広報

紙～
なぐ情報
つ
を
域
～地

2016

6月号

●い～わくんの協働のまちづくりコーナー 18
●～第2回～ 岩倉市に巨大地震が発生したら!!19
●旬の美味しい野菜レシピ

43

●フォトニュース

44

●い～わくんの岩倉じまんッ！

46

地元の恵みを食す

14

～野菜の広場～

●高齢者すこやかだより

！
！

特集

No.1084

年目に入り

たな販路を開拓し︑新鮮で安全な農産物

を提供するとともに︑農家の皆さんと消

費者の皆さんとの交流を深めるために市

が計画し︑農家の皆さんに参加を呼びか

けたことによりできた広場です︒

野菜の広場は︑市内の専業・兼業農家

の皆さん７人で構成されている﹁岩倉市

野菜の広場運営協議会﹂で運営されてお

り︑協議会の皆さんの農業生産意欲と栽

培技術向上にもつながっています︒

地産地消

﹁地産地消﹂とは︑﹁地元で生産された

ものを地元で消費する﹂という意味です︒

産地から消費地までの距離が近いこと

は︑鮮度の良さや輸送に伴う環境への負

2
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野菜の広場って ⁇

岩倉駅東西地下連絡道で毎週水・土曜

月に岩

日 の お 昼 に 開 催 さ れ て い る﹁ 野 菜 の 広
場﹂︒

この催しは︑平成６年７月と

り本格的に実施され︑現在

月から市内の農家の皆さんのご協力によ

ったところ好評だったため︑平成７年５

倉駅東西地下連絡道で試験的に販売を行

11

ました︒この広場は︑野菜や花などの新

22

特集
地元の恵みを食す
〜野菜の広場〜

何かやってるイワ！

地元の恵みを食す!!

■

生産者と会話をし、安心して
購入することができます。
トマトやオレンジなど色とり
どりの農産物。
野菜以外にも花なども購入す
ることができます。
旬の時期には新ブランド野菜
ちっチャイ菜も販売されています。
小松菜、はくさい菜、みつば
等葉物野菜ももちろん充実してい
ます。

■

荷の低減につながります︒また︑消費す

ることにより︑地元の農業を応援するこ

とにつながります︒

野菜の広場で販売されている農産物

は︑すべて前日もしくは当日の朝収穫さ

れた新鮮なものばかり︒生産者の顔を見

て︑会話をしながら︑安心納得して品選

び が で き る 機 会 は な か な か あ り ま せ ん︒

野菜の広場に並ぶ品物は︑消費者を笑顔

にする元気・栄養が詰まっています︒皆
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さんもぜひ野菜の広場に足を運んでみま

■

せんか︒

■
■

地元の恵みを食す!!

えごまを食す

Interview インタビュー
桒山

勝

さん（鈴井町）

水耕栽培により三つ葉やきゅうり、小

下道で販売している姿を皆さんに見せる

松菜、大根菜、ねぎなどを作る桒山さん。 ことで、若い世代の人たちにも農業に興
昔は、市場に出すことのできない規格外

味を持ってもらえるきっかけになれば

の野菜をご近所に分けたり、処分してい

と、将来の岩倉市の農家の担い手の手助

ました。しかし、野菜の広場のおかげで、 けもしていきたい。またこの時期は、ス
形は悪いが、おいしくいただける野菜を

ーパー等ではあまり見られない「えごま」

消費者にお値打ちで提供できるようにな

など珍しい野菜も販売しているのでぜ

りよかったとのこと。

ひ、立ち寄っていただければと語ってい

桒山さん自身、会社勤めを終えられて

ただきました。

から農家になったそうで、自分が駅の地
桒山さんおすすめの食べ方
〜焼き肉をえごまで包んで〜
シソ科の植物「えごま」を
焼き肉に巻いて韓国風にして
食べるのがおすすめです。

トマトを食す

Interview インタビュー
船橋 哲 夫

80アールのハウスで水耕トマトの栽培

さん（井上町）

予防や老化抑制にも効果があるとか。

をする船橋さん。船橋さんは18歳のころ

野菜の広場では、いつも販売開始前か

から、両親とともに露地トマト・ナス等

らお値打ちのおいしいトマトを買うため

を津島市で栽培され、28歳のときに岩倉

に行列ができるほど人気の品となってい

市に移り住み、後に、水耕トマト栽培を

ます。

開始されたとのこと。当時は水耕栽培が

今後も地産地消を進めるためにも、野

珍しく、失敗続きで、軌道に乗るまでか

菜の広場や軽トラ市等を通して、トマト

なり苦労をされたそうです。

の魅力をお客さまに届けていきたいと語

真っ赤なトマトには、豊富な栄養があ

っていただきました。

り、その中でもリコピンには生活習慣病
船橋さんおすすめの食べ方
〜スライストマト〜
収穫された新鮮なトマトは
やはりそのまま食べるのが一
番!!
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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

・交 通 安 全 都 市 宣 言（昭和37年１月27日）
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●岩倉市ほっと情報メールにご登録ください！

岩倉市は

市の花／つつじ

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

い〜わ いわくら観光なび

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 （家族仲間の和を願って）
育てよう 心 からだ みんなの健康 （市民一人一人の幸せを願って）
高めよう 文化 芸術 みんなの暮らし （生活の質の向上を願って）
守ろう 自然 環境 みんなの地球
（かけがえのない地球の存続を願って）
つくろう 人 まち みんなの未来
（豊かな社会の実現を願って）

一般会計は、市税収入を主な財源として、福祉・教育の充実や道路の整備など基本的な施策を実施す
る会計です。
予算額

収入済額

支出済額

151億9,263万円

144億8,046万円

124億8,413万円

岩倉市の財政状況についてお知らせします

平成27年度一般会計予算執行状況

行政課財政グループ（☎３８‐５８０４）

岩倉市では、市の収入と支出の状

況などを市民の皆さんに知っていた

年

28

だくために、年２回、財政状況の公

年度予算の平成

27

表を行っています。

今回は平成

３月 日現在の執行状況についてお

日まで支払うことが

31

知らせします。なお、市の予算は前

年度分を５月

年度決算額とは異なり

27

できます
（出納整理期間といいます）

ので、平成

ます。

一般会計の最終予算額は１５１億

９千２６３万円で、当初予算と比較

年度最終予算額と比較

万円（０・６㌫）の減と

26

して５億１千２６３万円（３・５㌫）

の増、平成

して９千

なっています。

60

31

平成27年度特別会計予算執行状況
特別会計は、特定の事業を行う場合、その特定の歳入を特定の歳出に充て、一般会計と別に経理する会計です。
会計名

予算額

国民健康保険

収入済額

支出済額

55億2,643万円

49億4,877万円

50億6,134万円

148万円

89万円

89万円

1億9,342万円

1億6,052万円

1億5,964万円

公共下水道事業

15億5,701万円

10億4,012万円

11億4,826万円

介護保険

26億6,120万円

26億4,919万円

23億6,639万円

5億3,355万円

4億6,800万円

4億5,368万円

104億7,309万円

92億6,749万円

91億9,020万円

土地取得
学校給食費

後期高齢者医療
合計
市有財産の状況
市有財産には、建物や土地、財政調整や特定の目的
のために資金を積み立てる基金などがあります。
平成26年度末

市債の年度末現在高
市債は、公共施設の整備など、多額の財源を要する事業を行
う際に借り入れるお金です。

平成27年度末（見込）

建

物

103,985.93㎡

103,988.41㎡

一般会計

土

地

324,182.91㎡

290,919.73㎡

公共下水道事業

基

金

33億5,277万円

32億3,655万円

合

計

平成26年度末

平成27年度末（見込）

111億9,577万円

114億1,057万円

73億9,896万円

73億2,950万円

185億9,473万円

187億4,007万円
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市政通信
一般会計歳入予算収入状況
63億2,060万円
62億7,945万円
（99.3%）

市税
1億2,800万円
1億1,695万円（91.4%）

地方譲与税

一般会計歳出予算執行状況

予算額
収入済額（収入率）

24億2,319万円
20億2,428万円
（83.5%）

予算額

2億9,361万円
2億5,236万円（86.0%）

商工費

支出済額（執行率）

19億1,484万円
14億9,580万円（78.1%）

土木費

県支出金

9億6,954万円
7億3,768万円（76.1%）

繰入金

6億8,966万円
6億8,879万円（99.9%）

消防費

繰越金

5億9,179万円
6億4,694万円（109.3%）

教育費

16億6,151万円
11億2,948万円（68.0%）

公債費

10億7,642万円
10億7,177万円（99.6%）

4億1,995万円
4億2,965万円（102.3%）

その他収入

10億9,890万円
7億2,720万円（66.2%）

市債
0

項目
市税

10

20

30

40

50

60

億円
70

項目解説
市民税、固定資産税、軽自動車税な
どです。

地方公共団体が等しく行政サービス
地方交
を提供できるように、一定の基準に
付税
より国から交付されるものです。

利子割交付金、地方消費税交付金、
その他
自動車取得税交付金など、国や県か
交付金
らの交付金です。
分担金
特定のサービスを受けた人から納め
及び負
られるものなどです。
担金
使用料
市の施設の使用料や証明発行手数料
及び手
などです。
数料

国庫支 市が行う特定の事業に対して、国か
出金 ら交付されるものです。
県支出 市が行う特定の事業に対して、県か
金
ら交付されるものです。
繰入金 基金などから繰り入れるものです。
繰越金

前年度決算の余剰金を翌年度へ繰り
越すものです。

その他
財産収入、寄附金、預金利子などです。
収入
市債

市が行う事業の財源として、国や金
融機関などから借り入れるものです。

広報いわくら 平成28年6月号

5億1,024万円
4億1,497万円（81.3%）

400万円
0万円

予備費等

地方譲 国税のうち法に定める基準で市に分
与税 配されるものです。
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1億5,760万円
1億4,865万円（94.3%）

農林水産業費

使用料及び 9,310万円
手数料 9,481万円（101.8%）
国庫支出金

10億9,056万円
10億1,392万円（93.0%）

衛生費

1億2,416万円
1億1,363万円（91.5%）

分担金及び
負担金

62億908万円
53億2,158万円
（85.7%）

民生費

8億311万円
10億8,319万円
（134.9%）

その他交付金

20億7,494万円
14億4,047万円（69.4%）

総務費

15億3,063万円
15億3,789万円
（100.5%）

地方交付税

1億9,983万円
1億9,513万円（97.6%）

議会費

0

10

20

30

40

50

60

70 億円

項目
項目解説および平成27年度の新規・主要事業
議会費 議員報酬や議会運営にかかる経費です。
管理事務費、企画、財政、人事、選挙、戸籍、徴税、防
災などにかかる経費です。LED防犯灯管理事業、デマン
総務費
ド交通事業、第４次総合計画中間見直し検討事業、戦後
70年平和事業等を実施しました。
児童や高齢者・障がい者の福祉、医療や保険など社会保
障にかかる経費です。認定こども園施設型給付等事業、
民生費 ふれあいセンター施設改良事業、小規模保育事業所・送
迎保育ステーション開設準備事業費補助事業、放課後子
ども環境整備事業等を実施しました。
環境、保健衛生などにかかる経費です。40歳節目歯科
健康診査事業、自然生態園20周年記念事業、節電特典
衛生費
制度、資源回収ステーション関係事業、地球温暖化対策
推進事業等を実施しました。
農林水産業の振興などにかかる経費です。食育シンポジ
農林水
ウム事業、用排水路浚渫事業、用排水路改修事業等を実
産業費
施しました。
商工業、観光、消費者行政などにかかる経費です。桜ま
商工費 つり事業、市民ふれ愛まつり事業、観光振興事業等を実
施しました。
道路や橋、公園、下水道の整備などにかかる経費です。
土木費 橋梁長寿命化事業、北島藤島線街路改良事業、天保橋架
け替え事業、桜通線街路改良事業等を実施しました。
救急や消防などにかかる経費です。消防指令センター共
消防費
同運用事業、資機材搬送車購入事業等を実施しました。
学校教育や生涯学習、スポーツ振興などにかかる経費で
教育費 す。小中学校の施設改修、新学校給食センター建設事業、
郷土歴史普及啓発事業等を実施しました。
公債費 市債の元金や利子の返済に充てる経費です。

平成28年３月31日現在の水道事業の財政状況についてお知
らせします
上下水道課上水道グループ(☎38-5816)

収入

収入

平成27年度の上水道事業会計の収益的収入・支出の最終予算額は、収入７億960万円で、前年度より0.5％減少し、
支出は６億6,345万円で、前年度より8.8％減少しました。
また、資本的収入・支出の最終予算額は、収入9,575万円でした。支出は２億8,953万円で、主な事業としては、
第２水源取水設備改修工事や、第３期整備計画に基づく配水管整備工事と基幹管路耐震化工事およびそれらの設計
業務を行いました。
平成27年度上水道事業会計予算の執行状況（平成28年３月31日現在）
<資本的収入および支出>
<収益的収入および支出>
（単位：万円）

（単位：万円） 
科
目
予算額 収入額 比率％
科
目
予算額 収入額 比率％
第１款 資本的収入
9,575 8,722
91.1
第１款 水道事業収益 70,960 70,009
98.7
第１項 給水負担金
3,303 3,284
99.4
第１項 営業収益
61,588 62,368 101.3
第２項 工事負担金
6,272 5,438
86.7
第２項 営業外収益 9,372 7,641
81.5
第４項 固定資産
第３項 特別利益
0
0
－
0
0
－
売却代金
科
目
予算額 支出額 比率％
科
目
予算額 支出額 比率％
第１款 水道事業費用 66,345 64,493
97.2
第１款
資本的支出
28,953 26,826
92.7
第１項 営業費用
65,305 63,767
97.6
第１項
建設事業費
26,351
24,265
92.1
第２項 営業外費用
840
726
86.4
第２項
営業設備費
119
78
65.5
第３項 特別損失
0
0
－
第３項
企業債償還金
2,483
2,483
100
第４項 予備費
200
0
－
企業債の年度末現在高見込額 １億4,552万円

日以前に住民

22

第 回参議院議員通常選挙（愛知県選出・
比例代表選出）

年３月

28

岩倉市選挙管理委員会（☎３８‐５８０４）

人で、平成

日まで住民基

票 が 作 成 さ れ（ 転 入 届 を 出 し ）、 引

年６月

22

24

10

日㈰

き続き平成

本台帳に記録されている人です。

な お、 公 職 選 挙 法 の 改 正 に よ り、

28

７月

午前７時～午後８時

日㈰

回参議院議員通常選挙が、公

24

●投票日

●投票時間

第

日㈭、投票日７月

有権者のひとりとして、選挙を通じ

示日６月

今回の選挙は、愛知県選出議員選

て政治に参加することができるよう

19

歳の人も

挙（議員４人を選出）と比例代表選

になります。よりよい社会や地域を

18

歳・

出議員選挙（政党名もしくは候補者

つくっていくために、積極的に投票

23

10

今回の選挙から、

名を記入し、その得票数に応じて各

に参加しましょう。

の日程で行われます。

政党から議員を選出）の２種類の投

日以降に岩倉市へ

23

■市内へ転入された人

年３月

28

票となります。

平成

転入届を出された人は、選挙人名簿

投票所では色の違う２種類の投票

用紙をお渡ししますので、投票の際

にはまだ登録されませんので、転入

前の市町村の投票所で投票してくだ

さい。

■市外へ転出された人

岩倉市において住民票が作成され

には、お間違えのないようにご注意

ください。

棄権することなく、私たち一人ひ

とりの『大切な一票』を私たちの代

表者に投じましょう。

日以降に転

（転入届を出し）、引き続き３カ月以

年３月

23

※選挙日程は、国会の会期延長等に

た人で、平成

出された人は、新住所地ではまだ選

挙権がありませんので、岩倉市にお

いて属していた投票所で投票してく

ださい。

28

上の間住民基本台帳に記録されてい

18

より変更される場合がありますの

で、ご注意ください。

■この選挙に投票できる人

日以前に生まれた

～今回の選挙から選挙権年齢が「

年７月

歳以上」に引き下げられます～

平成
11

支出

支出

10

広報いわくら 平成28年6月号
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入 場 券 が 届 か な い と き、 ま た は、

投票できます。

心身の故障その他の事由により自

紛失されたときは、投票当日、直接、

■代理投票など

人、介護保険法上の要介護者で介護

ら候補者の氏名等を記載することが

障害の程度がそれぞれ表に該当する

投票日に仕事や旅行などやむを得
保険証に要介護５の記載がされてい

■期日前投票
な い 理 由 で 投 票 所 に 行 け な い 人 は、

い。

投票所の受付係に申し出てくださ

とに係員があなたの投票したい候補

投票用紙の色は、次のように分かれ

できない人は、厳正な立ち会いのも

郵 便 で 不 在 者 投 票 す る た め に は、
前もって郵便投票証明書が必要とな

①愛知県選出議員選挙…薄い黄色

ています

票もできます。

また、点字のできる人は、点字投

をお尋ねください。

②比例代表選出議員選挙…白色

日㈰午後９時～

■投票所入場券が届かないとき、紛

７月

■病院などに入院している人

●とき

開票

病気、ケガなどで入院されている

投票所入場券は、世帯ごとに郵送

失したとき

りますので、選挙管理委員会へ詳細

者の名前等を代筆します。

る人です。

分～

６月

投票日の前日まで期日前投票ができ
ます。
●期日前投票期間・時間

ます）
●期日前投票場所

人で、投票当日、投票所へ行けない
場合は、指定の病院・施設であれば、

入場券は、棄権防止、投票所の整

※選挙人は参観できます。会場で

北小学校内）

岩倉市立体育館（岩倉

することができます）

そこで不在者投票をすることができ

理などの方法の一つとして発行して

●ところ

※期日前投票には、入場券をお持ち

ますので、病院長または、施設長に

は、係員の指示に従い静粛にして

ください。

します。

ください（未着の場合は不要です）
。

いますので、入場券がなくても選挙

両下肢・体幹

申し出てください。

人名簿に登録され、選挙権があれば

ご確認ください あなたの投票所
投票所の区域は、主な行政区または町名で記載し
てあります。 ※投票日当日は、ご案内した指定の
投票所以外での投票はできません。投票所の場所は、
お手元の投票所入場券でご確認ください。
＜投票日当日の投票所＞
投 票 所
投票区の区域
北第一（八剱会館）
八剱町、井上町
北第二（石仏会館）
石仏町、神野町
東町、中野町、本町（北
上（大上市場会館）
口）、本町（門前）
西市町、鈴井町、泉町、
天神（第二児童館）
宮前町
中本町、本町（上市場）、
中第一（くすのきの家）
下本町
大市場町、下本町、昭和
中第二（第三児童館）
町一丁目・二丁目
栄町、中央町、旭町、新
中央（市役所）
柳町
大地町、大地新町、川井
南第一（岩倉南小学校）
町、南新町
稲荷町、曽野町、昭和町
南第二（第七児童館）
三丁目
西（北島町公会堂）
北島町、野寄町
下（防災コミュニティセ 大山寺町、大山寺元町、
ンター）
大山寺本町、五条町
東（岩倉団地集会所）
東新町

入してお持ちいただくと、手続きが
早くすみます。
■滞在地での不在者投票
出張や里帰りなどで、期日前投票
期間および投票日とも岩倉市に不在
の人は、滞在先の市町村選挙管理委
員会において不在者投票ができま
す。あらかじめ手続きが必要ですの
で、お尋ねください。また、郵送に

