広報

紙〜
なぐ情報
つ
を
域
〜地

2016

7月号
No.1085

特集

保健師すこやか日誌

19

〜第3回〜
岩倉市に巨大地震が発生したら！！

22

健康講座

23

フォトニュース

46

い〜わくんの岩倉じまんッ！

48

※上の右から２番目の写真は、広報モニター山田幸哉さん提供

岩倉市には、大上市場、中本
町、下本町それぞれ１台、計３

年

人形方

多種多様なからくり人形を巧

みな技術で操ります。会得には

年かかります。

はやし

５～

山車の中から笛や太鼓等で梶

囃子方

方を鼓舞したり、からくり実演

加するなど、山車創建４００年

山車まつり日本一協議会」に参

その他にも提灯に火をつける

係や幕を下ろす係などさまざま

な役割を担う人たちがいます。

2
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り に 曳 き 出 さ れ て い ま し た が、

戦争などをはさんで、昭和

代には山車曳きは完全に行われ

なくなってしまいました。

その後、山車の復活を願う地

元の機運が高まる中、市は長い

補助や岩倉街道の電線、電話線

に合わせた音色を奏でたりしま

間放置されていた山車の修繕の

周年の平成３年

ら天王祭とも呼ばれます。京都

す。

などの架線かさ上げ工事を行
い、市制施行

度に３台の山車曳きが可能にな

りました。そして、翌平成４年

度の桜まつりで念願の３台揃い

その後、現在まで桜まつりと

曳きが復活しました。

山車夏まつりで３台の山車の揃

月に、県が設立した「あいち

山車の起源は京都祇園祭の山
ず

い曳きが行われています。昨年
ご

の八坂神社から都市型信仰のひ

に向けて、岩倉の山車はますま

園祭は、牛頭天王を祀ることか

とつとして全国へ伝えられまし

う山車の方向転換は、緊張感と

梶棒を肩で担ぎ上げたまま行

梶方

山車まつりでの主な役割

す勢いを増しています。
たたりを避けるための祭りであ
り、祭礼も疫病が多く発生する
夏に行われていました。
岩倉の山車は、江戸時代前期

10

30

鉾にあると言われています。祇

台の山車があります。

20

た。元来、御霊または、疫病の

12

力強さで圧巻の迫力です。

▲梶方による山車の方向転換

▲囃子方の練習風景

に創建されたと伝えられていま

日に神明大一社に３台の山

明治時代初期までは、旧暦６

す。
月

その後、それぞれの町内の祭

した。

車が揃い、祇園祭を彩ってきま

16

特集

山車そのものが
生 き が い ――

杷島へ縛り方を学びに行くこと

のようなやり方をしているか枇

した。また、他のまつりではど

で意見が衝突することもありま

縛り方など人によってばらばら

山車の復活当初は、ロープの

んでいます。山車をきちんと次

が、指導できる人の高齢化が進

りに参加してもらってはいます

若い人たちもどんどん山車まつ

で会員になってもらったりなど

山車の体験募集をしたり、家族

指導者の育成です。中学校への

ま た、 今 後 の 一 番 の 課 題 は、



もありました。一人ひとりが真

世代につなぐため

年先

剣に山車と向き合い、熱い気持

年、

ちを持って取り組みました。復

を見据えた組織の構想を立てて

20
催された下本町の山車まつりで

ったのは、中学１年生の頃に開

私が初めて山車と直接触れ合

山車のルーツは岩倉といっても

たのは岩倉の山車です。尾張の

ることがありますが、先にでき

古屋型」のミックスだと言われ

山 車 は よ く、「 犬 山 型 」 と「 名

のではないでしょうか。岩倉の

言ってもその歴史の古さにある

ていきたいと思っています。

考えて、岩倉の山車を有名にし

マンネリ化しない新しい企画を

す。山車創建４００年に向けて、

山車はわたしの生きがいで

す。その後、山車を街道に出す

過言ではありません。ただ、岩

込みをし、現在に至るまで山車

織が作られ、そこに参加の申し

活するとなったとき、梶方の組

が必要です。

もっと山車をＰＲしていくこと

と も な い 人 が い た り す る な ど、

らなかったり、まつりに来たこ

が、市制

ことはなくなってしまいました

岩倉の山車の魅力は、なんと

になってしまいましたが（笑）。 いくことが重要になりますね。

活最初の年のまつりは雨で中止

10

倉に住む市民でもそのことを知

（岩倉市山車保存会会長）
周年の行事として復

小島康夫さん

と関わり続けています。
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こじまやすお
20

三町の山車
岩倉の山車の構造は３町とも共通して３段組になっており、「犬山型」の特徴を持っていますが、車
輪の輪懸や柱の外側に縛られた梶棒は、「名古屋型」の特徴であり、犬山型と名古屋型の両方の特徴を
併せ持っています。
大上市場山車

中本町山車

下本町山車

寛永６年（1629年）

寛永３年（1626年）

寛永２年（1625年）

那須与一１体、
チリリ２体、ざいふり１体

管丞相２体、
唐子遊２体、ざいふり１体

山車名

創建年
からくり

肩上倒立２体、
乱杭渡り１体、ざいふり１体

格納場所

新溝神社

神明大一社

神明生田神社

岩倉市山車夏まつり（宵まつり）
問合先

岩倉市山車保存会会長

小島康夫（☎３７－１３２２）
び

大上市場、中本町、下本町の山車曳き（宵まつり）が行われま
す。
きれいな提灯を飾り、神秘的に変身した山車が、大上市場・中
本町・下本町の岩倉街道を巡行します。
●とき

８月６日（土）午後５時～９時

（雨天の場合は７日（日）に延期。なお、７日も雨天の場合は中
止）
●ところ
●内容

大上市場・中本町・下本町区内の岩倉街道
山車曳き、からくり実演

●セレモニー（からくり実演）
午後７時からくすのきの家で、セレモニーと３台の山車による
からくり実演を行います。
※山車巡行（からくり実演を含む）中は、交通規制が行われます
ので、ご協力をお願いします。
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・国民年金の高齢任意加入・付加年金制度のお知らせ 15
15
・金婚・ダイヤモンド婚祝賀会
15
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16
・各地区の夏まつり・盆踊り

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
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言（平成25年３月28日）
のまちです。
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今月は
「岩倉市の友好交流市福井県大野市」

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）

第 回参議院議員通常選挙が行われます
投票に出かけましょう
日も投票できます）。

岩倉市選挙管理委員会（☎３８‐５８２３）
日㈰

それぞれの
目的地へ

乗車してください。

７月

てください。電話での事前予約は必要ありません。

●投 票 日

ますので、それまでに

●期日前投票時間

ある受付用紙に、登録番号・氏名・目的地を記入し

午前７時～午後８時

午後２時₄5分に出発し

分～午後８時

ください（未着の場合は不要です）。

発電された電力は自動的に避難場所

に、災害に強い

ご利用当日の午後２時までに、さくらの家の窓口に

●投票時間
午前８時
●期日前投票場所

また、投票日に仕事や旅行などや

※ あ ら か じ め 宣 誓 書（ 入 場 券 裏 面 ）

市では、国の再生可能エネルギー

で あ る 体 育 館 の 照 明 に 使 わ れ ま す。

太陽光パネルで発電された電力

まちづくりを行

②“のり愛“乗車

入場券記載の投票所
歳の人
市役所２階会議室１

むを得ない理由で投票所に行けない

に必要事項を記入してお持ちいただ

※期日前投票には、入場券をお持ち

人は、投票日の前日の７月９日㈯ま

くと、手続きが早くすみます。

岩倉南小学校に太陽光パネルと蓄電池を
設置しました

等導入推進基金事業（グリーンニュ

また、夜間でも蓄電池により、６時

環境保全課環境グループ（☎３８‐５８０８）

ーディール基金）を活用し、補助金

間程度照明が使用できます。

ギーの利用を促

再生可能エネル

こ の よ う に、

を受けて防災拠点の一つである岩倉
南 小 学 校 に、 約

の太陽光パネ
kw

の蓄電池を設置した
ルと約
kwh
ほか、体育館の照明灯をＬＥＤ照明

は、普段は学校内の照明などに使用

っています。

進するととも

されますが、
災害時に停電した時は、

①さくらの家で当日受付

●投票場所
今 回 の 選 挙 か ら、 歳・
1₉

も投票できます。積極的に投票に参

18

で期日前投票ができます（土・日曜

加しましょう。

30

10

₂₄

10

に交換しました。

15

デマンドの新しい“のり愛”
「さくらの家⇒自宅」便の試験運行を開始します！

協働推進課市民協働グループ（☎38‒5803）

市民の皆さんと地域をつなぐデマンド型乗合タクシー“のり愛い～わ号”を、よ
り便利にご利用いただくため、比較的利用の少ない午後の時間に、施設で当日
窓口予約を行います。２台あるい～わ号のうち１台を、八剱町にある「多世代
交流センター さくらの家」発とし、乗り合った乗客をそれぞれの目的地へ送
ります。

●ご利用の手順

・すべての乗客の目的地を経由した運行ルートを、システムで設定します。
・順に目的地までお送りします。必ずしも、受付順や近い順とは限りません。
・料金や降車場所は通常どおりです。
●こんな時にどうぞ！
・帰りの交通手段が無いときに。 ・入浴後や急な雨降りに。
●運行開始日 ８月１日（月）（３カ月間の試験運行とします）
ご利用には事前の登録が必要です。市役所５階協働推進課市民協働グループまでお越しください。

6

広報いわくら 平成28年7月号

市政通信

ふるさといわくら応援寄附金についてお知らせします
秘書企画課企画政策グループ（☎38‒5805）

岩倉市では、ふるさといわくら応援寄附金（ふるさと納税）制度によりご寄附いただいた寄附金を、希望された
分野の事業に活用させていただくこととしています。
平成27年度にいただいたふるさといわくら応援寄附金は21,006,808円（1,530件）でした。
ご希望いただいた事業の件数および金額の内訳は下表のとおりです。
ご寄附いただいた皆さんに、心よりお礼申し上げます。

情報公開制度と個人情報保護制度の運用状況を
お知らせします 行政課行政グループ（☎３８‐５８０４）

本人であることを確認できるものが

ご自分の情報の請求には

障するための情報公開制度と、市が

必要です。

●手続き

保有する個人の情報を守るための個

●負担費用

市民の皆さんの「知る権利」を保

人情報保護制度を設けています。

★閲覧…無料

★公文書の写しの交付…１面につき

●情報公開制度について
情報公開制度は、皆さんの知りた

円

た 公 文 書 ） を 公 開 す る こ と に よ り、

２００円

★公文書の写しの証明…１件につき

い情報（岩倉市が作成または取得し
市政への理解、認識を深めていただ

★郵送の場合…郵便料金を加算

公開または開示された

くことをねらいとしています。

●適正使用

情報は、制度の趣旨に沿って正しく

岩倉市が保管または管理している
文書・帳 票などの情報について、情

使用してください。

●公開を拒否された場合などの救済

報の公開を請求することができます。
ただし、個人が識別できる情報な

請求に対する決定に対して審査請

年度の制度運用状況

求をすることができます。

ど、公開できない情報もあります。
●個人情報保護制度について

平成

●情報公開制度

個人情報保護制度は、個人情報に
関する皆さんの権利を明らかにする

★情報公開を請求された件数…

件

ことにより、個人の権利と利益を保

★情報公開の可否の件数…全部公開

●個人情報保護制度

件、非公開３件
その情報の開示を請求することがで

★自己情報の開示などを請求された

件、一部非公開
きます。また、開示された情報に誤

件数…開示請求

18

★不服申し立ての件数…０件

11

件、訂正請求０件

りがある場合や、適切な取り扱いが

★開示の可否の件数…全部開示
市役所３階行政課

されていない場合に、訂正請求や利

本 人 に 関 す る 個 人 情 報 に つ い て、

31

件、一部開示５件、不開示２件

18

護することをねらいとしています。

27
用停止請求をすることもできます。
●請求窓口

広報いわくら 平成28年7月号
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10

10

金額（円）
5,630,001
4,339,383
4,280,000
990,000
2,260,000
1,530,000
1,977,424
21,006,808
件数（件）
445
331
240
86
183
111
134
1,530
活用希望事業
１ 安心していきいきと暮らせるまち
２ 自然と調和した安全でうるおいのあるまち
３ 豊かな心を育み人が輝くまち
４ 快適で利便性の高い魅力あるまち
５ 地域資源を生かした活力あふれるまち
６ 市民とともに歩む ひらかれたまち
７ 事業の指定なし
合
計

●ふるさといわくら応援寄附金にご協力をお願いします
寄附を通じて岩倉市の応援をしていただける人を募集していま
す。お礼の品の贈呈は市外にお住まいの人に限りますが、市内にお
住まいの人でも岩倉市へ寄附をしていただけます。
寄附をしていただいた場合には、寄附金控除の優遇を受けること
ができます。

脳検査・脳ドックの申し込みを受け付けます
市民窓口課保険医療グループ（☎38‒5807）
岩倉市国民健康保険および愛知県後期高齢者医療の加入者を対象に脳検査・脳
ドックの費用の一部を助成します。
●受診期間 受診者が一時期に集中するのを防ぐため、受診期間を2期間に分け、
申し込み時に選択していただきます。
※申込状況によっては、調整のため希望に添えない場合もありますので、ご了承
ください。
●受診機関 岩倉病院（川井町）
※脳手術を受けた人、ペースメーカーを使用している人は、受診できません。
※検査機器は狭小ですので、閉所恐怖症の人は、検査できない場合があります。
申込期間

7月1日（金）~29日（金） 午前8時30分~午後5時（土・日曜日、祝日を除く）
岩倉市国民健康保険の加入者

愛知県後期高齢者医療の加入者

・平成28年4月1日現在35歳以上の人
申込要件
・後期高齢者医療保険料を完納されている人
・国民健康保険税を完納されている世帯の人
（全てに該当する人）
・受診日に岩倉市で後期高齢者医療に加入し
・受診日に岩倉市国民健康保険に加入してい
ている人
る人
申込に必要なもの
受診期間
定員

国民健康保険被保険者証、申込書（※1）

後期高齢者医療被保険者証、申込書（※1）

9月1日（木）~11月30日（水）、12月1日（木）~平成29年3月15日（水）
※日曜日・祝日・年末年始は除く。
300人

100人

（※１）申込書は、市民窓口課保険医療グループにあります。また、₇月中旬に郵送する納付書にも同封しますの
でご利用ください。
検査名
脳検査
脳ドック
（※２）

検査項目

検査費用額

助成金額

自己負担額

25,000円

13,000円

12,000円

問診、血圧測定、MRI検査、MRA検査、血液検査、
血液生化学検査、心電図、尿検査、聴力検査、
34,700円
胸部X線検査

13,000円

21,700円

血圧測定、MRI検査、MRA検査

（※２）特定健康診査（保健センター会場）を受診される人または岩倉市が実施している人間ドック費用の助成を
受ける人は、検査項目が重複するため脳ドックはお申し込みできません。

年金生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者向け給付金）
申請はお済みですか。申請期限は８月12日（金）までです
岩倉市臨時福祉給付金コールセンター（☎66‒8861）

●対象 平成₂₇年１月１日に岩倉市に住民登録があり、平成₂₇年度分市民税（均等割）
について課税がされていない人のうち、平成₂₈年度中に₆₅歳以上となる人（生年月日
が昭和₂₇年４月１日以前の人）
※ご自身を扶養している人が課税された場合や生活保護制度の被保護者となっている
場合は対象外です。
※支給決定がされる前に亡くなられた場合は、支給の対象にはなりません。
※対象となる可能性のある世帯には、５月６日に案内書を送付しています。

広報いわくら 平成28年7月号
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「い～わくんキャラバン隊」がみなさんの
ところへお出かけします！

商工農政課商工観光グループ （☎３８‐５８１２）

キャラバン隊」訪問実施要領をご覧

ドレス裏表紙参照）の「い～わくん

に任命し、い～わくんを通じた観光

ください。

い ～ わ く ん を「 岩 倉 市 Ｐ Ｒ 大 使 」

情報の発信を行っています。

●費用
無料

「い～わくんキャラバン隊」の訪

●その他
希 望 日 が 重 複 す る 時 は、

問先を募集します！

所定の訪問依頼書を商

調整させていただく場合がありま

す。

岩倉市ＰＲ大使い～わくんが市内

のイベントに訪問します。い～わく

●申込方法

工 農 政 課 へ ① 直 接 提 出、 ② メ ー ル

岩倉市ホームページからダウンロ

んキャラバン隊の訪問を希望する場

合は、依頼書をご提出ください。

で
(shokono@city.iwakura.lg.jp)
お申し込みください。

市内の各地区や学校、保

育園、幼稚園、福祉施設などのイベ

●訪問依頼書および訪問実施要領

●訪問先

ント

握 手 会、 写 真 撮 影 会、

ードしていただくか、商工農政課で

●訪問内容

歌とダンス（いわくらだいすきい～

受け取ってください。

分程

わくん）
、 盆 踊 り（ み ん な の 岩 倉 い

１カ所につき、

①特定の政治、思想

～わくん）の披露など

●訪問時間

度

●訪問の条件

若しくは宗教、または営利活動のイ

ベントでないこと。②人の目に触れ

ず着脱ができる場所および駐車場が

確保できること。③ブログ等による

活動状況の発信を了承いただけるこ

と など

詳しくは、
岩倉市ホームページ
（ア

30

い～わくんFacebookとTwitterの更新をしています！

い～わくんの素朴なつぶやきや、マル秘サービスショット、キャラバン隊の活動など、い～わくん盛りだく
さんでお届けしています。
●い～わくんFacebookへのアクセスはこちら
●い～わくんTwitterへのアクセスはこちら
http://www.facebook.com/iiwakun
https://twitter.com/iwakuraiiwakun

