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２月１６日（木）・１７日（金）
午前１０時～午後５時

【問】選挙管理委員会事務局　（２８）８９５８

１６日（木）

オープニングセレモニー（午前９時４０分）

ジャパン・テキスタイル・コンテスト表彰式

（午前１０時）

ＢＩＳＨＵ－ＪＡＰＡＮ 特別セミナー（午後２時）

期間中、インターネットでも見ることができます。

詳しくは、　　　　　 をご確認ください。１０５３８０９ＩＤ

「ＴＨＥ 尾州」ＯＮＬＩＮＥ

※映像の放映だけで、会場でのファッションショーは
ありません。

翔工房コレクションＪＴＣコレクション

期間中

ジャパン・テキスタイル・コンテスト優秀作品展

糸と布の市

尾州産地の糸や生地、その生地

などを使用した小物の販売ほか

尾州の匠ものづくりリレー作品展

尾州インパナ塾作品展

翔工房作品展

　４月２３日（日）に行われる、一宮市議会議

員一般選挙の立候補予定者を対象に説明会

を開催します。関係者はご出席ください。

　なお出席者は、１人の立候補予定者につき

２人（立候補予定者を含む）までです。

※立候補予定者の名簿を報道発表します。

市議会議員選挙市議会議員選挙

【問】一宮地場産業ファッションデザインセンター　（４６）１３６１

特設サイトはこちらから名鉄一宮駅バスターミナル１番のりば（２０分間隔）

１０５４１００ＩＤ

立候補予定者説明会立候補予定者説明会

　全国市区選挙管理委員会連合会発行の

「地方選挙早わかり」を１冊２，３００円で、

あっせんします。ご希望の方は選挙管理委

員会事務局へお申し込みください。

無料シャトルバスを運行

地方選挙早わかり地方選挙早わかり希望者にあっせん

パネル展示

クイズラリー

消費生活ミニ講座 

「初心者向けスマホ講座」

ワークショップ

「トイレットペーパーの芯が大変身！

壁飾りをつくってみよう」

【問】観光交流課　（２８）９１４８

消費生活消費生活フェアフェア

暮らしに役立つ情報が盛りだくさん！
▼

会 場 イオンモール木曽川

午前１０時～午後４時２月１８日（土）

動画で学ぼう！ 一宮市消費生活フェア

　市公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルとケー

ブルテレビＩＣＣで番組を放送します。

１０５３８６９ＩＤ

▼

総合体育館いちい信金アリーナＡ・Ｂ

総合展総合展    「「  ＴＨＥＴＨＥ  尾州尾州  」」
～ ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ ｂｙ ＢＩＳＨＵ ～～ ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ ｂｙ ＢＩＳＨＵ ～

会 場 尾西グリーンプラザ

３月１１日（土）午後１時３０分
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２月２５日（土）～３月２６日（日）
午前９時３０分～午後５時（入館は４時３０分まで）
※月曜日、３月２２日（水）は休館

観覧料

▲

大人６００円、高・大学生３００円、中学生以下無料　

１０５３９５６ＩＤ

尾張平野を語る２６ 地域史研究を語る博物館講座

森徳一郎没後５０年　
郷土史家

浅野研究から一宮市史へ

博物館 企画展

　一宮市域の郷土史研究の先駆者・森徳一郎（１８８５～１９７２）

の没後５０年を記念して、一宮市史編さん資料や考古遺物など

を紹介します。

【問】博物館　（４６）３２１５

１０５３９７３ＩＤ

１０５３９３７ＩＤ

洋装いろいろ
　三島由紀夫が結成した楯の会の制服など、

近代の貴重な洋装を展示します。

特集展示
コーナー 墨コレクション

時間 

▲  

午後１時３０分～３時

▲撮影：長谷川公茂さん

２月１４日（火）～４月９日（日）

午前９時３０分～午後５時（入館は４時３０分まで）
※月曜日、２月２１日（火）～２４日（金）、３月２２日（水）は休館

観覧料

▲

大人３００円、高・大学生１５０円、中学生以下無料

※２月２５日（土）～３月２６日（日）は企画展の観覧料金

定　員／各５０人（抽選）

申し込み／２月１７日（金）（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家族分だけ

博物館会場（参加料：各４００円）

申し込み／２月２８日（火）の午前１０時までに博物館

ウェブサイトから電子申請

オンライン会場（参加無料）

近世後期、騒ぎ立つ尾張野の村々

講　師 

▲

小川一朗さん

　　　　（元一宮市文化財保護審議会委員）

３月４日（土）

森徳一郎さんと一宮史談会のことなど

講　師 
▲

森靖雄さん

　　　　（愛知東邦大学地域創造研究所顧問）

森徳一郎さんを偲
しの

ぶ

講　師 

▲

長谷川公茂さん（円空学会顧問）

３月１１日（土）

３月１８日（土）

―中島郡苅安賀村の
「村方騒動」を中心として―
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　りそな銀行の窓口での、市税などの納付書

