
４・５㌻第７次総合計画の実施状況を報告します

６・７㌻１２月定例市議会 ４７議案を可決

３㌻中野市長・新ステージ（３期目）

市長メッセージ
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Ｅｖｅｎｔ ｓｃｈｅｄｕｌｅ２月の行事予定

人口と世帯数 １月１日現在

人口…３８０，２０１（ ▲２３６ ）男…１８５，７３５（ ▲１３１ ）女…１９４，４６６（ ▲１０５ ）世帯数…１６５，９１７（ ▲ ８０ ）※（ ）内は前月対比

２月の時間外証明窓口

午前８時３０分～午後５時１５分

時間延長…２・９・１６日（木）・２４日（金）

　　　　　▽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…２６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

市民メール　 ▽info@city.ichinomiya.lg.jp

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

１００９９５６ＩＤ

１０００２２７ＩＤ

１００４９５６ＩＤ

　一部の掲載記事の内容は、
市議会の議決後、実施します。

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。
ＩＤ 表示１０２１４３５

市役所の開庁時間

1  市民税・県民税の申告会場の予約受け付け開始（８㌻）

食の安全を確保するための計画 意見募集（～２８日／７㌻）

マンション管理適正化推進計画 意見募集（～１０日／  ＩＤ  １０５３６５３）

博物館・特集展示 「生誕１００年 郷土の俳人 小川双々子」（～１２日／  ＩＤ  １０５３０６８）

博物館・企画展 「くらしの道具 これな～んだ？」（～１９日／  ＩＤ  １０５３３６９）

美術館・コレクション展（常設展） 「咲き誇れ花々よ」（～４月２３日／  ＩＤ  １０５３６２９）

5  愛知県知事選挙（  ＩＤ  １０５３６０３）

11  木曽川庁舎の学習室の開放（～１２日／１４㌻）

12  本庁舎の学習室の開放（１４㌻）

13  所得税等の申告会場を開設（～３月１５日／９㌻）

14  博物館・特集展示 「墨コレクション 洋装いろいろ」（～４月９日／１２㌻）

16  市民税・県民税の申告会場を開設（～３月１５日／８㌻）

総合展 「ＴＨＥ 尾州」（～１７日／１１㌻）

18  消費生活フェア（１１㌻）

本庁舎・木曽川庁舎の学習室の開放（～１９日／１４㌻）

25  博物館・企画展 「没後５０年 郷土史家 森徳一郎 浅野研究から一宮市史へ」（～３月２６日／１２㌻）

　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。

納付のお知らせ

納付は ２月２８日（火） までに

１０００８７５ＩＤ

固定資産税・都市計画税（第４期分）
国 民 健 康 保 険 税（第８期分）
後期高齢者医療保険料（第８期分）
介 護 保 険 料（第８期分）
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市長

中野 正康

　一宮市長選挙が１月１５日に執行され、即日開票の結果、

中野正康さん（現職・無所属）が当選しました。

１０５４１８０ＩＤ

　このたびは引き続き一宮市長の重責を担わ

せていただくことになりました。

　１期目は、国が人口減少社会における地方

創生を支援する中、「一宮市まち・ひと・しご

と創生総合戦略」をつくり、子ども医療費の

無償化を中学生まで拡大したことや、愛知県

内の他地域に先がけて小中学校のエアコンの

整備などを行いました。

　２期目は、市制施行１００周年のタイミング

で、愛知県から多くの仕事を引き受けて「中核

市」となる予定でしたが、百年に一度といわれ

る感染症との戦いにより、その中核となる「保

健所」の引き継ぎは困難を極めました。医療関

係者など多くの皆さまのご協力と、職員の頑

張りにより、なんとか着実に進められました。

よりスピーディに市内のコロナ感染状況を把

握・発表でき、生（なま）のデータにアクセス

できることで、きめ細やかな対応が取りやす

くなっています。今年こそはコロナを乗り越

えて、新しい平穏な日常を取り戻せるように

全力で頑張ります。

　コロナで社会経済活動の多くが停滞した３

年間でしたが、それでも次の時代への胎動が

あります。市内では、国による社会インフラ

整備として、木曽川に架かる新しい橋（新濃

尾大橋（仮称））、名岐道路の高速化、スマー

ト・インターチェンジ新設などのビッグ・プ

ロジェクトが目白押しです。こうした公共事

業の動きを、市や地域が受け身になることな

く、自ら主体的に考えて動けば、まちづくり

の新たなステージへ進む大きなチャンス！と

受け止めています。開発等による税収アップ

は、子育て支援や高齢者福祉など行政サービ

スのレベル向上につなげられます。昨年１２

月の市議会では、緑地保全・緑化条例を新た

に制定しました。心にうるおいをもたらす樹

木や草花などの緑はもちろんのこと、健康で

文化的な生活につながる芸術や歴史と伝統も

大切にしながら、引き続き、心豊かなまちづ

くりを進めてまいります。

　これまでにも増して、市民の皆さまの市政

に対するご理解とご協力をお願い申し上げ、

３期目スタートの挨拶といたします。
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第　次総合計画
　２０１８（平成３０）年度からスタートした第７次総合計画は、まちづくりの方向性を定

