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岩倉市長

片
岡
恵
一

明けましておめでとうご

市の礎を築いてこられた先

年の節目であります︒岩倉

本年は︑岩倉市にとりま

厚くお礼を申し上げます︒

と︑温かいご支援を賜り︑

推進にあたり深いご理解

す︒また︑日頃より市政の

心よりお慶び申し上げま

春を迎えられましたことと

かれましては︑穏やかな新

しました︒自然災害は毎年

なり︑甚大な被害をもたら

響で北関東を中心に豪雨と

号の影

す︒一方︑箱根山・阿蘇山

待されるところでありま

は︑更なる景気の好転が期

るなど︑この地方にとって

伊勢志摩サミットが決定す

開通し︑６月に２０１６年

すと︑３月に北陸新幹線が

さて︑昨年を振り返りま

らに９月には新学校給食セ

めての実施となります︒さ

するもので︑愛知県では初

こども園に専用車両で送迎

す︒園児を各保育園・認定

迎ステーションを開設しま

名鉄岩倉駅東側に保育園送

の一環として︑本年４月に

まい進しておりますが︑そ

まち

〜﹂のまちづくりに

策〜子 育て世 代

住みたい

スト﹁ 信 頼に 応 え る１００

現 在 ︑私の掲 げるマニフェ

す︒

ていきたいと考えておりま

づくりを皆様と一緒に進め

感できる活力あふれるまち

たい・住んでよかったと実

を賜りながら岩倉市に住み

とも皆様のご支援とご協力

求められております︒今後

らの手で創りあげることが

任により︑自らの地域を自

体は自律した創意工夫と責

唱えられる今日︑地方自治

ません︒また︑地方創生が

対応していかなければなり

に経験したことがない少子

人の皆様のたゆまぬご努力

のように全国各地で発生し

ンターでの調理を開始し︑

の強化の重要性を痛感しま

と︑市民の皆様の格別なる

ておりますが︑幸い︑本市

学校給食衛生管理基準に適

が市民の皆様お一人おひと

市﹂の実現をめざしてまい

ご理解とご協力の賜物であ

におきましては︑大きな被

合した安全・安心な施設と

りにとって素晴らしい一年

高齢化や人口減少に的確に

り︑改めて心より感謝を申

害は出ておらず︑安堵した

する他︑食育の実践場所と

となることを心よりご祈念

した︒

し上げます︒今後も︑第 ４

年でありました︒市民の皆

しての役割にも配慮をして

申し上げ︑新年のごあいさ

ざいます︒市民の皆様にお

次岩倉市総合計画に掲げる

様の生命と財産を守る行政

まいります︒

などの噴火や台風

﹁多様な縁で創る﹃役立ち

としては︑豪雨災害は五条

地域社会を取り巻く状況

周

感﹄に満ちた市民社会をめ

川を抱える本市にとっては

は︑まさに﹁大転換期﹂を

つといたします︒

28

して︑記念すべき市制

ざす﹂をまちづくりの基本

他人事ではなく︑行政と地

迎えております︒これまで

年の新年

理念として︑将来都市像

域が連携した防災力の一層

結びに︑平成

﹁健康で明るい緑の文化都

ります︒

元
気
な
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
て
45
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岩倉市議会議長

宮
川

隆

新年あけましておめでと

積していることを実感して

存でございます︒

年も変わらぬご支援とご協

誕生を願うとともに︑誰も

今後の社会情勢の見通し

力を賜りますようお願い申

結びにあたり︑どうか本

を考えましても︑市政に対

し上げます︒また︑新しい

おります︒

する需要もますます複雑か

年が市民の皆様方にとりま

が希望にあふれた未来であ

一方では︑大雨や台風の

つ多様化してきておりま

して︑幸せな年となります

うございます︒

と︑心からお慶び申し上げ

上陸などにより各地に被害

す︒市議会といたしまして

よう心からご祈念申し上

ます︒平成

って欲しいと願っておりま

年の輝かしい

がもたらされました︒防災

は︑昨年の５月１日から新

げ︑新年のごあいさつとい

市民の皆様には︑新しい

新春を迎えるにあたり︑市

や災害への意識をより高め

たな任期が始まりました︒

お礼申し上げます︒

理解とご協力を賜り︑厚く

して厳しい見通しではない

われておりますが︑依然と

景気回復も期待されると言

市政に反映されますよう︑

して市民の皆様のご意見が

理念に基づき︑議決機関と

﹁岩倉市議会基本条例﹂の

す︒

議会を代表して新年のごあ

ていかなければならないと

年を健やかにお迎えのこと

いさつを申し上げます︒

さて︑昨年を振り返りま

かと思います︒全国的に少

さらなる議会改革に努め︑

たします︒
平成

すと︑明るい話題のひとつ

子高齢化が進み︑人口減少

安全・安心で活力があふれ

年に施行しました
実感しております︒また︑

月に２名の方

も言われるなかで︑経済活

るまちづくりをめざして︑

日ごろから市政に対しご

がノーベル賞を受賞され︑

動の縮小が懸念され︑将来

より一層努力してまいる所

としては︑

一昨年に続く受賞でありま

を見据えて多くの課題が山

23

した︒将来に続く人たちの
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皆さんに岩倉市の魅力や将来像を市長と語っていただきました。

̶

良い意見が多く嬉しく思

森川

っかりとされていますか？

む中︑外国人への情報提供はし

4
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岩倉市の今

市長

います︒では逆に︑岩倉市に足

岩倉市では︑﹁子育て世
﹂を掲げ︑ま

りていない部分はどのようなと

市長

ちづくりに取り組んでいます︒

ころだと思いますか？

代住みたいまち

皆さんは︑現在の岩倉市をどう

佐藤

岩倉は外国人が多い印象

感じているのか聞かせてくださ

で来年度から就職します︒就職

市長

を受けます︒グローバル化が進

活動で何日か東京にいた後︑住

り︑広報紙にポルトガル語の情

い︒

みなれている岩倉に帰ると地元

報を掲載したりしています︒ま

校もあります︒

市役所に通訳を配置した

のよさを感じます︒一度住めば

た︑日本語教室を行っている学
ます︒
佐藤

わたしも名古屋に通学し

にしています︒

が好きで︑春の桜は毎年楽しみ

利だと思います︒あとは五条川

た︑どの小学校も近くにあり便

車も止まるので便利です︒ま

ていますが︑岩倉駅はどんな電

池田

ちだと感じています︒

田舎のいいところを併せ持つま

との調和もとれており︑都会と

まちだと思います︒また︑自然

いますが︑通学にとても便利な

ちで現在名古屋の学校に通って

僕は岩倉生まれの岩倉育

離れたくないまちになると思い

わたしは現在専門学校生
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新成人と語る︑岩倉の未来
̶
平成27年度に20歳を迎える新成人を代表して「新成人のつどい」実行委員のうち３人の

（左から池田朱里さん、森川友莉乃さん、岩倉市長、佐藤慎也さん）

えています︒

な仕事に就くことが一番だと考

ストラクターの仕事で独立した

就職しますが︑ゆくゆくはイン

は少数でした︒ただ今は時代が

で︑出世して管理職になる女性

市長

佐藤

しいです︒

のよさを残した故郷であってほ

いと思っています︒岩倉市は今

市長

れるような相手が現れれば⁝︒

頭にあるので︑主夫になってく

池田

いと思いますか？

は︑どうすれば結婚をしてもい

個性のひとつだと思います︒で

は岩倉駅前に送迎保育ステー

増やしました︒また︑４月から

こども園などで定員を１３０人

がら子育てができるように認定

倉市では︑両親がともに働きな

に浮かんでしまいますよね︒岩

市長

の仕事に就きたいと考えていま

池田

しいと思っています︒

自慢できるまちになっていてほ

に﹁このまちで育ったんだ﹂と

います︒岩倉市は自分が子ども

尊敬される父親になりたいと思

昔は寿退社などが一般的

変わり価値観も変わってきて︑

うえで家庭を築き︑子どもから

ピーク時の半分になっており︑

結婚に対してどういうイ

す︒わたし自身は結婚をしたく

安定した職と収入を得た

結婚をしたくないと考えるのも
どうしても苦労が先に頭

今後も人口は減っていくことが
市長

ションを設立し︑通勤時間を変

ない派ですが︑そう考える明確

結婚・子育てについて

予想されます︒アンケートをと

メージを持っているかで捉え方

えることなくお子さんの送り迎

な理由もまだわからないので︑

いろいろな人とふれ合うことで

仕事に専念することが念

ると４人に１人は結婚しなくて

はそれぞれ変わってくると思い

えが可能になります︒

自分を確立していきたいです︒

子どもの数は全国的に

もいいと考えているようです︒

ます︒では︑子育てについては

森川

できれば岩倉市に住みたいと思

その時の岩倉がどうなっている

将来はウェディング関係

皆さんは︑結婚についてどのよ

どうお考えですか？
佐藤

う人も増えると思います︒まず

か楽しみです︒

送迎保育ステーションが

うにお考えですか？
森川

も多額のお金が必要となるの

は岩倉市に住んでもらって岩倉

子どもを育てあげるのに

す︒早く子どもも持ちたいと

で︑子どもを持つということに

の魅力を感じてほしいです︒

わたしは結婚したいで

思っていますし︑できれば大家

も不安があります︒

わたしはあまり結婚した

わたしたちのこれから
岩倉のこれから

族にしたいと思っています︒
池田

いとは考えてはいません︒まず
は仕事を頑張りたいと考えてい
ます︒

市長

では最後に︑将来の夢を

佐藤

聞かせてください︒

ぼくも結婚したい気持ち

は少ないです︒どうしても経済

森川

スポーツクラブの会社に

的な面を考えると︑まず安定的

広報いわくら 平成28年1月1日
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新成人へエール

まだ知られていませんが︑どこ

●ところ

総合体育文化センター多目的ホール

●対象者

平成7年4月2日から平成8年4月1日までに生まれた人

6
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な人と接して見聞を広め︑正し
い判断ができるよう立派な大人
になってほしいと思います︒

もっとカチカチの堅苦

対談を終えて⁝
新成人
しい場かと思っていて︑最初は
緊張して何を話せばよいか分か
りませんでしたが︑話していく
うちに緊張は解け︑とても和や
かなムードでした︒また︑地元
である岩倉市についても今回の
対談で初めて知ることも多くあ

市長

よりも快適に過ごせるまちだと

1月10日㈰開場…午前10時30分

●とき

▲真剣に太鼓の練習に取り組んでいます。

員の皆さんによる太鼓の演奏が披露されます。

りました︒岩倉市の魅力はまだ

はしません︒思っているからそ

思っています︒魅力ある岩倉市

夢は持っていないと実現

のようになり︑思っていなけれ

で今後もあり続けてほしいで
す︒

歳

ば進むことはありません︒
の皆さんはまだまだ可能性があ
ります︒どんどんいろいろなこ
とにチャレンジをしてほしい
し︑チャレンジすることで考え
方や生き方が変わってくると思
います︒そのために︑まずは目
利きのできる人になってほしい
と思います︒目利きができる人
というのは︑それぞれの分野で
たくさん見ている人︒いろいろ

●司会 小島一宏さん（フリーアナウンサー）

▲昨年の新成人のつどいの様子

20

平成28年新成人のつどいを開催します

新成人を迎える皆さんが、社会の新しい担い手としての自覚

を持ち、責任を持ってその役割を果たせるように祝い励ますと

ともに、新成人の皆さんがふれあう場として「新成人のつど

い」を開催します。

今回、新春対談を行った3人を含む実行委員会の皆さんが企

画・運営にあたり準備を行ってきました。また、今年は実行委

式典…午前11時

※案内状は、ハガキで新成人の皆さんに通知します。なお、お

住まいが岩倉市外の人でも「新成人のつどい」に参加できます

ので、希望される人は当日、直接会場へお越しください。
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今月は「全国高等学校総合体育大会柔道女子
52kg級で２連覇を達成した黒木七都美さん」
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23
い〜わくん情報をCheck!!