特別項症から
１級・２級 第２項症まで
移動機能
―
心臓・じん臓・呼吸器・
特別項症から
１級・３級
ぼうこう・直腸・小腸
第３項症まで
免
疫
１級～３級
―
特別項症から
肝
臓
１級～３級
第３項症まで
障害の種類

日数がかかるので、早めに手続きを
してください。
■郵便による不在者投票
郵便による不在者投票ができる人
は、身体障害者手帳または戦傷病者

交付手帳名

身体障害者
戦傷病者手帳
手帳

※あらかじめ宣誓書に必要事項を記

議室１（投票区に関係なく、投票

市役所２階会

午後８時（土・日曜日も投票でき

日㈮～７月９日㈯午前８時

24

手 帳 の 交 付 を 受 け て い る 選 挙 人 で、

広報いわくら 平成28年6月号
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平成28年度岩倉市職員採用候補者試験を行います
（平成28年10月1日および平成29年4月1日採用）
秘書企画課秘書人事グループ（☎38-5801）

１ 職種・採用予定人数および受験資格
（1）平成28年10月1日採用
採用予定
受 験 資 格
職
種
学歴
年齢等
資格等
人数
昭和60年4月2日以降に生まれた人で
事 務 職
1人
平成28年3月31日までに卒業した人
身体障害者手帳の交付を受けている
事 務 職
人。ただし、自力により通勤ができ
短 大
（障がいを
1人
介助者なしで職務遂行が可能であり、
・
昭和55年4月2日以降に生まれた人で 活字印刷文による筆記試験および口
有する人）
大 学
平成28年3月31日までに卒業した人 頭による面接試験に対応できる人
建築士、土木施工管理技士等、建築・
技 術 職
1人
土木技術資格を取得した人または、
建築・土木課程を卒業した人

（2）平成29年4月1日採用
採用予定
職
種
学歴
人数
事

務

職

1人

事 務 職
（障がいを
有する人）

1人

保

職

1人

児童厚生員

2人

消

2人

育

防

職

短

大
・
大 学

受 験 資 格
年齢等
資格等
昭和61年4月2日以降に生まれた人で
平成29年3月31日までに卒業または、
卒業見込みの人
身体障害者手帳の交付を受けている
昭和56年4月2日以降に生まれた人で 人。ただし、自力により通勤ができ
平成29年3月31日までに卒業または、介助者なしで職務遂行が可能であり、
卒業見込みの人
活字印刷文による筆記試験および口
頭による面接試験に対応できる人
保育士資格を有する人または、取得
見込みの人
昭和61年4月2日以降に生まれた人で
保育士資格、教員免許のいずれかを
平成29年3月31日までに卒業または、
有する人または、取得見込みの人
卒業見込みの人

※次に該当する人は受験できません。
・成年被後見人または被保佐人
・禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでまたは、その執行を受けることがなくなるまでの人
・地方公務員法第16条に定められている上記以外の欠格条項に該当する人

2

試験（共通事項）
7月24日（日）午前8時45分～正午
と
き
受付開始：午前8時15分※午前9時50分を過ぎると受験できません。
と こ ろ 岩倉市役所7階 大会議室
試験内容 教養試験、適性検査
持ち物 受験票、筆記用具（HBの鉛筆含む）等
合否の結果 8月上旬にホームページで公表（1次試験合格者には通知）
広報いわくら 平成28年6月号
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3 受験手続（共通事項）
（1）受験申込書、受験票の請求方法
① 市役所秘書企画課で直接受け取る。
② 郵送請求
封
 筒に ｢10月1日採用受験申込書請求｣ か「4月1日採用受験申込書請求」のいずれかを朱書きし、120円分の
切手を貼ったＡ4判サイズの返信用封筒［住所・氏名・郵便番号を明記］を同封してください。
③ インターネットでの入手
岩倉市ホームページ（アドレス裏表紙参照）からダウンロードすることができます。
（2）申込方法
6月1日（水）～24日（金）
受付期間
午前8時30分～午後5時15分（土・日曜日は除く）
岩倉市職員採用候補者試験申込書（市指定のもの）、受験票（市指定のもの）
提出書類
※試験申込書は、Ａ3サイズで提出。貼付の写真は、6カ月以内に撮影したもの。
① 市役所秘書企画課に直接持参
② 郵送で申し込む ※受付期間内必着のこと（封筒に ｢10月1日採用受験申込み｣ か「4月1日
申込方法
採用受験申込み」のいずれかを朱書きし、提出書類［受験票は、表裏に必要事項を明記・52円
切手貼付］を必ず同封してください）
直接申込書等を持参された人は、その場で受験票を受付し交付します。
受験票の交付
郵送申込みの人は、受験票を受付後、送付します。
4

給料等（共通事項）
岩倉市職員の給与に関する条例および規則に定めるところによる。
（1）初任給（平成28年4月現在）
大学卒 183,300円
短大卒 160,200円
ただし、学校卒業後の一定の就労等経験年数を有する人は、初任給の調整を行います。
（2）諸手当 期末手当、勤勉手当、地域手当、扶養手当、通勤手当、住居手当等を支給要件に応じて支給します。

皆さんが持っている岩倉市の映像をご提
供ください！

年以降に撮影されたもの

24

協働推進課広報情報グループ（☎３８‐５８０２）

・平成

・著作権や肖像権など法律やルール

を守って撮影されたオリジナルのも

の（肖像権を含む諸権利については、

応募者が権利者の承諾を得ること）

応募用紙に必要事項を

・公表、二次使用が可能なもの

●応募方法

記入のうえ、市役所４階協働推進課

広報情報グループへ映像の入ったＤ

ＶＤ、ブルーレイディスクとともに

45

周年を迎える

岩倉市の魅力や伝統を市内外の人に

ご提出ください。

岩倉市では、市制

知ってもらい、岩倉市を訪れてみた

応募用紙は、市役所４階協働推進

倉市ホームページ（アドレス裏表紙

い、住んでみたい、住んでよかった

月１日に開催する市制記

課窓口で配布しています。また、岩

年

12

と 思 え る よ う な 記 念 映 像 を 作 成 し、

平成

※ＳＤカード、ＵＳＢメモリで提出

参照）からダウンロードすることも

発信し、郷土への愛着心を深めると

することはできませんのでご注意く

念式典で上映します。

ともに協働のまちづくり意識の高揚

ださい。

用するとは限りません。

できます。

を目指すため、皆さんが撮影した岩

●注意事項

日㈭

・ご応募いただいたメディア等は原

広報いわくら 平成28年6月号

今回、岩倉市の多様な魅力を広く

倉 の 風 景、 行 事 等 の 映 像 を 募 集 し、

・ご応募いただいた映像はすべて使

６月１日㈬～

映像作成に使用します。

●募集期間

則返却しませんので、コピー、バッ

（土・日曜日を除く）

●応募要件

クアップをあらかじめとってからご

応募ください。

・岩倉市に関係する風景や行事、伝

統などが映ったもの

11

30

28

10，
000

その他

0

人口

12

広報いわくら 平成28年6月号

公共施設の現状についてお知らせします

20，
000

都市整備課営繕グループ（☎３８‐５８１４）

1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2014
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年 年

20，
000

全国的に公共施設の老朽化が進

行政系施設

40，
000

●人口の推移と公共施設の整
備状況
市の人口は１９６０～１９８０年

保健・福祉施設

30，
000

●公共施設の保有状況
施 設、 延 床 面 積 １ ０ １，

代にかけて大きく増加しており、公

市では
２７３平方㍍の公共施設を保有して

共施設も人口の増加に合わせて、主

子育て支援施設

60，
000

んでおり、その対策が大きな課題
年代から 年代に

い ま す（ ２ ０ １ ３ 年 度 末 時 点 ）。 内

に学校教育系施設を中心に整備して

学校教育系施設

40，
000

となっています。岩倉市も例外で
はなく、昭和
年程

かけて、集中的に整備してきた公
共施設が、建設されてから
訳としては、学校教育系施設が最も

７㌫人口が減少すると予想されま
す。また、生産年齢人口の割合が減
少し、老年人口の割合が増加し高齢
化 が 進 行 す る と 予 想 さ れ ま す【 表
１】。

社会教育系施設

50，
000

度が経過し、老朽化対策が必要と

年程

きました【図２】。
～

４３，９０１人となり、 年間で６・

となっています。２０３５年度には

し、２０１５年度は４７，０６０人

９３５人をピークに緩やかに減少

市 の 人 口 は ２ ０ ０ ９ 年 度 の ４ ８，

●人口の将来推計

度経過し、老朽化が進行しています。

これらの施設は建築後

大きい割合を占め、市の公共施設の
・６㌫を占めています【図１】。
平方㍍保有してい

市民１人当たりに換算すると、１
人当たり約２・

平 方 ㍍、 同 規 模 の 自 治 体

ることになります。これは全国平均
の ３・

平方㍍と比べ

（ 人 口 ４ ５， ０ ０ ０ 人 ～ ４ ７， ０ ０
０人）の平均の４・

て小さくなっています。

40

なる時期を迎えています。そのた
め、今後、施設の大規模な修繕や
建て替えなどの老朽化対策にかか
る費用を確保することが課題とな
っています。また、施設を建設し
た当時から人口構成や社会情勢も
変化してきています。
こ う し た 施 設 の 現 状 を 踏 ま え、
適正な施設の配置、長寿命化を含
めた将来を見据えた公共施設のあ
り方を市民の皆さんと行政が一体
となって議論する必要があると考
えます。
そこで、公共施設の現状や将来

30

スポーツ･レクリエーション系施設

80，
000

0

の建て替え等に係る費用を分かり

子育て支援施設
9.5%

市民文化系施設

1960〜1980年代にかけて、
人口の増加に合わせて、学校教
育系の施設を中心に整備

100，
000

やすく「見える化」し、今後の公
共施設のあり方を検討する基礎資
料 と し て「 岩 倉 市 公 共 施 設 白 書 」
を作成しました。

学校教育系施設
48.6％

47
保健・福祉施設
4.3%

（人）
60，
000

図２.人口の推移と公共施設の整備状況

（㎡）
120，
000

12

スポーツ・レク
リエーション施
設9.1%
行政系施設
13.4%

50

40

76

42
市民文化系施設
4.4%
社会教育系施設
5.5%
その他 5.2%

20

48
図1.公共施設の保有状況
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6,432人
（13.7％）

5,965人
（13.6％）
生産年齢人口
（15～64歳）

29,281人
（62.2％）

25,334人
（57.7％）
老年人口
（65歳以上）

11,347人
（24.1％）

12,602人
（28.7％）
全人口

47,060人

43,901人
（出典：岩倉市人口ビジョン）

年間で４４１・８億円、

億円が必要となります。２００９年度

や大規模改修にかかる投資的経費が平均で４・

から２０１３年度の５年間の公共施設の建て替え

年平均で

トを試算すると、今後

大規模改修を行うと仮定し、ライフサイクルコス

全ての公共施設を現在と同じ規模で建て替えや

●ライフサイクルコストの試算

年少人口
（０～14歳）

億円ですので、約２・６倍の費用がかかることと

2053
2052
2051
2050
2049
2048
2047
2046
2045
2044
2043
2042
2041
2040
2039
2038
2037
2036
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

既存更新分
既存更新分＋新規整備分＋用地取得分（5箇年度平均）
大規模改修
築31年以上50年未満の公共施設の大規模改修
建替え

年更新費用の試算
11.0億円
40年間の
更新費用総額
441.8億円

現在までのストック
10.0万㎡
15

●公共
 施設の維持管理に関する今後の課題

公共施設を取り巻く課題として、以下の点が

挙げられます。

【少子高齢化の進行】

将来人口の推計では、全体の人口が減少する

中で、老年人口の割合は大きく増加し、少子高

齢化が一層進行すると予想されます。

【厳しい財政状況】

少子高齢化が進行するため、市税等の歳入の

大きな増加は見込めない一方、扶助費等の義務

的経費は増加していくことが見込まれます。そ

のため、施設の修繕や建て替えにかかる投資的

経費に充てられる財源が不足することが見込ま

れます。

【老朽化していく公共施設】

現在保有している公共施設の多くは１９６０

～１９８０年代に建設されたもので、老朽化が

進行しています。今後は老朽化した施設の建て

替えや大規模改修などに多額の費用がかかるこ

とが予想されます。

●今後の予定

・平成 年度は公共施設の全体的な管理方針を策
定します。

・平成 年度は公共施設の利用度や建物機能等の
分析から、統廃合や再配置等の基本方針を策定

します。

※岩倉市公共施設白書は、岩倉市ホームページ（ア

ドレス裏表紙参照）からもご覧いただけます。

広報いわくら 平成28年6月号
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28

20年間で
6.7％減少

31

29

2035年度
なり、
市の財政を圧迫することが予想されます【図
３】
。

0

2015年度

40

直近5年平均
公共施設投資的経費
既存更新分及び新規整備分
4.31億円
億円
（㎡）
20

年齢構成
11

既存更新分及び新規整備分
2.6倍

10

1960〜1980年代に建設さ
れた学校教育系施設を中
心とした公共施設が、こ
の時期に次々と更新時期
をむかえ、建て替えが必
要となります。

表1. 人口の将来推計

図３.ライフサイクルコストの試算

5

岩倉市公共施設再配置計画検討委員会の
委員を募集します

）
toshiseibi@city.iwakura.lg.jp

都市整備課営繕グループ（☎３８‐５８１４、

Ｅメールアドレス

年３回程度（平日昼間を予

本方針を検討します。

●会議

年７月１日から平成

28

定）

平成

２人

●任期

●募集人数

市内に在住の人

31

日

●応募資格

応募用紙に記入のう

30

年３月

●応募方法

ンロードすることもできます。

日㈮

え、郵送、Ｅメールまたは持参で提

６月

出してください。応募用紙は都市整

に関する基本的な考え方をまとめる

●応募期限

審査結果は、応募者全

備課で配布するほか、市ホームペー

「岩倉市公共施設等総合管理計画」

●審査結果

ジ（アドレス裏表紙参照）からダウ

の策定作業を進めています。
さらに、

員にお知らせします。

17

市では、現在、公共施設等の管理

公共施設の統廃合や複合化等による

再配置の基本的な考え方をまとめる

年度の２カ年で

29

「岩倉市公共施設再配置計画」を平

成 年度から平成

策定する予定であり、この計画策定

市の公共施設の評価・

にかかる委員を募集します。

●検討事項

分析を行い、それを基に公共施設の

統廃合や複合化等による再配置の基

28

高齢者すこやかだより
楽しいゲームで認知症を予防しましょう！
認知症には、いろいろな予防法があります。今 解いていくと良いでしょう。
回は、その中でも、ゲームをしながら楽しく脳を ③思い出しゲーム
トレーニングする予防法をご紹介します。家族や
これは、さまざまなものを思い出し、書き出し
友達と楽しくゲームし、脳を健康に保ちましょう。 ていき、書き出せた数を競うゲームです。例えば、
①しりとり
しりとりは、普通に行うのも良いですが、単語

にんべんの漢字をできるだけ書き出し、数多く正
確に書けた人が勝ちになります。このゲームは漢

パズルにはいろいろな種類があります。ジグソ
ーパズルのように、どのピースがどこにはまるか

と考えず、自分の楽しめる範囲で無理せず行いま
しょう。

のテーマを食べ物や動物等にしぼったり、答える
時間を短くし、素早く単語を思い出すようにする
のも効果的です。
②パズル

を考えるパズルや、数独のように数字を使ったパ
ズル、文字を使った穴埋めパズルもあります。自
分が楽しいと思えるパズルを選びましょう。一回
だけではなく継続していろんな難易度のパズルを

字以外にもさまざまなテーマが考えられますの
で、いろいろ変えてやってみるのがお勧めです。
ゲームをする際には「やらなくちゃいけない」

●問合先

長寿介護課長寿福祉グループ
（☎38‐5811）

広報いわくら 平成28年6月号
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いわくら健康マイレージ事業

チャレンジシート

市民のみなさんの健康づくりを応援します。
ポイントを貯めて、健康になって、お得をいただきましょう！

健康づくりでポイントを貯めて、
『まいか（あいち健康づくり応援カード）』と
景品をもらっちゃお！
〈対 象 者〉 20歳以上の市民もしくは市内に在勤の人（20歳以上）
〈景品応募期間〉 ６月１日（水）〜12月22日（木）
お得な
ス
チャン

②ミニプレゼントをゲット＆
景品コースを決めて応募しよう

③『まいか』もプレゼント！

ポイントカード１枚で、
★マスク１箱：協賛オオサキメディカル（株）
（なくなり次第終了）と交換
①ポイント
カード１枚
貯めます

★総勢120人に抽選で景品が
当たります！
Ａコース い〜わくんグッズ
Ｂコース JA産直センターで使える
1,000円券
Ｃコース トレーニング室利用券（1,000円分）
Ｄコース 石塚硝子スクエア保存容器
※応募はお一人1回のみです。
※当選の発表は発送をもってかえさせ
ていただきます。

★ポイントカード１枚貯めた人に
『まいか（あいち健康づくり応援カ
ード）』を差し上げます。

（
「まいか」は平成29年3月末まで発行しま
す。
）

★『まいか』を協力店舗・施設で提示
すると、サービスや特典が受けられ
ます！
※まいかによる特典はホームページでご
覧になれます。
ホームページアドレス
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/
kenkotaisaku/0000075664.html

〈協賛企業〉オオサキメディカル（株）、愛知北農業協同組合、石塚硝子（株）
☆皆さんの健康づくりを応援していただいています！☆
〈問合先〉保健センター（☎３７−３５１１）
（コピーして使用可。岩倉市ホームページ（アドレス裏表紙参照）からダウンロード可。保健センター等でも配布
しています。
）
※ポイントカードは、切り取ってお使いください。
きりとり
平成２８年度

氏名
年齢
生年月日
住 所
もしくは
勤務先
電話番号

歳

性別

Ｔ
Ｓ
Ｈ
岩倉市

男 ・ 女

年

月

日

いわくら健康マイレージ事業

ポイントカード
ポイントを貯めて
『まいか』をゲットしよう！

-

-

☆ポイントが貯まったら、岩倉市保健センターにお持ちください。
『まいか（あいち健康づくり応援カード）
』と交換します。
景品コース
景品応募期間:６月１日（水）〜１２月２２日（木）
＊ご希望のコースいずれかひとつに丸を付けてください。 まいか発行期間:６月１日（水）〜平成２９年３月３１日（金）
問合先:保健センター（☎３７−３５１１）

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

15

広報いわくら 平成28年6月号

ポイントの貯め方
１ポイント１マスです。
①自己申告で記入するものと、
②スタンプを押すもの（施設利用・イベント参加）があります。
★施設で行うイベントに参加する場合は、施設利用の１ポイントはつきません。