めた市の最も基本となる計画です。詳しい状況は、成果指標などの「指標の推移」や

「行政評価結果報告書」としてウェブサイトなどで公表しています。

１０２６３７９ＩＤ

市長　中野 正康

健やかにいきる

新型コロナウイルスに感染した市民の健康を守るため、看護師が２４時間対応する電話相談窓口を開設し、

医療機関と連携した受診調整などに取り組んでいます。

放課後児童クラブの待機児童対策として、貴船・大志・大和児童館で

増築工事や改修工事をしました。

業務の効率化や安全な医療の提供、患者サービスの向上のため、電子カルテと連携した情報端末を

市民病院の入院患者のベッドサイドに設置する準備を進めています。

高齢者の外出を支援するため、福祉タクシー料金の助成対象年齢を９０歳以上から８５歳以上に拡充しました。

グループホームの重度障害者の受け入れを促すため、国の報酬に加えて、市が上乗せ補助をしました。

快適にくらす

「資源とごみの分け方・出し方辞典」を改訂するとともに、収集日

などの通知機能を加えた「ごみ分別新アプリ」を導入しました。

地域新電力会社を設立しました。また、公共施設の太陽光発電設備の導入に向けた調査を進めています。

町内会がごみ集積場所にごみボックスを設置する費用の一部を支援しました。

冨田山公園のやすらぎと憩いの場として、木曽川を眺望できるウッドデッキを設置します。

通学路の安全確保のため、カラー塗装などの路面標示のほか、カーブミラーなどを設置しました。

実施状況を

報告します

Ｐｌａｎ１

２Ｐｌａｎ

健康寿命の長いまちづくりに取り組みます

安心して子育てができる環境をつくります

適切な医療を受けられる体制を整えます

高齢者が安心していきいきと暮らせるよう支援します

障害者福祉の充実を図ります

ごみを適正に処理し資源のリサイクルを推進します

地球温暖化防止に取り組みます

水と緑を活かしたまちをつくります

歩行者や自転車が安全に通行できる交通環境を整備します

７
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安全・安心を高める

救急対応の効率化による市民サービス向上のため、本部救急隊を新設しました。

自転車用ヘルメットの購入補助対象を全年齢に拡充しました。

活力を生みだす

「いちのみや（１３８）野菜（８３１）プロジェクト」の取り組みとして、

シンポジウム「野菜がもたらす健康力！」を開催しました。

「名岐道路（一宮～一宮木曽川）等の都市計画の素案に関する説明会」を

行い、延べ２２３人の方に参加いただきました。

未来の人財を育てる
生徒の居場所づくりと、自立に向けた支援を行う

「サポートルーム」を中学校３校に設置しました。

「１０００万人ラジオ体操・みんなの体操祭」を光明寺公園球技場で開催しました。

美濃路起宿高札場跡に高札を復元するとともに、市川房枝生家跡を

顕彰施設として整備しました。

国際芸術祭「あいち２０２２」一宮市会場を盛り上げるため、会場

運営に協力するとともに、市独自の事業を実施しました。

Ｐｌａｎ３

Ｐｌａｎ４

Ｐｌａｎ５

火災や救急に対する体制の強化を進めます

交通事故を減らす取組を進めます

魅力があり持続的発展性のある農業を支援します

する・みる・ささえるスポーツ活動を支援します

歴史・文化に親しめる環境を整えます

第第７７次次総合計画総合計画

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ１ 人を呼び込む

ミス七夕・ミス織物を廃止し、

柔軟な発想や行動力を活かし

た「学生サポーター」を創設

しました。

承久の乱８００年関連の

イベントなどを実施し

ました。

～シティプロモーション～

訪れてみたいまち、交流が盛んなまちをつくります

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ２ 持続可能で未来につなげる

転入・転出などの窓口にスマート窓口システムを導入し、来庁者の負担軽減・届出のペーパーレス化・

業務の効率化を進めています。

情報通信技術（ＩＣＴ）を積極的に利活用します

特色ある教育活動を実施します

日光川２号放水路（県事業）に計画されている中間立坑および流入

工を建設するための用地取得を、県と連携し取り組んでいます。
災害に強い社会基盤整備を進めます

幹線道路の整備を進めます



6 ２０２３（令和５）年２月　広報一宮

予算関係

　１２月定例市議会は、１１月２９日～１２月２０日に２２日間の会期で開かれ、令和４年度一般会計補正予算案・

条例案などの議案（認定・承認・同意・諮問を含む）が審議され、４７議案が可決されました。

１０４７１４５ＩＤ

人事案件

樋田昌泰さん

固定資産評価審査委員会委員の選任

森雅昭さん

寺本倫子さん

森賢次さん

人権擁護委員の候補者の推薦

一般会計の主な事業費

※これらの事業費に必要な財源として、国庫支出金

２６億３，４４９万８千円、県支出金１１億７，２０９万５千円

などを充てます。

◆ 愛知県子育て世帯臨時特別給付金

４億７，０００万円

◆ 一宮市子育て世帯臨時特別給付金

４，５００万円

◆ 保育園等給食費無償化事業費

９，３９９万２千円

民生費

◆ 医療機関等物価高騰対策支援金

２億５，３６２万円

◆ 出産・子育て応援交付金

２億９，０００万円

◆ 高齢者インフルエンザ予防接種委託料

１億９，３６７万８千円

◆ 省エネ家電製品購入補助金

　　　　　１億円

◆ 地域新電力会社出資金

５，１００万円

衛生費

◆ キャッシュレス決済ポイント還元事業

委託料

３億７，９４６万８千円

商工費

◆ 一宮市学校給食費無償化補助金

２億４，９４２万６千円

教育費

合 計 ６８億１，８２４万８千円の増額

一般会計 ７２億３，１１６万９千円の増額

特別会計 ７億２，６２３万１千円の減額

企業会計 ３億１，３３１万円　　の増額

補正予算の規模

一般会計 １，４０１億８，９３６万５千円

（前年同期比６．６％の増加 →）

全 会 計 ２，６７９億５，１００万６千円

（前年同期比４．２％の増加 →）

補正後の予算総額

４７４７議案議案を可決を可決
１０５３６７２ＩＤ

市政最前線

１２月定例市議会１２月定例市議会
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Ｐｉｃｋｕｐ Ｎｅｗｓ

条例関係

一宮市個人情報保護法施行条例

一宮市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例

一宮市個人情報保護条例

一宮市情報公開条例　　 一宮市旅館業法施行条例

一宮市博物館条例　　　 一宮市三岸節子記念美術館条例

一宮市手数料条例　　　 一宮市道路占用条例

一宮市法定外公共物管理条例　　 一宮市都市公園条例

展望塔の管理及び運営に関する条例

一宮市準用河川に係る土地占用料の徴収等に関する条例

一宮市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例

一宮市公民館設置及び管理に関する条例

一宮市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例
 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律等の施行に関する条例

制定

改正

廃止

　市民の皆さんから意見を募集し、寄せられた

意見を参考にして最終案を決定するとともに、

寄せられた意見への市の考え方を公表します。

　素案は市ウェブサイト、市資料コーナー（市役

所本庁舎１階、尾西・木曽川庁舎１階）などで募

集期間中閲覧できます。

【問】保健衛生課　（５２）３８５７１０５３９４１ＩＤ

食の安全を
確保するための計画

　 　 　 ▼２月１日（水）～２８日（火）（必着）

　 　 　 ▼ 持参または電子メール（ hoken-eisei@

city.ichinomiya.lg.jp )・郵送（〒４９１－

０８６７　古金町１－３　保健所保健衛生

課）・ファクス（（２４）９３８８）

募集期間

提出方法

市民意見提出制度

皆さんの 意見 を募集します

　食の安全を確保するため、食品衛生法に基づく

「食品衛生監視指導計画」の素案を作成しました。

ステップアップ部門の

企画提案書企画提案書  を募集します

市民活動サポート補助金

　市民活動団体が行う公益活動に係る経費の

一部を補助します。

設立後２年以上の市民活動団体ほか

対　象

２月６日（月）～  ２４日（金）

受付期間

募集要項など詳しくは、

ＩＤ １０３６９３９をご確認ください。

【問】市民活動支援センター　（２３）８８８３
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２月１６日（木）～３月１５日（水）

３月２日（木）～１３日（月）２月１６日（木）～２８日（火）

尾西会場  ▼  尾西庁舎６階大ホール

※ 土・日曜日、祝日は休み。木曽川会場は西側駐車場をご利用ください。また出張所では申告を受け付けません。

申告会場の開設期間中は、本庁舎市民税課では作成指導・相談は行いません。

木曽川会場  ▼  木曽川庁舎２階研修室Ｃ

２２月月 ３３月月
一宮会場 ▼  本庁舎１４階１４０１大会議室

市民税・県民税の申告 【問】市民税課　（２８）８９６３

今年の１月１日現在、市内に住んでいて、次に該当する方

※申告は国民健康保険税などの算定や所得非課税証明書等の交付の資料にもなりますので、前年中

に収入のなかった方でも、必要な場合は申告してください。

令和４年中に所得があった

給与を２カ所以上から受けた

給与所得のほかに、配当や不動産などの所得があった

医療費控除、寄附金税額控除などを受ける

年末調整済み、または所得税の確定
申告を提出する方などは不要です。

　市民税・県民税の税額試算と申告書作成が、パソコンやスマートフォンでできます。作成した

申告書を印刷して氏名などを記入すれば、郵送などで提出できます。

１０２７１１７ＩＤ

ただし次の確定申告は、確定申告会場（９㌻参照）をご利用ください。

住宅借入金等特別控除を受ける初年度または連帯債務の申告

令和３年分以前の申告

暗号資産（仮想通貨）の売却益の申告

確定申告書の控えに収受印が必要な申告

土地・建物・株の譲渡所得等の分離課税の申告

青色申告

死亡した方の申告

国外に居住している方を扶養に追加する申告

雑損控除・繰越損失の申告

令和５年１月２日以降に一宮市へ住所を変更した方の申告

相続等により取得した年金受給権に係る個人年金を含む申告

事業（営業・農業）・不動産・総合譲渡所得の申告

外国税額控除の申告

市民税・県民税の申告が必要な方

パソコンなどで税額試算・申告書作成ができます

市民税・県民税の申告会場でも簡易な所得税の確定申告を受け付けます

 ＩＤ   １０３７５８５ または下記の

二次元コードからアクセス

午前９時～午後４時３０分
※土・日曜日、祝日を除く

 ０５０（１８０７）２０３６
２４時間受け付け

３月１日（水）の午前９時から受け付け

ＡＩ電話自動応答サービス
（８５）７４３７

※予約がない方は、原則入場不可受け付け開始 ２月１日（水） 午前９時

ネット予約 電話予約

申告会場は申告会場は完全予約制完全予約制ですです
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申告時の主な持ち物（本人）