福祉医療費受給者証の送付
市民窓口課保険医療グループ
（☎38‒5807）

●障害者、後期高齢者福祉医療費受給者証
８月１日（月）から有効の受給者証を７月下旬に送
付します。
なお、あらかじめ再判定が必要な人には、必要な手
続きを６月に通知しています。
●母子・父子家庭医療費受給者証
６月に郵送した更新申請書を提出した人には、 ８月
１日（月）から有効の受給者証を7月下旬に送付します。
所得制限により資格を喪失する人には、通知します。
以前に所得制限により資格を喪失した人で、所得の
減少により該当すると思われる人は、お問い合わせく
ださい。

9
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国民健康保険高齢受給者証の送付
市民窓口課保険医療グループ
（☎38‒5807）

国民健康保険に加入されている人のうち70歳以上75
歳未満の人が対象です。
新しい受給者証は、７月下旬に送付します。
８月１日（月）からは、新しい受給者証をお使いく
ださい。

後期高齢者医療制度の保険証の送付
市民窓口課保険医療グループ
（☎38‒5807）

新しい保険証は、7月下旬に簡易書留で送付します。
８月１日（月）からは、新しい保険証（薄藤色）を
お使いください。
なお、古い保険証は裁断して破棄してください。

介護分

区分
（改正後）

（改正前）

（改正後）

（改正前）

（改正後）

（改正前）

所得割

※１

改正なし

6.0%

改正なし

1.9%

1.4%

1.2%

資産割

※２

22.0%

32.5%

6.0%

11.5%

2.4%

2.5%

26,200円

23,900円

9,000円

7,000円

8,000円

6,500円

平等割
改正なし
（１世帯当たり）

19,500円

改正なし

6,500円

改正なし

6,000円

51万円

17万円

16万円

16万円

14万円

均等割
（１人当たり）

賦課限度額
※１

52万円

所得割…前年中の所得額－33万円

※２

国民健康保険税納税通知書を送付します

期分の納税通

₁2

市民窓口課保険医療グループ（☎３８‐５８０７）

７月中旬に第４～

知書を送付します。

●納付書で支払う人

納期限までに金融機関やコンビニ

支援金分

エンスストア等にて納付をお願いし

ます。

●口座振替の人

第４期納期限（８月１日㈪）から

指定口座より保険税が引き落とされ

ます。

●年金天引き︵特別徴収︶の人

年金支給月に年金から保険税が天

引きされます。口座振替に変更する

年度の税率等は、下表のと

医療分

場合は、手続きが必要です。

平成

おりです。

28

資産割…土地家屋に係る固定資産税額

国民健康保険税の軽減措置を拡大しました
市民窓口課保険医療グループ（☎38-5807）
平成28年度分から、所得の少ない人に対する国民健康保険税の軽減措置（５割・２割）を拡大しました。計算方
法については、下表のとおりです。
なお、該当する世帯については、所得の申告に基づいて算定をしています。
※所得の申告がお済みでない場合は、申告をお願いします。
軽減対象となる所得の基準
軽減割合
（改正後）

（改正前）

７割

33万円以下の場合

33万円以下の場合

５割

33万円＋（26万５千円×被保険者数）以下の場合

33万円＋（26万円×被保険者数）以下の場合

２割

33万円＋（48万円×被保険者数）以下の場合

33万円＋（47万円×被保険者数）以下の場合

広報いわくら 平成28年7月号
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後期高齢者医療保険料通知書を送付します
市民窓口課保険医療グループ（☎38-5807）
後期高齢者医療制度では、２年ごとに保険料率の見直しを行います。
新たな保険料率で保険料を計算し、７月中旬に保険料通知書を送付します。
保険料は納期内に納めましょう。
●保険料の計算方法
所得割額（※１）

被保険者均等割額（※２）

（所得金額－33万円）

被保険者１人当たり

×所得割率9.54%
（平成26・27年度：9.00％）

＋

46,984円

＝

（平成26・27年度：45,761円）

保険料額
（限度額57万円）
（平成26・27年度：57万円）

※１

所得割額…被保険者本人の平成27年中の収入に応じて負担する部分です。

※２

被保険者均等割額…被保険者の皆さんが等しく負担する部分です。

なお、所得の低い人に対しては、所得割額、被保険者均等割額ともに保険料を軽減する制度があります。

下水道事業受益者負担金の納付書を送付します
上下水道課下水道グループ（☎38-5815）

岩倉市では、公共下水道の整備が完了した区域から、 ります。
毎年「受益者負担金賦課区域」を定め「受益者負担金」 ●受益者負担金の額

受益者負担金賦課区域の土地に１

回限り賦課するもので、一㎡当たり450円に定めていま

を賦課しています。
今年度の受益者負担金賦課区域の受益者（土地の所有

す。

者または建物の所有者など）の皆さんに、７月１日付け

●納付方法

で納付書を送付します。内容をお確かめのうえ、納期限

回に分けて合計20回で納める「分割納付」と、第一期の

までに納付してください。

納期に全額または１年分をまとめて納める「一括納付」

なお、口座振替を依頼された人には、口座振替のお知

負担金額を５年に分割し、さらに１年を４

があります。

らせを送付します。

第一期納期限の８月１日までに負担金を一括納付する

●受益者負担金制度

と、前納報奨金制度により納付額が割り引かれますので、

受益者負担金制度は、下水道の建設費すべてを税金で
まかなうのではなく、下水道整備によって利益を受ける
人（受益者）にも一部を負担していただく制度です。
●対象となる土地

下水道整備区域内にある土地は、す

早めの納入をお願いします。
★下水道の接続工事はお早めに
今年度の受益者負担金賦課区域では、すでに下水道が
使用できますので、一日でも早く下水道への接続工事（排

べて受益者負担金の対象となります。宅地だけでなく、 水設備工事）をしてください。
空き地や駐車場、農地も対象になります。
ただし、農地については、農地でなくなるまで徴収が
猶予される制度があります。
●納めていただく人

受益者負担金を納めていただく人

工事は、岩倉市下水道排水設備指定工事店に依頼して
ください。
★受益者負担金の徴収猶予を受けている皆さんへ
受益者負担金の徴収が猶予されている土地の受益者

（受益者）
は、
受益者負担金賦課区域の土地の所有者です。 は、その土地が農地でなくなった場合は届出が必要です。
ただし、その土地が地上権、質権、使用貸借または賃
貸借による権利がある場合は、その権利者が受益者とな

11
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また、その土地の受益者を売買などで変更する場合も届
出が必要ですので、お忘れのないようお願いします。

平成 年度介護保険料額（本徴収額）決
定通知書を送付します

等を負担すると生活保護が必要とな

る人が、保険料等が軽減されれば生

計算方法

長寿介護課介護保険グループ（☎３８‐５８１１）

歳 以 上 の 人（ 第 １ 号 被 保 険 者 ）

の介護保険料が下表のとおり決定し

老齢福祉年金受給者で本人および世帯全員が市民税非課税の人、または
生活保護を受給している人

活保護を必要としない状態となる場

合に、本来よりも負担の低い保険料

平成28年度所得段階別介護保険料
対象者

ました。

年度の介護保険料は、前年

等 を 適 用 す る た め の「 境 界 層 措 置 」

平成

の所得が確定するまでの期間を仮徴

こ の 制 度 の 適 用 を 受 け る 場 合 は、

市役所２階福祉課に申請して「境界

という制度があります。

年中の所得が確定し、

収期間とし、既に４月にお知らせし

ています。

今回、
平成

層該当証明書」の発行を受けるなど

所得段階

年 額 保 険 料 が 確 定 し た こ と に 伴 い、

等の非課税年金収入は対象となりません。

の手続きが必要です。

金収入が対象であり、遺族年金・障害年金

８月分以降の介護保険料額（本徴収

★課税年金収入…老齢退職年金等の課税年

また、災害などの特別な事情があ

額です。

額）について、７月中旬に「平成

入」から「必要経費相当額」を差し引いた

るときには、保険料の減免が受けら

★合計所得金額…「所得」とは、実際の「収

年度介護保険料額決定通知書」を送

年金です。

れる場合がありますので、ご相談く

月１日以前に生まれた人などに支給される

付しますので確認してください。

ださい。

★老齢福祉年金…明治44年（1911年）４

介護保険料を滞納すると…

介護保険料を滞納すると、いざ介

護サービスを利用しなければならな

い 状 況 に な っ た と き に、
「償還払い

（ 利 用 者 が い っ た ん 全 額 負 担 し、 申

請により９割または８割払い戻す制

度）
」に支払い方法が変更になった

り、通常１割（一定所得以上の人は

２割）の利用者負担が３割に引き上

げられたりするなどの制限がかかり

ます。

こんなときはご相談を…

本来適用すべき所得段階の保険料

語句解説

28

27

28

65

28

年額保険料

4,814円×0.45
×12カ月

25,900円

第２段階 本人および世帯全員が市民税非課税で第1段階以外の人で合計所得金額
と課税年金収入額の合計が120万円以下の人

4,814円×0.63
×12カ月

36,300円

第３段階 本人および世帯全員が市民税非課税で第1段階以外の人で合計所得金額
と課税年金収入額の合計が120万円を超える人

4,814円×0.75
×12カ月

43,300円

第４段階 世帯員に市民税が課税されていて、本人が市民税非課税で合計所得金額
と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

4,814円×0.88
×12カ月

50,800円

第５段階 世帯員に市民税が課税されていて、本人が市民税非課税で合計所得金額
と課税年金収入額の合計が80万円を超える人

4,814円×1.0
×12カ月

57,700円

第６段階 本人に市民税が課税されていて合計所得金額が120万円未満の人

4,814円×1.13
×12カ月

65,200円

第７段階 本人に市民税が課税されていて合計所得金額が120万円以上190万円未
満の人

4,814円×1.25
×12カ月

72,200円

第８段階 本人に市民税が課税されていて合計所得金額が190万円以上290万円未
満の人

4,814円×1.5
×12カ月

86,600円

第９段階 本人に市民税が課税されていて合計所得金額が290万円以上500万円未
満の人

4,814円×1.65
×12カ月

95,300円

第10段階 本人に市民税が課税されていて合計所得金額が500万円以上800万円未
満の人

4,814円×1.75
×12カ月

101,000円

第11段階 本人に市民税が課税されていて合計所得金額が800万円以上の人

4,814円×1.85
×12カ月

106,800円

第１段階

本人および世帯全員が市民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の
合計が80万円以下の人

広報いわくら 平成28年7月号
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８月から介護保険の負担限度額認定の判
定基準が見直されます

申請の際に、前年に受給した非課

長寿介護課介護保険グループ（☎３８‐５８１１）

介護保険施設に入所している人や

税年金の種別の申告をお願いしま

す。

ショートステイを利用している低所

得の人で、食費・居住費の負担軽減

を 受 け る 場 合 の「 負 担 限 度 額 認 定 」

の判定基準が見直されます。

これまで課税年金
（老齢年金など）

収入額と合計所得金額の合計額によ

年８月からは非課

り利用者負担段階の判定を行ってい

ましたが、平成

税年金（遺族年金と障害年金）収入

も含めて判定を行うことになりま

す。これにより、現在負担限度額第

２段階の認定をお持ちの人は、第３

段階に変更となる場合があります。

介護保険負担割合証を送付します

長寿介護課介護保険グループ（☎３８‐５８１１）

要支援・要介護認定を受けている

人に、新しい介護保険負担割合証を

７月中旬に送付します。

８月１日㈪からは、新しい介護保

険負担割合証を介護保険被保険者証

と併せてサービス利用時に提出して

ください。

28

平成２７年度のごみと資源の収集量をお知らせします
環境保全課廃棄物グループ（☎38-5808、または清掃事務所☎66-5912）
平成27年度のごみと資源の収集量は下表のとおりとなりました。平成26年度との比較では、ごみについては59
トンの減、資源については34トンの増となっています。
ごみの減量化の取組については市民の皆さんのご協力によるものと考えていますが、今一度、ごみ出しのときに、
ごみとして捨てるもののなかに資源が混ざっていないか確認していただき、ごみの減量化、リサイクルのより一層
の推進にご協力いただきますようお願いします。
ごみ収集量
年度

資源回収量

年度末

プラスチック

人口
（人） 燃やすごみ 破砕ごみ 粗大ごみ

ごみ計

※
平成27年度

47,656

平成26年度

47,686

比 較

▲ ₃0

単位はトン。ただし（

製容器包装
資源

その他の

古着類

資源

8₁₃

6₃

8,2₃8

72₃

₁,288

4₉7

2,508

（422）

（47）

（₃）

（472）

（4₁）

（74）

（2₉）

（₁44）

7,42₁

8₁2

50

8,28₃

720

₁,28₁

47₃

2,474

（426）

（47）

（₃）

（476）

（4₁）

（74）

（27）

（₁42）

₁₃

▲ 45

（0）

（▲4）

▲ 5₉
（▲4）

₁
（0）

₃
（0）

7
（0）

）内の数値は市民１人１日当たりのグラム数を表しています。

広報いわくら 平成28年7月号

資源計

7,₃62

※破砕ごみには、分別収集で出された小型ごみと危険ごみ等を含みます。

13

古紙・

24

₃4

（2）

（2）

半額免除
（半額納付）

8,130円

8,130円 免除期間は3/4で計算します
１/４免除
（３/４納付）

12,200円

4,060円 免除期間は7/8で計算します
若年者納付猶予

0円

猶予

猶予期間は年金額に反映されません
学生納付特例

0円

猶予

猶予期間は年金額に反映されません

国民年金の保険料が免除（猶予）されると…

【若年者納付猶予制度】

い。

●承認期間

で。

７月から翌年６月ま

ただし、法定免除は免除理由が終

了するまで、学生納付特例は４月か

納付が猶予されるものです。対象学

万円以下の場合、申請により保険料

得額から各種控除後の金額が１１８

７月からの免除などが継続審査とな

度申請する必要があります。ただし、

き免除などを希望される場合は、再

なお、承認期間が終わり、引き続

年金手帳、印かん

追納しなくても、免除などの期間

１日に岩倉市で住民登録をされてい

免除を希望する期間の年度の１月

14

広報いわくら 平成28年7月号

所得が一定額以上の世帯主と同居
しているために、申請免除の対象と

ならなかった 歳未満の人について、
本人（配偶者を含む）の所得が基準

ら翌年３月まで。

承認されれば期間の始期までさか

以下の場合、申請により保険料納付
が猶予されるものです。

のぼります。ただし、失業や災害な

校についてはお問い合わせください。

っている人（６月までの免除承認通

どの理由によるときは、その事由が

なお、学生納付特例制度に該当する

知に継続審査とされている人）につ

大学・短期大学・各種学校などに

人は、申請免除制度を申請すること

いては、再度申請しなくても審査の

発生した前月から承認されます。

はできません。

●持ち物

れますので、お待ちください。

結果、通知が年金事務所から郵送さ
年以内であれば保険料

は、雇用保険受給資格者証または離

失業を理由として申請する場合
３年度経過した後に納める場合に

職票の写しなど。

学生の人は、学生証または在学証

は、年金を受けるための資格期間に

ない人は、その年度の課税証明書が

明書。

含まれます。また、一部納付につい

必要な場合があります。
未納となりますので、ご注意くださ

ては、納付部分の支払いをしないと

とをおすすめします。

ますので、なるべく早めに納めるこ

は、経過年数に応じた加算額がつき

を 追 納 す る こ と が で き ま す。 な お、

ついては、

免除申請などが承認された期間に

●保険料の追納

在学されている人で、本人の前年所

【学生納付特例制度】

※一部納付の免除は、「納める保険料額」欄の金額を納付しないと未納となり、老齢基礎年金額への
計算に算入されません。

国民年金保険料の免除制度についてお知らせします

12,190円 免除期間は5/8で計算します

市民窓口課窓口グループ（☎３８‐５８０７）または
一宮年金事務所（☎０５８６‐４５‐１４１５）

4,070円

経済的な理由などで保険料を納付
することが困難な場合は、申請によ
り保険料が免除となる保険料免除制
度を利用してください。
★過去２年以内の未納期間について
も申請が可能です。
【法定免除制度】
障害年金や生活保護法の生活扶助
を受給している人などが届出を行う
と保険料が免除されるものです。
【申請免除制度】
全額免除のほか、保険料の４分の
３、２分の１、４分の１を納付する
と残りの保険料の納付が免除となる

16,260円 免除期間は1/2で計算します

50

10

一部納付（一部免除）があります。
本人・配偶者・世帯主それぞれの
前年の所得（１月分から６月分の保
険料免除については前々年の所得）
が い ず れ も 免 除 の 基 準 以 下 の 場 合、
申請により保険料が免除されるもの

