品が決定

ＩＤ  １０２１３９４
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　令和５年４月から３年間、 －ビル３階にあ

る市民活動支援センターの運営業務を行う法

人・団体を募集します。応募方法など詳しくは、

ウェブページをご確認ください。

公募説明会を開催

日 時／１１月３０日（水）　午後２時

会 場／ －ビル３階市民活動支援センター

　年末調整や確定申告などで国民年金保険料を

社会保険料控除として申告する場合、納付額を

証明する書類が必要です。日本年金機構では、

国民年金保険料の納付額を証明する控除証明書

のハガキを１１月上旬に送付します。１０月以降

に保険料を納付し始めた方には、令和５年２月

上旬に送付します。

　詳しくは、一宮年金事務所（（４５）１４１８）へ

お尋ねください。

　付加年金は、国民年金保険料を自分で納め

ている第１号被保険者が、月額４００円を上乗せ

し、年金受給額を増やすことができる制度です

（国民年金基金加入者を除く）。納付した月数に

２００円を掛けた金額が、老齢基礎年金に加算さ

れます。

申し込み／�年金手帳または基礎年金番号通知書・

本人確認書類を持参の上、本庁舎保険

年金課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎

総務窓口課、出張所

入札日時／１１月２４日（木）　午前１０時�

入札会場／本庁舎５階５０４会議室�

内 容／�①雑種地３４３．２６（起字西生出９２番

１、市街化区域、住宅開発の土地利用

条件付き）②雑種地９９３．１８（起字西

生出９３番１外１筆、市街化区域、住

宅開発の土地利用条件付き）③宅地

２７９．３０（赤見三丁目１５番１０、市街化

区域）�

申し込み／�１１月１日（火）～２２日（火）に、本庁舎資

産経営課（土・日曜日、祝日を除く）。必

要書類など詳しくは、お尋ねください。

　放置自転車は、歩行者などの通行の妨げにな

ったり、街の美観を損ねたりしています。周辺

住民の方にも大変な迷惑を掛けています。駐輪

場や預かり所を利用しましょう。

一宮駅周辺は終日放置禁止

　一宮駅周辺は、自転車・原動機付自転車（５０

cc以下）の放置禁止区域に指定されています。

この区域に自転車などを放置すると撤去され、

返還には次の手数料が必要です。

▽自転車＝１，０００円

▽バイク（５０cc以下）＝２，０００円

日 時／�１１月１７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／�１１月１日（火）～１５日（火）に電話で観光交

流課

【問】市民活動支援センター　（２３）８８８３

国民年金保険料の
控除証明書を送付

ＩＤ  １０００８３０

【問】保険年金課　（２８）９０１４

【問】保険年金課　（２８）９０１４

【問】地域交通課　（２８）８９５５

弁護士による
多重債務者無料相談会

ＩＤ  １０２１１６０

【問】観光交流課　（２８）９１４８

市民活動支援センター
運営業務受託者を募集

ＩＤ  １０３１０１７

国民年金付加年金のご利用を

ＩＤ  １０００８４９

市有地を入札で売り払い

ＩＤ  １０１６６０５

【問】資産経営課　（２８）８９６１

やめよう放置自転車

ＩＤ  １０１６５４２
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虐待を防止するには

　親が児童虐待に及ぶ背景には、さまざまな要

因があります。困難や悩みを抱えた親への、地

域の方の理解や援助が児童虐待の防止につなが

ります。

　子育ての悩みは気軽にご相談ください（２６㌻

参照）。市内の保育園でも相談を受け付けます。

「虐待？」と思ったら通報を

　虐待の疑いがある場合は子ども家庭相談課、

県一宮児童相談センター（（４５）１５５８）または

児童相談所虐待対応ダイヤル（１
いちはやく

８９）へ、至急

ご連絡ください。相談内容や情報源の秘密は守

られます。

日 時／�１１月１９日～２７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（学生

証などを持参）

日 時／１１月１７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／�１１月１０日（木）までに申込書を電子メー

ル・ファクス

児童虐待のない社会を
目指しましょう

ＩＤ  １００１３６４

【問】子ども家庭相談課　（２８）９１４１

【問】青少年課　（８４）００１７

本庁舎・木曽川庁舎の
学習室のご利用を

ＩＤ  １０１７５７１

事業承継 個別相談会

ＩＤ  １０５０７５３ 申込書ダウンロード可

【問】産業振興課　（２８）９１３２

　保護者が仕事などで不在になる小学１～６年生を対象に、

児童クラブの利用申し込みを受け付けます。

【問】子育て支援課　（２８）９０２２※祝日や利用状況により実施していない日・時間帯は受け付けできません。

児童クラブ児童クラブ 利用申し込みを受け付け

※申込書は１１月１６日（水）から児童クラブなどで

配布。申込要件は受け付け開始日からお知ら

せ。隣接校入学を希望する方は、入学先が確定

してから、受付期間内にお申し込みください。

令和５年度 放課後児童クラブ

詳しくは、　　　　　 をご確認ください。１０１６５５７ＩＤ

※申込書は１１月１４日（月）から児童クラブなど

で配布。募集施設は、受け付け開始日から

お知らせ。通年利用を申し込み済みで、入

所保留の方へは別途案内あり。

冬休み期間限定児童クラブ

詳しくは、　　　　　 をご確認ください。１０１６８４２ＩＤ

１２月２４日～令和５年１月７日の月～

土曜日（１２月２９日（木）～１月３日（火）を

除く）　午前７時３０分～午後７時

開所日と開所時間

１１月１６日（水）～３０日（水）

月～金曜日＝下校後～午後７時

土曜日＝午前７時３０分～午後７時

開所日と開所時間

小学新１～６年生対象

受付期間

児童クラブ

月～金曜日＝午前９時３０分～午後７時　土曜日＝午前７時３０分～午後７時

月～金曜日＝下校後～午後７時� � � � 土曜日＝午前７時３０分～午後７時
受付時間

１１月１６日（水）～１２月２３日（金）

受付期間

祝休日、年末年始を除く

児童館

★
★ ★

待機児童
ゼロ達成！

令和４年度