確定申告（所得税・消費税・贈与税） 【問】一宮税務署　（７２）４３３１

日　時 相談会場

２月１６日（木）～３月７日（火） 本庁舎１４階１４０１大会議室

３月２日（木）～７日（火） 木曽川庁舎２階研修室Ｃ

時間は午前９時３０分～正午・午後１時～４時　

土・日曜日、祝日を除く

税理士による無料税務相談

【問】一宮税務署　（７２）４３３１

※所得税（譲渡・山林所得を除く）、個人事業者の消費税に

係る相談が対象

筆記用具

申告者名義の預金通帳など口座番号が分かる物
（所得税の還付が発生する場合）

「確定申告のお知らせ」と記載のあるハガキ
または通知書（受け取っている方だけ）　ほか

令和４年中の所得を明らかにできる書類

本人確認書類（提示または写しの添付が必要）

控除を受けるための証明書類

医療費控除の明細書・医療費通知（医療費

の領収書は不可）ほか

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、入場には「入場整理券」が必要です。当日会場で

配布するほか、スマートフォンなどから「ＬＩＮＥ」アプリで事前発行もできます。

入場整理券は、ＬＩＮＥアプリ

から国税庁ＬＩＮＥ公式アカウ

ントを友だち登録して取得し

てください。

※ＬＩＮＥで事前発行した際に表示される「受付完了」

画面を、入場時に確認します。

※指定された時間に遅れた場合は入場できないことが

あります。また混雑状況に応じ、指定された時間内

でもお待ちいただくことがあります。

入場には「入場整理券」が必要です

スマートフォンを使用した申告相談を実施します

　税務署が開設する確定申告の相談会場では、申告される内容に応じて、スマートフォンを使用した

申告相談を実施します。スマートフォンとマイナンバーカードを持参してください。

※�マイナンバーカードの暗証番号（利用者証明用電子証明書、署名用電子証明書、券面事項入力補助

用）が必要。マイナンバーカード未取得で事前にｅ－Ｔａｘ用のＩＤ・パスワードを取得している場

合は、ＩＤ・パスワードが記載された書類が必要

申告時の主な持ち物（本人）

※市民税・県民税、確定申告の会場で共通

１０００８６８ＩＤ

会場   ▼    一宮地場産業ファッションデ ザインセンター（ＦＤＣ）

※ 土・日曜日、祝日は休み（２月１９日（日）・２６日（日）は開設）。駐車場に限りがあるので、公共交通機関をご利用ください。

２月１６日（木）～３月１５日（水）
２月１３日（月）

～１５日（水）

２２月月 ３３月月

主
な
対
象 ※住宅借入金等特別控除説明会も開催

所得税の還付申告

贈与税の申告

主
な
対
象

所得税の申告

贈与税の申告

個人事業主の消費税の全ての申告
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市政最前線

新型コロナウイルス感染症の 新型コロナウイルス感染症での

の適用期間を延長傷病手当金傷病手当金

介護保険料
国民健康保険税

▼ ３月３１日（金）まで

後期高齢者医療保険料 ▼ ５月３１日（水）まで

影響による減免申請減免申請

臨時特別給付金臨時特別給付金  を支給します

【問】子育て支援課　（２８）９７６８

子育て世帯へ市独自の

　県の「愛知県子育て世帯臨時特別給付金」事業で

所得制限により支給対象外となった方などへ、市独

自の給付金を支給します。

令和４年８月３１日時点で一宮市に住民票が

あり、令和４年９月分の特例給付を受給して

いる公務員の方（令和４年９月分の特例給付

を一宮市から受給した方は１月に支給済み）

令和４年８月３１日時点で一宮市に住民票が

あり、所得制限により児童手当・特例給付を

受給していない方

令和４年９月１日～１１月２１日に離婚（離婚協

議中を含む）をしたことにより、元養育者か

ら給付金を受け取れない現在の養育者

対　象

申請方法など詳しくは、

１０５３６５１ＩＤ  をご確認ください。

２月２０日（月）まで

申請期限

対象児童
１人当たり １万円▼

【問】保険年金課　（２８）８９８５１０３５９９６ＩＤ

後期高齢者医療保険料

【問】介護保険課　（２８）９０１９１０３５２１２ＩＤ

介護保険料

国民健康保険税

１０３５４６１ＩＤ 【問】保険年金課　（２８）９０１２
【問】保険年金課　（２８）９０１１１０３５３２４ＩＤ

国民健康保険

【問】保険年金課　（２８）８９８５１０３６７０４ＩＤ

後期高齢者医療保険

介護保険料・国民健康保険税・

後期高齢者医療保険料

国民健康保険・後期高齢者医療保険

に加入している方へ

は

　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、３月３１日（金）まで延長

します。
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Ｐｉｃｋｕｐ Ｎｅｗｓ
市政ニュース

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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市政ニュース

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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Ｐｉｃｋｕｐ Ｎｅｗｓ

　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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市政ニュース

　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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Ｐｉｃｋｕｐ Ｎｅｗｓ

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
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主な重点犯罪 交通事故

【問】市民協働課　（２８）８６７１
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環境センター
ニュース

【問】収集業務課　（４５）７００４

区　分 件　数

刑 法 犯 １，６０４（＋ ３４）

侵 入 盗 １３６（＋ ２８）

（うち住宅対象） 〔６７（＋ １３）〕

自動車関連窃盗 １１９（▲ ３８）

特殊詐欺 ４５（＋ ２３）

区　分 件　数 人　数

死　亡 ４（▲　   ２） ４（▲　２）

重　傷 ３９（＋　   １） ３９（＋　１）

軽　傷 １，０７１（＋　１２１）１，２７６（＋１５３）

計 １，１１４（＋    １２０）１，３１９（＋  １５２）

（ ）内は前年対比

市内の犯罪・事故（１１月末現在）

自転車安全利用五則が改正されました自転車安全利用五則が改正されました

　自転車利用者の交通ルール違反やマナーの悪さ

が大きな問題となっています。次の自転車安全利

用五則を守って、安全運転を心掛けましょう。

① 車道が原則、左側を通行

　歩道は例外、歩行者を優先

②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

③夜間はライトを点灯

④飲酒運転は禁止

⑤ヘルメットを着用

　自転車運転中のスマートフォンの使用、大音量

でイヤホンを使用しながらの運転、傘差し運転、

他の自転車と横に並びながらの走行は道路交通法

違反です。大変危険な行為なのでやめましょう。

不正アクセスや不正アクセスや

ウイルス感染にご注意をウイルス感染にご注意を

　不正なプログラムを添付した電子

メールを送り付け、パソコンやスマート

フォンをウイルスに感染させて情報を盗む、標

的型メール攻撃が多発しています。次のことを

実践して、標的型メール攻撃による被害を防ぎ

ましょう。

▽ 発信元のメールアドレスや件名に不自然な点

がないか確認する

▽本文中に見慣れない字体がないか確認する

▽ 添付ファイルや本文中のリンクを安易に開か

ない

▽ウイルス対策ソフトの導入・更新をする

【問】一宮警察署　（２４）０１１０

雑がみのリサイクルにご協力を雑がみのリサイクルにご協力を
１００１７１１ＩＤ

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

　レシートなどの感熱紙、カーボン紙・写真・シール・圧着ハガキ、においが付いている紙

などはリサイクルできないため、可燃ごみに出してください。

ティッシュの
空き箱

包装紙 ノート
トイレットペーパー

などの紙芯
紙製
4 4

の卵パック

！ リサイクルできない紙があります

新たに資源として
出せるようになりました

雑がみの例

◆ 雑がみは、資源として出してください
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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

３日（金）・１０日（金）・１７日（金）・２４日（金）

１３：００～１６：００

思いやり会館３階

（市民総合相談室）

２月１０日（金）の午前９時から

電話で市民総合相談室

（（７３）４３６３）

※２月分は随時受け付け中８日（水）・２２日（水）　１３：００～１６：００ 尾西庁舎４階

１０５４０７０ＩＤ
月の無料相談月の無料相談２２ ▲

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

３３

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

（金曜日の午後、２３日を除く）

思いやり会館３階

（７３）４３６３

行 政
１日（水）・１５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

（２３日を除く）

本庁舎９階相談室

（２８）８９８４

司法書士の

多重債務
５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

（２３日を除く）

本庁舎９階相談室

� （７１）２１８５

交通事故

１３日（月）・２７日（月）　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 ８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
１６日（木）　１３：００～１６：００ 思いやり会館３階

