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子ども・子育てを社会全体で支援するという
考えのもと︑すべての家庭が実情に合わせて子
育てができるように﹁子ども・子育て支援新制
度﹂が平成 年４月からスタートしました︒
新制度では︑みなさんもきっと一度は耳にし
たことがある﹁認定こども園﹂制度の一層の充

市 内 で は︑ 平 成

年 ４ 月 に﹁ 認 定 こ ど も 園

実を図ることを目指しています︒
﹁ 認 定 こ ど も 園 ﹂ と は︑ 幼 稚 園︵ 幼 児 教 育 ︶
と保育園︵保育︶の両方の機能をあわせ持った
施設です︒

27

26

曽野第二幼稚園 子どもの庭保育園﹂が︑また︑
平成 年４月に︑﹁認定こども園 岩倉北幼稚
園﹂と﹁認定こども園 ゆうか幼稚園﹂が開設
しました︒
この新しい施設については︑これまでの幼稚
園や保育園との違いがよくわからないという声

子育てを支えていくために大切なことではない
でしょうか︒

をお聞きします︒それぞれの特色を知っていた
だいて︑今後の子育ての選択肢を広げていただ
くことは︑子育て世代のみならず︑社会全体で

27
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認 定こども園とは
就学前の教育・保育のニーズに対応した新しい施設です
幼稚園と保育園の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。
新制度では、３歳以上の幼児教育を行う幼稚園部に通う子どもたちを１号認定、３歳
〜５歳の保育が必要な子どもたち（朝・夕は保育部、昼間は幼稚園部で過ごす）を２号
認定、０歳〜２歳の保育部に通う子どもたちを３号認定と区分し、各施設でそれぞれの
利用定員が設定されています。

岩 倉市の認定こども園の特色
特色

1

それまで市内にあった幼稚園が、それぞれ園庭内に３歳未満児用の保育施
設を新設しています。このため、これまでの幼稚園運営で育んできた建学
の精神（教育目標）を尊重しつつ、保育を新たに開始しています。

特色

2

保育部の利用状況（保育士の配置や保育料、保育時間など）は、公立保育
園の基準と同じになっています。

３歳未満児で入園した場合には、各施設の定員の都合上、３歳になったと
特色３ きに、そのまま継続するか、幼稚園部に移行するか、他の保育園に転園す
るかを選択できます。

保育園
０～５さい

利用時間
午前 7 時 30 分から
午後 7 時まで（延長
保育を含む）

幼稚園
３～５さい

利用時間
午後 3 時までの教育
時間に加え、園によ
り預かり保育など

利用できる保護者

利用できる保護者

共働き世帯、親族の
介護等の事情で、家
庭で保育ができない
保護者など

制限なし

認定こども園は、０～ 2 歳においては保育園の機能を持ち、
３～５歳においては基本的には幼稚園の機能を持った施設です
3
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認定こども園

岩倉北幼稚園

所在地：神野町平久田 31
問合先：幼稚園部 ☎66-7271
保育部 ☎81-8281

教育目標
健康で、明るく、よく考え、たくましく、
感謝のできる、こどもに育てる。
利用定員
・1 号認定
・2 号認定
・3 号認定 (1・2 歳児 )

135 人
9人
30 人

認定こども園

ゆうか幼稚園

所在地：東町掛目 158
問合先：幼稚園部 ☎37-6519
保育部 ☎37-6670

教育目標
主役はいつも 子どもたち
明るく 仲よく 元気よく
利用定員
・1 号認定
・2 号認定
・3 号認定 (1・2 歳児 )

認定こども園

曽野第二幼稚園 子どもの庭保育園

170 人
18 人
30 人

所在地：稲荷町大摩 46、45-1
問合先：幼稚園部 ☎37-1069
保育部 ☎81-9898

教育目標

笑顔いっぱい

大きくなぁ〜れ

明るく、つよく、たくましい子
手を合わせ、感謝する人間つくり

利用定員
・1 号認定
・2 号認定
・3 号認定 (0・1・2 歳児 )

135 人
9人
50 人

保 育園送迎ステーション

認定こども園は、比較的、市の周辺部に位置しています。
自宅から施設が遠く、また、岩倉駅を通勤などで利用され
ている人は、保育園送迎ステーションをご利用いただけます。
ステーションは、岩倉駅前ビルの１階に「こどものまち保
育園」に併設して開設しました。専用車両で園まで送迎をし
ます。
●利用料金
朝の送り
1,250 円／月
夕方のお迎え 1,250 円／月
●問 合 先
子育て支援課児童グループ（☎38-5810）
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い〜わくんの

●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）

所発）～９時
45

分（会場発）まで。

など

★お願い
当日は、会場周辺の混雑
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※出発は基本的に、市役所停留所は

が予想されますので、図のとおり交

総合体育文化センター第２

30

分・

※雨天の場合は、21日（日）に延期。

00

分・ 分発、会場は毎時

午後６時～９時20分

毎時

８月19日（金）・20日（土）

市制 周年いわくら夏まつり市民盆おどり
～シャトルバスを運行します～

●開催日

◆市制45周年いわくら夏まつり市民盆おどりに併せて開催する夜市

45

15

通規制を行います。

神明ふれあい広場（くすのきの家西側）

45

分発で運行します。

●ところ

商工農政課商工観光グループ（☎３８‐５８１２）

ては、山車夏まつりの開催有無に関わらず、天候により判断します。

また、駐車場の収容台数に限りが

ありますので、車での来場と民間商

※６日（土）が両イベントともに中止の場合、７日（日）の夜市の開催につい

日㈰）

開催します（２日間開催）。

は

あります。その場合、７日（日）に山車夏まつりが開催されるときは、夜市も

みんなの岩倉い～

わ く ん、 岩 倉 が 好 き で す、 岩 倉 節、

業施設への駐車はご遠慮ください。

※６日（土）が小雨で山車夏まつりが中止になっても、夜市を開催する場合が

★盆おどり曲目

五 条 川 音 頭、 ダ ン シ ン グ ヒ ー ロ ー、

※雨天の場合は、７日（日）に延期

総合体育文化センター駐

※小雨決行

岩倉市

８月６日（土）午後５時～８時30分

21

または、岩倉市商工会（☎６６‐３４００）

●ところ

●主催

岩倉市と岩倉市商工会は、夏の恒

例行事となっている、いわくら夏ま

３６５日の紙飛行機、炭坑節、郡上

◆岩倉市山車夏まつり（宵まつり）に併せて開催する夜市

駐車場南側

車場（図のとおり）

つり市民盆おどりに併せて、「岩倉軽トラ夜市」として開催します。

岩倉市商工会

軽トラ市」を岩倉市山車夏まつり（宵まつり）および市制45周年いわくら夏ま

●主管

毎月第３日曜日に開催し、多くの皆さんに楽しんでいただいています「岩倉

節（ か わ さ き ）、 踊 る ポ ン ポ コ リ ン

岩倉軽トラ市実行委員会事務局
（商工農政課内☎38‐5812）

市役所（市役

「岩倉軽トラ夜市」
を開催します

●シャトルバス運行

来賓・一般駐車場

30

分（市役所停留

P

第5駐車場

●ところ

つり市民盆おどりを開催します。

所北玄関付近）から会場（ファミリ

（第3駐車場）

各日、午後５時

総合体育文化センター

P

障害者・関係者のみ

《運行時間》

軽トラ夜市
会場

（第4駐車場）

●開催日

当日は、会場で市内事業者等から

協賛いただいた、い～わくんのうち

20

地蔵寺駐車場

県道名古屋江南線

はなのき広場
一般駐車場
約55台分

終日交通規制区間

ーマート岩倉鈴井町店南側砂利駐車

P

わの無料配布（数に限りあり）も行

ヤグラ

場）間でシャトルバスを運行します

P

いますので、ご家族やお友達と一緒

■自動車駐車場

19

ので、ぜひご利用ください。

シャトルバス
停留所
（ファミリーマー
ト南側駐車場）

にお出かけください。

鈴井町公民館

■自転車置場

日㈮・ 日㈯午後７

18：00〜21：30

８月

■交通規制区間

●とき

N

時～（雨天で延期した場合の予備日

【会場周辺交通規制図】

平成28年8月19日（金） 20日（土）
《予備日：21日（日）》
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●とき
震発生）

岩倉市防災訓練にご参加ください
危機管理課危機管理グループ（☎３８‐５８３１）

いて改めて認識しなければなりませ

害に対する事前の備えの大切さにつ

力強化が非常に重要となります。災

先などのそれぞれの場所で「しせい

イレンを合図に、家庭、職場、外出

大規模地震を想定し、同報無線のサ

岩倉市の被害予測結果では、最大震

が、関係機関も被災により活動能力

は全力をあげて災害対応を行います

災害が発生した場合、各防災機関

けてください。

ればよいか、この機会にぜひ身に付

いざというとき、どのように行動す

す る 」 の 基 本 行 動 を 行 う も の で す。

じっと

をひくく

度 ６ 強、 揺 れ に よ る 倒 壊 ２ ０ ０ 棟、

が著しく低下することが予想されま

また、聴覚に障がいをお持ちの人

あたまをまもり

ん。

という予測がされており、直接的な

す。そこで、災害による被害をでき

も安心して訓練に参加いただけるよ

が公表した南海トラフ地震における

被害だけでなく、ライフラインの断

る限り防止または軽減するために

うに、会場に手話通訳者や要約筆記

予想されます。また、４月

人

絶など岩倉市に大きな被害が出ると

は、皆さんの自主的な防災活動や普

者を配置します。お気軽にご参加く

火災による焼失２００棟、死者

日に発

段からの心構えが重要です。

民や行政に対して大きな影響を与え

皆さんが協力し、組織的に行動する

また、実際に防災活動を行う場合、

施合図

安全行動（シェイクアウト）訓練実

生した直下型地震の熊本地震は、住
た災害となりました。前震と本震で

ことによって、効果が最大限に発揮

続 き ま し た。 報 道 等 に よ る と、「 ま

日ごろから、大地震などの災害が

倉 中 学 校、 総 合 体 育 文 化 セ ン タ ー、

同報無線５カ所（岩倉北小学校、岩

８月

ださい。

震度７の地震が２度発生、多くの建

●とき

日㈰午前８時～（地

岩倉北小学校グラウンド

され、被害も最小限に抑えることが

日㈰午前８時

物が倒壊し、長期間に渡って余震が

本大震災では、多くの尊い命が失わ

さか自分が被災するとは思っていな

発生した場合を予測した訓練を積み

長瀬公園、大矢公園）から、一斉に、
訓練は、南海トラフ地震により岩

チャイム音

●放送内容

岩倉北小学校区にある

れ、今なお避難生活を余儀なくされ

かった。」「根拠はないが地震は発生

重ねておくことが大切です。

倉市で震度６強を観測し、家屋の倒

「こちらは岩倉市役所です。ただい

●訓練合図

ている人が多くいます。この地震で

し な い と 思 っ て い た。」 と 発 言 さ れ

同規模の直下型地震が発生した場合

壊・火災が発生するとともに電気・

まから、訓練放送を始めます。」

できます。

は、地震に対する事前の備えの大切

次のように放送されます。

助け合う「共助」の重要性について

の被害予測調査を実施し、被害が最

ガス・水道を始めとする各施設に大

年度に濃尾地震と

改めて痛感させられました。岩倉市

も 大 き く な っ た 場 合 死 者 ２ ８ ９ 人、

サイレン（

岩倉市が平成

でも、東日本大震災のような海底を

きな被害が発生したという想定で実

秒間）

揺 れ に よ る 建 物 全 壊 が ４ １ ５ ４ 棟、

施します。

こ｢れで、訓練放送を終わります。 ｣
チャイム音
液状化による建物全壊が１７９棟と

また、岩倉北小学校区内に住んで

※火災と間違えないようにお願いし

年以

いう結果となりました。これら災害

いる人を対象に安全行動（シェイク

㌫の確率で発生するといわれ

対策としてハード整備だけでは限界

ます。

内に

ており、プレートの構造上必ず発生

アウト）訓練を実施します。これは、

30
があり、個人・家庭・地域での防災

あります。南海トラフ地震は

震源とした南海トラフ地震の脅威が

の 身 は 自 分 で 守 る「 自 助 」
、地域で

岩倉市防災訓練

年３月

日に発生した東日

８月

10

ている人が非常に多く感じました。

28

●ところ

14

年度に愛知県

30

27

さ、避難生活の難しさ、そして自分

平成

28
11

する地震です。平成

26
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23

70

国民健康保険被保険者証が９月１日から更新されます
市民窓口課保険医療グループ（☎38‐5807）
新しい被保険者証は、８月下旬までに簡易書留郵便で送ります。

被保険者証が届いたら、住所や氏名などの記載事項を確認してください。また、古い被保険者証は、９月以降に

裁断処分してください。

●新しい被保険者証の有効期限

平成30年８月31日

次に該当する人の有効期限は、下表のとおりです。
該当者

平成28年９月２日から平成30年８月
31日までに75歳の誕生日を迎える人

新しい被保険者証の有効期限

有効期限の翌日からの被保険者証
後期高齢者医療制度の

75歳の誕生日の前日まで

被保険者証

退職被保険者で、平成28年９月２日 誕生月の月末

一般の国民健康保険

か ら 平 成30年 ８ 月31日 ま で に65歳 ※誕 生日が１日の場合は、その前月
の誕生日を迎える人とその被扶養者

被保険者証

の月末

●ジェネリック医薬品を活用しましょう

ジェネリック医薬品とは、先発医薬品（新薬）と効能や安全性が同等と国から認められた安価な後発医薬品で、

お薬代の負担軽減になります。

●国民健康保険に加入するとき、やめるときは、14日以内に届け出が必要です
加入するとき
・職場の健康保険をやめたとき

・他の市町村から転入したとき等
手続きに必要なもの

やめるとき
・職場の健康保険に加入したとき
・他の市町村に転出するとき等
手続きに必要なもの

・職場の健康保険をやめたときは、その証明書を会社か ・職場の健康保険に加入したときは、新しく入った保険
ら受け取ってください。
届け出が遅れると
・保険税は届け出をした日からではなく、資格を取得し

