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所在地：大地町下塚田２番地１
敷地面積：5,493.98㎡
建物延面積：1階 1,837.47㎡、2階 618.49㎡
合計   2,455.96㎡（駐輪場等含む）
構造等：鉄骨造 ２階建て
調理能力：4,500食/日

これまで使用していた学校給

食センターの老朽化に伴い、大

地町の市営プール跡地に建設が

進められていた新学校給食セン

新たに３つの柱からなる
「岩倉市学校給食理念」
を定めました



１．美味しい学校給食づくりをめ
ざします

ターが８月に完成し、９月から

市内の小中学校に給食の提供を

・調理技術の向上を図り、美味し

し、いつでも見学できるようにし

・安全・安心が見える施設をめざ

の情報発信に努めます。

・学校給食センターから市民へ食

を大切にします。

・地場産物の活用に努め、生産者

をめざします

３．安全・安心が見える学校給食

に育みます。

し、子どもたちの心と身体を豊か

・学校給食を通して食生活を見直

します。

つながる学校給食センターをめざ

・調理をすることが、働く喜びに

による食文化の継承を図ります。

・和食の良さを見直し、学校給食

２．地域に愛される学校給食セン
ターをめざします

戦します。

とらわれることなく、可能性に挑

・従来の学校給食づくりの概念に

す。

込めた学校給食づくりに努めま

・おもてなしの心を大切に、心を

さを追求します。

開始しています。

新学校給食センターの外壁に

は、子どもたちの描いた絵を掲

げ、７色のベジタブルカラーを
配しました。

この学校給食センターは、徹

底した衛生管理と最新の調理機

器を備えているほか、新たに児

童生徒の食物アレルギーに対応

す る 専 用 の 調 理 室 を 備 え る 等、

より安全で安心な給食を届けて

いくことが可能になりました。

愛称は

ゆめミール

「ゆめミール」は皆さんの公
募により決まりました。

意味は、「ゆめ」は夢。「ミー

ル」は、英語のｍｅａｌ「食事」

で、未来を「夢見る」子どもた

ちのための給食センターをイメ

ージ。また、毎日おいしい給食

が作られ、子どもたちが健やか

に健康に育つように願いが込め
られて名づけられました。

ます。
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‼
新学校給食センターが完成しました

給食センターをのぞいてみよう

下処理室

上処理室

揚げ・焼き物室

野菜類の泥や汚れを落として洗浄す
る場所。食材の傷みや異物がないか
確認します。肉・魚のラインもあり
ます。

下処理室で洗った野菜をフードスラ
イサーなどの専用の機械で食べる大
きさに切る場所。果物は殺菌効果の
高い微酸性電解水を使用し消毒しま
す。

連続フライヤーで揚げ物、３台のス
チームコンベクションオーブンで焼
き物や蒸し物を作る場所。手作りメ
ニューも対応します。

煮炊き室

和え物室

洗浄室

蒸気回転釜、電気釜を使用して煮物
や汁物、炒め物等を調理する場所。
また、和え物の食材をゆでたり、ス
チームコンベクションオーブンで蒸
したりします。
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和え物調理に適した温度に管理した
室内で、サラダ等の和え物調理や果
物調理を行う場所。ゆでた食材は真
空冷却機で、急速に15℃以下に冷や
します。

学校から戻ってきた食器や食缶、コ
ンテナなどを洗浄する場所。専用の
洗浄機で洗い、消毒保管庫で保管し
ます。

食育の推進

次世代を担う子どもたちの食生活は、心身の成長だけでな
く、基本的な人格の形成にも大きな影響を与えます。

給食の時間に、栄養士が訪問し、一緒に食事をしながら子

どもたちに食について話をしたり、講義をしたり、また、給

食だより等を発行したりして、さまざまな形で「食」につい
て考えるきっかけづくりをしています。

また、市では「岩倉市食育推進計画」を定め、
「『い・わ・く・

が食べられるための環境づく

もたちが安全で安心して給食

わたしたち栄養士は、子ど

緒に給食を食べる機会もある

るようです。子どもたちと一

れたメニューを好む傾向にあ

うと新しいものよりは食べ慣

た、和食が無形文化遺産とし

ず こ の 言 葉 を 伝 え て い ま す。

食育の話をする時には、必
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愛情 をこめて作っています

りをしたり給食の献立を考え

ので感想を聞いたり、残菜の

量を確認したりすることで献

たりしています。

献立は、栄養価を考えなが

て登録され、世界的に注目を

わたしたちは、未来の岩倉を

立の参考にしています。

浴びていることから、改めて

担う子どもたちに健やかに育

ら、旬のものや地元で作られ

子どもたちに和食の素晴らし

ってもらうため、調理員と共

自分のからだは自分の食べた

さを知ってもらうために週に

にいつも自分たちの家族に作

た食材、季節の行事食などを

４回はご飯を入れるようにし

るような気持ちで愛情をこめ

ものでできている――。

ています。昔よく出ていたパ

て給食を作っています。

取り入れて作っています。ま

ンは今では月に１～２回くら
いなんです。

また、不足しがちな栄養を

補うために家庭ではあまりな

じみのない食材を出したりす

ることもありますし、マンネ
リ化しないように
各地の郷土料理を
取り入れるなど新
しいメニューも出
しています。ただ、
岩倉市の子どもた
ちはどちらかとい

金成

正しい食育（啓発）
らくらく学ぶ

食の安全・安心（環境）
くらしにやさしい
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淳子

学校栄養職員

岩倉市食育推進計画
いつまでも

おいしく食べて健康づくり（健康）
わすれない

食への感謝と心のふれあい（心）

い
わ
く
ら

食が育む豊かな心」を基本に、それぞれ行動
ら』で始める

目標を掲げ、食育に取り組んでいます。
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・乳児のＢ型肝炎予防接種（定期接種）
６
・キャッシュカード１枚で口座振替手続きができ
６
ます
７
・介護保険制度の運営状況のお知らせ
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・健康フェア講演会の入場券を配布します
・教育に関する事務の管理および執行の状況の
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点検および評価結果を公表します
・市民プラザ受付等業務および市民活動支援セン
ター運営業務の次期委託事業者を募集します ８
・自動体外式除細動器（AED）をコンビニに
８
設置しました
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市

宣

言（平成25年３月28日）
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今月は第10回小説宝石新人賞を受賞した

38
小説家
「井上 宮さん」

い～わくん情報をCheck!!

http://machiiro.townから「マチイロ」をインストールして
ご利用ください

・核兵器廃絶平和都市宣言（平成７年12月20日）

35
35
36
37

い～わくんの

●無料アプリ
「マチイロ」
で広報いわくらを読むことができます！

・交 通 安 全 都 市 宣 言（昭和37年１月27日）

32
34
34

12

イベント 
募集 
健康 
お知らせ 

防災や防犯、イベントなどさまざまな情報をお届けします。
【空メールアドレス】
t-iwakura@sg-m.jp

岩倉市は

市の花／つつじ

・11月の保健センター案内
・Hello Dustin
・Departamento de Informações
・簡単！
！旬の美味しい野菜レシピ
（秋の野菜編）
・頭の体操（クロスワードパズル）
・フォトニュース
・10月のカレンダー

●岩倉市ほっと情報メールにご登録ください！

・環

No.1088

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）

乳児のＢ型肝炎予防接種（定期接種）
健康課保健予防グループ（保健センター内☎37－3511）
平成28年10月１日から予防接種法に基づく定期予防接種としてＢ型肝炎の予防接種を実施します。対象者には個
別通知します。届いた通知をご確認のうえ、接種をしてください。
●接種対象者 平成28年４月１日以降に生まれた人で１歳に至るまでの間にある人。ただし、母子感染予防でＢ型
肝炎ワクチンを接種した人は対象外となります。
●接種ができる医療機関 下表のとおり

※市外で予防接種を希望する場合は、事前に申請が必要です。接種する２週間前までに母子健康手帳を持参のうえ、
保健センターへお越しください。
接種ができる医療機関（平成28年10月現在） ※事前に予約してください。
医療機関名

電話番号

医療機関名

有馬医院

37－0123 かみのクリニック

いのうえ耳鼻咽喉科

38－4133

岩倉東クリニック

66－1210 丹羽外科内科

岩倉病院

37－8155

なかよしこども
クリニック

電話番号
38－3800

医療機関名
のざき内科・循環器科
クリニック

66－1221 名草クリニック

電話番号
37－2018
37－1700

66－3366 ようてい中央クリニック 66－5133

キャッシュカード１枚で口座振替手続きができます
税務課収納グループ（☎38－5806）

印かんなしで口座振替の登録ができるようになりました！
受付に必要なもの

この端末にキャッシュカー
ドを通して暗証番号を入力
するだけで手続き完了！

★金融機関口座のキャッシュカード
★振替希望税・料・負担金の納付書
ご利用いただける金融機関
★三菱東京ＵＦＪ銀行
★中京銀行 ★名古屋銀行
★愛知銀行 ★いちい信用金庫
★十六銀行

口座振替できる科目
市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、
国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保
険料、下水道事業受益者負担金、水道料金および
下水道使用料

★ゆうちょ銀行

受付に関する注意点
★個人の普通口座に限ります。
★ご利用できるキャッシュカードは、磁気情
報を含むものに限ります。ご利用の可否は、
各金融機関へお問い合わせください。

●お問い合わせ・申請受付窓口
・市県民税 固定資産税・都市計画税 軽自動車税（税務課収納グループ☎38－5806）
・国民健康保険税 後期高齢者医療保険料（市民窓口課保険医療グループ☎38－5807）
・介護保険料（長寿介護課介護保険グループ☎38－5811）
・下水道事業受益者負担金 下水道使用料（上下水道課下水道グループ☎38－5815）

・水道料金（上下水道課上水道グループ☎38－5815、水道料金徴収事務委託先（株）ジェネッツ☎38－5816）
広報いわくら 平成28年10月号
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介護保険制度の運営状況のお知らせ

●介護保険料の収納状況

歳の人（第２号

歳以上の人（第１号被保

介護給付費にかかる費用は、介護

保険料［

歳～

被保険者分）］と、公費（国・愛知県・

険者分）と

介護保険制度では、介護保険サー

岩倉市）の負担により運営されてい

●介護給付費総額の状況

介護保険サービスには、施設に入

ビスを利用すると、サービス費用の

●介護サービス利用者の推移

長寿介護課介護保険グループ（☎３８‐５８１１）
第６期介護保険事業計画（平成
所するサービス（施設サービス）と、

ます。

542,594,150円

563,514,750円

676,293,150円

収納額

531,750,400円

552,805,400円

663,993,700円

収納率

98.0%

98.1%

98.2%

年度の介護保険運営状況についてお

１割（一定所得以上の人は２割）を

歳以上の人（第１号被保

在宅で受けるサービス（居宅サービ

なお、

知らせします。

25

険者）の保険料収納状況は左表のと

賦課額

年度の介護給付費

おりです（表４）。

H27年度

ています。平成

21.8

H26年度

H25年度

23.4
22.6

H27年度

H26年度

H25年度

億３６３２万９千円でした

介護給付費総額の状況
表３

23

65

15

27

（億円）

総額は

H27年度末

要介護（要支援）認定者数は１６

256

計
居宅サービス
施設サービス

ます（表２）。

H26年度末

人増

H25年度末

年度末から

257

要介護２

４５人で、平成

1,800

（表３）。

242

加しています。

244

0

233
200

1,133

400

1,117
1,033
1,000

認定者のうち要支援１から要介護

（人）

1,600

・０㌫と、全体の半数以

600

1,375

1,200

220

324
216

H27年度末

要介護１
要介護５

１までの比較的軽度と判定された人

(人)

ス利用者は左表のとおり推移してい

利用者が負担し、残りを保険給付し

～ 年度）の初年度であった平成

65

40

ス）があります。それぞれのサービ

20

●要介護（要支援）認定者数の推移

64

介護保険料の収納状況

表４

広報いわくら 平成28年10月号
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27 27
400

の割合は

800

205

376

上を占めています（表１）
。

800

1,361

1,266
1,400

介護サービス利用者の推移
表２

192

198

218
224
1,000

176

187
1,200

H26年度末

要支援１
要介護３

26

217

202
171
1,400

要支援２
要介護４
H25年度末
0

44
323

56
133
142
136

1,645
1,601
1,519
1,600

392
600

200

29

要介護（要支援）認定者の推移
表１

く

に

こ

久仁子さん（タレン

市民プラザ受付等業務および市民活動支援セン
ター運営業務の次期委託事業者を募集します

◆市民活動支援センター運営業務

協働推進課市民協働グループ（☎３８‐５８０３）
年度から平成

・市民活動に関する相談、助言等

・市民活動を行う団体等の育成およ

市民の安全・安心を図るため平成

内公共施設に設置しているほか、一

役所や総合体育文化センターなど市

店舗は、岩倉市内のセブンイレブン、

を緊急時に迅速・的確に使用してい

す。また、消防署では、そのＡＥＤ

ださい。

っていますので、ぜひ、受講してく

ただけるよう、毎月救命講習会を行

店舗です。
に、ご利用ください。ＡＥＤは、市

心肺停止の傷病者が発生した場合

ーソン、ミニストップの

ファミリーマート、サークルＫ、ロ

24
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健康フェア講演会の入場券を配布します
あさ ぎ

麻木

健康課保健予防グループ（☎３７‐３５１１）
●講師

委託期間は平成

年度までの３年間を予定しています。

ト）
※１９６２年生まれ。自身の脳梗塞

日㈫

●募集要領の配布期間

び支援
●申請書受付期間

表紙参照）からもご覧いただけます。

い。岩倉市ホームページ（アドレス裏

詳しくは、募集要領をご覧くださ

持、管理等

・市民活動に関する文書の作成、そ

供、発信等

・市民活動に関する情報の収集、提

とを伝えています。テレビ、ラジオ

日㈮

分）に総合体育文

番組で司会者、コメンテーターとし

※開場午後１時

設備の利用許可に係る事務

◆市民プラザ受付等業務

～病を乗り越え

・施設および利用者の安全・危機管

家族の絆

て活躍するほか、知性派タレントと

を配布します。
月 日㈬～
て～

理

保健センター、総合体育

●ところ

※１人２枚まで、先着順で配布しま
要です）。

文化センター、図書館、生涯学習セ
ション（情報サロン）

教育に関する事務の管理および執行の状
況の点検および評価結果を公表します

年８月から、自動体外式除細動器

部の民間施設にも設置されていま

（ＡＥＤ）を
月１日㈯から公表します。

ステーション（情報サロン）と岩倉
照）で

市 教 育 委 員 会 で は、
「地方教育行
年

エンスストアに設置しました。設置

28
市ホ―ムページ（アドレス裏表紙参

基づき、その権限に属する平成

度の事務の管理および執行状況につ
いて点検および評価を市民３人から
なる評価委員会で受けました。その

22

27

結果報告書を市役所１階の観光情報

10

政の組織及び運営に関する法律」に

学校教育課学校教育グループ（☎３８‐５８１８）

時間営業のコンビニ

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）をコンビ
ニに設置しました 消防署（☎３７‐５３３３）