仕
事

職場での

悩みごと

１０日（金）　１３：００～１６：００

＜予約制　（２８）９１３２

（産業振興課）＞

本庁舎４階

４０１会議室

内 職

木曜日　１０：００～１５：００

（２３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　

（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

２４日（金）　１４：００～１６：００

＜予約制　（５２）３８５８＞
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

（１１・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

（１１・２３日を除く）

＜予約制　（５５）９２８６

火～土曜日　１０：００～１７：００＞

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

（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

（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

（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

（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

（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

やすらぎ（８３）０８８１

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

医
療 医療安全

月～金曜日　８：３０～１７：００

＜予約制　（５２）３８５３＞

保健所

医療安全相談窓口

不
動
産
・
建
設

不動産取引

と悩みごと

２０日（月）　１３：００～１６：００ 思いやり会館３階

１５日（水）　１３：００～１６：００ 尾西庁舎４階

登 記

９日（木）　１３：００～１６：００

（１２：００から受け付け）
思いやり会館３階

１５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

１８日（土）　９：３０～１２：３０

（受け付けは１２：１０まで）

－ビル６階

愛知県土地家屋調査士会

一宮支部

建 築 １４日（火）　１３：００～１６：００ 思いやり会館３階
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育児講座
ＩＤ  １０５３７６６

日 時／３月２日（木）　午前１０時～

１１時３０分

会 場／尾西庁舎２階会議室Ｇ

対 象／市内在住の子育て中の家族

など

演 題／「食べ物の好き嫌い～心理

学的視点から～」

講 師／山本ちかさん（名古屋文理

大学短期大学部教授）

定 員／２５組（抽選）

申し込み／２月６日（月）・７日（火）に電

子申請または電話

問い合わせ／東五城子育て支援センター　

（８５）９３３９

ファミリー・サポート 
事業講習会

ＩＤ  １０５３７０６

日 時／２月２２日（水）　午後１時～

４時３０分

会 場／尾西庁舎２階会議室Ｇ

対 象／市内在住の２０歳以上で、援

助会員・両方会員として入会を希望

する方

内 容／子どもの発育・発達、心肺

蘇生法を学ぶ

申し込み／電話でファミリー・サポー

ト・センター（中央子育て支援セン

ター内）

※託児あり（要予約）

問い合わせ／いちのみやファミリー・サ

ポート・センター　（２８）９７７２

普通救命講習
ＩＤ  １０００４９９

日 時／２月２６日（日）　午後１時～

３時

会 場／木曽川消防署

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／２月１日（水）～１５日（水）に電

子申請または電話

※団体は条件付きで随時開催

問い合わせ／消防本部消防救急課　

（７２）１１０３

環境学習講座
ＩＤ  １０５３９９６ 申込書ダウンロード可

日 時／２月１８日（土）　午後２時～

４時

会 場／エコハウス１３８

対 象／市内在住の小学生以下と保

護者

内 容／尾州の生地を使ってカラフ

ルな生き物を作り、市内に生息する

生物について学ぶ

定 員／２０人（抽選）

申し込み／２月１０日（金）までに電話ま

たは電子メール。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

英文多読入門講座
ＩＤ  １０２５４２３

日 時／２月２５日（土）　午後１時～

３時

会 場／ ービル６階中央図書館

対 象／高校生以上の方

内 容／簡単な語
ご

彙
い

の本をたくさん

読み「英文多読」の楽しさを学ぶ

講 師／小川和子さん（ＮＰＯ多言

語多読理事）

定 員／２０人（抽選）

受講料／５００円

申し込み／１月２５日（水）～２月７日（火）

に電話で中央図書館

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

国際理解体験講座
ＩＤ  １０５４０１３

日 時／２月２６日（日）　午後１時３０

分～３時３０分

会 場／神山公民館

対 象／高校生以上の方

内 容／ワークショップを行い、貧

困などの世界の問題について学ぶ

定 員／３２人（先着）

申し込み／２月１日（水）から電話、ま

たは住所・氏名・年齢・電話番号を

記入し「国際理解体験講座」と明記

の上、電子メール（ kokusai@city.

ichinomiya.lg.jp ）

問い合わせ／国際交流協会（観光交流課

内）　（８５）７０７６

英語で楽しむ 
ニュージーランドのポイ

ＩＤ  １０４５１３１

日 時／３月４日（土）　午後１時～

３時

会 場／向山公民館

対 象／市内在住・在学の小学３～

６年生と保護者（１組３人まで）

内 容／マオリ族の伝統的な遊び

「ポイ」を作る

定 員／１０組（抽選）

受講料／１人１００円（教材費・保険

料を含む）

申し込み／２月１５日（水）（必着）までに

電話、または住所・氏名・学校名・

学年・保護者氏名・電話番号を記入

し「Ｌｅｔ＇ｓ Ｐｏｉ！」と明記の上、電

子メール・ハガキ（ kokusai@city. 

ichinomiya.lg.jp、〒４９１－８５０１　

本庁舎国際交流協会）

問い合わせ／国際交流協会（観光交流課

内）　（８５）７０７６

給食から世界を知る 
ワークショップ

ＩＤ  １０５４００８

日 時／２月２６日（日）　午前１０時～

正午

会 場／神山公民館

対 象／小学３～６年生

内 容／給食を通じて、世界の多様

な生活などを学ぶ

定 員／３２人（先着）

申し込み／２月１日（水）から電話、ま

たは住所・氏名・学年・電話番号を

記入し「給食から世界を知るワーク

ショップ」と明記の上、電子メール

（ kokusai@city.ichinomiya.lg.jp ） 

問い合わせ／国際交流協会（観光交流課

内）　（８５）７０７６

教室講座
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アナウンサーが教える！ 
女性の就職応援セミナー

ＩＤ  １０５３９９５

日 時／２月１８日（土）　午前１０時～

正午

会 場／本庁舎１１階１１０３会議室

対 象／市内在住・在学の１８歳以上

の女性

内 容／男女共同参画事業の一環と

して、会話のこつとビジネスマナー

を学ぶ

定 員／３０人（抽選）

申し込み／２月８日（水）までに電子申

請または電話

※託児あり（６カ月以上の未就学児、

抽選で５人、要予約）

問い合わせ／政策課　（２８）８９５２

赤ちゃんセミナー
ＩＤ  １０４７４１２

日 時／①３月３日（金）・８日（水）・１０

日（金）　午後１時３０分～３時

会 場／子ども文化広場図書館

対 象／市内在住の妊婦、０歳児を

持つ親・家族

演 題／「子どもの発達と大人との

関わり～『困った子』の発達的意味

～」「子育て小児科医が語る　乳幼

児の病気への対応」「乳幼児期の食

事と食物アレルギーについて」

講 師／工藤英美さん（日本福祉大

学准教授）ほか

定 員／１０人（抽選）

申し込み／２月１７日（金）までに電子申

請または電話

※子どもの入場不可。託児あり（３

カ月以上の乳児、抽選で７人、要

予約）

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

成人教養講座（オンライン）
ＩＤ  １０５３６４８

日 時

３月４日（土）　午後

２時～３時３０分

対 象

市内在住・在勤・在

学の１８歳以上の方

（高校生を除く）

内 容／ウェブ会議アプリ「Ｚｏｏ

ｍ」を使い、性別にとらわれない自

分らしさを考える

講 師／伊藤公雄さん（京都産業大

学現代社会学部客員教授）

定 員／３０人（抽選）

申し込み／２月２０日（月）までに電子申

請

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

市民短歌教室
ＩＤ  １０４７２４４

日 時／２月１２日（日）　午後１時～

３時

会 場／スポーツ文化センター

申し込み／初参加の方は２月９日（木）

までに電話で芸術文化協会

問い合わせ／芸術文化協会（生涯学習課

内）　（８５）７０７４

市民俳句教室
ＩＤ  １０４７２６７

日 時／３月１９日（日）　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／２月２８日（火）（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・参加経験の