の被保険者証と国民健康保険の被保険者証をお持ちく
ださい。

届け出が遅れると

た月までさかのぼって計算されます。

・資格のない被保険者証で受診した場合、国民健康保険

ない場合を除いて全額自己負担になります。

・職場の健康保険に加入し、国民健康保険をやめる手続

・被保険者証がない期間の医療費の支払いは、やむを得

介護保険の負担限度額認定の
特例減額措置が見直されます

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市民税課税世帯の人が、

特例的に食費・居住費の負担軽減を受ける場合の負担限

度額認定の特例減額措置について、平成28年８月以降は、
公的年金等の収入金額と年金所得以外の合計所得金額の
合計額から長期譲渡所得および短期譲渡所得の特別控除
額を控除するよう判定基準が見直されます。

が負担した医療費は後日返還していただきます。

きをしないと保険税が二重払いになってしまいます。

第三者行為（交通事故等）が原
因で介護サービスを受ける場
合は届出をしてください

長寿介護課介護保険グループ（☎38‐5811）
平成28年４月１日から、第三者行為が原因で介護保険

サービスを利用する場合は、届出が義務となりました。
交通事故等により、65歳以上の人が要介護状態になっ

た場合や、既に要介護認定を受けていて状態が悪化した
場合は、届出をしてください。

届出に必要な各種様式は市ホームページ（アドレス裏

表紙参照）でダウンロードできます。

広報いわくら 平成28年8月号
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福祉医療費助成制度をお知らせします
市民窓口課保険医療グループ（☎38‒5807）
制度名

対象者

助成の範囲

子ども医療

・中学校３年生まで

保険診療の自己負担額

障害者医療

・身体障害者 １～３級
・
〃
４級（腎臓機能障害）
・
〃
４～６級（進行性筋萎縮症）
・知的障害者 知能指数50以下
保険診療の自己負担額
・自閉症状群と診断された人（高機能自閉症、アスペルガー症
候群を含む）
・精神障害者 １・２級
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律第58条に基づく自立支援医療（精神通院）を受けている人

精神通院医療に係る
保険診療の自己負担額

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条の規定によ
入院治療に係る
る精神障害者と診断され入院した人（アルコール依存症など病
保険診療の自己負担額
名により助成が受けられない場合があります）
母子・父子家庭医療
（所得制限あり）

・母子（父子）家庭の母（父）およびその18歳以下の子
・父母のいない18歳以下の子
保険診療の自己負担額
※18歳以下の子とは、18歳に達した日の属する年度の末日まで
です。

後期高齢者福祉医療

後期高齢者医療制度の加入者で、次のいずれかに当てはまる人
・身体障害者 １～３級
・
〃
４級（腎臓機能障害）
・
〃
４～６級（進行性筋萎縮症）
・知的障害者 知能指数50以下
・自閉症状群と診断された人（高機能自閉症、アスペルガー症
候群を含む）
・精神障害者 １・２級
保険診療の自己負担額
・戦傷病者（所得制限あり）
・精神障害の措置入院患者、結核の勧告・措置入院患者
・母子・父子家庭の人（所得制限あり）
・介護保険の要介護認定４または５を受け、生活介護を３カ月
以上継続して受けている人で、主たる生計維持者が市民税非課
税の人
・長寿介護課のひとり暮らしの認定を受けている市民税非課税
世帯の人で、税法上の被扶養者になっていない人

平和祈念戦没者追悼式を行います

福祉課障がい福祉グループ（☎38‒5809）
過去の戦争で、岩倉市でも多くの人が亡くなったほか、被災された
人が大勢いらっしゃいます。
今日のめざましい発展と繁栄は、多くの尊い犠牲者の礎のうえに、
もたらされたものであることに深く思いをめぐらし、岩倉市をあげて
追悼の意をあらわし、恒久の平和を祈念するため、「平和祈念戦没者追
悼式」を催します。
ご遺族をはじめ、多くの市民の皆さんの参列をお待ちしています。
●とき ８月15日（月）午前11時50分～（11時から受付開始）
※午後１時終了予定
●ところ 総合体育文化センター多目的ホール

9
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平和の鐘を鳴らします
福祉課障がい福祉グループ
（☎38‒5809）

戦争で犠牲になられた人を慰霊し、平
和を祈念する鐘が、岩倉市仏教会の協力
により、市内各寺院で打ち鳴らされます。
また、證法寺（本町）では、正午から、
皆さんに平和の鐘を鳴らしていただく
ことができます。
●とき ８月15日（月）正午

原爆死没者・戦没者の慰霊と平和を
祈念して黙とうをお願いします
福祉課障がい福祉グループ （☎３８‐５８０９）

め、次のとおりサイレンを鳴らしま

た人々を慰霊し、平和を祈念するた

岩倉市でも、戦争で犠牲になられ

・総合体育文化センター

・岩倉中学校

・大矢公園

・長瀬公園

・岩倉北小学校

②戦没者等の子

①弔慰金の受給権者

ご遺族１人に支給

●対象者

ださい。

支給されます。忘れずに請求してく

ードまたは通知カード、身分証明書

の請求者の戸籍抄本等、個人番号カ

●請求に必要なもの

い福祉グループ

●請求窓口

ますので、ご注意ください）

慰金を受け取ることができなくなり

印かん、現在

10
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第十回特別弔慰金の請求をお忘れなく

等の死亡時まで引き続き１年以上生

⑤①から④以外のご遺族で、戦没者

福祉課障がい福祉グループ （☎３８‐５８０９）

戦 没 者 等 の 死 亡 当 時 の ご 遺 族 で、
年４月１日において、公務扶

計関係を有していた三親等内の親族

平成

助料や遺族年金等を受ける人がいな

・五条川小学校
・神野ふれあい広場

●請求期間

周年と終戦の日を迎

え、広島市、長崎市、国では、原爆

い場合に、第十回特別弔慰金として

年４月２日まで

・天王公園

す。市民の皆さん、職場やご家庭で
・岩倉東小学校

③戦没者等と生計関係を有してお

※対象者によって必要書類が変わり

市役所１階福祉課障が

黙とうをお願いします。

・岩倉団地グラウンド

り、かつ、戦没者等と氏が同じであ

ますので、詳しくはお問い合わせく

いますぐダウンロードして、い～

商工農政課商工観光グループ （☎３８‐５８１２）

岩倉を再発見！「い～わいわくら観光なび」

次の順番による先順位の

広島市原爆死没者慰霊式並びに平和

・岩倉南小学校

る父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

祈念式
・辻田公園

●とき
午前 時２分

・自然生態園

・第三児童館

・防災コミュニティセンター

全国戦没者追悼式（日本武道館）

日㈪

体育文化センター）
●とき ８月

いわくら観光なび」は、

わくんと一緒に岩倉市の魅力を再発

「い～わ

３つの機能を備えた充実の観光ガイ

見しよう！

・大市場町公会堂

り、従来使用していたサイレン吹鳴

ドアプリ。

電波法によ

装 置 が 使 用 で き な く な る こ と か ら、

アプリのダウンロードはこちら

）ま
Android

これまでのサイレン吹鳴装置に代え

ストア（
Google Play

Android携 帯、 iPhoneの iOS8
に対応した「いわくら観光なび」が、
カ所に設置された同報系防

を鳴らします。

災行政無線のスピーカーでサイレン

て市内

（ iOS
） で「 い わ
た は、 App Store
くら観光なび」と検索

●サイレン吹鳴箇所

正午

・曽野小学校

11

岩倉市平和祈念戦没者追悼式（総合

●とき ８月９日㈫

分

ださい。

午前８時

④③以外の父母、孫、祖父母、兄弟

15

長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典

８月６日㈯

・川井町公会堂

（請求期間を過ぎると第十回特別弔

平成

死没者、戦没者を慰霊し、世界の恒

万円、５年償還の記名国債が

額面

30

姉妹

25

・野寄町公会堂

われます。

・尾北自然歩道石仏休憩所

27

久平和を祈念する式典がそれぞれ行

原爆被爆
71
15

ストア、 App Store
に
Google Play
それぞれ公開されています。

20

市政通信
戦争の悲惨さや平和の尊さを後世

盟する平和首長会議の原爆ポスター

し、展示します。また、岩倉市が加

高齢者すこやかだより
高齢者を地域で見守りましょう！
近所にお住いの高齢者の自宅や、町内で高齢者
と出会ったときなどに、何か変わったことや疑問に
思うことがあれば、積極的に「声かけ」を行いまし

徘徊かも？
・あてがないように、とぼとぼと足元を見て歩い
ている。きょろきょろ辺りを見回している。
・ 声をかけても脇目をふらず、一目散に歩いて

緊急時や人命に関わるときは、消防署（☎119）
や警察(☎110)に電話してください。
中で倒れているかも？
・新聞、郵便物等がたまっている。

・寒いのに薄着、あるいは暑いのに厚着をしている。
・手ぶらで歩いている。
・外出のわりには身なりが整っていない。
・車道を歩いたり、道路を横切ろうとしている。

ょう。 あなたのそのひと言が、高齢者の身の安全
を守ることにつながるかもしれません。

・インターホンやノックをしても反応がないが、玄
関の鍵が開いている。

・夜になっても明かりがつかない。カーテンが閉
められていない。
・水道が出っぱなしになっている。
・普段定期的に見かける人が、最近、姿を見ない。
・洗濯物等、数日間同じものが干してある(雨の日
でも取り込まれていない)。
・家の中からペットの鳴き声が常に聞こえる。

11
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いく。
・雨の日に傘もささずに歩いている。

・路肩や道端に座り込んでいる。
・こちらの質問に戸惑いが多かったり、「わから
ない」と答える。
●問合先
・（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)
・長寿介護課長寿福祉グループ（☎38⊖5811)

平和祈念事業についてお知らせします

に伝えるため、岩倉市では平和祈念

を閲覧することができます。

日㈯～８

30

秘書企画課秘書人事グループ （☎３８‐５８０１）

事業に取り組んでいます。８月に実

①７月

市役所２階市民ギャラリ

生涯学

●とき・ところ

月４日㈭

日㈪

15

施する平和祈念事業については、次

のとおりです。

②８月５日㈮～

ー

習センター

戦争パネル展﹁原爆と人間展﹂

戦争資料展

平和について学び考えていただく

ため、愛知・名古屋戦争に関する資

日㈪

15

被爆者の人たちが自分たちの手で

作ったパネルを展示します。

日㈯～８月

30

料館から「戦争に関する資料」広島

平和記念資料館から「ヒロシマ・ナ

７月

●とき

総合体育文化センター

日㈮までです

ガ サ キ 原 爆 写 真 ポ ス タ ー」
、長崎原

●ところ

月

₁₂

年金生活者等支援臨時福祉給付金
︵高齢者向け給付金︶

申請期限は

※支給決定がされる前に亡くなられ

岩倉市臨時福祉給付金コールセンター （☎６６‐８８６１）

平成 年１月１日に岩倉市

対象者１人につき３万円

₈

爆資料館から「写真パネル」を借用

●対象

た場合は、支給の対象にはなりませ

27

ん。

●支給額

年度分市

に住民登録があり、平成

年度中に

27 ₆5

民税（均等割）について課税がされ

ていない人のうち平成

歳以上となる人（生年月日が昭和

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。

28

27

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）

民族音楽レクチャー＆ライブ第6弾
「チンドン音楽で世界一周の旅に旅たとう」
（市民活動助成金対象事業）

〜いわくらフォークジャンボリー
サマーコンサート2016〜

●問合先 「コミュニティカフェかがよひ」岸（☎090︲3562‑0479）
市民が幅広い文化や伝統の音楽に親しみ、さらに興味を持って理解を深

●問合先 「いわくらフォークジャンボリー」
井上（☎090‑6086‑4843）
地元で活動するフォークソング

め、楽しむようになることで、市の掲げる「音楽のあるまちづくり」の素
養を育むことを目的に開催しています。今回は、チンドン音楽でワールド
ミュージックを演奏します。