・環境に配慮した運営

●とき

30

12

す（入場には１人１枚の入場券が必

10

ンター、市役所１階観光情報ステー

●演題

化センター多目的ホールで開催する

11

の他の事務の補助

日㈪～

月

や乳がんの経験から、講演会や情報

日㈮

～

31

番組で、検診の大切さや経験したこ

月

11

・施設等の保守および保全

分

10
7

して各クイズ番組を中心にバラエテ

日㈯（午後２時～３時

29

11

健 康 フ ェ ア 講 演 会 の 入 場 券（ 無 料 ）

21

・コンピュータ類の簡易な保守、維

30

・会議室、多目的ホールおよび附属

月
12

ィ番組へ出演されています。

11

市政通信

月３日（木・祝）～６日

時～午後６時（６日は午後

総合体育文化センター

で終了します。
チャリティーバザー
文化祭会場では、文化祭に協賛し
て、美術展審査委員の有志による作
品チャリティーバザーを開催します。
市社会福祉協議会に寄付されます。

なお、売上金は額代を除き、岩倉

画、 平 面 デ ザ イ ン を 含 む ）
、 書 道、
●価格

日本画、洋画（版

ます。１席２００円、各日４００席

生涯学習課生涯学習グループ（☎３８‐５８１９）

市民文化祭・市民音楽祭を開催します
市民文化祭
●とき
㈰午前
４時まで）
●ところ
●内容
回美術展

彫刻工芸、写真の各部門それぞれに
●申込方法

★第

力作が出品されます。また、市内の

紙（ 会 場 に 用 意 ） に ご 記 入 の う え、
お申し込みください。希望者多数の

展示期間中に、指定用

額付で、１点につき１万円

美術作家の委嘱作品も展示します。
★市民展

場合は抽選となります。

市民の皆さんやサークル

活動の日ごろの成果を発表する作品
第

回市民音楽祭

展です。手工芸、書道、短歌、俳句、

市内の音楽愛好家らが一堂に会す
る演奏会。今回は

洋裁などの趣味の作品を展示します。
★生花展

す。吹奏楽、ギター、和楽器、合唱

団体が出演しま

ホールで展示します。

時～

などさまざまなジャンルの音楽が演
●とき

11

総合体育文化センター多

10

盆栽は、１階多目的ホー

★児童・生徒作品展

●ところ

月６日㈰午前

★盆栽展

校の児童・生徒の書、工作、絵など

※正午から１時間休

月５日㈯・６日㈰午前

目的ホール

市内の小中学

奏されます。ぜひ、お越しください。

15

ル前で展示します。

生け花は、１階ふれあい

45

の作品を展示します。
★茶席

時～午後３時
憩があります。

10

２階のラウンジで、岩倉市茶華道

広報いわくら 平成28年10月号

9

11

連盟の皆さんによるお茶席を開催し

●支給額 支給対象者１人につき3,000円
障害・遺族年金受給者向け給付金（年金生活者等支援臨時福祉給付金）
●対象者 平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、支給要件に該当するいずれかの年金について平成28年
５月分を受給している人

・障害基礎年金、遺族基礎年金
・昭和61年３月以前に受給権が発生した障害年金のうち、障害基礎年金に相当する障害等級が１級または２級（船
員保険の職務上の障害年金は１～５級）の障害年金
●支給額 支給対象者１人につき３万円

※高齢者向け給付金（年金生活者等支援臨時福祉給付金）の支給を受けた人は除きます。
●支給要件に該当する年金の種類

11
10

43

平成28年度臨時福祉給付金および障害・遺族年金受給者向け給
付金（年金生活者等支援臨時福祉給付金）の申請期限は12月28
日㈬までです
岩倉市臨時福祉給付金コールセンター（☎66－8861）

平成28年度臨時福祉給付金
●対象者 平成28年１月１日に岩倉市に住民登録があり、平成28年度市民税（均等割）について課税がされていな
い人

※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。
※収入がなくても申告がされていない人は対象となりません。税務課で申告をしてください。

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☎・ 37－0257）
【掲載に関する問合先】協働推進課市民協働グループ（☎38－5803）

生活習慣病対策シンポジウム
「在宅医療と療養を食と食を取り巻く生活から考える」

あいちモリコロ基金説明会
＆相談会

●問合先 「食と健康実践塾（いわくら大地の里の家）」五十嵐（☎96-91
88、090-6767-1239）

●問合先 「市民活動支援センター」
山口（☎37-0257）

●とき 10月８日㈯午後１時20分～４時30分
●ところ 市民プラザ 多目的ホール
い か り
●内容 ①講演 介護保険と医療保険の今昔：五十里明さん（名古屋学芸大
学管理栄養学部副学部長）、自分の家で医療介護をうけるために：日比野充

支えられた愛・地球博の成果を受け
継ぎ、一層発展させるため市民の自
発的な社会貢献活動を支援する基金

生活習慣病の予防と在宅療養の食治療的な食事管理の推進が地域で必要に
なってきています。日頃から身体に気を配っている人も少し心配な人も未来
の家庭療養についてともに学びませんか。

伸さん（名草クリニック院長） ②ワールドカフェ
●定員 100人
●参加費 無料
●申込 上記問い合わせ先まで電話でお申込みください。

見る秋・食べる秋
●問合先 「のらり」水野（☎66-5337）、
「ナチュラリストクラブ」川口（☎
56-0051）
自然生態園や畑で自然観察をします。また、畑で芋ほりをし、芋を使った
料理（バーベキューか焼き芋）をします。
●とき 10月15日㈯午前10時～午後１時
●ところ 自然生態園ワークハウス前に集合
●持ち物 はさみ、レジ袋、軍手、水筒、はし、器
●定員 親子10組
●参加費 大人500円、こども（小学生以上）300円
●申込

市民活動支援センター（☎37-0257）

モリコロ基金は、愛・地球博の収
益をもとに設立されたもので、NPO
やボランティア等多数の市民参加に

です。このたび、この基金の担当者
を迎えて説明会と個別相談会を行い
ます。
また、岩倉市市民活動助成金の相
談も行いますので、お気軽にお越し
ください。
●とき 10月３日㈪説明会：午後
２時～３時、個別相談会：説明会終
了後～午後５時
●ところ 市民プラザ会議室１
●参加費 無料
●申込 申込不要。ただし、個別相
談希望者はお申し出
ください。
●基金サポート組織
NPO法 人 ボ ラ ン
タリーネイバーズ

いわくら・ひと・かぼちゃ・まつり～市民活動助成金対象事業～
●問合先 「まちづくり百貨店」山口（☎080-5120-9402、E-mail hitosakura.m@gmail.com）
秋のおまつりとして、以下の行事を開催します。ぜひ、ご参加ください。
「合言葉でお菓子をもらっちゃおう」（スタンプラリー）
●とき 10月29日㈯、30日㈰

●ところ 市内各所
●内容 お店めぐりスタンプラリー、合言葉を唱えお菓子をもらおう（小学生までの子どもと保護者）

※コスプレしてお店をめぐるとイイコトあるかも！？
「ハロウィンお楽しみパーティー」
●とき 10月30日㈰
●ところ 市民プラザ多目的ホール
●内容 生演奏で歌って踊ろう！、お菓子のプレゼント（小学生までの子ども）、じゃんけん大会、お菓子釣り
※コスプレして来場するとイイコトあるかも！？
「ハロウィンお化け屋敷」

●とき 10月30日㈰
●ところ 市民プラザ会議室１
※上記の行事は、すべて無料で参加できます。なお、詳細については、公共施設等に設置してあるチラシでご確認
ください。チラシにスタンプラリー用の台紙が記載されています。
広報いわくら 平成28年10月号
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「歌声喫茶in iwakura」
懐かしい青春の歌をご一緒に！

世界のお惣菜（カナダ編）
いで の

●問合先 「岩倉生涯学習市民の会」井上（☎080-30607986）
、倉知（☎090-4267-2386）

●問合先 岩倉市国際交流協会 出 野（☎37-24
95）、小林（☎090-5031-7332）

一緒に歌いませんか。
●とき 11月３日（木・祝）午後１時30分～３時30分
●ところ 生涯学習センター研修室

●ところ 生涯学習センター料理室
●講師 ダスティン・ガウチさん（岩倉市国際交流
員）

“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

●定員 60人
●参加費 600円 飲み物等は各自持参してください。
●チケット販売 当日、会場で販売します。事前の販売はあ
りません。
◎一人暮らしの高齢者は無料で招待します。必ず事前に上記
問い合わせ先までご連絡
ください。

岩倉市国際交流協会では、食を通じた交流会「世
界のお惣菜」の参加者を次のとおり募集します。
●とき 10月29日㈯午前10時～午後２時

●料理 カナダの家庭料理
●参加費 大人800円、子ども400円（岩倉市国際
交流協会の会員は無料）
●定員 20人
●持ち物 ふきん、エプロン、筆記用具
●申込期限 10月11日㈫
●申込方法
ください。

上記問い合わせ先に電話でお申し込み

高齢者すこやかだより
悪質商法に気を付けましょう！
悪質商法による高齢者の消費者被害が、毎年多
く発生しています。その手口は悪質かつ巧妙で、
日々変化しています。今回は、悪質商法の事例と
被害にあわないためのポイントをご紹介します。
利殖商法：老後の蓄えを少しでも増やしたいとい
う心理につけこみ、儲かることを強調して、架空
会社や上場予定のない会社の株などを売りつけま
す。

利用料、延滞金等を不当に請求します。
対策：購入、利用をしていなければ、支払う必要
はありません。また、請求者や差出人には連絡し
ないでください。このような請求があった場合に
は、下記相談窓口か、警察署にご連絡をお願いし
ます。
江南警察署（☎56-0110）

点検商法：屋根や床下工事、布団類などを無料で
点検すると言って訪問し、「このままでは危険だ」

～４金曜日の午前９時～正午（祝日および年末年
始はお休みです）

対策：リスクもなく、資産を大きく増やせるよう
なうまい話はありません。きっぱり断りましょう。
また、二次被害にあわないために、「昔の損を取
り返せる」と勧誘する手口にも注意しましょう。

●消費生活相談についての問合先
※原則ご本人からですが、場合によってはご家族
などからの相談もお受けします。
・岩倉市役所市民相談室（☎38-5822）毎月第１

等と言って不安をあおり、必要のない商品やサー
ビスを契約させます。勝手に作業をして法外な料
金を請求する場合もあります。
対策：突然「点検する」と訪問されたら十分注意

・愛知県消費生活総合センター
（☎052-962-0999）毎週月～金曜日の午前９
時～午後４時30分、土・日曜日は午前９時～午
後４時（祝日および年末年始はお休みです）

しましょう。また、契約を急がせる業者は要注意
です。すぐに契約せず、数社から見積もりをもら

い、相場を調べることも大切です。
不当（架空）請求：心当たりのない会社などが、
注文していない商品の代金や、インターネットの

11
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・消費者ホットライン（☎188）
身近な相談窓口につながります。

●高齢者すこやかだよりについての問合先
長寿介護課長寿福祉グループ（☎38-5811）

イベント
ロビーコンサート

情報コーナー

～チャイナの華～

イベント ……… P12

生涯学習課生涯学習グループ（☎38‐5819）
もー りー ふぁ げい じゅつ だん

10月は、昨年度ご好評をいただいた茉莉花藝 術 団によるコンサートです。
●とき 10月23日㈰午前10時30分～11時30分
●ところ 市役所１階ミニステージ
●出演者 きん 茉莉花藝術団
ソプラノ・鋸琴（のこぎり音楽）
・アコーディオン
・
しょう れい
ぼう じん ぞん
に こ
もり さち え
しゅ しん けん
ピアノ／金 小 玲、モンゴルテノール／包金鐘、二胡／森幸江、朱新建
●内容 今回は二胡の他に、鋸琴（のこぎり音楽）という中国の珍しい民族
楽器の演奏も披露します。
●主な曲 旅愁、エーデルワイス、ムーンリバー、蘇州夜曲 ほか

第31回国民文化祭・あいち2016 セントラル愛知交響楽
団岩倉ポップスコンサート～ミュージカルの魅力～
生涯学習課生涯学習グループ（☎38‐5819）

対象

子ども

高齢者

どなたでも

募
健

集 ……… P16
康 ……… P21

お知らせ ……… P26

イベント
国際音楽の日

セントラル愛知交響楽団
岩倉駅コンサート
生涯学習課生涯学習グループ
（☎38‐5819）

康
お知らせ

12

健
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集

広告

募

10月１日の「国際音楽の日」に
ちなみ、気軽にプロの生演奏が聴け
る駅コンサートを開催します。
●とき 10月７日㈮午後６時から、
７時からそれぞれ30分間
●ところ 岩倉駅東西地下連絡道
●入場料 無料
●演奏 セントラル愛知交響楽団
おお にし のぶ ひと
やす
西
宣
人
、オーボエ／安
フルート／大
はら た ぶ ろう
おお つ あつし
原太武郎、ファゴット／大
津敦
か とう え り こ
●歌 ソプラノ／加藤恵利子
●主な曲 映画「サウンド・オブ・
ミュージック」より“ドレミの歌”、
“エーデルワイス”ほか、日本のうた
より“小さい秋見つけた”、“里の秋”
ほか

イベント

国内最大級の文化の祭典「国民文化祭」が愛知で初めて開催され、県内全
域でさまざまな文化イベントが開催されます。岩倉市では「岩倉ポップスコ
ンサート」を開催し、子どもたちの歌声・演奏が観客をミュージカルの世界
へと誘います。
セントラル愛知交響楽団岩倉ポップスコンサート
●とき 11月20日㈰開演…午後２時
（開場…午後１時30分）
●ところ おか 総合体育文化センター多目的ホール
だ とも ひろ
田
友弘
●指揮 か 岡
とう え り こ
●歌 加藤恵利子、いわくら子どもコーラス
●演奏 セントラル愛知交響楽団、岩倉市ジュニアオーケストラ
●内容 ・前半 歌による音楽物語「サウンド・オブ・ミュージック」
・後半 岩倉市ジュニアオーケストラとセントラル愛知交響楽団との合同オ
ーケストラによる「ウエスト・サイドストーリー」
●入場料 一般1,500円、高校生以下700円（全自由席）※なお、３歳児以
下は入場できません。
●チケット販売開始日 10月３日㈪
●チケット販売 総合体育文化センター、生涯学習センター、図書館、市役
所１階観光情報ステーション（情報サロン）
●主催 文化庁、愛知県、岩倉市、岩倉市教育委員会、第３１回国民文化祭
愛知県実行委員会