●岩倉市ほっと情報メールにご登録ください！
防災や防犯、イベントなどさまざまな情報をお届けします。
【空メールアドレス】
t-iwakura@sg-m.jp

●無料アプリ
「i広報紙」
で広報いわくらを読むことができます！
http://www.zaigenkakuho.com/ikouhoushi/から「i広報紙」
をインストールしてご利用ください

岩倉市は
・交 通 安 全 都 市 宣 言（昭和37年１月27日）
・核兵器廃絶平和都市宣言（平成７年12月20日）
・安 全 ・ 安 心 な ま ち 宣 言（平成16年12月６日）
・環

境

都

市

宣

言（平成25年３月28日）
のまちです。

7
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い〜わくん フェイスブック

検 索

い〜わくん ツイッター

検 索

観光情報はこちらをCheck!!
さくらいふ いわくらし

検 索

小さなまちから大きな夢を
岩倉市民憲章
悠久の時を刻みながら流れる五条川。多くの文化遺産。
私たちは、この自然と伝統に恵まれた岩倉を愛し、
調和のとれたまちづくりをめざして市民憲章を定めます。
広げよう 愛 ふれ合い みんなの和
育てよう 心 からだ みんなの健康
高めよう 文化 芸術 みんなの暮らし
守 ろ う 自然 環境 みんなの地球
つくろう 人 まち みんなの未来

（家族仲間の和を願って）
（市民一人一人の幸せを願って）
（生活の質の向上を願って）
（かけがえのない地球の存続を願って）
（豊かな社会の実現を願って）

平成

平成 年度の放課後児童クラブ
︵学童保育︶
の受付を開始します

㈪〜

日㈯

日曜日・祝日を除く︒
※

休み・冬休み・学校行事の代休日

・平日 …
下校後〜午後７時
・土曜日・学校休業日︵春休み・夏

原則として︑校区の児童館へ入所
※
していただきますが︑定員の都合に

さい︒

最寄りの児童館にお問い合わせくだ

受付場所
地域割り

各児童館または第一児童館︵☎３８ ‐
１１０６︶
年度の放課後児童クラブの
夏休み期間の放課後児童クラブ入
※
所申込は︑﹁広報いわくら６月１日

受付を行います︒利用を希望される
人は︑各児童館でお渡しする申請書
月１日号﹂でお知
児童の家庭状

︻春休み期間︼春休み期間中︵３月

す︒

応じて決定し︑２月中旬に通知しま

況などを調査し︑各児童館の定員に

●入所者の選定方法

らせします︒

﹁広報いわくら

号﹂で︑冬休み期間については︑

保護者が家庭外で働い

を最寄りの児童館に提出してくださ
い︒
●対象家庭
ていて︑子どもの面倒を十分にみる
小学校１〜４年生

ことができない家庭
●対象児童
岩
※倉南小学校および岩倉東小学校
区は小学校１〜６年生

日㈮〜４月６日㈬︶の放課後児童

等︶ 午
…前８時〜午後６時︵土曜日
および学校休業日の午後６時〜７時

より︑校区外の児童館への入所の場
３月
６００円
…

●放課後児童健全育成手数料

クラブも同時に受け付けますので︑

は延長保育となります︶

●放課後児童クラブ保育時間

11

分 ７
…２０円︑４月分

岩倉南小学校区

岩倉南小学校放課後
岩倉南小学校内
児童クラブ

岩倉南小学校区全域

第四児童館
37‐6815

岩倉東小学校区

岩倉東小学校放課後
岩倉東小学校内
児童クラブ

岩倉東小学校区全域

第五児童館
66‐0817

五条川小学校区

第六児童館放課後
児童クラブ

五条川小学校区全域

第六児童館
66‐0816

第六児童館

23

合もあります︒

月額３千円

円

第一児童館

中本町、本町、東町、新柳町1区、 第一児童館
栄町
38‐1106

第二児童館放課後
児童クラブ

第二児童館

宮前町、西市町、鈴井町、中野町、 第二児童館
泉町、新柳町
37‐0915

第三児童館放課後
児童クラブ

第三児童館

下本町、大市場町

第三児童館
37‐3832

第七児童館放課後
児童クラブ

第七児童館

下本町、大市場町を除く曽野小学
校区全域

第七児童館
66‐4100

曽野小学校区
※地域別で分けます。

第一児童館放課後
児童クラブ

岩倉北小学校区
※地域別で分けます。

25

●放課後児童健全育成手数料︵学童
保育料︶

１日
分 …

土曜日・学校休業日

岩
※倉市遺児手当受給世帯および生
活保護世帯は免除となります︒
●延長保育料

・午後６時〜６時

・午後６時〜７時 …
１日１００円
●申請書配布・受付期間 １月４日

50

実施場所

8

広報いわくら 平成28年1月1日
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児童クラブ名
小学校区
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﹁岩倉市人口ビジョン︵案︶﹂および﹁岩倉市
まち・ひと・しごと創生総合戦略
︵骨子案︶﹂
へのパブリックコメントを募集します
秘書企画課企画政策グループ ︵☎３８ ‐
５８０５︶

●意見を提出できる人

日㈭まで

は︑﹁まち・ひと・しごと創生法﹂
住︑在勤または在学の人②市内で事

１月

に基づき︑﹁まち・ひと・しごと創
業や活動を行う個人または団体

●意見の募集期間

生長期ビジョン﹂および﹁まち・ひ
●意見の提出方法

人口減少社会に対応するため︑国

と・しごと創生総合戦略﹂を策定し

えで︑将来展望を示し︑今後５年間

・ファクシミリの場合 ＦＡＸ６６

部秘書企画課企画政策グループあて

①市内に在

ました︒これを受けて︑岩倉市にお

・持参・郵送 〒４８２ ８
‐６８６
岩倉市栄町一丁目 番地岩倉市総務

の目標︑施策の基本的方向性や具体

いても本市の人口動向を分析したう

的な取組を示す﹁岩倉市人口ビジョ

市役所︵１階の情報

様式は問いません︒
●資料の閲覧

サロン︑５階の秘書企画課企画政策

グループ︶︑市ホームページ

第５回いわくら市民健康マラソン参加者
申込受付を開始します

らもダウンロードできますのでご利

ります︒なお︑市のホームページか

生涯学習課スポーツグループ︵☎３８ ‐
５８１９︶
市では︑第５回いわくら市民健康
マラソンを開催します︒

を目的としていますので︑個人順位

●主催

岩倉市体育協会

岩倉市︑岩倉市教育委員会

当
※日の申込はできませんのでご注
意ください︒

用ください︶︒

はつけません︒

●主管

この大会は︑競技性を重視するの

また︑ゴール後はあたたかいコー

●申込先

ではなく︑市民の皆さんの健康増進

チン汁も用意していますので︑皆さ

総合体育文化センター

ひと・しごと創生総合戦略検討委員

●記載事項

原
※則として︑電話での意見提出は
受け付けません︒

学の小学生以上

●対象 市内に在住︑在勤または在

︵開会式会場︶

４㌔コース︑２・５㌔コ
２００円
１月４日㈪から２月

１００円

●参加料 一般・高校生
小・中学生
●申込方法

日㈬までに所定の申込書で申し込ん
でください︵申込書は生涯学習課と
総合体育文化センターに設置してあ

市役所６階生涯学習課︑
ん︑ぜひ参加してみませんか︒

会﹂の委員の皆さんにさまざまな議

・題名﹁岩倉市人口ビジョン︵案︶に

●コース

hishokikaku

６１００
‐
・電子メールの場合

ン及びまち・ひと・しごと創生総合

論やご意見をいただきながら﹁岩倉

対する意見﹂﹁岩倉市まち・ひと・

ース

●とき ３月６日㈰︵雨天決行︶

市人口ビジョン︵案︶﹂および﹁岩倉

しごと創生総合戦略︵骨子案︶に対

戦略﹂を策定することとしました︒

市まち・ひと・しごと創生総合戦略

する意見﹂

総合体育文化センター

︵骨子案︶﹂をまとめましたので︑

・住所︑氏名︑連絡先︵住所が市外

●ところ

この案を公表し︑市民の皆さんから

の場合は︑勤務・活動先または通学

@city.iwakura.lg.jp

ご意見をお伺いするパブリックコメ

先の名称と所在地︶

﹁岩倉市人口ビジョン及びまち・

ントを実施しています︒いただいた

・あなたの意見
以上の事項が記載されていれば︑
※

10

14

ご意見については︑市の考え方を公
表します︒

広報いわくら 平成28年1月1日

9

66

市政通信

新岩倉市立学校給食センター施設愛称、壁画アイデア募集の結果を
お知らせします
学校教育課学校給食グループ（☎６６-７３３１）
岩倉市立学校給食センターは、平成28年9月（2学期）から場所を大地町に移転し、調理・配送等を開始しま
す。市民の皆さんから愛され親しまれ、子ども達の学校給食への思いの詰まった施設になるようにとの願いから施
設愛称と壁画アイデアを募集しました。
施設愛称は、8月1日号の広報いわくらや岩倉市ホームページ、市内の小中学校を通じて募集をしたところ1,353
件の応募、壁画アイデアは市内の小学校5〜6年生児童および中学校1年生生徒を対象に小中学校を通じて52作品
の応募をいただきました。ご応募いただいた皆さん本当にありがとうございました。
●決定愛称「ゆめミール」
最優秀賞
奥田 隆太さん（岩倉南小学校1年）
愛称の説明：子どもたちが健やかに健康に育つように、
毎日おいしい給食を作るため。
赤羽 和親さん（神奈川県川崎市）
愛称の説明：「ゆめ」は夢。「みーる」は食事を表す英語のmeal。「ゆめみーる」は「夢見る」をイメージし
ています。未来を夢見る岩倉市の子どもたちのための給食センターであり、バラエティーに富んだ
素晴らしい食事が提供される素晴らしい施設となりますように願いこの名前を考えました。
●壁画アイデア
優秀賞 久保 初希さん（岩倉北小学校6年）、竹内 万喜さん（岩倉南小学校6年）、中田 結菜さん（岩倉南
小学校6年）、中島 瑠南さん（曽野小学校5年）、須田 美咲さん（岩倉中学校1年）、菅野 歩果さん（南部中
学校1年）、森 知里さん（南部中学校1年）
※入賞作品を基に、デザインの一部を修正・変更または作品の組合せ、単色・モノクロでの使用などにより、施設
の壁画をデザインします。