自己申告で記入するもの
記入方法

運動・スポーツ・ウォーキング・体操をする。
１回１ポイント。ポイントカードに日付と「ス」とご記入ください。

ス

※ご自身が「スポーツ（運動）
」として取り組むと１ポイントになります。
例えば…スポーツジム、スイミング、ヨガなど

健康診査・特定健診・歯科健診・がん検診・脳ドック・人間ドック
１回２ポイント。ポイントカードに日付と「けんしん」とご記入ください。

けんしん

※複数の健診・検診を受けた場合は、それぞれ２ポイントとなります。

スタンプを押すもの（施設利用）
１回の施設利用で１ポイントです。施設でスタンプを押してください。日付は不要です。
★施設で行うイベントに参加する場合は、施設利用の１ポイントはつきません。
さくらの家
市民プラザ（市民活動支援センター：１階）
南部老人憩の家
生涯学習センター
あいち健康プラザ（愛知県知多郡東浦町にある健 総合体育文化センター
康づくりのための施設）

必ず１つは
参加♪

スタンプを押すもの（イベント参加）

岩倉軽トラ市・野菜の広場・いわくら夏まつり市民盆おどり・文化講演会・
市民文化祭・いわくら市民ふれ愛まつりなど。
※詳しくは岩倉市ホームページをご覧いただくか、保健センターにお問い合わせください。
きりとり

こんなふうに

私の健康目標

なりたい！

施設利用、イベント参加 →スタンプを押してください。日付は不要です。施設で行うイベントに参加する場合は、施設利用の1ポイントはつきません。
自己申告 →運動・スポーツ・ウォーキング・体操は「ス」、健診・検診は「けんしん」と記入。日付も入れてください。
（
（
（
（
（
（

／
／
／
／
／
／

）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（

／
／
／
／
／
／

）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（

／
／
／
／
／
／

）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（

／
／
／
／
／
／

）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（

／
／
／
／
／
／

）
）
）
）
）
）

（
（
（
（

／
／
／
／

）
（
）
（
）
（
）
（

／
／
／
／

）
（
）
（
）
（
）
（

／
／
／
／

）
（
）
（
）
（
）
（

／
／
／
／
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４９
） ポイント

イベント参加：１ポイント
☆必ず１つはイベントに参加してください。
スタンプを
押してください イベント名（
）
広報いわくら 平成28年6月号
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い～わくん、今年もＪＩＭＯキャラ総選
挙に参戦！
商工農政課商工観光グループ（☎３８‐５８１２）
キャラ中、５位と

昨年は、皆さんのたくさんの応援
のおかげで、全
健闘することができました。
大好きな岩倉市をＰＲするため
に、今年もい～わくんへの投票をよ
日㈭まで

ろしくお願いします！
６月

年 金 生 活 者 等 支 援 臨 時 福 祉 給 付 金（ 高 齢
者 向 け 給 付 金 ） の 申 請 は お 済 み で す か。
申請期限は８月 日（金）までです。

年

ん。

●平成

ださい。

市

振込を行うご本人の通帳をお持ちく

に 用 意 し て い ま す ）。 身 分 証 明 書 と

までお越しください（申請書は受付

き、２階の臨時福祉給付金受付窓口

役所２階の税務課で申告していただ

年度市民税未申告の人

た場合は、支給の対象にはなりませ

※支給決定がされる前に亡くなられ

となっている場合は対象外です。

れた場合や生活保護制度の被保護者

※ご自身を扶養している人が課税さ

岩倉市臨時福祉給付金コールセンター
（☎６６‐８８６１）

「一億総活躍社会」の実現に向け、
年前半の個

賃金引き上げの恩恵が及びにくい低
年金者を支援し、平成

人消費の下支えにも資するよう、所
得の少ない高齢者を対象に年金生活
者等支援臨時福祉給付金（高齢者向

●選挙期間
●投票方法

け給付金）を支給します。

税（均等割）について課税がされて

インターネット「ＪＩ

ＭＯキャラ総選挙」特設ホームペー

年１月１日に岩倉市

●対象

平成

ジ で、 １ 日 １ 票 投 票 い た だ け ま す。

年度市民

（ http://chunichi-jimochara.com/
）
●結果発表 ７月中旬に実施予定の

いない人のうち平成

に住民登録があり、平成

ンバーワンを決める「ＪＩＭＯキャ

表彰式が終了次第、中日新聞朝刊お

以上となる人（生年月日が昭和

歳

ラ 総 選 挙 ２ ０ １ ６」
（中日新聞社主

よび中日新聞ホームページに掲載さ

年度中に

催）に、今年も、い～わくんが参戦

れます。

東海三県のご当地キャラクターナ

12

進を図るＪＡ愛知北岩倉産直部会で

ＪＡ愛知北岩倉支店

毎週金曜日午前

ださい。

●とき

●ところ

いの広場

集

時～正午

開催しますので、お気軽にお越しく

元野菜の販売を中心とした青空市を

して設けられた「集いの広場」で地

ＪＡ愛知北岩倉支店（☎３７‐６３１１）

い｢わくら産直青空市 ｣を開催します

４月１日以前の人）

します！

私立幼稚園就園奨励費補助金について
子育て支援課児童グループ（☎３８‐５８１０）
●申請方法

は、安心・安全な地元野菜を地域の

市と連携して地産地消型農業の推

保護者に対する補助制度を設けてい

の皆さんへ申請用紙をお渡しします

皆さんへ提供し、地産地消を実践し

す。

ます。

ので、在園する幼稚園を通じて申請

つなげていきたいと考えています。

愛知県が認可する私立幼稚

●対象

なお、６月末までに幼稚園より申

今回、ＪＡ愛知北岩倉支店がリニ

ていくことで、地域の農業の発展に

してください。
請用紙が届かない場合は、子育て支

園児の属する世帯の家

ューアルされ、地域との交流の場と

●補助金額

の保護者

園に在園し、市内に住所がある園児

市では、私立幼稚園へ通う園児の

27 65
援課へお問い合わせください。

10

幼稚園を通じて保護者

28

族構成および所得に応じて異なりま
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27

27

27

28

51
30

協 働 のまちづくりコーナー

い〜わくんの

【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）

バランス食体験＆ヘルシーダイエット夕食準備会
（市民活動助成金事業）
●問合先 「食と健康実践研究塾」五十嵐（☎96-9188）
経験豊富な管理栄養士を中心とした講師陣が、栄養バランスのいい食事になる
主食・主菜・副菜の摂り方講座と実習をします。バランスの取れた食生活の実践により
生活習慣病やアレルギーを減少させ、健康で病気になりにくい体を作りましょう。
●ところ

いわくら大地の里の家（大地町乾出1-5）

●内容

講師

いがらし

五十嵐

けい は

桂葉（保健学博士

愛知江南短期大学名誉教授）

内容
細胞もあなたも家族もきれいになるバランス
のよいヘルシーなごはん（550～650kcal）
を
食べてみませんか。

①バランス食体験食堂

主食・主菜・副菜を中心に、適切量の決め方、
②ヘルシーダイエット
「簡単・早く」を目標に食材の養生効果のお知
夕食準備会
らせ、試食、夕食の準備品を持ち帰ります。

●申込方法

とき
6／7
（火）
、
8
（水）
、
9
（木）
、
14
（火）
、
15
（水）
、
16
（木）
、
21
（火）
、
22
（水）
、
23
（木）
午前11時～午後1時30分
6／9
（木）
、
10
（金）
、
16
（木）
、
17
（金）
第1回：午後2時～
第2回：午後4時～

費用

定員

毎回
700円 各20人

毎回
1,300円 各10人

上記まで直接ご連絡ください。

パティシエになろう！！
●問合先 「岩倉生涯学習市民の会」倉知（☎090-4267-2386）
毎回好評の「子どもたちの職業体験講座」。今回は、「パティシエ」になる夢を描いてみませんか。
●とき

6月11日（土）午後1時～4時

●ところ

生涯学習センター

●講師

大矢

●内容

①座学

料理室

直子さん（ABCクッキングスタジオ講師）

②ケーキ作り
●対象

小学校3年生以上の子ども

●定員

25人

●参加費

500円（材料費）

●申込方法 6
 月4日（土）、5日（日）にNPO法人MODS事務所（三菱東京UFJ銀行岩倉支店前）で整理券を
配布（配布時間

午前10時～午後3時

先着順）。

※参加するには、整理券が必要です。

広報いわくら 平成28年6月号
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～第２回～

岩倉市に巨大地震が発生したら!!
●問合先

危機管理課危機管理グループ（☎３８-５８３１）

岩倉市は、平成２７年度、岩倉市で想定される濃尾地震と同規模の直下型地震に対し、調査・分析・被害予
測を実施しました。その調査結果がまとまりましたので、広報いわくら５月号、６月号、７月号の３回に分け
てその内容をお知らせしています。第２回目は、液状化の被害、地震による建物被害について紹介します。

１

液状化被害について
１.１液状化現象とは？
液状化現象とは、地震の揺れにより地盤が一時的に液体のようになってしまう現象です。

砂などの粒同士がくっつ 地震により、粒同士の結合 砂などの粒は沈下して水
いて、その間を水が満たし がなくなり、水に浮いた状 と分離し、地盤の沈下や亀
て地盤を支えている。
態になる。
裂を引き起こす。

１.２液状化の危険度について
地盤の液状化の危険度を示す液状化指数（PL値）という基準
があります。その基準により、濃尾地震と同規模の地震が発生し
た場合の液状化の危険度について調査した結果、岩倉市の中部～
南部において液状化の可能性が高いという結果になりました。こ
れは、
「～第１回～岩倉市に巨大地震が発生したら!!」でお伝え
したとおり、岩倉市の中部～南部地域は氾濫平野という比較的地
盤の弱い地域であるためこのような結果となりました。
2

図

地震による建物被害

濃尾地震と同規模の地震が発生した場合の
液状化危険度分布図

濃尾地震と同規模の地震が発生した場合を想定して建物被害
揺れ

予測を行った結果、市内では揺れや液状化により全壊4,333棟、

生した場合、最大で21件の出火が予測され、延焼により2,458

半壊被害

4,154棟

3,847棟

液状化

半壊4,147棟の被害が発生すると予測されました。
また、最も地震火災が発生しやすい冬の夕方18時に地震が発

全壊被害

合計

表

179棟

300棟

4,333棟

4,147棟

濃尾地震と同規模の地震が発生した場合の
建物被害予測結果

棟の焼失被害が生じる可能性があると予測されました。
次回、７月号には市内の人的被害、そして地域防災力の向上についてお知らせします。
※

今回の調査について、広報いわくら４月１５日号と同時配布した、「地震防災ガイドブック」に詳細情報を記
載していますので、ぜひご覧ください。
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イベント
子育て支援センター育児講座

ベビーマッサージとヨガでふれあいあそび
子育て支援センター
（市民プラザ内☎38‐3911）

「アナログ ゲーム タイム」
第四児童館
（☎37‐6815）

高齢者

どなたでも

募
健

集 ……… P25
康 ……… P29

お知らせ ……… P31

イベント
みどりのコンサート
〜寺田弦楽四重奏団
地域交流センターみどりの家
（☎66‐6700）
セントラル愛知交響楽団コンサー
トマスター寺田史人を中心に同楽団
メンバーにより結成された『寺田弦
楽四重奏団』の久々の登場です♪
入場無料。
てら だ ふみ ひと
じん
田
史
人
、神
●演奏
バイオリン…寺
の れい こ
よ だ いく こ
野玲
子、ビオラ…依田郁子、チェロ
いし ばし たか ひろ
…石橋隆弘
●曲目 シューベルト：弦楽四重奏
曲第14番ニ短調D.810「死と乙女」、
モーツァルト：弦楽四重奏曲第4番
ハ長調K.157 ほか
●とき 6月16日㈭午後6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
来場はご遠慮ください。

広告
広報いわくら 平成28年6月号
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お知らせ

岩倉市子ども行動計画に基づき、
小中高生世代の居場所づくり事業に
取り組んでいます。
「アナログ ゲーム タイム」
●とき 7月2日㈯午後1時30分〜3
時
●ところ 第四児童館
●対象 小中高生世代
●内容 ボードゲームやカードゲー
ムなどのアナログゲームで遊びます。
「学習スペース」
●とき
・平日 下校後〜午後5時30分
・土曜日・学校休業日 午前9時30
分〜午後5時30分（イベント時を除
く）
●ところ 第四児童館

子ども

康

広告

児童館小中高生世代の居場所づくり事業

対象

健

毎年7月第3土曜日は、「勤労青少
年の日」と定められており、本市で
は、その一環として市内の勤労青少
年を対象にして、
「勤労青少年の日」
記念行事（例年はボウリング大会）
を7月15日㈮に開催します。ぜひ、
ご参加ください。
詳しい内容は6月上旬に掲載予定
の岩倉市ホームページ（アドレス裏
表紙参照）でご確認ください。

6月は、10年前にみどりの家で結
成されたジャズバンド「サニー サ
イド サウンズ」の出演です♪
入場無料。
●とき 6月19日㈰午後２時〜
●ところ みどりの家ふれあい交流
ホール
●出演 サニー サイド サウンズ
●演奏曲 「コンファメーション」
「ウェイブ」「ス・ワンダフル」ほか
※駐車場がありませんので、車での
来場はご遠慮ください。

イベント ……… P20

集

｢勤労青少年の日｣ 記念行事実行委員
会事務局（商工農政課内☎38‐5812）

地域交流センターみどりの家
（☎66‐6700）

Iwakura City Information

募

勤労青少年の日記念行事

ミニミニコンサート

イベント

●とき 6月20日㈪午前10時〜11
時30分
●ところ 子育て支援センター活動
室
さだ まつ さ や か
●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12月〜平成28年
3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 6月1日㈬午前9時から
受け付けます（電話可）。
●申込締切 ６月15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。

情報コーナー

イベント
市民スペース情報
生涯学習課生涯学習グループ
（☎38‐5819）

イベント
募
集
健
康
お知らせ

市役所庁舎市民ギャラリー
【パソコン描画作品展】
●とき 6月13日㈪午前10時〜19
日㈰午後5時
●問合先 五十嵐（☎37‐4465）
【岩倉絵画協会展】
●とき 6月20日㈪午前9時〜26日
㈰午後4時
●問合先 松下（☎66‐2581）
市役所庁舎ミニステージ
【ミニ・コンサート】
●とき 6月5日㈰午前10時30分〜
午後0時30分
●問合先 近藤（☎090 ‐ 8153 ‐
0114）
生涯学習センターギャラリー
【伊勢型紙を楽しむ会・作品展】
●とき 6月8日㈬午前10時〜14日
㈫午後3時
●問合先 根田（☎37‐7557）
【墨戯サークル・小品展】
●とき 6月13日㈪午前10時〜19
日㈰午後4時
●問合先 吉田（☎66‐3484）
【岩倉ぴんぼけ会・月例会作品展】
●とき 6月26日㈰午後5時〜7月2
日㈯正午
●問合先 田中（☎66‐2792）

広告

21

第3回「岩倉軽トラ市」
岩倉軽トラ市実行委員会事務局
（商工農政課内☎38‐5812）

今年度は、場所を「八剱憩いの広
場」から「JA愛知北岩倉支店駐車
場および集いの広場」に変更して開
催します。ご注意ください。
●とき 6月19日㈰午前9時〜正午
※小雨決行
●ところ JA愛知北岩倉支店駐車
場および集いの広場（本町神明西
11）
●主な出品物 農産物、飲食物、雑
貨など
※出品物は変更されることがありま
す。
●イベント 「あすなろ太鼓」によ
る演奏
1回目 午前10時〜
2回目 午前11時〜
※天候により中止になる場合があり
ます。
●来場者駐車場 くすのきの家（中
本町西出口15‐1）
●主催等 主催…岩倉市、NPO法
人いわくら観光振興会、主管…岩倉
軽トラ市実行委員会、後援…岩倉市
商工会、JA愛知北

広告
広報いわくら 平成28年6月号

児童館行事親子チャレンジ教室

「料理するパパはかっこいい」
第五児童館（☎66‐0817）
地域の人から多彩な技術を親子で
学び、ふれあう場として「親子チャ
レンジ教室」を行います。
●とき 6月25日㈯午後1時30分〜
3時30分
●ところ おか 第五児童館
もと やす し
●講師 岡本靖史さん（おやじの休
日の会代表）
●内容 魚をさばく体験
●参加対象 父親と小学生の子ども
（母親の見学は可能です）
●参加費 1組500円
●定員 親子15組（先着順）
●申込方法 最寄りの児童館でお申
し込みください。
子育て支援センター育児講座

“親子で楽しくリトミック”
子育て支援センター
（市民プラザ内☎38‐3911）
お子さんと触れ合う時間の少ない
パパ。子どもと一緒に音楽に合わせ
て、体を動かして楽しくあそびまし
ょう。
●とき 7月2日㈯午前10時〜11時
30分
●ところ の 子育て支援センター
むら
●講師 野村ゆかりさん（リトミッ
ク研究センター 上級指導者）
●対象 1歳〜2歳の子どもとその
パパとママ
●定員 親子10組前後
●申込受付 6月20日㈪午前9時か
ら受け付けます（電話可）。
●申込締切 6月30日㈭

イベント
岩倉市文化協会
夏の作品展
生涯学習課生涯学習グループ
（☎38‐5819）
今回は加盟団体の岩倉絵画同好会
が日頃の活動の成果を発表します。
【第86回岩倉絵画同好会作品展】
●とき 6月6日㈪午前10時〜11日
㈯午後4時
●ところ 市役所2階市民ギャラリ
ー

大切な人を亡くされた人のお
話会

お知らせ

トレーニング講習会
総合体育文化センター（☎66‐2222）
総合体育文化センターのトレーニング室を利用するためには、講習会の受
講が必要です。
なお、講習会では一般の人もトレーニング室を利用されていますのでご了
承ください。
●講習内容 ①オリエンテーション②器具の説明③実技
●対象 16歳以上
●定員 1回の講習につき10人
●費用 200円
●申込方法 総合体育文化センターへ申し込んでください。
申し込みは、1人につき1人とし、電話での申し込みはできません。
月・日
時間

７月
２

６

９

11

13

16

19

24

28

土

水

土

月

水

土

火

日

木

10：30〜11：30
13：30〜14：30
19：30〜20：30

○
○

○
○

○
○

康

●とき 6月19日㈰午前10時45分
〜正午（雨天決行）
●ところ 社会福祉法人一期一会福
祉会特別養護老人ホーム岩倉一期一
会荘（北島町二本木７番地）
「出店について」
フリーマーケットに出店していた
だける人も募集しています。
●申込締切 6月8日㈬
●出店料 無料
●その他 申し込み内容を確認のう
え、出店をご遠慮いただく場合があ
ります。

●とき 6月18日㈯
（午前の部）午前10時〜正午（受付時間：午前9時30分〜11時30分）
（午後の部）午後2時〜5時（受付時間：午後1時30分〜4時）
●ところ 第三児童館（下本町）
●定員 100人程度
●申込方法 電話で環境保全課までお申し込みください。各児童館にある所
定の用紙で申し込むこともできます。
●申込開始日 6月1日㈬
●その他 サンドブラストを施したグラスについては、一旦お預かりし、キ
ャンドルキャンペーンに使用させていただきます。※グラスはキャンドルキ
ャンペーン終了後にお返しします。
②キャンドルキャンペーン
会場の電気を消灯し、約1,000個の空きびんにろうそくを入れて点灯しま
す。
●とき 6月18日㈯午後7時30分〜8時
●ところ お祭り広場（下本町）※雨天の場合は第三児童館
●定員 なし。どなたでも参加できます。
●その他 過去にサンドブラスト工芸教室で作ったグラスやびんをお持ちい
ただければ、一緒に並べることもできます。
●協力団体 石塚硝子株式会社、坂本硝子工業株式会社、岩倉市婦人会、幸
の風四つ葉グループ