有無を記入し「市民俳句教室３月」

と明記の上、ハガキ（〒４９１－８５０１　

本庁舎芸術文化協会）

問い合わせ／芸術文化協会（生涯学習課

内）　（８５）７０７４

市民川柳教室
ＩＤ  １０４７２７９

日 時／２月２６日（日）　午後１時～

３時

会 場／スポーツ文化センター

申し込み／初参加の方は２月２２日（水）

までに電話で芸術文化協会

問い合わせ／芸術文化協会（生涯学習課

内）　（８５）７０７４

陶芸体験 
「招き猫の置物」を作ろう

ＩＤ  １０４５９７０

日 時／３月２６日（日）　午後２時～

３時３０分（形成だけ）

会 場／朝日西つどいの里

対 象／市内在住・在勤・在学の小

学生以上の方（小学生は保護者同伴）

定 員／１２人（抽選）

受講料／１，５００円（材料費）

申し込み／３月１０日（金）までに電話で

高年福祉課

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９０２１

あいちシルバーカレッジ一宮
ＩＤ  １０５４０５０

日 時／４月～令和６年３月の３０

日間　午前１０時～午後４時

会 場／一宮地場産業ファッション

デザインセンター

対 象／県内在住の昭和３８年４月

１日以前生まれの方（過去に受講し

た方を除く）

定 員／６４人（抽選）

受講料／年２万３，３００円（予定）

申し込み／２月３日（金）（消印有効）ま

でに申込書を郵送。申込書などは本

庁舎高年福祉課、尾西庁舎窓口課、

木曽川庁舎総務窓口課、出張所で配

布

※詳しくは愛知県社会福祉協議会福

祉生きがいセンター（０５２（２１２）

５５２１）へお尋ねください。

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９０２１

←市公式ウェブサイトはこちら
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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
３月１９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８，０００円

３月５日（日）の午前１０時（Ｃ級）、１１時（Ｂ級）、午後
１時（Ａ級）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（（７３）１３２９）

バドミントン
（男女混合団体戦）

３月１９日（日）
総合体育館
いちい信金
ア リ ー ナ

小学４年生以上
（１チーム男女
各３人）

１チーム７，２００円

２月１９日(日)の午後９時～２２日(水)の午後９時に
申込用紙を電子メール。申込用紙は一宮バドミン
トン協会ウェブサイトからダウンロード可（先着
６４チーム）

ドッジボール ３月１２日（日）
木 曽 川
体 育 館

中学生以上で
構成するチーム
（１５人まで)

１チーム３，０００円
２月１８日（土）までに申込用紙を松本（０９０（９９０９）
５０５６）。申込用紙はスポーツ協会ウェブサイトか
らダウンロード可

軟式野球の連盟未加入チームは加盟料５，０００円も必要

スポーツ 日　時 会　場 対　象＊ 参加料 申し込み

レ デ ィ ー ス
レギュラーテニス
（ ダ ブ ル ス ）

３月７日（火）
いちい信金
ス ポ ー ツ
セ ン タ ー

１８歳以上で初級・中級
の女性（学生を除く）

１組３，０００円

２月１日（水）～５日（日）にいちい信金
スポーツセンターウェブサイトから
電子申請、または申込書をファクス
（抽選３２組）

スポーツ協会（スポーツ課内）　（８５）７０７８

いちい信金スポーツセンター（県一宮総合運動場）　（７７）０５００

幼児教室

社会福祉事業団　（５１）５０２０

日　時／ ４月～令和６年３月　午前１０時３０

分～１１時３０分（祝休日などを除く）

対　象／ ２歳以上の未就園児と保護者（０・

１歳児も可の教室あり）

※右表の＊１は０・１歳児が対象、

＊２は１歳児が対象

内　容／ ふれあい遊び・手遊び・絵本の読み

聞かせほか

申し込み／ ２月２７日（月）～３月１日（水）の午前

９時３０分～午後５時３０分に児童館

（抽選）

詳しくは児童館へお尋ねください

児童館名 開催曜日 電話番号

宮　西 木・（金＊２） （７３）２８７７

貴　船 木・（金＊２） （７３）２５３３

神　山 火・水 （４５）２５００

大　志 （火＊１）・水 （２４）１７４７

向　山 （水＊２）・木 （７２）１２６９

富　士 （火＊２）・金 （７１）１０２２

葉　栗 火・（木＊２） （５１）５８５８

西　成 （水＊２）・金 （７６）５６５６

丹　陽 （火＊２）・水 （７６）０５０８

浅　井 火・（木＊２） （５１）１１４０

北　方 （水＊２）・金 （８７）３７５７

大　和 木・金 （４６）２６１２

今伊勢 水・（木＊１） （２４）１７６７

児童館名 開催曜日 電話番号

奥 水・（木＊２） （６１）５３００

萩　原 火・（木＊２） （６９）６７３１

千　秋 火・木 （７６）７２２２

起 木・（金＊１） （６２）３３９８

小信中島 水・（木＊２） （６２）２９００

三　条 木・（金＊１） （６１）１６７０

朝日東 （水＊１）・木 （６９）５９８０

開　明 火・（木＊２） （４５）３３２７

大　徳 火・（水＊１） （６１）５５５１

黒田南 火・（木＊１） （８７）６５２３

黒　田 （火・木＊１）・水 （８７）６９２３

外割田 （水＊１）・木 （８７）５３２３

※予定を変更する場合があります。
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←イベントカレンダーはこちら