できます。

0円

３/４免除
（１/４納付）
全額免除

老齢基礎年金額への計算
免除される保険料額
納める保険料額
免除等の種類

です。

年６月ま

扶養している親族の人数などによ
年７月から平成

って基準が異なります。
※平成

29

での申請免除は、７月１日から申請

28
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国民年金の高齢任意加入・付加年金制度のお知らせ

めていただきます。
●保険料および年金額
は月額４００円です。

結婚

結婚

周年、

周年のご夫婦をお祝いします

金婚・ダイヤモンド婚祝賀会
周年を迎えられる

年目（金婚）】

にお住まいのこと。

【結婚

昭和

年１月１日から

月

日ま

日ま

年目（ダイヤモンド婚）】

年１月１日から

長寿介護課にある「金

出書」にご夫婦の戸籍謄本を添えて
年または

保険料の免除を受けている人と国民

ただし、平成

出ていないご夫婦。

７月１日㈮～８月

㈬（土・日曜日、祝日を除く）

●受付期間

護課に提出してください。

年目を迎えられるご夫婦。または、
すでに結婚

の月から加入することができます。

年金基金の加入者も付加保険料を納

マイナンバーカードを申請された人へ

国民年金では、定額保険料（平成

書 発 行 通 知 書 兼 照 会 書 」（ は が き ）

「 個 人 番 号 カ ー ド 交 付・ 電 子 証 明

通知書兼照会書」（はがき）、通知カ

人番号カード交付・電子証明書発行

市民窓口課窓口グループ（☎３８‐５８０７）

年度月額１万６２６０円）に加え

ード送付時に同封されたご案内、マ

ください。

カード総合サイト」で検索）をご覧

を順次送付しています。はがきが届

市役所１階市民窓口課
※ 持 ち 物 な ど に つ き ま し て は、「 個

●交付場所

してください。

て、付加保険料を納付すると、老齢



日

（本籍が市内の場合は不要。）長寿介

婚・ダイヤモンド婚を迎える夫婦申

●申込方法

でに婚姻の届出をしている夫婦

昭和

【結婚

でに婚姻の届出をしている夫婦

月

賀会が行われる日まで引き続き市内

 長寿介護課長寿福祉グループ（☎３８‐５８１１）
周年、

時～

ご夫婦を招待して、金婚・ダイヤモ
日㈬㈷午前

総合体育文化センター多

月

ンド婚祝賀会を開きます。
●ところ

●とき

×付加保険料を納めた月数）で計算

付 加 年 金 の 受 給 額 は、（ ２ ０ ０ 円

付加保険料

市民窓口課窓口グループ（☎３８‐５８０７）または
一宮年金事務所（☎０５８６‐４５‐１４１５）

年）を

国民年金では、老齢基礎年金を受
けるための資格期間（原則
歳か

満たしていない人や、年金額を増や
して満額に近づけたい人は、
ら 歳になるまでの間、任意で加入

目的ホール

●内容 式典
（祝いの品の贈呈など）
、

31

31

されます。
●対象者

付加保険料を納めること

年４月１日以前に生

アトラクション

12

12

することができます。
また、昭和

ができるのは、第１号被保険者（自

月

歳になっても資格期

年１月１日から

●対象

年目または

42 50
年目を迎え

日までの間に、結婚

平成

営業者、学生など）で、任意加入の
加入者やその扶養を受けている配偶
者は対象になりません。

年金手帳、預金通帳、銀

て い る が、（ 都 合 で ） 今 ま で に 申 し

●持ち物

めることはできません。

また、第１号被保険者であっても、

12
年１月１日から祝

行印のほか、必要となる持ち物は人

●持ち物

から随時受け付けており、申し込み

被保険者も含まれます。厚生年金の

歳にな

歳の誕生日の前日

加入することができます。

るまでの間、不足期間を満たすまで

間を満たしていない人は、

まれた人で、

60

10

イ ナ ン バ ー 公 式 サ イ ト（「 個 人 番 号

年金手帳、印かん

により異なりますので、お問い合わ
せください。

50

60

きましたら、市民窓口課へ電話予約

【付加年金制度】

28

31

申し込みは、

50

60

23

28

50

基礎年金に上乗せされる形で、付加
年金が受給できます。
申し込みは、
随時受け付けており、
申し込みの月から、付加保険料を納

広報いわくら 平成28年7月号
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各地区の夏まつり・盆踊り

今年も市内の各地区でいろいろな夏まつり、盆踊りが開催されます
第29回五条川小学校区地区コミュニティ盆踊り大会
●とき
７月23日（土）・24日（日）
午後７時～９時
●ところ 五条川小学校運動場

東町2016夏まつり盆踊り
●とき
８月５日（金）・６日（土）
午後７時～９時
●ところ 東町会館前広場

南新町盆おどり
●とき
８月６日（土）・７日（日）
午後７時30分～９時30分
●ところ 珊瑚公園

大市場区夏祭り
●とき
８月６日（土）
（雨天順延７日（日））
午後６時30分～９時
●ところ 大市場児童遊園

岩倉団地夏まつり
●とき
７月30日（土）・31日（日）
午後５時～９時
●ところ 岩倉団地内グラウンド
八剱町区内盆踊り大会
●とき
８月４日（木）・５日（金）・６日（土）
（７日（日）予備日）
午後７時30分～９時
●ところ 八剱中児童遊園

中本町区民盆踊り’16
●とき
７月29日（金）・30日（土）
午後７時～９時
●ところ くすのきの家駐車場
曽野区盆踊り大会
●とき
８月５日（金）・６日（土）
（雨天順延７日（日））
午後７時30分～９時30分
●ところ 曽野町公会堂前広場（神明社内）

稲荷盆踊り大会
●とき
８月５日（金）・６日（土）・７日（日）
午後７時～９時30分※最終日のみ午後７時
～９時
●ところ 御土井公園

下本町区民盆踊り大会
●とき
７月29日（金）・30日（土）
午後７時～９時
●ところ お祭り広場

西市町新柳町合同盆踊り
●とき
７月30日（土）・31日（日）
午後７時～９時
●ところ 睦公園

北島町夏まつり
●とき
８月13日（土）・14日（日）
午後６時～９時
●ところ 北島町公会堂前

図書館の夏休み期間中の臨時開館について
生涯学習課図書館グループ（☎37-6804）

図書館は、毎週月曜日（祝日・月曜祝日のない月の第一月曜日
を除く）と月末の日（土・日曜日除く）が休館日ですが、学校の
夏休み期間中に限り、月曜日の休館日も臨時に開館しますのでご
利用ください。
※開館時間は通常通り午前９時30分から午後７時までです。

広報いわくら 平成28年7月号
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美しいまちづくりの推進にご協力を

ごみの散乱防止に努めてください

★事業活動によって生じる空き缶等

辺の環境美化に努めてください。

★事業活動を行う場所およびその周

●事業者の責務

ます。

例の内容について改めてお知らせし

をいただいているところですが、条

さんには岩倉市の環境美化にご協力

生活環境の確保に努めています。皆

ちづくり条例」を施行して、良好な

市 で は、
「岩倉市清潔で美しいま

い。

たときは、ただちに回収してくださ

するための用具を携行し、ふんをし

★ふん公害防止のため、ふんを処理

めてください。

★飼い犬・猫の良好な飼養管理に努

いように努めてください。

★土地に空き缶等ごみが放置されな

正な管理に努めてください。

★土地の雑草は早めに刈り取り、適

うな習慣を身につけましょう。

す。日ごろから歩行喫煙をしないよ

り、吸い殻のポイ捨てにつながりま

環境保全課環境グループ（☎３８‐５８０８）

（空き缶等ごみとは、
空き缶、
空ビン、

●屋外燃焼行為の制限



プラスチック等の飲食料容器、たば

正樹さん（中本町区）

★廃棄物の屋外燃焼行為は廃棄物の

渡部

この吸い殻、ガムのかみかす、紙く

てつ ひろ

処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 に よ り、

哲広さん（井上町区）

ず等のごみをいいます）
。

船橋

一部の例外を除き禁止されていま

ひろ より

★大気および土壌の汚染、水質の汚

だい すけ

す。

あき ひろ

濁、騒音、振動、臭気の防止等生活

美しいまちをつくるために、引き
続きご理解とご協力をお願いしま

弘和さん（北島町区）

まさ き

環境の保持に必要な措置を講ずるこ
とに努めてください。

寺澤

わた なべ

す。

大輔さん（川井町区）

ふな はし

●市民等の責務

後藤

てら ざわ

★空き缶等ごみを公共の場所等に捨

くろ き

まさる

黒木

てないでください。

岩倉市代表の選手（左から）

おお しま

優 さん（曽野町区）

ご とう

章弘さん（大市場町区）

大島

※特に路上にたばこの吸い殻が多く

広報いわくら 平成28年7月号
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見られます。
また、歩行喫煙も他人の迷惑にな

皆さんの応援をお願いします。

操法大会優勝を目指し早朝訓練

消防本部総務課総務グループ（☎37-5333（内線220））

岩倉市消防団

第61回愛知県消防操法大会が７月30日（土）に尾張旭市で開催されます。

この大会には、県内市町村の代表消防団員が参加して、ポンプ車操法と小型ポンプ操法に分かれホース延長・放
水および消防ポンプ等消防機器の取り扱いを正しい動作で短時間に行うことを競います。

岩倉市消防団は、平成19年の優勝をはじめ、７年連続入賞するなど、これまでも幾度となく好成績を収めてい

ます。

今年も、優勝を目指して、厳しい早朝訓練（午前５時30分～７時※日曜日は休み）を実施しています。市民の

夏休みを大野市で楽しもう！
●問合先

秘書企画課企画政策グループ☎38-5805

岩倉市では、市民の皆さんが友好交流市である福井県大野市に宿泊する場合、費用の一部を補助しています。
●対象
市民の皆さん（小学生以上）が右表の施設に宿泊される
場合、４月から翌年の３月までの期間で１回助成します。
●助成金額
★ホテル・民宿など
大人・子ども（小学生以上）ともに１人につき3,000円
★和泉前坂家族旅行村 １棟につき2,000円
★ホテルフレアール和泉コテージ
食事付の場合 １人につき3,000円
食事無の場合 １棟につき3,000円
●利用方法
①宿泊施設に予約してください。
②代表者の印かんを持参のうえ、市役所（１階情報サロン
または５階秘書企画課）で申請してください。
宿泊助成券をお渡しします。
なお、申請の際に利用者全員の住所、氏名が必要です。
③宿泊助成券を宿泊先にお渡しください。

～大野市のみどころ～
●大野の夏 大野市の夏は、豊かな自然と触れ合う絶
好の機会です。市内の各地にキャンプ場や、バーベキ
ューができる施設があり、みんなで楽しくアウトドア
が楽しめます。
また、８月13日（土）から16日（火）に開催される
「おおの城まつり」では、花火やダンスイベントなど
が開催されます。

施設名

電話

国民宿舎
パークホテル九頭竜
九頭竜温泉
ホテルフレアール和泉
林屋
プチホテル
PaPaMaMa
林湊
阿さひ旅館
扇屋旅館
大清水旅館
こし路荘旅館
俵屋旅館
にしき旅館

077978-2326

65-6836
66-2075
65-5858
65-2250
66-0012
66-3807
65-2275

旅館ふじや

66-2259

中島屋旅館
料理旅館三浦屋
美登里旅館
旅館やまと
山本旅館
弥生旅館
ホテル サンレア21

66-2472
66-2505
65-2279
65-1863
66-2644
66-2860
66-1811

料金
（大人１泊２食料金
を含む）
7,500円～

78-2536

8,650円～

78-2163

6,500円～
6,300円～
（朝食のみ）
5,500円
9,800円～
12,960円～
7,000円～
7,500円～
9,720円～
9,180円～
6,000円～
（朝食のみ）
7,560円～
12,960円～
7,560円～
8,100円～
7,560円～
8,700円～
6,500円～

78-2226

大野市へのアクセス
自動車で

約2時間

一宮IC(東海北陸自動車道)白鳥IC(国道158号線)大野    
電車で

約3時間10分

名古屋(JR北陸本線特急)福井(JR越美北線)大野
●ケビン・コテージ
施設名
和泉前坂家族旅行村

電話
077978-2248

料金（1泊1棟）
4人用6,200円

利用期間
4月～10月

施設規模
ログケビン20棟

１年中（冬季は雪によ
九頭竜温泉
4人用15,120円～
78-2536
り利用できない場合も コテージ7棟
ホテルフレアール和泉コテージ
（食事付は、大人1人9,180円～）
あります）
※施設ごとの詳細については大野市観光協会（☎0779-65-5521）または、各施設へ直接お問い合わせください。
※人数、時期などにより料金が割増になる場合があります。
広報いわくら 平成28年7月号
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第２弾！

保健師すこやか日誌

「保健推進員活動」をご存知ですか？
●問合先

健康課健康支援グループ（保健センター内☎３７－３５１１）

「保健推進員」とは、岩倉市が行う健康に関する事業が、より皆さんの身近なものとなるよう、地域と保健セン
ターを結ぶパイプ役です。市では、174人の保健推進員が自分の住む地域で「健康づくりの輪を広げる」活動をし
ています。また、保健推進員自らが保健事業に積極的に参加し、ＰＲや普及活動にも協力していただいています。
活動内容は、
「歩け歩け運動・栄養教室・健康体操教室・健康講座」など、各地域で工夫した活動をしています。
健康づくりに加え、地域のお友達づくりにもつながっています。

石仏町【ごきぶり団子作りと健康講座「歯の話」】
もう少し
こねる？

たまねぎのみじん切
りで目に涙を浮かべ
ながらも、皆さん手
馴れてみえて、あっ
という間！

いくつになっても
自分の歯が
いいね♪

口腔内の出血の有無を調べる検査キットを使用して、
ご自身の口腔の状態を知っていただきました。歯科衛
生士による歯周病予防の話に皆さん真剣なご様子。

大山寺町【歩け歩け運動「犬山城に行きましょう」】
お花見しなが
ら爽やかウォ
ーキング！

これらは、活動の一例です。
各行政区ごとにさまざまな活動
を行っていますので、お住まい
桜満開の中、犬山城まで歩きました。天気
もよく、運動で爽やかな気持ちになり、思
わずこぼれる笑顔。

19
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の地区の保健推進員活動にぜひ
ご参加ください。活動のお知ら
せは、回覧板をご覧ください。

うきうき！夏の岩倉トレジャーキャンプ
～岩倉の自然を感じながらキャンプをしよう～
●申込・問合先 「岩倉ボランティアサークル」
☎37-3135（岩倉市社会福祉協議会） E-mail

iwakura88@gmail.com

岩倉の自然を肌で感じられるような体験活動が盛りだくさんのキャンプを行います。初めて会う子どもたち
同士で、団結し、協力し、共同生活をします。
●とき

集合

8月27日（土）午前9時30分

解散

28日（日）午後4時

●ところ

希望の家

●内容

野外炊事、キャンプファイヤー、テント宿泊、ハイキング、工作

●対象

小学校4年生～6年生

●定員

20人程度

●参加費

3,500円

●申込

7月1日（金）より申込受付を開始します。
E-mailまたは電話で、氏名・年齢・性別・住所・電話番号をお伝えください。
※持ち物などの詳細については、8月上旬ごろにご案内します。

ポケットひろばフェスタ
～市民活動を楽しもう～
●問合先 「市民活動支援センター」山口
☎37-0257

E-mail city-iwakuraplaza@city.iwakura.lg.jp

第2回「ポケットひろばフェスタ」を開催します。前回は、たくさんの人に来場していただき、大変好評で
した。今回もいろいろなイベントを用意しています。ぜひ、お誘い合わせのうえお越しください。
●とき

7月30日（土）午後1時～4時

●ところ

アピタ岩倉店2階

●内容

・市民活動支援センター登録団体によるパフォーマンスや

ポケットひろば

パネル展示
・い～わくんのステージや写真撮影

など

審議会や委員会等で市民委員としてご協力いただける人を登録しています。
4月に施行された市民参加条例第19条には、「市民委員登録制度」が規定されています。
●内容

審議会等の委員の候補者として、市政に関心を持つ市民をあらかじめ登録するもの。

登録されると、市民委員が必要な審議会等を開催する際に、市民委員に選ばせていただくことがあります。
●登録方法

登録申込書に記入のうえ、市役所5階協働推進課市民協働グループに提出してください。

●登録期間

およそ2年間（登録した日の翌々年度の6月末まで）

※別の登録方法として、市が行うアンケートに依頼するはがきを同封して返信する方法もあります。

広報いわくら 平成28年7月号
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い〜わくんの

協 働 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）

地域フォーラム「協同で社会をつくる実践へ」
（市民活動助成金事業）
●問合先 「子ども・若者支援をつなぐ会」宮川

☎090-6092-1333

子ども・若者をとりまく課題と向き合い「豊かな地域社会の創造」について共に考えましょう。
●とき

7月18日（月・祝）午後1時30分～4時30分

●ところ

生涯学習センター

●内容

①基調講演「協同で社会をつくる実践へ」
みなみ で

南出

講師

研修室1

よし なり

吉祥氏（岐阜大学地域科学部准教授、子ども・若者支援ネットワーク岐阜世話人、若
者支援全国協同連絡会常任委員）

②活動報告
み その

ゆう こ

・御園 佑子氏（NPO法人ワーカーズコープ・岩倉市生活自立支援相談室主任相談支援員）
みず の

こう じ

・水野 孝司氏（市民活動団体「のらり」）
そ

ぶ

え

・祖父江

すず こ

鈴子氏（びほく子ども食堂代表・尾北国際交流タイ支援の会代表）

③パネルトーク
上記講師と報告者による意見交換、話し合いの場を設けます。
●参加費

無料

●申込

不要

「歌声喫茶in iwakura」
懐かしい青春の歌をご一緒に！
●問合先 「岩倉生涯学習市民の会」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。思い出とともに歌があり、人の歴
史があります。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

