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今、地震が襲ったらあなたはどうしますか

年間のうちに

㌫の確率で起こるとされています。

この地方は、南海トラフ地震の発生が危惧されています。マグニチュード

地震は時間を選びません。今起こっても不思議ではありません。

！

９の大地震が、

₇0

①落 ち着いて身の安全を

倒れやすい家

大切なものは、あなたとあなた

④狭 い路地、塀ぎわ、
川べりに近寄らない

屋外に出たら、瓦の落下、ガラ

スの飛散、ブロック塀などの倒壊

の家族の命です！

具などから離れ、丈夫な机やテー

によるケガに気をつけ、危険な場

所に近づかないようにしましょ

ブルの下に隠れ、揺れがおさまる
まで様子を見ましょう。

う。
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〜９月１日は防災の日〜

グラッ

グラッときたら、７つのしなければいけない行動を覚えておいてください。

₃0

災 害への心構え

ょう。

処する心構えを確認しまし

して認識を深め、災害に対

市民一人ひとりが災害に対

ー ズ ン を 迎 え る こ と か ら、

これから本格的な台風シ

災週間」とされています。

災の日」
を含む１週間は
「防

とされています。また、「防

が発生した日で
「防災の日」

９月１日は、関東大震災

特集
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災害への備えは万全ですか

被災地に水や食料などの救援物資が届くのは一般的に３日後とされています。市で備蓄している食料は全ての市
民に配布できる十分な量ではありません。皆さんのご家庭でも備蓄をお願いします。

手軽な備蓄「日常備蓄」
食料の備蓄というと、皆さんは大変だ、面倒くさいと思っていないです
か？

備蓄のイメージは「３年、５年という長期保存ができる缶詰などを

大量に買い込む」ではないでしょうか。
そんな人にオススメなのが「日常備蓄」です。これは、比較的消費期限
の長いカップラーメン、レトルト食品などを、少し多めに買っておきます。
それを日常的に消費していただき、消費したらまた買い足すということを
繰り返します。これにより常に備蓄がある状態を保てます。一度試してみ
てはどうでしょうか。

！
CK！

E
CH

□懐中電灯

非常用持ち出し袋は準備していますか？

ジオ

避難した際に、当面必要となる最小限の物を非常用持ち出し袋に納めて
おきましょう。中身は、家庭により必要な物を考えて準備してください。
右のリストはほんの一例です。なお、荷物の量は男性15kg、女性10kgが
目安です。
地震が発生すると停電や建物が倒壊することがあります。貴重品を除く
非常用持ち出し袋は、持ち出しやすい玄関近くなどに置いておきましょう。

□携帯ラ

□ヘルメット、防災頭巾

□軍手

□電池

□ろうそく

□ライター

□水

□食品

□インスタント食品

□缶切り

□ナイフ

□衣類、タオル

□哺乳瓶

□現金

ト

□預金通帳

□救急セッ
□印かん

避難は徒歩で、自動車の使用は

⑤避 難は徒歩で、
持ち物は最小限に

地震で怖いのは、揺れにより起

消火・救急活動の妨げになる場合

②あ わてずに、火災を
防ぐ

こる火災です。ガスコンロやスト

があります。持ち物は最小限にし

ましょう。

⑥み んなで協力しあって
応急救護を

大規模な災害だと負傷者も多く

なります。みんなで協力しあって

応急救護をしましょう。

ーブの火を消しましょう。

③窓 や戸を開けて
出口の確保を

揺れが収まったら、いつでも避

難できるように部屋の窓や戸、玄
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関のドアを開けて出口を確保しま