●とき ８月13日（土）午後7時～（開場：午後6時）
●ところ コミュニティカフェかがよひ 昭和町1‑23（おさや糸店2階）
●内容 ①演奏「ちぱちぱちんどん音楽隊」サックス・尺八・トロンボーン・

ウクレレ・ジェンベ・各種打楽器などによる演奏
②レクチャー「ワールドミュージックの楽しみ方について」
ま の
かず ひこ
がく し
真野 一彦さん（フリーチンドン楽士）
●参加費 500円（別途ドリンクオーダーをお願いします）
●定員 30人

〜2016 ピース9・夏のフェスタ〜
●問合先 「岩倉9条の会」宮島（☎37‑5212）
「平和への思いを詩と音楽でつないで」をテーマに、市内の文化団体や
個人の協力のもと、夏のフェスタを開催します。夏の一日に、詩と音楽で
「平和」の思いを共有しませんか。
●とき・ところ 8月21日（日） 市民プラザ
午前10時～ 第1会議室 ＤＶＤ上映会「弁護士 八法亭みややっこの
憲法落語」 午後1時30分～ 多目的ホール 夏のフェスタ シンガーソ
ご しま
よし こ
ングライター 五島 良子さんが出演
●参加費・申込

の同好会です。ギターやキーボー
ドの伴奏に合わせて、皆で一緒に
懐かしの歌を歌いましょう。

●とき 8月28日（日）午後2時
～4時
●ところ 市民プラザ 多目的ホ

ール
●演奏曲 青春時代／神田川／風
／時代／あの素晴らしい愛をもう
一度／チャンピオン／やさしくな
りたい／22才の別れ／亜麻色の
髪の乙女／精霊流し／千の風にな
って／難破船／知床旅情／線香花
火／案山子／旅人のうた／片恋／
心の郷 ほか
●参加費・申込 不要

不要

「男女共同参画」をご存知ですか？

協働推進課市民協働グループ（☎38‑5803）
家族が協力してみんなで家事・育児に取り組んだり、学校で男女がともに個性や能力を伸ばすことができたり、
仕事も家庭も大切にできる働き方ができたり、誰もが住みよいまちづくりに参加することができたりするような
当たり前の社会となるよう男女共同参画を推進しています。
〜応募しよう！『はがき一枚からの男女共同参画』〜
「子どもにとっての男女共同参画」をテーマに、はがき一枚に自由に表現してください。
●応募・問合先 愛知県男女共同参画推進課（☎052‐954‐6179）
●募集規定
①郵便はがき大の用紙で応募してください。
②イラスト、絵手紙、１コマ漫画等で子どもにとっての男女共同参画を表現してください。
③自作で未発表の作品に限ります。
④手書きで、絵と文字の両方を必ず入れてください。
⑤イラストの着色は自由です。
●締切 ９月５日(月)
●応募方法 郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、性別、年齢、職業(学校名と学年)、電話番号を明記して郵送
してください。
『愛知県県民生活部男女共同参画推進課 〒460‑8501(住所不要)』
●選考等 入選作品を選考し、賞状と記念品（図書カード）を贈呈します。
広報いわくら 平成28年8月号
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イベント
児童館行事

平和を考える会「戦争の
お話を聞かせてね」
第三児童館（☎37‐3832）
または各児童館

イベント

児童館では、子どもたちに平和の
尊さと戦争の悲惨さを伝えるため、
戦争当時のお話を聞く会を開催しま
す。
●とき ８月３日㈬午前10時〜正
午
●ところ 第三児童館
●講師 語り部の会、岐阜空襲を記
録する会
●申込方法 最寄りの児童館でお申
し込みください。

ふれあい交流会〜みんな
で楽しくフラダンス〜

募

地域交流センターみどりの家
（☎66‐6700）

集
健
康
お知らせ

みどりの家では、夏休み期間中に
多世代間の交流を目的として、フラ
ダンス講習会を開催します。どなた
でも参加できます。
●とき ８月22日㈪午後１時30分
〜
●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。
●指導 フラサークル『ハラウピオ
ケ アヌエヌエ』
●定員 50人（先着順）
●申込先 地域交流センターみどり
の家（電話可）

広告
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情報コーナー
児童館「映画会」

第三児童館（☎37‐3832）
または各児童館
児童館では、平和を考える行事の
一環として、映画会を行います。入
場は無料です。
●とき ８月３日㈬午後１時〜
●ところ 第三児童館
●題名 「火の雨がふる」
●上映時間 80分
●対象年齢 小学生以上
※幼児は保護者とご参加ください。

ミニミニコンサート
「20周年記念コンサート」
地域交流センターみどりの家
（☎66‐6700）
みどりの家で、20年間続けてき
た「ミニミニコンサート」のラスト
コンサートです♪
●とき ８月21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
来場はご遠慮ください。

広告
広報いわくら 平成28年8月号
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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（８月・９月）
子育て支援センター
（市民プラザ内☎38‐3911）
●とき ８月22日㈪、９月12日㈪
両日とも午前10時〜11時30分
●対象 受講日に３か月〜６か月の
乳児親子
●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）
●定員 親子各20組
●費用 200円（材料費）
●申込受付 毎月１日午前９時から
受け付けます（電話可）。
●申込締切 受講日の３日前
※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。

イベント
市民スペース情報

夏のこわ〜いおはなし会

みどりのコンサート〜東
海ホルンクラブ演奏会

生涯学習課図書館グループ
（☎37‐6804）

地域交流センターみどりの家
（☎66‐6700）

市役所庁舎ミニステージ
【ひまわりコンサート】
●とき ８月７日㈰午前10時〜11
時30分
●問合先 山田（☎37‐6127）
【演奏会】
●とき ８月21日㈰午前11時〜正
午
●問合先 藤田（☎38‐3773）
【ファミリーコンサート in Summer】
●とき ８月28日㈰午後１時〜３
時30分
●問合先 髙木（☎37‐0635）

絵本や紙芝居を使わず、聞き手の
顔を見ながらおはなしを語るストー
リーテリングの会を開催します。夏
のこわくて、楽しいおはなしを用意
しました。
●とき ８月26日㈮午後３時〜（約
１時間）
●ところ 図書館１階お話しコーナ
ー
●語り手 岩倉語りの会
●対象 ５歳〜大人
●内容 アナンシと五、あたしがテ
ピンギー ほか

やさしくて温かい響きのアンサン
ブルをお楽しみください♪ 入場は
無料です。
●とき ８月14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
来場はご遠慮ください。
●曲目 「でんでんむし組曲」より
ほか
●演奏 東海ホルンクラブ
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お知らせ

3

康

1

健

９月

児童館では、親子で遊ぶ楽しさを
発見してもらうことを目的に親子ド
ッヂビー大会を行います。ぜひ親子
で参加してください。
雨天の場合は中止します。
●とき ９月10日㈯午後１時〜
●ところ 神明ふれあい広場（第一
児童館西側）
●参加費 無料
●対象 小学生とその保護者。１チ
ーム６人で行います。チームに保護
者は１〜３人までです。
●申込方法 ９月１日㈭までに最寄
りの児童館にお申し込みください。

集

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。
●申込開始 ８月１日㈪〜

募

総合体育文化センター（☎66‐2222）

時間

「親子ドッヂビー大会」
最寄りの児童館または第一児童
館（☎38‐1106）

トレーニング講習会

月・日

児童館行事親子チャレンジ教室

イベント

生涯学習課生涯学習グループ
（☎38‐5819）

イベント
岩倉市敬老会
長寿介護課長寿福祉グループ
（☎38‐5811）

イベント
募
集
健
康
お知らせ

老人福祉法では９月15日㈭から
21日㈬までを老人週間と定めてい
ます。市では、この老人週間にあわ
せて、敬老会を開催します。
●とき ９月17日㈯
【午前の部】午前10時〜正午
【午後の部】午後２時〜４時
●ところ 総合体育文化センター多
目的ホール
●内容 式典、
アトラクション（
【上
かつら
ちん ねん
お お こ う ち
珍 念、
【演歌】大 河内
方落語】桂
とも こ
智子）
※午前、午後とも同じ内容
●対象者 80歳以上（昭和11年12
月31日以前生まれの人）
※対象者には、８月中旬に案内を送
付します。
※送迎バスのご案内は、広報いわく
ら９月号に掲載します。

老人クラブ連合会作品展
老人クラブ連合会（☎37‐3834）または、多
世代交流センターさくらの家（☎81‐4941）
老人クラブ連合会会員の皆さんの
「作品展」
を開催します。出展作品は、
陶芸品、手芸品、絵画、絵手紙など
さまざまです。
なお、車でのご来場はご遠慮くだ
さい。
●とき ８月18日㈭正午〜午後４
時、８月19日㈮午前９時〜午後３
時
●ところ 多世代交流センターさく
らの家（八剱町）
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夜の観察会

標本づくり体験教室
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）
自然生態園で、標本づくりの初心
者向け体験教室を行います。自然や
昆虫に興味のある小学生の参加をお
待ちしています。
●とき ８月20日㈯午前10時〜正
午（小雨決行）
●ところ 自然生態園（北島町）当
日は各自でチョウ一匹を採取し、標
本にします。
●用意していただくもの B5サイ
ズで、深さ５cm程度の箱（作成し
た標本を持ち帰るためのものです）、
タモ
●対象 小学生10人（保護者同伴
でお願いします。先着順。）
●申込方法 電話でお申し込みくだ
さい。
◎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。
中止の確認については、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（☎
66‐6701）
にお問い合わせください。

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）

自然生態園で「夜の観察会」を行
います。ふるってご参加ください。
●とき ８月27日㈯午後７時〜８
時（雨天中止）
●ところ 自然生態園（北島町）
●内容 夏の星空や夜行性の昆虫な
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。
●対象 どなたでもご参加いただけ
ます。ただし、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 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
断したときは中止とします。
中止の確認については、ほっと情
報メールによるお知らせのほか、午
後５時以降に自然生態園（☎66‐
6701）にお問い合わせください。

ごみ処理施設を見学しよう！
〜公共施設見学「ぐるっと岩倉＋α」〜
協働推進課広報情報グループ（☎38‐5802）
●とき ８月23日㈫午前９時〜正午
●コース 市役所（午前９時に市役所東玄関へ集合）→小牧岩倉エコルセン
ター→市役所（正午到着予定）
●対象 市内に在住・在勤、または在学している人
●参加費 無料
●募集人数 20人（先着順）
●その他 見学終了後に簡単なアンケートを実施
●申込先 ８月15日㈪までに、協働推進課広報情報グループへ電話でご連
絡ください。なお、受付は平日の午前８時30分から午後５時15分までです。