健

岩倉一期一会荘花むすび・長縄
（☎81‐8158）

①サンドブラスト工芸教室
石塚硝子株式会社から提供を受けた透
明なグラスに砂で表面にすりガラス状の
模様をつけてデザインを施します。

集

弘法様青空市フリーマー
ケット

環境保全課環境グループ（☎38‐5808）

募

大切な人を亡くされた経験のある
人同士でお話をする機会を設けま
す。
経験者、地域包括支援センター職
員が聞き役で参加します。
●とき 6月28日㈫午後1時30分か
ら3時までの間、ご自由にお越しく
ださい（申込不要）。
●ところ 市役所2階レストランさ
くらん坊
●参加費 お茶代350円
●対象者 ご家族を亡くされた人等

CO2削減／ライトダウンキャンペーン

イベント

長寿介護課長寿福祉グループ（☎38‐5811）、
地域包括支援センター（☎38‐0303）

地球温暖化防止を考える

○
○
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イベント
「あみ〜ご」の七夕会
福祉課障がい福祉グループ（☎38‐5809）
または、社会福祉協議会（☎37‐3135）

イベント
募
集

「あみ〜ご」は、心が疲れている
なあと感じている人や、家から一歩
を踏み出したい人が、無理なくゆる
やかに参加できる場所で、精神障害
者家族会、ボランティアの人たちに
より開催されています。
その「あみ〜ご」が、七夕会を開
催します。仲間やボランティアと、
食事やゲームをしながら、楽しい時
間を過ごしませんか。
事前に申し込みの必要はありませ
んので、初めての人もお気軽にお越
しください。
● と き 7月1日 ㈮ 正 午 〜 午 後3時
（受付：午前11時30分〜）
●ところ ふれあいセンター3階視
聴覚室兼研修室
●参加費 1人200円

『市制45周年いわくら夏まつり市民盆おどり』の民踊講習会
商工農政課商工観光グループ（☎38‐5812）
8月19日㈮、20日㈯に開催する「市制45周年いわくら夏まつり市民盆お
どり」で、皆さんに踊りを楽しんでいただくため、民踊講習会を行います。
●とき 6月17日㈮午前10時〜正午（受付は午前9時30分）
●ところ か 総合体育文化センター多目的ホール
ち ほう しん
●講師 可知豊親さん（日本民踊研究会会長）
●参加料 500円（当日、会場でお支払いください）

いわくらフリーマーケット開催および出店者募集
商工農政課商工観光グループ（☎38‐5812）

健
康
お知らせ

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。
当日は、みのりの里、さくら・ワーク、さくらん坊の出店、い〜わくんの
来場もありますので、ぜひお越しください。
〈いわくらフリーマーケット開催〉
●とき 7月2日㈯午前10時〜午後1時
※入場は午後0時30分までとします。
●ところ 総合体育文化センター1階多目的ホール
〈出店者募集〉
●出店日時 7月2日㈯午前10時〜午後1時
※出店者の受付は、午前9時15分から行います。
普通救命講習会
●募集店舗数 28店舗
消防署
●店舗の大きさ 1店舗あたり約5㎡
（☎37‐5333）
●出店資格 市内在住・在勤・在学で、高校生以上の個人
消防署では、毎月9日に、普通救 ●出店費用 無料
命講習会を開催しています。
●申込先・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
AEDの使用を含めた心肺蘇生法 き、商工農政課商工観光グループまでお送りください。
や、
止血法の講習会を行っています。 ※申し込みは1世帯につき1枚まで
すでに受講された人については、
2年から3年ごとに再講習を受けて
いただきますようお願いします。
●とき 毎月9日午後1時30分から
3時間
●ところ 消防庁舎2階大会議室
●定員 1回の講習で30人
●申込方法 随時消防署で受け付け
ています（電話可）
。
10人以上の受講者があるときは、 ●申込締切 6月15日㈬（当日消印有効）
日時や会場を調整して出向くことも ※申込多数の場合は抽選とさせていただきます。6月20日㈪以降に抽選結果
できます。詳しい内容については岩 を返信はがきでお知らせします。
倉市ホームページ（アドレス裏表紙 ※当日は、第1・第2駐車場に駐車していただき、搬入出については駐車場
参照）で確認してください。
から各自で行っていただきます。
※指導員は、救急救命士・救急隊員 【出店における注意事項】
が担当します。
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。また、当日これらの品を
販売されている場合は、撤去をお願いすることもあります。
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イベント
認知症サポーター養成講座＆ケアドカフェ
「ひろみ」による出張認知症カフェ
長寿介護課長寿福祉グループ
（☎38‐5811）

「個別経営相談会」

商工農政課商工観光グループ（☎38‐5812）
E-mail：shokono@city.iwakura.lg.jp
事業所における売り上げアップ、販路開拓、広報・PR、新規事業展開な
どを相談できる「個別経営相談会（前期分）」を開催します。経営相談のス
ペシャリストがあなたの挑戦への相談をお待ちしています。
●とき・ところ等
相

談

日

時

間

相談時間等

場

所

7月6日㈬

15：00〜18：00

1回1時間（3枠）

岩倉市商工会館2階
研修室

8月8日㈪

15：00〜18：00

1回1時間（3枠）

岩倉市商工会館2階
研修室

9月5日㈪

15：00〜18：00

1回1時間（3枠）

岩倉市商工会館2階
研修室

●相談コーディネーター

募
集

・秋元祥治さん（岡崎ビジネスサポー

舞 さん（岡崎ビジネスサポー

トセンターOKa-Biz副センター長）

康

から1年半で2,285件の相談を受ける

・髙 嶋

健

トセンターOKa-Bizセンター長）開設
OKa-Biz 、産業支援界の若きホープ

愛知県教育委員会義務教育課
（☎052‐954‐6790）
6月10日 ㈮ か ら7月4日 ㈪ ま で の
間、小牧市立図書館や江南市立図書
館を始め、県内25カ所の教科書セ
ンターで教科書展示会を開催しま
す。
また、展示会場には投書箱を用意
しますので、教科書に対するご意見
やご要望をお寄せください。
開館時間、休館日等は、それぞれ
の施設の規定によります。
会場等については、愛知県教育委
員会義務教育課のホームページにも
掲載しています。
（http://www.pref.aichi.jp/kyoi
ku/gimukyoiku/index.html）

●募集定員 （前期）全3日間、延べ9組（先着順）
●申込資格 市内で事業を営んでいる中小企業・小規模事業所経営者、起業
家
●申込方法 岩倉市ホームページ（アドレス裏表紙参照）からダウンロード
もしくは、市役所4階商工農政課に設置してある所定の申し込み用紙をご記
入いただき、直接、市役所4階商工農政課までお持ちいただくか、FAXまたは、
メールで提出してください。
●申込開始日時 6月6日㈪午前9時〜
※申込開始日時以前に申込みをいただいた場合は受付できませんので、あら
かじめご了承ください。また、相談日時に関しては、受付後、追ってご連絡
します。

七夕おはなし会
生涯学習課図書館グループ（☎37‐6804）
●とき 7月2日㈯午後3時〜
●ところ 図書館2階視聴覚室
●出演 岩倉市図書館読み聞かせボランティア「おはなし会」
●内容 絵本・紙芝居の読み聞かせ、パネルシアター、工作
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お知らせ

教科書展示会

イベント

認知症のこと、介護のこと、悩み
や不安、これからのことを語り合い
ませんか？
おいしいお菓子と飲み物をご用意
して、お待ちしています。
●とき 7月10日㈰ 午後1時30分
〜3時30分（受付午後1時〜）
●ところ 特別養護老人ホーム 岩
倉一期一会荘 花むすび 会議室
（北島町七反田15番地）
●参加費 200円（お菓子・飲み物
付）
（事前申し込みは不要です）
●内容 ①考える：認知症サポータ
ー養成講座、②話す：ケアドカフェ
「ひろみ」による出張認知症カフェ、
③知る：ユニット型特別養護老人ホ
ーム岩倉一期一会荘花むすび見学会
（希望者のみ）
●主催 いわくら認知症ケアアドバ
イザー会
●後援 岩倉一期
一会荘

市内で事業を営んでいる皆さんへ

募
市営大山寺住宅の入居希望者
都市整備課営繕グループ
（☎38‐5814）

イベント
募
集
健
康
お知らせ

市営大山寺住宅に空き家がでたと
きの入居者を募集します。
今回の募集は、平成29年3月31
日までに退去される住戸を対象にし
ています。選考基準により入居順位
を決め、上位の人から入居していた
だきます。
●所在地 大山寺町前畑2
●構造 中層耐火住宅4階建・3K・
水洗トイレ・浴室等付き
●家賃
★1棟…昭和47年度建設9,900円〜
22,900円
★2棟…昭和47年度建設10,400円
〜23,400円
★3棟…昭和48年度建設11,400円
〜26,500円
●申込基準 次のすべてに該当する
人が申し込みできます。
①条例で定められた収入基準内であ
ること
②同居親族または同居予定親族（婚
約者）があること（なお、申込日時
点で満60歳以上等、所定の要件を
満たしている人は単身者でも申し込
みできます）
③現に住宅に困っていることが明ら
かなこと
④市内にお住まいかお勤めされてい
ること
⑤申込者および同居者が暴力団員で
ないこと
⑥市税等を滞納していないこと
●申込用紙の配布と受付期間 6月
6日㈪〜17日㈮（土・日曜日を除く）
●選考方法 書類審査・住宅困窮度
実態調査を行い、入居者選考委員会
で決定します。
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集

市民ボウリング大会参加者
岩倉市体育協会事務局
（生涯学習課内☎38‐5819）

●とき 6月19日㈰午前9時30分〜
（受付午前9時〜）
●ところ 小牧国際ボウル（小牧市）
●試合方法 個人戦 順位は2ゲー
ムの合計点で決定
女性、65歳以上の女性、70歳以
上の男性、小学生、中学生の区分に
ハンディキャップがあります。ただ
し、過去5年間の大会で入賞（優勝
〜6位）した人は、ハンディキャップ
がありません。また、過去3年の優
勝者には、1ゲームにつき20点のマ
イナスハンディキャップがあります。
●参加費 1,500円
●表彰 入賞、とび賞、各部門賞、
参加賞
●対象 小学校3年生以上（小学生
は保護者同伴）で市内在住・在勤・
在学の人または、体育協会会員およ
び体育協会賛助会員。
●定員 150人（先着順）
●申込締切 6月13日㈪
●申込先 岩倉市体育協会事務局
（市役所6階生涯学習課スポーツグ
ループ内）

岩倉市のPRのための「小牧
平成夏まつり」参加者
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）
市外へ向けた岩倉市の更なるPR
のため、昨年度に引き続き、市民活
動団体等とともに「小牧平成夏まつ
り」に参加します。今回、一緒に提
灯山車行列の山車の練り歩きや踊り
のパフォーマンスに参加していただ
ける人を募集します。
小牧平成夏まつりの様子はこちら
https://www.youtube.com/wat
ch?v=VruABQSQraA/
なお、踊りに参加される人は、事
前に週1回程度の練習（参加自由）
を行います。参加を希望される人に
は、お申込後、別途ご連絡します。
●とき 7月23日㈯・24日㈰午後5
時30分〜9時30分
●ところ 小牧市市民会館〜小牧駅
東メロディーパーク間
●参加料 無料（軽食付）
●参加資格 市内在住・在勤・在学
者 ※高校生以下の人が参加される
場合は、保護者の同伴が必要です。
●申込方法 岩倉市観光情報ステー
ションに直接または、お電話でお申
し込みください。
●申込締切 6月24日㈮午後5時ま
で

就職フェアIN江南「合同企業説明会」参加企業
岩倉市商工会（☎66‐3400）
犬山市、江南市、岩倉市、大口町、扶桑町の企業と若年求職者（大学生等
含む）のマッチングの場を提供し、若年者の就職機会の拡大と区域内の企業
の皆さんの人材確保を支援するため、「合同企業説明会」を開催します。
●とき 9月8日㈭午後1時〜4時
●ところ すいとぴあ江南1階多目的ホール（江南市草井町西200）
●募集企業数 25社程度（犬山市、江南市、岩倉市、大口町、扶桑町内に
営業拠点がある事業所）
●来場予定者 大学・短大等の学生を含む45歳未満の若年求職者およびそ
の家族
●実施方法 各企業ブースで事業内容・求人内容について説明をしていただ
きます。
●参加費 岩倉市商工会会員企業は無料、非会員企業は3,000円
●申込締切 7月1日㈮

募
平成28年度

集

総合体育文化センター

教室案内

総合体育文化センター（☎66 2222）
●料金

月3回

曜日

月額1,800円（一部を除く） ●申込先

教室名

火

目覚めの朝に体をリフレッシュ

弱

18歳以上の男女

30人

ピラティスの基本的な動き

弱

18歳以上の男女

30人

シェイプアップ エアロ

19:30~20:30

脂肪燃焼を高め、ストレス解消

中

18歳以上の男女

30人

産後ケア
※3,500円/月

10:00~11:30

ストレッチや骨盤調整などのエクササイズ

弱

産後2カ月~の母親

20人

ボディエクササイズ
※3,500円/月

13:00~14:00

バランスボールを使ったエクササイズ

弱

18歳以上の男女

20人

リラックス

ヨガ

11:00~12:00

身体と心を徐々にあたためる

弱

18歳以上の男女

30人

ダイエット

ヨガ

13:30~14:30

呼吸を意識して代謝を上げる

弱

18歳以上の男女

30人

柔軟性を高め代謝を上げる

中

18歳以上の男女

30人

10:00~10:55

ママと赤ちゃんで一緒に楽しむ

弱

1歳~2歳とその保護者

20組

ベビーマッサージ&サイ
ン（不定期開催）

11:00~11:55

生後1カ月の赤ちゃんから楽しむ

弱

1カ月~1歳とその保護者

20組

ヨガ&ピラティス

19:30~20:30

身体全体を意識してゆっくり動く

弱

18歳以上の男女

60人

ベビーヨガリズミック
（不定期開催）

9:45~10:45

弱

未就園児とその保護者

25組

エアロビクスの基本的な動き

弱

18歳以上の男女

30人

キッズ・ヒップホップ①

16:00~17:00

基礎から学ぶダンス教室

弱

年中~小学校3年生

30人

キッズ・ヒップホップ②

17:15~18:15

リズム感を付け柔軟性を高める

弱

小学校4年生~6年生

30人

ちりめん細工※2,400円
/月(材料費別)

10:00~11:30

江戸時代からの歴史を持つ伝統手芸

−

一般

20人

親子で学ぶゆとりのこころ

弱

未就園児とその保護者

40組

9:15~10:45

親子ふれあい体操教室②

11:15~12:45

創造性、独創性を高めて学ぶ

弱

未就園児とその保護者

40組

バレトン

13:00~14:00

バレエとヨガを合わせた運動

弱

18歳以上の男女

30人

※教室の内容等が一部変更する場合があります。

※開催日の詳細については、総合体育文化センターまでご確認ください。

産後ケア
産後に限らず、女性特有の良くありがちなプチ不調などを解消する、自宅でも行えるセルフケア指導や気持ち
の整理にも役立つちょっとしたワークを行い、ココロのケアをしていきます。
第2期:6/6・13・20
ボディエクササイズ
ボールを使って筋トレ~ストレッチ・有酸素運動を行います。腰痛や肩こりの緩和や体の引き締め効果もあり
ます。 第2期:6/6・13・20
ベビーヨガリズミック
赤ちゃんに無理のない形でヨガのポーズをとらせ、ママと赤ちゃんが一緒に楽しく動きます。首すわり~ヨチ
ヨチ歩きくらいまでの赤ちゃんとママが対象です。（目安として1歳~2歳までの未就学児）
第1期:6/15・22・29、7/13・20、8/3 第2期:8/24・31、9/7・21・28、10/5
ベビーマッサージ&サイン
ヨガで体を動かし、たっぷりとママと楽しんだ後に優しくマッサージを受けます。穏やかな心となり、リラッ
クスし精神状態が安定します。
第1期:6/15・22・29、7/13・20、8/3 第2期:8/24・31、9/7・21・28、10/5

広報いわくら 平成28年6月号

26

お知らせ

親子ふれあい体操教室①

康

創造性、独創性を高めて学ぶ

13:00~14:00

健

9:15~10:45

楽しいエアロ

イベント

金

定員

13:30~14:30

親子ふれあい体操教室

木

対象目安

ピラティス

フロー・ヨガ
水

強度

集

月

9:30~10:30

内容

募

グッドモーニング ヨガ

時間

総合体育文化センター（申込は随時受け付けています）

募
夏休みの一日「親子ごみ探検
教室」の参加者

集

消費生活相談員養成研修の研修生

イベント
募
集
健
康
お知らせ

環 境 保 全 課 廃 棄 物 グ ル ー プ（ ☎
38 5808）

愛知県県民生活部県民生活課（☎052-954-6165（ダイヤルイン））、
ホームページ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminseikatsu/0000067953.html

岩倉市で集められたごみと資源の
ゆくえを親子で探り、リサイクルの
工程を目で見て学べる「親子ごみ探
検教室」の参加者を募集します。
●とき 7月22日㈮午前9時30分~
午後4時ごろ
●見学施設 午前中は、プラスチッ
ク製容器包装のリサイクル工場を探
検します。…㈱アイホクホワイトプ
ラント（北名古屋市）
午後からは、ペットボトルのリサ
イクル工場とごみ処理施設を探検し
ます。…UR中部㈱（小牧市）、小牧
岩倉エコルセンター（小牧市）
●対象者 市内の小学校児童とその
保護者。親子1組としてご参加くだ
さい。
●定員 30人（先着順）
●その他 市のバスで移動します。
昼食は小牧市勤労センターのレスト
ランでとる予定です（別途食事代が
必要となります）
。集合場所や行程、
注意事項等詳細は参加者決定後にご
連絡します。
●申込方法 電話でお申し込みくだ
さい。
●申込締切日 7月7日（木）

法令などの講義や実地研修を通じて「消費生活相談員資格試験」の合格を
目指す「消費生活相談員養成研修」を開講します。
詳細はホームページまたは、市役所4階商工農政課で配布する募集案内を
ご覧ください。
●実施時期 7月4日（月）〜11月24日（木） 平日51日間
●研修場所 座学研修は名古屋駅近辺、実地研修は県の消費生活相談窓口
●対象 「消費生活相談員資格試験」合格後、県内の消費生活相談窓口で勤
務することを希望する人等（就職を保証するものではありません）
●募集人数 25人程度
●募集方法 ホームページ等から必要書類を入手・作成し、6月8日(水)ま
で(必着)にお申し込みください（選考あり）。
●受講料 無料（修了者には原則として交通費相当額を支給）

手話奉仕員養成講座（基礎課程）の受講者
福祉課障がい福祉グループ（☎38-5809）
聴覚に障害のある人の社会参加を支援するため、手話奉仕員養成講座（基
礎課程）の受講者を募集します。
●とき 7月9日から平成29年1月14日までの毎週土曜日（一部除外日あり）
午前10時~正午、全23回
●ところ ふれあいセンター
●対象 市内在住または在勤の18歳以上の人で、手話奉仕員養成講座（入
門課程）修了者
●募集人数 20人
●費用 教材費（テキスト代3,240円）
●申込方法 7月1日（金）までに岩倉市社会福祉協議会（☎37 3135）に
お申し込みください。