7月10日（日）午後1時30分～3時30分

●ところ

生涯学習センター

●参加費

600円

●定員

60人

●チケット販売

研修室

飲み物等は各自持参してください。
7月2日（土）・3日（日）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）
◎一人暮らしの高齢者は無料で招待します。必ず事前にご連絡ください。
前回の“歌声喫茶”などで実施した熊本地震被災者支援義援金の募金において、20,610円が集まり、被災障
害者支援団体「ゆめ風基金」へ送金しましたので報告します。ご協力ありがとうございました。
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～第３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、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３回目は、人的被害、地域防災の向上について紹介します。
1

濃尾地震と同規模の地震が発生した場合の人的被害
濃尾地震と同規模の地震が発生した場合を想定して人的被害予測を行った結果、下表のとおりとなりました。建

物倒壊は、建物内の人口が多い冬の明け方5時、地震火災は、火災の発生しやすい冬の夕方18時に多くの被害が出
る結果となりました。
2

地域防災力の向上について

濃尾地震と同規模の地震が発生した場合の人的被害予測結果

防災・減災を進めるうえで、自らの命を守

項目

る「自助」
、
みんなの地域はみんなで守る「共
助」
、行政が担う「公助」が連携してバラン

死者

スよく支え合うことが重要です。下記の項目
を各家庭、各地域で実施していただき、「自
助」
「共助」
「公助」が連携し、災害に強い岩
倉市にしましょう。

重傷者

阪神淡路大震災では、亡くなられた人のう
ち家具の転倒、家屋の倒壊等による圧死が

冬：明け方5時 夏：昼12時

冬：夕方18時

272人

227人

245人

地震火災

10人

9人

44人

計

282人

236人

289人

建物倒壊

432人

354人

388人

地震火災

11人

8人

25人

443人

362人

413人

1,499人

1,234人

1,349人

建物倒壊
負傷者

季節・時間帯

建物倒壊

計

●自助
★自宅の耐震診断・補強、家具の固定の実施

種別

地震火災
計

188人

177人

486人

1,687人

1,411人

1,835人

80%を超えています。今一度、家具の転倒防止や家屋の耐震化についてご検討ください。
★食料や飲料水・生活用水の準備
東日本大震災を受け、食料と飲料水を7日間備蓄することが推奨されています。また、飲料水とは別に、お風呂
のくみ置きなどで生活用水の準備もしましょう。
★災害時の連絡方法
災害時は、電話等の連絡手段は使用できない可能性があります。災害時伝言ダイヤルの使用方法確認や家族同士
の連絡手段について話し合いをしましょう。
★各家庭の準備
特殊なアレルギー用食料、薬、赤ちゃん用ミルクやオムツなど災害時における準備は各家庭によって違います。今、
災害が発生したら何が必要となるか考え準備しましょう。
●共助
★地域の防災活動
災害時は、避難所生活・消火活動・救出活動等地域での連携が不可欠です。防災訓練に参加するなど、地域での
防災協力体制を構築しましょう。
★要配慮者に対する助け合い
避難すること、避難所生活を送ることに配慮が必要な人が近所にいましたら、日常からのコミュニケーションを
とり、避難する際に助け合える体制を構築しましょう。
※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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を超える検査法が行われ

渡部

⑷ＰＳＡ（３・０

があります。

岩倉市医師会

臨床検査値、特に腫瘍マーカーのよみ方


ん。現在

ていますが、今回は代表例のうちよ

次に多くの検査の中でも腫瘍マー
カーが最近話題になってきました

照和

／㎖以下）

ます。その他の前立腺疾患でも高値

まず臨床検査を行い、治療方針をい

を示すことがあります。

前立腺癌で高値を示すことがあり

以上、陽性所見が出た場合は、さ

く使われている検査法について説明

らに諸検査、超音波検査、ＣＴ、Ｐ

が、腫瘍細胞が産生するか、腫瘍細

断、病期の予測、治療効果判定、経

ますが、それ以外にも肝炎、胆道疾

ＥＴ︲ＣＴなど画像諸検査などを行

つ、どのような検査材料を採取する

過観察、病後の推定などの目安、指

患、異常妊娠などでも高値を示すこ

してみます。

正常値（基準範囲）とは、健常者

標となるものです。しかし、この検

とがあります。

胞が生体内にあることによって作ら

であろうと思われる１００人のうち

査方法はまだ未開発で検査法もまだ

⑵ＣＥＡ（正常値５・０以下

始めることになります。我々も中高

か決定します。次いで検査成績によ

人が含まれる範囲のことで、残り

少ないが、癌胎児性蛋白、糖鎖関連

大腸癌、膵臓癌、肺癌で高値を示

齢になると悪性腫瘍の早期発見が大

れる物質でこの検出が癌の補助診

の５人は健常であっても正常値から

抗原、癌関連遺伝子などにまで発展

すことがあります。その他、喫煙者、

切で、癌は死のイメージにつながり

って治療方針をたてることになりま

離れていることになります。その正

研 究 さ れ る よ う に な っ て き ま し た。

高齢者、肝疾患などでも高値を示す

す。

常値から離れたデータを異常データ

したがって、腫瘍マーカーの数値が

ことがあります。

常 値 か ら の 離 れ 具 合 に よ り 再 検 査、

などによって数値が変動します。正

の方法で検出されています。しかし、

細胞、血液、尿、髄液などから種々

は、その検査材料としては、組織や

し、他の良性疾患、糖尿病、呼吸器

で高値を示すことがあります。しか

膵癌、胆管癌などの消化器系の癌

Ｕ／㎖以

要 精 密 検 査、 要 治 療 と 判 断 し ま す。

必ずしも現時点で確定診断と断言で

下）

さらに多項目の組み合わせにより総

てることはありません。

ますが、早期発見により決してあわ

時期など判別することにより治療を

って腫瘍の有無、良性、悪性、その

と考えるのが基本ですが、同一人物

高値を示したといっても必ずしも癌

⑶ＣＡ

／㎖）

であっても精神状態、採血時間、季

とは言いきれません。腫瘍マーカー

ng
37

疾患や若年女性でも高値を示すこと

︲９（正常範囲

節、温度、その時の体調の良し悪し

⑴ＡＦＰ（基準範囲
／㎖以下）
肝癌などで高値を示すことがあり

身 体 に 何 ら か の 異 常 を 起 こ す と、

講 座
きないし、過信することもできませ

合的に判定します。
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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

情報コーナー
みどりのコンサート

● と き 7月11日（ 月 ） 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28年1月〜4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 7月1日（金）午前9時
から受け付けます（電話可）。
●申込締切日 7月8日（金）
※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。

●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

どなたでも

募
健

集 ……… P29
康 ……… P35

お知らせ ……… P36

イベント
夏休みＮゲージ鉄道模型
運転会
生涯学習課図書館グループ
（☎37‐6804）
図書館では、岩倉鉄道模型愛好会
の協力で鉄道模型の運転会を開催し
ます。
●とき 7月24日（日）〜31日（日）
午前10時〜午後5時（最終日は午後
3時まで）
※27日（水）は鉄道模型の調整日
のためお休みです。
●ところ 図書館2階視聴覚室

お知らせ

あゆみの家では、心身の発達に遅
れやつまずきのある子どもの育児に
関心のある人を対象に講演会を行い
ます。入場は無料です。
● と き 7月16日（ 土 ） 午 前10時
〜11時45分
●ところ くすのきの家
●テーマ 「ゆるやかな発達の子ど
もの理解と支援」
おお こ う ち おさむ
●講師 大河内修先生（中部大学教
授）

高齢者

康

あゆみの家（☎66‐5901）

ファゴットの調べ
おお つ あつし
セントラル愛知交響楽団の大津敦
さんを中心に総勢7人のファゴット
奏者とピアニストの演奏をお届けし
ます♪ 入場は無料です。
●とき 7月22日（金）午後6時30
分〜
●曲目 J.Sバッハ：無伴奏チェロ
組曲より、E.ブールドー：プレミエ
ソロ、M.ビッチ：コンツェルティ
ーノ ほか
お の ぎ え み
か とう
野木栄あま水の、加
藤
●出演
大津敦、小
ゆう から さわ ふ ゆ こ
なか やま ゆう き
はる か
祐
、
柄
澤
芙
由
子
、
中
山
優
希
、
天
野
温
香
、
こ ばやし とも こ
小林智子（以上ファゴット） ほか

子ども

健

講演会

対象

集

あゆみの家

プシャーテル・アンサンブル
セントラル愛知交響楽団の5人の
精鋭による弦楽五重奏をお届けしま
す♪ 七夕の夜に、弦楽による名曲
の数々をお楽しみください♪
入場は無料です。
●とき 7月7日（木）午後6時30分〜
てら だ ふみ ひと
よし
●演奏
バイオリン…寺
田
史
人
、吉
おか ひで かず
こ なか の え ま
岡秀
和、ビオラ…小中能会さかき
真、チェロ
もと はし ゆう
ばら とし のぶ
…本橋裕、コントラバス…榊原利修
●曲目 ドヴォルザーク：テルツェ
ット ハ長調、ビアソラ：リベルタ
ンゴ、サウンド・オブ・ミュージック
メドレー（弦楽五重奏版） ほか

イベント ……… P24

募

地域交流センターみどりの家
（☎66‐6700）

イベント

子育て支援センター
（市民プラザ内☎38‐3911）

Iwakura City Information

広告
広報いわくら 平成28年7月号
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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）
生涯学習センターギャラリー
【龍峰書道会・小品展】
●とき 7月8日（金）午後2時〜14
日（木）午前11時
●問合先 土屋（☎37‐2010）
【岩倉ぴんぼけ会・月例会作品展】
●とき 7月24日（日）午後5時〜
30日（土）正午
●問合先 田中（☎66‐2792）
聴覚や言語に障害のある人へ

イベント

新しい119番緊急通報システ
ム「NET119」
の説明・登録会

募

福祉課障がい福祉グループ（☎
66 ‐ 8715
38 ‐ 5809
Mail：fukushi@city.iwakura.
lg.jp）
、 消 防 本 部 総 務 課（ ☎37
‐5333）

集
健
康
お知らせ

NET119番緊急通報システムは、
聴覚や言語に障害のある人のための
システムです。
携帯電話、
スマートフォンを使い、
簡単な操作で素早く119番に通報す
ることができます。
●とき 7月12日（火）午後1時30
分〜5時
●ところ 消防庁舎2階大会議室
●対象 聴覚、言語に障害のある人
●申込 不要

広告
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「第66回社会を明るくす
る運動」トーク＆ライブ
〜犯罪や非行を防止し、立ち直
りを支える地域のチカラ〜

江南保護区保護司会事務局 江
南市役所福祉課（☎54‐1111内
線274）
７月は、「社会を明るくする運動」
の強化月間です。
社会を明るくする運動とは、すべ
ての国民が犯罪や非行の防止と罪を
犯した人たちの更生について理解を
深め、それぞれの立場で力を合わせ、
犯罪や非行のない明るい社会を築こ
うとする法務省主唱の全国的な運動
です。
江南保護区保護司会、岩倉市更生
保護女性会等では、街頭活動や広報
車による啓発のほか、魂のヴォーカ
すぎ やま ゆう た ろう
リスト杉 山 裕 太 郎 さんをお迎えし
て、トーク＆ライブを開催します。
この機会に皆さんも参加してくださ
い。
●とき 7月10日（日）午後1時45
分〜3時45分（開場午後1時30分）
●ところ 江南市民文化会館小ホー
ル（江南市北野町川石25番地1）
●演題 「杉山裕太郎」トーク＆ラ
イブ『親子の絆〜僕が命の大切さを
知った日〜』
●入場料 無料

広告
広報いわくら 平成28年7月号

岩倉市地域福祉計画推進事業

☆みんな あつまれ☆
〜公園で楽しく遊びませんか〜
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）
地域福祉計画推進事業の一環とし
て、公園で子どもたちに楽しく遊ん
でもらえるよう、車輪ころがしや紙
飛行機などの遊具を使った遊びを企
画しました。
外で遊ぶ機会が少なくなったこの
頃、もっと公園を楽しむ場所として、
親子一緒に遊びませんか。ぜひご参
加ください。
● と き 7月9日（ 土 ） 午 前9時 〜
10時30分
※雨天の場合は7月16日（土）
●ところ 南部児童遊園（第四児童
館隣接・稲荷町羽根24番地3）
●対象 小学生とその保護者
●持ち物 飲み物、帽子、タオル
●参加費 無料
●申込 不要
●その他 駐車場はありませんので、
お車でのお越しはご遠慮ください。
●主催 岩倉市地域福祉計画・いわ
くら福祉市民会議

イベント
か

や

蚊帳で遊ぼう＆夜の観察
会
環境保全課環境グループ（☎38‐5808）
※当日の問合先 自然生態園（☎66‐6701）

岩倉軽トラ市実行委員会事務局
（商工農政課内☎38‐5812）

赤ちゃんから就学前の子どもたちの皆さん、親子で楽しい半日を過ごしま
せんか。親子遊び、ミニアスレチック、ボールプールなど楽しいことがいっ
ぱいです。い〜わくんも参加します。
●とき 7月23日（土）午前
10時30分~正午
●ところ 総合体育文化セン
ター多目的ホール・親子リズ
ム室・卓球室・ふれあいホ―
ル
※事前の申し込みは必要あり
ません。当日ご参加ください。

広報いわくら 平成28年7月号
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お知らせ

子育て支援課児童グループ（☎38‐5810）

康

「あつまれちびっこ in いわくら」

健

自然生態園のとんぼ池で「ザリガ
ニ釣り大会」を行います。ふるって
ご参加ください。
● と き 7月16日（ 土 ） 午 前10時
〜11時30分（小雨決行）
●ところ 自然生態園（北島町）
●内容 午前10時から11時までザ
リガニ釣りをし、一番大きいものの
重量で順位を決めます。上位3人に
は賞品を贈呈します。なお、参加者
全員に参加賞をご用意しています。
●対象 小学生以下の子ども（定員
40人）
※保護者同伴でお願いします。
●申込方法 7月1日（金）午前9時
から電話でお申し込みください。
※先着で40人に達した時点で締め
切りとなります。
※釣り竿やえさ、バケツ等は、各自
持参してください（リール、テグス
糸は禁止します）。
●雨天の場合 午前8時30分時点で
降雨により活動を行うことが難しい
と判断したときは中止とします。
中止の確認につきましては、ほっ
と情報メールによるお知らせのほ
か、午前8時30分以降に自然生態園
に直接お問い合わせください。

集

●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

環境保全課環境グループ(☎38‐5808)
※当日の問合先 自然生態園（☎66‐6701）

募

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
催しています。ご注意ください。
●とき 7月17日（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 「ハラウ ピオ ケ
アヌエヌエ」によるフラダンス
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。

ザリガニ釣り大会

イベント

自然生態園で「蚊帳で遊ぼう」と
「夜の観察会」を行います。ふるっ
てご参加ください。
※蚊帳ってなに?…蚊などの害虫か
ら人などを守るための網で、主に寝
るときに使われていました。
●とき 7月23日（土）
蚊帳で遊ぼう…午後3時〜5時
夜の観察会…午後7時〜8時
（共に雨天中止）
※どちらか片方だけの参加も可能で
す。
●ところ 自然生態園（北島町）
●内容 「蚊帳で遊ぼう」では午後
3時から蚊帳を吊り、蚊帳の中で紙
芝居の読み聞かせ等を行います。ま
た、
「夜の観察会」ではカラスウリ
の開花や夜行性の昆虫、そしてせみ
の羽化などを観察します。普段あま
り見ることのできない動植物の珍し
い様子を観察できます。
※状況により観察する生物は変わる
場合もあります。
●対象 どなたでもご参加いただけ
ます。ただし、夜の観察会につきま
しては、小学生以下の児童が参加さ
れる場合は保護者同伴でお願いしま
す。なお、事前の申し込みは必要あ
りません
●雨天の場合 「蚊帳で遊ぼう」に
ついては午後1時時点で、「夜の観
察会」については午後5時時点で降
雨により活動を行うことが難しいと
判断したときはイベントを中止しま
す。
中止の確認につきましては、ほっ
と情報メールによるお知らせのほ
か、自然生態園に直接お問い合わせ
ください。