イベント
介護予防講演会
「高齢期のからだの特徴
と介護予防」
岩倉市地域包括支援センター
（☎38‐0303）

３市２町合同企画

就職フェアIN江南

江南市商工観光課商工振興グループ（☎54‐1111内線：337）
岩倉市商工農政課商工観光グループ（☎38‐5812《直通》）

集
健
康
お知らせ
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イベント

若年者（大学・短大などの学生を含む）を対象に、働くために役立つ情報
老化を防ぎ、健康な体を保つノウ を提供する就職フェアIN江南を開催します。３市２町（犬山市・江南市・
ハウを楽しく学んでみませんか？
岩倉市・大口町・扶桑町）の企業による合同企業説明会も同時開催されます
お気軽にご参加ください。
ので、ぜひご参加ください。就職に関する個人相談、職業適性診断や就職支
●とき ９月９日㈮午前10時〜11 援セミナーなどにより求職活動中の皆さんの職業生活設計やキャリア形成を
時30分
支援します。
●ところ 生涯学習センター研修室 ●とき ９月８日㈭午前11時30分〜午後４時
２
●ところ すいとぴあ江南（江南市草井町西200）
つぼ い じゅん や
●講師 坪井純也さん（理学療法士） ●アクセス 名鉄江南駅より名鉄バス（すいとぴあ江南行き）で17分（運賃：
●対象 市内在住の65歳以上の人
大人290円・小児150円）
●定員 50人（先着順）
●駐車場 約300台（無料）
●内容 講義・実技「高齢者のから ●内容
だの特徴と介護予防」
【合同企業説明会】
●持ち物 飲み物・タオル（体操で ▶時間 午後１時〜４時 ▶ところ １階 多目的ホール
使います）※動きやすい服装でご参 ※服装自由、事前申込不要
加ください。
【就職支援セミナー】
●申込方法 ８月２日㈫から岩倉市 ▶時間 ①午前11時30分〜正午、②午後０時10分〜０時40分
地域包括支援センターで受け付けま ▶テーマ
す（電話可）
。
①「地元で就活セミナー〜職場で求められる力とは〜」
②「合同企業説明会の歩き方」
▶ところ ２階 研修室Ｂ ▶定員 50人
愛知県障害者委託訓練
※先着順、事前申込不要
公共職業安定所または、愛知障害者職
【職業適性診断】
業能力開発校（☎0533‐93‐2505）
▶時間 午後１時〜４時 ▶ところ １階 小研修室Ｂ
富士通オープンカレッジ-パソコ ※事前申込不要
ン応用コース
【個人相談】
●日程（訓練期間） 10月４日㈫〜 ▶時間 午後１時〜４時（①午後１時〜、②午後２時〜、③午後３時〜）
11月29日㈫（毎週月、火、木、金 ▶ところ ２階 研修室Ｂ
曜日の午前10時〜午後４時）
▶定員 ９人（①〜③各３人、１人あたり約50分程度）
●ところ 富士通オープンカレッジ ※要事前申込（先着順）
一宮駅前校（一宮市本町）
▶申込開始日 ８月１日㈪〜９月７日㈬
●内容 オフィス2013（ワード、 ●対象 大学、短大などの学生含む45歳未満の若年求職者およびその家族
エクセル）の応用
●参加料 無料
●対象 身体・精神障害者手帳所持 ●申込先 江南市商工観光課商工振興グループ
者（視覚障害、車いすの人を除く）
世界のアートと旅する芸術祭あいちトリエンナーレ2016
●定員 ６人（面接で選考）
いよいよ開幕！
●受講料 無料（別途テキスト代
あいちトリエンナーレ実行委員会事務局（☎052‐971‐6111）
3,700円が必要）
３年に一度、愛知県で開催する日本最大級の国際芸術祭「あいちトリエン
●申込方法 ９月６日㈫までに公共
職業安定所で求職登録をしたうえ ナーレ2016」が、いよいよ開幕します。
●会期 ８月11日㈭㈷〜10月23日㈰
で、手続きをしてください。
●会場 愛知芸術文化センター、名古屋市美術館 ほか
●テーマ 虹のキャラヴァンサライ
創造する人間の旅
みなと
ち ひろ
●芸術監督 港 千尋
●主催 あいちトリエンナーレ実行委員会

募

集

第６回市民カローリング大会
参加者
岩倉市総合体育文化センター内岩倉ス
ポーツクラブ事務局（☎66‐2222)

イベント
募
集
健

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。
●とき ９月10日㈯午前９時〜午
後０時30分
●ところ 総合体育文化センターア
リーナ
●対象 市内在住・在勤の小学生以
上
●募集人数 20チーム（１チーム
３人）ただし、小学生２人以上含む
家族チームは４人でも可。
●参加費 １人300円（保険料含む）
●持ち物 屋内シューズ、汗ふきタ
オル、飲み物（お茶等）
●申込締切日 ８月31日㈬
※先着順
●その他 けが等の応急処置はしま
すが、保険手当以上の治療は個人負
担となります。

イベント
頭と身体がスッキリ！！
います

スクエアステップ連続講座を行

長寿介護課長寿福祉グループ（☎38‐5811）
スクエアステップって何？？
スクエアステップは、認知機能を
向上し、転倒予防などに効果のある
運動です。「遊びごころ」のある新
しいエクササイズです。
どうやってやるの？
一辺25cmの正方形を横４個、縦
10個の計40個並べたマットを利用し、指導者のステップパターンを見て覚
え、自分でステップしながら前に進む運動です。ステップの難易度は段階的
に増していきます。
●とき 10月６日・13日・20日・27日、11月10日・17日・24日、12月１日・
８日・15日・22日 各日午前10時〜11時30分（全11日間、いずれも木曜日）
●ところ 特別養護老人ホーム 岩倉一期一会荘花むすび（北島町七反田
15番地）会議室
●定員 30人（定員を越えた場合抽選。※平成25・26年度連続講座受講者
は対象外）
●持ち物 タオル、飲み物、上履き（※動きやすい運動靴）
●参加費用 無料
●申込方法 市役所長寿介護課に来庁または電話でお申し込みください。
●申込期間 ８月１日㈪〜31日㈬

募

康

市民体育祭出場者
職場・グループ対抗リレー

集

職場・グループ対抗綱引き

生涯学習課スポーツグループ（☎38‐5819）
お知らせ

音訳ボランティア養成講座の
受講者
岩倉市社会福祉協議会
（☎37‐3135）
情報の取得が困難な人のために、
情報を音声に換えて提供する音訳ボ
ランティアを養成する講座です。
●とき ９月７日㈬から平成29年
３月８日㈬までの第１・２・３水曜
日・午後１時30分〜３時30分、全
20回
●ところ ふれあいセンター、図書
館（10月の３回のみ）
●対象 市内在住または在勤の人
●募集人数 20人
●費用 テキスト代864円
●申込期限 ８月26日㈮
●申込先 岩倉市社会福祉協議会
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10月２日㈰に第49回市民体育祭を岩倉北小学校グラウンドで開催します
（中止の場合、順延はありません）。
この体育祭で行う ｢職場・グループ対抗リレー｣ と ｢職場・グループ対抗
綱引き｣ に出場されるチームを募集します。
なお、体育祭のプログラムは、広報いわくら９月号に掲載します。
●参加条件等
職場・グループ対抗リレー（男・女）
男女とも選手６人、補欠２人で１チームとし、職場・グループごとに男女
各１チームまでとします。
職場・グループ対抗綱引き
選手８人、監督１人（選手と兼ねても
よい）で１チームとし、選手には、必ず
女性を３人以上いれてください。合計８
人で綱を引くことになります。
●申込期限 ９月５日㈪
●申込先 市役所６階生涯学習課スポー
ツグループ

募
広報紙およびホームページへ
の有料広告
協働推進課広報情報グループ
（☎38‐5802）

第11回愛知県市町村対抗駅伝競走大会が12月３日㈯に「愛・地球博記念
公園」内、周回コースで開催されます。岩倉市では、この大会の出場選手を
決定するため、選考会の出場者を募集します。
●募集種目 下表のとおり
●選考会日時 ９月４日㈰・10日㈯ ※雨天決行。
●選考会会場 南部中学校周回コース 午前９時集合
●募集期限 ８月26日㈮
●申込先 生涯学習課スポーツグループ
区間

距離

出場資格

１区

2.8km

中学生（女子）

２区

4.7km

ジュニア（男子）

３区

3.9km

40歳以上（男女不問）

４区

1.1km

小学生（女子）

５区

3.2km

中学生（男子）

６区

1.1km

小学生（男子）

７区

3.2km

一般（女子）

８区

3.9km

ジュニア（女子）

９区

4.8km

一般（男子）

募集人員

選手・補欠
各部門1人ずつ

康

※ジュニアとは平成10年（1998）４月２日から平成13年（2001）４月１
日までに生まれた人とする。
※一般とは平成10年（1998）４月１日以前に生まれた人とする。
※40歳以上とは昭和51年（1976）12月３日以前に生まれた人とする。

健

第45回市民音楽祭の出演者
生涯学習課生涯学習グループ（☎38‐5819）
音楽に親しむ市民の皆さんが日ごろの成果を発表していただく音楽イベン
トです。
●とき 11月６日㈰午前10時〜
●ところ 総合体育文化センター多目的ホール
●ジャンル 邦楽、洋楽、民謡、吹奏楽、合唱、フォークなど。ただし、カ
ラオケを除く。
●資格 市内在住・在勤・在学のグループまたは個人で、事前打ち合わせ会、
前日リハーサル、反省会に出席できること。
●演奏時間 15分
※ただし、出演団体数によって演奏時間が変更になることがあります。
●申込期間 ８月１日㈪〜31日㈬午後５時必着
●申込方法 市役所６階生涯学習課に備えてある所定の申込用紙に記入のう
え、提出してください。
●その他 申込多数の場合は、出演を調整させていただくこともございます
ので、あらかじめご了承ください。

広報いわくら 平成28年8月号
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お知らせ

●業務内容 市広報等の配布
●任期 ６カ月（再任も可）
※11月号からの配布です。
●報酬 １世帯あたり12〜18円
●募集人数 若干名
●募集期限 ８月15日㈪
●申込方法 市役所４階協働推進課
まで履歴書を提出していただき、面
接のうえ決定します。

生涯学習課スポーツグループ（☎38‐5819）

集

協働推進課広報情報グループ
（☎38‐5802）

第11回愛知県市町村対抗駅伝

募

広報配達員

愛知万博メモリアル
競走大会参加者

イベント

広報紙
●広告の規格 縦4.8cm×横8.5cm
（１色刷り）
●掲載位置 市政情報掲載ページ
（情報コーナー）の最下段で市が指
定した位置
●募集枠数 ４枠
●掲載期間 11月号〜４月号
●掲載料 ６万円（１号当たり１万
円）
ホームページ
●広告の規格 縦40ピクセル横170
ピクセルで動きのないもの
●募集枠数 ６枠
●掲載期間 10月１日㈯〜平成29
年３月31日㈮
●掲載料 ３万円（１カ月当たり
5,000円）
共通事項
●申込期間 ８月１日㈪〜15日㈪
●申込方法 岩倉市ホームページ
（アドレス裏表紙参照）にある岩倉
市広告掲載申込書（様式第１）に必
要事項を記入し、広告案を添えて市
役所４階協働推進課広報情報グルー
プまでご提出ください。
※６カ月の連続掲載を基本としま
す。

集

募
「いわくらランチスタンプラ
リー」協賛企業
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）

集

岩倉市ジュニアオーケストラの団員
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

岩倉市ジュニアオーケストラをより充実させるため、次のとおり団員の募
市内の商工振興と市外に向けて岩 集をします。
倉市をPRするため、今年度も「い ●募集内容 単科（初心者）クラス・合奏（経験者）クラス
わくらランチスタンプラリー」を開 ★募集パート 弦楽器：バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス、木管
催します！
楽器：フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、金管楽器：ホルン、
開催にあたって、賛同いただける トランペット、トロンボーン、打楽器：パーカッション
協賛企業を募集します。
★募集人数 各パートとも数人
●協賛内容 スタンプの数によって ★条件
プレゼントする賞品として使用しま ・単科クラス 小学校３年生〜中学校３年生の初心者 ※パートにより貸し
す。
出しできる楽器があります。
●協賛品 特色ある品物や自社ブラ ・合奏クラス 小学校４年生〜大学４年生の楽器経験者
ンド製品など（数量はご相談くださ ・自分で楽器を持っており（コントラバス、オーボエ、ファゴット、ホルン、
い）
打楽器を除く）、チューニングと中級程度の曲が演奏できる人
●掲載媒体 ポスター・チラシ、特 ●応募方法 応募用紙が市役所生涯学習課・生涯学習センター・総合体育文
定非営利活動法人いわくら観光振興 化センターにありますので、記入のうえ、ご応募ください（申し込みには、
会ホームページ等に協賛企業名・協 保護者の同意が必要です）。応募用紙は市役所ホームページ（アドレス裏表
賛品を掲載します。
紙参照）からもダウンロードできます。
●開催予定時期 平成29年１月〜 ★応募先 生涯学習課（郵送可。〒482-8686岩倉市役所生涯学習課）
３月頃
★応募締切 ９月９日㈮
●募集締切 10月31日㈪
●オーディション
●申込方法 市役所１階観光情報ス ★とき・ところ ９月18日㈰午後４時から市役所７階大会議室で行います
テーションへ電話または直接お申し （詳細については応募の際、お知らせします）
込みください。
★内容
・単科クラス…簡単な音感テスト、面接
「ひとり一曲ライブ」の出演
・合奏クラス…実技テスト（自分の得意な曲を１曲演奏）、面接
者
・持ち物 楽譜・楽器（合奏クラスのみ）
地域交流センターみどりの家
※オーディションは、保護者（または近親者）同伴でご出席ください。
（☎66‐6700）
●練習
一人またはグループで一曲を演奏 ★練習日 単科クラス、合奏クラスとも原則日曜日月２〜３回（および集中
していただく「ひとり一曲ライブ」 練習）
の出演者を募集します。
★練習会場 市役所ほか市内各施設
●とき 10月16日㈰午後２時〜
★指導 セントラル愛知交響楽団
※事前打合会…10月１日㈯午後２ ●費用 団 費： 月 額4,000円 保 険 料： 年 額800円 保 護 者 会 費： 年 額
時〜
5,000円
●ところ みどりの家ふれあい交流
ホール
保育園のパート保育士
●対象 市内に在住・在勤で、一人
子育て支援課児童グループ（☎38‐5810）
またはグループで演奏できる人。年
子どもが好きで、保育士資格をお持ちの人の応募をお待ちしています。
齢、
楽器、
ジャンルは問いません（た
だしカラオケは除く）。
一日の
時間給
勤務内容
●募集期間 ８月１日㈪〜31日㈬
勤務時間
●申込先 地域交流センターみどり
7.5時間 1,130円 午前７時30分〜午後７時までの間で時差勤務あり
の家（備付け申込書有り）
5.5時間 960円 平日午前７時30分〜午後６時までの間で時差勤務あり
4時間