知っていますか？ 学
学校給食
校 給食 の 歴
歴史
史
学校給食はいつから始まった？
◆明治22年
山形県鶴岡市の小学校で家が貧しくてお弁当
を持ってくることのできない子どもたちへ昼食
を出したのが、学校給食の始まりです。

◆戦後

〇当時の献立〇
おにぎり・塩鮭
菜っ葉の漬物

戦争中は食糧難で給食が中止されましたが、
戦後、子どもたちの栄養状態の悪化が心配され
たことから、アメリカの民間団体「ララ」から
贈られた物資で給食を再開することになりまし
た。
給食用物資の贈呈式を記念して１月24日〜
30日が「全国学校給食週間」となりました。

今年度、岩倉市では1月25日㈪から
29日㈮までの1週間を学校給食週間と
し、岩倉市・愛知県の郷土料理や食材
を紹介していきます。
1月28日㈭の献立は

岩倉の味!
とってもおいしい〜わ！
★い〜わくん印の厚焼卵…昨年大好評だったい〜
わくんの焼き印が入った厚焼卵です。
★ちっチャイ菜のおかか和え…岩倉市のブランド
野菜であるちっチャイ菜。給食ではコロッケやサ
ラダにも使用しています。
★みそかけうどん…昭和初期、岩倉駅前にあった
うどん屋のまかない飯だったみそかけうどんが人
づてに伝わって広まりました。

学校給食が始まって１２６年経った現代の給食は・
・
・

広報いわくら 平成28年1月1日
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たケガをした時の痛み︑使い過ぎや

切り傷や骨折︑打撲︑捻挫といっ

り︑チクチクと針を刺すような痛み

うな電気が走るような痛みであった

す︒これらはビリビリとしびれるよ

石黒

義章

されるとよいでしょう︒

る際には︑どの痛みであるか参考に

皆さんが痛みで医療機関を受診す

際に重要となります︒

痛みが主であるかが治療を選択する

いる場合も多くみられますが︑どの

上記3つの痛みは複雑に重なって

れるようになりました︒

抗うつ薬などが慢性の痛みに処方さ

いた薬︑またデュロキセチンという

う癌の痛みに対して従来処方されて

の痛みに効く薬や︑オピオイドとい

り︑プレガバリンという神経障害性

近年痛みの治療が進歩してきてお

イド性消炎鎮痛剤が主流でしたが︑

これまで鎮痛剤といえば非ステロ

されます︒

痛みは原因により上記3つに分類

岩倉市医師会

伴う痛み

あなたの痛みはどの痛み？

感染などにより炎症が起きた時のズ

であったり︑ズーンと重だるい痛み

み︑脳卒中後の痛みなどが含まれま

キズキする痛みです︒内臓が悪くな

の場合もあります︒軽い刺激で強い

⑴侵害受容性の痛み

った時の痛みや変形性関節症などに

身体を詳しく検査しても原因が明

痛みを感じることもあります︒

ある侵害受容器が刺激を受け︑この

らかでなく︑心理的要因や社会的要

よる痛みも含まれます︒これらは体

刺激が脳の痛みを感じる部位へ伝達

因が関与していると考えられる痛み

⑶心理・社会的な要因に伴う痛み

され痛みを感じます︒身体の異常を

す︒

り︑長引いたりすることがありま

レスなどにより痛みが強くなった

態︑社会生活における精神的なスト

です︒不安︑不満︑怒り︑うつ状

伴う痛み︑外傷による末梢神経損傷

や下肢の痛み︑糖尿病性神経障害に

ヘルニアや脊柱管狭窄症に伴う上肢

状疱疹後の神経痛︑頚・腰の椎間板

の障害によって生じる痛みです︒帯

神経組織︵末梢神経︑脳︑脊髄︶

⑵神経障害性の痛み

ています︒

知らせるという重要な役割を果たし

の組織に異常が起きるとその部分に

講 座

の痛み︑幻肢痛︑脊髄損傷後の痛

広報いわくら 平成28年1月1日
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（2）神経障害性の痛み
（1）侵害受容性の痛み

健 康

痛みの種類

（3）心理・社会的な要因に

すこやか日誌
健康課健康支援グループ（保健センター内☎37‐3511）
はちまるにいまる

めざそう！８０歳で２０本！
「８０２０歯の健康コンクール表彰者を紹介します」
はちまるにいまる

岩倉市では一般社団法人尾北歯科医師会岩倉地区会と共催で市民ふれ愛まつりにおいて「8020歯の健康コンクー
ル」を行い、平成27年度は、67人が表彰されました。1月8日㈮午後1時から1月21日㈭正午まで生涯学習センター
のギャラリーで表彰者にインタビューした「歯を健康に保つ秘訣」などを掲示します。ぜひ、お出かけください。

平成27年度表彰者
（敬称略、五十音順）
あさ の

こ

浅野せき子
いのうえ

さち こ

井上 幸子
おお の

ち

せ

こ

大野千世子
か とう

まさ こ

加藤 政子

あさ み

たかし

浅見

孝

いのうえ み

ち

こ

井上美智子
おか だ

うた こ

岡田 歌子
か

に

みつ じ

可兒 光治

きよ た

ごう だ

清田 かな

合田 久子

さと う

さ とう

佐藤 その

ひさ こ

ひろ こ

佐藤 博子

せき ど

こと

せん だ

おさむ

関戸

琴

千田

修

た むら

なお み

田村 直美
の むら

あき お

つ

だ

津田
はた と

れい こ

子
くに お

あ

べ

よし お

阿部 良雄
うし だ

けんめい

牛田 賢明
お がわ

のぼる

小川

登

かめ い

よしひろ

亀井 芳博
こ もり

ふさ こ

よし だ

もりなが

みつ お

盛永 三男

かわさき

よしかず

川﨑 義一
博

さ とう

ふさ こ

佐藤 房子
たか ぎ

のぶ お

さわ だ

とし こ

澤田 利子

い とう

こ

伊藤たず子
おお の

かつよし

大野 勝義
か とう

かずひこ

加藤 和彦
かわむら

さち こ

河村 幸子
さか た

さ

よ

こ

坂田佐代子
すえまつ

ふみ こ

末松 文子

たかはし

ただし

たにぐち

髙木 長雄

髙橋

正

谷口 久子

なかざと

なかむら さ

よし こ

中里 佳子
はまじま と

い

こ

まつばら ち

む とう

ゆき お

ひろし

浜島十一子

武藤 房子

おき た

沖田 幸雄
こんどう

まつした

松下 政子

ただ み

近藤

畑戸 邦夫

松岡 英逸

え だ

枝田 唯己

いちろう

まつおか

まさ こ

さき え

小森 一朗

野村 秋雄
えいいつ

いし だ

石田 咲枝

え

こ

松原千惠子
やなぎだ

まさ こ

柳田 正子

よ

こ

中村小夜子
ひ ぐち

こ

樋口フミ子
ま

の

すず こ

眞野 鈴子
やまぐち

ひろし

山口

浩

に

わ

ひさ こ

てるひろ

い とう

おお の す

こ

か とう

とし お

加藤 俊男
きし

さ

よ

こ

岸 佐代子
さくらい

まさ こ

櫻井 雅子
すぎうら

はちろう

杉浦 八朗
たま だ

玉田
に

わ

丹羽

ひら く

まえ だ

平久江秀勝

み

大野壽美子

丹羽 照
え ひでかつ

てるひろ

伊藤 央泰

たかし

孝
まもる

守
いわひこ

前田 岩彦

みず の はん た ろう

みや の

水野汎太郎

宮野 晃一

やまぞえ

きょういち

山添 享一

よこかわ

こういち

しげ お

横川 重男

とし お

吉田 俊夫

広報いわくら 平成28年1月1日
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働
協
い〜わくんの

のまちづくりコーナー

【市民活動に関する問合先】市民活動支援センター（市民プラザ内☎・FAX37‐0257）
【掲載に関する問合先】協働推進課市民協働グループ (☎38‐5803)

ワンマンライフを支え合いませんか
●問合先 「ひびきの会」野田（☎66‐6018）
夫を亡くした一人暮らしの女性の悲しみ、悩みを話し合い、新しい道を見つけるお手伝いをし、一緒に元気
になっていきませんか。
とき
1月16日㈯
2月19日㈮

ところ
生涯学習センター会議室3

午後1時30分〜3時

3月18日㈮

市役所2階

レストランさくらん坊

参加費
200円
350円
（コーヒー代）

歌声喫茶で街を元気に！
（市民活動助成金対象事業）
●問合先 「岩倉生涯学習市民の会」井上（☎080‐3060‐7986）、倉知（☎090‐4267‐2386）
“歌声喫茶” は、団塊世代の皆さんの青春の思い出が詰まった特別な場所。仲間と共に青春に思いをはせな
がら、楽しく声高らかに一緒に歌いませんか。
●とき
1月16日㈯午後1時〜4時
●ところ 生涯学習センター研修室
●参加費 600円（夫婦で参加の場合は2人で1,000円）※歌集は無料でお貸しします。
◎ひとり暮らしの高齢者は無料でご招待します！事前に申込んでください。
●定員
80人
●チケット販売 1月9日㈯〜11日(月・祝)午前10時〜午後3時
NPO法人MODSグリーンファーム岩倉事務所（三菱東京UFJ銀行岩倉支店前）
※当日券の有無は、お問い合わせください。

民族音楽レクチャー＆ライブ第4弾
「津軽三味線」
（市民活動助成金対象事業）
●問合先 「コミュニティカフェかがよひ」岸（☎090‐3562‐0479）
市民が幅広い文化や伝統の音楽に親しみ、さらに興味を持って理解を深め、楽しむようになることで、市の
掲げる「音楽のあるまちづくり」の素養を育むことを目的に開催しています。今回は、津軽三味線の奏者を迎
えます。新春にふさわしい音色を聴きにぜひお出かけください。
●とき
1月24日㈰午後6時〜（開場：午後5時30分）
●ところ コミュニティカフェかがよひ 昭和町1-23（おさや糸店2階）
●内容
①演奏 田中隆史さん（糸音しおん）
…津軽三味線・津軽民謡のほか、和楽器のコラボレーション、祭りの創出など多岐に関わり活躍中。
②レクチャー 加藤政雄さん（正岡音楽事務所）
●参加費 500円
●定員
30人
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イベ ント
人権研修会

情報コーナー
Iwakura City Information

ミニミニコンサート

イベント ……… P14

福祉課障がい福祉グループ
（☎38‐5809）

地域交流センターみどりの家
（☎66‐6700）

人間が人間らしく幸福に生きるた
めに最優先するべき「人権」につい
て考える研修会を開催します。
●とき 1月22日㈮午後2時〜3時
30分（開場：午後1時30分）
●ところ 生涯学習センター研修室
1・2
●テーマ 人権を考える〜生活困窮
者の支援を通して見えてきたこと〜
●講師 特定非営利活動法人 ワー
カーズコープ 御園佑子さん
●参加費 無料
●申込 不要