第4回「岩倉軽トラ市」

イベント
児童館行事

EPOC環境教育講座
「地球にやさしいクルマ」
第三児童館（☎37‐3832）
または、各児童館

イベント
募
集

児童館では、子どもたちが環境問
題を身近な問題として考える機会と
して、環境教育講座を実施します。
クルマの役割と環境にやさしいク
ルマづくりを知り、未来の環境を守
るために一人ひとりができることを
学びます。
●とき 7月27日（水）午後2時〜
3時30分
●ところ たな 第三児童館（下本町）
はし さとる
●講師 棚橋覚さん（株式会社豊田
自動織機）
●対象 小学校2年生以上
●参加費 無料
●定員 30人（先着順）
●申込締切 7月20日（水）
●申込先 最寄りの児童館でお申し
込みください。

健

ロビーコンサート
〜知っている曲コンサート〜

康

生涯学習課生涯学習グループ
（☎38‐5819）

お知らせ

● と き 7月24日（ 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
にっ た なお み
●出演者 ピアノ／新田尚美さん
皆さんが知っている曲と面白いト
ークでコンサートを行うピアニスト
として注目され、数々のテレビやラ
ジオ番組に出演し、東海三県で活躍
中。
●内容 皆さんが知っている曲、馴
染みの深い曲をピアノにてお届けし
ます。
●主な曲 大河ドラマ「真田丸」メ
インテーマ、千本桜、アラベスク第
1番 ほか
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「わくわく夏休みイベント」
希望の家（☎37‐4191）
生き物には、草の葉をバッタが食
べる→バッタをカマキリが食べる→
カマキリを小鳥が食べる→小鳥をタ
カが食べる…といったつながりがあ
ります（これを食物連鎖といいま
す）。こんな生き物の生き方のお話。
また「モクズガニ」の住んでいる環
境の話や観察のポイントなどを解説
する予定です。
また、ストローとんぼも作ります。
●とき 8月3日（水） 午前10時〜
正午
●ところ 青少年宿泊研修施設「希
望の家」（川井町江崎3819番地1）
●講師
理科サークル ユリイカ
うし やま まさ と
牛山正人先生
●対象 小学生
●参加費 500円
●定員 20人
●申込先 電話で希望の家へお申し
込みください。
●主催 NPO法人わくわく体験隊
「子どもゆめ基金助成活動」

わくわく体験教室
「陶器をつくってみよう」
希望の家（☎37‐4191）
陶器のコップやお皿などを作る予
定です。夏休みの自由課題にどうぞ。
※焼き上がりの日はお知らせしま
す。焼成中に作品の破裂などの破損
の可能性がある事をご了承ください。
● と き 7月27日（ 水 ） 午 前10時
〜午後3時
●ところ 青少年宿泊研修施設「希
望の家」（川井町江崎3819番地1）
●定員 20人
●対象 小学生
●参加費 500円
●持ち物 弁当・水筒
●申込方法 電話で希望の家へお申
し込みください。
●主催 NPO法人わくわく体験隊
●協力 岩倉ボランティアサーク
ル・焼き物を楽しむ会

「子どもゆめ基金助成活動」

わくわく手作り体験教室
〜七宝焼にチャレンジ!!〜

地域交流センターみどりの家
（☎66‐6700）
みどりの家では、夏休みに親子で、
愛知県の伝統芸能七宝焼の楽しさを
体験していただくために、親子七宝
焼教室を開催します。
●とき 7月23日（土）
・24日（日）
いずれも午前9時〜正午
●ところ みどりの家工芸体験室
※駐車場がありませんので車での来
場はご遠慮ください。
●参加費 500円
●定員 小学生以上の親子各日20
人（計40人）
※子どものみの参加はご相談くださ
い。
●申込先 地域交流センターみどり
の家（電話可・定員になりしだい締
め切ります）
「子どもゆめ基金助成活動」

「わくわくデイキャンプ」
希望の家（☎37‐4191）
「希望の家」で日帰りのデイキャ
ンプを行ないます。丸木を使ったア
クセサリー作りやダッチオーブンに
よる料理、キャンプファイヤーなど
を行ないます。
●とき 8月10日（水）
・24日（水）
午前10時〜午後8時30分
※両日参加はご遠慮ください。
●ところ 青少年宿泊研修施設「希
望の家」（川井町江崎3819番地1）
●定員 各日20人
●対象 小学生
●参加費 1,500円
●持ち物 長袖・長ズボン・帽子・
軍手・水筒・弁当（昼食）
●申込方法 電話で希望の家へお申
し込みください。
●主催 NPO法人わくわく体験隊
●協力 岩倉ボランティアサークル

イベント
五条川右岸・五条川左岸浄化センター
夏休み親子下水道教室
五条川右岸浄化センター（☎66‐8651）・五
条川左岸浄化センター（☎0568‐75‐2911）

地域交流センターみどりの家
（☎66‐6700）

岩倉の水辺を守る会 奥田（☎37‐0723）ま
たは環境保全課環境グループ（☎38‐5808）

康
お知らせ

生涯学習課生涯学習グループ（☎38‐5819）
イネ・クライネ・ナハトムジーク第
1、2、4楽章 ほか
●入場料 500円（全自由席）
※3歳以下は入場できません。
●チケット発売日 7月4日（月）
●チケット販売場所 総合体育文化
センター、図書館、生涯学習センタ
ー、市役所1階観光情報ステーショ
ン（情報サロン）
●主催 岩倉市、岩倉市教育委員会
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健

岩倉市ジュニアオーケストラ第16回定期演奏会
団員の日ごろの成果を発表しま
す。ぜひご来場ください。
●とき 9月4日（日）開場…午後1
時30分、開演…午後2時、終演予定
…午後4時
●ところ 総合体育文化センター多
目的ホール
すず き たつ や
●指揮 鈴木竜哉
●演奏 岩倉市ジュニアオーケスト
ラ
●曲目 シベリウス/交
響 詩「 フ ィ ン ラ ン デ ィ
ア」、オッフェンバック
/喜 歌 劇「 天 国 と 地 獄 」
序曲、モーツァルト/ア

集

真夏の一日、岩倉のシンボル五条
川にて自然のすばらしさを知ってい
ただくことや、ふるさとづくりを目
的に楽しいさまざまな企画が用意さ
れています。
● とき 7月31日（日）午前9時~
午後3時（受付午前8時30分~）
※雨天中止
●ところ 八剱憩いの広場
●対象 市内の小学生および保護者
●参加費 400円（事前申込済の人
は300円）
※当日受付でお支払いください。
●内容（予定） 五条川イカダ下り、
ウォータースライダー、アドベンチ
ャーゾーン、五条川いきものコーナ
ー、ラムネ・ジュース・お茶販売、
カッパの絵コンテスト ほか
●服装 帽子、ぬれても良い服およ
びくつを着用してください。
※ゴムサンダルやプラスチックサン
ダルは、川の中で脱げやすく危険な
ため、必ずくつでお願いします。

募

7月は、ここで生まれ育った市内
のアマチュアグループ「いわくらフ
ォークジャンボリー」の登場です♪
個性豊かなメンバーが、昭和の懐
かしいフォークソングを中心に演奏
します。スクリーンで歌詞を映し出
しますので、皆さんも一緒に歌いま
しょう♪ 入場は無料です。
●とき 7月31日（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 いわくらフォークジャンボ
リー
●曲目 「時代」、
「風」、
「青春時代」、
「神田川」 ほか

水辺まつり2016

イベント

●内容 浄化センターの見学や顕微
鏡による微生物の観察、水の汚れを
測る実験など下水道のしくみを楽し
く学習します。
●費用 無料
●持ち物 タオル、水筒、子ども用
の上履き（大人用スリッパは用意し
ます）
●その他 動きやすい服装・運動靴
で参加してください。
※各会場へは直接自家用車等でご来
場ください。
●主催 （公財）愛知水と緑の公社
五条川右岸親子下水道教室
●とき 8月5日（金）
・午前の部…午前10時~正午
・午後の部…午後1時30分~3時30
分
●ところ 五条川右岸浄化センター
（北島町権現山7‐1）
●対象 小学生（保護者同伴）
●定員 各20人程（先着順）
●受付期間 7月22日（金）~（平
日の午前9時30分~午後5時まで）
※定員になりしだい締め切ります。
五条川左岸親子下水道教室
●とき 8月8日（月）
・午前の部…午前10時~正午
・午後の部…午後1時30分~3時30
分
●ところ 五条川左岸浄化センター
（小牧市新小木四丁目47）
● 対 象 小 学 校4年 生~6年 生（ 保
護者同伴）
●定員 各10組程度（先着順）
●受 付 期 間 7月19日（ 火 ）~8月
4日（木）
（平日の午前9時~午後5時まで）

ミニミニコンサート
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イベント
平和祈念事業

うつ病家族教室
江南保健所健康支援課こころの健
康推進グループ（☎56‐2157）

イベント
募
集

「うつ病」で治療中の人のご家族
が、
「うつ病」
についての理解を深め、
ご本人をどう支えていくかを学ぶた
めに開催します。
●とき 7月26日（火）午後2時~4
時
●ところ 江南保健所3階大会議室
●内容 「うつ病家族の役割とエン
パワメント」~ご家族も、すこやか
に過ごすために~
たち
み き こ
●講師 舘 未輝子さん（犬山病院
ソーシャルワーカー）
●対象 「うつ病」で治療中の人の
ご家族
●定員 30人
●参加費 無料
● 申 込 期 間 7月1日（ 金 ）~20日
（水）

健

募

第56回市民映画劇場 『日本のいちばん長い日』
生涯学習課生涯学習グループ（☎38‐5819）
岩倉市教育委員会では、平和の大
切さと命の尊さを考えるため、市民
映画劇場を開催します。
● と き 8月13日（ 土 ） 午 前10時
~午後0時20分（開場は午前9時30
分）※途中休憩はありません。
●ところ 総合体育文化センター
多目的ホール
●上映映画 「日本のいちばん長い
日」（2015）監督・脚本/原田眞人、
出演/役所広司・本木雅弘ほか
●内容 太平洋戦争で戦況が悪化し
た日本で戦争終結のために、命をか
けて闘った人々の姿を描いた作品で
す。
●定員 520人
※入場は無料ですが、入場整理券が
必要です。
【入場整理券配付】
●とき 7月22日（金）~

集

康

違反広告物除却団体

お知らせ

都市整備課計画グループ
（☎38‐5814）
道路上に繰り返し掲出されるはり
紙・立て看板などの違反広告物は、
まちの美観を損なうだけでなく、車
両や歩行者の通行の妨げとなってい
ます。
活動内容としては、このような違
反広告物を、ボランティアで除却し
ていただくものです。
●登録資格
市内在住・在勤・在学の20歳以
上の人で構成する3人以上の団体。
●登録方法
所定の用紙をご記入のうえ、都市
整備課へ提出してください。用紙は
窓口でのお渡しのほか、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もできま
す。

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

広報いわくら 平成28年7月号

●費用 200円
●申込方法 総合体育文化センター
へお申し込みください。
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

8月
2

6

7

11

14

16

18

24

27

火

土

日

木・祝

日

火

木

水

土

○

○

10:30~11:30

○

13:30~14:30
19:30~20:30
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●ところ 総合体育文化センター、
図書館、生涯学習センター、市役所
1階観光情報ステーション（情報サ
ロン）
※1人2枚まで配付します。
●主催 岩倉市・岩倉市教育委員会

○

○
○

○
○

○

募
若者が企画!

岩倉の「冬のイベント」プロジェクトチームメンバー
若者政策ワーキング「冬のイベント」プロジェク
トチーム事務局（商工農政課内 ☎38‐5812）

集

おおぐち経営塾2016の参加者
~元気な事業展開をするための知恵!~
岩倉市商工会（☎66‐3400）

集
健
康
お知らせ
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イベント

岩倉市では、地域における新規創
②『 創 業 時 の 基 礎 知 識 を 知 る
業を促進するため、大口町、扶桑町
part1』き とう よし お
と共同で創業支援事業計画を作成
講師：鬼 頭 義 朗（YKマネジメン
ト㈲ 代表取締役）
し、国から認定を受けました。
③『創業・新事業開発のポイント』
その計画の中で実施する事業の一
つとして、3市町の商工会が連携し、 講師:②と同じ
【8月7日（日）の部】
セ ミ ナ ー 支 援「 お お ぐ ち 経 営 塾
①『 創 業 時 の 基 礎 知 識 を 知 る
2016」を開催します。
part2』
創業に関心のある人は、ぜひご参
はっとり
よし かず
講師：服部 欽一（社会保険労務士）
加ください。
②『「販売なければ事業なし」販売
●概要
力をつける!』
創業または新事業を立ち上げ成功
講師：鬼頭 義朗（YKマネジメン
するためには、明確なビジネスプラ
ト㈲ 代表取締役）
ンが重要になります。
●対象者 創業、新規事業など、商
自分で商売を始めたいと考えてい
売に興味がある人（原則、全カリキ
る人や現在創業の準備を進めている
ュラム受講可能な人）
人、経営に興味がある人、起業をし
●定員 20人程度（先着順）
ているが経営に関する知識を習得し
●受講料 2,000円（テキストおよ
たい人などを対象に、創業の基礎知
び資料代）
識や新事業展開等を行うための知識
●主催 大口町商工会
を身につけるため、事例を交えなが
●共催 岩倉市商工会、扶桑町商工
ら楽しく学んでいただくものです。
児童館行事
●とき 7月24日（日）、8月7日（日） 会
「にこにこシティいわくら」実行委員
●申込方法 岩倉市商工会窓口に設
両日とも午前10時~午後5時
第一児童館
置してある申込書または岩倉市商工
●ところ 大口町商工会館研修室
（☎38‐1106）
会および岩倉市ホームページ（アド
（大口町丸二丁目8番地）
児童館では、
11月26日（土）に「に
レス裏表紙参照）でダウンロードで
●内容・講師
こにこシティいわくら」を行います。 【7月24日（日）の部】
きる申込書に必要事項をご記入のう
「にこにこシティいわくら」は、子
え、7月11日（月）までに受講料を
①『資金計画と資金調達について考
どもたちの手で作る、子どもたちの
添えて岩倉市商工会窓口までお申し
える』
ためのまちです。その実行委員を募
込みください。
講師:（株）日本政策金融公庫一宮
集します。
支店職員
●実行委員対象児童 小学校3年生
から大学生
市制45周年いわくら夏まつり
●第1回実行委員会 9月3日（土）
市民盆おどりへの「うちわ」協賛
午後2時~
いわくら夏まつり市民盆おどり実行委員会（商工農政課内 ☎38‐5812）
●実行委員会開催場所 第一児童館
8月19日（ 金 ）、20日（ 土 ）（ 予
●作成数 3,000本
（地域交流センターくすのきの家）
備日:21日（日））に総合体育文化
●募集数 30枠（先着順）
●申込方法 最寄りの児童館へ申込
センター駐車場で開催される市制
●申込方法 7月15日（金）までに
書を提出してください。
45周年いわくら夏まつり市民盆お
協賛金をご持
どりへの「うちわ」協賛を募集しま
参のうえ、市
す。
役 所4階 商 工
●協賛金 5,000円
農政課へお申
●特典 宣伝うちわの広告欄に事業
し込みくださ
所名および電話番号を掲載
い。
平成27年度に岩倉青年会議所が
開催した「若者政策ワーキング」の
提案を受けて、平成29年度に若者
とつくる「冬のイベント」を開催し
ます。その「冬のイベント」開催に
向けたプレイベントを一緒に企画し
てくれるメンバーを募集します！
●とき 第1回 7月9日（土）午後
６~８ 時、 第2回 7月30日（ 土 ）
午後６~８時 ※第3回以降の日程
は、後日調整し決定します。
●内容 平成29年度の「冬のイベ
ント」開催に向けたプレイベントの
企画（ワークショップ・視察など）
・
開催
● 対 象 16歳~29歳 で 月1~2回 の
活動に参加できる人
●募集人数 15人程度
●主催 岩倉市・岩倉青年会議所

募
岩倉まちづくり出前講座
協働推進課広報情報グループ
（☎38‐5802）

イベント
募
集
健
康

市民の皆さんが、市政で疑問に思
うこと、知りたいことなどを市の職
員が皆さんの地域や集会等に出向い
て説明します。
●開催日時 平日または土・日曜日
の午前9時から午後9時の間（1講座
につき2時間以内）
※年末年始は除く。
●開催場所 市内の公共施設等（申
込者で確保してください）
●講師料 無料
●申込方法 講座メニューが決まっ
たら講座を開催しようとする日の3
週間前までに、岩倉まちづくり出前
講座申込書により、担当課へお申し
込みください。なお、申込書につい
ては市役所協働推進課に配置してあ
りますが、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
ドすることもできます。
※講座メニューの詳細は、岩倉市ホ
ームページをご覧いただくか、協働
推進課広報情報グループまでお問い
合わせください。

お知らせ

健康相談員
市民窓口課保険医療グループ
（☎38‐5807）
●勤務内容 国民健康保険被保険者
の生活習慣病予防の相談支援等
●応募資格 保健師、管理栄養士ま
たは看護師資格取得者
●勤務時間 午前9時~午後4時
●賃金 保健師・管理栄養士 １時
間1,250円、看護師 １時間1,060
円
●採用人数 1人
●採用予定日 8月1日（月）
●応募期限 7月15日（金）
●提出書類 履歴書（市販のもので
可）
●選考方法 面接を実施し決定しま
す。面接日は、後日応募者に連絡し
ます。