960円

平日午前８時30分〜午後３時の間で４時間の勤務

※勤務内容については、ご相談ください。
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募

集

市民球技大会参加者
生涯学習課スポーツグループ（☎38‐5819）
岩倉市教育委員会では第40回市民球技大会を開催します。皆さんの参加をお待ちしています。
●とき・ところ・種目等 表のとおり
●参加資格 市内に在住・在勤の人（学生は参加できません）。
●試合方法 各競技種目のルールに従って行います。
●その他 競技に参加される人は、あらかじめスポーツ安全保険またはこれに類する保険に加入してください。
●申込先 生涯学習課内スポーツグループ
種

目

期

日

予備日
−

会

場

中央公園

対

象

申込期限

参加費

一般男子
一般女子

８月27日㈯

１チーム
5,000円

ソフトボール

９月４日㈰〜

バレーボール

９月18日㈰

−

総合体育文化センター 一般女子

８月26日㈮

１チーム
2,000円

卓球

９月11日㈰

−

一般男子
総合体育文化センター 一般女子
シングルス

８月29日㈪

１人300円

９月11日㈰

−

総合体育文化センター

９月７日㈬

１ペア（２人）
1,400円

９時15分集合

※１人での申込は不可。男子ペアまたは女子ペアでお申し込みください。
西小スポーツ広場

９月中旬〜

サッカー

９月中旬〜

ソフトテニス

９月18日㈰

９月25日㈰

野寄テニスコート

10月９日㈰

10月16日㈰

野寄テニスコート

８月26日㈮

１チーム
5,000円

一般男子

８月19日㈮

１チーム
5,000円

男子・女子
ダブルス

９月13日㈫

１人300円

男子・女子
ダブルス

９月29日㈭

１ペア（２人）
1,200円

※監督者会議が９月４日㈰にあります。
−

石仏スポーツ広場

集

※監督者会議の日程は申し込みの際にお知らせします。

健
康

テニス

一般男子

募

−

軟式野球

男子・女子
ダブルス

イベント

バドミントン

※監督者会議が８月28日㈰にあります。

※電話申込可。電話申込者は当日受付時に参加費を徴収します。

お知らせ

※ソフトテニスは一人での参加も可能です。
※バレー・卓球・テニス・ソフトテニスの集合時間は９時。バドミントンの集合時間は９時15分です。
※ソフトボール・軟式野球・サッカーは、監督者会議があります。

平成28年度後期「岩倉軽トラ市」出店者と広告
岩倉軽トラ市実行委員会事務局（商工農政課内☎38‐5812）
出店者募集
●開催日 第５回…９月18日㈰
第６回…10月16日㈰
第７回…11月20日㈰
●開催時間 午前９時〜正午（商品搬入は午前８時〜８
時30分、片付けは正午〜０時30分まで）
※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）
●出店料 １台につき3,000円（主催者都合による中止
の場合は返金します）。
●募集期間 ８月１日㈪〜15日㈪
●その他 出店条件等詳細については、出店募集要領を
ご確認ください。出店募集要領は、市役所商工農政課で
受けとるか、または、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。
広告掲載の募集
第５回〜第７回軽トラ市チラシへの広告掲載を募集し
ます。
●掲載情報 出店者名、主力商品など文字数は20文字
以内
●掲載料 2,000円（半期分）
●募集期間 ８月１日㈪〜15日㈪
●その他 申込方法等詳細については、出店募集要領を
ご確認ください。
●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

広報いわくら 平成28年8月号

20

募
「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、 66
‐6380、Eメールshogaigaku@city.iwakura.lg.jp）

イベント

ボランティア募集
●活動内容 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 ８月24日㈬（募集期間
を延長しました）
●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）
。

集
自衛官採用案内

自衛隊愛知地方協力本部
採用
種目

自衛隊
一般曹候補生

小牧地域事務所（☎0568‐73‐2190）
自衛官候補生

海上・航空自衛隊
航空学生

男子 ※１
第１次試験
試験
女子
９月16日㈮・17日㈯
期日
のうち指定する１日 ９月23日㈮〜27日㈫
の指定する日

第１次試験
９月22日㈭㈷
高卒（見込み含む）
18歳以上21歳未満
の者 ※３

応募
資格

18歳以上27歳未満の者

受付
期間

８月１日㈪〜９月８日㈭
自衛官候補生（男子）は年間を通じて行っています。

採用
期日

平成29年３月下旬〜４月上旬

※２

募

応募資格：平成29年４月１日現在
※１ 受付時にお知らせします（詳しくは、お問い合わせください）。
高等学校新規卒業者は９月16日㈮以降に実施
※２ 平成２年４月２日から平成11年４月１日までの間に生まれた人
※３ 平成８年４月２日から平成11年４月１日までの間に生まれた人

集

楽しみながら地球温暖化防止
「緑のカーテンコンテスト」にご参加ください
健

環境保全課環境グループ（☎38‐5808）

康
お知らせ

市では地球温暖化防止の一環として、夏季の省エネル
ギー対策に有効な「緑のカーテン」を広く展開していく
ため、緑のカーテンコンテストを実施します。
緑のカーテンとは、ゴーヤやアサガオなどのつる性植
物をベランダや庭を利用して窓の外側に育て、室内に入
る夏の日差しを遮ることで、室内での体感温度を抑え、
冷房にかかる電気使用量を抑制して二酸化炭素の排出量
を抑えるものです。
岩倉市でも市役所、保育園、児童館などの公共施設で
設置しています。
●応募資格 岩倉市内の一般住宅、アパート、マンショ
ンおよび事業所等で、つる性植物を使用して「緑のカー
テン」を設置している個人または団体
●応募先・方法 応募用紙に必要事項を記入して、写真
を添付のうえ次のいずれかの方法でお申し込みくださ
い。
①直接提出、②郵送 〒482-8686〔住所不要〕環境保
全課宛て、③電子メールkankyohozen@city.iwakura.
lg.jpあて、件名は「緑のカーテンコンテスト係」とし、
応募用紙、画像データを添付のうえ送付してください。
※応募用紙は環境保全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）からダウンロード
ができます。
●添付する写真について 写真はカラープリントで枚数
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は３枚までとし、うち１枚は全体の様子（カーテンと建
物等の位置関係）が分かるものとしてください。なお、
写真のサイズはＬ版サイズ（8.9cm×12.7cm）とし、
また、画像データで提出する場合は１枚あたり１メガバ
イト程度でJPG形式としてください。
●応募締切日
９月２日㈮
●結果の公表 優秀
な作品は市広報紙等
で紹介し、記念品を
お渡しします。

▲昨年度の最優秀賞作品

健

康

胃がん検診（胃内視鏡検査）
の延期
健康課保健予防グループ
（保健センター内☎37‐3511）
平成28年８月から実施を予定し
ていました胃がん検診（胃内視鏡検
査）は、実施時期を変更することに
なりました。検診を予定されていた
人には、ご迷惑をおかけし、誠に申
し訳ありません。検診の詳細につい
ては、広報いわくら９月号に掲載を
予定していますので、しばらくお待
ちいただきますようお願いします。
健康マイレージ対象事業

健康課健康支援グループ
（保健センター内☎37‐3511）

集

「いいともあいち推進店」
愛知県農林水産部食育推進課（☎052‐954‐6434）

健
康

康

集

のびのび子育て教室
健康課健康支援グループ
（保健センター内☎37‐3511）
●とき ８月30日㈫午前10時〜11
時
●ところ 子育て支援センター
●内容 親子遊び、紙芝居、お話「の
びのび子育てのポイント〜赤ちゃん
を卒業したら〜」
●対象 １歳児の親子
●定員 15組
●申込 ８月２日㈫から保健センタ
ーへお申し込みください（電話可）。
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お知らせ

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 ９月21日㈬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
健
●講師 食生活改善推進員・管理栄
養士
「プレママと産後ママの交流
●内容 栄養ミニ講座、調理実習
会」
●対象 バランスの良い食事作りに
健康課健康支援グループ
興味のある人（男女は問いません）
（保健センター内☎37‐3511）
●参加費 400円（食材費）
皆さんで交流ができる教室です。
●持ち物 エプロン・手拭タオル・
出産や育児について楽しくお話をし
筆記用具・いわくら健康マイレージ
てみませんか。
事業ポイントカード
●とき ８月26日㈮午前10時〜11
※ポイントカードをお持ちでない人
時30分
には、当日お渡しします。
●ところ 保健センター２階視聴覚
●定員 20人
室、プレイルーム
●申込期間 ８月２日㈫〜９月９日
●内容 妊産婦同士の交流会、妊産
㈮（先着順）
婦のための食事についての話、乳児
●申込 保健センターで受け付けま
（０〜３か月）の体重測定
す（電話可）
。
●講師 助産師・保健師・栄養士・
食生活改善推進員
●対象 妊婦と０〜３か月児のお母
さん
●持ち物 母子健康手帳
※予約不要

募

愛知県では、地域で生産されたものをその地域で消費する「地産地消」の
取り組みを「いいともあいち運動」として進めています。
また、その取り組みの一環として、県産の農林水産物を積極的に販売する
店舗や、食材として利用する飲食店等を、「いいともあいち推進店」として
登録しています。
●いいともあいち推進店の活動 県産農林水産物の販売・利用促進に向けて
積極的に取り組み、自主的な活動に関する情報をいいともあいちネットワー
ク事務局に提供していただきます。
また、いいともあいちネットワーク事務局が必要に応じて依頼するPR活
動や取組実績報告などに協力していただきます。
●いいともあいち推進店への支援 ①PR資材の提供（PR資材を無償貸与）、
②広報宣伝（ホームページ「いいともあいち情報広場」を始めとした各種広
報媒体を活用して、推進店のPRを図ります。）
●募集期間 第１回審査分：９月15日㈭まで、第２回審査分：９月16日㈮
〜11月30日㈬、第３回審査分：12月１日㈭〜平成29年２月15日㈬
●登録要件
①いいともあいちネットワーク会員に加入している店舗等であること
②県産農林水産物を積極的に販売する店舗または食材として利用する飲食店
等であること
③適切な食品表示など、食の安全・安心に努めていること
●その他 申込方法、いいともあいち運動の詳細はホームページ
（http://www.pref.aichi.jp/nourin/iitomo/）をご覧ください。