広告

Iwakura City Information

イベント
第６回「岩倉軽トラ市」
岩倉軽トラ市実行委員会事務局
（商工農政課内☎38‐5812）

イベント
募
集
健
康

●とき 10月16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
★福井県大野市の「越前こぶし組」
による人力車の乗車（開催時間中）
※有料
★テレビ・ラジオでも活躍中の吉本
興業所属芸人「オレンジ」によるパ
フ ォ ー マ ン ス（ １ 回 目 10時 ～、
２回目 11時～）
※イベントは天候により中止になる
場合があります。
●来場者駐車場 くすのきの家（中
本町西出口15‐ １）
●主催等 主催…岩倉市、ＮＰＯ法
人いわくら観光振興会、主管…岩倉
軽トラ市実行委員会、後援…岩倉市
商工会、ＪＡ愛知北

お知らせ

岩倉市 広報広告

1 枠 4，8cm×8、5cm

自然生態園 とんぼ池の底
干し＆とんぼ池であそぼう

岩倉市文化協会事務局（生涯学
習課内☎38‐5819）

とんぼ池の底干し
● と き 10月13日 ㈭ ～11月14日
㈪
●ところ 自然生態園（北島町）
●底干しの対象 とんぼ池（森の西
側の池）
※これに伴い、期間中はとんぼ池で
はザリガニ釣りはできませんので、
ご理解とご協力をお願いします。

気軽にご家族でお茶に親しんでい
ただくために、お茶会を開催します。
●とき 10月16日㈰午前10時～正
午（雨天決行）
●ところ 史跡公園鳥居建民家（大
地町野合51）
●茶券 １席300円（お抹茶とお菓
子）
●席主 岩倉市茶華道連盟 河村社
中

とんぼ池であそぼう
●とき 10月16日㈰午前10時～正
午 小雨決行
●ところ 自然生態園（北島町）
●内容 水を抜いたとんぼ池でのど
ろんこ遊びや生き物とのふれあい
●対象 どなたでも参加可（事前申
込みなし）。
※小学校３年生以下の児童は保護者
同伴でお願いします。
●参加費 無料
●持ち物 汚れてもよい靴、着替え、
タモ、バケツ等
※ビーチサンダルやゴム製のサンダ
ルは、脱げやすく危険ですのでご遠
慮ください。
◎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）にお問合わせください。

（岩倉市 10 月 1 日号）

10kg
本店営農生活部

0587-55-2397

今年は白米５㎏も同時受付中

5kg

広告
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ＪＡ愛知北

＊
広告

広報いわくら 平成28年10月号

月釜

環境保全課環境グループ（☎38
‐5808）

30kg
お申込みは各支店窓口か
下記連絡先まで

史跡公園

岩倉市文化協会
民踊のつどい

岩倉民踊舞踊連盟 加藤豊香玉（☎
37‐0613）
伝承民踊・歌謡舞踊等、20曲を
発表します。ぜひ、お楽しみくださ
い。
●とき 11月５日㈯午前10時～正
午 ※開場は30分前から
●ところ 総合体育文化センター多
目的ホール
●入場料 無料
●主催 岩倉市文化協会
●主管 岩倉民踊舞踊連盟
●その他 先着300人に粗品を差し
上げます。

イベント
トレーニング講習会

市民スペース

総合体育文化センター（☎66‐2222）

生涯学習課生涯学習グループ（☎
38‐5819）

生涯学習課スポーツグループ（☎
38‐5819）

手軽で幅広い年齢層の人に楽しん
でいただける市民グラウンドゴルフ
大会を開催します。
● とき 11月20日㈰受付午前8時
30分 ～ 開 始 午 前9時 ～（ 予 備 日
11月27日㈰）
●ところ 石仏スポーツ広場
●競技方法 個人戦（８ホール×２）
●参加資格 市内に在住か在勤のグ
ラウンドゴルフ愛好家
●参加費 １人200円
●申込締切日 10月28日㈮
●申込先 生涯学習課スポーツグル
ープ
広報いわくら 平成28年10月号
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お知らせ

●とき 11月20日㈰午前９時～
●ところ 南部中学校体育館
●種目 男女別学年別（小学生、中
学生の各部門）
●試合方法 予選リーグ、決勝トー
ナメント（申し込み人数によっては、
試合方法に変更があります。）
●参加資格 県内在住・在学の小・
中学生
●参加費 無料
●申込期限 10月25日㈫
●主催 愛知県卓球協会
●申込先 卓球協会事務局 稲垣、
岩倉市体育協会事務局（生涯学習課
スポーツグループ内）

康

稲垣（☎37 ‐

健

● と き 10月17日 ㈪、11月21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。

卓球協会事務局
8193）

市民グラウンド
ゴルフ大会

集

子育て支援センター（市民プラ
ザ内☎38‐3911）

一万人卓球岩倉大会

募

ベビーマッサージとヨガでふ
れあいあそび（10月・11月）

イベント

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
市役所庁舎市民ギャラリー
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 【ど真ん中祭りの報告写真展】
●とき 10月３日㈪正午～８日㈯
承ください。
午後４時
●講習内容 ①オリエンテーション②器具の説明③実技
●問合先 桜井（☎66‐5532）
●対象 16歳以上
【赤い羽根作品展】
●定員 １回の講習につき10人
●とき 10月17日㈪午前９時～23
●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。申込みは、１人 日㈰午後７時
●問合先 岩倉市社会福祉協議会
につき１人とし、電話での申し込みはできません。
（☎37‐3135）
●申込期間 10月１日㈯から
【第37回絵麗雅夢人展】
●申込先 総合体育文化センター
●とき 10月25日㈫午前８時30分
月・日
11月
～30日㈰午後４時
２
５
15
17
19
21
23
26
29
●問合先 水野（☎090 ‐ 9174 ‐
1837）
時間
水
土
火
木
土
月 水・祝 土
火
市役所庁舎ミニステージ
10：30～11：30
○
○
【第２回岩倉ハーモニカクラブ（た
んぽぽ）ロビーコンサート】
13：30～14：30
○
○
○
○
●とき 10月16日㈰午後２時～３
19：30～20：30 ○
○
○
時30分
●問合先 黒田（☎37‐4792）

イベント
図書館ブックスタートボラン
ティア育成講座

ふれあいみどりのコンサー
ト～アルパの調べと朗読

消防本部総務課総務グループ（☎
37‐5333内線222）

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）

●とき 11月17日㈭～18日㈮
●ところ 消防署
●内容 一定の収容人員を有する事
業所等において選任が必要となる
『防火管理者』の資格取得のための
講習
●対象 市内在住、在勤の人
●受付期間 10月３日㈪～28日㈮
●受講料 3,200円（テキスト代）
●申込方法 申請書は、消防本部で
配布しています。
市ホームページ（ア
ドレス裏表紙参照）からのダウンロ
ードも可能です。

図書館では、赤ちゃんと保護者が
絵本を介して心ふれあう時間を持つ
きっかけづくりとして、毎月ブック
スタート（赤ちゃんおはなし会）を
行っています。ブックスタート（赤
ちゃんおはなし会）の内容は絵本の
読み聞かせや手遊び、絵本の選び方
のアドバイスですが、それらの活動
を行っていただくボランティアを育
成する講座を開催します。
●とき
・第１回 11月８日㈫午前10時～
11時30分 「小さい子の絵本」
・第２回 11月15日㈫午前10時～
11時30分 「親子であそべるわら
べうた」
・第３回 11月29日㈫午前10時～
11時30分 「 さ あ、 お は な し 会 を
やってみましょう」
●ところ やま 図書館２階視聴覚室
ぐち
よう こ
●講師 山口 陽子さん（元美和町
図書館司書）
●募集定員 25人（先着順）
●対象 ブックスタートボランティ
アに興味のある人
●受講料
無料
●応募方法 10月25日㈫までに図
書館へお申し込みください（電話
可）。

みどりの家では、地域との交流を
主に、音楽以外のパフォーマンスも
取入れた新企画『ふれあいみどりの
コンサート』を開催します♪
今回は、アルパの演奏と絵本の朗
読。東日本大震災を体験された人が
書かれた「かぜのでんわ」「ハナミ
ズキ」、日常の生活で忘れかけてい
ることを思い出させてくれる「最初
の質問」を心に染みわたる朗読で語
りかけます。そして、アルパの美し
い音色が奏でる感性の旋律で朗読を
演出します♪ 入場無料。
●とき 10月９日㈰午後２時開演
●ところ みどりの家ふれあい交流
ホール
●出演 アルパ演奏…奥村陽子、朗
読…のさきのりこ
※駐車場がありませんので車での来
場はご遠慮ください。

甲種防火管理新規講習

イベント

第24回ＭＯＡ美術館
岩倉児童作品展

募
集

ＭＯＡ美術館岩倉児童作品展事
務局 安江幸枝（☎66‐4448）

健
康
お知らせ

●とき 表彰式：10月22日㈯午前
11時～午後０時30分、展示：10月
22日㈯午前11時～午後４時、23日
㈰午前９時30分～午後３時30分
●ところ 総合体育文化センター多
目的ホール
●内容 市内の小学生を対象に、絵
画・書写を募集審査し、全作品を展
示します。

弘法様青空市
フリーマーケット
岩倉一期一会荘花むすび
（☎81‐8158）

長縄

● と き 10月23日 ㈰ 午 前10時45
分～正午（雨天決行）
●ところ 岩倉一期一会荘（北島町
二本木７番地）
フリーマーケットに出店していた
だける人も募集しています。
●締切 10月７日㈮
●出店料 無料
●その他 申し込み内容を確認のう
え、出店をご遠慮いただく場合があ
ります。
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里親養育体験発表会
一宮児童相談センター（☎0586
‐45‐1558）
●とき 11月９日㈬午前10時30分
～正午
●ところ 一宮市今伊勢公民館大会
議室（一宮市今伊勢町宮後郷中茶原
71番地３）
●内容 里親制度の説明、養子縁組
里親と養育里親の体験発表
●対象 どなたでも参加可（事前申
込不要）
●料金 無料

ひとり一曲ライブ
地域交流センターみどりの家（☎
66‐6700）
事前に応募された皆さん（ひとり
またはグループ）が、それぞれの大
切な一曲を演奏するコンサートです
♪
さまざまなジャンルの曲をお楽し
みください♪ 入場無料。
●とき 10月16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。
●問合先
「ひとり一曲ラ
イブ」実行委員
会（井上☎090‐
6086‐4843）

募
市制45周年いわくら市民ふれ愛まつり
ふれ愛フリーマーケット出店者
環境保全課環境グループ
（☎38‐5808）
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お知らせ

広報いわくら 平成28年10月号

康

市制45周年いわくら市民ふれ愛
●とき 11月６日㈰午後１時（開場
まつり2016で、商工会が主催する
午後０時30分）
一豊行列に広く市民の人が参加して
●ところ ウィルあいち（愛知県女
いただくため、侍大将と腰元の役者
性総合センター）４階ウィルホール
を募集します。
（地下鉄名城線「市役所」２番出口
●とき 11月13日㈰午前８時～午
東へ徒歩約10分）
後３時（着付けを含む）
●内容 ①講演「山が教えてくれた
※パレードは正午～午後１時30分頃
こと～人間の力・自然の力～」野口
●募集役柄
健さん（アルピニスト）、②チャリ
★侍大将役
テ ィ ー コ ン サ ー ト「 あ な た へ
・織田伊勢守隊の侍大将 １人
JAZZへの誘い」山手スイングオー
・山内一豊隊の侍大将 １人
ケストラ
・お千代隊の侍大将 １人
●入場料 1,000円（入場券が必要
★腰元役
ですので、上記問合先まで電話でお
・お千代の腰元 ３人
申込みください。）
※応募者多数の場合は、選考とさせ
募 集
ていただきます。
●応募資格 市内在住または市内在
勤の人
広告入り封筒無償提供者
●年齢
税務課課税グループ
・ 侍 大 将 役 18歳 ～50歳 の 男 性
（☎38‐5806）
（鎧を着てパレード区間を歩ける人）
市県民税等の納税通知書および国
・腰元役 16歳～40歳の女性（着
民健康保険税の納税通知書を送付す
物を着用してお千代と花車に同乗し
る広告入りの封筒を無償で提供して
ていただきます。）
いただける事業者を募集します。
●参加費用 無料
●目的 民間企業等の広告が印刷さ
●申込先 岩倉市商工会事務局（商
れた封筒を事業者が作成し、市に無
工会館１階 岩倉市中本町西出口
償提供していただくことにより、事
31番地１）
業経費の削減を図るものです。
●申込方法 商工会館へお越しいた
●無償提供していただく封筒の用途
だき、直接お申し込みください（岩
および数量 市県民税（普通徴収
倉市商工会のホームページから申込
分）、軽自動車税、固定資産税・都
書を印刷できます）。
市計画税納税通知書の送付用…
●申込締切日 10月11日㈫必着
51,000枚、国民健康保険税納税通
知書の送付用…15,000枚
●申込期間 10月３日㈪～17日㈪
●広告掲載基準 岩倉市広告掲載要
綱、岩倉市広告入り印刷物の無償提
供に関する取扱要領および岩倉市広
告入り封筒募集要項の詳細は岩倉市
ホームページ（アドレス裏表紙参照）
をご覧ください。

健

●とき 12月４日㈰午前９時～
●ところ 総合体育文化センターア
リーナ
●種目 男女別個人戦
●試合方法 予選リーグ 決勝トー
ナメント戦で行います。
●参加資格 市内に在住・在勤で小
学生以上
●参加費 小・中学生200円、高校
生・大学生・一般300円
●申込期限 11月20日㈰
●申込先 卓球協会事務局 稲垣ま
たは、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）
（市
役所での受付は平日午前８時30か
ら午後５時15分まで）。

あいち女性連携フォーラム実行委
員会（尾張えみの会 井上☎66
‐1876、090‐4269‐6280）

集

卓球協会事務局
稲垣（☎37‐8193）

岩倉市商工会事務局
（☎66‐3400）

「あいち女性連携フォーラム
2016」に参加しませんか

募

市民選手権卓球大会参加者

市制45周年いわくら市民ふ
れ愛まつり2016における一
豊行列の侍大将・腰元の役者

イベント

イベント

●とき 11月12日㈯・13日㈰
●ところ 総合体育文化センター駐
車場
●募集区画数 １日につき14区画
（１人あたり１区画）
●出店資格 市内在住で高校生以上
の人またはグループ ※楽しみなが
らのリサイクルを目的としています
ので、営利目的の出店や飲食品およ
び生き物の販売はお断りします。
●出店料 １区画500円
●募集期間 10月12日㈬・13日㈭
※受付は各日とも午前８時30分か
ら午後５時15分まで。
●申込方法 環境保全課窓口で所定
の申込書に希望日等の必要事項をご
記入のうえお申し込みください。
※当日ご本人のお名前、ご住所を確
認できるもの（免許証など）をお持
ちください。
※募集期間終了後、申込多数の場合
は抽選とさせていただきます。