家庭介護のための 
ハートフルケアセミナー

ＩＤ  １０１３４６９

日 時／２月２１日（火）　午後１時３０

分～４時４５分

会 場／北保健センター

対 象／家庭で介護している方

内 容／講義「高齢者のための介護

予防入門」と、介護者同士の交流会

定 員／２０人（抽選）

申し込み／２月１７日（金）までに電話で

地域包括支援センターコムネックス

みづほ（（８６）５３３３）

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９１５１

講座 歴史と民俗２６ 
「観光旅行」

ＩＤ  １００８９１６

日 時／①２月１９日（日）②２６日（日）　

午後１時３０分～３時

会 場／歴史民俗資料館

演 題／①「観光旅行の歴史」②

「旅と名所」

定 員／各２４人（抽選）

受講料／各５００円

申し込み／２月５日（日）（必着）までに

郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・

年齢・電話番号・受講希望日を記入

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人分だけ

問い合わせ／尾西歴史民俗資料館　

（６２）９７１１

スポーツ指導者講習会
ＩＤ  １０５４１６６

日 時／３月１０日（金）　午後７時～

８時３０分

会 場／本庁舎１１階１１０１会議室

対 象／市内在住・在勤のスポーツ

指導者

演 題／「これからのスポーツ指導

～プレーヤーズセンタードなコーチ

ング～」

講 師／草薙健太さん（中京大学准

教授）

定 員／５０人（先着）

申し込み／２月１日（水）から電子申請

問い合わせ／スポーツ課　（８５）７０７８

令和５年度 学校体育施設 
利用団体は登録を
ＩＤ  １００２１４３ 申請書ダウンロード可

　学校体育施設を定期使用するには、

次のとおり登録が必要です。申込期

間を過ぎると追加登録はできません。

新規に登録する団体は、事前にお問

い合わせください。

登録資格／市内在住・在勤・在学の１０

人以上で構成し、スポーツ活動が目

的で、登録者全員が傷害保険などに

加入している団体（営利を除く）

申し込み／３月１日（水）～２４日（金）に

登録申請書などを本庁舎スポーツ課

（土・日曜日、祝日を除く）、総合体

育館・尾西スポーツセンター・木曽

川体育館・いちのみや中央プラザ体

育館（休館日を除く）

問い合わせ／スポーツ課　（８５）７０７８

スキー大会（大回転競技）

日 時／３月２６日（日）　午前８時３０

分

会 場／御嶽スキー場（長野県木曽

郡王滝村）

対 象／市内在住・在勤・在学の小

学生以上の方

種 目／小学生男子の部・小学生女

子の部・一般男子の部・一般女子の

部・スノーボードの部

参加料／１，０００円（高校生以下は無

料）

申し込み／３月２日（木）までに参加料

を持参の上、本庁舎スポーツ協会

問い合わせ／スポーツ協会（スポーツ課

内）　（８５）７０７８

小・中学生のための 
陸上教室

日 時／３月１９日（日）　午前９時～

正午（予備日２６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／小中学生

定 員／２４０人（先着）

参加料／５００円

申し込み／２月２日（木）の午前１０時～

３月５日（日）に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

スプリントトライアル

日 時／３月１９日（日）　午後１時～

５時（予備日２６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／①小中学生②高校生以上の

方

定 員／①２００人②１００人（先着）

参加料／①５００円②８００円

申し込み／２月２日（木）の午前１０時～

３月５日（日）に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

０歳児ママの 
オンライン交流会

ＩＤ  １０４２０２４

日 時／３月３日（金）　午前１０時～

１１時３０分

対 象／市内在住の０歳児と母親

内 容／ウェブ会議アプリ「Ｚｏｏ

ｍ」を使い、母親同士の交流を楽し

む

定 員／１５組（抽選）

申し込み／２月１７日（金）までに電子申

請

問い合わせ／生涯学習課　（８５）７０７４

ヤングフェスティバル
ＩＤ  １０５３６５２

日 時／２月２６日（日）　午前１０時～

午後３時（正午～午後１時を除く）

会 場／木曽川庁舎

内 容／青少年グループによるミュ

ージカル、演奏会、盆踊り、お茶会

体験、ペープサート、生け花展示、

ぷよぷよすくい、さめ釣り、くじ引

き、バルーンアート

※参加料が必要な催しあり

問い合わせ／青少年課　（８４）００１７

スポーツ

催しもの
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大人のための 
図書館見学ツアー

ＩＤ  １０２６９０２

日 時／３月１２日（日）　①午前１０時

～１１時②午後２時～３時

会 場／ －ビル７階中央図書館

対 象／市内在住・在勤の１８歳以上

の方（学生を除く）

定 員／各５人（抽選）

申し込み／２月５日（日）～１９日（日）に

電話で中央図書館

問い合わせ／中央図書館　（７２）２３４３

認知症ケアラーズカフェ
ＩＤ  １０３３８９７

日 時／３月２日（木）　午前１０時３０

分～午後３時

会 場／オリナス一宮

対 象／認知症の方と介護者

内 容／認知症介護経験者による相

談、認知症の方と介護者などの交流

参加料／３００円程度（お茶代を含む）

申し込み／３月１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  １０５４１６４

日 時／２月１５日（水）・１６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（福

祉総合相談室内）　（２８）９１４５

１３８マルシェ
ＩＤ  １０３３４８６

日 時／２月２２日（水）　午前９時～

午後１時（売り切れ次第終了）

※荒天時は中止の場合あり

会 場／夢織り広場（本庁舎西側）

内 容／野菜や加工品の直売

問い合わせ／農業振興課　（２８）９１３６

がん患者サロン会・ 
勉強会

日 時／２月１０日（金）　午後１時３０

分～２時３０分

会 場／市民病院

内 容／講演「リラクセーションに

ついて」

問い合わせ／市民病院がん相談支援セン

ター　（７１）１９１１

日曜新鮮市

日 時／２月５日（日）　午前５時～

８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

※購入者に日曜新鮮市抽選会（３月

５日（日））の抽選券を配布

問い合わせ／一宮地方総合卸売市場　

（４４）１１１９

プチボランティア 

みんなで木の実を拾おう！

日 時／２月１１日（祝）　①午前１０時

～１０時４５分②１１時～１１時４５分（雨天

中止）

定 員／各２０人（先着）

※拾った木の実は一部持ち帰り可

問い合わせ／国営木曽三川公園１３８タワ

ーパーク　（５１）７１０５

６月採用 市民病院 

診療放射線技師を募集

応募資格／昭和５３年４月２日以降生ま

れで資格がある方

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／２月２７日（月）（必着）まで

に応募書類を持参または郵送（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３月７日（火）に市民病

院で実施

問い合わせ／市民病院管理課　（７１）

５１６７

本庁舎 会計年度任用職員 

消費生活相談員を募集
ＩＤ  １０５４１８３ 申込書ダウンロード可

応募資格／消費生活相談員・消費生活

専門相談員・消費生活アドバイザー

・消費生活コンサルタントのいずれ

かの資格があり、パソコン入力がで

きる方

勤務内容／消費生活相談業務ほか

勤務場所／本庁舎観光交流課

勤務日時／４月１日～令和６年３月３１

日　午前８時４５分～午後５時（土・

日曜日、祝休日、年末年始を除く）

任用人数／１人

申し込み／２月１７日（金）（必着）まで

に申込書などを持参または郵送

問い合わせ／観光交流課　（２８）９１４８

県男女共同参画人材育成セミナー 

受講生を募集
ＩＤ  １０４５２４５ 申込書ダウンロード可

応募資格／市内在住の昭和３３年４月

２日～平成１７年４月２日生まれの

女性で、全日程に参加でき、セミナ

ー修了後、修了生によるグループ活

動など、セミナーの成果を生かす取

り組みができる方（公務員などを除

く）

募集人数／１人（選考。市が推薦した

方の中から県が決定）

申し込み／３月１０日（金）（必着）まで

に電子申請、または申込書を持参・

郵送

※セミナーの開催日時など詳しくは、

お尋ねください。

問い合わせ／政策課　（２８）８９５２

募　集
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令和５年度任用 

会計年度任用職員を募集
ＩＤ  １０３１７９２

　市では、令和５年度任用予定の事

務職・保育士・学芸員・保健師・医

療技師などの会計年度任用職員や、

人事課への登録者を募集しています。

職種ごとの募集案内など詳しくは、

ウェブページをご確認ください。

問い合わせ／人事課　（２８）８９５３

住宅・土地統計調査の 
調査員を募集

ＩＤ  １０５０２３３

　令和５年１０月１日現在で、住宅

・土地統計調査を行います。市では、

この調査を行う統計調査員を募集し

ます。申し込み方法など詳しくは、

ウェブページをご確認ください。

応募資格／２０歳以上で秘密の保持がで

き、警察・選挙に直接関係のない方

業務内容／事務説明会への出席、担当

調査区の確認、調査票の配布・回収

・点検・整理ほか

任 期／８月上旬～１０月末（予定）

選考方法／面接

報 酬／２調査区で約４万５，０００円

（前回実績。担当調査区数などによ

り変動）

問い合わせ／行政課　（２８）８９５７

県消費生活モニターを募集

応募資格／県内在住の１８歳以上の方

（公務員などを除く）

内 容／危険な商品、不当な表示、

悪質商法などの観察・情報提供、ア

ンケートや意見などの提出、研修会

（年１回）への出席ほか

任 期／依頼した日～令和６年３月

３１日

謝 礼／年１，５００円以内（予定）

申し込み／２月１７日（金）（消印有効）

までに応募用紙を郵送。応募用紙は

県民事務所の広報コーナー、本庁舎

観光交流課などで配布（県ウェブサ

イトからダウンロード可）

問い合わせ／県県民生活課　０５２（９５４）

６１６３

消火器の不適切な 
訪問点検にご注意を

ＩＤ  １０００６９３

　市が事業所と契約して、消火器を

販売・点検することはありません。

不審な場合は、お問い合わせくださ

い。

問い合わせ／消防本部予防課　（７２）

１２８０

防災資機材などの 
備品を整備

　自治総合センターが宝くじの社会

貢献広報事業として実施している、

宝くじの受託事業収入を財源とする

コミュニティ助成事業（宝くじの助

成金）を活用して、大和町連区地域

づくり協議会は防災資機材などの備

品を整備しました。

問い合わせ／危機管理課　（２８）８９５９

伝承教育等講師の 
登録・活用を

ＩＤ  １０００９９１

対 象／市内在住のおおむね６０歳以

上で、知識や技能がある健康な方

指導分野／伝承文化、教養の向上・学

習、生活文化・生活技能、健康増進

登録方法／講師登録書を本庁舎高年福

祉課

※地域や学校などで講師の派遣を希

望する団体は、ご連絡ください。

問い合わせ／高年福祉課　（２８）９０２１

←市ソーシャルメディア一覧はこちらＩＤ１０２１１００

ご寄付
ありがとうございました

（１２月分まで・敬称略）

いちのみや応援基金へ　９１７件

社会福祉協議会へ　

一宮看板店、エス・ビー建材、

一宮市グラウンド・ゴルフ協会、

木曽川商工会女性部、尾張中小

企業協会、豊田合成尾西工場、

匿名１件

福祉関係へ　真野留子

子ども家庭関係へ

柴垣充、一宮市更生保護女性会

教育関係へ

サテライト一宮、伊藤 志、平井

克典、池本将

病院関係へ　菱川善久

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３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。