しょう。

⑦正 しい情報を
入手しましょう

ラジオやテレビの正しい情報を

聞き、うわさやデマにまどわされ

ないようにしましょう。
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□毛布

り、岩倉市と、平成
年７月に「災害

時における応急対策業務に関する協

定」を締結し、災害時には道路の補修、

障害物の除去などの業務を行い、市の

協定締結後、幸いにも大きな災害も

応 援 協 定 締結 団 体 の
取 組みを紹介し ま す

岩倉市では、災害発生時にさまざま

なくきましたが、この地方では、南海

災害対応に協力するとしています。

な応急復旧活動を行いますが、その活

トラフ地震の危険性が指摘されている

災害時の情報の伝達は

ことから、円滑に災害時の協力体制が

めていきたいと思っています。

14

？

栗 本 幸 博 会長

でも、地域の状況を把握するように努

動に関する人的・物的支援について民

くり もと ゆき ひろ

間事業者などと協定を締結し、災害に

岩倉市建設協力会

ではないかと思っており、非常時以外

とれるように、市と建設協力会で協議

だけでも、少し安心していただけるの

備えています。

を起こすということを知っていただく

をして、具体的な災害時の行動などを

発災時には、地元業者が自発的に行動

協定締結団体の１つ「岩倉市建設協

さらに、市民の皆様方に対しては、

マニュアル化した「災害発生時におけ

ております。

力会」との取り組みについてご紹介し

む地域を守る意識も強くなったと感じ

る支援活動要項」を作成し、７月１日

員の防災意識もより向上し、家族が住

に市長に手渡されました。

この要項を作成したことにより、会

ます。

岩倉市建設協力会

会長からのコメント

岩倉市建設協力会は岩倉市内で建設

業等を営む企業の有志で構成されてお

▲岩倉市建設協力会が「災害発生時における
支援活動要項」を市長に手渡しました。

同報系防災行政無線

岩倉市ほっと情報メールにご登録ください！

岩倉市では平成26年４月より運用を開始していま

岩倉市ほっと情報メールは携帯電話やパソコンなどのメ

す。市内20カ所に設置したスピーカーより、緊急地

ール機能を利用して市民の皆さんに、市政のさまざまな情

震速報、気象警報、ミサイル発射情報などの対処に

報を配信するサービスです。配信する情報の１つとして「防

時間的余裕のない緊急情報や、災害時の避難勧告、

災」の情報もあり、文字による情報のため、同報系防災行

避難所の開設といった情報を皆さんに一斉に伝える

政無線の音声では伝わらない、聴覚障害をお持ちの人にも、

ため放送します。

災害時の情報を伝達することができます。ぜひ、登録をお
願いします。
★登録方法
①空メールを送信
右記QRコードを読み取るか
t-iwakura@sg-m.jpへメールを送信
②返信メールを受信
「仮登録完了のお知らせ」を受信

QRコード

③メール本文中のURLにアクセス
④登録画面が表示されたら、「利用規約」を確認後、配信
を希望する項目を選択して登録

※表紙の写真は広報モニター福村一夫さん提供

⑤「本登録完了のお知らせ」メールを受信して登録完了
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今月は交通安全子ども自転車愛知県大会で６位
入賞を果たした
「五条川小学校6年生の4人」
を
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防災や防犯、イベントなどさまざまな情報をお届けします。
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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
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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）