集

募
不用品をご提供ください
清掃事務所（☎66‐5912）または
環境保全課廃棄物グループ（☎38‐5808）

集
「いわくらランチスタンプラ
リー４」参加飲食店
岩倉市観光情報ステーション
（☎81‐3368）

イベント
募
集
健
康
お知らせ

子どもが大きくなっていらなくなったおもちゃなど、まだ使える不用品を
NPO法人いわくら観光振興会が
ご提供ください。集まった不用品は、いわくら市民ふれ愛まつりの環境フェ 運営する岩倉市観光情報ステーショ
ア内「リユース広場」で展示・販売し、売り上げを環境再生保全機構の地球 ンでは、昨年に引き続き、まちの賑
環境基金に寄付します。
わいの創出と市外の人に岩倉の魅力
●ご提供いただきたいもの
を知ってもらうため、市内のランチ
《未使用品に限る》
メニューを巡る「いわくらランチス
・皿やコップなどの食器類
タンプラリー４」を開催します。
・キッチン雑貨
スタンプラリー開催に伴い、参加
《中古品でも可》
していただける飲食店を募集します
・おもちゃ
ので、ぜひご参加ください。
・その他の生活雑貨
【いわくらランチスタンプラリー４】
・古ネクタイ（工作コーナーで使用します）
●開催期間 平成29年１月10日㈫
※状態の悪いものはお受け取りできない場合がございます。
～３月10日㈮
●お受け取りできないもの
●ところ 岩倉市内参加飲食店
・粗大ごみ
●内容 観光情報ステーションや参
・電気、石油、ガス機械器具類（テレビ、パソコン、扇風機、ストーブ、ガ 加飲食店、岩倉駅等で配布するスタ
スコンロなど）
ンプカードを持ってランチを食べに
・廃棄する際に処理が困難なもの（消火器、バッテリーなど）、布製品（ふ 行くとお店ごとにサービスが受けら
とん、衣類など）
れます。また、スタンプカードのポ
・生もの
イント数により、協賛企業各社の賞
●募集期間 10月３日㈪～11月４日㈮（土・日曜日、祝日を除く）
品や「い～わくんグッズ」など、ス
●受取場所 清掃事務所または環境保全課
テキな賞品をプレゼントします。
※事前にご連絡のうえ、ご自分で搬入してください。
【参加飲食店の募集】
●参加費 5,000円
ふるさといわくら応援寄附金のお礼の品の提供事業者
●参加条件 ①スタンプラリー参加
秘書企画課企画政策グループ
者に何らかのサービス等が可能なこ
（☎38‐5805 Eメールhishokikaku@city.iwakura.lg.jp）
と②お店でスタンプカードを配布し
岩倉市では、ふるさといわくら応援寄附金（ふるさと納税）制度により市 てもらえること③ランチを食べた人
外にお住まいの一定額以上の寄附をいただいた人に対し、お礼の品を贈呈し、 のカードにスタンプを押してもらえ
謝意を表すことで、岩倉市と市の特産品等をPRしています。
ること
より広くPRするために、お礼の品を提供していただける事業者等を随時 ●申込締切 10月14日㈮
募集しています。平成27年度は新たに２つの事業者からお礼の品の提供を イベントの詳細は、NPO法人いわ
いただきました。
くら観光振興会ホームページ
提供していただけるお礼の品はホームページやチラシ、インターネットサ （http://iwakura-kanko.com/）
イトを通じて事業者名、商品名等がPRされ事業者等にとってのメリットも をご覧ください。
あります。お気軽にご相談ください。
●主催等 主催…岩倉
●応募条件
市、NPO法 人 い わ く
・市内の事業者等が提供でき、発送できる物またはサービスとします。
ら観光振興会
・単品または、詰め合わせで、3,000円程度からの商品とします。
後援…岩倉市商工会
・寄附者への商品発送後、市に対し発送実績を報告し、商品代を請求してい
ただきます。送料は市の負担です。
・応募していただいたものについては、審査のうえ、個別に発送方法や価格
など、相談させていただきます。
●応募方法 電話または、Ｅメールでお願いします。
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名称
岩倉絵画
同好会

活動内容

会場

とき

水彩画・油 生涯学習セン 火曜日 午後6時
彩画
ター工芸室
～8時30分

会費

募集人数

指導者

申込先

1,000円
一般
2,000円

若干名

等迦会委員
武政
荒木勝彦

一般（学
なし
生も含
3,000円
む）

若干名

阿部卓城先 岡本
生他
090-3583-3390

入会金
500円
一般
年 10,000円

若干名

大野鐐己

田中 66-2792
または会場で受付

生涯学習セン 毎月第2・4火曜日
ター会議室2 午後2時～4時

入会金
3ヶ月

1,000円
一般
1,000円

若干名

会員

田下 37-5478
または会場で受付

岩倉アート
毎月第1・3水曜日
アートフラ 生涯学習セン
フラワー教
午前9時30分～正
ワー作成
ター会議室3
室
午

入会金
月

1,000円
一般
2,500円

若干名

武田洋美

高谷 66-6915
または会場で受付

毎月第2・4金曜日
岩倉市郷土 古文書解読 生涯学習セン
午後6時30分～8
研究会
町史・市史 ター会議室2
時30分

入会金
年

なし
一般
2,000円

制限なし

フラワーア
水曜日・木曜日
Kani
Kani ふぁみ
レンジメン
午後1時～2時、
ふぁみりあ
りあ（東町）
ト
午後6時～7時

女性（子
入会金 5,400円 ども含
3ヶ月9回
む）※子

12,960円 どもは男
の子可

若干名

可児洋子

入会金
月

若干名

重松イチエ 重松

岩倉市書道 年2回の作
連盟
品展示

市役所2階ギ
ャラリー、生
入会金
4月上旬・1月上旬
涯学習センタ
年
ー

フィルム・
岩倉ぴんぼ
生涯学習セン 第4日曜日
デジタル写
け会
ター
午後2時～4時
真
美秋会

1,000円
一般
2,000円

可児
090-3456-7155

66-5495

集

生涯学習セン 毎月第1・3金曜日
ター工芸室
午後1時～5時

66-4631

募

木工芸

森

37-4173

イベント

木彫の会

水墨画

入会金
月

対象

岩倉民踊舞踊連盟
名称

活動内容

会場

とき

会費

対象

募集人数

指導者

申込先

健

岩倉レクリ
エーション
民踊舞踊
協会
かおり会

生涯学習セン 火曜日（月4回）
ター
午前9時30分～正
スタジオ1
午

入会金 1,000円
会費等は問合せく 女性
ださい

若干名

加藤豊香玉 氷室

岩倉民踊教
民踊舞踊
室 豊星会

生涯学習セン
月4回 水曜日
ター
午後7時～9時
スタジオ1

入会金 1,000円
会費等は問合せく 女性
ださい

若干名

松原 37-4829
加藤豊香玉 または会場へお越
しください

豊玉会

民踊舞踊

第2・3・4土曜日
入会金
くすのきの家
午後7時30分～9時
月

なし
女性
3,000円

若干名

小笠原
37-3622
加藤豊香玉
または会場へお越
しください

岩倉民踊
クラブ

民踊舞踊

生涯学習セン 金曜日（月4回）
ター
午前9時30分～正
スタジオ1
午

入会金 1,000円
会費等は問合せく 女性
ださい

若干名

伊藤 37-0758
加藤豊香玉 または会場へお越
しください

第1・3木曜日 午
後7時30分～9時

入会金
なし
会費等は問合せく 女性
ださい

若干名

加藤豊香玉 小島

活動内容

会場

とき

茶道、華道 自宅（曽野町
水曜日、金曜日
指導
36番地）
岩倉市茶華 茶道、華道
金曜日（他曜日は
自宅（鈴井町）
道連盟
指導
ご相談ください）
生け花
池坊指導

下本町下寺廻
土曜日（他曜日は
49-1
ご相談ください）
誓願寺内

会費

対象

募集人数

指導者

入会金
なし
小学生～
会費等は問合せく
制限なし 河村和美
一般
ださい

37-6047

申込先
指導者自宅
37-1485

入会金
なし
小学生～
指導者自宅
会費等は問合せく
制限なし 加藤よし子
一般
37-5372
ださい
入会金
なし
小学生～
会費等は問合せく
制限なし 福田博子
一般
ださい

指導者自宅
37-3765

広報いわくら 平成28年10月号
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名称

八剱会館

康

八剱民踊会 民踊舞踊

66-5187

募

集

岩倉市文化協会加盟団体紹介・会員募集
岩倉市文化協会事務局（生涯学習課生涯学習グループ内☎38‐5819）

岩倉市音楽連盟
名称

活動内容

会場

とき

会費

対象

さんご大正
大正琴
琴同好会

南新町さんご 月曜日 午後1時
ホール
30分～3時30分

入会金
月

岩倉市民吹
吹奏楽
奏楽団

市民プラザ
土曜日 午後7時
多目的ホール ～9時30分

入会金 2,500円
（
 高校生1,500円） 吹奏楽
月
1,000円 経験者
 （高校生500円）

岩倉プッペ

生涯学習セン
女声コーラ
土曜日
ター
ス
午前10時～正午
スタジオ2

入会金
月

なし
一般
2,000円

1,000円
女性
2,500円

募集人数
若干名

磯野信子

申込先
溝口

37-6798

山本雅士
（セントラ 楽団事務局
制限なし
ル愛知交響 090-3159-7549
楽団）
5人

イベント

入会金
100円
会費等は問合せく 女性
ださい

いわくら少 合唱（歌っ
土曜日
南小学校きら
年少女合唱 て踊れる合
午後1時30分～3
きら広場
団
唱団）
時30分

入会金
月

岩倉太鼓友
和太鼓
の会

市民プラザ

入会金 1,000円
市内在住、
若干名
月
2,000円
在勤
※高校生以下は半額

箏・三絃
筝曲和音の （琴・三味
会
線）
・胡弓・
三線

神野教室
水曜日
生涯学習セン
第3日曜日
ター
午後1時
スタジオ1

募

会員自宅
土曜日 午後1時
（八剱町）
女声コーラ
30分～4時
アフェット
（変更するこ
ス
（変更することも
ともありま
あります）
す）

集

水曜日
午後7時～9時

指導者

5～6人

武田 66-0666
小川かず子
または
（二期会）
横井 37-1443

穴澤源子

鈴木
090-2138-9247

いわくら少年少女
小学校1
熊沢辰巳・
1,000円
合唱団事務局
年生～高 制限なし 田中真理奈
1,500円
井上皮膚科
校3年生
・小島志乃
37-2100

健

入会金 5,000円
幼児～
月 5,000円～

会長
野田彰仁

活動日（水曜日）
の会場で

生田流宮城
会宗家直門
制限なし
原田
大師範 原
田きよか

37-2643

康

岩倉市吟剣詩舞道協議会
名称

活動内容

お知らせ

瑞朋流斉心
詩吟
瑞朋吟詠会

会場

とき

対象

募集人数

指導者

申込先

入会金
月

なし 小学生～
3,500円 一般

10人

赤塚瑞鳳

赤塚

37-6009

入会金
月

1,000円
一般
2,000円

10人

稲森岳翔

夫馬

37-3809

生涯学習セン
木曜日
ター
午前10時～正午
会議室1

入会金
月

1,000円
一般
2,000円

10人

稲森岳翔

浅野

37-1097

生涯学習セン
金曜日
ター
午後7時～9時
会議室1

入会金
月

1,000円
一般
2,000円

10人

稲森岳翔

村瀬

37-3516

岩倉詩舞道
詩舞
翠心会

生涯学習セン 第1･3･4土曜日
ター
第2日曜日
スタジオ1
午後1時～5時

入会金
月

なし
女性
2,000円

10人

大宮翆心

指導者自宅
66-6726

寿吟流勝寿
詩吟
会

第三児童館

入会金
月

なし
一般
2,000円

10人

伊藤勝寿

事務局
坂本
090-3958-6863

吟詠
（公社）日
本詩吟学院 吟詠
認可
岳風彰岳会
吟詠
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生涯学習セン 火曜日・木曜日
ター
午後7時～9時

会費

くすのきの家
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月曜日
午後7時～9時

木曜日
午後7時～9時

募

集

総合体育文化センター教室案内
総合体育文化センター（☎66‐2222）
●料金 月３回 月額1,800円（一部を除く）
●申込先 総合体育文化センター（申込は随時受け付けています、一部を除く）
曜日

教室名
グッドモーニング

時間

ヨガ

ピラティス
月

シェイプアップ
産後ケア

エアロ

※3,500円/6回

ボディエクササイズ
/6回《NEW》

弱

18歳以上の男女 30人

13：30～14：30 ピラティスの基本的な動き

弱

18歳以上の男女 30人

19：30～20：30 脂肪燃焼を高め、ストレス解消

中

18歳以上の男女 30人

10：00～11：30

ストレッチや骨盤調整などのエ
クササイズ

弱

産後２カ月～の
20人
母親

13：00～14：00

バランスボールを使ったエクサ
サイズ

弱

18歳以上の男女 20人

弱

18歳以上の男女 30人

ダイエット

ヨガ

13：30～14：30 呼吸を意識して代謝を上げる

弱

18歳以上の男女 30人

中

18歳以上の男女 30人

10：00～10：55 ママと赤ちゃんで一緒に楽しむ

弱

１歳～２歳とそ
20組
の保護者

ベビーマッサージ＆サイン
※3,800円/6回一括払い

11：00～11：55 生後１カ月の赤ちゃんから楽し
む

弱

１カ月～１歳と 20組
その保護者

ヨガ＆ピラティス

19：30～20：30 身体全体を意識してゆっくり動
く

弱

18歳以上の男女 60人

9：15～10：45 創造性、独創性を高めて学ぶ

弱

未就園児とその
25組
保護者

集

楽しいエアロ

13：00～14：00 エアロビクスの基本的な動き

弱

18歳以上の男女 30人

キッズ・ヒップホップ①

16：00～17：00 基礎から学ぶダンス教室

弱

年中～小学校３
30人
年生

健

キッズ・ヒップホップ②

17：15～18：15 リズム感を付け柔軟性を高める

弱

小学４年生～６
30人
年生

康

弱

未就園児とその 40組
保護者

9：45～10：45 柔軟性を高め代謝を上げる

ベビーヨガリズミック
/6回一括払い

※3,800円

9：15～10：45 親子で学ぶゆとりのこころ
11：15～12：45 創造性、独創性を高めて学ぶ

弱

未就園児とその 40組
保護者

バレトン

13：00～14：00 バレエとヨガを合わせた運動

弱

18歳以上の男女 30人

※開催日の詳細については、総合体育文化センターまでご確認ください。
※教室の内容等が一部変更する場合があります。

』

『人気
スメ』と
ス
お
『
今
！！
の教室


※下記教室は、10月1日㈯から受付を開始します。
産後ケア 産後に限らず、女性特有のプチ不調などを解消する、自宅でも行えるセルフケア指導や気持ちの整理に
も役立つちょっとしたワークを行い、ココロのケアをしていきます。
●開催日 10/17・31、11/7・21、12/5・12
ボディエクササイズ《NEW》 ボールを使って筋トレ～ストレッチ・有酸素運動を行います。腰痛や肩こりの緩
和や体の引き締め効果もあります。
●開催日 10/17・31、11/7・21、12/5・12
ベビーヨガリズミック 赤ちゃんに無理のない形でヨガのポーズをとらせ、ママと赤ちゃんが一緒に楽しく動きま
す。首すわり～ヨチヨチ歩きくらいまでが対象です。
●開催日 第３期：10/26、11/2・16・30、12/7・14 第４期：平成29/1/25、2/1・15・22、3/8・15
ベビーマッサージ＆サイン ヨガで体を動かし、たっぷりとママと楽しんだ後に優しくマッサージを受けます。穏
やかな心となり、リラックスし精神状態が安定します。
●開催日 第３期：10/26、11/2・16・30、12/7・14 第４期：平成29/1/25、2/1・15・22、3/8・15
広報いわくら 平成28年10月号