1月は、声楽、ピアノソロ、連弾
による新春コンサートをお届けしま
す♪ 入場無料。
●とき 1月10日㈰午後2時〜
●ところ みどりの家ふれあい交流
ホール※駐車場がありませんので車
でのご来場はご遠慮ください。
●出演 モルゲン ロート（坂由美
子、高木章一）
●曲目 オー・シャンゼリゼ、ドレ
ミの歌、帰れソレントへ
他

み その ゆう こ

さ

や

か

募

集 ……… P17

健

康 ……… P19

お知らせ ……… P20

み

たか ぎ しょういち

イクメン応援キャラバン隊
2015「プログラミングであ
そぶ」
第一児童館（☎38‐1106）

子育て支援センター育児講座
“子連れ旅行の楽しみ方”
子育て支援センター
（市民プラザ内☎38‐3911）

旅行会社の（元）専属添乗員さん
に子連れでも楽しめる旅行のお話を
聞きます。子どもとお出かけするの
もいいな〜と思える気分になってみ
ませんか？
●とき 1月23日㈯午前10時〜11
時30分
●ところ 子育て支援センター活動
室
●講師 大脇有美さん（旅行会社
（元）専属添乗員）
●対象 子育て中のパパとママ（子
ども同伴可）
●定員 親子15組前後
●申込受付 1月6日㈬午前9時から
受け付けます（電話可）。
●締切 1月21日㈭
おお わき

ゆ

康

み

広報いわくら 平成28年1月1日
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お知らせ

「ビスケット」というビジュアル
プログラミングソフトを使って、楽
しくプログラミングを体験します。
お父さんと子どもが一緒に楽しめる
プログラムです。
●とき 1月30日㈯午後1時30分〜
2時30分、午後2時45分〜3時45分
2回に分けて行います。
●ところ 第一児童館（くすのきの
家）
●講師 ㈲アズソフト DToy Box
（中西直子さん、木島朋美さん）
●対象 小学生以上の子どもとその
お父さん
●定員 各回10組（先着順）
●申込方法 最寄りの児童館にお申
込みください。

イベ ント

健

さだ まつ

子ども

集

●とき 1月18日㈪午前10時〜11
時30分
●ところ 子育て支援センター活動室
●講師 定松沙弥果さん（ベビーマ
ッサージ・ベビーヨガセラピスト）
●対象 平成27年7月〜10月生ま
れの乳児親子
●定員 親子20組
●費用 200円（材料費）
●申込受付 1月4日㈪午前9時から
受け付けます（電話可）。
※申込締切1月14日㈭
※初回の人を優先します。2回目の
受講を希望される人は、お問い合わ
せください。

高齢者

募

子育て支援センター
（市民プラザ内☎38‐3911）

こ

どなたでも

イベント

ベビーマッサージとヨガでふ
れあいあそび

ばん ゆ

主な対象

イベ ント
平成28年岩倉市消防出
初式
消防本部総務課総務グループ
（☎37‐5333）

出初式には、消防職員・団員・婦
人防火クラブ員が参加します。式典
後、消防車両による初放水も行いま
す。
●とき 1月10日㈰午前9時〜（雨
天の場合は、市立体育館で式典だけ
を行います）
●ところ 岩倉北小学校グラウンド

第26回ダンス＆体操発表会
イベント

生涯学習課スポーツグループ
（☎38‐5819）

募
集
健
康
お知らせ

ダンス＆体操発表会が開催されま
す。日ごろ、グループで活動してい
る皆さん、ぜひ参加してみませんか。
●とき 3月13日㈰午後1時〜
●ところ 総合体育文化センター
多目的ホール
●参加料 1団体につき1,000円と
参加者1人につき200円
●申込期限 1月20日㈬
●申込方法 生涯学習課・総合体育
文化センターでお渡しする申込用紙
でお申し込みください。
●申込先 市役所6階生涯学習課ス
ポーツグループ

岩倉市障害者連絡協議会講演会
岩倉市社会福祉協議会
（☎37‐3135）

成年後見制度に関心のある人を対
象に講演会を行います。
●とき 2月5日㈮午後1時30分〜3
時30分
●ところ ふれあいセンター視聴覚
室兼研修室
●講師 司法書士 大村万理さん
●テーマ 成年後見申立書の書き方
を学ぼう
●入場料 無料
●申込 不要
おお むら
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ま

り
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「岩倉市地域産業活性化支援
事業」事業所対象セミナー
商工農政課商工観光グループ（☎
38‐5812、Ｅメール shokono@
city.iwakura.lg.jp）

岩倉市地域産業活性化支援事業の
一環として、事業所を対象としたセ
ミナーを開催します。「お金をかけ
ずに宣伝する方法〜マスコミからド
ンドン取材が来るプレスリリース作
成講座（愛知編）〜」をテーマに分
かりやすくプレスリリースの手法を
教えてもらえます。
●とき 2月3日㈬午後7時〜9時
●ところ 生涯学習センター研修室
1・2
●内容 OKa-Bizにおける取組、効
果的なプレスリリースの手法紹介な
ど
●講師 秋元祥治さん（岡崎ビジネ
スサポートセンターOKa-Bizセンタ
ー長、中小企業庁よろず支援拠点事
業全国本部アドバイザリーボード、
NPO法人G-net代表理事）
大谷芳弘さん（㈱マジックマイスタ
ー・コーポレーション代表取締役、
中小企業庁よろず支援拠点全国本
部）
●募集定員 50人（先着順）
●申込資格 市内で事業を営んでい
る人
●申込方法 ①事業所名②事業所住
所③参加希望者全員の氏名④連絡先
電話番号を電話で伝えていただく
か、メールの本文に記入いただき、
送信してください。
●申込締切 1月22日㈮
あき もとしょう じ

おお たに よし ひろ

朝摘みいちごを使ったスイー
ツ作りと名古屋コーチンの昼
食を楽しむ会
岩倉市観光情報ステーション（特
定非営利活動法人いわくら観光振
興会☎81‐3368）

自分で摘んだいちごを使い、スイ
ーツ作りを体験します。また、昼食
は岩倉市の特産品名古屋コーチン料
理で、いわくらの味を思う存分楽し
める一日です。
●とき 2月7日㈰午前10時〜午後
3時30分
●行程 市役所午前9時45分集合→
送迎車に乗り、岩倉市唯一のいちご
農家のハウスでいちご摘み体験→市
内「松月」で昼食（名古屋コーチン
料理）→市内「アンジュール」のパ
ティシエ浅田智司さん指導の下、ス
イーツ作り→ティータイム→解散
●参加料 3,500円（昼食代含む実
費相当分。ハウスでお土産用のいち
ごも摘めますが、別途料金がかかり
ます。）
●対象 小学校4年生以上（昼食は
大人用メニューとなりますので、ご
注意ください）
●定員 先着30人
●募集締め切り 1月22日㈮
●申込み方法 市役所1階観光情報
ステーションへ電話、または、直接
窓口でお申し込みください。
●主催 岩倉市、特定非営利活動法
人いわくら観光振興会
あさ

だ さと し

イベ ント
スキー・スノーボード教室

誰でも楽しめる「ヨーヨー講座」
岩倉市観光情報ステーション（特
定非営利活動法人いわくら観光振
興会☎81-3368）

み

い ひろ のり

き

ど しん

や

ざわ まさ

ほ

い

ざわ こう ざん

教室名

開催日

曜日時間

ゃんと触れ合いながら楽しくコミュ
ニケーション。サインについても学
びます。
●申込方法 総合体育文化センター
窓口でお申し込みください（電話申
込不可）。
●申込期間 1月4日㈪〜（先着
順）
●定員 20組
料金

持ち物

対象

1月12日、
第1期 26日
火曜日
産後2か月からの
2月9日
動きやすい服
10：00
各期
母親
産後ケア
〜
3,500円 装
2月16日
※赤ちゃん連れ可
11：30
第2期 3月１日、
15日
動きやすい服 首すわり〜よちよ
水曜日
装
ち歩き程度までの
10：00
タオル、ベビ 赤ちゃんとその母
〜
ー用品
親
2月10日、17日、 11：00
24日
3,800円
3月9日、16日、
動きやすい服 生後一か月〜よち
水曜日
ベビーマ 23日
装
よち歩き程度まで
11：00
ッサージ
バスタオル、 の赤ちゃんとその
〜
＆サイン
べビー用品
母親
12：00

ベビーヨ
ガリズミ
ック
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お知らせ

い

産後のお母さんと赤ちゃん向けの
教室を開催します。
●内容 ・産後ケア…ストレッチや
骨盤調整等のエクササイズを行いま
す。
・ベビーヨガリズミック…赤ちゃん
と一緒に無理なくヨガポーズを取り
ます。
・ベビーマッサージ＆サイン…赤ち

康

はら だ

総合体育文化センター（☎66‐2222）

健

新年の幕開けとなる今回は、毎年
恒例の筝、三絃、尺八による演奏で
す。
●とき 1月9日㈯午前10時30分〜
11時30分
●ところ 市役所1階ミニステージ
●出演者 筝・三絃/原田きよか、
筝/伊澤雅穂、尺八/伊沢煌山
●主な曲 春の海、風三章、編曲民
謡調 ほか

総合体育文化センター教室

集

生涯学習課生涯学習グループ
（☎38‐5819）

合があります。
●申込期間 1月4日㈪〜22日㈮ま
で （電話申込可）
※1人で複数人分の受け付けはでき
ませんのでご注意ください。ただ
し、ご家族の分については、この限
りではありません。また、電話や総
合体育文化センターでの申込みの際
は、参加費を事前説明会の時にお支
払いください。
●事前説明会 1月22日㈮午後7時
より市役所7階第3委員会室で実施
しますので、出席してください。
●申込先 市役所6階生涯学習課ス
ポーツグループまたは総合体育文化
センター（総合体育文化センターで
は参加費の支払いはできません）

募

ロビーコンサート
「新春コンサート」

上質な雪質とバラエティーに富ん
だコースで、スキー・スノーボード
を楽しみませんか。
●とき 2月13日㈯午前7時30分出
発、14日㈰午後7時30分頃帰着
※発着場所は総合体育文化センター
駐車場
●ところ 飛騨かわいスキー場（岐
阜県飛騨市河合町）、宿泊先
YuMeハウス
●参加資格 市内在住・在勤の人で
小学生以上（小学生は保護者同伴）
●参加費 1万7千円（小学生は1万
5千円）
●定員 20人 最少催行人数12人
※先着順。なお、参加人数が最少催
行人数に満たない時は中止となる場