選挙の結果をお知らせします
平成28年７月10日執行

第24回参議院議員通常選挙（岩倉市開票区）

岩倉市選挙管理委員会（行政課行政グループ内 ☎38‐5804）
■投票結果（参議院議員通常選挙投票率）
●愛知県選出議員選挙
投票区

区分

北第一 北第二

上

天神

（単位：％）

中第一 中第二

中央

南第一 南第二

西

下

東

合計

男

53.25 53.00 54.19 59.73 57.61 55.87 56.20 52.34 53.88 55.64 49.28 54.79 54.81

女

54.42 51.25 55.10 58.31 56.65 55.47 56.10 51.68 54.78 47.72 49.36 59.63 54.72

計

53.84 52.14 54.65 59.00 57.12 55.67 56.15 52.01 54.33 51.50 49.32 57.21 54.77

●比例代表選出議員選挙
投票区

区分

北第一 北第二

（単位：％）

上

天神

中第一 中第二

中央

南第一 南第二

西

下

東

合計

男

53.25 53.00 54.19 59.73 57.53 55.87 56.20 52.34 53.88 55.64 49.28 54.79 54.81

女

54.42 51.25 55.10 58.31 56.65 55.43 56.10 51.68 54.78 47.72 49.36 59.63 54.72

計

53.84 52.14 54.65 59.00 57.08 55.65 56.15 52.01 54.33 51.50 49.32 57.21 54.77

※各選挙とも合計は、在外選挙人を含んだ数値です。

■開票結果

●愛知県選出議員選挙
候補者

中根

ひろみ

得票数
候補者

井桁

229
平山

得票数

良平
531

まこと 里見

伊藤

たかえ
3,024

有 効 投 票 数

20,535

無 効 投 票 数

534

投

票

総

りゅうじ

370

数

21,069

持ち帰り・その他

1

奥田

3,454
藤川

政人
6,224

かよ

すやま

1,227
斉藤

初美

2,470

よしたか
3,006

●比例代表選出議員選挙
政党名

社会民主党

得票数

499.640

政党名

自由民主党

得票数

6,853.229

国民怒りの声

おおさか維新
の会

177.285

1,388.150

新党改革
205.618

公明党

日本共産党

2,575.095

2,433.265

日本のこころを 生活の党と山本
大切にする党 太郎となかまたち
300.000

310.000

民進党
5,257.714

幸福実現党
141.000
支持政党なし
236.000

比例代表選出議員選挙は、同じ氏などの候補者で投票を按分しているため、得票数に少数点以下を表示しています。
有 効 投 票 数

20,377

按分の際の切捨て

0.004

無 効 投 票 数

686

投

票

総

数

21,063

持ち帰り・その他
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大野市へ友好交流バスを運行します
～大野市の魅力に触れてみませんか～

秘書企画課企画政策グループ（☎38‐5805）
友好交流市である福井県大野市を市民の皆さんに身近に感じていただくため、大野市和泉地区で開催される「九

頭竜紅葉まつり」および「大野市街地」へ友好交流バスを運行します。

九頭竜紅葉まつりでは大野市で採れた新鮮な野菜や特産品、秋の味覚、まいたけ天ぷらやまいたけ弁当などを販

売しており、大野市街地では、豊かな自然に囲まれた歴史的風情が残る城下町を堪能できます。
●とき

10月30日（日）

Ａコース：九頭竜紅葉まつり
Ｂコース：大野市街地
●集合・解散場所
●募集対象者

午前8時（出発）～午後5時（帰着予定）
午前8時（出発）～午後5時（帰着予定）

岩倉市役所

市内在住の人（小学生以下は保護者同伴）

●募集対象人数

132人 （Ａコース88人、Ｂコース44人）

※参加の決定等につきましては、9月30日（金）までにお知ら
せします。
●参加費

●申込期限

1人1,000円（大人、子どもとも）

9月21日（水）（はがきの場合、当日消印有効）

※募集人数に達しなかった場合は、その後も応募を受け付ける場
合があります。
●申込方法

往復はがきまたはメールにてお申し込みください。

※コースごとの募集人数を超えた場合は抽選となります。希望のコースの抽選に漏れ、別コースの参加希望が
ある場合は、第二希望のご記入をお願いします（第二希望でも抽選となる場合があります）。
※「参加経験の有無」は「友好交流バス」の参加経験について書いてください。
【往復はがきでの申込】
〈記入例〉