31

広報いわくら 平成28年7月号

集
「岩倉軽トラ夜市」出店者

岩倉軽トラ市実行委員会事務局（商工農政課内 ☎38‐5812）
岩倉軽トラ市実行委員会では、市
午後9時30分以降にお願いします。
内で行われるイベントに更なる賑わ
共通条件
いを創出するため、次のとおり「岩
●出店資格
倉軽トラ夜市」を開催します。出店
①軽トラックまたは軽自動車で出店
を希望される人はお申し込みくださ
ができる人
い。
②いわくら夏まつり市民盆おどりに
岩倉市山車夏まつり（宵まつり）に
ついては、2日間とも出店できる人
併せて開催する夜市
また、両イベントとも雨天順延の場
●と き 8月6日（土）午後5時~8
合も出店ができる人
時30分
※出品される商品に販売許可等が必
※雨天の場合は7日（日）
要なものは出店者各自でご用意くだ
●ところ 神明ふれあい広場（くす
さい。
のきの家西側）
● 出 店 料 1台1日 に つ き3,000円
●出店募集数 36台
（主催者都合による中止の場合は返
●その他 交通規制がかかるため、 金します）
午後4時30分までには搬入し、搬出
●募集締切日 7月15日（金）
は午後9時以降にお願いします。
●申込方法
①出店申込書を市役所4階商工農政
市制45周年いわくら夏まつり市民
課で受けとるか、岩倉市ホームペー
盆おどりに併せて開催する夜市
ジ（アドレス裏表紙参照）からダウ
●とき 8月19日（金）
・20日（土） ンロードしてください。
午後6時~9時20分
②出店募集要領をご確認いただき、
※雨天の場合は、21日（日）
出店申込書をご記入のうえ、必要書
●ところ 総合体育文化センター第
類と出店料を添えて市役所4階商工
2駐車場南側
農政課までお申し込みください。
●出店募集数 12台
※申込多数の場合、市内出店者を優
●その他 交通規制がかかるため、 先したうえで、抽選を行います（抽
午後5時30分までに搬入し、搬出は
選に外れた場合は返金します）。

体験実習のご案内~春日台職業訓練校~
春日台職業訓練校（☎0568-88-0811）
●とき 8月23日（火）~28日（日）
の間で、訓練科ごとに定めた日程。
●ところ 春日台職業訓練校
●対象 12歳以上の知的障害のあ
る人
●実習内容 右表より1コースのみ
の体験となります。
●参加費用 無料
●申込方法等 参加申込書等、詳細
はホームページから入手できます。
（http://www.pref.aichi.jp/
hsc/）
●申込期限 7月22日（金）必着

訓練科

実習内容

機械科

キーホルダーの製作

縫製科

ミニバッグの製作

木工科

木製小いすの製作

陶磁器科

湯のみの製作

紙器製造科

きれいな紙箱の製作

募

集

平和祈念事業
秘書企画課秘書人事グループ（☎38‐5801）
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お知らせ

８月19日（金）
・20日（土）（予備日21日（日））に 郡上節（かわさき）、ホームラン音頭など
開催される市制45周年いわくら夏まつり市民盆おどり
で、やぐらのステージで踊る団体を募集します。希望団
体で、日にち、時間、曲目の抽選を行いますので日時等
を複数ご用意のうえ、抽選会場に直接お越しください。
なお、希望団体応募多数の場合は、合同や踊れない場
合もありますので、ご承知おきください。
●抽選日 ７月11日（月）午後１時30分～（時間厳守）
●ところ 市役所７階大会議室
●資格 10人程度の人数で、やぐらの上で踊れる団体
●候補曲 岩倉が好きです、五条川音頭、みんなの岩倉
い～わくん、ダンシングヒーロー、相馬盆唄、炭坑節、

康

商工農政課商工観光グループ（☎38‐5812）

健

やぐらの上で盆おどりを踊ってみませんか！

集

鶴に糸を通してみませんか
平和への想いが込められた折鶴に、糸を通して千羽鶴
を作成していただけるボランティアを募集します。
多くの折鶴を千羽鶴にして、長崎へ届けましょう。
●募集期間 ７月１日（金）～８日（金）
●作成期間 ７月14日（木）・15日（金）・19日（火）
午前９時～午後４時※ご都合の良い日時に作成していた
だけます。
●募集人数 ５人
●場所 市役所３階会議室４

募

平和コーナーを設置しています
皆さんから平和への願いが込められた折鶴を募集して
います。昨年度は約51,000羽の折鶴が寄せられ、広島
へ届けられました。今年度も折っていただいた鶴は、８
月９日㈫に長崎市で開催される長崎原爆犠牲者慰霊平和
祈念式典の際に、小中学生平和祈念派遣団によって慰霊
碑に捧げられます。現在、折り紙で「鶴」を折っていた
だくための「平和コーナー」を、市役所など市内４か所
に開設しています。
また、千羽鶴の持ち込みも受け付けています。
●募集期限 ７月19日（火）（市役所は７月10日（日）
正午以降と７月18日（月・祝）の閉庁日を除く）
●開設場所 市役所、市民プラザ、生涯学習センター、
総合体育文化センター
※岩倉市が加盟する平和首長会議の原爆ポスターを閲覧
することができます。

イベント

戦争の悲惨さや平和の尊さを後世に伝えるため、岩倉
市では平和祈念事業に取り組んでいます。７月に実施す
る平和祈念事業については、次のとおりです。
平和に関するポスターの募集を行います
平和に対する意識を育んでもらうことを目的に平和に
関するポスターを募集します。戦後70周年であった昨
年度から実施しており、昨年度は58点の応募がありま
した。
●応募資格 市内に在住または在勤・在学の人
●内容
・平和に関する内容を自由に表現してください。
・作品内にキャッチコピーを入れてください。
・四つ切以上のサイズで、たて描き、横描きは自由です。
●応募方法 応募作品の裏面に必要事項を記入した応募
用紙を貼付してください。※応募用紙は秘書企画課窓口
でお渡しするほか、岩倉市ホームページ（アドレス裏表
紙参照）からもダウンロードすることができます。
●募集期間 ７月１日（金）～８月31日（水）
※土・日曜日、祝日を除く。
●表彰 ９月30日（金）までに入賞者にご案内します。
なお、優秀作品には、記念品をお渡しします。
●展示 10月以降に市役所および生涯学習センターで
展示します。日程など詳細については、岩倉市ホームペ
ージまたは広報いわくらでお知らせします。
●注意事項
・作品の諸権利は岩倉市に帰属します。
・お預かりした個人情報については、審査・入選者の発
表を利用目的とし、応募者の同意なしに第三者に開示・
提供することはありません。

募
愛知県障害者委託訓練受講生
公共職業安定所または愛知障害者職業
能力開発校（☎0533‐93‐2505）

イベント
募
集

ぱそメイト国府宮 ‐ ＭＯＳワード
2013対策コース
●日程（訓練期間） 8月25日（木）
～10月28日（金）
（毎週月、水、木、
金曜日の午前9時30分～午後4時15
分）
●ところ ぱそメイト国府宮教室
（稲沢市国府宮2-5-21）
●内容 ワード2013基礎～応用、
ＭＯＳワード試験対策、ビジネスマ
ナー
●対象 身体・精神障害者手帳所持
者（視覚・聴覚障害者の人はお問い
合わせください。マウス操作が可能
な人）
●定員 6人（面接で選考）
●受講料 無料
●申込方法 7月27日（水）までに
公共職業安定所で求職登録をしたう
えで、手続きをしてください。

集

岩倉スポーツクラブ親子カロ
ーリング大会参加者

岩倉スポーツクラブ事務局（総合
体育文化センター内☎66‐2222）

健
康
お知らせ

岩倉スポーツクラブでは親子カロ
ーリング大会の参加者を募集しま
す。
カローリングは ｢室内でできるカ
ーリング｣ と呼ばれています。年齢
を問わず誰でも楽しめるスポーツで
す。
親子で気軽にご参加ください。
●とき 7月30日（土）午前9時～
午後1時
●ところ 総合体育文化センターア
リーナ
●対象 市内に在住･在勤の小学生
以上
●募集人数 20チーム（1チーム2
～3人）（先着順）
※大人と小・中学生の2人でも参加
可
●参加費 1人300円（保険料含む）
※会員は100円
●申込期間 7月1日（金）～24日
いぬやまｅ―パソコン応用ステップ （日）
アップコース
●申込先 岩倉スポーツクラブ事務
●日程（訓練期間） 9月2日（金） 局（総合体育文化センター内）
～10月25日（ 火 ）
（毎週月～金曜
日午前9時30分～午後3時30分）
●ところ 犬山国際観光センター
放送大学10月入学生
フロイデ（犬山市松本町四丁目21
放送大学愛知学習センター（☎
番地）
052‐831‐1771）
●内容 仕事に活かせるパソコンの
応用操作の技術習得、画像の基礎知
放送大学はテレビ等の放送やイン
識、タブレット型端末の基礎知識習
ターネットを通して学ぶ通信制の大
得をめざします。
学です。
●対象 身体・精神障害者手帳所持
●出願期限 9月20日（火）
者
資料を無料でお渡ししていますの
●定員 6人（面接で選考）
で放送大学までご請求ください。
●受講料 無料（別途テキスト代
な お、 放 送 大 学 ホ ー ム ペ ー ジ
3,000円が必要）
（http://www.ouj.ac.jp） で も 受
●申込方法 8月3日（水）までに
け付けています。
公共職業安定所で求職登録をしたう
えで、手続きをしてください。
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市民親睦ゴルフ大会参加者
岩倉市体育協会事務局（生涯学習課
スポーツグループ内☎38‐5819）
岩倉市体育協会では、市民親睦ゴ
ルフ大会を開きます。
● と き 9月6日（ 火 ） 午 前7時30
分スタート（予定）
●ところ サンクラシックゴルフク
ラブ（可児郡御嵩町比衣大洞10971-1）
●対象 市内に在住・在勤の人およ
び体育協会会員、体育協会賛助会員
●定員 200人（先着順）
●申込締切日 8月22日（月）
●参加費 3,500円と当日プレー代
として6,440円（消費税・乗用カー
ト代・飲物・昼食代含む）が必要で
す。
※今回はキャディーが付きません。
なお、8月29日（月）以降のキャン
セルの場合は、参加費を返金できま
せん。
●競技方法 ダブルペリア方式
●表彰 ☆優勝、準優勝、3位～10
位、とび賞、ブービー賞を予定。
☆特別賞 ベスグロ、ドラコン、ニ
アピン、その他を予定
●表彰式 総合体育文化センター多
目的ホール（大会終了後、総合体育
文化センターへ移動して開催）
●申込用紙配布場所 市役所6階生
涯学習課、総合体育文化センター
●申込先 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）へ参加費を添えてお申し込みく
ださい。

スポーツ教室参加者募集
（夏季）
体育協会事務局（生涯学習課スポーツグループ内☎38‐5819）
●募集期間 7月4日（月）～22日（金）
募集人数が集まりしだい受付を終了させていただきますのでご了承ください。
●受付場所 市役所6階生涯学習課スポーツグループ
●参加資格 市内に在住・在勤・在学している人で教室ごとに定める対象者
●主催
岩倉市体育協会
●その他 電話での受け付けはできませんのでご了承ください。また、1人で複数名分の受付はできませ
んのでご注意ください。
承諾書を記入する際には、印かんが必要ですので持参してください。

シュノーケリング教室

イベント

●対象 小学校4年生～中学生とその保護者
（子どものみの参加は保護者の同意として、承諾書を書いていただく必要
があります）
●定員 20人
●参加料 小学校4年生～中学生 6,000円、保護者7,000円
●開催日 7月27日（水）午前7時30分出発、午後6時ごろ帰着予定（発
着場所は総合体育文化センター駐車場）
●会場 若狭三方マリンパーク
●講師 ワイズダイビングサポート
●持ち物 タオル、水着、水筒、ゴーグル
●内容 日本海の透き通った景観のなかで磯遊びとシュノーケリングが楽
しめます。教室中はインストラクターが付き添います。

募
集
康
お知らせ

ボウリング教室

●対象 小学生（子どものみの参加は保護者の同意として、承諾書を書い
ていただく必要があります）
●定員 25人
●参加料 5,000円（レーン代、貸し靴代込み）
●開催日 8月2日（火）～5日（金）（4日間）
午前10時～11時30分
●会場 稲沢グランドボウル
●講師 ＪＢＣ認定プロボウラー
●持ち物 運動のできる服装、靴下、タオル
●内容 プロボウラーに教えてもらえますので短期集中でボウリングが上
達するかも！！ 送迎バスもあります（午前9時30分総合体育文化センタ
ー発）ので気軽にご参加ください。

健

ジュニアボウリング教室

●対象 16歳以上（高校生を除く）
●定員 25人
●参加料 5,000円（レーン代、貸し靴代込み）
●開催日 8月1日（月）・8日（月）・22日（月）・29日（月）
（4日間）午前9時30分～11時30分
●会場 稲沢グランドボウル
●講師 ＪＢＣ認定プロボウラー
●持ち物 運動のできる服装、靴下、タオル
●内容 プロボウラーに教えてもらえますので短期集中でボウリングが上
達するかも！！ 送迎バスもあります（午前9時総合体育文化センター発）
ので気軽にご参加ください。
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健

康

膠原系難病患者・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）

イベント
募

● と き 7月25日（ 月 ） 午 後2～4
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 講義「膠原病の基礎知識か
ら最新治療について」
●対象 全身性エリテマトーデスや
強皮症などの膠原系難病の患者さん
とその家族
にし の
じょう
●講師 西野 譲さん（藤田保健衛
生大学病院 リウマチ・感染症内科
医師）
●申込 7月22日（金）までに江南
保健所健康支援課地域保健グループ
へお申し込みください。

募

集

平成28年度母子家庭等就業支援講習会の受講者
愛知県母子寡婦福祉連合会（☎052-915-8862）
ひとり親家庭の母等が、就職に結
びつく可能性の高い技能・資格を習
得するための講習会の受講者を募集
します。
●対象者 愛知県内にお住まいの母
子家庭の母、父子家庭の父および寡
婦の人で就業意欲があり、講習の全
日程に出席できる人（講習内容によ
り条件があります）
●受講期間 10月から3月の間で5
日間から20日間（講習内容により
異なります）
●講習内容（かっこ内は講習場所）
・パソコン講習初級（岡崎）
・パソコン講習中級（名古屋駅）

集

健

・パソコン講習お仕事応用（豊橋）
・調剤薬局事務講習（名古屋駅）
・経理事務講習（名古屋駅）
・介護職員初任者研修（金山・知立）
・登録販売者講習（名古屋駅）
●受講料 原則として無料です。た
だし、教材費、交通費等は自己負担
となります。
●募集期間 7月29日（金）～8月
19日（金）
● 申 込 先 子 育 て 支 援 課（ ☎385810）
※詳しい募集要領について、事前に
愛知県母子寡婦福祉連合会にお問い
合わせください。

康

健

熱中症に気をつけましょう

康

健康課健康支援グループ（保健センター内☎37‐3511）

お知らせ

熱中症とは、からだに熱がこもって体温調節ができな
くなり、脱水症状を起こした状態をいいます。重症にな
ると死に至る可能性があります。
熱中症は7月から8月に多く発生します。気温は、22
～37度の広い範囲に分布しており、湿度が高ければ気
温がそれほど高くなくても発生します。時間帯は10時
～18時に多く発生しています。外出時には特に注意が
必要です。
●暑さを避けましょう
暑い日中の屋外での活動は、十分に水分をとっていて
も危険です。炎天下での外出は控えましょう。外出時は
帽子や日傘で直射日光を避けることが大切です。
●エアコン等を利用して温度を調整しましょう
高齢者の熱中症は室内で多く発生しています。暑さが
目で見て分かるように湿度計付きの温度計を設置し、室
温28度、湿度70％を越えないようにエアコン等を利用
しましょう（冷やしすぎにも注意してください）。
●のどがかわいたと思う前にこまめに水分をとりましょ
う
人間のからだは、呼吸や皮膚からの蒸発で、何もしな
くても1日900ｍℓもの水分が失われています。さらに、
日常生活の中でも水分を失いますので、1日に1.3ℓ程
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度（約コップ8杯分）の水分摂取が必要です。屋外での
作業やウォーキングなどの時には、15～20分ごとに一
口～200ｍℓ程度の水分をとるようにしましょう。
アルコールは、尿や汗で失う水分量を多くするため、
水分補給にはならないのでご注意ください。
●こんな症状がでたら要注意！
①急に元気がなくなる
②ぼんやりする
③頭が痛い
④めまい・吐き気
●もし熱中症にかかってしまったら
『意識がない』あるいは『呼びかけに対する返事がお
かしい』場合は、すぐに救急車を呼んでください。また、
『自力で水分をとることができ
ない』場合も緊急で医療機関に
搬送する必要があります。熱中
症が疑われる場合には、そのこ
とを救急隊や医療機関に伝えて
ください。
暑い夏は決して無理をせず、
熱中症にかからないように過ご
しましょう。