イベント

この講座ではヨーヨーの発達の歴
史などの知識に加え、技（トリッ
ク）の実演も含め、実技を元世界チ
ャンピオンから直接学ぶことができ
ます。
●とき 全3回コース（2月11日
（木・祝）、2月25日㈭、3月10日
㈭）午後6時30分〜8時
●ところ 生涯学習センター研修室
1・2
●講師 三居弘典さん（2000年世
界大会Ⅹ部門優勝・一般社団法人日
本ヨーヨー連盟代表理事。国際ヨー
ヨー連盟理事・審査員長）。城戸慎
也さん（2008年、2009年ニュー
ヨーク国際オープン1A部門優勝、
2009年世界大会1A部門優勝）
●定員 50人
●対象 小学校3年生以上
●申込期限 1月29日㈮
●参加料 全3回 3,000円（参加
料には、ヨーヨー代を含みます。前
回参加してヨーヨーをお持ちの人は
1,500円）
●主催 岩倉市、特定非営利活動法
人いわくら観光振興会

生涯学習課スポーツグループ（☎38‐5819）

募

集

図書館パート職員
生涯学習課図書館グループ
（☎37‐6804）

募
集

あいち健康マイレージ事業
「協力店舗・施設大募集中！」

健

江南保健所健康支援課地域保健グ
ループ（☎56‐2157）

康
お知らせ

地域の健康づくりに協力していた
だける店舗・施設を募集しています。
●内容 健康づくりに取り組んだ人
がもらえる『あいち健康づくり応援
カード（まいか）』（優待カード）
を提示した人へのサービスの提供
※サービス内容は、店舗・施設が自
由に決めていただけます。
愛知県内ではすでに598店舗・施
設にご協力いただいています。
●申込方法 愛知県のホームページ
（http：//www.pref.aichi.jp/
0000071847.html）から「あい
ち健康マイレージ協力店申込書」を
ダウンロードしてください。江南保
健所の窓口でもお渡ししています。
申込書を江南保健所に提出してくだ
さい。

岩倉市ジュニアオーケストラ
ワークショップ

まいかカード
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市民スペース情報

生涯学習課生涯学習グループ（☎
3 8 ‐ 5 8 1 9 、 F A X 6 6 - 6 3 8 0、
〒482-8686 住所不要）

プロの演奏家の手ほどきを受けな
がら、オーケストラで演奏する楽し
さ、素晴らしさを体験する教室です。
●とき 1月31日㈰午前9時30分〜
正午
●ところ 市役所7階
●応募資格 市内在住の小学2年生
から高等学校2年生まで。
●応募方法 応募用紙を市役所生涯
学習課に提出してください（郵送、
FAX可）。
※応募用紙は市ホームページでダウ
ンロードまたは市役所生涯学習課に
あります。
●応募締切 1月20日㈬

募
保育園のパート保育士

生涯学習課生涯学習グループ
（☎38‐5819）

市役所庁舎市民ギャラリー
【みんなのねがい展】
●とき 1月25日㈪正午〜31日㈰
午後1時
●問合先 社会福祉法人 いわくら
福祉会 坂西（☎66‐5001）
生涯学習センターギャラリー
【岩倉市書道連盟・新春小品展】
●とき 1月12日㈫午前10時〜17
日㈰午後3時
●問合先 丹羽（☎37‐5278）
【岩倉ぴんぼけ会・作品展】
●とき 1月24日㈰午後5時〜30日
㈯正午
●問合先 田中（☎66‐2792）

集
交通指導員（嘱託）

子育て支援課児童グループ
（☎38‐5810）

危機管理課生活安全グループ
（☎38‐5831）

子どもが好きで、保育士資格をお
持ちの人の応募をお待ちしていま
す。
●募集人数 パート保育士…若干名
●応募資格 保育士資格を有する人
●勤務内容等 下表を参照
※パート保育士の登録は常時受け付
けています。

児童の登下校時における交通指導
等を行っていただく嘱託員を募集し
ます。
●勤務日 月〜金曜日
●勤務時間 午前7時30分〜9時、
午後2時〜4時30分
●報酬 月額98,900円
●採用予定人数 2人
●採用予定日 4月1日㈮
●応募期間 1月4日㈪〜15日㈮
●提出書類 履歴書（市販のもの）
●採用方法 面接（面接の開催日に
ついては後日応募者に通知します。）
●申込先 市役所6階危機管理課生
活安全グループ

一日の勤
務時間

時間給

7.5時間

午前7時30分〜午
1,110円 後7時までの間で
時差勤務あり

5.5時間

4.5時間

4時間

▲

イベント

●業務内容 カウンター業務（図書
の貸出・返却処理等）、書架整理等
●勤務日・時間
①土・日曜日と祝日の内、指定した
日の午前9時〜午後5時
②平日、土・日曜日と祝日の内指定
した日の午後4時〜午後7時
●賃金 学生820円 一般860円
●募集人員 若干名
●採用予定日 2月1日㈪
●応募期間 1月5日㈫〜15日㈮た
だし、月曜日はお休みです。
●面接予定日 1月19日㈫
●提出書類 履歴書（図書館に用意
してあります。市販のものでも可）。
図書館司書の資格を有する人は、そ
の資格を証するものの写し。

イベ ント

950円

勤務内容

平日午前7時30分
〜午後6時までの
間で時差勤務あり

平日午後7時まで
1,050円 勤務できる人

950円

平日8時30分〜午
後3時の間で4時
間の勤務

※勤務内容については、相談ください。

募

集
いわくらフリーマーケット出
店者

老人クラブ会員
誰でも楽しめる「ヨーヨー講座」
岩倉市老人クラブ連合会事務局（☎37‐3834）長寿介護課長寿福祉グル
ープ（☎38‐5811）

地域でいきいきと暮らすために
あなたの力を老人クラブに！
岩倉市老人クラブ連合会は、「健
康・友愛・奉仕」を基本理念とし
て、高齢者の生活と地域を豊かにす
る活動に取り組んでいます。これか
らも、魅力ある老人クラブづくりに
全力をあげますので、この活動にあ
なたの力をぜひ貸してください!!
〜活動内容の一部をご紹介します〜
代表者氏名

電話番号

精彦

37‐2305

下本町北

前田

守

66‐3744

下本町南

中島

芳一

37‐2588

下本町西

北川

繁光

66‐3401

中本町北

米山

幸夫

37‐1891

中本町南

小島

紀将

37‐2414

中本町東

松元

秀男

66‐1538

隆三

37‐2887

中

野

山田

顕

37‐0270

上市場

中村

秀数

37‐1064

北

口

小川

泰一

37‐6948

門

前

東海

邦之

37‐4837

西

市

小川

吉夫

090‐4861‐9143

鈴

井

榊原

正雄

66‐3272

八剱北

井上

光義

37‐6969

八剱南

小川

鐵男

37‐3808

神

野

竹内

祥訓

37‐1529

井

上

三好

紀典

66‐1511

石

仏

森

康明

66‐4631

野

寄

山本

審吾

37‐3820

大地新

今泉

清

66‐2582

川

井

大島

昇一

37‐0400

稲

荷

可児

光治

37‐3849

曽

野

河村

健治

37‐3358

五

条

山田

雅弘

090‐5875‐1637

南新町

馬路

才智

37‐4351

東新町

高井

眞一

37‐8547

お知らせ

堀場

康

町

健

東

集

湯川

募

大市場

家庭における不用品の再利用の促
進と、物を大切にする意識の高揚を
図ることを目的に「いわくらフリー
マーケット」を開催しますので、出
店者を募集します。
●とき 2月13日㈯午前10時〜午
後1時
※出店者の受付は、午前9時15分〜
●ところ 総合体育文化センター1
階多目的ホール
●募集店舗数 30店舗
●店舗の大きさ 1店舗あたり約6
㎡
●出店資格 市内在住・在勤・在学
で、高校生以上の個人
●出店費用 無料
●申込先・申込方法 往復はがきに
次の記入例に沿って必要事項をご記
入いただき、商工農政課商工観光グ
ループまでお送りください。
※申し込みは1世帯につき1枚まで

イベント

クラブ名

健康福祉相談、健康体操、フラダン
ス、カラオケ、陶芸・詩吟、華道・
民謡、親睦旅行、演芸大会、運動
会、グラウンドゴルフ大会、公園清
掃、子どもの見守り活動など。
※岩倉市在住でおおむね60歳以上
の人ならどなたでも加入できます。
入会希望の人や興味のある人は、下
記の単位老人クラブ代表者までお気
軽にご連絡ください。

商工農政課商工観光グループ
（☎38‐5812）

●申込締切 1月20日㈬まで（当日
消印有効）
※申込多数の場合は抽選とさせてい
ただきます。1月28日㈭以降に抽選
結果を返信はがきでお知らせします。
【出店における注意事項】
出品物は家庭における不用品に限
ります。飲食物、業者から仕入れた
品物、営利を目的とした物を販売す
ることはできません。

広報いわくら 平成28年1月1日
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募

集

小中学校臨時講師、補助職員および学校営繕員
学校教育課学校教育グループ（☎38‐5818）

平成28年度採用の臨時講師、補
助職員および学校営繕員を募集しま
す。
●勤務内容・勤務時間等 下表のと
おり（予定）
●採用予定日 平成28年4月1日㈮
●応募期間 1月6日㈬〜29日㈮午
前8時30分〜午後5時（土・日曜
職名

日、祝日は除く）
●提出書類 ①履歴書（岩倉市ホー
ムページからもダウンロードできま
す。）
②教員免許状の写し（有する人のみ）
●その他 書類審査後、面接により
決定します。

特別支援教育支援員

イベント

勤務内容

勤務時間等

養護教諭補助職員

募
集

少人数授業等臨時講師

学校営繕員

障害のある児童生徒の 養護教諭の補助として
学習および学校生活の の健診や保健事務
指導と支援

児童生徒に対し個々の
学習状況に応じたきめ
細かい指導をするため
の補助

軽易な大工作業や施設
のペンキ塗り、机・椅
子等の修理、施設内の
草刈、植木剪定等

1日5.75時間
（8：30〜15：15）
原則、月曜日から金曜
日の5日間

1日4時間
（8：30〜12：30）
原則、月曜日から金曜
日の5日間

1日5時間程度
（8：30〜15：00)
原則、月曜日から金曜
日の５日間

1日4時間
（9：00〜13：00）
原則、月曜日から金曜
日の5日間

①と②

①と②

①

小学校教員免許を有す
る人

普通免許所有者で大工
作業等が得意な人

①（②は有する人のみ）

提出書類

教員免許がある人を優 養護教諭免許を有する
先します。
人

資格
健

1,000円

1,400円

2,000円

860円

募集人数

2人

1人

1人

1人

康

賃金（時給）

お知らせ

健

康
愛知障害者職業能力開発校平成28年度訓練生
誰でも楽しめる
「ヨーヨー講座」

神経系難病医療相談会
江南保健所健康支援課地域保健グ
ループ難病担当（☎56‐2157）

●とき 1月27日㈬午後2時〜4時
●ところ 江南市布袋ふれあい会館
（江南市布袋町東359）
●内容 専門医による個別医療相談
会
●対象 神経難病の患者さんとその
家族
●講師 熱田直樹さん（名古屋大学
医学部附属病院 神経内科医師）
●定員 5人程度（先着順ではあり
ません。定員に限りがありますので
ご了承ください。）
●申込 1月18日㈪までにお申し込
みください。
あつ
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た