スポーツレクリエーション協会の会員（4/15号広報より追加分）
岩倉市体育協会事務局（生涯学習課内 ☎38 5819）
下表のとおり追加がありましたのでお知らせします。
●ダンス&エアロビクスサークル
名称

会場

FIT

南部中学校体育館

とき
毎週木曜日

※申し込みは直接会場で受付となります。
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19:30~21:30

会費
3カ月

3,000円

対象

募集人員

代表者

16歳以上の女性

多数

河村敦子

募
第31回国民文化祭あいち2016 岩倉ポ
ップスコンサート 子どもコーラス参加者

生涯学習課生涯学習グループ
（☎38 5819）

家族で参加する水道施設見学ツアー参加者
津島市上下水道部管理課内尾張水道連絡協議会事務局
（☎0567 24 1111内線2442）
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康

●試験実施日 10月2日（日）
●試験案内配布期間 7月4日（月）まで
●受験資格 次の①および②に該当する人
①保健・医療・福祉の各分野で合計5年以上（一部の対象者は10年以上）の
実務経験がある人
②①の業務に従事している勤務地が愛知県にある人、もしくは、現在①の業
務に従事していないが、住所地が愛知県にある人
●試験案内および願書の配布場所 市区町村役場、愛知県高齢福祉課、県福
祉相談センター地域福祉課、県民相談室、愛知県社会福祉協議会
●願書の受付期間 6月3日（金）〜7月4日（月）

健

愛知県社会福祉協議会福祉人材センター 介護支援専門員実務研修受講試験係（〒461-0011名古
屋市東区白壁1-50、☎052-212-5530（6月3日（金）〜9月30日（金））052-212-5516（左記期間以外）

集

第19回愛知県介護支援専門員実務研修受講試験

募

岩倉市が加盟する尾張水道連絡協
議会では、小学生(4~6年生)とその保
護者を対象に、水道施設等の見学を
通じて、「水道」について関心と理解
を深めていただくために「家族で参
加する水道施設見学ツアー」を実施
します。
ツアーの概要
●とき 8月3日(水) ※雨天決行
●行先 水の歴史資料館（名古屋市）、
鍋屋上野浄水場および旧第一ポンプ
所（名古屋市）
●見学内容 名古屋市の上下水道事
業の歴史や役割について、そして防災について学びます。午後4時30分ごろ
集合場所で解散予定です。
●集合場所 小牧勤労センターまたは津島市生涯学習センター(午前9時30
分出発)
●募集対象 尾張水道連絡協議会に加盟する市町村(岩倉市含む）にお住ま
いの小学生(4~6年生)とその保護者。
●募集人数 各集合場所40人(合計80人)応募多数の場合は抽選とします。
●参加費用 1人1,000円 ※ツアー当日に現金持参。
●応募方法 7月11日(月)(必着)までに参加者全員の住所、氏名、年齢、学
年(児童のみ)、連絡先(携帯電話可)、バス乗車希望場所(小牧勤労センターま
たは津島市生涯学習センター)を明記し、郵便はがきを送付またはEメールを
送信してください。Eメールで申し込みの場合は件名に「水道PR事業」と明
記してください。7月下旬ごろに当選通知書または、落選通知書の発送をし
ます。
※行程は予定であり、天候や交通状況等により変更となる可能性があります。
●申込先 〒496 8686 津島市立込町2丁目21番地 津島市上下水道部管
理課内尾張水道連絡協議会事務局
Eメール suido̲kanri@city.tsushima.lg.jp

イベント

国内最大級の文化の祭典「国民文
化祭」が愛知県内全域で開催されま
す。岩倉市では、
「岩倉ポップスコ
ンサート」を開催し、子どもコーラ
スとして参加していただく人を募集
します。プロのオーケストラの演奏
で歌ってみませんか。
「岩倉ポップスコンサート」開催
案内
● と き 11月20日（ 日 ） 午 後2時
開演（午後1時30分開場）
●ところ 総合体育文化センター
多目的ホール
●内容 コンサートの前半はセント
ラル愛知交響楽団、ソプラノ歌手・
加藤恵利子さんおよび子どもたちの
合唱による音楽物語「サウンド・オ
ブ・ミュージック」を、後半は「ウ
エストサイドストーリー」を岩倉市
ジュニアオーケストラとセントラル
愛知交響楽団との合同オーケストラ
で演奏します。
子どもコーラス参加者募集
●対象 小学生~高校生までの男女
●参加費 無料
●練習日 8月~11月の土曜日のう
ち8回程度
●練習会場 岩倉南小学校きらきら
広場 ほか
●曲目 ドレミの歌、エーデルワイ
ス ほか
●募集人数 20人程度
●募 集 期 間 6月1日（ 水 ）~24日
（金）
●応募方法 市役所6階生涯学習課
までお問い合わせください。
※申し込みには保護者の同意が必要
です。

集

健

康

募

健康マイレージ対象事業
栄養教室「減ら塩ても美味三昧」
へ

し

び

み

ざん まい

健康課健康支援グループ
（保健センター内☎37 3511）

イベント
募
集
健

毎月19日は「食育の日」。食生活
改善推進員が簡単料理を紹介しま
す。
● と き 7月20日（ 水 ） 午 前10時
~午後0時30分
●ところ 保健センター2階栄養指
導室
●講師 食生活改善推進員・栄養士
●内容 栄養ミニ講座、調理実習
●対象 美味しい減塩食に興味のあ
る人（男女は問いません）
●参加費 400円（食材費）
●持ち物 エプロン・手拭タオル・
筆記用具・いわくら健康マイレージ
事業ポイントカード
※ポイントカードをお持ちでない人
には、当日お渡しします。
●定員 20人
●申 込 期 間 6月2日（ 木 ）~7月8
日（金）
（先着順）
●申込 保健センターで受け付けま
す(電話可)。

康
お知らせ

神経難病患者・家族のつどい
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 6月10日（金）午後1時30
分~3時30分
●ところ 江南市布袋ふれあい会館
（江南市布袋町東359）
●内容 講義「病気とのつきあい
方」
、患者・家族交流会
●対象 パーキンソン病や脊髄小脳
変性症などの神経難病の患者さんと
その家族 すず き よし ひろ
●講師 鈴 木 欣 宏 さん（尾北医師
会 結ファミリークリニック医師）
●その他 保険料として年1回50円
を徴収させていただきます。
●申込 6月9日（木）までにお申
し込みください。
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集

「新成人のつどい」企画・運営ボランティア
生涯学習課生涯学習グループ（☎38 5819、FAX 66 6380、
Eメール：shogaigaku@city.iwakura.lg.jp）
今年度成人を迎える人で、「新成人のつどい」の企画・運営などを担当し
ていただくボランティアを募集します。
「新成人のつどい」開催案内
●とき 平成29年1月8日（日）午前11時開式（午前10時30分開場）
●ところ 総合体育文化センター多目的ホール
●対象者 平成8年4月2日から平成9年4月1日までに出生された人
※新成人のつどいは、岩倉市に住民票がない人でも参加できます。
ボランティア募集
●活動内容 平成28年9月中旬から月に1~2回程度会議を行い、新成人の
つどいの内容の企画、記念品の選定や当日の運営を行っていただきます。
●募集人数 15人程度
●募集期間 7月22日（金）まで
●応募方法 生涯学習課までお越しいただくか、電話・FAX・メールでご連
絡ください（友達同士での申し込みも可です）。
生涯学習地域連携講座

岩倉総合高等学校「楽しい陶芸教室」受講者

愛知県生涯学習推進センター
（〒460 0001名古屋市中区三の丸3 2 1、☎052 961 5333）
初心者を対象として、陶芸の基礎を体験していただきます。
●講座日程 ①7月23日（土） ろくろで湯呑みづくり、②7月24日（日）
ろくろで茶碗づくり、③7月30日（土） タタラ成形によるコーヒーカップ
づくり、④7月31日（日） 湯呑みの絵付け 計4回 いずれも午前9時~11
時30分
●ところ 岩倉総合高等学校（北島町川田1番地）
●定員 20人
●教材費 2,500円
●申込 6月1日（水）~24日（金）締切日当日消印有効
●申込先 往復はがきの往信裏面に氏名、住所、電話番号、年齢、性別およ
び「岩倉総合高校希望」と明記のうえ、愛知県生涯学習推進センターまでお
申し込みください。
※定員を超えた場合は抽選です。返信はがきで結果を通知します。
●後援 岩倉市・岩倉市教育委員会

児童館パート職員および学生アルバイト
第一児童館（☎38 1106）
児童館では、夏休み期間中の放課後児童クラブパート職員および学生アルバ
イトを募集します。
名称

賃金

勤務時間

パート職員

870円

学生アルバイト

830円

1日5~6時間
(時差勤務あり）

応募資格
保育士・教員資格等を有する人
（資格のない人も受け付けます）
18歳以上の健康で子どもが好きな人

健
「プレママと産後ママの
交流会」

健康課健康支援グループ
（保健センター内☎37 3511）

康

妊婦さんと30歳以上の人の
成人歯科健康診査

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 7月3日（ 日 ） 午 前10時
~11時30分
●ところ 消防署2階大会議室
●内容 講演「こどもを事故から守
ろう」、実技「こどもの救急救命法」
●講師 岩倉市消防職員（救急救命
士）
●対象 乳幼児の親等
●定員 30人（先着順）
●申込 6月6日（月）から保健セ
ンターで受け付けます（電話可）。

募
集

わくわく貯筋トレーニング教室

健

健康課健康支援グループ（保健センター内☎37 3511）

講義・実習
①体力チェック・オリエンテーション
「トレーニング室の器具の使い方」
②講義「健康体を保つ秘訣」
※9月12日までの間、各自トレーニング室
テーマ
③運動実技講習 「いつまでも自分の足で歩 の器具を利用して体力づくりをします。
くために①」
※期間中のトレーニング室利用料を補助し
ます（平日昼間の利用のみ）
。
市保健師および管理栄養士
総合体育文化センター健康運動指導士

市保健師
総合体育文化センター健康運動指導士

第３回
9月12日（月）
13:30~15:30（受付 13:15~）
①体力チェック（効果判定）
②運動実技講習「いつまでも自分
の足で歩くために②」
③調査票提出等
市保健師
総合体育文化センター
健康運動指導士

講

師

備

（持ち物）運動のできる服装と靴（屋外用）、
タオル、水分補給用の飲み物、筆記用具
（持ち物）運動のできる服装と靴（屋外用、 （持ち物）運動できる服装と靴（屋
※体脂肪測定も行いますので、素足が出せ 屋内用）タオル（2枚）
、水分補給用の飲 外用）
、タオル、水分補給用の飲み
考 る足元でお越しください。
み物、筆記用具
物、筆記用具
※トレーニング室の登録証をお持ちの人は ※トレーニング室を利用するため、屋内用 ※体脂肪測定も行いますので、素
ご持参ください。お持ちでない人には、今 の靴、水分、タオルが必要となります。
足が出せる足元でお越しください。
後必要となりますので、
作る手続きをします。

※2回の講義終了後、9月12日までの間は各自運動を続けます。
広報いわくら 平成28年6月号
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お知らせ

と

第２回
7月4日（月）
13:30~15:30（受付 13:15~）

康

60歳以上を対象に、トレーニング室の器具を使った体力づくりの教室を開催します。
●とき・内容・講師 下表参照
●対象 対象①〜③に該当する人
①60歳以上で、トレーニング室での運動習慣づくりに意欲がある人、②運動制限のない人、③3回の講習会に参加
できる人（教室の初回と最終回で体力テスト等による効果判定を行います）
●ところ 総合体育文化センター多目的ホールおよびトレーニング室
●定員 20人（先着順）
●申込 6月2日(木)~17日（金）までに保健センターへお申し込みください（電話可）。
第１回
6月27日（月）
き
13:30~15:30（受付 13:15~）

イベント

皆さんで交流ができる教室です。 ●とき 6月21日（火）~7月14日
出産や育児について楽しくお話をし （木）（土・日曜日は除く）、午後0
てみませんか。
時40分~2時10分
● と き 6月17日（ 金 ） 午 前10時
●ところ 保健センター
~11時30分
※駐車場が少ないため、車でのお越
●ところ 保健センター2階視聴覚
しはご遠慮ください。
室、プレイルーム
●対象 妊婦および30歳以上の人
●内容 妊産婦同士の交流会、妊産 （昭和62年3月31日以前に生まれた
婦のための食事についての話、乳児
人）
(0~3か月)の体重測定
●定員 各日16人
し が
ししゅう
●講師 助産師・保健師・栄養士・ ●診査内容 歯牙・歯周診査、保健
指導、口臭測定（希望者）
食生活改善推進員
●費用 無料
●対象 妊婦と0~3か月児のお母
●申込方法 保健センターで受け付
さん
けます（電話可。先着順）。
●持ち物 母子健康手帳
※予約が必要です。
※予約不要

こどもの救命講習会

お知らせ
夏休み期間中の放課後児童ク
ラブ（学童保育）の受付
第一児童館（☎38 1106）
または、各児童館

健
40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）

イベント
募
集
健
康
お知らせ

対象となる人に４月中旬に受診券
夏 休 み 期 間 中（ ７ 月21日(木)〜
を お 送 り し て い ま す。10月31日
８ 月31日(水)） の 放 課 後 児 童 ク ラ
ブ（以下、児童クラブ）の受け付け （月）までに受診してください。
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を提出
お知らせ
してください。
●対象家庭 保護者が家庭外で働い
児童手当現況届を提出して
ていて、子どもの面倒を十分にみる
ください
ことができない家庭
子育て支援課児童グループ
●対象児童 小学校１〜４年生
（☎38 5810）
※岩倉東小学校区・岩倉南小学校区
現在、児童手当を受けている人に
は、小学校１〜６年生
●児童クラブ保育時間 午前８時〜 「児童手当現況届」を送付します。
この現況届は、手当が引き続き受
午後６時（午後６時〜７時は延長保
けられるかどうかを審査するため
育となります）
に、受給者等の所得や児童の監護・
●放課後児童健全育成手数料（学童
養育の状況をお知らせいただく大切
保育料） ７月21日（木）〜30日(
な 届 け で す。 必 ず ６ 月30日（ 木 ）
土)…1,080円、 ８ 月 １ 日（ 月 ） 〜
までに提出してください。
31日(水)…3,000円
届けが出されませんと、６月以降
※岩倉市遺児手当受給世帯および生
の手当が支給されなくなる場合があ
活保護世帯は免除となります。
ります。ご注意ください。
●延長保育料 午後６時〜６時30
なお、平成28年５月中に「児童
分…１日につき50円、午後６時〜
手当認定請求書」を提出し、６月分
７時…１日につき100円
から支給となる人は、今年度の現況
●申請書配布および受付期間 ６月
届の提出は必要ありません。
１日（水）〜15日（水）※日曜日
●手続きに必要なもの
を除く
★児童手当現況届の用紙
●受付場所 各児童館
★厚生年金加入の人は、受給者の健
●入所者の選定方法 児童の家庭状
康保険証のコピー
況などを調査し、各児童クラブの定
★平成28年１月１日に岩倉市に住
員に応じて決定し、７月中旬に通知
所がなかった人は、平成28年１月
します。
１日現在の住所地の税務課等で発行
※原則として、校区の児童クラブへ
される平成28年度児童手当用所得
入所していただきますが、定員の都
証明書
合により、校区外の児童クラブへの
★印かん（記入していただいた内容
入所の場合もあります。
に訂正がある場合に必要となりま
※第一・第二児童館の申込児童が多
す。）
い場合は、岩倉北小学校でも実施し
※その他にも、必要に応じて提出して
ます。
いただく書類がある場合があります。
※第六児童館の申込児童が多い場合
※郵送でも受け付けますので、必要
は、さくらの家でも実施します。
書類を確認のうえ、期限内に子育て
支援課までお送りください（同封の
返信用封筒をご利用ください）。
●送付先 〒482―8686（住所不
要） 子育て支援課
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康
家庭でできる食中毒予防
健康課健康支援グループ
（保健センター内 ☎37 3511）
今年も食中毒が発生しやすい季節
がやってきました。食中毒の原因に
は病原性大腸菌、サルモネラ菌など
があります。
食中毒予防の３原則は、食中毒菌
を ｢付けない｣ ｢増やさない｣ ｢殺菌
する｣ です。安全で楽しい食生活を
守るため、食中毒に対する正しい知
識を身につけましょう。
買い物のときのポイント
・冷蔵や冷凍などの温度管理の必要
な食品の購入は買い物の最後にし、
持ち帰ったらすぐに冷蔵庫や冷凍庫
に入れましょう。
家庭で保存するときのポイント
・冷蔵庫や冷凍庫を過信せず、食品
の長期保存は避け、早めに使い切る
ようにしましょう。
調理をするときのポイント
・せっけんで手をしっかり洗いまし
ょう。手洗いは簡単で効果的な食中
毒予防です。
・生の肉や魚を切った後のまな板や
包丁で、果物や野菜など生で食べる
食品や、調理の終わった食品を切る
ことはやめましょう。
・まな板、包丁、食器、ふきん、た
わし、スポンジなどは、使用後すぐ
に、洗剤と流水でよく洗いましょう。
まな板、包丁、ふきんはさらに熱湯
をかけて消毒、乾燥するとよいでし
ょう。
・加熱して調理する食品は、中心部
の温度が75℃以上かつ１分以上加
熱するようにしましょう。
・電子レンジは、レンジ用の容器を
使い、熱の伝わりにくいものは時々
かき混ぜましょう。
もし、お腹が痛くなったり、下痢
をしたり、気持ちが悪くなったりし
たら、かかりつけの医師に相談しま
しょう。

お知らせ
６月は環境月間です
環境保全課環境グループ（☎38‐5808）

健
康
お知らせ
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募

（注）
※カッコ内の数値は過去５年間の平均を表します。
※PHは、5.8〜8.6が適性数値。1（酸性）⇔7（中性）⇔14（アルカリ性）
※BODは、水がどの程度汚れているかを示す基準。水中の有機物質等が微生物によって分解される際に消費される酸素の量を表したもの。
※CODは、水中の有機物質等を酸化剤で酸化し、このため消費された酸素の量を表したもの。
※SSは、水中に浮遊している不溶解性物質の量。
※DOは、水中に溶けている酸素の量。T-Pは全リン、T-Nは全窒素、Cｄはカドミウムを表しています。
※透視度は、数値は高いほど水が澄んでいることを表します。