お知らせ
公園をきれいに！
維持管理課維持グループ
（☎38‐5813）

健
☆健康マイレージ対象事業☆

栄養教室「産後ママのランチセミナー」
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）

集
健
康
お知らせ
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イベント

毎月19日は「食育の日」。食生活
●とき 7月1日（金）〜14日（木）
改善推進員が野菜たっぷりな時短料 （土・日曜日は除く）午後0時40分
理を紹介します。
〜2時10分
●とき 8月19日（金）午前10時〜
●ところ 保健センター
正午
※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
しはご遠慮ください。
●講師 食生活改善推進員・栄養士・ ●対象 妊婦および30歳以上の人
保健師
（昭和62年3月31日以前に生まれた
●内容 話「楽しく食育」、調理体
人）
験と試食、ママの交流会
●定員 各日16人
し が
し しゅう
●対象 初めて出産した人で、4か
●診査内容 歯牙・歯周診査、保健
指導、口臭測定（希望者）
月までのお子さんを持つ人
●費用 無料
●参加費 400円（食材費）
●申込方法 保健センターで受け付
●持ち物 ハンドタオル、バスタオ
ル（赤ちゃんを寝かせる時使用）、 けます（電話可。先着順）。
※予約が必要です。
お茶、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。
ピアカウンセリング「1型糖
●定員 16人
尿病の理解を深めよう」
●申込期間 7月4日（月）〜8月8
江南保健所健康支援課地域保健
日（月）（先着順）
グループ（☎56‐2157）
●申込方法 保健センターで受け付
● と き 7月6日（ 水 ） 午 後2時30
けます（電話可）。
分〜4時
●ところ 江南保健所 3階大会議
室（江南市布袋下山町西80）
正しく使って楽しい花火
●内容 ピアカウンセリング「1型
消防本部総務課総務グループ（☎37‐5333）
糖尿病の理解を深めよう〜子どもと
夏になり、子供たちが花火をして
毎日をいきいきと生活するために
付けをする
いるのをよく見かけます。しかし、気
〜」
⑤大人と一緒に遊ぶ
軽に楽しめる花火でも正しく取り扱
●対象 1型糖尿病で治療をされて
⑥たくさんの花火に一度に火をつけ
わないと火災になったり、火傷をし
いるお子さんをお持ちの保護者およ
ない
たりするなど事故の原因になります。
び支援者
⑦正しい位置に正しい方法で点火す
もく の たけ
野武
家庭で気軽に楽しめる「おもちゃ
●助言者
杢野医院
医師
杢
る
ひこ
彦 さん、つぼみの会愛知・岐阜（1
花火」であっても、たかが花火と思
⑧吹き出し、打ち上げなどの筒もの
おお ぼら た
洞多
型糖尿病患者家族会）会員
大
わず、花火を安全に楽しむため必ず
花火は、途中で火が消えても筒をの
づ こ
津子さん
次のことに注意しましょう。
ぞかない。点火するときも、筒先に
●定員 20人程度
①花火に書いてある遊び方をよく読
顔や手を出さない
●申込方法 7月5日（火）までに
んで必ず守る
⑨花火をポケットにいれない
江南保健所健康支援課地域保健グル
②花火を人や家に向けたり、燃えや
⑩花火をほぐして遊ばない
ープまでお申し込みください。
すいもののある場所で遊んだりしな
い。また衣服に火がつかないように
注意する
③風の強いときは、花火遊びをしない
④水を用意し、遊んだあとは、後片
市内の公園は、地域の皆さんのご
協力をいだだき、ごみ拾い、草刈、
トイレ清掃などの日常管理を行って
います。公園では、一部の利用者の
心ない行為により、ビン、缶やお菓
子の包装紙などのごみが捨てられて
いることがあります。特に、割れた
ビンは小さなお子さんなどが怪我を
する恐れがあります。誰もが安心し
て、気持ちよく公園を利用していた
だくためにも、ごみの持ち帰りにご
協力をお願いします。

お知らせ
これから事業をはじめる人へ

岩倉市創業等支援資金融資信用保証料の助成金と利子補給補助金の制度をご利用ください
商工農政課商工観光グループ（☎38‐5812）

イベント
募
集
健

愛知県では、次のいずれかに該当する個人または会社
を対象に創業等支援資金制度（経済環境適応資金内）を
実施しています。
【開業前】
①事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たに個人
で開業しようとする人、または2か月以内に新たに会社
を設立して開業しようとする人
②自らの事業を継続的に実施しつつ、新たに会社を設立
して開業しようとする人
【開業後】
③事業を営んでいなかった個人で、開業（個人・法人）
してから5年を経過していない人
④会社が自らの事業を継続的に実施しつつ新たに会社を
設立し、5年を経過していないこと
岩倉市では、この愛知県の融資を受けられた人を対象
に、創業等の負担軽減と市内産業の発展および振興を目
的にその融資に係る信用保証料の助成と利子の一部を補
助していますので該当される人はご利用ください。
愛知県経済環境適応資金 創業等支援資金融資の概要
●貸付限度額 2,500万円
※認定特定創業支援事業の支援を受けた場合は3,000万
円（一定の自己資金を有することが必要です）

康

庭木等の樹木を適切に管理
しましょう

お知らせ

維持管理課管理グループ
（☎38‐5813）
樹木や生垣が道路に覆いかぶさる
と通行の妨げになります。枝葉が標
識や歩行者等を隠し、ドライバーの
見落としによる交通事故につながっ
たり、枝が歩行者や車両等を傷つけ
たりすることがあり、大変危険です。
こうした私有地の樹木が道路に張
り出していることや、落ちた枝等が
原因で事故が発生した場合には、所
有者が責任を問われることがありま
すので、庭木等の樹木を所有される
皆さんは定期的な剪定・清掃等、適
切な管理をお願いします。
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貸付期間・利率
【運転資金・設備資金】
・2年以上3年以内 年1.2%
・4年以上5年以内 年1.3%
・6年以上7年以内 年1.4%
【設備資金】
・9年以上10年以内 年1.5%
岩倉市創業等支援資金融資信用保証料補助金
●補助対象
①市内に事業所を有するまたは、市内に事業所を有する
予定の個人または法人
②融資に係る保証料を一括納付した人
③市税の滞納がない人
●助成額 信用保証書記載の保証料の全額（100円未満
切捨て）
岩倉市創業等支援資金融資利子補給補助金
●補助対象
①市内に住所を有する個人または、市内に本社を置く法
人（市内に住所を有する予定の個人または、市内に本社
を置く予定の法人を含む）
②融資を受けた人
③市税の滞納がない人

ご存知ですか？

シルバー人材センターを！

岩倉市シルバー人材センター（☎66‐2223）
●お困りの際は…
シルバー人材センターでは、屋内
･屋外清掃、除草だけでなく各種修
繕、塗装等会員の知識と経験を生か
した就業をしています。「こんな仕
事もお願いできるの?」とお困りの
際には、一度ご連絡ください。会員
でできることがあれば就業させてい
ただきます。営利を目的としない公
共的、公益的な団体ですので安心で
す。
●会員を募集します〜一緒にシルバ
ーで働きませんか〜
シルバー人材センターでは、市内
在住の原則60歳以上の人で健康で
働く意欲がある人を会員として募集
しています。シルバー人材センター
の活動や主旨に賛同していただける
人は、ぜひ入会説明会にお越しくだ
さい。入会説明会は、毎月第一水曜
日に行っています。また、会員相互

の交流会等も行われていますので、
新しい仲間作りの場ともなり、より
充実した日常が期待できます。
●資格
①市内に在住する原則60歳以上の
人
②健康で働く意欲のある人
③シルバーの理念に賛同された人

お知らせ
5月30日（月）〜6月5日（日）
にごみ不法投棄監視ウィーク
を行いました
清掃事務所（☎66‐5912）また
は環境保全課廃棄物グループ（☎
38‐5808）

消防本部総務課総務グループ
（☎37‐5333（内線220））

岩倉市商工会（☎66‐3400）
、
日本政策金融公庫一宮支店国民
生活事業（☎0586‐73‐3131）

集
健

岩倉市商工会と日本政策金融公庫
一宮支店国民生活事業の共催で、夏
季資金のほか、機械や営業車の購入、
支店の出店、店舗の改装などの設備
投資をお考えの人向けに、次のとお
り相談会を開催します。
お気軽にご相談ください。
●とき 7月7日（木）午後1時〜4
時
●ところ 岩倉市商工会館
●内容
［セーフティネット貸付］
・ご融資限度額 4,800万円以内
・ご返済期間 運転資金 5年以内、
設備資金 15年以内
・利率 年1.25%〜2.45%（5月10
日現在）
※創業される人・創業直後の人から
のご相談も受け付けます。
※申込・相談をご希望の人は、事前
にご連絡をお願いします。

募
康

多数の来場者が集まるイベントで
は火災が発生すると大きな被害が出
るおそれがあります。そのため、岩
倉市火災予防条例で、イベント会場
で火気を使用する場合は届出を義務
づけています。また、消火器の設置
も義務づけています。
★対象となるイベントは?
不特定多数の人が集まるイベント
で、各地区で開催される夏まつり、
盆踊りなど。
★火気を使用する器具は?
燃料の種類にかかわらずコンロ、
グリドル、フライヤ―、ホットプレ
ート、ストーブ、発電機など。
★設置する消火器は?
すぐ使用できる状態にしてある
ABC粉末消火器。
多くの人が安心してイベントに参
加できるよう、火災予防にご協力を
お願いします。
詳しい内容は、直接お問い合わせ
ください。

夏季特別融資相談会

イベント

岩倉市では、環境月間にちなみ、
5月30日（月）から6月5日（日）ま
での一週間を「ごみ不法投棄監視ウ
ィーク」とし、不法投棄防止のため
の取り組みを集中的に行いました。
6月1日（水）には市内の一斉パト
ロ ー ル を 実 施 し、 不 法 投 棄 ご み
1,660㎏を収集しました。また、こ
れ 以 外 に テ レ ビ3台 と 冷 蔵 庫1台、
タイヤ1本、資源（カン、ビン、ペ
ットボトル等）65㎏を収集しまし
た。不法投棄撲滅に向け、ルールを
守り適正にごみや資源を出していた
だきますよう市民の皆さんのご協力
をお願いします。

屋外イベントで火気を扱うと
きは

不用品データバンク

強調月間

7月1日（金）~8月31日（水）

愛知県社会活動推進課青少年グル
ープ（☎052‐954‐6175）
スローガン「非行の芽
もう みな我が子」

はやめにつ

青少年が解放感から有害環境等に
接する機会が多くなる夏休み期間中
に、犯罪被害に巻き込まれたり、非
行に走ったりするおそれがありま
す。家庭・学校・地域社会が力を合
わせて、青少年の健全育成、被害防
止を図るため県民運動を展開しま
す。
●主催 愛知県、
愛知県教育委員会、
愛知県警察本部、愛知県青少年育成
県民会議

商工農政課商工観光グループ（☎38‐5812）
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（6月9日現在）
●譲ります（有償） 登録物品なし
●あげます（無償）
ひな人形（7段）、ワイヤレスターミナルアダプタワイヤレスセット、
ベビー用ハイローチェア、犬小屋
●求めます
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（100cm）、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（24インチ以上）、水風会の空手道着（110cm以上）、マンガ日本
の歴史全巻、レコードプレーヤー、男子用南小学校用品、炊飯器、ストラ
イダー、ポータブルCDプレイヤー
※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。
広報いわくら 平成28年7月号
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お知らせ

青少年の非行・被害防止に取
り組む県民運動（夏期）

お知らせ
節電でリサイクル運動〜節電をして資源収集袋をもらおう〜
環境保全課環境グループ（☎38‐5808）
前年同月の電気使用量と比べて、1kWh以上削減していただくと、市指定のプラスチック製容器包装資源用収集
袋（45ℓ）を削減量に応じてプレゼントします。節電と同時に環境にやさしいリサイクルを行いましょう。
〈熱中症にご注意ください〉
適切な室温管理や水分補給などを行い、無理のない範囲で節電にご協力ください。

イベント

●実施月および削減量の確認方法
平成28年7月および8月に節電に取り組んでくださ
い。削減量は、小売電気事業者から発行される「電気ご
使用量のお知らせ」から計算してください（下図参照）。
●プレゼントする袋の枚数
前年同月比で1kWhの削減につき1枚プレゼント（1
カ月分の申請につき20枚が上限）します。
※各月分ともに1,000枚限定とし、なくなりしだい終了
とします。
※小数点以下は切り捨てます。

●対象者および申請方法
市内の同じ場所に1年以上在住している人が対象（事
業所は除く）です。小売電気事業者から発行される「電
気ご使用量のお知らせ」と市内在住を示す書類（免許証
や郵便物など）を環境保全課にお持ちください。
●申請開始日
7月分は8月17日（水）から、8月分は9月14日（水）
からそれぞれ受付を開始します。なお、両月分とも12
月28日（水）までの受付とします。

募

（1）例：中部電力（株）の場合

集
健

①

康

②

お知らせ

●実施月の確認方法
左図①でご確認ください。な
お、お知らせの月は実施月の1
か月後ですのでご注意くださ
い。
①に「平成28年8月分」と記載
→7月分として受け付けます。
①に「平成28年9月分」と記載
→8月分として受け付けます。
※上記以外の月は受け付けませ
ん。

③

●電気の削減量の計算方法
上図②が今年度の使用量、③が前年度の使用量になります。③から②を引いた値が1kWh以上の人が対象となり
ます。
※オール電化の場合は、デイタイム、ホームタイム、ナイトタイムの和を使用量としてください。
（2）家庭向けなどの電力自由化に伴い、中部電力（株）以外から電力を購入している場合は、前年同月の「電気
ご使用量のお知らせ」を併せて持参してください。
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お知らせ
犬の優良飼養者表彰と動物慰
霊祭について

ストップ・ザ交通事故

高めようモラル守ろうルール

夏の交通安全県民運動

環境保全課環境グループ
（☎38‐5808）

7月11日（月）~20日（水）

愛知県県民生活部地域安全課
（☎052‐954‐6177）

お知らせ
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11

集

カエルの楽園
ひゃく た
なお き
（百田 尚樹 著）
３位 天才
いし はら
しん た ろう
（石原 慎太郎 著）

募

２位

羊と鋼の森
みや した
な つ
（宮下 奈都 著）

図書館ニュース

１位

︵☎３７︲６８０４︶

（４月〜５月）

中小企業退職金共済制度（中退共
制度）は、中小企業で働く従業員の
ために設けられた国の退職金制度で
す。ぜひこの機会に加入をご検討く
ださい。
●制度の特色
★掛金の一部を国が助成します。
・初めて中退共制度に加入する事業
主に、従業員ごとに掛金月額の2分
の1（ 上 限5,000円 ） を 加 入 後4か
月目から1年間助成します。
・18,000円以下の掛金月額を増額
する事業主に、増額分の3分の1を
増額月から1年間助成します。
★掛金は全額非課税で手数料は不要
です。
★パートタイマー等の人も加入でき
ます。
★外部積立型なので退職金の管理が
簡単です。
岩倉市中小企業退職金共済制度加入
促進補助金
岩倉市では、国の助成とは別に、
中退共制度の加入促進補助金を交付
しています。
●対象 初めて中退共制度に加入さ
れた事業主
●補助額 1年間に支払われた掛金
の1割

新着図書のご案内
一般新着図書
★人間消失殺人事件
あかがわ
じ ろう
赤川 次郎 著
★先生に向いていないかもし
れないと思った時に読む本
いしはら
か ず こ
石原 加受子 著
児童新着図書
★夜空を見上げよう
ジョン・シェリー 絵
まつむら
ゆ り こ
松村 由利子 作
★だれがいちばんえらいの？
ハーシャ・ナガラジュ 絵
ミーナ・ラグナータン 文
※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︒︶︒
※７月は４日㈪︑ 日㈪︑が
休館日です︒

予約の多かった本

〈制度について〉中退共事業本部
（☎03‐6907‐1234）
〈補助金について〉商工農政課商
工観光グループ（☎38‐5812）

イベント

夏本番を迎え、海や山では本格的
なレジャーシーズンが到来します。
この時期は、行楽のために自動車を
運転する機会が増えるほか、暑さや
レジャーの疲れから運転者の注意力
が散漫になりがちです。また、屋外
で遊ぶ子どもたちや夕涼みなどで外
出する高齢者も増えるため、交通事
故に巻き込まれる危険性が高まりま
す。
さらに、夏特有の解放感や各種の
祭礼などで飲酒の機会も増え、飲酒
運転による交通事故も懸念されま
す。
そこで、夏の交通安全県民運動を
下記の運動重点により県民総ぐるみ
で展開し、交通事故の防止を図りま
す。
★運動重点
・子どもと高齢者を交通事故から守
ろう
・後部座席を含めた全ての座席でシ
ートベルトとチャイルドシートを正
しく着用しよう
・自転車の安全利用を進めよう
・飲酒運転を根絶しよう

尾北狂犬病予防推進協議会では、
動物愛護週間（9月20日（火）〜26
日（月））にちなみ、犬を適正に飼
っている人の表彰と、動物慰霊祭を
行っています。この機会に表彰を受
けてみませんか。なお、表彰を受け
ない人も動物慰霊祭には参加するこ
とができます。
●とき 9月下旬（予定）
※開催日時は、広報いわくら9月号
で再度お知らせします。
●ところ 曼陀羅寺（江南市前飛保
町寺町202番地）
●対象 次の要件にすべて当てはま
る人
★登録された同一犬を12年以上継
続して飼っていること（平成28年3
月31日現在）
★毎年、狂犬病予防注射をしている
こと こう
★犬の咬傷（かみきず）事故がなく、
ふんの始末をきちんとするなど、適
正に飼育していること
★過去に優良飼養者表彰を受けてい
ないこと
●表彰者数 5人
※定数になりしだい締め切ります。
●手続き 環境保全課で用意してい
る申請用紙に記入のうえお申し込み
ください。
●締切日 8月5日（金）