20

お知らせ

親子ふれあい体操教室②

イベント

11：00～12：00 身体と心を徐々にあたためる

親子ふれあい体操教室①
金

定員

ヨガ

親子ふれあい体操教室
木

対象目安

リラックス
フロー・ヨガ

水

9：30～10：30 目覚めの朝に体をリフレッシュ

強度

募

火

※3,500円

内容

募

集

「第11回みのりの里まつり」バザー用品ご提供のお願い
いわくら福祉会

みのりの里（☎66‐5001）

みのりの里では、第11回「みのりの里まつり」を11月20日㈰に開催しま
す。
ご家庭で眠っている不用品をバザー用品として寄付してくださいますよう
お願いします。
●バザー用品の例 食器・台所用品・日用雑貨・タオル類（新品）等。
※衣料品・ガラス製品・家電製品・額ぶち・大型家具・本・人形・ぬいぐる
み・スキー板・スノーボードはご遠慮ください。
●とき・ところ 右表のとおり
●受付時間 午前10時～11時30分
●その他 暴風雨警報が午前８時の時点で出ていたら集荷は中止します。振
替日はありません。よろしければ「みのりの里」にお持ちください。
イベント

健

康

愛知県母子寡婦福祉連合会
（☎052‐915‐8862）

江南保健所健康支援課こころの健康推進グループ（☎56‐2157）
募
集
健
康

「統合失調症」を治療中の人のご家族が、「統合失調症」についての理解を
深め、ご本人をどう支えていくかなどの学習の場として開催します。
●とき・内容 下表のとおり
●ところ 犬山市福祉会館４階401・402会議室（犬山市大字犬山字北古券
２☎0568‐61‐4611）
●対象者 「統合失調症」を治療中の人のご家族で、３回連続の講座に出席
可能な人 30人（先着順）。
●受講料 無料
●申込期間 10月３日㈪～17日㈪

お知らせ

1

2

と

き

10月20日㈭午後1
時30分～3時

内

容

・「家族の対応について」
講師

士）

まえかわ

あきら

前川 晶さん（布袋病院

精神保健福祉

・「地域で暮らすことについて」
ふく だ
ひで と
講師 福田 秀人さん

10月26日㈬午後1
（就労継続支援施設「しらゆり・ワーク」 精神
時30分～3時30分
保健福祉士）
・交流会

・「家族としてできること」
いちおか

3

11月２日㈬午後1 講師 市岡 治さん（精神障がい者家族会「犬
時30分～3時30分 山しらゆり会」会長）
・交流会
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ところ
八剱憩いの広場東口、
東町休憩所北口、白山
10月８日㈯
公園北入口、東新町公
会堂前
くすのきの家、お祭り
10月15日㈯ 広場東、下寺保育園前、
第七児童館前
第二児童館横（南入口）
、
市役所北側玄関前、中
10月29日㈯
央公園東口、岩倉郵便
局前、新いづみ公園

平成28年度母子家庭等就業
支援講習会の受講者

統合失調症家族教室のご案内

回

とき

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 平成29年１月から２
月の間で５日間から７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）
・パソコン講習お仕事応用（名古屋
駅）
・調剤薬局事務講習（名古屋駅）
・ガイドヘルパー研修（久屋大通）
・福祉用具専門相談員研修（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 10月28日 ㈮ ～11月
18日㈮
●申込先 子育て支援課（☎38 ‐
5810）
※詳しい募集要領について、事前に
上記の問合先にご照会ください。

健

康

脳検査・脳ドック受診者を追加募集します
市民窓口課保険医療グループ（☎38‐5807）
７月号の広報等で募集しました脳検査・脳ドックが、申込期間内に定員に達しなかったため、追加募集します。
●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。
※脳神経外科に定期的に受診している人は、かかりつけ医にご相談ください。
申込期間

10月３日㈪～31日㈪

午前８時30分～午後５時（土・日曜日・祝日を除く）

※定員になり次第締め切ります。
岩倉市国民健康保険の加入者

申込要件
・平成28年４月１日現在、35歳以上の人
（全てに該当する人）・国民健康保険税を完納している世帯の人

愛知県後期高齢者医療の加入者
・後期高齢者医療保険料を完納している人

・受診日に岩倉市で後期高齢者医療に加入してい

・受診日に岩倉市国民健康保険に加入している人 る人

受診期間

後期高齢者医療被保険者証、申込書（※１）

イベント

申込に必要なもの 国民健康保険被保険者証、申込書（※１）

12 月 １ 日 ㈭ ～ 平成 29 年 ３ 月 15 日 ㈬ （土・日曜日・祝日を除く）

追加募集人数

150人

30人

（※１）申込書は、市民窓口課保険医療グループにあります。
検査名

検査項目
血圧測定、MRI検査、MRA検査

（※２） 血液生化学検査、心電図、尿検査、聴力検査、胸部Ｘ線検査

助成金額

自己負担額

25,000円

13,000円

12,000円

34,700円

13,000円

21,700円

集

脳ドック 問診、身体計測、血圧測定、MRI検査、MRA検査、血液検査、

検査費用額

募

脳検査

（※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申込みできません。

内容・参加費・持ち物等

講師
対象 定員
大地整形外
どな
講演「骨粗しょう症予防について」 科医師
かわうち
けん
たで 40人
午後2時～ 参加費…無料
河内 賢
も
さん
3時30分
運動実技「骨骨（こつこつ）動いて
11月17日
骨元気！」
㈭
参加費…無料
健康運動指
午前10時
30人
持ち物…室内用運動靴、水分補給用 導士
～11時30
の飲み物、タオル
分
女性
※動きやすい服装でご参加ください。
11月24日
のみ
㈭
調理実習「骨骨（こつこつ）食べて
午前9時 骨元気！」
管理栄養士
20人
30分～午 参加費…400円（食材費）
後0時30 持ち物…エプロン、手拭きタオル
分

第１回

とき
11月2日
㈬

第２回
第３回

● と き 11月18日 ㈮ 午 前10時 ～
11時30分
●ところ 保健センター
●内容 話「ママの骨粗しょう症を
予防するポイント」・試食
●講師 管理栄養士
●持ち物 手拭きタオル・お茶
●参加費 無料
●対象 子育て中のママ（子どもの
年齢は問いません）
●定員 30人（託児はありません
が、お子さんと一緒に参加できます）
●申込 10月3日㈪から保健センタ
ーで受け付けます（電話可・先着順）。

※１回のみの参加もできます。

広報いわくら 平成28年10月号
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お知らせ

●とき・内容・講師等 下表のとおり
●ところ 保健センター
●申込 10月3日㈪から保健センターで受け付けます（電話可・先着順）。

健康課健康支援グループ
（保健センター内☎37‐3511）

康

健康課健康支援グループ（保健センター内☎37‐3511）

ママのための骨粗しょう症予
防講座

健

骨粗しょう症予防講習会

健

康

がん検診のご案内
健康課保健予防グループ（保健センター内☎37‐3511）
保健センターで実施するがん検診は、肺がん・結核検診（胸部エックス線）を除き、今年度分は全て終了しまし
た。まだ受診していない人は、市内医療機関で実施する個別検診を受診することができます。
下表をご確認のうえ、検診期間内に受診してください。
検診名
子宮頸がん検診

検診期間

医療機関

イベント

平成29年１
胃内視鏡（胃
月31日㈫ま
カメラ）
胃がん検診
で
※どちらか
一方を選択
胃部エック
ス線

募
集
健
康
お知らせ

前立腺がん検診

検診費用※２

20歳以上の女性（原則２
2,300円
10月31日㈪ 大野レディスクリニック
年に１回の受診）※21歳
※申込時にお
まで

（☎ 37‐3323）になる人には、無料クー
支払い
ポン券を郵送

乳がん検診（マンモグラ 11月30日㈬
岩倉病院
フィー）
まで

大腸がん検診

対象者※１

40歳以上の女性
（原則２年に１回の受診）
（☎ 37‐8155）
2,200円
※41歳になる人には、無
料クーポン券を郵送

・岩倉病院
（☎ 37‐8155）
・おしたにクリニック

（☎ 38‐3501）50歳以上（原則２年に１
5,200円
・丹羽外科内科 （☎ 66‐3366）回の受診）
・ようてい中央クリニック

（☎ 66‐5133）

・岩倉病院
（☎ 37‐8155）
・ようてい中央クリニック

（☎ 66‐5133）

・有馬医院
（☎ 37‐0123）30歳以上
・いとうクリニック

（☎ 38‐1112）
・伊藤皮フ科・外科

（☎ 66‐3801）
・岩倉東クリニック

（☎ 66‐1210）
（☎ 37‐8155）
11月30日㈬ ・岩倉病院
・おしたにクリニック
まで

（☎ 38‐3501）
・かみのクリニック

（☎ 38‐3800）
・丹羽外科内科 （☎ 66‐3366）50歳以上の男性
・のざき内科・循環器科クリニッ
ク
（☎ 37‐2018）
・ませきクリニック

（☎ 37‐0175）
・名草クリニック
（☎ 37‐1700）
・ようてい中央クリニック

（☎ 66‐5133）

申込受付時間

申込先：保健セ
ンター8:30～
17:00（土・日・
祝日を除く）
申込先：岩倉病
院9:00～17:00
（日・祝日を除く）
申込先：医療機
関（診療時間内）
※岩倉病院につ
いては平日
13:00～16:00

3,900円

900円
※返金不可

申込先：医療機
関（診療時間内）

1,500円

※１ 対象者の年齢は、平成29年３月31日時点の年齢です（各検診、今年度すでに受診した人は受けることができません）
。
※２ 市民税非課税世帯（生活保護受給世帯等を含む）の人は、検診費用が免除となります。
※対象者に該当していても、受診できない場合（妊娠中である、自覚症状がある等）があります。
詳しくは、保健センターにお問い合わせまたはホームページ等をご覧になりお申し込みをお願いします。

「プレママと産後ママ（０～３か月）の交流会」
健康課健康支援グループ（保健センター内☎37‐3511）
皆さんで交流ができる教室です。出産や育児について楽しくお話をしてみ
ませんか。
●とき 10月31日㈪午前10時～11時30分
●ところ 保健センター２階視聴覚室、プレイルーム
●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）の体重測定
●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
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40歳節目歯科健康診査
健康課健康支援グループ
（保健センター内☎37‐3511）
対象となる人に４月中旬に受診券
をお送りしています。10月31日㈪
までに受診してください。

健

康

高齢者のインフルエンザ予防接種
健康課保健予防グループ（保健センター内☎37‐3511）
●対象者 岩倉市に住民登録があり、接種時に次の条件を満たし、接種を希望する人
（１）満65歳以上
（２）60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の障害やヒト免疫不全ウイルスにより、日常生活がほとんど不
可能な程度の障害を有する人（事前に保健センターへお問い合わせください）
●申込方法・接種期間・費用（自己負担）
個別接種（委託医療機関での接種）
申込方法

集団接種（保健センターでの接種）

直接市内委託医療機関に申し込み

11月７日㈪から保健センターで申し込み
※市内委託医療機関以外で接種する場合は、接種前に （電話不可）
保健センターに申請手続きが必要です。

接種期間

10月１日㈯から12月末まで

11月25日㈮から12月１日㈭の土日を除く
５日間

自己負担

1,200円（接種日に医療機関に支払い）

1,000円
申し込み時に申請

集
健
康
お知らせ

いわくら健康マイレージ対象事業

電話番号
37-0123
38-1112
66-3801
38-4133
66-1210
66-4533
37-8155
38-3501
38-3800
96-8500
66-3366
37-2018
37-0175
37-1700
66-5133

募

※接種当日の申し込みはできません。
※ワクチンの接種は、免疫の効果を考慮し、10月から12月中旬までにすませてください。
●費用の免除
高齢者インフルエンザ予防接種ができる医療機関
市民税非課税世帯（生活保護受
医療機関名
所 在 地
1 有馬医院
井上町430-1
給世帯等含む）の人は費用を免
2 いとうクリニック
東新町南江向24-5
除します。個別接種の場合は事
3
伊藤皮フ科・外科
本町前田78-8
前（９月30日㈮から免除申請
八剱町六反田17-1
受付）に、集団接種の場合は、 4 いのうえ耳鼻咽喉科
5
岩倉東クリニック
中本町葭原4
接種申し込み時に申請できま
6 いわくら耳鼻咽喉科
西市町西市前31-4
す。申請時は、印かん、個人番
7 岩倉病院
川井町北海戸1
号カード
［通知カードの場合は、
8 おしたにクリニック
稲荷町高畑８
本人確認ができる書類（運転免
9 かみのクリニック
神野町平久田70
許証、健康保険証）］をお持ち 10 大地整形外科
大地新町1-50
ください（平成28年１月２日 11 丹羽外科内科
新柳町1-41
以降に岩倉市に転入した人は、 12 のざき内科・循環器科クリニック
栄町1-5
平成28年１月１日時点での住 13 ませきクリニック
下本町下市場135
鈴井町下新田145
所地の市民税非課税証明書〈世 14 名草クリニック
15
ようてい中央クリニック
曽野町郷前17
帯全員分〉が必要となります）。

イベント

費用免除申請 ９月30日㈮から12月末まで保健センターに申請

ポールウォーキング体験講座

健康課健康支援グループ（保健センター内☎37‐3511）
●とき 10月24日㈪午前10時～11時30分（午前９時30分から受付順に、簡単な体調チェックを行った後、体験
講座を行います。
）
●対象 ポールを使った健康づくりに関心のある人 ※ただし、医師による運動制限のない人
●ところ 総合体育文化センター多目的ホール
は せ が わ ひろ みち
●講師 健康運動指導士 長谷川弘道さん
●持ち物 運動のできる服装、タオル、飲み物、運動靴、筆記用具、健康手帳、いわくら健康マイレージポイント
カード、ポール
※健康手帳、いわくら健康マイレージポイントカードをお持ちでない人は、当日発行させていただきます。
※ポールをお持ちでない人には、当日、無料で貸し出します。ご希望の人は、予約時にお申し出ください。
●定員 30人
●申込期間 10月３日㈪～17日㈪（先着順）
●申込方法 保健センターで受け付けます（電話可）。
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健