イベント

岩倉市では毎年、五条川と五条川に流れ込む用水の水質調査を行っています。平成27年度の調査結果は下表のと
おりですが、
水質の代表的指標であるＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）についてみてみますと、調査地点によっては、
特に水量の少なくなる冬期に水質が悪化していることがあります。私たち一人ひとりが暮らしを見直し、調理くず
や廃食用油などを排水口に流さない、適量の洗剤を使用するなど、身近なところから行動を起こしていくことが求
められています。
また、地域の環境基準および要請限度の適合状況を把握するため、市内３カ所で航空機騒音測定および自動車騒
音振動測定を行っています。
平成27年度 公共用水域水質調査結果
BOD
COD
SS
DO
T-P
T-N
Cd
河川等名 地点名 時期 PH （mg/l）
透視度
（mg/l）（mg/l）（mg/l）（mg/l）（mg/l） （mg/l）
7.1
1.6
3.5
10
9.0
0.15
1.5 0.001未満
25度
6月
（7.0） （1.8） （3.7） （7） （8.3）（0.17） （1.6）
（0.001未満） （29度）
井上橋
7.2
1.2
2.6
2
6.4
0.26
5.1 0.001未満 50度以上
12月
（7.0） （2.5） （4.7） （1） （9.3）（0.36） （5.7）
（0.001未満）
（30度以上）
7.0
2.0
4.1
12
8.7
0.21
1.9 0.001未満
27度
6月
（7.0） （5.2） （5.1） （7） （7.5）（0.32） （3.1）
（0.001未満）
（30度以上）
五条川
豊国橋
7.2
1.8
3.6
2
12.0
0.33
6.1 0.001未満 50度以上
12月
（7.1） （5.1） （6.1） （2）（10.2）（0.42） （6.2）
（0.001未満）
（30度以上）
7.0
1.4
4.3
12
8.8
0.19
1.5 0.001未満 30度以上
6月
（7.1） （2.4） （4.5） （12） （8.8）（0.20） （2.0）
（0.001未満）
（30度以上）
待合橋
6.8
1.6
4.9
2
9.7
0.34
4.3 0.001未満 50度以上
12月
（7.0） （2.3） （5.9） （2） （9.2）（0.28） （6.4）
（0.001未満）
（30度以上）
7.0
1.8
6.5
72
8.7
0.29
1.1 0.001未満
9度
6月
（7.0） （2.3） （4.6） （24） （8.2）（0.23） （1.7）
（0.001未満） （25度）
長野橋
7.1
3.0
5.8
4
9.5
0.11
2.3 0.001未満 50度以上
12月
（7.2） （3.7） （6.9） （2） （8.5）（0.21） （3.3）
（0.001未満）
（30度以上）
矢戸川
7.6
2.1
4.6
26
8.5
0.19
1.0 0.001未満
19度
6月
（7.2） （2.7） （5.1） （15） （8.3）（0.21） （1.6）
（0.001未満） （27度）
大市場橋
7.2
2.4
5.2
1
10.0
0.10
1.9 0.001未満 50度以上
12月
（7.2） （2.4） （5.1） （1） （9.6）（0.16） （2.8）
（0.001未満）
（30度以上）
7.1
2.8
4.8
8
6.6
0.26
2.1 0.001未満
27度
6月
（7.0） （4.0） （5.9） （5） （4.7）（0.40） （2.7）
（0.001未満） （29度）
大山寺
新堀用水
住宅
7.8
5.0
8.2
2
8.6
0.91
6.4 0.001未満 50度以上
12月
（7.6）（15.8）（12.0） （7） （6.4）（1.05） （8.4）
（0.001未満）
（30度以上）
7.0
2.6
4.4
7
5.2
0.30
2.2 0.001未満 30度以上
6月
（7.1） （3.0） （6.5） （12） （7.1）（0.38） （2.2）
（0.001未満） （25度）
川井町
江川用水
地内
7.4
4.8
7.2
4
10.0
0.81
8.0 0.001未満 50度以上
12月
（8.2） （6.2） （6.2） （9）（10.6）（0.48） （4.3）
（0.001未満）
（30度以上）
7.3
1.6
3.2
9
9.3
0.20
1.6 0.001未満 30度以上
6月
（7.1） （2.7） （4.8） （8） （8.1）（0.28） （1.9）
（0.001未満） （29度）
一之杁 石塚硝子
用水
南
7.4
6.6
6.5
3
11.0
0.62
5.9 0.001未満 50度以上
12月
（7.4） （6.6） （6.3） （3） （9.8）（0.75） （7.1）
（0.001未満）
（30度以上）
7.2
2.2
5.0
15
9.4
0.23
1.4 0.001未満
25度
クリーン 6月 （7.1） （3.0） （6.7） （24） （9.0）（0.30） （1.6）
（0.001未満） （20度）
野寄川 センター
7.8
2.7
4.1
3
11.0
0.09
2.1 0.001未満 50度以上
入口
12月
（7.6） （4.1） （6.0） （2）（11.8）（0.13） （3.0）
（0.001未満）
（30度以上）

お知らせ
平成27年度
①

騒音および振動測定結果

航空機騒音測定結果

（単位：WECPNL）

測定場所

測定結果
最大

67.6

最小

55.9

平均

64.8

基準値

70以下

岩倉東小学校

② 道路交通騒音振動測定結果
【騒音】

（単位：db）

イベント

測定場所

昼夜の別

環境基準

要請限度

測定結果

鈴井町下新田
はなのき広場

昼間（6時〜22時）

70

75

63.8

夜間（22時〜6時）

65

70

61.0

東新町
岩倉団地

昼間（6時〜22時）

70

75

67.4

夜間（22時〜6時）

65

70

64.1

【振動】

（単位：db）

募
集

測定場所

昼夜の別

要請限度

測定結果

鈴井町下新田
はなのき広場

昼間（7時〜20時）

70

33.5

夜間（20時〜7時）

65

29.0

東新町
岩倉団地

昼間（7時〜20時）

65

49.0

夜間（20時〜7時）

60

42.5

健
康

買い物にはマイバックを持っ
て行きましょう

環 境 保 全 課 廃 棄 物 グ ル ー プ（ ☎38 ‐
5808）または清掃事務所（☎66‐5912）

お知らせ

資源循環型のライフスタイルは
「無駄なものをもらわない、家庭に
持ち込まない」と、一人ひとりが心
がけることから始まります。お買い
物にはマイバッグを持参していただ
き、ごみ減量化、資源の節約、CO2
の排出抑制にご協力いただきますよ
うお願いします。
●平成27年度下半期のレジ袋辞退
率 レジ袋有料化の取組に参加して
いる市内のスーパー8店舗の平成27
年10月１日から平成28年３月31日
までのレジ袋辞退率は、目標数値の
80％を上回る87.8％でした。
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※単位のWECPNLは、加重等価平
均感覚騒音レベルを表します。

広報いわくら 平成28年6月号

※環境基準とは、環境基本法第16
条第1項の規定に基づき、騒音に係
る環境上の条件について生活環境を
保全し、人の健康の保護に資するう
えで、維持することが望ましい基準
を表します。
※要請限度とは、道路周辺の生活環
境が著しく損われると認められると
きに、市長が道路管理者に道路修繕
等の措置を要請し、または県公安委
員会に道路交通法の規定による措置
をとるよう要請できる限度を表しま
す。

事業者の皆さんへ
事業系ごみは適正に処理しましょう

事業系ごみ問合先
・事業系一般廃棄物…環境保全課廃棄物グループ（☎38‐5808）、清掃
事務所（☎66‐5912）、または、小牧岩倉エコルセンター（☎0568‐
79‐1211）
・産業廃棄物…愛知県尾張県民事務所廃棄物対策課（☎052‐961‐7211
（代））または、（社）愛知県産業廃棄物協会（☎052‐332‐0346）
★事業活動に伴って排出されるごみは、地区のごみ集積場所に出せません。
岩倉市が行うごみと資源の収集は、一般の家庭から出されるものを対象
にしています。
商店、事業所、工場などで、事業活動に伴って出る事業系ごみは、事業
者が責任を持って適正に処理しなければなりません。
●事業系ごみ（産業廃棄物以外のもの）の処理方法
①岩倉市ホームページ（アドレス裏表紙参照）に掲載されている許可業者
に委託する。
②事業者自らが直接、小牧岩倉エコルセンター（小牧市大字野口地内）に
搬入する。
③自家処理施設で処理する。
なお、産業廃棄物については、愛知県の許可を受けた産業廃棄物処理業
者に委託してください。
事業系ごみの出し方を紹介したパンフレットをご覧ください
岩倉市では、事業系ごみの出し方を紹介したパンフレットを作成してい
ます。お持ちでない事業者の皆さんは環境保全課（市役所三階）または清
掃事務所（石仏町）でお渡ししています。

お知らせ
「節電」にご協力をお願いします
環境保全課環境グループ（☎38‐5808）

環 境 保 全 課 廃 棄 物 グ ル ー プ（ ☎38 ‐
5808）または清掃事務所（☎66‐5912）
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康

●とき ７月３日（日）午前９時
30分〜11時30分、午後１時〜４時
●ところ ピアゴ八剱店
●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。

健

岩倉市献血推進協議会（岩倉市
社会福祉協議会内☎37‐3135）

集

献血にご協力ください

募

みんな資源に、みんなでリサイクル
最近、ペットボトル、缶、びん類
などの資源としてリサイクルできる
ものが地域の集積場所に出されてい
ます。資源は必ず分けて、月に１度
の 地 区 で 行 わ れ る 分 別 収 集、e ‐
ライフプラザ、日曜資源回収に出し
てください。
また、古紙類（新聞、ダンボール、
雑誌・雑がみ、牛乳パックなど）と
古着類（シーツ、タオルなど）も資
源として分別収集、古紙と古着の日、
e ‐ ライフプラザ、日曜資源回収、
地区の集団回収に出してください。
古紙類を出す際にはビニールなど
は取り除き、紙袋などに入れてひと
まとめにして出してください（封筒、
メモ用紙、お菓子や薬等の紙箱など
細かいものも資源とすることができ
ます）。
なお、古着類のうち、ぬれたもの、
汚れたものはリサイクルできません
ので、洗って乾かして出してくださ
い（雨が降ると予想される場合は透
明か半透明なビニール袋に入れて中
身が見えるように出していただくよ
うお願いします）。
ごみを減らし、限りある資源を大
切にするために、資源をごみにして
出さないようにお願いします。

イベント

岩倉市では、公共施設の省エネ・節
電に努めています。市民の皆さんや事
業者の皆さんも引き続き、省エネ・節
電への取組をお願いします。以下に省
エネ・節電のポイントをご紹介します。
●家庭でできる省エネ・節電対策
①エアコン、照明、テレビ、パソコン
などの家電製品は必要なときだけ使い、
使わないときはこまめにスイッチを切るようにしましょう。
②家電製品は、使用されていないときでも「待機電力」が消費されます。
コンセントを抜くなどの工夫で待機時の消費電力を減らしましょう。
③エアコンの設定温度は２８度を目安にしましょう。なお、設定温度を１
度高くすると約13％の消費電力の削減になるといわれています。また、扇
風機を併用して冷えた空気を循環させることも効果的です。
④冷蔵庫は、扉の開閉時間を短くして、物を詰め込みすぎないようにしま
しょう。
⑤照明器具は、ランプやかさが汚れると明るさが低下しますので、こまめ
に手入れをしましょう。また、電球型蛍光灯やＬＥＤ電球などに取替える
ことで消費電力を抑えることができます。
⑥テレビを消すときはできるだけ主電
源で消しましょう。また、旅行など長
期不在の時はコンセントを抜きましょ
う。
⑦早寝早起きは夜の消費電力を抑える
ことにつながります。生活スタイルを
見直して節電に心がけましょう。
●事業所でできる省エネ・節電対策
①空調の設定温度・風向きを調整して節電しましょう。
②クールビズスタイルなどで体感温度を下げる工夫をしましょう。
③ゴーヤなどの植物を窓外に這わせる「緑のカーテン」を導入することで、
日差しを防ぐだけでなく、見た目にも涼しく感じられます。
④エレベーターの利用はできる限り控えて、階段の利用を推奨しましょう。
⑤「ノー残業デー」などを設定し、その日の夜間の電力消費を削減しまし
ょう。
⑥省エネタイプのＯＡ機器を導入したり、太陽光発電システムを取り入れ
たりしましょう。また、省エネタイプの照明器具（ＬＥＤ電球など）に取
替えましょう。
⑦パソコンやコピー機などのＯＡ機器はこまめに電源を切りましょう。ま
た、長時間使用していない機器のコンセントは抜くようにしましょう。
※特に平日の午後１時から４時までのピーク時間帯には一層の節電強化を
心がけましょう。
★ただし無理は禁物
あまり負担の多い節電は続けることが難しいばかりか、健康に支障がで
る場合もあります。健康維持に支障のない範囲で、普段の省エネ・節電に
取組み、我慢するのではなく、電力を賢く使う「スマート・ユース」で今
夏を乗り切りましょう。

みんなの力でごみ減量
分けて資源に

お知らせ
第58回水道週間
上下水道課上水道グループ（☎
38‐5816）

イベント
募
集
健
康

●とき ６月１日（水）〜７日（火）
●内容
・水道週間
平成28年度水道週間スローガン
「じゃ口から 安心とどけ 未来ま
で」
「水道週間」は、衛生的に安全な水
を送り出す「水道」を考え、関心と
理解を高め、水道の健全な発展を図
ろうとするものです。
・安全でおいしい水
岩倉市では、法で定める厳しい水質
基準で水道水を管理しています。
・上水道工事の申込み
建物を新築し給水が必要な場合や、
増改築などで水道管の変更を希望さ
れる場合には、岩倉市水道事業指定
給水装置工事事業者を通じて上下水
道課にお申し込みください。
岩倉市水道事業指定給水装置工事
事業者一覧表は、岩倉市ホームペー
ジ（アドレス裏表紙参照）で確認し
ていただけます。

危険物安全週間 ｢危険物 決
めろ無事故の ストライク｣

お知らせ

消防本部総務課総務グループ（☎
37-5333 内線220）

環境保全課環境グループ（☎385808）

６月５日（日）から６月11日（土）
まで、全国一斉に危険物安全週間が
実施されます。身近にある灯油・ガ
ソリン等の取り扱いや保管には十分
注意してください。
特に、ガソリンや軽油を入れる容
器は、消防法令に適合した材質のも
のを使用することになっており、灯
油用ポリ容器に入れて保管すること
は危険ですので、行わないでくださ
い。
一般のご家庭で、冬の間暖房器具
等で使用し残してしまった灯油は、
直接日光の当たらない風通しのよい
場所で保管してください。
危険物を常時取り扱う事業所では
｢慣れ｣ や「安全確認が不十分｣ に
よる事故が発生する危険があること
から、従業員の常日頃の取り扱いに
は十分注意するよう心掛けてくださ
い。今一度、危険物の正しい取り扱
いを、お互いに確認しあいましょう。

①ねことの幸せな生活のために室内
飼いをしましょう
ねこは室内飼いすることで、交通
事故や伝染病への感染の心配もなく
なり、また、他人の家に入り込んだ
り、ごみを荒らすなどのご近所との
トラブルを避けることができます。
ねこは環境を整えれば屋内だけで心
身ともに健康に過ごすことができま
す。現在、ねこを外に出している人
も、エサは室内でやり、トイレやつ
めとぎを設置することで徐々に室内
飼いに移行することも可能です。
②不幸な命を作らないために避妊・
去勢手術をしましょう
メスねこは生まれて４〜12カ月
で、オスねこは８〜12カ月で繁殖
が可能になります。まだまだ子供だ
と思っていても、もう大人になって
いることはよくあります。早めに避
妊・去勢手術を行い、不幸な命を増
やさないようにしましょう。目安と
して、体重が２キロほどになれば不
妊手術が可能となります。
ねこは一年に２〜３回発情期があ
り、一度に４〜５匹出産しますので、
順調に繁殖し続けると３年間に
3,000匹以上になってしまいます。
一度動物を飼い始めたら、家族の
一員として一生涯責任を持って飼う
ようにしましょう。

救急車の適正利用にご協力をお願いします
消防署（☎37‐5333）
救急出動件数は、全国的に増加しており、岩倉市でも毎年増加しています。
この中には、タクシー代わりに救急車を利用するような緊急性が低いケ
ースも見受けられ、重症の傷病者への対応に支障が出ることが心配されて
います。
症状が軽い場合は、早めにご自身で近くの医療機関で受診するなど、救
急車の適正利用にご理解とご協力をお願いします。
こんなときは迷わず１１９番に通報してください
★意識がないとき
★呼吸困難であるとき
★胸が痛いとき
★激しく頭が痛いとき
病院に関する問い合わせは、電話による案内と愛知県広域災害・救急医
療情報システムのホームページから診察できる病院を検索することができ
ますのでご利用ください。
●救急医療情報センター ☎0586‐72‐1133
●愛知県広域災害・救急医療情報システムホームページアドレス
http://www.qq.pref.aichi.jp
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ねこの飼い方について

大型紙芝居を貸し出しています
生涯学習課図書館グループ（☎
37-6804）
新作大型紙芝居の団体貸し出しが
始まりました。
●「かもとりごんべえ」（12場面
サイズ縦90㎝×横120㎝）
●「これなあに？」（９場面 サイ
ズ縦60㎝×横90㎝）
ご利用を希望の団体は、図書館１
階カウンターまでお越しください。
※大型紙芝居を作るメンバーを募集
しています。参加いただける人は図
書館までご連絡ください。

お知らせ
特別支援学校体験入学
申込・問合先 体験入学等を希望する
学校へ直接電話でお申し込みください

議会事務局（☎38‐5820）
市議会はどなたでも傍聴できますので、ぜひお越しください。
なお、日程は都合により変更となる場合があります。
※名前を書くなどの手続きは不要です。
※写真撮影、動画撮影等についても原則自由です。
と
き
ところ
会議内容
6月6日（月）市役所８階 本会議（議案の上程、提案説明）
9日（木）市役所８階 本会議（議案質疑）
10日（金）市役所７階 委員会（総務・産業建設常任委員会）
13日（月）市役所７階 委員会（厚生・文教常任委員会）
14日（火）市役所７階 委員会（財務常任委員会）
15日（水）市役所８階 本会議（一般質問）
16日（木）市役所８階 本会議（一般質問）
20日（月）市役所８階 本会議（一般質問）
24日（金）市役所８階 本会議（委員長報告、質疑、討論、採決）
※開会時間はいずれも午前10時からです。

イベント
募
集

市民窓口課窓口グループ（☎38
‐5807）

福祉課社会福祉グループ（☎38
‐5830）

６月１日は「人権擁護委員の日」
です。これは、人権擁護委員法がこ
の日に施行されたことを記念して定
められました。
そこで、全国人権擁護委員連合会
および愛知県人権擁護委員連合会で
は、自主事業の一環として、「全国
一斉特設人権相談所」を開設します。
相談は無料で、秘密は守られます。
人権問題に関する悩みごとなどお気
軽にご相談ください。
●とき ６月３日（金）午後１時〜
４時
●ところ 市役所１階市民相談室
●人権擁護委員
いの うえ
ゆう すけ
上 裕
介 （八剱町）
井
う かい
よう こ
飼 洋
子 （下本町）
鵜
みや た
こう めい
田
浩
明 （北島町）
宮
おお の
よ し こ
野 いさむ
代志子（本町）
大
いの うえ
上
勇
（曽野町）
井
ち むら
あき こ
千村 晶子 （中本町）

市では、地域の中で安心して子育
てができ、子どもたちの健やかな成
長を支援するため、赤ちゃん訪問事
業を実施しています。
地域の民生委員・児童委員、主任
児童委員さんが赤ちゃん訪問員とし
て、対象家庭を訪問し、出産お祝い
品などをお届けします。
訪問の際には、子育てに関する相
談もお受けしますので、気軽にご相
談ください。
●対象 市内の生後４か月までの乳
児のいるすべての家庭
●訪問時期 おおむね生後３か月前
後のころ
●出産お祝い品
・第１子…絵本セット
・第２子以降…乳歯ブラシセット