なお

き
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愛知障害者職業能力開発校（豊川市一宮町上新切33‐14、☎0533‐93‐
2102、FAX0533‐93‐6554）

●科名・定員 ITスキル科（20
人）、OAビジネス科（30人）、
CAD設計科（30人）、デザイン科
（30人）、総合実務科（知的障が
い者対象・15人）
●申込方法 入校願書および健康診
断書を犬山公共職業安定所に提出し
てください。
●募集期間 1月4日㈪〜2月19日
㈮。
●選考方法 ITスキル科、OAビジ
ネス科、CAD設計科、デザイン科
…学科（国語、数学）および面接
総合実務科…適性試験、運動機能試
験および面接

●入校選考日 3月5日㈯または3月
6日㈰（総合実務科は2月28日㈰）
●入校日 4月7日㈭
●費用 受験料、入校料および授業
料無料（教科書、食費など実費は必
要です）
●その他 詳細につきましては、愛
知障害者職業能力開発校までお問い
合わせください。

お 知 らせ
献血にご協力ください
岩倉市献血推進協議会（岩倉市社
会福祉協議会内☎37‐3135）

●とき 1月26日㈫午前9時30分〜
11時30分、午後1時〜4時
●ところ 市役所
●その他 200ml献血の必要量が
県内の各献血会場で確保できた場合
は、200ml献血の受付を終了させ
ていただく事があります。

名古屋家庭裁判所一宮支部家裁書
記官室（☎0586‐73‐3162）

65歳からの健康づくり講座
（65歳節目歯科健康診査）

健康課健康支援グループ
（保健センター内☎37‐3511）

健康課健康支援グループ
（保健センター内☎37‐3511）

●とき 3月2日㈬午前9時（出発）
〜午後4時30分（帰着予定）
●ところ あいち健康プラザ（知多
郡東浦町）
●内容 健康度チェック、運動実技
指導
●集合・解散場所 市役所※市中型
バス（公用車）で送迎します。
●対象 市内在住の18歳以上で医
師から運動制限の指示がなく、この
体験学習に参加したことがない人
●募集人数 30人（先着順）
●参加費 410円（健康度評価簡易
コース利用料）
●持ち物 運動できる服装、室内運
動靴、タオル、水分補給用の飲み物
●申込期間 1月7日㈭〜28日㈭
●申込方法 保健センターにお申し
込みください（グループでの申し込
みは2人まで）。
●その他 昼食は各自で用意（プラ
ザ内に飲食店あり）。有料施設等の
利用は各自負担。

●とき・対象 下表のとおり
●時間 午後1時〜3時（要予約）
●ところ 保健センター
●内容 健康体操、頭の体操ゲー
ム、歯科健康診査（歯牙・歯周診
査）、ペリオスクリーン（唾液中の
潜血検査）、口臭測定（申し込み時
に測定希望をお伝えください）ほか
●申込方法 保健センターで受け付
けます（電話可）。
と

き

対

が

象

1月22日㈮

昭和25年4月1日〜
5月31日生まれ

25日㈪

昭和25年6月1日〜
7月31日生まれ

26日㈫

昭和25年8月1日〜
9月30日生まれ

2月22日㈪

昭和25年10月1日〜
11月30日生まれ

集

23日㈫

昭和25年12月1日〜
昭和26年1月31日生まれ

24日㈬

昭和26年2月1日〜
3月31日生まれ

健

※65歳以上の人で今まで受けたこと
がない人は受けられます。

お知らせ

妊婦歯科健康診査
1月10日は
「110番の日」
です
江南警察署（☎56‐0110）

・事件事故で急を要するときには、
ためらわず110番をお願いします。
・3月1日から岩倉幹部交番の直通
電話がなくなります。
岩倉幹部交番への連絡は、『江南
警察署（☎56‐0110）』に電話を
かけ「岩倉幹部交番につなげてくだ
さい。」とご用件をお伝えくださ
い。

健康課健康支援グループ
（保健センター内☎37‐3511）

※予約が必要です。
●とき 2月3日㈬
●ところ 保健センター
●受付時間 午後1時20分〜2時45
分（予約された時間にお越しくださ
い）
●対象 妊婦
●定員 20人
●内容 歯牙・歯周診査、RDテス
ト（むし歯菌の検査）、歯垢染め出
し、ブラッシング指導ほか（所要時
間45分程度）
●持ち物 母子健康手帳、歯ブラ
シ、コップ、タオル
●申込方法 保健センターで受け付
けます（電話可）。
し

が
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康

お 知 らせ

し

募

●成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害など
によって物事を判断する能力が十分
ではない人（
「本人」といいます。
）
について、本人の権利を守る援助者
（成年後見人等）を選ぶことで、本
人を法律的に支援する制度です。高
齢化社会の進展に伴って、成年後見
制度の利用者数は年々増加していま
す。
●後見制度支援信託とは
後見制度支援信託は、本人の財産
のうち、日常的な支払をするのに必
要十分な金銭を預貯金等として後見
人が管理し、通常使用しない金銭を
信託銀行等に信託する仕組みです。
信託した財産を後見人が払い戻すに
は、家庭裁判所が発行する文書が必
要になります。本人の財産を適正・
安全に管理するための仕組みであ
り、平成24年2月に導入されまし
た。
家庭裁判所では後見制度支援信託
の利用を積極的に進めており、利用
者数は急増しています。
また、多くの家庭裁判所では、毎
年決まった時期に自主的に本人の状
況を報告していただくよう成年後見
人等にお願いしています。

「あいち健康プラザ」体験学習

康

イベント

成年後見制度の最近の動き
〜後見制度支援信託〜

健
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お 知 らせ
公共下水道の事業計画変更案
を縦覧します
上下水道課下水道グループ
（☎38‐5815）

イベント

大矢公園調整池の設置（雨水対策
事業）に伴う五条川右岸流域関連岩
倉公共下水道の事業計画変更案を次
のとおり縦覧します。この変更案に
ついて意見のある人は、1月27日㈬
までに意見書を提出することができ
ます。
●縦覧期間 1月12日㈫〜26日㈫
午前8時30分〜午後5時15分（土・
日曜日を除く）
●縦覧場所 市役所3階上下水道課
●意見を提出できる人 市内に在住
の人および利害関係人

20歳になったら国民年金
募
集

市民窓口課窓口グループ（☎38‐
5807）
、一宮年金事務所（☎058
6‐45‐1415）

健
康
お知らせ

国内に居住する20歳以上60歳未
満のすべての人は国民年金に加入
し、保険料を納めることになりま
す。国民年金（基礎年金）には次の
3つのメリットがあります。
①老後を支えます（老齢基礎年金）
②病気やけがで障害の状態になった
ときに支えます（障害基礎年金）
③加入者が亡くなったとき、子のあ
る配偶者、子を支えます（遺族基礎
年金）
公的年金制度は、現役世代が納め
る保険料で高齢者の皆さんの年金を
負担するという「世代と世代の支え
合い」が基本です。
平成27年度の保険料は、月額1万
5千590円です。収入等がなく保険
料の納付が困難な場合は、本人（お
よび配偶者）の所得が一定額以下の
場合に、国民年金保険料の納付が猶
予される学生納付特例制度（学生の
み）、若年者納付猶予制度（30歳
未満）があります。
手続き等については、市役所また
は最寄りの年金事務所にお問い合わ
せください。

21
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介護保険料・後期高齢者医療
保険料・国民健康保険税「納
付額確認書」を送付します
介護保険料について…長寿介護課
介護保険グループ（☎38‐5811）
後期高齢者医療保険料・国民健康
保険税について…市民窓口課保険
医療グループ（☎38-5807）

介護保険料（65歳以上の人）と
後期高齢者医療保険料および国民健
康保険税は、所得税の確定申告や市
県民税の申告の際に社会保険料控除
の対象になります。
平成27年中（平成27年1月1日か
ら12月31日まで）に納められた介
護保険料と後期高齢者医療保険料お
よび国民健康保険税の「納付額確認
書」を1月下旬にお送りしますの
で、ご利用ください。
なお、老齢・退職年金などから特
別徴収（天引き）されている人は年
金保険者（日本年金機構など）から
「公的年金等の源泉徴収票」が送付
されます。

市内で事業をされている人へ
税務課課税グループ
（☎38‐5806）

1月1日現在、市内で事業（農
業・自営業・不動産賃貸業・太陽光
発電システムによる売電・資産の貸
付等）をされている人は、償却資産
の申告をする必要があります。償却
資産とは、その事業を行うために所
有している、土地・家屋以外の資産
のことを言います。
平成28年度の申告期限は2月1日
㈪です。お忘れなく期限内に申告し
てください。
なお、対象となる人には、申告の
ご案内等の書類を郵送しています。
書類が届いていない人、内容に不明
な点がある人は、税務課までご連絡
ください。

愛知県の特定最低賃金改正の
お知らせ 〜発効日平成27年
12月16日〜
江南労働基準監督署
（☎54‐2443）

愛知県内の特定の産業に適用され
る7業種の特定最低賃金について、
平成27年12月16日から改正されま
した。
このため、既に10月1日に改正さ
れている「愛知県最低賃金」と併
せ、愛知県の最低賃金（時間額）
は、次のとおりとなります。
地域最低賃金
・愛知県最低賃金 820円
特定最低賃金
・愛知県製鉄業、製鋼・製鋼圧延
業、鋼材製造業最低賃金 912円
・愛知県はん用機械器具、生産用機
械器具、業務用機械器具製造業最低
賃金 882円
・愛知県計量器・測定器・分析機
器・試験機、光学機械器具・レン
ズ、時計・同部分品製造業最低賃
金 841円
・愛知県電子部品・デバイス・電子
回路、電気機械器具、情報通信機械
器具製造業最低賃金 852円
・愛知県輸送用機械器具製造業最低
賃金 890円
・愛知県各種商品小売業最低賃金
823円
・愛知県自動車（新車）小売業最低
賃金 873円
詳しくは、愛知労働局ホームペー
ジ
（http://aichi-roudoukyoku.jsite
.mhlw.go.jp/）または、江南労働
基準監督署にお尋ねください。

お 知 らせ
不用品データバンク
商工農政課商工観光グループ（☎38‐5812）

●譲ります（有償）
食器棚、曽野幼稚園用品（制服・帽
子・鞄）、サイクロン掃除機
●あげます（無償）
男子用ランドセル、彫刻刀、犬小
屋、ふとんガード、車椅子、シルバ
ーカー、チャイルドシート、大人用
簡易トイレ
●求めます
三輪車、デスクトップ型パソコン、
可変速付自転車（24インチ以上）、

木製幼児用テーブル椅子、ベビーベ
ット、岩倉幼稚園用品（園服・体操
服・帽子・鞄）、南部中学校女子用
制服・体操服、アイススケート靴、
電気ポット、トミカ高速道路にぎや
かドライブ、男児用一輪車
※掲載中のものでも、交渉中や交渉
が成立している場合があります。
市ホームページ（アドレス裏表紙参
照）でも確認できます。