イベント

栄養教室「豆腐作り体験と秋
の野菜御膳」

募

健
医師の健康相談
健康課健康支援グループ
（保健センター内☎37‐3511）

康

前立腺がん検診・
肝炎ウイルス検査
健康課保健予防グループ
（保健センター内☎37‐3511）

ヤング健診
健康課保健予防グループ
（保健センター内☎37‐3511）

イベント
募
集
健
康
お知らせ

●とき ８月29日㈪午後１時30分
事前の申し込みは必要ありませ
事前の申し込みは必要ありませ
〜２時30分
ん。実施日時に直接保健センターへ
ん。実施日時に直接保健センターへ
●ところ 保健センター
お越しください。
お越しください。
●内容 健康診査・特定健康診査の
●とき ８月22日㈪〜25日㈭午前
●とき ９月12日㈪〜15日㈭午前
結果について医師による相談（１人
９時〜11時30分、午後１時〜３時
９時〜11時30分
５分程度）
、栄養士による食生活改
●ところ 保健センター
●ところ 保健センター
善の相談（希望者のみ）
●対象 前立腺がん検診：50歳以
●対象 職場等で健診を受診する機
●対象 健康診査・特定健康診査の
上の男性、肝炎ウイルス検査：40
会のない市内にお住まいの20歳〜
結果について相談がある人（がん検
歳（ 今 年 度40歳 に な る 人 を 含 む ） 39歳（昭和52年４月１日から平成
診の結果の相談は受け付けません）
以上で過去に肝炎ウイルス検査を受
９年３月31日生）
●費用 無料
けていない人
●費用 2,600円
●定員 10人
●費用 前立腺がん検診：300円、 ●費用の免除 市民税非課税世帯
●持ち物 健康診査の結果票・筆記
肝炎ウイルス検査：無料
（生活保護受給世帯等を含む）の人
用具
●費用の免除 市民税非課税世帯
は、健診費用を免除します。健診日
●申込 ８月２日㈫から保健センタ （生活保護受給世帯等を含む）の人
に免除申請の手続きが必要になりま
ーで受け付けます
（電話可・先着順）。 は、検診費用を免除します。検診日
すので、本人確認ができるもの（健
に免除申請の手続きが必要になりま
康保険証、運転免許証等）を持参し
すので、本人確認ができるもの（健
てください（平成28年１月２日以
康保険証、運転免許証等）をお持ち
降に岩倉市に転入した人は、平成
ください（平成28年１月２日以降
28年１月１日時点での住所地の市
に岩倉市に転入した人は、平成28
町村民税非課税証明書〈世帯全員分〉
年１月１日時点での住所地の市町村
が必要となります）。
民税非課税証明書〈世帯全員分〉が
●検査項目 問診、身体測定、診察、
必要となります）。
尿検査、血圧測定、脂質検査、肝機
神経系難病患者・
能検査、血糖検査、貧血検査、心電
家族のつどい
図検査、眼底検査（コンタクトレン
江南保健所健康支援課地域保健グ
ズを使用中の人はケースをお持ちく
ループ難病担当（☎56‐2157）
ださい）
産業医等による健康相談窓口
●とき ９月８日㈭午後１時30分
尾北医師会（☎95‐7020）
または、
〜３時30分
岩倉市商工会（☎66‐3400）
●ところ 江南市布袋ふれあい会館
●とき ９月２日㈮午後２時〜４時
（江南市布袋町東359）
●内容 音楽療法「音楽を日常に取 （受付・申込：午後３時30分まで）
●ところ 岩倉市商工会館内相談室
り入れる」
、患者・家族交流会
●対象 パーキンソン病や脊髄小脳 （中本町西出口31‐ １）
●対象者 従業者数50人未満の事
変性症などの神経系難病の患者さん
業者やその事業場で働く人
とその家族
お がわ なお こ
あ べ り さ
●相談料 無料
●講師 小川尚子さん、阿部莉沙さ
ん（本町クリニック 音楽療法士）
●担当医 押谷 誠（おしたにクリ
●その他 初参加の人には、保険料
ニック）
40歳節目歯科健康診査
として50円を徴収させていただき
●主たる診療科 内科・消化器科・
健康課健康支援グループ
ます。
リハビリテーション科
（保健センター内☎37‐3511）
●申込 ９月７日㈬までに江南保健
※予約制（当日の申し込み可）
対象となる人に４月中旬に受診券
所健康支援課地域保健グループへお
※相談内容や指導内容については、
をお送りしています。10月31日㈪
申し込みください。
秘密を厳守します。
までに受診してください。
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お知らせ
生ごみは水分をよく切って
清掃事務所（☎66 ‐ 5912）または、環境保全課廃棄物グループ（☎38 ‐ 5808）
料理くずなどの生ごみは水分をよく切って
この季節はスイカなどの水分を含んだ食べ物が多くなり、燃やすごみに含
まれる水分の量が多くなります。水分が多くなりますと、集積場所が汚れた
り、重量が増すため収集時に収集袋が破れたり、エコルセンターで燃やしに
くくなったりします。水分をよく切ってごみに出していただきますようお願
いします。
電動式生ごみ処理機の購入に一部補助します
●補助対象 市内にお住まいの人が市内の販売登録店（指定店）から購入す
る場合に補助します。
●販売登録店（指定店）
（６月16日現在）

資源排出の利便性向上を目的として、資源回収ステーション「e−ライフ
プラザ」を開設しています。ぜひご利用ください。
●開設場所 清掃事務所（石仏町稲葉１番地）
●開設時間 平日 午前９時〜午後４時
第１・３日曜日 午前９時〜正午（年末年始は休業）
●回収対象品目
①分別収集と同じ品目 缶類、ペットボ
トル、びん類、古紙・古着類、危険ごみ、
小型ごみ、金属・小型家電、有害ごみ、
テープ類、ライター類
②廃食用油（e‑ライフプラザのみ回収
しています。
）

日本国民であるにもかかわらず戸
籍に記載されていない人について、
戸籍に記載されるための相談をお受
けしています。
事情があってお子さんの出生届を
出していない、お子さんを別れた夫
ではなく母親であるご自身の戸籍に
記載したいなど、戸籍に記載されて
いない事情は、人によってさまざま
です。
どのような手続きをとることが最
善なのか、法務局または市役所の戸
籍担当職員が、事情をお伺いして一
緒に考えます。なお、相談は無料で
秘密は厳守します。
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お知らせ

清掃事務所（☎66 ‐ 5912）または、環境保全課廃棄物グループ（☎38 ‐ 5808）

名古屋法務局一宮支局総務課（☎
0586 ‐ 71 ‐ 0600）、市民窓口
課窓口グループ（☎38‐5807）

康

e‑ライフプラザをご利用ください

無戸籍者の解消のための
相談窓口

健

●補助内容 １台につき購入金額の1/2（上限20,000円）を補助します。
なお、１世帯につき１台とさせていただきます（買い替えの場合は、５年を
超えかつ使用不能と認められる場合に限る）。

れている、 （プラマーク）のつ
いている容器や包装のことをプラス
チック製容器包装資源と言い、例え
ばシャンプーなどのボトルやプラス
チック製の袋、ふた、カップ、ネッ
ト、食品トレイ、発泡スチロールな
どが該当します。
プラスチック製品であっても、バ
ケツ、歯ブラシやおもちゃなど、用
途が容器包装でないものは破砕ごみ
になります。
また、ペットボトルは分別収集で
資源として回収していますので、プ
ラスチック製容器包装資源用袋には
入れないでください。
なお、プラスチック製容器包装資
源であっても、汚れがひどいものは
資源として再生できません。軽くす
すいで水を切ってから出してくださ
い。

集

TEL
37-3111
37-3700
37-1034
37-0249
66-1155
38-1307
66-4101
66-0563
66-3101
37-6846
37-1863
37-0813
37-2734
37-2205
65-7778
66-2211

商品を買ったときに商品が入れら

募

所在地
本町
稲荷町
本町
下本町
下本町
宮前町
八剱町
稲荷町
新柳町
栄町
新柳町
大地町
本町
西市町
鈴井町
新柳町

清掃事務所（☎66 ‐ 5912）ま
たは、環境保全課廃棄物グルー
プ（☎38‐5808）

イベント

指定店名
愛知北農協岩倉支店
愛電館あいほく
愛電館やまかわ
浅田電気店
エースデンキ
ジィエステクノ
テラザワ電化サービス
日恵商会
コスモスベリーズ岩倉店
パナショップ岩倉栄マスノ電気
ヨシデン
ツゲ農機
タテビシ
桜井工業
東海クボタ尾張北センター
服部電機

プラスチック製容器包装資源用袋
にごみや他の資源を混ぜないで

お知らせ
家電リサイクル法対象品目の引渡し方法を確認しましょう
清掃事務所（☎66‐5912）または、環境保全課廃棄物グループ（☎38‐5808）

イベント

テレビや洗濯機などの特定家庭用機器は家電リサイクル法の対象となるため、市では引取ることができません。
今一度、引渡し方法を確認しましょう。
●家電リサイクル法対象品目 エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、テレビ（ブラウン管式・液晶式・プラズマ式）、
冷蔵庫・冷凍庫
●引渡し方法 以下の①〜④いずれかの方法で引渡してください。
①以前にその製品を買った販売店に引き渡す。
②買い替えの場合は、新しい製品を買う販売店に引き渡す。
※①、②については家電リサイクル法で小売店の義務とされています。
③収集運搬業者へ引き取りを依頼する。
※収集運搬業者については、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。
④自分で指定引取場所（下表参照）へ搬入する。
搬入方法
（１）郵便局で、
「払込書がついた家電リサイクル券（料金郵便局振込方式）」に必要事項を記入し、リサイクル料
金を振込む（メーカー並びに大きさによりリサイクル料金は異なります）。
（２）振込みした際に返却される「郵便振替払込受付証明書」を家電リサイクル券に貼付する。
（３）
（１）
（２）の手続きを終えた家電リサイクル券と廃棄する家電品を、指定引取場所へ連絡した後に搬入する。
、

募

業者名
西濃運輸㈱
昭栄金属㈱
朝日金属㈱

集
健
康

障害者相談窓口を
設置しています

所在地
小牧市新小木1-92
一宮市丹陽町五日市場天上126
名古屋市北区六が池町555

精霊流しはお寺で

お知らせ

福祉課障がい福祉グループ
（☎38−5809）

環境保全課環境グループ
（☎38‐5808）

市では、障害者（児）やその家族
の地域生活を支援するため、障害者
相談窓口を設置しています。
窓口での相談のほか、相談室での
相談、電話による相談、必要に応じ
て訪問なども行っています。
相談は無料で、
秘密は守られます。
お気軽にご相談ください。
●とき 毎週月〜金（祝日除く）午
前９時〜正午、午後１時〜４時
●ところ 市役所１階福祉課障がい
福祉グループ

先祖の霊を送り出す行事として古
くから行われている精霊流しは、河
川汚染の原因になるなど公衆衛生や
環境保全の観点から好ましいもので
はありません。次の寺院で精霊供養
が営まれますので、精霊流しをせず
お持ちください。なお、檀家でない
人でも供養してもらえます。
●とき ８月15日㈪午後６時〜９
時
だい えん じ
、
●実施寺院
大 円 寺（大市場町）
きち じょう じ
せい がん じ
こう しょう じ
願寺（下本町）
、光昭寺（中
吉祥寺・誓
こん ごう じ
ほう せん じ
しょう
剛
寺
・宝
泉
寺
（東町）
、松
本町）
、金
えい じ
りゅう たん じ
じ ぞう じ
栄 寺・龍ちょう
潭おん寺じ（本町）
、地 蔵 寺（西
しょう りん じ
遠
寺
・松
林
寺（八剱町）
、
市町）
、長
こう よう じ
こう うん じ
だい しょう じ
髙雲寺（北島町）、
大聖寺（川
向陽寺・
こう ふく じ
じん せい いん
井町）、
廣福寺（稲荷町）、神清院（曽
野町）
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電話番号
0568-77-7361
0586-76-3211
052-901-2111

古紙や古着は貴重な資源です
清掃事務所（☎66 ‐ 5912）ま
たは、環境保全課廃棄物グルー
プ（☎38‐5808）
古紙リサイクルでごみ減量
新聞・雑誌やダンボール、牛乳パ
ックをはじめ、紙の箱や包装紙・封
筒やパンフレットなどの雑がみまで
紙類はほとんどすべてリサイクルが
可能です。限りある資源を大切にし、
ごみを減らすためにごみにせず資源
として分けて出してください。
古着も資源に
スーツ類から下着、靴下、和服な
どほとんど全ての衣類が資源になり
ます。ただし、ふとんのように中に
綿が入っているようなもの、皮・人
工皮などは資源になりません。
古紙・古着類の出し方
古紙・古着類は、毎月の分別収集、
古紙と古着の日、子ども会など地区
ごとに行われる廃品回収、日曜資源
回収、e ‐ ライフプラザに資源と
して出してください。

お知らせ
太陽光発電屋根貸し事業の発電量のお知らせ
環境保全課環境グループ（☎38‐5808）
市では、CO₂削減や地球温暖化防止の観点から再生可能エネルギーの利
用を促進するとともに、災害時等における公共施設の防災機能の強化等を図
り、併せて地域経済を活性化することを目的として、太陽光発電屋根貸し事
業を実施しています。
平成27年６月分から平成28年５月分までの、発電量等をお知らせします。
太陽光発電屋根貸し事業実施状況
施設
番号

施設名

実施事業者

発電開始日

発電量

二酸化炭素
削減量（※）

平成27年2月16日

44,275kwh

21.87t-CO₂

南部中学校
北棟

西濃建設（株）名古屋支店

平成27年3月31日

78,255kwh

38.66t-CO₂

3

岩倉東小学校
屋内運動場

太陽コンサルティング（株）

平成27年4月15日

61,107kwh

30.19t-CO₂

4

曽野小学校
屋内運動場

太陽コンサルティング（株）

平成27年4月14日

59,064kwh

29.18t-CO₂

5

五条川小学校
本棟

西濃建設（株）名古屋支店

平成27年4月21日

74,405kwh

39.76t-CO₂

6

消防庁舎
本棟

西濃建設（株）名古屋支店

平成27年4月15日

26,048kwh

12.87t-CO₂

集

2

（株）丸一電気工事

募

岩倉中学校
南棟、北棟

イベント

1

※
「二酸化炭素削減量」＝「発電量（kwh）」×「平成27年度の電気事業者の排出係数（0.000494）t-CO₂／kwh」

子育て支援課児童グループ
（☎38‐5810）

認知症というと高齢者がかかる病気のように思われがちですが、実は若い
年齢の人でもかかることがあります。
65歳未満で発症した認知症のことをまとめて「若年性認知症」と呼んで
います。
特に働き盛りといわれる40〜50歳代でかかることもあり、経済的な負担
が大きく、心理的な負担も本人だけでなく、家族に対しても大きいのが特徴
です。
認知症のもの忘れは、自覚がなく、思い出せない部分に作り話も混じりま
す。その他の症状としては、最近の記憶から薄れていく、時間や場所が分か
らなくなる、判断力や理解力、思考力が低下するなどがあります。また、人
によっては、徘徊、妄想、幻覚、不安、抑うつ、興奮などの症状があらわれ
る場合があります。
「最近、もの忘れが多いかな」と気づいたら、早めに医療機関を受診するこ
とをお勧めします。早期に発見・治療することで、進行を遅らせることや、
症状を軽くすることができることもあります。
また、認知症介護研究・研修大府センターが「若年性認知症コールセンタ
ー」を設置しています。困ったときには一人で悩まずに、ぜひご利用くださ
い。
●若年性認知症コールセンター ☎0800‐100‐2707
●開設時間 月〜土曜日 午前10時〜午後３時（年末年始・祝日を除く）