□

①氏名②性別
③年齢④住所
⑤電話番号
⑥参加経験の有無
⑦希望のコース名
第一希望
第二希望

〈代表者氏名〉

岩倉市役所

申込人数○人

〈 返信 〉
〈代表者住所〉

〒482-8686

秘書企画課

□

〈 往信 〉

友好交流バス申込

空
欄

※①～⑥については全員分記入してください。
【メールでの申込】

秘書企画課へ①代表者氏名②代表者住所③申込人数④氏名⑤性別⑥

年齢⑦住所⑧電話番号⑨参加経験の有無⑩希望のコース名をご記入の

うえメール（hishokikaku@city.iwakura.lg.jp）でお申し込みくださ
い（④～⑨については全員分記入してください）。
【共通事項】

※お申し込みは1組につき1回とさせていただきます。

※代表者１人につき、４人まで（代表者含む）同時に申し込むことが
できます。
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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）

岩倉市臨時福祉給付金コールセンター（☎66‐8861）
９月１日
（木）
～平成29年１月31日
（火）
平日午前９時～午後５時
※制度について 厚生労働省特設コールセンター
（☎0570‐037‐192）平日午前９時～午後６時

平成28年度臨時福祉給付金とは？
平成26年４月から消費税率が８％へ引き上げられ

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）とは？

臨時的な措置として、臨時福祉給付金を支給します。

の恩恵が及びにくい低所得の障害・遺族基礎年金受

登録があり、平成28年度分市民税（均等割）が課税

付金（年金生活者等支援臨時福祉給付金）を支給し

ましたが、所得の低い人への負担を軽減するため、
●支給対象者

平成28年１月１日現在岩倉市に住民

されていない人（年金受給者を含む）

※ご自身を扶養している人が課税された場合、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。
●支給額

支給対象者一人につき3,000円

「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引き上げ

給者を支援するため、障害・遺族年金受給者向け給
ます。

●支給対象者

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４月分の受給がある人（同年５月分
の受給のない人を除く）または同年５月分の受給が
ある人

※年金生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者向け給
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

障害基礎年金・

遺族基礎年金と、基礎年金制度が創設された昭和60
年の法律改正前の障害年金（受給権の発生が昭和61
年３月以前）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）の障害年金です。
●支給額
●申請受付

支給対象者一人につき30,000円

対象となる可能性のある世帯には９月上旬以降、案内書が送付されますので、同封の返信用封筒にて

申請書をご返送ください（窓口は９月５日（月）市役所２階に開設します）。
●申請期間
●支給開始

９月５日（月）～12月28日（水）

扶養関係調査終了後となるため平成28年10月中旬以降の予定です。

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）を装った ｢振り込め詐欺｣ や ｢個人情報の詐取｣ にご注意ください！
★岩倉市や厚生労働省などがATM（銀行・コンビニなどの現金自動支払機）の操作をお願いすることは、
絶対にありません。

★ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。

★岩倉市や厚生労働省などが、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）の支給のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

★厚生労働省が住民の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会することは、絶対にありま
せん。

※ご自宅や職場などに市役所や厚生労働省（の職員）などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、
迷わず、市役所や最寄りの警察署（または警察相談専用電話（♯9110））にご連絡ください。

広報いわくら 平成28年9月号
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市制45周年

第49回岩倉市民体育祭

生涯学習課スポーツグループ（☎３８－５８１９）

秋のスポーツイベント岩倉市民体育祭を開きます。今年も開会式に参加された皆さん全員に抽選券をお渡
しし、
もれなく景品が当たる ｢お楽しみ抽選会｣ を行います。抽選時間は午前10時30分～午後２時までです。
●とき

10月２日（日）午前９時～（雨天中止）（集合午前８時40分）

●ところ
●主催

岩倉北小学校グラウンド
岩倉市民体育祭実行委員会、岩倉市 ・ 岩倉市教育委員会

キ リ ト リ 線

岩倉市民体育祭会場付近交通規制図（午前７：30～午後４：30）
駐 車 禁 止

至犬山

車両通行止

岩倉北
小学校

自転車置場
喫
校舎

煙

岩倉駅より北へ徒歩10分

N

所

Ｎ
五条川

倉庫

校舎

プール

岩倉北小学校

正門

器具庫

グラウンド

体育館

農協

東門

西門

新

至小牧
団地

溝

市役所
岩倉駅

神 社

アピタ

至名古屋

（会場周辺には、自動車の駐車場はありませんので、車でのお越しはご遠慮ください。）
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市制45周年
第49回岩倉市民体育祭プログラム
No.