康

ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）患者・家族のつどい・膠原系難
病患者・家族のつどい・神経難病患者・家族のつどい
江南保健所健康支援課地域保健グループ難病担当（☎56‐2157）
ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）患者・家族のつどい
●とき 10月14日㈮午後１時30分～３時30分
●内容 交流会・コミュニケーションツールの紹介等
●対象 ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）患者さんとその家族
いち かわ ち づ こ
たま き かつ し
●助言者 日本ＡＬＳ協会愛知県支部 市川千鶴子さん、玉木克志さん
●申込 当日までに江南保健所健康支援課地域保健グループまでお申し込み
ください。

イベント

膠原系難病患者・家族のつどい
●とき 10月27日㈭午後２時～４時
●内容 講義「病気とのつきあい方～体験をとおして～」
●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 いけ のり
●講師 池乗あずささん（全国膠原病友の会 愛知県支部 支部長）
●申込 10月26日㈬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
健
康
お知らせ

神経難病患者・家族のつどい
●とき 11月９日㈬午後１時30分～３時30分
●内容 講義
「お口のケアアドバイス～誤嚥性肺炎を予防しよう～」、講義「知
っててよかった、備えてよかった、後悔しないための地震知識」、患者・家
族交流会
●対象 パーキンソン病や脊髄小脳変性症などの神経系難病の患者さんとそ
の家族
●講師 江南保健所歯科衛生士、江南市役所防災安全課職員
●持ち物 歯ブラシ
●その他 初参加の人には、保険料として50円を徴収させていただきます。
●申込 11月８日㈫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。
※いずれも江南市布袋ふれあい会館（江南市布袋町東359）で開催されます。

妊婦さんと30歳以上の人の成人歯科健康診査

フッ化物塗布・歯科健診・歯
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）
お楽しみプレゼントがあります。
●とき 11月13日㈰午前９時30分
～11時30分
●ところ 総合体育文化センター柔
剣道場 ※駐車場はありません。い
わくら市民ふれ愛まつり市内巡回バ
ス、シャトルバスの運行を予定して
いますのでご利用ください。
●対象 フッ化物塗布・歯科健診は、
乳幼児から小学３年生まで。歯の健
康相談はどなたでも受けられます。
●費用 無料
●主催 一般社団法人尾北歯科医師
会岩倉地区会
●その他 歯みがきをしてお越しく
ださい。また、フッ化物塗布後30
分は飲食ができませんので、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。

在宅療養者のための訪問歯科
診療
健康課健康支援グループ
（保健センター内☎37‐3511）

●対象 寝たきりの生活を送ってい
る高齢者、障がいのため通院できな
●とき 10月３日㈪～13日㈭（土日祝日は除く）、午後０時40分～２時10 い人
分
●内容 むし歯・歯周病の治療、入
●ところ 保健センター ※駐車場が少ないため、車でのお越しはご遠慮く れ歯の調整・作り直し等
ださい。
●診療費用 健康保険による診療
●対象 妊婦および30歳以上の人（昭和62年３月31日以前に生まれた人） ●申込先 市内かかりつけ歯科医院
●定員 各日16人
（尾北歯科医師会岩倉地区会会員）
し が
し しゅう
●診査内容 歯牙・歯周診査、保健指導、口臭測定（希望者）
または、長寿介護課、保健センター
●費用 無料
窓口に訪問歯科診療依頼書を提出。
●申込方法 保健センターで受け付けます（電話可。先着順）。※予約が必 ※申込後、担当歯科医師と訪問日程
要です。
を調整して治療を開始します。
健康課健康支援グループ（保健センター内☎37‐3511）
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お知らせ
住宅用火災警報器は設置してありますか？
消防本部総務課総務グループ（☎37‐5333内線220）

お知らせ
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健

市税を一時に納付することが困難な理由がある場合には、市に申請するこ
とにより滞納処分が猶予される２つの制度があります。
●換価の猶予 市税を一時に納付することにより事業の継続または生活の維
持を困難にするおそれがある場合に、申請に基づいて差押財産の換価（売却）
が猶予される制度です。
●納税の猶予 災害、病気、事業の休廃業などによって市税を一時に納付す
ることができないと認められる場合や、本来の期限から１年以上経って納付
すべき税額が確定した市税を一時に納付することができない理由があると認
められる場合に、申請に基づいて納税が猶予される制度です。
申請できる要件や制度の詳細は、市ホームページ（アドレス裏表紙参照）
でご確認ください。

集

税務課収納グループ（☎38‐5806）

児童手当は、中学校卒業まで（15
歳に達する日以後の最初の３月31
日まで）の児童を養育している人に
支給されます。現在、受給資格があ
るものの、申請をしていなくて、児
童手当を受給していない人や、出生・
転入等により新たに受給資格が生じ
た人は、子育て支援課で手続きが必
要です。
●支給月額
・０～３歳未満（一律）15,000円
・３歳～小学校修了前
（第１子・第２子）10,000円
（第３子以降）15,000円
・中学生（一律）10,000円
※児童を養育している人の所得が所
得制限限度額以上の場合は、特例給
付として月額一律5,000円の支給と
なります。
●申請に必要なもの
★請求者（保護者）名義の預金通帳
★厚生年金等加入の人は請求者（保
護者）の健康保険被保険者証のコピ
ー
★平成28年１月２日以降に岩倉市
に転入された人は、平成28年１月
１日現在に住民票があった市区町村
発行の「平成28年度児童手当用所
得証明書」
★印かん（記入していただいた内容
に訂正がある場合に必要となりま
す。）
★請求者（保護者）の個人番号カー
ドもしくは、個人番号の分かるもの
（例：通知カード等）と身元確認が
できるもの（例：運転免許証等）
★配偶者の個人番号がわかるもの
手続きにはその他必要に応じて
（児童と別居している場合など）添
付書類を提出していただく場合があ
ります。詳しくは子育て支援課まで
お問い合わせください。
なお、請求者（保護者）が公務員
の場合、職場での申請となります。

募

市税を一時に納付することができないときは

子育て支援課児童グループ
（☎38‐5810）

イベント

岩倉市火災予防条例により、すべて
の住宅の寝室（普段就寝しているすべ
ての部屋）と階段（２階以上に寝室が
ある階の階段上部）に、住宅用火災警
報器の設置が義務付けられています。
●住宅火災から尊い命を守りましょう
毎年、住宅火災により多くの人が亡くなられています。そのうち、半数以
上は65歳以上の高齢者で、その原因の多くが「逃げ遅れ」によるものです。
住宅用火災警報器は、煙を自動的に感知し、警報音や音声などで火災の発
生を知らせてくれるため、火災の早期発見に大変有効です。
●住宅用火災警報器の奏功事例
①電気ストーブの火が！ ２階にいた男性が、階段の天井に設置した住宅用
火災警報器の音に気づき、ドアを開けると煙が漂っており、さらに１階へ降
りると祖母の居室のカーテンに電気ストーブが接触し炎が上がっているのを
発見した。男性はバケツなどで水道水をかけて消火した。
②寝たばこから火災発生！ 居住者が寝たばこをしてしまい、寝室に設置し
てあった住宅用火災警報器の音で目が覚め、ふとんから煙が出ていることに
気づき、あわてて風呂場へ持って行き浴槽の水に浸し消火した。
どちらも住宅用火災警報器が作動し大事に至らなかった事例です。火災か
ら身を守るためにも早急に設置してください。
●悪質な訪問販売に注意しましょう
住宅用火災警報器の設置が義務化されたことを契機に、訪問販売による不
適正な販売が増加しています。悪質な業者には注意してください。
●維持管理が重要です
住宅用火災警報器は電池が切れると作動しなくなるため、点検ボタンを押
すなどして作動確認をしてください。ホコリなどは誤作動の原因となるため、
定期的に掃除を行いましょう。また、本体もセンサー等の寿命により交換が
必要です。10年を目安に交換してください。
設置等に関しての詳しい内容は岩倉市ホームページ（アドレス裏表紙参照）
をご覧いただくか、直接お問い合わせください。

児童手当の申請をお忘れでは
ありませんか

お知らせ
10月17日㈪～23日㈰は
行政相談週間です
行政課行政グループ
（☎38‐5804）

秋の安全なまちづくり県民運
動10月11日㈫～20日㈭
愛知県県民生活部地域安全課
（☎052‐954‐6176）

イベント
募
集
健
康
お知らせ

岩倉市では、毎月行政相談を行っ
愛知県の刑法犯認知件数は減少傾
ていますが、10月は行政相談週間
向にありますが、空き巣などの住宅
の一環として、日にちを変更し、時
対象侵入盗や自動車盗が、依然とし
間を延長して行います。
て多発しています。我が家や自動車
年金、保険、税金、登記、環境衛
の防犯対策を強化しましょう。
生、消費者保護、交通安全、道路、
振り込め詐欺を始めとする特殊詐
窓口サービスなどについて、苦情や
欺、特に還付金等詐欺が急増してい
意見・要望がありましたら、お気軽
ます。犯人は電話で市役所、税務署
にご利用ください。相談は無料で、 などをかたり、保険料や医療費など
秘密は守られます。
の還付手続きと称して、現金を振り
●とき 10月21日㈮午前10時～午
込ませようとします。固定電話は在
後３時
宅時でも留守番電話に設定するな
●ところ 市役所１階市民相談室
ど、被害防止対策を取りましょう。
●行政相談委員 総務大臣から委嘱
秋になると日没時刻が早くなりま
されている民間のボランティアで、 す。子どもや女性が犯罪被害に遭わ
皆さんの身近な相談相手です。
ないように、地域ぐるみで見守って
岩倉市の相談委員は、
次の人です。 いきましょう。
しお たに みつ よ
に わ き よ ゆき
★塩谷光代さん、丹羽喜代之さん
安全で平穏な生活を脅かす暴力団
一日合同行政相談所
は、あらゆる機会を利用して経済取
総務省中部管区行政評価局は、
「一
引に介入してきます。「社会の敵」
日合同行政相談所」を開設し、年金、 をなくすため、暴力追放気運を盛り
登記等の行政相談をはじめ、税金に
上げていきましょう。
関する相談、相続・離婚などの法律
一人一人が防犯意識を高め、声を
相談も受け付けます。
掛け合ってまちを見守り、犯罪のな
●とき 10月21日㈮午前10時～午
い安全で安心して暮らせるまちを目
後３時
指しましょう。
●ところ ナディアパーク３階デザ
●運動の重点
インホール（地下鉄矢場町駅５・６
★住宅を対象とした侵入盗の防止
番出口から徒歩５分）
〈年間取組事項〉
●問合先 総務省中部管区行政評価
★特殊詐欺の被害防止
局（名古屋市中区三の丸２-５-１名
★自動車盗の防止
古 屋 合 同 庁 舎 第 ２ 号 館 ☎052★子どもと女性の犯罪被害防止
972-7415）
★暴力追放運動の推進

第55回青少年によい本をすすめる県民運動
愛知県社会活動推進課青少年グループ（☎052‐954‐6175）
読書を通じて豊かな心を育み、青少年の健全育成を進めます。
●強調期間 10月１日㈯～31日㈪
●スローガン 「育てよう 豊かな心 読書から」
●推薦図書 「愛知県青少年育成県民会議ホームページ」http://www.pref.
aichi.jp/syakaikatsudo/kenminkaigi/index.htmlをご覧ください。
●主催 愛知県、愛知県青少年育成県民会議
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10月１日～7日は「公証週間」
です
一宮公証役場
（☎0586‐72‐4925）
財産の相続について不安を抱かえ
ていませんか。
法律の専門家で公務員の公証人
は、遺言の内容を慎重に検討して書
面にします。その原本は、公証役場
で長く保管されますので、紛失・破
棄の心配もありません。また、相続
開始後は、すぐに遺言に基づく手続
きを進めることができます。
遺言のほか、高齢者の任意後見、
離婚に関する取り決めなどの相談を
お受けしています。相談はいつでも
無料です。
公証週間中は特に態勢を強化して
相談会を開催しますので、ぜひお気
軽にお出かけください。電話での相
談にも応じます。
●とき 10月１日㈯～７日㈮（平
日）午前９時～午後５時、（土・日
曜日）午前10時～午後４時
●ところ 朝日生命一宮ビル５階
一宮公証役場（一宮市栄１-９-20）

不用品データバンク
商工農政課商工観光グループ
（☎38‐5812）
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（８月23日現在）
●譲ります（有償） ベビー用布団
一式、自転車用子ども乗せ荷台（後
ろ）
●あげます（無償） マキタ７点大
工セット
●求めます ポータブルCDプレイ
ヤー、モノクロプリンタ、岩倉幼稚
園用品（園服、リュック、手提げ、
帽子、体操服等※姉妹園のものも
可）、扇風機
※掲載中のものでも、交渉中や交渉
が成立している場合があります。
市ホームページ（アドレス裏表紙
参照）でも確認できます。

お知らせ
私立高等学校等の
授業料の一部を補助します

学校教育課学校教育グループ
（☎38‐5818）

学校教育課学校教育グループ
（☎38‐5818）

平成29年度・30年度岩倉市
社会教育関係団体の
登録申請を受け付けます
生涯学習課生涯学習グループ
（☎38‐5819）

交通事故でけがや死亡された場合
に、事故の程度に応じて見舞金をお
支払いする制度です。
●会 費 １ 人500円。 ※ ９ 月30日
以降に加入の場合は、１人300円。
●加入資格 岩倉市に住所のある人

広報いわくら 平成28年10月号
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お知らせ

市民窓口課窓口グループ
（☎38‐5807）

｢国の教育ローン」は、高校、短大、大学、専修学校、各種学校や外国の
高校、大学などに入学・在学するお子さんをお持ちのご家庭を対象とした公
的な融資制度です。
●融資額 お子さん一人につき350万円以内
●金利 年1.9％（固定金利） ※母子家庭の人などは年1.5％（平成28年５
月10日現在）
●返済期間 15年以内 ※母子家庭の人などは18年以内
●保証 公益財団法人教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能）
詳しくは「国の教育ローン」のホームページ
（https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kyouiku_loan.html）
をご覧
ください。

康

交通災害共済制度

健

教育ローンコールセンター（☎0570‐008656（ナビダイヤル）
または☎03‐5321‐8656）

集

｢国の教育ローン」のご案内

募

社会教育活動を積極的に推進する
ために受け付けます。
登録要件
⑴社会教育事業を計画的かつ、継続
的に実施すること。
⑵規約を有し、役員についての規定
があること。
「こども110番の家」とは、「こど
⑶自己財源を有し、かつ経理が明確
も110番の家」と記載されたプレー
になっていること。
トを玄関や店先など見やすい場所に
⑷市内に事務所を有し、かつ主たる
設置し、子どもたちが、何かのトラ
活動の場所が市内にあること。
ブルに巻き込まれそうになったと
⑸構成員が１０人以上で、その構成
き、その子どもを保護するとともに、 員が市内在住在勤者であること。
警察、学校、家庭などへ連絡するな
⑹特定の政党、宗教に関与しない団
どして地域ぐるみで子どもの安全を
体および営利を目的としない団体で
守っていくボランティア活動です。
あること。
「こども110番の家」と記載され
●申請期間 11月１日㈫～25日㈮
たプレートは、犯罪や被害への大き
午前８時30分～午後５時
な抑止効果にもつながります。
●申請場所 市役所６階生涯学習課
●申込方法 市役所６階学校教育課 （土・日曜日、祝日は除く）
に備えてある所定の申出書に記入の
※申請書類は、生涯学習課で用意し
うえ、提出してください。岩倉市ホ
ています。
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。
※現在ご協力いただいているプレー
トが古くなった場合などは交換しま
すので、お申し出ください。