広報いわくら 平成28年6月号
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赤ちゃん訪問事業の実施

康

特設人権相談所

健

愛知県教育委員会では、来年度に
小・中学校・高等学校入学予定で、
障害の可能性があると思われるお子
さんとその保護者を対象に、特別支
援学校の様子を知っていただくた
め、
次の学校で体験入学を行います。
一宮東特別支援学校
（一宮市丹羽字中山1151 ‐ １ ☎
0586‐51‐5311）
●対象 知的な発達に遅れのあるお
子さん
●期日
[小学部]
★説明会 ６月21日（火）
★体験入学 ９月23日（金）・27日
（火）
[中学部]
★説明会 ６月21日（火）
※小学６年生の保護者対象
★体験入学 ９月14日（水）・16日
（金）
[高等部]
★見学会 ６月８日（水）
小牧特別支援学校
（小牧市大字久保一色1129 ‐ ２
☎0568‐73‐7661）
●対象 手足の不自由なお子さん
●期日
[小学部]
★体験入学 ９月21日（水）・10月
21日（金）
大府特別支援学校
（大府市森岡町七丁目427番地 ☎
0562‐48‐5311）
●対象 病気療養しているお子さん
●期日
[小学部・中学部]
★体験入学 ７月12日（火）・10月
６日（木）

６月の市議会を開会します

お知らせ
高齢者への虐待が起こらない
まちを目指して

長寿介護課長寿福祉グループ（☎
38-5811）
、岩倉中学校区対応…
岩倉市地域包括支援センター（☎
38-0303）
、南部中学校区対応…
岩倉東部地域包括支援センター
（☎96-6553）

イベント
募
集
健
康
お知らせ

●まずはご相談ください
高齢者に対して「暴力をふるう」、
「言葉や態度で精神的な苦痛をあた
える」
、
「財産を勝手に使う」、「介護
や世話が必要なのに放置する」、「性
的な行為を強要する」、このような
ことは、
高齢者虐待になります。「虐
待かな？」と思ったら、一人で悩ま
ずに、小さなことでも、まずはご相
談ください。
相談が入ると・・・虐待の状況や本
人の意思を確認し、長寿介護課や地
域包括支援センターの職員、ケアマ
ネジャーが連携し必要な支援を行い
ます。
●介護の負担を軽減しましょう
介護は、心身ともに大きな負担と
なりがちです。一人で頑張りすぎな
いで、家族や周囲の人の協力を仰ぎ
ましょう。また、介護保険サービス
を上手に利用できるよう、ケアマネ
ジャーや地域包括支援センターなど
に気軽に相談しましょう。
●地域で支え合いましょう
「怒鳴り声や大きな物音が聞こえ
る」
、
「天気が悪くても長時間外に居
る」
、
「居住する家が極端に非衛生的
である」など、
地域で「気になる人」
がお見えでしたら、お気軽にご連絡
ください。
高齢者や介護する人を地域であた
たかく見守り、地域からの孤立を防
ぎましょう。
皆さんの声かけなどで、
高齢者虐待の早期発見や深刻化を防
ぐことができます。
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不用品データバンク
商工農政課商工観光グループ（☎
38‐5812）
ご家庭で眠っている不用品の有効
利用と、むだのない消費生活のため
に不用品データバンクをご活用くだ
さい。交渉は当事者間で行っていた
だきます。
登録物品（５月11日現在）
●譲ります（有償） 登録物品なし
●あげます（無償） 学習机、ベビ
ーカー、カセットプレイヤー、小型
金庫、ひな人形（７段）、ジュニア
シート、ワイヤレスターミナルアダ
プタワイヤレスセット、ナショナル
ジョーバ
●求めます プロパン用ガスコン
ロ、岩倉幼稚園用品（四角い手提げ
かばん、体操服、体操用帽子、冬用
通園帽子※姉妹園のものでも可）、
バンボ、岩倉幼稚園用品（園服、リ
ュック、手提げ、帽子、体操服※姉
妹園のものでも可）、スポーツ少年
団岩倉北部サッカー公式用品（アン
ダーウェア白色・青色、ソックス白
色）、新生児おむつ、一輪車、男児
用フォーマルスーツ、中島屋さんの
鯉のぼり、南部中女子用用品（制服、
体操服・ジャージ一式）、介護用４
点杖、デスクトップ型パソコン、変
速付自転車、水風会の空手道着、マ
ンガ日本の歴史全巻
※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。
岩倉市ホームページ（アドレス裏
表紙参照）でも確認できます。

全国一斉「子どもの人権110
番」強化週間
名古屋法務局人権擁護部（☎052
‐952‐8111（内線1450））

いじめ・虐待など、子どもの人権
にかかわる悩みごと、心配ごとなど
の相談に応じます。
相談内容の秘密は固く守られます
ので、ひとりで悩まず、気軽に相談
してください。
●とき ６月27日（月）〜７月３
日（日）午前８時30分〜午後７時
※７月２日（土）・３日（日）は、
午前10時から午後５時まで。
●相談専用電話 （子どもの人権
110番。上記の日程以外は、平日午
前８時30分〜午後５時15分）
☎0120‐007‐110（フリーダイ
ヤル）

不法就労・不法滞在防止にご
協力を！
愛 知 県 江 南 警 察 署（ ☎56 ‐
0110）

・不法滞在者など就労が認められて
いない外国人を雇用することがない
ようにお願いします。
・外国人の雇用に際しては、必ず実
物のパスポート、在留カード等を見
て在留資格と在留期間を確認してく
ださい。
・確認を怠ると、「３年以下の懲役、
300万円以下の罰金、又はこれの併
科」に処せられることがあります。
●愛知県警察ホームページ
http://www.pref.aichi.jp/police/

「認知症」出前講座を受け付けています
長寿介護課長寿福祉グループ（☎38‐5811）
認知症は、誰にでも起こる可能性のある病気です。認知症になった人が、
住み慣れた場所で安心して暮らしていくためには、家族や近所の人が、認
知症について偏見を持たず、正しく理解することが必要です。
また、認知症になっても、適切な診断を受けて、早期に治療すれば進行
を遅らせることができます。
そこで、市民ボランティアである「いわくら認知症ケアアドバイザー会」
が中心となり、地域で開く認知症の出前講座を受け付けています。費用は
無料です。
この機会に、あなたも認知症について学んでみませんか。

お知らせ
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況をお知らせします
市民窓口課窓口グループ（☎38‐5807）
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図書館ニュース

①羊と鋼の森
みや した
な つ
（宮下 奈都 著）
②また、同じ夢を見ていた
すみ の
（住野 よる 著）
③カエルの楽園
ひゃく た
なお き
（百田 尚樹 著）

︵☎３７︲６８０４︶

（３月〜４月）

新着図書のご案内
一般新着図書
★ ままならないから私とあなた
あさ い
朝井 リョウ 著
★期限切れのおにぎり
すず き
てつ お
鈴木 哲夫 著
児童新着図書
★妖怪バス旅行
ひろ せ
かつ や
広瀬 克也 作
★ＤＶＤでレベルアップ！小
学生の水泳弱点克服ｂｏｏｋ
ウォーターメイツスイムク
ラブ監修
※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︶︒
※６月は 日㈪︑ 日㈪︑
日㈪︑ 日㈭が休館日です︒

予約の多かった本

イベント

平成27年度の住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を住民基本台帳法の規定に基づき公表します。この制度は、
閲覧制度の透明性を高め、不正な閲覧や目的外利用・第三者提供等を抑制しようとするため設けられたものです。
国または地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
閲覧の請求をした国または
請求事由の概要
閲覧の年月日
閲覧に係る住民の範囲
地方公共団体の機関の名称
①市内全域の平成９年４月２日から平成１０年４
自衛官等の募集
平成27年５月12日 月１日までの間に生まれた人
自衛隊愛知地方協力本部長 にともなう広報
平成27年５月13日 ②市内全域の平成１２年４月２日から平成１３年
のため
４月１日までの間に生まれた男性
個人または法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
閲覧の申出を行った者の氏名
（法人の場合には名称および代表者等の氏名）
委託を受けて閲覧の申
閲覧の
出を行った場合に係る 利用の目的の概要
閲覧に係る住民の範囲
年月日
委託者の名称（委託者
が個人の場合にあって
はその旨）
一般社団法人新情報セ
東京オリンピック・パ
東新町下境５２番地に住む平成
内閣府大臣官房政府広
平成27年5
ンター 事務局長 平
ラリンピックに関する
７年５月３１日以前に生まれた
報室長
月27日
谷伸次
世論調査のため
日本国籍を有する人、１４人
子育て支援等に関する
株式会社テイコク名古
市内全域の昭和４０年１０月２
平成27年9
屋支社 取締役 長谷 愛知県健康福祉部長
ニーズ調査において統
日から平成７年１０月１日まで
月2日
川義洋
計をとるため
の間に生まれた人、４０人
株式会社日本リサーチ
「１１月全国個人視聴
ＮＨＫ放送文化研究所
平成27年 本町の平成２０年１２月３１日
センター 代表取締役
率調査」の対象者抽出
世論調査部長
10月2日 以前に生まれた人、１２人
社長 鈴木稲博
のため
「２０１５年１１月全
下本町の平成２０年１２月３１
一般社団法人 中央調 ＮＨＫ放送文化研究所 国放送サービス接触動 平成27年
日以前に生まれた日本国籍を有
査社 会長 西澤豊
世論調査部長
向調査」の対象者抽出 10月9日
する人、１２人
のため
株式会社ビデオリサー 日本たばこ産業株式会 「２０１６年全国たば
五条町、大山寺町の大正１５年
平成28年1
チ 代表取締役社長 社たばこ事業本部マー こ喫煙者率調査」の対
５月１日〜平成８年４月３０日
月19日
秋山創一
ケティング戦略部長
象者抽出のため
生まれの人、２０人
「宝くじに関する世論
神野町又市、平久田の平成１０
一般社団法人 中央調 一般財団法人 日本宝
平成28年3
調査」の対象者抽出の
年３月３１日以前に生まれた日
査社 会長 西澤豊
くじ協会 理事長
月8日
ため
本国籍を有する人、１９人

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金曜日午前9時～正午（祝日、振替休日を除く）

税務相談

6月2日㈭午後1時～4時

人権相談

6月3日㈮午後1時～4時

登記相談

6月8日㈬午後1時～4時

不動産相談

6月9日㈭午後1時～4時

行政相談

6月10日㈮午後1時～4時

法律相談（予約制）
（各回定員6人）

6月14日㈫・22日㈬午後1時～4時
※6月1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）。

戦没者遺族相談

6月17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）

若者の出張就職相談会
（無料）

早期教育相談
（無料・予約制）
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と

き

ところ

問合先／備考

6月16日㈭
午後1時～4時
※予約優先（毎月第3
木曜日同時間開設）

市役所１階市
民相談室

問合先：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。

6月10日㈮
午前9時30分～正午
※予約優先

問合先：いちのみや若者サポートステーション
（☎0586‐64‐6349）
市役所１階市 対象：就職活動中の15歳～39歳の人とその保
民相談室
護者
運営：いちのみや若者サポートステーション（特
定非営利活動法人エンド・ゴール）

7月28日㈭、29日㈮
午前10時～午後3時

広報いわくら 平成28年6月号

総合体育文化
センター

申込・問合先：学校教育課学校教育グループ（☎
38‐5818）
対象：乳幼児期（0歳以上）から、平成29年度
に新一年生に入学するお子さん（6歳まで）と
その保護者
申込期限：6月20日㈪

成

人

保健センターを利用されるときは、健康手帳をお持ちください。健康手帳の交付は随時行っています。
内容

日

と

き

時

間

健康チェックの日

毎月第1・3水曜日
（祝日除く）

9：00
～11：00

臨床心理士による
こころの健康相談

14日㈭※

9：30
～11：30
◎予約制

いきいき
ウォーキング

毎月第1・3木曜日
（祝日除く、雨天中止）
※7月21日㈭および
9：00
8月はお休みします。 ～10：00
毎月第2・4水曜日 （集合時間
（祝日除く、雨天中止） 9：00）
※7月27日㈬および
8月はお休みします。

五条川
ポール
ウォーキング

9：00
毎週金曜日
～10：00
（祝日除く、雨天中止）
（集合時間
※8月はお休みします。
9：00）




ところ

対象

考

内容…保健師による健康相談、血圧測定、体脂肪測定、尿検査、
禁煙相談 ※栄養士・作業療法士・歯科衛生士による相談は
予約が必要です。
申込…保健センター（電話可）
内容…臨床心理士によるこころの健康相談（相談時間は1人
30分程度です）。

保健センター

お祭り広場
（下本町）

備

一般
成人

八剱憩いの
広場

持ち物…水分補給用の飲み物、帽子、タオル
内容…準備運動、五条川沿いのウォーキング、整理運動
※歩く距離と速さは自分のペースで調整できます。

持ち物…ポール、水分補給用の飲み物、帽子、タオル
内容…運動前後のポール体操、五条川沿いのポールウォーキ
ング
※歩く距離と速さは自分のペースで調整できます。
※ポールの貸出希望者は事前に保健センターに予約が必要。

お祭り広場
（下本町）

＊ポールウォーキングは推進隊の自主活動で、専門の講師はいませんので、予めご了承ください。
※こころの健康相談は、日程が変更になる場合があります。詳しくは保健センターにお問い合わせください。

予防接種

◎予防接種予診票（定期予防接種）について
生後2か月頃に予防接種予診票綴りを郵送しています。転入した人や予診票がない人は保健センターにお越しください（母子健康手帳
を必ず持参）。
◎集団予防接種 接種場所：保健センター 持ち物：母子健康手帳、予診票 ※診察および接種は13：30から開始
名

称

ＢＣＧ

◎個別予防接種

名

称

ヒブワクチン

対象者
５か月～８か月児
（1歳までに接種）

実施日
7月20日㈬
7月28日㈭

受付時間
13：00
～14：00

接種回数・備考
1回接種 ※健康時の体温を確認しておきましょう。また、
接種当日は朝の体温を測っておきましょう。

接種場所：市委託医療機関（ホームページ等に掲載）※事前に予約が必要です。
※
 かかりつけ医が岩倉市以外の医療機関にある等の理由で、市外での接種を希望する場合、接種する前に保健センタ
ーに申請が必要です。接種日の2週間前までに母子健康手帳を持ってお越しください。
持ち物：母子健康手帳、予診票、健康保険証等
対象者

接種回数

備

考

2か月～5歳に至るまで

4回

※接種開始年齢により、接種回数が異なります。

小児用肺炎球菌
2か月～5歳に至るまで
ワクチン

4回

※接種開始年齢により、接種回数が異なります。
三種混合とポリオの両方の予防接種を受けていない人が接種対象者です。

四種混合

3か月～7歳6か月に至るまで

4回

三種混合

3か月～7歳6か月に至るまで

4回

ポリオ
麻しん風しん
（混合）

日本脳炎

接種を希望する場合は、保健センターへご相談ください。
ポリオ（生ポリオワクチン）予防接種の2回が完了していない7歳6か
3か月～7歳6か月に至るまで
4回
月までの人で、四種混合を未接種の人は保健センターで予診票をお渡
しします。
1歳の誕生日に接種券（ハガキ）を送付します（接種時に持参してく
1期 1歳から2歳に至るまで
1回
ださい）。
幼稚園・保育園の年長児に相当する
対象者に平成28年4月末に接種券（ハガキ）を送付しました
2期
1回
年齢で、小学校就学前年度の間
（接種時に持参してください）。
1期 3歳～7歳6か月に至るまでの間
3回
（2期について）平成18年4月2日～平成19年4月1日生まれと平成10
年4月2日～平成11年4月1日生まれで2期が完了していない人に、平
2期 9歳～13歳未満
1回
成28年4月末に個別通知しました。また、平成28年度中に9歳になる
年齢の対象者に順次個別通知をします。
特例対象者：平成8年4月2日～平成19年4月1日生まれ （特例対象者の接種について）
※20歳未満までの間に4回の不足分が接種できます。 接種を希望する場合、事前に保健センターに申し込みが必要です（母
子健康手帳持参）。
小学6年生
1回
対象者に平成28年4月末に個別通知しました。

二種混合
子宮頸がん
中学1年生～高校1年生に相当する女子
予防ワクチン
水痘
平成26年10月 1歳から3歳に至るまで
から定期接種

3回

積極的にはお勧めしていません（平成28年4月末現在）。

2回

・水痘にかかったことがある人は対象外です。
・任意接種としてすでに水痘の予防接種を受けている場合は、既に接
種した回数分の接種を受けたものとみなします。

※乳幼児または小学生でやむを得ない事情で保護者が同伴できない場合、お子さんの健康状態のわかった親族等の同伴が可能です。
その場合保護者の委任状が必要です（岩倉市ホームページ（アドレス裏表紙参照）からダウンロードできます）
。
■高齢者肺炎球菌の予防接種について
平成26年10月から定期予防接種に追加されました。定期接種対象者には平成28年4月末に個別通知しました。
なお、定期接種対象者に該当しない65歳以上の人で、接種を希望する場合、任意予防接種として接種費用の一部助成を受けること
ができます。詳しくは、保健センターにお問い合わせください。
■風しんワクチン（麻しん風しん混合含む）の接種費用の助成について（任意接種）※申請期限：平成29年4月3日㈪まで
接種日に岩倉市民で、次の①および②の両方に該当する人（①妊娠を予定または希望する女性〈ただし、経産婦、妊婦、風しん（麻
しん風しん混合含む）ワクチン接種歴がある人、風しん罹患歴がある人を除く〉②平成28年4月から平成29年3月までに受けた風し
ん抗体検査で抗体が陰性と確認できた人）は、接種費用を一部助成します（平成28年4月から平成29年3月までの接種）。また、市
民税非課税世帯（生活保護受給世帯を含む）の人は、全額助成します。詳しくは、保健センターにお問い合わせください。
広報いわくら 平成28年6月号
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7月の保健センター案内（予定）
保健センターでは、保健師等による育児や健康に関する電話相談（☎66‐7300）を
土・日曜日、祝日を除く毎日（時間9：00～12：00、13：00～16：00）行っています。

子どもとお母さん

駐車場が少ないため、車でのお越しはなるべくご遠慮ください（★の事業は要予約。先着順）。
内容

日

と き
時 間

受

付

9：45
～11：00
母子健康手帳 毎週木曜日
10：00～ （初産の人
交付
（祝日除く）
は10時ま
でに受付）

対

象

問合先

☎３７－３５１１

備考・持ち物（母子健康手帳）

妊婦

持ち物…妊娠届出書
内容…母子健康手帳の使い方、出産後の手続き等についての話
※初産の人は10：00～11：00までお話を聞いていただきます。
ご都合のつかない人は電話でご連絡ください。