退職金の準備は万全ですか？

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）

年金相談

7月6日（水）午前10時~午後3時

人権相談

7月8日（金）午後1時~4時

行政相談

7月8日（金）午後1時~4時

法律相談（予約制）
（各回定員6人）

7月12日（火）・27日（水）午後1時~4時
※7月1日
（金）
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

7月13日（水）午後1時~4時

不動産相談

7月14日（木）午後1時~4時

戦没者遺族相談

7月15日（金）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

ところ

問合先/備考

市役所1階市
民相談室

（☎090‐3252‐5652）
問合先：クレサラあしたの会
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。

若年者就職相談
（無料）

7月25日（月）
①午後1時~1時50分、 市役所1階市
②午後2時~2時50分、 民相談室
③午後3時~3時50分

（☎38‐5812）
問合先：商工農政課商工観光グループ
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）
アドバイザー：県委嘱アドバイザー
申込方法：7月15日（金）午後5時までにお申し込み
ください。

たんぽぽ出張相談
（無料・完全電話
予約制）

①8月3日（水）午前9時~午後4時
小牧市ふれあいセンター
②8月4日（木）午前9時~午後4時
扶桑町総合福祉センター

予約・問合先：愛知県立一宮東特別支援学校たんぽ
ぽ相談係（☎0586‐51‐5311）
予約期限：7月22日（金）まで
予約受付時間：月~金曜日（祝日は除く）午前9時~
午後5時

多重債務者相談
（無料）
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と

き

7月21日（木）
午後1時~4時
※予約優先
（ 毎 月 第3木 曜 日 同 時
間開設）
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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

4日㈭※

9：30
～11：30
◎予約制

いきいき
ウォーキング

五条川
ポール
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。
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
夏に運動をする時は、涼しい時間帯を選び、帽子を着用し、
水分補給をこまめに行うなど熱中症予防の対策をしましょ
う。

八剱憩いの
広場
お祭り広場
（下本町）

※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
8月4日㈭
8月26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
1期 1歳から2歳に至るまで
1回
（接種時に持参してください）。
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5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7月号

42

8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

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）
プレママと
産後ママの交
流会

日

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。
内容…妊産婦同士の交流会、妊産婦のための食事についての話、
乳児（0～3か月児）の体重測定

26日㈮

10：00
～11：30

9：45
～10：00

妊婦と0～3か月
の児を持つ産婦

★パパママ
セミナー

6日㈯

10：00
～11：30

9：45
～9：55

妊娠6か月以降の
申込…7月4日㈪～8月1日㈪保健センター（電話可）
初めて親になる
内容…お父さんの役割について、分娩の経過や育児について
夫婦（定員20組）

乳幼児
健康相談

1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）

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

2日㈫

10：00
～11：15

9：45
～10：00

4～6か月児
（定員20組）

申込…7月4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

16日㈫

10：00
～11：00

9：45
～10：00

9～11か月児
（定員20組）

申込…7月4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

★かみかみ
歯ピカ教室

5日㈮

9：30
～11：00

9：15
～9：30

平成27年
1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）。

★こども
発達相談
4か月児
健康診査
（個別通知）
★これから
はじめる
離乳食教室

19日㈮
16日㈫
31日㈬

平成28年4月
1～15日生まれ
平成28年4月
16～30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）

申込…7月4日㈪～保健センター（電話可）
1歳～1歳6か月児
持ち物…仕上げ磨き用歯ブラシ、コップ、エプロン
（定員15組）
内容…幼児食と歯の話、歯こう染め出し、ブラッシング指導

1歳6か月児
健康診査
（個別通知）

2日㈫

12：45～

12：45
～13：30

２歳児歯科
健康診査

8日㈪

12：45～

12：45
～13：30

平成26年
8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

5日㈮

12：45～

12：45
～13：30

平成26年1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）。

9日㈫

12：45～

12：45
～13：30

平成25年
8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）。

9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。

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。岩倉市のホームページ（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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高齢者すこやかだより
あなたも「地域の縁側サロン」に参加しませんか? ●問合先 長寿介護課長寿福祉グループ（☎38‐5811）
現在、市内には高齢者等が気軽に集まって、お話できる場所が9か所あります。ぜひ、お近くの会場に
足を運び、過ごしてみてはいかがですか?
町名

名称

東新町

Eラウンジ

南新町

対象

時間※

会場※

毎週月曜日~水曜日

13時30分~16時 岩倉団地集会所

ふれ愛お茶サロン 老人クラブ会員

毎月第4土曜日

10時~11時30分 さんごホール

石仏町

ケアドカフェ
“ひろみ”

一般市民

毎週木曜日

鈴井町

鈴井サロン

鈴井町のひとり暮ら
しの人、または日中 毎月第1水曜日
ひとりになる人

中本町

“おたがいさま”
あじさい（味歳） 一般市民
の会

毎月第2水曜日
（8月はお休み、
9月は第1水曜日）

泉

お茶べり会

老人クラブの回覧
毎月1回
（老人クラブの回覧 でお知らせします。 泉会館
でお知らせします） （通常13時30分~）

町

岩倉団地の人

日程※

老人クラブ会員

備考※
―
参加費有

13時~16時

ひろみ薬局（旧） 参加費有

10時~正午

鈴井町公会堂

参加費有

9時30分~
11時30分

くすのきの家

参加費有

下本町

おしゃべりサロン 一般市民

奇数月の第4水曜日

西市町

縁側サロン
“ひなたぼっこ”

毎月第1・
第3水曜日

13時30分~
15時30分

西市町西市前51
参加費有
番地

北島町

北島サロン
“ピンピンシャン 北島町の人
わくわくランド”

毎月第4金曜日

10時30分~
11時30分

北島町公会堂

一般市民

※日程等につきましては、変更になる場合があります。

10時~11時30分 第三児童館2階

―
―

参加費有

※参加費は、お茶菓子代100円~200円程度です。

Departamento de Informações

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

Dia da coleta do lixo reciclável

1/7（sex）・Sono Cho・Inari Cho・Taisanji Cho・Taisanjimoto
Machi・Taisanjihon Machi・Gojo Cho・Daiichiba Cho
5/7（ter）・Yatsurugi Cho・Inoue Cho・Kamino Cho・
Ishibotoke Cho
8/7（sex）・Higashishin Machi（Iwakuradanchi）
12/7（ter）・Daichi Cho・Daichishin Machi・Chuo Cho・
Minamishin Machi・Kawai Cho・Kitazima Cho・Noyori Cho
15/7（sex）・Shimohon Machi・Showa Cho・Asahi Machi・
Sakae Machi2chome・Shinyanagi Cho・Shinyanagi Cho 1-ku
19/7（ter）・Nakahon Machi・Higashi Machi・Nakano Cho・
Suzui Cho
26/7（ter）・Izumi Cho・Saichi Cho・Hon Machi・Miyamae
Cho・Sakae Machi1chome

Dia da coleta de papel velho e roupa usada

1/7（sex）・Shimohon Machi・Showa Cho・Asahi Machi・
Sakae Machi2chome・Shinyanagi Cho・Shinyanagi Cho 1-ku
5/7（ter）・Nakahon Machi・Suzui Cho
9/7（sab）・Higashishin Machi（Iwakuradanchi）
12/7（ter）・Saichi Cho・Hon Machi・Miyamae Cho・Sakae
Machi1chome
15/7（sex）・Gojo Cho・Daiichiba Cho
19/7（ter）・Yatsurugi Cho・Kamino Cho・Ishibotoke Cho
26/7（ter）・Chuo Cho・Kawai Cho
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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（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）

ゴーヤの簡単白和え
２人分



＜材 料＞
ゴーヤ（中１本）
木綿豆腐
塩
A）合わせ調味料
すりごま(白)
砂糖
塩

160g
１/４丁
適量

大さじ２
小さじ２
小さじ１/3
※1人分の野菜分量（80g）

…メモ…

作り方

①ゴーヤは縦半分に切って種とわたを取り、薄切りにして塩
もみをし、しんなりしたら絞ります。
②豆腐に重しをのせ、水切りし泡立て器でなめらかにつぶし
たら、A）の合わせ調味料を加え混ぜ合わせます。
③①のゴーヤと②を混ぜ合わせ、器に盛り付けます。

頭

クロスワードパズル

の 体 操

タテのキーワード

・ゴーヤ（別名 にがうり）
ビタミンCが豊富：100g当たりのビタミンC含有量
※いちご:62㎎ ゴーヤ:76㎎
・おいしく食べる調理法は、苦みが強い種と白いわたを
取り除いて調理します。また、薄切りにして塩を少々
ふり、５分程おきます。これをさっとゆでてから調理
すると苦味が薄くなり、苦みが苦手な人も食べやすく
なります。
・ゴーヤ１本の重さは100～250ｇです。

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：五条川で行われ
るまつり）ができます。正解者の中から抽選で３人に、
い～わくんハンドタオルをプレゼント!!

ヨコのキーワード

1．
7月の祝日。
1．
着るもの。衣類。服。
5．
衣服の首を囲む部分。
2．
単位。mm。○○メートル。
6．
それになる人、なろうという人。
3．戦国期の日本で盛んに使われ
8．
この冊子のタイトル。
広報○○
た銃、○○○銃。
○○
4．
その方面について経験豊富な
9．
マップ。
人。
血液をろ過して老廃物や塩分を
7．
トラックおよび道路などで行わ 10．
尿として体の外へ追い出す機能
れる歩・走・跳・投の競技。○○競
がある臓器。○○臓。
技。
「能ある○○は爪を隠
8．
静岡県東部、駿河湾と相模湾を 11.ことわざ。
す」
。
分ける半島。○○半島。
12．
旧国名。現在の愛媛県。
9．
土地の売買価格。
白黒のしま模様を持つウマ科の
11．干支の１つ。子、丑、寅、卯、○、 13．
ほ乳類。
巳。
12．
リビング。

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=6172
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先月の答えは「カリフラワー」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 5.今月号
の感想（任意）
●応募期限 7月15日㈮まで（当日消印有効）

自

南小学校区自主防災会地域合同防災訓練

分の身は自分で守る

５月22日（日）
、岩倉南小学校で校区内の自主防災
会と市職員との合同防災訓練が行われました。参加者
は初期消火、救助、テント設営、ＡＥＤなどの訓練に
真剣に取り組み、いつ起きてもおかしくない大規模地
震に対する危機意識を高めていました。
（写真は、広報モニター福村一夫さん提供）

大

岩倉市制45周年記念「真打ち競演」公開録音

きな笑いに包まれて

６月10日（金）
、総合体育文化センターでＮＨＫラ
ジオ番組「真打ち競演」の公開録音が行われました。
テツandトモ、堺すすむ、古今亭菊丸、チャーリーカ
ンパニー、三遊亭小円歌、入船亭扇遊が真打ちとして
出演し、いずれの出演者も負けず劣らず観客から大き
な笑いをとっていました。この番組は、９月３日（土）、
10日（土）に放送を予定しています。

広報に掲載した写真をさしあげます。

●申込先

親

親子で竹林公園体験教室２０１６

子で共に

５月29日（日）、竹林公園で岩倉の水辺を守る会主
催による「親子で竹林公園体験教室2016」が開催さ
れ、親子19組44人が参加しました。「見る（竹林公
園を観察）・作る（竹製の箸・カップを作成）・食べる
（作った箸で流しそうめんを食べる）」をテーマに行わ
れ、参加者たちは親子で協力しながら、竹の箸やカッ
プを作り、流しそうめんをおいしくいただきました。

多

さくらの家まつり

世代で楽しむ

５月28日（土）、さくらの家でさくらの家まつりが
行われました。津軽三味線や浪曲、安来節の披露や、
「い～わくんといっしょ あつまれ！ちびっこ」など
が行われ、子どもから年配者まで楽しめる催しがあり
ました。また、コーヒーやお茶のサービスもあり、気
軽に話を交わし、自然と多世代間の交流が生まれてい
ました。

協働推進課広報情報グループ（☎３８ ‐ ５８０２）
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7月のカレンダー
1㈮
2㈯
3㈰
4㈪
5㈫
6㈬

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

18㈪

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道

20㈬

19㈫

休日急病診療
（伊藤史朗 伊藤皮フ科外科）
日曜市役所
（証明発行業務）
開設
（8：30～12：00）
日曜資源回収
（e-ライフプラザ
（清掃事務所）9:00～
12:00）

9㈯
10㈰
11㈪
12㈫
13㈬
14㈭
15㈮
16㈯
17㈰

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道             

21㈭
22㈮
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㈰

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道

7㈭
8㈮

海の日 休日急病診療
（井上隆義 井上皮膚科）
市役所市民スペースはお休みです
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

25㈪

分別収集/東新町
（岩倉団地）

26㈫

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
（植田豊一 岩倉眼科）
日曜市役所
（証明発行業務）
開設
（8：30～12：00）
日曜資源回収
（消防署東側防災公園9：00～12：00）
午後から市役所市民スペースはお休みです

27㈬

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道
休日急病診療
（永吉昭一 なかよしこどもクリニ
ック）
日曜市役所
（証明発行業務）
開設
（8：30～12：00）
日曜資源回収
（消防署東側防災公園9：00～12：00）
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

28㈭
29㈮
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

31㈰

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道
休日急病診療
（中川浩 ようてい中央クリニック）
日曜市役所
（証明発行業務）
開設
（8：30～12：00）

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道

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

税・保険料等納期限
固定資産税・都市計画税第2期

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道

国民健康保険税第4期

休日急病診療
（押谷誠 おしたにクリニック）
日曜市役所
（証明発行業務）
開設
（8：30～12：00）
日曜資源回収
（e-ライフプラザ
（清掃事務所）9:00～
12:00）
休日納付窓口開設
（8：30～12：00）

後期高齢者医療保険料第4期
介護保険料第4期

8月1日（月）
（口座振替を利用して
いる人は、預金残高を
7月29日（金）までに
ご確認ください）

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。

岩倉市の人口
６月１日現在
総人口

47,799人

前月比
42人

前年比
119人

前月詳細
出生

40人

男

23,901人

18人

88人

死亡

女

23,898人

24人

31人

転入等

250人

20,998世帯

14世帯

243世帯

転出等

221人

世帯

27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

岩倉市の友好交流市

福井県大野市を紹介するイワ♪
友好交流市大野市
岩倉市と福井県の旧和泉村は当
時の岩倉市助役が和泉村出身であ
った縁で︑平成３年から交流が始
まりました︒この交流を継続・発
展させていこうと 友｢好都市提携﹂
と
﹁災害時における相互応援協定﹂
を結び︑岩倉桜まつりや九頭竜紅
葉まつり等にシャトルバスを運行
したり︑相互のさまざまなイベン
トに出店し︑岩倉の名古屋コーチ

併し︑改めて︑平成 年に大野市
と 友
｢好都市提携 と
｣ ﹁災害時に
おける相互応援協定﹂を結び︑岩
倉市にとって唯一の友好交流市と
して交流を続けています︒

大野市の魅力にふれて
みませんか
和泉地区を始め︑大野市は自然
を活かした見所が多数あり︑季節
を問わず楽しむことができます︒
また︑大野市市街地は北陸の小
京都と呼ばれ︑大野城を中心に城
下町として発展した名残と風情の
ある町並みを楽しむことができま
す︒
その他︑昭和の名水百選に選ば
れた水を利用した名水おろしそば
を始め︑ご当地グルメの醤油カツ
丼やとんちゃんといった大野市な
らではの美味しいグルメも楽しめ
ます︒

お得な友好交流宿泊助
成制度をご活用くださ
い
岩倉市は友好交流事業の一環と
して︑市民の皆さんが大野市に宿
泊する際の費用の一部を助成して
います︒詳細は今月号の ページ
でご確認ください︒

広報モニター山田幸哉さん撮影

６月10日（金）、東町で区役員８人により防
災具点検の一環として消火栓設置場所表示の塗
装作業が行われました。

さんの

まちかどスナップ
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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。

●お父さん・お母さんの一言
１歳を過ぎてから、積み
木を積んだり、ダンスを踊
ったり、色々なことができ
るようになりました。
まだまだ寂しがりでよく
泣いてしまうけれど、保育
園に通い始めてから、一日
一日成長して帰ってくる真
司を見ることがとても楽し
みです。
こ なが の
しん じ
小長野 真司 くん（1歳） これからも色々なことを
覚えて、パパとママとたく
さん遊ぼうね！

広報モニター

ファミリー

19

穴をあける際に
ご活用ください。

18

ンや和泉村の昇竜まいたけ︑スイ
ートコーンなどの特産品を販売し
たり︑岩倉市のスキー教室を九頭
竜スキー場で実施するなどさまざ
まな交流を図ってきました︒
平成 年に和泉村と大野市が合

●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）

17

じまんッ!

い〜わくんの