イベント

●対象 10月１日（基準日）現在、
私立高等学校および専修学校の高等
課程に在籍する生徒の保護者で、基
準日において市内に住所がある人。
ただし、次のいずれかに該当する
人は対象になりません。
①基準日において、特待生などで授
業料の納付を全額免除されている生
徒の保護者
②通信制の課程、専攻科または別科
に在籍している生徒の保護者
●補助区分 愛知県私立学校授業料
軽減補助金交付要綱に準じて所得区
分を設けています。なお、父および
母ともに所得がある場合は、２人分
の合計金額になります。
●申請方法 所定の申請書に在籍校
の証明を受けたものを提出してくだ
さい。申請書は岩倉市ホームページ
（アドレス裏表紙参照）からダウン
ロードするか、学校教育課でお渡し
します。
●申請期間 10月３日㈪～31日㈪
（土・日曜日、祝日を除く）

「こども110番の家」
協力のお願い

お知らせ
「クリーン排水推進月間」
および「浄化槽強調月間」
環境保全課環境グループ
（☎38‐5808）

イベント
募
集

愛知県では、毎年10月を「クリ
ーン排水推進月間」および「浄化槽
強調月間」と定め、家庭での生活排
水対策や浄化槽の適正管理などを呼
びかけています。
生活排水対策は、一人ひとりの取
組が鍵となります。水環境に優しい
取組を続けていきましょう。
●身近な生活排水対策
・食べ残し、飲み残しを減らす
・三角コーナーや水切りネットで汚
れを取り除く
・使用済み油は新聞紙などに吸わせ
て燃やすごみとして捨てる（植物性
の廃食用油はｅ－ライフプラザで回
収しています。
）
・食器や鍋の目立つ汚れは新聞紙な
どで拭き取る
・洗剤は適量を使う

浄化槽を正しく維持管理しましょう
環境保全課環境グループ（☎38‐5808）

健
康
お知らせ

家庭の浄化槽は適正に維持管理（保守点検、清掃、法定検査）が行われな
いと水質汚濁の原因となり、また隣近所に迷惑をかけることになります。
浄化槽は、法律により保守点検、清掃、法定検査をすることが定められて
います。浄化槽の保守点検は、浄化槽が正常に働いているかを定期的に点検
するものです。保守点検については、愛知県登録の浄化槽保守点検業者に依
頼してください。登録業者は愛知県環境部のホームページ（http://www.
pref.aichi.jp/Mizu/Jyoukasou/JyoukasouInput.aspx） で 検 索 す る か、
愛知県尾張県民事務所環境保全課へお問い合わせください。
浄化槽の清掃については年１回以上（全ばっ気方式の浄化槽は６カ月に１
回以上）の清掃を必ず行いましょう。清掃は、岩倉市の許可業者の㈱アイホ
クが行っています。
法定検査については、愛知県の指定検査機関である（一社）愛知県浄化槽
協会に依頼してください。また、新設した浄化槽については、浄化槽法に基
づき、設置後に検査（法定検査）を受けなければなりません。愛知県では、
建築確認の完了検査または浄化槽設置届出の時にあわせて検査手数料の領収
書のコピーを提出していただくことになっています。水環境を守るために、
皆さんのご理解とご協力をお願いします。
し尿や浄化槽汚泥の中に異物などが混入していますと、し尿処理施設の処
理能力が著しく低下してしまいます。異物などをトイレに流すことのないよ
う、また、浄化槽が正常な状態であるように維持管理に努めてください。
便槽の管理にご注意を
集中豪雨等による便槽への水入りにご注意ください。便槽に雨水が入り、
あふれるとし尿が路上等に出て不衛生です。便槽がいっぱいになる前に、早
めにくみ取るか、くみ取り口をかさあげするなど雨水が入るのを防いでくだ
さい。くみ取りは岩倉市の許可業者である㈱アイホクに依頼してください。
●問合先 浄化槽の保守点検業者については愛知県尾張県民事務所環境保全
課（☎052 ‐ 961 ‐ 7211）、浄化槽の法定検査については（一社）愛知県
浄化槽協会（☎052 ‐ 481 ‐ 7160）、浄化槽の清掃・くみ取りについては
㈱アイホク（☎66‐2112）

寄付をいただきました
８月30日㈫、愛知県理容生活衛
生同業組合江南支部岩倉地区からタ
オルが寄贈されました。
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少年消防クラブ

愛知県消防学校一日体験入校

消防本部総務課総務グループ（☎37‐5333

内線222）

市内各小学校の６年生を対象とする少年消防クラブが事業の一環として、
８月３日㈬に、愛知県消防学校一日体
験入校を行いました。
消防学校に在校中の初任科生が企画
した放水体験、規律訓練、ＡＥＤ体験、
地震体験、煙道体験などさまざまな体
験訓練を通して消防への興味・関心を
深めることができました。

お知らせ
「ｉ広報紙」が「マチイロ」
としてリニューアル！
協働推進課広報情報グループ
（☎38‐5802）

17
24
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お知らせ

潤 著）

２位 希望荘
みや べ
 （宮部 みゆき 著）
３位 コンビニ人間
むら た
さ や か
 （村田 沙耶香 著）

康

じゅん

図書館ニュース

１位 陸王
いけ い ど

（池井戸

31

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。
講座メニューの詳細は、岩倉市ホ
ームページをご覧ください。

（☎３７‐６８０４）

（７月～８月）

10

協働推進課広報情報グループ
（☎38‐5802）

新着図書のご案内
一般新着図書
★柳屋商店開店中
やなぎ
こう じ
柳 広司 著

★これ一冊で安心相続の諸手
続き・届出・税金のすべて
はら き
のり え
原木 規江 監修

児童新着図書
★世界初の宇宙ヨット「イカ
やま した
み き
ロス」 
山下 美紀 文
もり
おさむ
森 治 監修

★スタジオジブリの生き物が
いっぱい
スタジオジブリ 監修

※その他の新着図書について
は、図書館ホームページ

予約の多かった本

●とき 12月３日㈯午前９時30分
～正午
●ところ 全労済一宮会館４階大ホ
ール（一宮市猿海道一丁目１番14
号）
●内容 定年退職後の生活設計につ
いて年金の受給や税金などの基礎講
座を中心に事前学習を行います。
たか ぎ たか し
●講師 社会保険労務士 高木隆司
●対象 50歳～60歳で、原則とし
てご夫婦で参加できる人
●費用 無料
●定員 30組、60人 ※先着順
●申込方法 電話でお申し込みくだ
さい。
●締切 11月４日㈮
●その他 受付後、
会場案内を郵送しま
す。

（ 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）。
月は３日㈪、 日㈪、 日
㈪、 日㈪が休館日です。

図書館は、特別整理期間（蔵書点
検等）のため休館します。大変ご迷
惑をおかけしますが、ご理解とご協
力をお願いします。
●休館日 11月８日㈫～17日㈭
※休館に伴い10月25日㈫から11月
７日㈪までの間、貸出期間を25日
間以内に変更します。

愛知県労働者福祉協議会尾張西
支部（☎0586‐26‐1261）
※平日午前９時～午後５時

岩倉まちづくり出前講座を
受け付けています

健

生涯学習課図書館グループ
（☎37‐6804）

退職準備セミナー

集

図書館休館のお知らせ

市税滞納者の差し押さえ財産を、
ヤフー株式会社が提供するインタ
ーネットオークションを利用して
公売します。
●公売財産 軽自動車、三輪バイク
●参加申込期間 10月14日㈮午後11時までに事前申し込み
●入札期間 10月21日㈮午後１時～23日㈰午後11時
●注意事項 滞納市税が完納した場合など公売は中止になることがありま
す。
詳しくは市ホームページ（アドレス裏表紙参照）をご覧ください。

募

※すでに「ｉ広報紙」をご利用中の
場合、アップデートによって新アプ
リに切り替わりますので、新たにダ
ウンロードする必要はありません。
※アプリの使用は無料ですが、通信
費がかかります。
※広告が表示されますが、岩倉市と
は一切関係ありません。

税務課収納グループ（☎38‐5806）

イベント

現在、広報いわくらをスマートフ
ォンで読むことができるアプリ「ｉ
広報紙」が、
9月中旬より「マチイロ」
にサービス名を変更し、これに併せ
てアプリも大幅にリニューアルしま
した。
ダウンロードは下記ＱＲコードを
読 み 取 る か、AppStore（iOS版 ）
ま た はGoogle play
（Android版 ） で「 マ
チイロ」と検索し、ダ
ウンロードしてくださ
い。

差し押さえた財産をインターネットで公売します

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

10月６日㈭

法律相談（予約制）
（各回定員６人）

10月11日㈫・26日㈬ 午後１時～４時
※10月３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

10月12日㈬

午後１時～４時

不動産相談

10月13日㈭

午後１時～４時

人権相談

10月14日㈮

午後１時～４時

行政相談

10月21日㈮

午前10時～午後３時

戦没者遺族相談

10月21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）

午後１時～４時

その他の相談
相

談

司法書士による
登記等法律相談
（無料）

多重債務者相談
（無料）

行政書士
無料相談会
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と

き

10月12日㈬
午後１時～４時

10月20日㈭
午後１時～４時
※予約優先
（毎月第３木曜日
同時間開設）

10月27日㈭
午後1時30分～3時30分

広報いわくら 平成28年10月号

ところ

問合先/備考

市役所１階
市民相談室

問合先：愛知県司法書士会一宮支部
（☎0586-25-4169）
相談内容：①土地や建物の相続、遺言、売買、贈
与などに関すること②株式会社設立や増資などの
会社や法人に関すること③供託手続き、訴訟書類
の作成に関すること

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。

市役所１階
市民相談室

問合先：愛知県行政書士会尾北支部事務局
（☎52‐2883）
相談内容：農地法・建築許可・建設業許可等に関
する相談、遺産分割協議書・契約書等の作成に関
する相談
※相談は無料で秘密は守られます。

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
健康チェックの日
臨床心理士による
こころの健康相談

日

と

き

時

毎月第１・３水曜日
（祝日除く）

9：00
～11：00

10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 9：00
（祝日除く、雨天中止） ～10：00
毎月第２・４水曜日 （集合時間
（祝日除く、雨天中止） 9：00）

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
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。

保健センター

お祭り広場
（下本町）

備

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）。
一般
成人

お祭り広場
（下本町）

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。

※ポールウォーキングは推進隊の自主活動で、専門の講師はおりませんので、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

■こどもの予防接種について
「予防接種予診票綴り」と「予防接種とこどもの健康」（冊子）をよく読んでから、予防接種を受けましょう。
◎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」と「予防接種とこどもの健康」
（冊子）を郵送しています。転入した人や予診票がない人は、
母子健康手帳を持って、保健センターにお越しください。
◎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

対象者

５か月～８か月児
（１歳までに接種）

実施日

11月15日㈫
11月24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。

◎個別予防接種 予
 防接種予診票綴りに記載されている個別予防接種（BCG以外）は、委託医療機関（綴りに同封されている医療機
関一覧表参照）に予約してください。
持ち物：母子健康手帳、予診票、健康保険証等
※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は、お子さんの健康状態のわかる親族等の同伴で接種すること
ができます。その場合は、保護者の委任状が必要です［委任状は岩倉市ホームページ（アドレス裏表紙参照）からダウンロードできま
す］
。
◎Ｂ型肝炎予防接種について
平成28年10月１日に定期接種に追加されました。平成28年４月生まれ以降で１歳に至るまでのお子さんが対象です。ただし、母子
感染予防でＢ型肝炎ワクチンを接種したお子さんは対象外となります。対象者には個別通知をします。
■児童・生徒の予防接種について
◎日本脳炎予防接種について
積極的勧奨の差し控えにより、平成８年４月２日～平成19年４月１日生まれのお子さんは、20歳未満までの間に４回の不足分が接
種できます。また、平成19年４月２日～平成21年10月１日生まれのお子さんは、９歳から13歳未満の間に、１期の未接種分を接種
することができますので、保健センターにお問い合わせください。
特例対象者にあたるお子さんで、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お子さんには、４月末に個別通知をしています。また、平成28年度中に９歳になるお子さんには、順次個別
通知（２期）をしています。
◎二種混合予防接種について
小学６年生のお子さんが対象です。対象者には、４月に個別通知をしています。
◎子宮頸がんワクチン予防接種について
中学１年生～高校１年生に相当する女子が対象です。平成28年８月末現在、積極的にはお勧めしていません。
■高齢者肺炎球菌予防接種について
定期接種対象者には、４月末に個別通知をしています。
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は、任意予防接種として接種費用の一部を助成します。詳
しくは、保健センターにお問い合わせください。
■高齢者インフルエンザ予防接種について
接種時に65歳以上で、接種を希望する人が対象です。詳しくは今月の広報の24ページをご覧ください。
■市内委託医療機関以外での接種について
かかりつけ医が市外の医療機関にある等の理由で、市外で接種を希望する場合は、接種する前に申請が必要となります。接種日の２
週間前までに、こどもの予防接種に関しては母子健康手帳を、高齢者の予防接種に関しては本人確認ができるもの（免許証等）をもっ
て、保健センターにお越しください。
■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に接種費用の一部を助成します（平成29年３月末までに接種）
。
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女性
■市民税非課税世帯（生活保護受給世帯含む）の予防接種費用の助成について
上記の高齢者肺炎球菌、高齢者インフルエンザ、風しんワクチンの接種については、接種費用の自己負担分を全額助成します。該当
する人は、接種する前に、印かん、個人番号カード［通知カードの場合は、本人確認ができる書類（運転免許証、保険証）
］を持って、
保健センターにお越しください。
広報いわくら 平成28年10月号

32

11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

妊婦

問合先

☎３７－３５１１

備考・持ち物（母子健康手帳）
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。

妊娠６か月以降の
申込…10月３日㈪～11月18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）

★パパママ
セミナー

27日㈰

10：00
～11：30

9：45
～9：55

乳幼児
健康相談

21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

18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

８日㈫

10：00
～11：15

9：45
～10：00

４～６か月児
（定員20組）

申込…10月３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

22日㈫

10：00
～11：00

9：45
～10：00

9～11か月児
（定員20組）

申込…10月３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

１歳６か月児
健康診査
（個別通知）

１日㈫

12：45～

12：45
～13：30

平成27年
４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

７日㈪

12：45～

12：45
～13：30

平成26年
11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）。

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

２歳６か月児
親子歯科
健康診査

３歳児
健康診査
（個別通知）
ツインズ
交流会

16日㈬
22日㈫

平成28年７月
１～15日生まれ
平成28年７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）

４日㈮

12：45～

12：45
～13：30

平成26年４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）。
※対象者が多いため、次回12月９日㈮の２歳６か月児親子歯科健
康診査や11月13日㈰９：30～11：30のフッ化物塗布・歯科健診
（総合体育文化センター柔剣道場）もご利用ください。