乳幼児
健康相談

15日㈮

9：00～

9：00
～10：45

乳幼児

内容…身長・体重測定、育児・栄養・運動発達・歯科・母乳相談（★
母乳相談は要予約）

★こども
発達相談

29日㈮

9：00
～11：00

◎予約制

乳幼児

内容…保健師・作業療法士による身体やことばの発達などの相談
※要予約

12：45～

12：45
～13：30

4か月児
健康診査
（個別通知）

21日㈭
29日㈮

平成28年3月
1～15日生まれ
平成28年3月
16～31日生まれ

持ち物…問診票
内容…身長・体重測定、発達チェック、内科診察、育児の話
（所要時間 1時間半～2時間）

★これから
はじめる
離乳食教室

22日㈮

10：00
～11：15

9：45
～10：00

4～6か月児
（定員20組）

申込…6月2日㈭～保健センター（電話可）
持ち物…バスタオル、おてふき
内容…離乳食のはじめ方の話、調理実習、試食（保護者）、絵本の
読み聞かせ

★後期
離乳食教室

26日㈫

10：00
～11：00

9：45
～10：00

9～11か月児
（定員20組）

申込…6月2日㈭～保健センター（電話可）
持ち物…おんぶひも（抱っこひも）
内容…離乳期後期の親子の生活習慣と食事についての話、調理の
デモンストレーション

平成26年
12月生まれ

持ち物…仕上げ磨き用歯ブラシ、問診票
内容…身長・体重測定、発達チェック、内科診察、歯科健診、フ
ッ化物塗布
※歯をみがいてきてください（所要時間 約2時間）。

1歳6か月児
健康診査
（個別通知）

19日㈫

12：45～

12：45
～13：30

２歳児歯科
健康診査

22日㈮

12：45～

12：45
～13：30

平成26年
7月生まれ

持ち物…仕上げ磨き用歯ブラシ、コップ、エプロン
内容…歯科健診、虫歯予防・栄養の話、歯こう染め出し、ブラッ
シング指導、フッ化物塗布
※歯をみがいてきてください（所要時間 約2時間）。

２歳６か月児
親子歯科
健康診査

25日㈪

12：45～

12：45
～13：30

平成25年12月
生まれの児と
その親

持ち物…仕上げ磨き用歯ブラシ、コップ、エプロン
内容…歯科健診（親と子）、虫歯と歯周病予防・育児の話、歯こう
染め出し、ブラッシング指導、フッ化物塗布
※歯をみがいてきてください（所要時間 約2時間）。

26日㈫

12：45～

12：45
～13：30

平成25年
7月生まれ

持ち物…仕上げ磨き用歯ブラシ、問診票など
内容…身長・体重測定、発達チェック、内科診察、尿検査、視聴
覚検査、歯科健診、フッ化物塗布
※歯をみがいてきてください（所要時間 約2時間）。

19日㈫

10：00
～11：00

―

３歳児
健康診査
（個別通知）
ツインズ
交流会

双胎・多胎の妊婦等
内容…情報交換、交流会
双児・多児の親子

●教室・相談・健康診査に参加するときには、母子健康手帳をお持ちください。
●フッ化物塗布について
 1歳6か月児健康診査、2歳児歯科健康診査、2歳6か月児親子歯科健康診査、3歳児健康診査では、希望されるお子さんにフッ化物
塗布を行います。事前に歯みがきをしてお越しください。また、塗布後30分は飲食ができないので、塗布前に水分補給ができるよ
うにお茶などをお持ちください。
●対象となる人で、実施日に集団感染しやすい病気にかかっている人や恐れのある人は、事前にご連絡ください。

妊婦健康診査について

妊娠かなと思われたときは、産婦人科を受診し医師の診断を受けましょう。母子健康手帳交付日に14回分の妊婦健康診査受診票を
お渡ししています。妊娠週数に合わせて（妊娠23週（第6月）までは月1回、妊娠24週（第7月）以降には月2回以上、妊娠36週（第
10月）以降は毎週1回）健康診査をきちんと受けて、妊娠中の健康管理に気をつけましょう。また、愛知県外の医療機関や助産所で妊
婦健康診査を受けられる人は、受診前に保健センターにご相談ください。

一般不妊治療費の助成

不妊症と診断され、人工授精（医療保険適用外のみ）を受けられたご夫婦に、負担した費用の一部を助成しています。助成額は自己
負担額の2分の1で1年度あたり4万5千円を上限として、連続する2年間です。所得制限があります。申請窓口は保健センターです。な
お、平成28年度分（平成28年3月から平成29年2月診療分）の申請期限は、平成29年3月31日㈮です。岩倉市ホームページ（アドレ
ス裏表紙参照）にも掲載してあります。詳しくは、お問い合わせください。
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「トロントの夏祭り」

球をまるごとたべちゃおう」と似てい

ます。ダンフォース・アベニューは多

くのギリシャ系カナダ人が住んでいる

通りで、８月の週末に、その通りの３

キロ程が諸車通行止めになり、多くの

り、ギリシャのダンスや音楽を楽しん

レストランは店の外で屋台を出してギ

日本の祭りは、私が日本を大好きに

だりする素敵な機会ですので、
通りは、

リシャの料理を販売します。この祭り

なったきっかけの一つです。数百年前

「カリバナ」というカリブ系のお祭

いつも人で賑やかになります。

岩倉市国際交流員
Dustin Gauci
ダスティン・ガウチ
はさまざまなギリシャ料理を試食した

から続いてきた文化が大切に残されて

り は、 ８ 月 の ２ 週 間 に 渡 り 開 催 さ れ、

北アメリカの中で最も大きな路上のお

いて、日本の文化を知る事の出来る開

かれた窓のようです。

私は岩倉の山車や、からくり人形を

隊が色彩豊かな衣装をまとい音楽を演

見 た り、 伝 統 の 笛 や 太 鼓 を 聞 い た り、 祭りかもしれません。お祭りでは、楽

盆踊りをしたり、とても楽しませてい

奏 し な が ら 路 上 で パ レ ー ド を し ま す。

トロントはオンタリオ湖岸の北西に

ただいています。そして、日本の祭り

位置し、夏には湖岸で、音楽の祭りが

そ し て、 衣 装 や 演 奏 を 競 い 合 い ま す。

私は夏が近づいてくると、カナダの

特に多くて、例えば、「庭での夏の音楽」

たくさんのカリブのダンスや屋台があ

最大の都市のトロントでの夏祭りを思

は６月下旬から９月上旬までに湖岸の

に行くと、たくさんの人々が集まって

い出します。大学生だった頃、トロン

野外音楽堂で行なわれます。その祭り

いて、興奮とエネルギーを与えてくれ

トで働いていて、そこの夏祭りに行く

には、毎週、地元の色々な音楽家やバ

り、私もとても心踊るお祭りです。

のが楽しみでした。市民の約半分がカ

ます。

ナダの外で生まれているので、トロン

ンドが世界中の音楽を演奏します。

満開の桜の花も葉桜になり、また初

周 り の 移 り 行 く 季 節 を 感 じ な が ら、

夏の時期を迎えようとしています。

今年の夏を楽しんでくださいね。

トは世界で最も多文化な都市の一つと

して有名です。そしてトロントで住ん

でいる多くの移民が自分の出身の国を

紹介するためにお祭りを作ります。

私の好きなトロントの祭りの一つで

岩倉市国際交流協会のイベントの「地

「テイスト・オブ・ダンフォース」は、

Hello Dustin

★Hello Dustin
（英訳版）
は市ホームページ
（アドレス裏表紙参照）
で見ることができます。

Departamento de Informações

Informações (☎ 3 8 - 5 8 0 7 )
Disponível intérprete em português

Exames de saúde de crianças em fase préescolar:

◎Exame de saúde para bebês de 4 meses - 10/6(sex)
【nascidos em 1 à 15/2/2016】e 20/6(seg)【nascidos em 16 à
29/2/2016】recepção 12:45~13:30
◎Exame de saúde para bebês de 1 ano e 6 meses - 7/6(ter)
recepção 12:45~13:30
◎Exame de saúde dental para criança de 2 anos - 6/6(seg)
recepção 12:45~13:30
◎Exame de saúde dental para pais e f ilhos de 2 anos e 6
meses−3/6(sex) recepção 12:45~13:30
◎Exame de saúde para crianças de 3 anos - 14/6(ter)
recepção 12:45~13:30

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
2/6(qui)e 15/6(qua) - comparecer no horário de recepção das
13:00 as 14:00.

Dia da coleta do lixo reciclável

3/6 (sex)・Sono Cho・Inari Cho・Taisanji Cho・Taisanjimoto
Machi・Taisanjihon Machi・Gojo Cho・Daiichiba Cho
7/6（ter）・Yatsurugi Cho・Inoue Cho・Kamino Cho・
Ishibotoke Cho
10/6（sex）・Higashishin Machi(Iwakura danchi)
14/6（ter）・Daichi Cho・Daichishin Machi・Chuo Cho・
Minami shin Machi・Kawai Cho・Kitajima Cho・Noyori
Cho
17/6(sex) ・Shimohon Machi・Showa Cho・Asahi Machi・
Sakae Machi 2chome・Shinyanagi Cho・Shinyanagi Cho
1-ku
21/6(ter)・Nakahon Machi・Higashi Machi・Nakano Cho・
Suzui Cho
28/6(ter) ・Izumi Cho・Saichi Cho・Hon Machi・Miyamae
Cho・Sakae Machi 1chome

Dia da coleta de papel velho e roupa usada

3/6 (sex) ・Shimohon Machi・Showa Cho・Asahi Machi・
Sakae Machi 2chome・Shinyanagi Cho・Shinyanagi Cho 1-ku
7/6(ter)・Nakahon Machi・Suzui Cho
11/6(sáb)・Higashishin Machi(Iwakura danchi)
14/6（ter）・Saichi Cho・Hon Machi・Miyamae Cho・
Sakae Machi 1chome
17/6(sex)・Gojo Cho・Daiichiba Cho
21/6(ter)・Yatsurugi Cho・Kamino Cho・Ishibotoke Cho
28/6(ter)・Chuo Cho・Kawai Cho
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☆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（夏の野菜編）
健康課健康支援グループ（保健センター内☎37‐3511）

ピクルス





＜材 料＞
２人分
赤パプリカ(1/４個)
２０ｇ
黄パプリカ(1/４個)
２０ｇ
きゅうり(1/４本)
２０ｇ
にんじん(1/5本)
４０ｇ
玉ねぎ(中1/６個)
３０ｇ
ミニトマト(2個）
３０ｇ
A）調味液（４～６人分）
水
200ml
酢
200ml
砂糖
大さじ１
塩
小さじ１
コショウ
少々
ローリエ
１枚
※1人分の野菜分量（80g）

作り方

頭

クロスワードパズル

の 体 操

タテのキーワード



①保存容器は煮沸消毒します。
②パ プリカは１.5㎝幅に切り、きゅうり、にんじんは１
㎝角のスティック状に切ります。
玉ねぎは1.5㎝幅のくし形切りにします。
③鍋にA）の調味料を入れて、沸騰したら火を止めます。
④①の保存容器に②の野菜、ミニトマトを詰め③の調味
液を人肌程度に冷ましてから注ぎ入れ、ローリエを加
えて保存容器のふたをし、冷蔵庫に入れて一晩おきま
す。
※調味液は少し冷ましてからビンに注ぎます。

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：岩倉の特産品の
ひとつ）ができます。正解者の中から抽選で３人に、
い～わくんボールペンプレゼント!!

ヨコのキーワード

1．
「Σ」
この文字の読み方は。
1．
宇宙に存在する一切のものごと
3．
アリゲーター、クロコダイルな
を指す四字熟語
「○○万象」
。
どの種類のある大型の爬虫類。
2．
ヨーロッパの伝説にあらわれる
5．
自分を第一に考えること。
「○○
不思議な力を持った女性を指す
中心」
。
言葉。
7．
生きるために悪を行う人間のエ
4．自 転 車 や オ ートバ イは
「○○
ゴイズムを描いた芥川龍之介
車」
。
の小説。
6．
値段が高いこと。
直感。第６感。
「―がいい」
「
、―が
8．野球で二塁と三塁の中間を守 10．
はたらく」
など。
る内野手。
地球を英語で言うと。
9．
州都がヘレナ市のアメリカ合衆 11．
13．
頑強なこと。
国北部にある州。
子どもに聞かせる昔話や童話。
11．
弟子が先生よりすぐれるさま。 15．
「 ― は 藍 より出 で て 藍 より―
し」
。
12．花粉症の原因となる常緑針葉
樹。
14．
死なないこと。

応募方法

官製はがきに記入事項を明記のうえ、右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/
offerList_detail.action?tempSeq=5912
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先月の答えは「コイノボリ（鯉のぼり）
」
でした。
●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 6月15日㈬まで（当日消印有
効）

草

わくわく体験教室
「食べられる草さがし」

を食べてみたよ！

４月24日（日）
、自然生態園で「食べられる草さが
し」が行われ、24人の子どもたちが参加しました。
子どもたちは、好奇心旺盛に食べられる草を先生に
聞いて探し、ヨモギやタンポポなどさまざまな草を採
取しました。その後、希望の家で採取した草を使って
よもぎ餅やおひたしなどを作り、草の思わぬ美味しさ
に子どもたちは驚いていました。

20

岩倉市音楽連盟20周年記念事業「岩倉市民吹奏楽祭」

周年を記念して

５月１日(日)、総合体育文化センターアリーナで岩
倉市音楽連盟20周年記念事業として岩倉市民吹奏楽
祭が開催され、出演者を含め約900人が参加しました。
市内中学校・高校の吹奏楽部、岩倉市民吹奏楽団に
よる演奏が行われた後、合同ステージでは3曲演奏し、
最後の曲「翼をください」では音楽連盟加盟全団体も
コーラスで多数参加し、
歌声が会場に響きわたりました。

広報に掲載した写真をさしあげます。

●申込先

風

市民茶会

情あるお茶会を楽しむ

４月29日（金・祝）、史跡公園で市民茶会が開催さ
れ、老若男女問わず、145人が訪れました。
訪れた人は、市指定文化財である鳥居建民家に入っ
て歴史の趣を感じながら、岩倉市文化協会・茶華道連
盟（席主、服部社中）のお点前によるお抹茶を堪能し
ました。また、箏や篠笛などの和楽器による演奏に耳
を傾け、風情あるひとときを過ごしました。

五

五条川の水生生物調査

条川を守る

５月６日（金）、五条川小学校の５年生58人が、五
条川の八剱橋付近で水生生物調査を行いました。
これは、理科の発展学習と環境教育の一環として、
水生生物調査を行うことによって、五条川の環境につ
いて関心を高め、川の環境を守ることの大切さに気づ
き、地域の環境を地域で守る気持ちを高めることを目
的に実施されています。
この日は、水温１６度の冷たい水の中、川に入った
子どもたちは一生懸命生き物を探していました。
協働推進課広報情報グループ（☎３８ ‐ ５８０２）
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6月のカレンダー
1㈬
2㈭
3㈮
4㈯
5㈰
6㈪
7㈫
8㈬

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道

17㈮
18㈯

分別収集/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
古紙と古着の日/下本町・昭和町・旭町・栄町二丁目・
新柳町・新柳町１区

19㈰

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道
休日急病診療
（丹羽克司 丹羽外科内科）
フッ化物塗布・歯科健康診査・歯科相談／保健セン
ター
日曜資源回収
（e-ライフプラザ
（清掃事務所）9:00～
12:00）
日曜市役所
（証明発行業務）
開設
（8：30～12：00）

20㈪
21㈫
22㈬

11㈯
12㈰
13㈪
14㈫
15㈬

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道
休日急病診療
（有馬良成 有馬医院）
日曜資源回収
（e-ライフプラザ
（清掃事務所）9:00～
12:00）
日曜市役所
（証明発行業務）
開設
（8：30～12：00）
休日納付窓口開設
（8：30～12：00）
分別収集/中本町・東町・中野町・鈴井町
古紙と古着の日/八剱町・神野町・石仏町
野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道

23㈭

分別収集/八剱町・井上町・神野町・石仏町
古紙と古着の日/中本町・鈴井町

24㈮
25㈯

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道

9㈭
10㈮

分別収集/下本町・昭和町・旭町・栄町二丁目・新柳
町・新柳町１区
古紙と古着の日/五条町・大市場町

26㈰
分別収集/東新町
（岩倉団地）

27㈪

古紙と古着の日/東新町
（岩倉団地）
野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道
休日急病診療
（渡部照和 渡部耳鼻咽喉科）
  
日曜資源回収
（消防署東側防災公園9：00～12：00）
日曜市役所
（証明発行業務）
開設
（8：30～12：00）
午後から市役所市民スペースはお休みです

28㈫
29㈬

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道
休日急病診療
（柵木隆志 ませきクリニック）
日曜資源回収
（消防署東側防災公園9：00～12：00）
日曜市役所
（証明発行業務）
開設
（8：30～12：00）
分別収集/泉町・西市町・本町・宮前町・栄町一丁目
古紙と古着の日/中央町・川井町
野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道

30㈭

分別収集/大地町・大地新町・中央町・南新町・川井
町・北島町・野寄町
古紙と古着の日/西市町・本町・宮前町・栄町一丁目

税・保険料等納期限
市県民税第１期
国民健康保険税第３期

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道

後期高齢者医療保険料第３期

16㈭

介護保険料第３期

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。

６月30日(木)
（口座振替を利用してい
る人は、預金残高を６
月29日（水）までにご
確認ください。
）

岩倉市の人口
５月１日現在
総人口

47,757人

前月比
101人

前年比
75人

前月詳細
出生

41人

男

23,883人

41人

59人

死亡

女

23,874人

60人

16人

転入等

326人

20,984世帯

53世帯

234世帯

転出等

221人

世帯

45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）

45

広報いわくら 平成28年6月号

●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

中国の放送局から受け取った切り紙を

展示する杁本直正さんを紹介するイワ。

いりもとなおまさ

年余りに渡

切 り 紙 の 繊 細 さ︑ 美 し
さに魅せられて
杁本直正さんは︑

って︑中国国際放送局の日本語放
送 を 聞 き 続 け て い ま す︒ そ の 間︑
中国国際放送局が︑発行する受信
確認カードやリスナーへプレゼン
トとして︑配布している切り紙細
工 な ど を 収 集 し︑ そ れ ら の 数 は︑
約２千枚に上っています︒

杁 本 さ ん は︑﹁ 民 間 交 流 は 盛 ん

真くん。

ファミリー

●お父さん・お母さんの一言

●お父さん・お母さんの一言

いつもニコニコ面白くて

絵本と電車が大好きな燈

泣き虫でいたずらっこな

そんなお兄ちゃんが大好

所は時々ママとパパを困ら

きなたーちゃん。

これからも仲良く一緒に

せるけど、燈真の笑顔で仕

いろんなことができるよう

事や家事の疲れも吹き飛ぶ

一緒に大きくなろうね。

宮田 燈真 くん（1歳）

健 くん（1歳）
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●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。

かっこいいお兄ちゃん！

よ。これからも沢山遊んで、

とう ま

に行われています︒民間交流が盛
んになれば︑必ず︑国と国との関係
も良くなるはず﹂との期待もされ︑
今 後 の 目 標 は︑﹁ さ ら に 切 り 紙 の
収集を増やし︑多くの人に見に来
て欲しい﹂と語られていました︒

穴をあける際に
ご活用ください。

▲岩倉市図書館での展示会の様子

みや た

になろうね！

横井 瑛太 くん（3歳）

たける

杁本さんは１９９７年から︑岩
回切

倉市図書館などで︑収集品の展示
会を行っていて︑現在まで
り紙展を開催しています︒

●毎月1回 1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）

11

えい た

よこ い
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じまんッ!

い〜わくんの