の取り扱いが３月３１日（金）をもって終了します。

口座振替（口座引き落とし）は４月以降も利用

できます。

掲載期間／４月１８日～令和６年４月１５日（１カ月

単位で申し込み可）

掲載料／１枠月１万円（税込み）

申し込み／３月３日（金）までに申込書・広告案を

持参・電子申請・電子メール・郵送（５

月以降の申込期限は毎月１６日。掲載開

始日は翌月１６日。掲載規格など詳しく

は、広告作成ガイドラインを確認）

掲載期間／４月１７日～令和６年４月１５日 

掲載料／１枠年６万円（税込み） 

申し込み／３月１５日（水）までに申込書・広告案を

持参・電子メール・ファクス（掲載規

格など詳しくは、掲載要領を確認）

掲載期間／４月１７日～令和６年４月１５日 

掲載料／１枠年３万円（税込み） 

申し込み／３月１５日（水）までに申込書・広告案を

持参・電子申請・電子メール・郵送（掲

載規格など詳しくは、掲載要領を確認）

掲載料／月８，０００円（中央図書館）、各月３，０００

円（尾西図書館、玉堂記念木曽川図書

館ほか）

申し込み／申込書を持参または郵送。申込書は市

立図書館で配布（市立図書館ウェブサ

イトからダウンロード可）

※応募資格・必要書類など詳しくは、ウェブペ

ージをご確認ください。

掲載期間／当該年度末の最新号雑誌の発行分まで

（自動継続あり） 

掲載料／当該年度末までの雑誌購入料 

申し込み／申込書と必要書類を持参または郵送

（申込書は市立図書館でも配布。応募

資格・必要書類など詳しくは、募集要

領を確認）

　国民年金保険料は、２年分・１年分・半年分

をまとめて支払うことにより、割引を受けるこ

とができ、口座振替の方が現金払いやクレジッ

トカード払いより割引額が多くなります。口座

振替で毎月納付する場合も、翌月ではなく、そ

の月に引き落とす手続きをすれば、割引が受け

られます。

　希望する方は、一宮年金事務所や引き落とし

を希望する金融機関でお申し込みください。申

込用紙は本庁舎保険年金課、尾西庁舎窓口課、

木曽川庁舎総務窓口課、出張所でも配布してい

ます。

　なお令和５年度分または５・６年度分をまと

めて支払う場合は、２月中にお申し込みくださ

い。詳しくは、一宮年金事務所（（４５）１４１８）

へお尋ねください。

りそな銀行の窓口での
公金納付取り扱いが終了

ＩＤ  １０２４６３０

【問】会計課　（２８）９０２６

市ウェブサイトへの
バナー広告を募集

ＩＤ  １００２７０８ 申込書などダウンロード可

【問】行政課　（２８）８９５６

市民活動ポータルサイトへの
バナー広告を募集

ＩＤ  １０１８３７０ 申込書などダウンロード可

いちのみや子育て支援サイトへの
バナー広告を募集

ＩＤ  １０１９２８４ 申込書などダウンロード可

【問】市民活動支援センター　（２３）８８８３

【問】子育て支援課　（２８）９０２２

市立図書館のレシートへの
有料広告を募集

ＩＤ  １０４０２３５

市立図書館の雑誌カバーへの
有料広告を募集

ＩＤ  １０１８１０３ 申込書などダウンロード可

【問】中央図書館　（７２）２３４３

【問】中央図書館　（７２）２３４３

【問】保険年金課　（２８）９０１４

国民年金保険料

まとめて前払いすると
割引が受けられます

ＩＤ  １０００８４２
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　４月に新しく小学校へ入学する児童がいる保