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。

２

２

その他

ごみ分別アプリ

「さんあ～る」

祝日のごみ持ち込み

▽２月２３日（木）は受け付け

施設管理課　（４８）５３８３

廃棄物対策課　（４５）５３７４

▲こちらから

　ご利用ください。

　スマートフォンなどで、ご

みの収集日の通知や、当日の

収集ごみの種類、分別方法な

どをチェックできます。ぜひ、

ご活用ください。
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※料金の記載がないものは無料。申し込みの記載がないものは当日直接会場

そ
の
他

一般大会利用の受け付け 総合体育館 （５３）６３００

　総合体育館各アリーナの利用申し込み（７月～令和６年３
月分）を受け付けます。詳しくは、総合体育館・尾西スポー
ツセンター・木曽川体育館で配布する申請書またはウェブサ
イトをご確認ください。
対 象／一般の団体・学校・企業ほか

申し込み／２月２日（木）～２０日（月）に申請書など必要書類を総
合体育館

自主文化事業 一宮市民会館 （７１）２０２１

仲道郁代ピアノリサイタル２０２３
日　時／３月４日（土）　午後２時（１時１５分開場）
会 場／尾西市民会館
入場料／Ｓ席３，９００円・Ａ席２，９００円（全席指定。小学生～
高校生は１，０００円）。未就学児は入場不可
前売り／一宮・尾西市民会館（（６２）８２２２）、木曽川文化会
館（（８６）７５８１）などで販売中

さだまさしアコースティックコンサート２０２３
日　時／３月１７日（金）　午後６時（５時開場）
会 場／一宮市民会館
入場料／８，８００円（全席指定）。未就学児は入場不可
前売り／一宮・尾西市民会館（（６２）８２２２）、木曽川文化会
館（（８６）７５８１）などで販売中

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ひな祭りケーキ
２月２３日（祝）
９：３０

６５０円
２月２日（木）
９：３０

②ス ポ 文
ら くら く 体 操

２月１・８・１５・
２２日（水）　１０：００

各５００円 各開催日時

③チ ェ ア ヨ ガ
２月３・１０・１７・
２４日（金）　９：３０

①は教材費も必要。詳しくはウェブサイトなどで確認

対　象／①高校生以上の方

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）

文化教室 一宮地域文化広場 （５１）２１８０

自主文化事業 アイプラザ一宮 （７７）６６１２

コンサート 歌の贈りもの
日　時／２月５日（日）　午後２時～４時
出　演／宮崎美智子さん（歌手）、Ｓｅｉｊｉさん（タップダンサ
ー）、Ｈ４℃（サクソフォン奏者）ほか
定　員／２３０人（先着）
入場料／１，５００円（６０歳以上は１，０００円。中学生以下は５００円）

申し込み／電話でアイプラザ一宮

水泳教室 温水プール （７７）４７２７

春休み短期水泳教室
日　時／①３月２３日（木）～２６日（日）②２８日（火）～３１日（金）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／２月１０日（金）～１６（木）に温水プール（抽選）
※各教室のコース・開催時間・定員などの詳細は問い合わせ

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竹林管理体験 ２月１５日（水）　１０：００・１３：３０ 無料

②プリザーブド
フ ラ ワ ー

２月１９日（日）　１０：００ ２，５００円

③樹木医さんの
剪 定 講 習 会

２月２３日（祝）　９：００ ２，５００円

対 象／①③１８歳以上の方②小学生以上の方
定　員／①各５人②２０人③１０人（先着。小学生以下は保護
者同伴）

申し込み／２月２日（木）の午前１０時から電話で大野極楽寺公園
管理棟（０８０（９１１０）３０１５）

プール講習会・自主文化事業 エコハウス１３８ （４７）７１３８

プール講習会名 日　時

①水 中 ウ ォ ー キ ン グ

２月６・１３・２０・２７日（月）
１４：００～１４：３０

２月８・２２日（水）
１３：００～１３：３０

②ス イ ム ワ ン ポ イ ン ト
レ ッ ス ン

２月３・１０・１７・２４日（金）
１３：００～１３：３０

③かんたんアクアビクス
２月８・２２日（水）
１４：００～１４：３０

対　象／１８歳以上の健康な方
定　員／①②各１５人③９人（先着）
受講料／各１回４００円（プール利用料を含む）
申し込み／当日３０分前からエコハウス１３８

講座名 日　時

①快 適 生 活 ヨ ガ ２月５・１２・１９・２６日（日）　１０：００

②カ ラ ダ 整 え る ヨ ガ ２月８・２２日（水）　１９：３０

③スモールボールｄｅ健康 ２月２・９・１６日（木）　１３：３０

対　象／１８歳以上の健康な方
定　員／①②各２１人③２５人（先着）
受講料／各１回５００円
申し込み／当日３０分前からエコハウス１３８

教室名 日　時

いろどり水彩画 ４月１４日からの金曜日 ９：３０（１０回）

ととのえるヨガ ４月１９日からの水曜日 １０：００（１０回）

いやしのオカリナ ４月２６日からの水曜日 １０：００（１０回）

会 場／尾西文化広場（（６９）７３７３）
対 象／１８歳以上の方
受講料／各５，６００円
※教材費も必要な教室あり。詳しくは募集チラシで確認
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ニ
まちかど

ュース

１０４９１４７ＩＤ ▲ウェブ版はこちら

まちかどニュースの動画はこちら→

　二つの大会で優勝などした、佐藤道場の皆さん。優勝した木村

亜璃衣さん（開明小２年・写真右端から２人目）は「次の大会

も優勝できるように頑張りたい」と目標を掲げました。準優勝

の久保原希子さん（朝日東小４年・写真左端）は「回って打つ

ことを意識して試合に臨み、全国大会で優勝したい」と話しま

した。

ＪＫＪＯ全日本ジュニア空手道選手権大会

全日本空手道選手権大会

佐藤道場の皆さんが優勝などを報告

　全国ママさんバレーボール冬季大会で優勝した、チーム名

「一宮」の皆さん。キャプテンの坪内智子さん（写真右端）は

「いろいろな年齢層がいるチームですが、優勝したいという思

いで一つになって戦い、最高の試合になりました」と大会を振

り返りました。

全国ママさんバレーボール冬季大会

「一宮」の皆さんが優勝を報告

　このコーナーは市民の皆さんの情報発信の場です。４月号の締め切りは２月２２日（水）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。　　問い合わせ　広報課 （２８）８９５１