現在、児童扶養手当・愛知県遺児
手当等を受給されている人に、現況
届・所得状況届の書類を７月末に郵
送しましたので、８月31日㈬まで
に提出してください。
この届けは、手当が引き続き受け
られるかどうかを審査する大切なも
のですので、必ず受給者本人が子育
て支援課に直接提出してください。
手続きには、受給要件によって現
況を証明する資料が必要な場合があ
りますので、提出のときはお手元の
書類をご確認ください。
また、児童扶養手当を受給して５
年を経過している人で、一部支給停
止該当者は、別に郵送でお知らせし
ていますように、一部支給停止適用
除外届出書とその事実を確認できる
書類も必要となりますので、併せて
ご提出ください。
広報いわくら 平成28年8月号
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お知らせ

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)

康

児童扶養手当等の現況届・所
得状況届を提出してください

健

「若年性認知症」ってなに？

お知らせ
木造住宅無料耐震診断と住宅耐震改修工事費等の補助
都市整備課計画グループ（☎38 ‐ 5814）

イベント
募
集
健
康
お知らせ

震災からかけがえのない人命や大切な財産を守るため、住宅の耐震診断、
改修等の実施を推進しています。各種補助制度は以下のとおりです。
【木造住宅無料耐震診断について】
●対象となる建築物（次のすべてに該当するもの）
①建築工事の着工が昭和56年5月31日以前
②木造２階建て以下
③構法が在来軸組構法または伝統構法（ツーバイフォー、木質パネル構法な
どは対象外）
④用途が一戸建て専用・併用住宅、長屋、共同住宅
●申込方法 申込票に必要事項をご記入のうえ、都市整備課計画グループへ
提出してください。申込票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。
※非木造住宅（構造が鉄骨造・鉄筋コンクリート造等）については耐震診断
費の補助を行っています。希望される人は事前にご相談ください。
【耐震改修工事等に対する補助について】
●対象となる工事と補助金額
補助の対象となるには、いずれの工事も市が実施する木造住宅無料耐震診
断を受け、所定の判定値未満であることが必要です。
補助の金額は１棟あたりの限度額です。工事費が限度額未満の場合はその
金額となります。
①木造住宅耐震改修工事…90万円
耐震診断の判定値が1.0未満と診断された住宅で、判定値を1.0以上とす
る耐震改修工事。
ただし、耐震補強上有効な耐震改修工事（判定値に0.3を加算した数値以
上とするもの）に限ります。
②段階的耐震改修工事（一段目）…60万円
耐震診断の判定値が0.4未満と診断された住宅で、判定値を0.7以上とす
る耐震改修工事。
③段階的耐震改修工事（二段目）…30万円
前記の一段目耐震改修工事後に、判定値を1.0以上にする耐震改修工事。
④耐震シェルター整備工事…30万円
耐震診断の判定値が0.4未満の住宅で高齢者または障がい者が居住してい
る住宅に耐震シェルターを整備する工事。
⑤解体工事…20万円
耐震診断の判定値が0.7未満の住宅を解体する工事。
●補助の制限 一つの敷地で補助の対象となる工事は一度までです。ただし、
段階的耐震改修工事（二段目）は除きます。
●申込方法 申請書は都市整備課計画グループ窓口でお渡ししています。補
助要件の確認や添付書類の説明をしますので事前に相談をしてください。

お盆の時期の小牧岩倉エコルセンターへのごみの搬入について
小牧岩倉エコルセンター総務課庶務係（☎0568 ‐ 79 ‐ 1211）
お盆の時期は混雑が予想されますので、小牧岩倉エコルセンターへの持ち
込みはできるだけ避けていただきますようお願いします。
なお、お盆の時期に搬入される場合は、通常より時間がかかりますので、
時間に余裕を持ってお越しください。ご理解とご協力をお願いします。
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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（７月11日現在）
●譲ります（有償） 登録物品なし
●あげます（無償） 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 一輪車、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、ポータブルＣＤプレイヤー、
ストライダー、ベビー用バウンサー
※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。

観光レンタサイクル
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）
岩倉市内の観光を目的とした訪問
客を対象にレンタサイクルを行って
います。
ぜひ、岩倉市内の観光スポットを
自転車でめぐってみてください！
●貸出時間 平日の午前８時30分
〜午後５時（※受付は午後４時まで）
●貸出場所 市役所１階観光情報ス
テーション
●貸出台数 ３台
●料金 無料
●必要書類 写真入り身分証明書の
コピー（自転車返却後お返しします）
●申込方法 市役所１階観光情報ス
テーションへ電話または直接お申し
込みください。

お知らせ
「高齢者等救命バトン」は
既にお持ちですか？

知ってください
ヘルプカード

長寿介護課長寿福祉グループ
（☎38‐5811）

福祉課障がい福祉グループ
（☎38‐5809）

ほん だ

（誉田

てつ や

哲也

著）
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お知らせ

３位

著）

康

みなと

（湊 かなえ
硝子の太陽Noir

健

てつ や

集

ほん だ

（誉田 哲也 著）
２位 ポイズンドーター・ホーリーマザー

募

31

硝子の太陽Rouge

自宅等で医療を行う在宅医療の普
及に伴い、在宅医療により生じる廃
棄物の処理が必要となる場合があり
ます。市民の皆さんが在宅医療に伴
う廃棄物の処理が必要になった場合
は、市内のごみ集積場や分別収集に
出す前に、清掃事務所へあらかじめ
お問い合わせください。

図書館ニュース

１位

清掃事務所
（☎66‐5912）

︵☎３７︲６８０４︶

（５月〜６月）

在宅医療廃棄物を出される場合は
あらかじめお問い合わせください

夏本番、旅行などで家を留守にす
ることも多くなります。空き巣被害
にあわないように戸締まりやツーロ
ックなどを習慣化しましょう。
家庭では、子どもたちに守らせた
い約束「
」を徹底したり、
女性が被害者となりやすい性犯罪等
にも気をつけなければなりません。
また、振り込め詐欺を始めとした
特殊詐欺の被害が後を絶ちません。
留守番電話を活用し、犯人との会話
を防ぎましょう。
自動車の盗難が多く発生していま
す。ハンドル固定装置など複数の対
策が盗難防止に効果的です。
犯罪被害にあわないためには、皆
さん一人一人が、日ごろから高い防
犯意識を持ち、身近な対策を具体的
に実践していくことが大切です。
夏の安全なまちづくり県民運動で
は、次の４項目を重点とし、県民総
ぐるみで犯罪の抑止を図ります。
●運動の重点
★住宅を対象とした侵入盗の防止
（年間取組事項）
★子どもと女性の犯罪被害防止
★特殊詐欺の被害防止
★自動車盗の防止
●「つみきおに」の約束
いていかない
んなと、いつもいっしょ
ちんと知らせる
おごえで助けをよぶ
げる

新着図書のご案内
一般新着図書
★年収３００万円でも家が買
える！
さかき
あつ し
榊 淳司 著
★すばらしい黄金の暗闇世界
しい な
まこと
椎名 誠 著
児童新着図書
★ぼくたちのリアル
と もり
戸森 しるこ 著
★すいぞくかんのあいうえお
なか むら
はじめ
中村 元 監修・写真
※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︶をご覧くださ
library.com/
い︵ホームページから貸出中
の図書の予約ができます︶
︒
８月は 日㈬が休館日です︒

予約の多かった本

ヘルプカードを配布しています
●対象者 身体、知的、精神などに
障害のある人（難病等を含む）、そ
の他、ヘルプカードを必要とする人
●配布場所 市役所１階福祉課窓口
※岩倉市ホームページ（アドレス裏
表紙参照）から印刷することもでき
ます。

愛知県県民生活部地域安全課
（☎052‐954‐6176）

イベント

高齢者等救命バトンは、緊急連絡
先やかかりつけ病院、治療中の病気
などを書き込んだ救命カードを筒型
容器（救命バトン）に入れ、冷蔵庫
に保管するものです。
急病や事故など、緊急時には、駆
けつけた救急隊員などが冷蔵庫から
取り出し、救命カードをもとに、受
入先の病院に情報提供を行います。
また、必要に応じて、ご親族などに
連絡することで、病院やご親族など
と迅速な連携が可能となり、緊急時
にも「安心」です。
●対象者 市内在住で、
（１）〜（３）
のいずれかに該当する希望者
（1）65歳以上のひとり暮らしの人
（2）65歳以上のみで暮らしている
世帯の人
（3）65歳未満のひとり暮らしで障
害・病気等で健康状態に不安を抱え
る人
●費用 無料
●受付場所 所定の申請用紙に必要
事項を記入のうえ、「市役所長寿介
護課」
「さくらの家」「南部老人憩の
家」
のいずれかで申し込みください。
《既にお持ちの人へお知らせです》
救命カードの内容に変更があった
場合は、随時更新をお願いします。

ヘルプカードとは、障害のある人
などが災害時や日常生活のなかで困
ったときに、周囲に手助けを求める
ため、緊急連絡先や必要な支援内容
などが記載されたカードです。
ヘルプカードを持っている人が困
っている状況を見かけたら、記載内
容を参考に、手助けや配慮の協力を
お願いします。

夏の安全なまちづくり県民運動
８月１日㈪〜10日㈬

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

８月４日㈭午後１時～４時

法律相談（予約制）
（各回定員６人）

８月９日㈫・24日㈬午後１時～４時
※８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）。

登記相談

８月10日㈬午後１時～４時

人権相談

８月12日㈮午後１時～４時

行政相談

８月12日㈮午後１時～４時

不動産相談

８月18日㈭午後１時～４時

戦没者遺族相談

８月19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）

と

き

８月18日㈭
午後１時～４時
※予約優先（毎月第３
木曜日同時間開設）

ところ

問合先／備考

市役所１階市
民相談室

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。

愛知県西尾張ブロック九市災害対応に関する相互応援協定を締結しました
７月７日（木）
、一宮市役所に愛知県西尾張ブロック
九市（一宮市、津島市、犬山市、江南市、稲沢市、岩

倉市、愛西市、弥富市、あま市）の市長が集い、災害
対応に関する相互応援協定の調印式が行われました。
この協定は、大規模災害が発生した際に、食糧や飲料水、
その他資機材の提供、職員の派遣、ボランティアの斡
旋など、被災した市の応急対策や復旧対策が円滑に遂
行できるよう相互協力することを目的としています。
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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

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

29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） 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）
※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

間

対象

八剱憩いの
広場

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

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
９月７日㈬
21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
３か月～７歳６か月に至るまで
４回
か月までの人で、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
2期 ９歳～13歳未満
１回
に、平成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）。
小学校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
中学校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６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。
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9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

16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

26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）

23日㈮
26日㈪

平成28年５月
１～15日生まれ
平成28年５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

23日㈮

10：00
～11：15

9：45
～10：00

４～６か月児
（定員20組）

申込…８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

１歳６か月児
健康診査
（個別通知）

６日㈫

12：45～

12：45
～13：30

平成27年
２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）。

２歳児歯科
健康診査

５日㈪

12：45～

12：45
～13：30

平成26年
９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

２日㈮

12：45～

12：45
～13：30

平成26年２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）。

20日㈫

12：45～

12：45
～13：30

平成25年
９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）。

20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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Hello Dustin