中皮腫や肺がんなど、石綿によ
る疾病の補償・救済について
愛知労働局労災補償課
（☎052‐972‐0261）

ど

ろう

じゅん
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①人魚の眠る家
（東野 圭吾著）
②陽気なギャングは三つ数えろ
（伊坂幸太郎著）
③下町ロケット2 ガウディ計画
（池井戸 潤著）

図書館ニュース

18

︵☎３７︲６８０４︶

（10月〜11月）

新着図書のご案内
一般新着図書
★図書室で暮らしたい
つじむら
みづ き
辻村 深月 著
★宇宙食
た じま
まこと
田島
眞 著
児童新着図書
★おもち！
むらかみ
やすなり
村上 康成 絵
いし ず
石津 ちひろ 文
★しゅるしゅるぱん
おおやなぎ ちか 作
ふるやま
たく
古山
拓 画
※その他の新着図書について
は︑図書館ホームページ
︵
http://www.iwakura-libr
︶をご覧ください︒
ary.com/
︵ホームページから貸出中の
図書の予約ができます︒︶
※1月は5日㈫より開館し︑
日㈪︑ 日㈪が休館日です︒

予約の多かった本

イベント

中皮腫や肺がんなどを発症し、そ
れが労働者として石綿ばく露作業に
従事していたことが原因であると認
められた場合には、労災保険法に基
づく各種の労災保険給付や石綿救済
法に基づく特別遺族給付金が支給さ
れます。
石綿による疾病は、石綿を吸って
から非常に長い年月を経て発症する
ことが大きな特徴です。
中皮腫などでお亡くなりになられ
高齢者の運転免許証自主返納を支援します
た人が過去に石綿業務に従事されて
いた場合には、労災保険給付等の支
危機管理課生活安全グループ（☎38‐5831）
給対象となる可能性がありますの
市では、高齢者による交通事故の
●手続きの流れ
で、まずはお気軽に最寄りの都道府
減少を目的に、運転免許証の自主返
1. 江南警察署交通課で、運転免許 県労働局または労働基準監督署にご
納に対して支援を行っています。
証の自主返納手続きをしてください 相談ください。
運転に不安を感じている人や家族
（代理申請はできません）。
制度のご案内は厚生労働省ホーム
から返納を薦められている人は、こ
運転免許証（有効期限内のもの） ページでもご覧になれます。
の機会に運転免許証の自主返納をぜ
を持参して手続きを行い、
「申請に
コンビニエンスストアですべ
ひご検討ください。
よる運転免許証の取消通知書」、「取
ての市税が納付できます
●対象者 有効期限内の運転免許証
消しとなった運転免許証（返納時に
税務課収納グループ
を自主返納した人で、岩倉市の住民
警察署で穴をあけられたもの）
」も
（☎38‐5806）
基本台帳に登録されている満75歳
しくは「運転経歴証明書（有料）」
以上の人
をお受け取りください。
お送りした納付書は、納期限を過
●支援内容
2. 危機管理課（市役所6階）で支 ぎるとコンビニエンスストアで納付
①交通安全啓発物品の贈呈
援事業の申請をしてください。
できなくなりますので、ご注意くだ
②岩倉市デマンド型乗合タクシー無
3. デマンド型乗合タクシーの利用 さい。
料券（10枚）の贈呈
登録をしていない人は、協働推進課
納期限後に納付を希望される場合
※1人1回限りです。
（市役所5階）で利用者登録の申請 は、税務課までご相談ください。
をしてください。
※なお、申請は自主返納後、1カ月
以内に行ってください。

各種相談一覧
市民相談

市民相談室（☎38‐5822）

市民相談室は市役所１階です。個室の相談室となっていますので、お気軽にご相談ください。
なお、各相談は、正午から午後1時までお昼の休憩をいただきます。
相 談

と き

一般・消費生活相談

月〜金曜日（祝日、振替休日を除く）午前9時〜午後4時

消費生活専門相談

毎月第1〜4金曜日（祝日、振替休日を除く）午前9時〜正午

年金相談

1月6日㈬午前10時〜午後3時

人権相談

1月8日㈮午後1時〜4時

行政相談

1月8日㈮午後1時〜4時

法律相談（予約制）
（定員6人）

1月12日㈫・27日㈬午後1時〜4時
※1月4日㈪午前9時から市民相談室で当月分の予約を受け付けます
（先着順、電話可）
。

登記相談

1月13日㈬午後1時〜4時

不動産相談

1月14日㈭午後1時〜4時

戦没者遺族相談

1月15日㈮午後1時〜4時

心の相談電話
（☎37‐7867）

毎週月曜日午前10時〜午後4時（祝日、振替休日除く）

その他の相談
相 談

多重債務者相談
（無料）

若年者就職相談

23

と き

1月21日㈭
午後1時〜4時
※予約優先（毎月第3
木曜日同時間開設）

ところ

問合先／備考

市役所1階市民相談室

クレサラあしたの会（☎090‐3252
‐5652）
相談員：司法書士、ボランティアスタ
ッフ
相談内容：クレジットサラ金返済問題
解決、借入に頼った生活の見直し、借
入金の法的整理後の生活再建支援、ヤ
ミ金など
※相談の際には契約書等の借入のわか
る書類をお持ちください。

1月25日㈪
①午後1時〜1時50分、 市役所1階市民相談室
②午後2時〜2時50分、
③午後3時〜3時50分

広報いわくら 平成28年1月1日

商工農政課商工観光グループ（☎38‐
5812）
・対象者 45歳未満の若年者（大学、
短大等の学生を含む）およびその家族
・定員 3人（各時間1人/50分）
・相談料 無料
・申込方法 1月15日㈮午後5時まで
に商工農政課へお申込みください。

高齢者すこやかだより
認知症を予防しましょう！

●問合先

認知症とは、加齢によっておこる物忘れとは違
い、脳の神経細胞が壊れるために起こる症状や状
態をいいます。認知症が進行すると、だんだん理
解する能力や物事を判断する力が低くなってき
て、日常生活に支障が出てくることがあります。
そうならないために、今から毎日意識して生活
し、認知症を予防しましょう。

毎月１日号で高齢者のみなさんに
さまざまな情報をお知らせしています

長寿介護課長寿福祉グループ（☎38‐5811）

1日30分から1時間のウォーキングや、軽い運
動を継続して行いましょう。
対策③ 十分に睡眠をとる
十分な睡眠をとることで、脳を休ませ、認知症
にかかるリスクを減らすことができます。毎日6
時間から8時間の睡眠時間をとり、30分程度の昼
寝時間を持つことも良いとされています。

対策① 食事をバランス良くとる
野菜、果物、魚等、バランス良く摂取しましょ
う。認知症の原因の一つに、脳血管疾患がありま
す。バランスの良い食事をとると、生活習慣病に
よる脳血管疾患になりにくくなります。
対策② 定期的に運動する
運動をすることによって、筋肉が刺激され、脳
の神経細胞の働きが活発化し、認知症になりにく
くなります。

Departamento de Informações
Informações (☎ 3 8 - 5 8 0 7 )

Dia da coleta do lixo reciclável

Disponível intérprete em português

12/1
（ter）
・Yatsurugi Cho・Inoue Cho・Kamino Cho・
Ishibotoke Cho
12/1
（ter）
・Daichi Cho・Daichishin Machi・Chuo Cho・Minamishin
Machi・Kawai Cho・Kitazima Cho・Noyori Cho
15/1(sex)・Sono Cho・Inari Cho・Taisanji Cho・Taisanjimoto
Machi・Taisanjihon Machi・Gojo Cho・Daiichiba Cho
19/1(ter)・Nakahon Machi・Higashi Machi・Nakano Cho・Suzui
Cho
22/1
（sex）
・Higashishin Machi(Iwakuradanchi)
26/1(ter)・Izumi Cho・Saichi Cho・Hon Machi・Miyamae Cho・
Sakae Machi1chome
29/1(sex)・Shimohon Machi・Showa Cho・Asahi Machi・Sakae
Machi2chome・Shinyanagi Cho・Shinyanagi Cho Itiku

Exames de saúde de crianças em fase
pré-escolar:
◎Exame de saúde para bebês de 4 meses-20/1(qua)【nascidos
em 1 à 15/9/2015】e 29/1(sex)
【nascidos em 16 à 30/9/2015】
recepção 12:45~13:30
◎Exame de saúde para bebês de 1 ano e 6 meses- 12/1(ter)
recepção 12:45~13:30
◎Exame de saúde dental para criança de 2 anos- 8/1(sex)
recepção 12:45~13:30
◎Exame de saúde dental para pais e filhos de 2 anos e 6 meses6/1(qua) recepção 12:45~13:30
◎Exame de saúde para crianças de 3 anos- 19/1(ter) recepção
12:45~13:00

Vacinação preventiva contra a BCG:
Aplicar a vacina entre 5 meses à 8 meses, no máximo antes
de completar 1 ano. Local de vacinação: Posto de Saúde
13/1(qua) e 28/1(qui) 13:00~14:00

Dia da coleta de papel velho e roupa usada
8/1(sex)・Nakahon Machi・Suzui Cho
12/1（ter）
・Saichi Cho・Hon Machi・Miyamae Cho・Sakae
Machi1chome
15/1(sex)・Shimohon Machi・Showa Cho・Asahi Machi・Sakae
Machi2chome・Shinyanagi Cho・Shinyanagi Cho Itiku
19/1(ter)・Yatsurugi Cho・Kamino Cho・Ishibotoke Cho
23/1(sub)・Higashishin Machi(Iwakuradanchi)
26/1(ter)・Chuo Cho・Kawai Cho
29/1(sex)・Gojo Cho・Daiichiba Cho

広報いわくら 平成28年1月1日
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健康いわくら21 〜プラス1品、野菜（80g）の提案〜
☆岩倉市食生活改善推進員が作成した「季節の野菜料理プラス1品集」
を
保健センターで配布しています。

簡単！！
旬の美味しい野菜レシピ（冬の野菜編）
健康課健康支援グループ（保健センター内☎37‐3511）

カリフラワーとソーセージの温サラダ
ポ イ ン ト
岩倉市の特産であるカリフラワーを使った料理です。カ
リフラワーは、シチューやグラタン・ポトフにしても美味
しいですよ。

作り方
〈材 料〉
２人分
カリフラワー
100g
魚肉ソーセージ
1本
キャベツ
40g
玉ねぎ
20g
サラダ油
小さじ2
酢
大さじ1
塩
1つまみ
こしょう
少々
粒マスタード
小さじ1/2
少々
パセリ（みじん切り）
※１人分の野菜の分量（80g）

クロスワードパズル

頭

の 体 操

①カリフラワーは堅いしんを切り落とし、小房に分けます。
②キャベツは一口大のざく切り、玉ねぎは縦に薄切りにし、魚肉
ソーセージは4㎝の長さに切ります。
③鍋に多めの湯を沸かし、カリフラワーを入れ2分程ゆでたら、
ザルにあげ水気を切ります。同じ湯でソーセージを1分程ゆ
で、同じ様に水切りします。
④フライパンに、サラダ油を熱し中火で玉ねぎを炒め、玉ねぎが
しんなりしてきたら、キャベツを加え炒めます。酢（大さじ1）を
全体に回しかけて火を止めます。
⑤仕上げに、③のカリフラワーと魚肉ソーセージを加え、塩・こしょ
う・粒マスタードを加えて、全体をよく混ぜます。
⑥器に盛りつけ、パセリのみじん切りをふりかけます。

キーワードをもとに、クロスワードを完成させよう !
色マスの文字を並べかえると答え（ヒント：今年は１月10日
に行われます）ができます。
正解者の中から抽選で３人に、
い〜わくんウィンドブレーカーをプレゼント!!