情
いちのみや’ｓ

報発信地
※料金の記載がないものは無料。申し込みの記載がないものは当日直接会場

フォーラム２１少年少女合唱団

新入団員を募集

歌うことが大好きな子どもたちの合唱団です。団員

募集のオーディションを行います。（見学可）

日　時／３月５日（日）　午後４時

会　場／真光寺（大江１丁目）

対　象／小学２年生～中学２年生

問い合わせ／宇野　（７７）１６５０

山歩きの会

「あさぎやま一宮」仲間募集

愛知・岐阜・三重などの低山を

中心にゆっくり歩きます。気軽

にご参加ください。

日　時／第２火曜日または第３

木曜日　

対　象／６９歳以下で山歩きを

始めたい方

問い合わせ／あさぎやま一宮・伊藤　

０９０（７８６３）５７６１

スポーツ吹矢の体験会

スポーツ吹矢は老若男女問わず

できる簡単な健康スポーツです。

日　時／２月～４月の第１・３

木曜日　午後１時～３時

会　場／いちのみや中央プラザ

体育館

申し込み／日本スポーツウエルネ

ス吹矢協会一宮中央プラザ支部

・宮澤　０９０（１２８８）２７１５

健友ネット集会 講演会

安田菜津紀さん（Ｄｉａｌｏｇｕｅ ｆｏｒ Ｐｅｏｐｌｅ副代表）が

「被災地、紛争地に生きる人々の声 現場取材から考

える平和」をテーマに講演します。

日　時／２月１１日（祝）　午前９時４５分

会　場／アイプラザ一宮

問い合わせ／ネット集会事務局・神保　（７６）０００３

日　時／２月１２日（日）　午前１０

時～正午

会　場／ －ビル２階大会議室

講　師／酒井邦嘉さん（東京大

学大学院言語脳科学教授）

※オンライン登壇

申し込み／ヒッポファミリークラ

ブ・重松　０８０（４１２２）９０４４

講演会「脳から考える

ことばの育て方」
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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

パパもいっしょに遊ぼっ！

こっこ相談室

２歳になっても
スプーンを使ってくれないの…

　２歳３カ月。食事の時にスプーンを握ってい

るのに、つい手づかみになってしまいます。ス

プーンで食べてほしいのに…。

　スプーンですくって口に

運ぶのは、大人が考えてい

る以上に難しいことなの。

おなかが空いているときにスプーンでうまくすくえな

いと、早く食べたくて手づかみになっちゃうの。この

時期は、食べる楽しさや食べたいという意欲が育つか

ら、どんな食べ方でも「おいしいね」と受け止める

ことが大切だよ。まずは家族で食事をして、親がスプ

ーンなどで食べる姿を見せるといいかな。食材を小さ

く切って、スプーンですくいやすくする工夫をしたり、

みんなで一緒にスプーンで口に入れて「おいしいね」

と顔を見合わせてほほ笑み合ったりするのもいいね。

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。申し込みは電子申請可

催　し 日　時 会　場 対　象 申し込み

パパもいっしょに遊ぼっ！

ＩＤ  １０５３７６５
３月１１日（土）１０：００～１１：３０ 丹陽公民館

未就園児と親
（抽選２０組）

２月６日（月）・７日（火）に電話で
丹陽子育て支援センター

フレッシュママ交流会
ＩＤ  １０４２０１１

３月１日（水）
２２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）

２月１７日（金）までに電話で
生涯学習課（（８５）７０７４）

３月２日（木）
２３日（木）

木曽川庁舎
３階第３研修室

３月１０日（金）
２４日（金）

千秋公民館

あっぷっぷ
ＩＤ  １００１２８５ 

２月３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）

２月１４日（火）
千秋・里小牧
子育て支援センター

２月１５日（水）
丹陽・黒田北
子育て支援センター

相談名 日　時 相談電話・会場

育　　児

２月６日（月） １３：００～１５：００

中保健センター
（７２）１１２１

西保健センター
（６３）４８３３

２月２０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
（正午～午後１時、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
メ ー ル 相 談

市ウェブサイト（  ＩＤ  １０４６６７５ ）で随時受け付け

発達の気
になる子

月～金曜日 ９：００～１６：００
（２３日を除く）
＊在住地区により担当が
分かれます＜予約制＞。

いずみ学園
（７８）３１１１

まーぶるの森
（８６）６８２０

チャイブ
（６４）６３６２

中央子育て支援センター（ －ビル５階）

▼    ９：００～１７：００（６・２０・２４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（１１・２３日を除く）

▼２月の開場日時（子育ての困りごとに対応。電話相談も可）

独りで悩まないで、相談を！ （その他の相談は１７㌻）

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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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。

渋谷申博／著

出版芸術社／刊

　土器に残る足跡、宇多天皇の愛猫日

記、怪談に登場する怖いネコ、神様と

して祭られたネコ…。愛猫家の日本宗

教史研究家が、古代から現代までのネ

コにまつわるエピソードを紹介する。

あんずゆき／作　くすはら順子／絵

文研出版／刊

　いじわるなリクの友達は、鏡に映る

自分だけ。ある日、鏡の中の自分に話

し掛けられた。鏡の中の自分は、リク

ではなくワクと名乗った。リクは鏡の

中の不思議な世界へ吸い込まれて…。

２２ １０：００～１５：００（※は１４：００まで）

１日（水） ２日（木） ３日（金） ６日（月） ７日（火） ９日（木）

１０日（金） １３日（月） １４日（火） １５日（水） １６日（木） １７日（金） ２１日（火）

２２日（水） ２７日（月）

北方青衾社� 
丹陽小学校� 
浅野公園� 

丹羽公民館� 
今伊勢西小学校�
奥町前並二公民館�

千秋町出張所�
丹陽南小学校�
多加木記念館公民館�

尾関平山住宅�
朝日西小学校�
樫の木文化資料館�

東浅井浅井神社�
大和西小学校�
馬引公民館駐車場�

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�

萩原町出張所�
木曽川東小学校�
馬寄石刀神社�

西小島公民館�
北方小学校� 
光明寺愛宕神社�

島村若栗神社�
開明小学校� 
本神戸酒見神社�

奥町出張所� 
中島小学校� 
於保共同出荷場�

西御堂津島神社�
葉栗小学校� 
西海戸公民館�

子ども文化広場図書館

葉栗公民館

大和南小学校※

神山公民館

開明いこいの広場 浅井公民館

向山公民館 奥公民館

西成公民館

２８日（火）

時之島いこいの広場

萩原公民館

朝日東児童館�
宮後野見神社�

平島公民館� 
千秋南小学校�

８日（水）

今伊勢公民館

一般書

おすすめ本
猫の日本史

かがみのなかのボクとぼく児童書

図書館からのお知らせ

中央図書館　（７２）２３４３

ストーリーテリングの会

４日（土）１１：００、１８日（土）１５：００（５歳以上）

おはなし会 読み聞かせ

４日（土）・５日（日）１５：００、１２日（日）・１９日（日）１１：００・１５：００、

２３日（祝）１０：３０、２５日（土）１１：００・１５：００

おはなし会 紙しばい／１１日（祝）・２６日（日）１１：００・１５：００

おはなし会 ろうどく／１８日（土）１１：００

バリアフリーＤＶＤ映画上映会／２３日（祝）１４：００

尾西図書館　（６２）８１９１

おはなし会／４日～２６日の土・日曜日　１４：００

親子で楽しむ会／８日（水）１１：００（未就園児）

たのしいおはなし会 朗読／１１日（祝）１１：００

ストーリーテリングの会／２５日（土）１１：００（５歳以上）

玉堂記念木曽川図書館　（８４）２３４６

おはなし会／１２日（日）・２６日（日）１４：００

おはなしひろば／１８日（土）１１：００

読み聞かせ会／２５日（土）１１：００

子ども文化広場図書館　（２５）１３５０

よむりんの森 紙芝居会／１１日（祝）・１２日（日）１１：００・１６：００

おはなし広場／１１日（祝）１５：００

布絵本であそびましょう／１８日（土）１４：００

はじめのいっぽ／２３日（祝）１１：００（未就園児）

ストーリーテリングの会／２５日（土）１５：００（５歳以上）

地域文化広場図書室　（５１）２１８０

えほんのひろば／１４日（火）１１：００（未就園児）

１０２７３２４ＩＤ

１０５３８３０ＩＤ

１０５３８３２ＩＤ

１０４５９８３ＩＤ

雑誌リサイクル会

日時／�２月１９日（日）　①午前１０時～正午のうち２０

分間②午後１時～５時

内容／古くなった雑誌の無料配布（なくなり次第）

※�①は１２日（日）の午後２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）

１０５３４６２ＩＤ



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。

・

№
２
１
８
３

２
０
２
３

２