「ハーフの意味は？」
皆さんは「ハーフ」という言葉を聞

今日、カナダ人の１．４％はメティ

と名乗っています。彼らは先住民とヨ

ーロッパ人の文化を尊重し、両国の良

いところをお互い受け継ぎ、ユニーク

な文化を樹立しています。一部は、メ

ティの文化を活用している地域に住

み、その他は、カナダの多文化の社会

に溶け込んでいます。しかし今、日本

に住んでいるハーフの人にとって、自

分の帰属意識はそんなにはっきりして

いないように感じています。時には両

くと、何が頭に浮かびますか？

方、時にはどちらでもないと思ってい

大低の人は、自分の帰属意識も両親

私は「ハーフ」という言葉を日本で

の帰属意識と同じであるように思いま

初めて聞いた時に驚きました。それは

か ら で す。「 完 全 な 人 じ ゃ な い 」 と 言

るように感じます。

う解釈をしてしまいました。今は、こ

す。例えば両親の出身地は日本国内の

英語の「半分」と言うふうに聞こえた

の意味は当てはまらないと理解してい

身の国が離れ過ぎていることもあるた

全く違う地方でも、両家に度々行くこ

め、両国の文化を引き継ぐのは難しい

ますが、日本にいる欧米人の一部にと

ヨーロッパ人とカナダの先住民の婚姻

と感じます。それでも、グローバル化

とで両家の文化（食、方言等）や生活

後、生まれた子どもは「メティ」と言

がますます重要になりつつある今の時

習慣等を少なからず引き継ぐことがで

われました。メティはフランス語の「混

代に、ハーフのように日本の文化も海

って「ハーフ」という言葉は日本人の

血」に由来しています。その時代のメ

外の文化も知る事のできる人は日本と

解釈とはちょっと違うと感じました。

ティは先住民とヨーロッパ人の間の繋

海外を繋ぐ大切な架け橋だと思いま

きると思います。

がりとして尊重されていました。メテ

す。このようなグローバルな繋がりが

さて、カナダの歴史の中で似ている

ィは両方の民族の文化を理解し、カナ

しかし、ハーフの場合は、両親がと

ダの荒野でのサバイバルに詳しかった

増えながら、世界中の人々の心も近く

事がありました。ヨーロッパ人がカナ

からです。そのため、両方の民族の間

なったらと願っています。

ダ に 定 住 し 始 め た １ ６ ０ ０ 年 代 に は、 ても違った文化を持ち、片方の親の出

に立ち、通訳者や貿易業者や仲裁者と

して活躍をしていました。

岩倉市国際交流員
Dustin Gauci
ダスティン・ガウチ

★Hello Dustin
（英訳版）
は市ホームページ
（アドレス裏表紙参照）
から閲覧できます。

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−16/8(ter)
【nascidos em 1 à 15/4/2016】e 31/8(qua)【nascidos em 16 à
30/4/2016】recepção 12:45~13:30
◎Exame de saúde para bebês de 1 ano e 6 meses−2/8(ter)
recepção 12:45~13:30
◎Exame de saúde dental para criança de 2 anos−8/8(seg)
recepção 12:45~13:30
◎Exame de saúde dental para pais e f ilhos de 2 anos e 6
meses−5/8(sex) recepção 12:45~13:30
◎Exame de saúde para crianças de 3 anos−9/8(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
4/8(qui)e 26/8(sex) – comparecer no horário de recepção das
13:00 as 14:00.

Dia da coleta do lixo reciclável

2/8(ter)・Yatsurugi Cho・Inoue Cho・Kamino Cho・
Ishibotoke Cho
5/8(sex)・Sono Cho・Inari Cho・Taisanji Cho・Taisanjimoto
Machi・Taisanjihon Machi・Gojo Cho・Daiichiba Cho
9/8(ter)・Daichi Cho・Daichishin Machi・Chuo Cho・
Minamishin Machi・Kawai Cho・Kitajima Cho・Noyori Cho
12/8(sex)・Higashishin Machi(Iwakuradanchi)
19/8(sex)・Shimohon Machi・Showa Cho・Asahi Machi・
Sakae Machi2chome・Shinyanagi Cho・Shinyanagi Cho 1-ku
23/8(ter)・Nakahon Machi・Higashi Machi・Nakano Cho・
Suzui Cho
30/8(ter)・Izumi Cho・Saichi Cho・Hon Machi・Miyamae
Cho・Sakae Machi1chome

Dia da coleta de papel velho e roupa usada

2/8(ter)・Nakahon Machi・Suzui Cho
5/8(sex)・Shimohon Machi・Showa Cho・Asahi Machi・Sakae
Machi2chome・Shinyanagi Cho・Shinyanagi Cho 1-ku
9/8(ter)・Saichi Cho・Hon Machi・Miyamae Cho・Sakae
Machi1chome
13/8(sub)・Higashishin Machi(Iwakuradanchi)
19/8(sex)・Gojo Cho・Daiichiba Cho
23/8(ter)・Yatsurugi Cho・Kamino Cho・Ishibotoke Cho
30/8(ter)・Chuo Cho・Kawai Cho

広報いわくら 平成28年8月号
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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）

ゆでなすのお浸し

作り方

①Ａ)を合わせ、調味液を作ります（生姜やみょうがの香味
野菜を加えてもよい）。
②なすは、縦半分に切り、３～４等分に切り分けます。さら
に、１切れを１～２cm幅の短冊切りにします（太めの半
月切りや乱切りでもよい）。
③沸騰した湯の中に、なすを入れてゆで、火が通ったら引き
揚げ、熱いまま①の調味液に浸します。
冷蔵庫で冷やして食べるとおいしいですよ。

＜材 料＞
２人分
なす
（中２本）
160g
A）調味液
めんつゆ
適量
（水）
適量
すりごま
大さじ１
※めんつゆは商品のラベルを参考にして作ってく
ださい。
※１人分の野菜分量（80g）



…メモ…

頭

クロスワードパズル

の 体 操

タテのキーワード

1．
あっちへ行ったりこっちへ来た
りすること。
2．
金 メダル、銀メダル、○○メダ
ル。
3．
自分や味方を苦しめても行うは
かりごと。○○○の策。
5．
指きりげんまんで嘘ついたら何
を飲まされる？
7．
悪 事をやめたり、悪い仲間から
離れたりすること。○○を洗う。
9．
芥 川龍之介が執筆した児童向
け短編小説
「蜘蛛の○○」
。
10．
洋服に用いられる留め具。
12．
20歳になってから飲めるもの。

応募方法

とにかく簡単！おいしい！

新鮮ななすは、切りながらゆでると“あく抜き”作業は不
要です。

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：夏の風物詩）
ができます。正解者の中から抽選で３人に、
い～わくん木製ストラップをプレゼント!!

ヨコのキーワード

1．
晴 れた日は耕作し、雨の日は読
書すること。晴耕○○○。
4．
沖縄の県庁所在地は○○市。
6．
1467年に起こった将軍家をは
じめとする幕府勢力の内乱。○
○○○の乱。
7．
運 動をしたときなどに体から出
る水分。
8．
勝負を決めるサイコロはすでに
振られてしまったという意味の
ことわざ。○○は投げられた。
10．
1868年に起こった新政府と旧
幕府の内戦。○○○戦争。
11．
便り、連絡のないこと。○○○
○がない。
13．
控え目なつつましい態度でふる
まうこと。

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=6255
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ゆでて、浸しておくだけ。

常備菜にもなるおすすめの一品です。

1

2

3

4

5

6
7
8
11

10

9
12
13

先月の答えは「ミズベマツリ（水辺まつ
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 5.今
月号の感想（任意）
●応募期限 8月15日㈪まで（当日消印有効）

交

パ

通事故ゼロを目指して

７月２日㈯、五条川交通少年団団員による交通安全
啓発活動が行われました。21人の団員が高齢者への
啓発物品の配布、パトカーでの広報活動、啓発看板の
作成に汗を流しながら一生懸命取り組みました。岩倉
幹部交番の所長さんからの話を聞いた団員は、悲惨な
交通事故が無くなるよう今後も交通安全活動に取り組
むことを誓いました。

地

地方創生にかかる包括連携協力に関する協定締結式

域活力の創出を目的に

７月７日㈭、市役所で市と商工会と市内に支店を有
する金融機関７行それぞれで、地方創生にかかる包括
連携協力に関する協定を締結しました。まち・ひと・
しごとの各分野で、幅広い連携・協力関係を築き、互
いの人的資源等を活用し、新たな地域活力の創出を目
指していきます。

広報に掲載した写真をさしあげます。

●申込先

子どもたちの職業体験講座 パティシエになろう

ティシエを体験！
！

６月11日㈯、生涯学習センターでパティシエにあ
こがれる小学生27人が参加した職業体験講座が行わ
れ、パティシエになるためのお話を聞いたり、カップ
ケーキ作りを体験したりしました。終了後のアンケー
トでは、「作り方の絵を見て家でも作り、お父さんや
お母さんに食べてもらいたい」と感想を書くなど楽し
い時間を過ごしていました。
（記事と写真は、広報モニター倉知好一さん提供）

地

CO2削減／ライトダウンキャンペーン

球温暖化防止を考える

６月18日㈯、お祭り広場でCO2削減／ライトダウ
ンキャンペーンが行われました。昼間にサンドブラス
ト工芸教室で作られたグラスが並べられ、会場の電気
が消されると、暗闇に浮かぶ幻想的なろうそくの火が
辺りを照らしました。自分の作ったグラスを見つけて
とても喜んでいる子どもたちの顔が印象的でした。

協働推進課広報情報グループ（☎３８ ‐ ５８０２）

広報いわくら 平成28年8月号
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8月のカレンダー
1㈪
2㈫
3㈬
4㈭
5㈮
6㈯
7㈰
8㈪
9㈫
10㈬
11㈭
12㈮
13㈯
14㈰
15㈪

18㈭

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

19㈮

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道

20㈯

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

21㈰

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道

22㈪

休日急病診療
（加藤芳幸 かみのクリニック）
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）

23㈫
24㈬

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道
休日急病診療
（石黒義章 いわくら整形外科クリ
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）
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

25㈭

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

26㈮
27㈯

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道
山の日
休日急病診療
（伊藤義巳 いとうクリニック）
市役所市民スペースはお休みです

28㈰
29㈪

分別収集／東新町
（岩倉団地）

30㈫

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
（野﨑俊光 のざき内科・循環器科
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）
午後から市役所市民スペースはお休みです

31㈬

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道
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
（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

税・保険料等納期限
市県民税第２期

16㈫
17㈬

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

国民健康保険税第５期
後期高齢者医療保険料第５期

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道

介護保険料第５期

８月31日㈬
（口座振替を利用してい
る人は、預金残高を８
月30日㈫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
７月１日現在

前月比

前年比

前月詳細

総人口

47,822人

23人

153人

出生

31人

男

23,915人

14人

112人

死亡

36人

女

23,907人

9人

41人

転入等

191人

21,015世帯

17世帯

235世帯

転出等

163人

世帯

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

今月は能面打ちの達人
やながわやす え

「柳川康枝さん」
を紹介するイワ

能面を打って

年以上になる柳川

さ ん︒ こ れ ま で 作 っ た 能 面 の 数 は︑

顔のため︑表情の違いを表現するの
が 難 し い そ う で す が︑﹁ だ か ら こ そ
や り が い が あ る︒﹂ と︑ 柳 川 さ ん は
語ります︒
年近く活動しており︑取

また︑柳川さんは能面教室の講師
としても

材に訪問した日も教えを請うため訪
れた人に熱心に指導をしていました︒
能 面 打 ち の 魅 力 に つ い て︑﹁ ひ と
つの角材から丁寧に作りあげていく

能面とは︑能楽に用いる仮面のこ

一 番 の 魅 力 で す︒﹂ と︑ 語 っ て い た

作品への愛が生まれる瞬間が能面の

うちに︑どんどんと自分の血が通い︑

とで︑大きく５種類に分けられ︑さ

だきました︒

数えきれないほどだそうです︒

らに細分化すると２００種類以上に

回面打ちのプロ
の指導を受けており︐今後も素晴ら

柳川さんは︑月

そんな数ある能面のうち︑柳川さ

しい作品を生み出していくことでし

もなるそうです︒
んが特に好きな面が︑女面の小面と

ょう︒

こ おもて

いう種類の面です︒のっぺりとした

竹村 爽生 くん（1歳）
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穴をあける際に
ご活用ください。

７月７日（木）、泉会館で泉町老人会と岩倉
生涯学習市民の会により「昔なつかしい映画
(DVD)をみよう」が開催され、27人が参加し、
映画が上映された当時を懐かしみながら映画を
鑑賞しました。

う

そ
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●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）

▲能面打ちを教える様子

広報モニター倉知好一さん撮影

●お父さん・お母さんの一言
〜パパより〜
爽生くん、元気に育って
くれてうれしいです。日に
日に歩く距離が伸びる君を
見ているのは、とても、楽
しいです。
〜ママより〜
満面な笑顔、涙の泣き顔、
すべてが愛しく、幸せな気
持ちで心がいっぱいになり
ます。
生まれてきてくれて、
本当に、
ありがとう。爽生、
大好きだよ♡

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。

たけ むら

1

広報モニター

ファミリー

▲柳川康枝さん（大地新町）
▲柳川さんの手掛けた作品（狂言面）

じまんッ!

い〜わくんの