タテのキーワード

ヨコのキーワード

１. 水力発電所、火力発電所など
で起こしています。
わかもの、青年
２. 若い人、
３.「軽い」の反対は
4. 微小な水滴が大気中をただよ
って視界が悪くなる気象現象
7. 拭き掃除に使う布のこと。
は川の中です。
9.「−の学校」
10. 海水を乾燥させて作ることが
できます。
12. −の甲より年の功

「公衆−」
「携帯−」
、
１.「固定−」、
3. 陸より遠く離れた海域のこと。
5. 昼は暗いところに潜み、夕方
になると餌を求めて空を飛び
ます。
6. 品物を贈ること。
8. 名古屋名物「味噌煮込み−」
10. 春、夏、秋、冬
11. 木材、竹などを紐で結んで水
上に浮かべます。
13. 物体の冷温の程度を示す尺度
メカニズムの略
14. 機械装置。

応募方法
官製はがきにて記入事項を明記のうえ、下記あて先までお送りください。
当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
また、下記フォームからも応募を受け付けています。
http://www.shinsei.e-aichi.jp/city-iwakura-aichi-u/oﬀer/
oﬀerList̲detail.action?tempSeq=4596
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先月の答えは
「シセイキネンビ
（市制記念日）」
49通の応募がありました。
●あて先 〒482-8686 岩倉市協働推進
課広報情報グループあて
●記入事項 1.並び替えた答え 2.氏名（ふ
りがな）3.郵便番号・住所 4.電話番号
●応募期限 1月15日㈮まで
（消印有効）

目

岩倉市子ども会連絡協議会創立50周年記念事業
子どもニュースポーツまつり

指せ！ チャンピオン

12月6日㈰、総合体育文化センターで「子どもニュ
ースポーツまつり」が開催されました。午後からの
「ニュースポーツチャンピオン決定戦」ではカローリ
ング、キンボールやパターゴルフなどで点数を競い合
い、会場は熱気に包まれました。競技のあとはクリス
マスパーティーも行われ、クリスマスソングやおたの
しみ抽選会で盛り上がりました。

み

岩倉市徘徊高齢者等捜索模擬訓練

んなに優しいまちに

11月30日㈪、市内で認知症についての理解を深め
ることを目的とした岩倉市徘徊高齢者等捜索模擬訓練
が行われました。この訓練では、認知症のある行方不
明者が発生したとの想定で徘徊者情報の配信、徘徊者
の捜索・保護などを行いました。行方不明者を発見し
た人は、発見した際に相手を驚かせないことや一度に
多くの質問をしないことなどを実践していました。

広報に掲載した写真をさしあげます。

●申込先

食

地球まるごと食べちゃおうＰａｒ
ｔ５

のオリンピック

12月6日㈰、希望の家で岩倉市国際交流協会主催の
「地球まるごと食べちゃおうPart5」が行われまし
た。このイベントは4年に1度開催しており、世界各
地の民族料理を食べることができます。
参加した人は、中国の上海風団子、ベトナムのフォ
ー、クロアチアのインゲン豆スープなどを食べ歩き、
世界の味を堪能していました。

努

スポーツ講演会

力は裏切らない

11月29日㈰、総合体育文化センター多目的ホール
で元・女子ソフトボール全日本代表監督の宇津木妙子
さんを講師としたスポーツ講演会が行われました。
宇津木さんは、自身の選手時代から、指導者として
成功するまで努力を続けてきたことや、人を活かすに
は日々の一人ひとりへの声掛けが重要であることなど
を熱く語ってくれました。

協働推進課広報情報グループ（☎３８‐５８０２）
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１月のカレンダー
元日
休日急病診療（加藤芳幸 かみのクリニック）
年末年始歯科診療（松浦恒存 松浦歯科・矯正歯科 受付
9：00〜11：30）
※市役所市民スペースはお休みです。
休日急病診療（村瀬洋介 岩倉東クリニック）
年末年始歯科診療（犬塚浩平 犬塚歯科医院 受付9：00
〜11：30）
※市役所市民スペースはお休みです。
休日急病診療（清水美仁 しみず眼科クリニック）
年末年始歯科診療（服部徹 はっとり歯科医院 受付9：00
〜11：30）
日曜市役所（証明発行業務）
はお休みです。
※市役所市民スペースはお休みです。

1

(金・祝)

2㈯

3㈰
4㈪
5㈫

★健康チェックの日
（受付9：00〜11：00）
★2歳6か月児親子歯科健康診査
（受付12：45〜13：30）
野菜の広場/岩倉駅東西地下連絡道

6㈬
7㈭
8㈮
9㈯

分別収集
八剱町・井上町・神野町・石仏町

8日㈮

大地町・大地新町・中央町・南新町・川井町・
北島町・野寄町

12日㈫

曽野町・稲荷町・大山寺町・大山寺元町・
大山寺本町・五条町・大市場町

15日㈮

古紙と古着の日
中本町・鈴井町

8日㈮

西市町・本町・宮前町・栄町一丁目

12日㈫

下本町・昭和町・旭町・栄町二丁目・新柳町・
新柳町１区

15日㈮

★母子健康手帳の交付

日曜資源回収（9：00〜12：00）

★2歳児歯科健康診査（受付12：45〜13：30）
野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道

消防署東側防災公園

(月・祝)

新成人のつどい
平成28年岩倉市消防出初式
休日急病診療（河内賢 大地整形外科）
日曜市役所（証明発行業務）開設（8：30〜12：00）
※正午から市役所市民スペースはお休みです。
成人の日
休日急病診療（小川清夫 小川医院）
※市役所市民スペースはお休みです

12 ㈫

★1歳6か月児健康診査
（受付12：45〜13：30）

13 ㈬

★BCG（受付13：00〜14：00）
野菜の広場/岩倉駅東西地下連絡道

10 ㈰
11

14 ㈭
15 ㈮

10日㈰

※清掃事務所（e -ライフプラザ）の3日㈰は実施しません。

税・保険料納期限
市県民税第４期
2月1日㈪
（口座振替を利用して
いる人は、
預金残高を
1月29日㈮までにご
後期高齢者医療保険料第10期
確認ください。）
国民健康保険税第10期

★母子健康手帳の交付

介護保険料第10期

★印は、
保健センターで行います。
休日急病診療の担当医は、
変更する場合があります。岩倉市ホームページをご覧ください。
年末年始の歯科診療は当番の歯科医院に
受診してください（事前に連絡してください）
。

岩倉市の人口
1２月１日現在

前月比

前年比

前月詳細

総人口

47,698人

10人

62人

出生

40人

男

23,834人

1人

70人

死亡

31人

女
世帯

23,864人

9人

-8人

転入等

200人

20,832世帯

2世帯

236世帯

転出等

199人

電話番号案内
●戸籍・住民票・印鑑登録・国民健康保険・
後期高齢者医療 等
市民窓口課（☎３８‐５８０７）
●ごみの収集・処理、犬・猫などペットの死体処理、
公害、環境保全 等
環境保全課（☎３８‐５８０８）
●保育園、児童福祉、児童手当 等
子育て支援課（☎３８‐５８１０）
●防災無線テレホンサービス（☎３７‐００９９）
●消防テレホンサービス（☎３８‐３１１９)
●救急医療情報センター（☎０５８６‐７２‐１１３３）
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●休日急病診療所（日曜日・祝日）
（☎０５８７‐６６‐４７０８）
受付 ９：００〜１１：３０、１３：００〜１６：３０
●小児救急外来 江南厚生病院内（こども救急診察室）
（☎０５８７‐５１‐３３３３）
○日曜日・祝日・第２・４・５土曜日
受付 ８：３０〜１６：３０
○第１・３土曜日 受付 １２：２０〜１６：３０
●愛知県小児救急電話相談
（☎♯８０００ ☎０５２‐９６２‐９９００）
○毎日 受付 １９：００〜翌朝８：００

「全国高等学校総合体育大会柔道
女子52kg級」で２連覇を達成した
黒木七都美さんを紹介するイワ。
目標は︑オリンピックで
金メダル！
黒木さんが柔道の世界に足を踏
み入れたのは︑５歳の時︒岩倉市
柔道スポーツ少年団に通うお兄さ
んについていったのがきっかけで
した︒

や勝った時の喜びに柔道の魅力を

である大成中学に入学しました︒

い︒﹂と今後の目標を力強く語っ

に出場して金メダルをとりた

一になる︒その後︑オリンピック

まっており︑﹁まずは大学で日本

黒木さんは龍谷大学に進学が決

の足技に磨きをかけました︒

そこでさらなる練習に励み︑得意

相手を投げ飛ばした時の爽快感

み
な つ
くろ き

てくれました︒

穴をあける際に
ご活用ください。

服部心春 ちゃん
（2歳）

は っ と り こ はる

●お父さん・お母さんの一言

2歳になったしゅうすけ
は、
とてもおしゃべりで、毎
日いろいろな事を言って笑
わせてくれるね。
話し方はパパや、ママと
そっくりでドキッとさせられ
ることも。
これからも、その
笑顔で大きくなってね。

ダンスと歌が大好きな
心春ちゃん。
いつもニコニコして、み
んなを笑顔にしてくれて、
ありがとうね。
これからもすくすく育っ
てね。

Departamento de Informações (24)

●発行 岩倉市役所 〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地
☎0587-66-1111 FAX0587-66-6100
広報いわくら音声版（CD）を用意しています。また、ホームページでも
公開しています。どなたでもお聴きになれますのでご利用ください。

し みずしゅうすけ

●お父さん・お母さんの一言

清水柊祐 くん
（2歳）

黒木七都美さん（大市場町
在住・大成高校３年）
平成26、27年度の「全
国高等学校総合体育大会柔
道女子52kg級」で優勝
し、2連覇を達成しまし
た。

発見した黒木さんは︑柔道の名門

●毎月2回 1日・15日発行
●岩倉市ホームページアドレス http://www.city.iwakura.aichi.jp/
●岩倉市Ｅメールアドレス（代表） koho.prsec@city.iwakura.lg.jp
●編集・問合先 総務部協働推進課広報情報グループ（☎38-5802）

い〜わくんの岩倉じまんッ！

▲真剣に練習に取り組んでいます。