８日㈫

12：45～

12：45
～13：30

平成25年
11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）。

15日㈫

10：00
～11：00

―

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。
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「カナダ人のアイデンティティ」

その子どもは日本人になるという風に

思われますか？ カナダ人の立場から

見 る と、 そ の 子 ど も は カ ナ ダ 人 で す。

ほとんどの人は、
カナダで生まれたら、

法律によってカナダの国民になりま

カナダの社会では国民全員の平等が

す。その日本人夫婦がカナダ国籍の申

非常に大切にされています。国民の人

請をしたら、彼らもカナダの国民にな

うに、多くのカナダ人にとって複雑で

種や肌の色、または性別や年齢、障害

岩倉市国際交流員
Dustin Gauci
ダスティン・ガウチ
れます。カナダ人によると、その家族

す。実は、私の父親はハーフです。そ

に対する差別をする事は、法律で禁じ

ア イ デ ン テ ィ テ ィ（ 帰 属 意 識 ） は、 は「日本人」ではなく「日本系カナダ

れは、私のマルタ出身の祖父がカナダ

られています。例えば、皆さんがカナ

人」と言います。

に移住し、カナダの女性と出会い結婚

日本に今在住しているハーフと同じよ

した後に、私の父親が生まれたからで

った時でも、彼らは流暢なカナダ英語

りゅうちょう

かフランス語で声をかけ、カナダの社

ダに行かれて、カナダ人と初めて出会

で、私はカナダとマルタのクォーター

会・文化を紹介するでしょう。

す。そして、私の母親がカナダ人なの

と言う事になります。また、現在カナ

現代は、それぞれの顔・肌の色、見

ダでは、日本で言われるハーフやクォ

ーターのような言い方はあまりしませ

た目だけで国籍を判断するのは難しく

なっています。文明の発展により世界

中の皆が近くなっているということと

思 い ま す。 ど こ の 国 の 人 で あ っ て も、

ん。私は「マルタ系のカナダ人」にな

ります。

しかし、私のアイデンティティは更

に複雑です。マルタ出身以外の先祖は

素晴らしい出会いと、お互いを認め合

イギリスやフランス、スコットランド、 少し見た目が違っていても、人と人の

い、共存して、楽しい社会になればと

あるいは他のヨーロッパの国からカナ

ダに来ました。そのため私は正しくは

私 た ち は、 人 類 の メ ン バ ー と し て、

繫がっているのですから…

願っています。

ットランド系カナダ人」ですが、それ

は長くなるので、あまり言いません。

もし日本人の夫婦がカナダで出産し

皆 さ ん は、

たら、その子どものアイデンティティ

は ど う な る で し ょ う か？

「 マ ル タ・ イ ギ リ ス・ フ ラ ン ス・ ス コ

Hello Dustin

★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 – 17/10(seg)
【nascidos em 1 à 15/6/2016】e 28/10(sex)【nascidos em 16
à 30/6/2016】recepção 12:45~13:30
◎Exame de saúde para bebês de 1 ano e 6 meses – 18/10(ter)
recepção 12:45~13:30
◎Exame de saúde dental para criança de 2 anos – 24/10(seg)
recepção 12:45~13:30
◎Exame de saúde dental para pais e f ilhos de 2 anos e 6
meses−20/10(qui) recepção 12:45~13:30
◎Exame de saúde para crianças de 3 anos – 25/10(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
14/10(sex) e 26/10(qua) – comparecer no horário de recepção
das 13:00 as 14:00.

Dia da coleta do lixo reciclável

4/10(ter)・Yatsurugi Cho・Inoue Cho・Kamino Cho・
Ishibotoke Cho
7/10(sex)・Sono Cho・Inari Cho・Taisanji Cho・Taisanjimoto
Machi・Taisanjihon Machi・Gojo Cho・Daiichiba Cho
11/10(ter)・Daichi Cho・Daichishin Machi・Chuo Cho・
Minamishin Machi・Kawai Cho・Kitajima Cho・Noyori Cho
14/10(sex)・Higashishin Machi(Iwakuradanchi)
18/10(ter)・Nakahon Machi・Higashi Machi・Nakano
Cho・Suzui Cho
21/10(sex)・Shimohon Machi・Showa Cho・Asahi Machi・
Sakae Machi2chome・Shinyanagi Cho・Shinyanagi Cho
1-ku
25/10(ter)・Izumi Cho・Saichi Cho・Hon Machi・Miyamae
Cho・Sakae Machi1chome

Dia da coleta de papel velho e roupa usada

4/10(ter)・Nakahon Machi・Suzui Cho
7/10(sex)・Shimohon Machi・Showa Cho・Asahi Machi・
Sakae Machi2chome・Shinyanagi Cho・Shinyanagi Cho 1-ku
11/10(ter)・Saichi Cho・Hon Machi・Miyamae Cho・Sakae
Machi1chome
15/10(sub)・Higashishin Machi(Iwakuradanchi)
18/10(ter)・Yatsurugi Cho・Kamino Cho・Ishibotoke Cho
21/10(sex)・Gojo Cho・Daiichiba Cho
25/10(ter)・Chuo Cho・Kawai Cho

広報いわくら 平成28年10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（秋の野菜編）
健康課健康支援グループ（保健センター内☎37‐3511）

里いものから揚げ

作り方

①里いもは皮をむいて一口大の乱切りにし、薄口しょうゆ、
塩、コショウを加えてよく混ぜます。
②①を15分ぐらいおき、里いもによく味がしみ込んだら小
麦粉をまぶして170℃ぐらいの油で７～８分揚げます。

＜材

料＞

２人分

里いも
（中3個）

160ｇ

小麦粉

大さじ２

薄口しょうゆ

小さじ２

塩

少々

コショウ

少々

揚げ油

適量

…メモ…

・煮物のイメージが強い里いもが、おやつに変身！
・里いもは、低温に弱いので冷蔵庫は避けましょう。
湿らせた新聞紙で包んでおくと常温でも長持ちします。

※１人分の野菜分量（80g）

頭

クロスワードパズル

の 体 操

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：体育祭などで
行われる競技）ができます。正解者の中から抽選で３人に、
い～わくんピンバッチをプレゼント!!

タテのキーワード

ヨコのキーワード

1.生産の反対語。
2.分割できる物質の最小単位。
3.碁 盤上に碁石を5個早く並べた
方を勝ちとする遊び。
6.無線で操縦すること。ラジオコン
トロールの略語。
7.非常に不思議なこと。○○不思
議。
10.英語で
「シールド」
。日本語では。
12.燃料にする木。

1.月と太陽が同じ方向にあり、見
えなくなる月のこと。
4.ピンク色の甘い果物。
5.亀 を助けて竜 宮 城にいったの
は、○○○○太郎。
8.英 語 で
「 エ ル ボ ー」
。日 本 語 で
は。
9.侍が使用していた片刃の刃物。
11.回 転させて遊ぶ日本の伝統的
なおもちゃ。
13.1,000ギガバイト＝１○○バイト
14.ミカン、
レモン、グレープフルー
ツなど。○○○○類。

応募方法

1

2

3
4

5

6

7
9

8
11

12

10
13

14

先月の答えは「タイフウ（台風）
」でした。

●あて先 〒482-8686 岩倉市協働推進課
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。 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
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。
りがな）3.郵便番号・住所 4.電話番号 5.今
また、下記フォームからも応募を受け付けています。
月号の感想（任意）
http://www.shinsei.e-aichi.jp/city-iwakura-aichi-u/
●応募期限 10月14日㈮まで（当日消印有効）
offer/offerList_detail.action?tempSeq=6815
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市制45周年いわくら夏まつり市民盆おどり

の恒例行事

８月19日㈮・20日㈯の２日間にかけ、総合体育文
化センター駐車場で市制45周年いわくら夏まつり市
民盆おどりが開催されました。初日は突然の大雨によ
り途中で中止になってしまいましたが、それでも２日
間で約11,000人もの人が訪れ、踊りだけでなく、併
せて開催された軽トラ夜市を楽しむなど会場は大いに
賑わいました。

堂

岩倉市ジュニアオーケストラ第16回定期演奏会

々と演奏

９月４日㈰、総合体育文化センターでジュニアオー
ケストラの定期演奏会が行われました。鈴木竜哉さん
の指揮のもと、団員たちはオッフェンバックの喜歌劇
「天国と地獄」序曲やシベリウスの交響詩「フィンラ
ンディア」などの曲目を堂々と演奏し、観客256人に
日ごろの練習の成果を存分に披露しました。

広報に掲載した写真をさしあげます。

●申込先

優

ふれあい交流会

雅なひととき

８月22日㈪、地域交流センターみどりの家でふれ
あい交流会が行われ、参加者はフラダンスの体験をし
ました。夏休み中ということもあり、小さい子どもか
ら幅広い年齢層の人が参加しました。最初は硬かった
参加者の表情も自然と柔らかな表情になり、フラダン
ス独特のゆっくりとした音楽に合わせて踊ることで、
楽しく優雅なひとときを過ごしました。

大

岩倉市防災訓練

災害に備えて

８月28日㈰、岩倉北小学校で岩倉市防災訓練が行
われました。訓練は、南海トラフ地震により岩倉市で
震度６強を観測し、家屋の倒壊・火災が発生するとと
もに電気・ガス・水道を始めとする各施設に大きな被
害が発生したという想定で実施されました。参加され
た皆さんは、応急救護や初期消火等それぞれ真剣に取
り組んでいました。
写真は広報モニター山田幸哉さん提供。
協働推進課広報情報グループ（☎３８ ‐ ５８０２）
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10月のカレンダー
1㈯
2㈰
3㈪
4㈫
5㈬
6㈭
7㈮
8㈯
9㈰
10㈪
11㈫
12㈬

17㈪

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道
休日急病診療
（高田幹彦 岩倉病院）
日曜資源回収
（e-ライフプラザ
（清掃事務所）9：00～
12：00）
日曜市役所
（証明発行業務）
開設
（8：30～12：00）

18㈫
19㈬
20㈭

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

21㈮

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道

22㈯

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

23㈰

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道

25㈫

24㈪

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。
体育の日
休日急病診療
（丹羽克司 丹羽外科内科）
市役所市民スペースはお休みです。
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㈬

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

27㈭
28㈮
29㈯
30㈰
31㈪

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道

13㈭
14㈮

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
休日急病診療
（柵木隆志 ませきクリニック）
日曜市役所
（証明発行業務）
開設
（8：30～12：00）

税・保険料等納期限

分別収集/東新町
（岩倉団地）

市県民税第３期

古紙と古着の日/東新町
（岩倉団地）
野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道
休日急病診療
（渡部照和 渡部耳鼻咽喉科）
日曜資源回収
（e-ライフプラザ
（清掃事務所）9：00～
12：00）
16㈰ 日曜市役所
（証明発行業務）
開設
（8：30～12：00）
休日納付窓口開設
（8:30～12:00）／市役所2階税
務課
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。

15㈯

国民健康保険税第７期
後期高齢者医療保険料第７期
介護保険料第７期

10月31日㈪
（口座振替を利用して
いる人は、預金残高を
10月28日 ㈮ ま で に ご
確認ください）

岩倉市の人口
９月１日現在

前月比

前年比

前月詳細

総人口

47,964人

57人

258人

出生

53人

男

23,980人

32人

136人

死亡

43人

女

23,984人

25人

122人

転入等

267人

21,088世帯

21世帯

265世帯

転出等

220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）

37

広報いわくら 平成28年10月号

●休日急病診療所（日曜日・祝日）
（☎０５８７‐６６‐４７０８）
受付 ９：００～１１：３０、１３：００～１６：３０
●小児救急外来 江南厚生病院内（こども救急診察室）
（☎０５８７‐５１‐３３３３）
○日曜日・祝日・第２・４・５土曜日
受付 ８：３０～１６：３０
○第１・３土曜日 受付 １２：２０～１６：３０
●愛知県小児救急電話相談
（☎♯８０００ ☎０５２‐９６２‐９９００）
○毎日 受付 １９：００～翌朝８：００
●休日納付窓口（毎月第3日曜日 8：30～12：00）
（☎38‐5806）

今月は第10回小説宝石新人賞を受賞した
い の う え きゅう
を紹介するイワ♪
小説家
「井上宮さん」

短編ホラー「ぞぞのむこ」で第
回小説宝石新人賞を受賞した井上宮
年。「 ず っ と 見 守 っ て

さん。主婦業のかたわら、小説を書
き続けて約

くれた家族や友人に恩返しができま
した。
」と語ります。
井上さんは、小学生の頃から物語
を書くのが好きで、大学生の頃には
少女漫画も描いており、当時からホ
ラーやファンタジー要素を盛り込ん
以上の作品を書いてお

だ物語が多かったそうです。
現在まで

り、一番多いジャンルはやはりホラ
ー。そんな井上さんにホラー小説の
魅 力 を 伺 う と、
「普段の生活で絶対
に体験できないことが小説を通して
疑似体験できるところです。けれど、

えば、怖い場所に入る時に、入らな
ければならない状況をしっかり書か
ないと、読者に『そんな怖い場所に
入 ら な け れ ば い い の に 』 と 思 わ れ、
興味を持たれなくなってしまうんで
す。」 と 執 筆 の 苦 労 に つ い て も 答 え
ていただきました。
すでに小説宝石８月号で２作目を
掲 載 し た 井 上 さ ん の 今 後 の 目 標 は、
短編ホラーをさらに書いて、単行本
を出すことです。
井上さんの今後の活躍にますます
期待が高まります。

穴をあける際に
ご活用ください。

広報モニター

さんの
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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。

山内 優里奈ちゃん
（１歳）

８月28日㈰、市民プラザで、地元で活動する
いわくらフォークジャンボリーの「サマーコンサ
ート2016」が行われました。
歌詞が大きくスクリーンに映し出され、ギター
やキーボードの伴奏に合わせて懐かしいフォーク
ソングを一緒に歌い、大いに盛り上がりました。

●お父さん・お母さんの一言
元気いっぱいなゆりなち
ゃん。
今年の夏はすいかにとう
もろこし、花火と大好きな
ものがたくさん増えたね。
これからも大好きな物がた
くさんできるといいね。
パパもママもゆりなが大
好きです。

まちかどスナップ

ファミリー

▲井上 宮さん
（市内在住）

10

ホラーはつじつま合わせが大変。例

●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）

▲受賞作「ぞぞのむこ」は原稿用紙91枚、執筆期間
は２カ月半かかったそうです。

30
30

じまんッ!

い～わくんの