護者へ、１月下旬に就学通知書を送付しました。

外国籍で、市内の小学校へ入学を希望する方へ

　入学手続きを済ませていない場合は、本庁舎

教育部総務課で手続きをしてください。

　市では、子どもを小中学校に通学させるのに

経済的にお困りの保護者に、給食・学用品など

の費用を援助します。

　また小中学校への入学準備の学用品費の支給

を入学前に行います（２月末までに申請が必要）。

対象の要件など詳しくは、お尋ねください。

日　時／２月１１日～１９日の土・日曜日、祝日　

午前９時～午後０時３０分・１時３０分～

５時（１１日は木曽川庁舎だけ）

対　象／市内在住・在学の中学・高校生（学生

証などを持参）

対　象／小学新１～３年生

内　容／市内の各小学校で、４月中旬～令和６

年３月中旬（新１年生は５月中旬から）

の週３日程度、授業終了後に教室で自

主学習や体験活動を行う（１時間程度）

定　員／学校ごとに４０～８０人（抽選）

申し込み／２月１日（水）～２８日（火）に電子申請

※保険料が必要

貸付期間／４月１日～令和１０年３月３１日

申し込み／２月１３日（月）～１５日（水）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

書を確認

募集人数／①農業委員＝１９人②農地利用最適化推

進委員＝１７人 

任　期／７月２０日～令和８年７月１９日 

申し込み／２月１日（水）～２８日（火）（消印有効）に

申込書を持参または郵送

小学校の就学通知書
２月中に届かない場合は連絡を

ＩＤ  １０１２５１１

放課後子ども教室「キッズｉ」
参加申し込みを受け付け

ＩＤ  １００１３５０

【問】教育部総務課　（８５）７０７０

【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

給食費・学用品費など
就学費用を援助

ＩＤ  １００１６７５
総合体育館

喫茶コーナー運営業者を募集

ＩＤ  １０５３９３３ 入札説明書などダウンロード可

【問】青少年課　（８４）００１７

【問】学校教育課　（８５）７０７２

【問】指定管理課　（８５）７０８０

【問】農業委員会事務局　（２８）９１３７

農業委員会の委員を募集

ＩＤ  １０５４１７９ 募集案内・申込書ダウンロード可

定期駐車券定期駐車券の申し込みを受け付け市営駐車場

一宮駅東地下駐車場・銀座通公共駐車場

【問】都市計画課　（２８）８９８１

区　分 利用時間
料　金

（１カ月）

全　日 終日 １万６，５００円

昼　間 午前７時～翌午前０時 １万１，０００円

夜　間 午後８時３０分～翌午前８時３０分 ５，５００円

午前１時～７時は閉鎖

駐車場所の指定、保管場所使用承諾証明書の発行は不可

◆ 定期駐車券料金表

４月１日～令和６年３月３１日

利用期間

電子申請または午前７時～翌午前０時に申

込書を一宮駅東地下駐車場管理人室（抽選、

１人１台１区分だけ、複数申し込みは無効）

申込期間／３月１日（水）～７日（火）

申し込み

＼＼便利でおトクな便利でおトクな／／

申し込み方法など詳しくは、

ＩＤ １００３８４７をご確認ください。
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春休み期間限定

対象区画数／①常光＝８８区画②奥町＝２区画③東

島＝６２区画（抽選。１世帯１区画） 

申し込み／２月１６日（木）～３月３日（金）の午前８時

３０分～午後５時１５分に電子申請、また

は申込書を環境センター北館（土・日

曜日、祝日を除く）。申し込み資格な

ど詳しくは、募集案内を確認。募集案

内・申込書は環境センター北館、本庁

舎１階総合案内、尾西・木曽川庁舎、

出張所でも配布

　市では、市全域から排出される温室効果ガ

スを令和１２年度までに平成２５年度（基準年度）

に比べ２６％削減することを目標としています。

令和元年度の温室効果ガス排出量（推計値）は、

２２５万９６９ｔで、基準年度から５．８％減少しました。

　今後も地球温暖化防止のため、ご協力をお願

いします。

日　時／２月１６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／２月９日（木）までに申込書を電子メー

ル・ファクス

日　時／２月１６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／２月１日（水）～１４日（火）に電話で観光交

流課

【問】霊園管理事務所　（４５）９９５３

いちのみや気候変動対策アクションプラン２０３０

温室効果ガスの排出量を公表

ＩＤ  １０３３６８６

【問】環境政策課　（４５）９９５３

弁護士による
多重債務者無料相談会

ＩＤ  １０２１１６５

【問】観光交流課　（２８）９１４８

【問】産業振興課　（２８）９１３２

市営墓地の使用者を募集

ＩＤ  １０１７６４５ 申込書などダウンロード可

事業承継 個別相談会

ＩＤ  １０５０７５３ 申込書ダウンロード可

※利用状況によりクラブを実施して

いない日時や祝日は受け付け不可。

申込書は２月９日（木）から各児童

クラブで配布。募集施設は２月１７

日（金）からお知らせ

児 童 館

児童クラブ

月～金曜日

土曜日

▼  下校後～午後７時

▼  午前７時３０分～午後７時

▼  午前９時３０分～午後７時

▼  午前７時３０分～午後７時

月～金曜日

土曜日

受付期間 ２月１７日（金）～２８日（火）

対象（利用可能日）

保護者が仕事などで不在となる次の児童

※時間は午前７時３０分～午後７時。利用できる保護者の勤務条件は、学年で異なります。

令和４年度の小学１～６年生

（３月２５日～３１日の月～土曜日）

１ 令和５年度の小学新１～６年生

（４月１日～６日の月～土曜日）

２

【問】子育て支援課　（２８）９０２２

申し込み方法など詳しくは、ＩＤ １０１８２８５をご確認ください。

児童クラブ利用申し込みを受け付け