種

目

開会式
交通安全宣言

出場対象

性別

大会役員・一般
岩倉市交通安全
推進協議会

予定時刻

参加予定数

9：00～9：40

全員

9：40～9：50

全員

キ リ ト リ 線

1

少年区（男子）対抗リレー（予）

各区代表

男

10：00～10：35

2

幼児競争

幼児

男女

10：35～10：45

※450人

3

紅白玉入れ合戦

一般（60歳以上）

男女

10：45～10：55

※100人

4

少年区（女子）対抗リレー（予）

各区代表

女

10：55～11：25

5

空手道演舞

6

鼓笛隊

7

障害物競争

8

職場・グループ対抗綱引（予）

9

岩倉総合高等学校

11：25～11：40

空手道部
ゆうか幼稚園
小学生・

11：40～12：00
男女

12：00～12：20

職場・グループ代表

男女

12：20～12：50

親子ふれあい紅白玉入れ合戦

親子（小学生）

男女

12：50～13：05

10

区対抗リレー（予）

各区代表

男女

13：05～13：25

11

ボール運びみんでつなGo!

一般・役員

男女

13：25～13：35

12

少年区対抗リレー（準決）

各区代表

男女

13：35～13：55

13

職場・グループ対抗リレー（予）

職場・グループ代表

男女

13：55～14：15

14

職場・グループ対抗綱引（決）

職場・グループ代表

男女

14：15～14：25

15

紅白対抗大玉おくり

児童・生徒・一般

男女

14：25～14：35

16

区対抗リレー（決）

各区代表

男女

14：35～14：45

17

職場グループ対抗リレー（決）

職場・グループ代表

男女

14：45～14：55

18

少年区対抗リレー（決）

各区代表

男女

14：55～15：05

閉会式

大会役員・一般

中学生以上一般

15：05～

※126人

※100組
（200人）

※90人

※大人200人
小人400人

全員

※No.6の種目は天候により中止になる場合があります。
■ 競技に参加した全員に参加賞がでます。
■ 競技には、個人自由参加種目（上表※）がたくさんありますので、ぜひご参加ください。
■ 競技参加希望者へは、整理のため、当日会場にて競技ごとのチケットをお渡しします。
■ 競技中の疾病・傷害については、応急の処置はしますがその後の責任は負いません。
■ 当日会場付近は大変混雑します。毎年付近の住民にご迷惑をおかけしていますので、車でのお越しはご
遠慮ください。
■ 自転車でお越しの人は、鍵をかけて所定の場所においてください。
■ 出場選手は、必ず運動靴を使用してください（スパイクおよび裸足は禁止）。
■ 学校敷地内は禁煙です。喫煙される人は門外の喫煙所でお願いします。
広報いわくら 平成28年9月号
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敬老事業をお知らせします
日㈭から

かつら

ちん ねん

珍念
とも こ

を支給します。

歳の人…５千円

下表のとおりです。参加される場合

★

★

また、お子さんにも楽しんでもら

★

は、事前申し込みが必要です。
えるように、い～わくんと一緒に歌

歳の人…１万円

歳の人…１万５千円

★１００歳以上の人…２万円

智子

や写真撮影等でふれあうイベントを

おお こうち

●受領について

歳の人は、社会

開催します（申込不要）。
５時

福祉協議会の支会行事の時にお渡し

所へお越しください。なお、乗車場

●入浴時間

左表のとおり送迎バス

●送迎バス

【演歌】大河内

【上方落語】桂

長寿介護課長寿福祉グループ（☎３８‐５８１１）
老人福祉法では９月
日㈬までを老人週間と定めていま
す。

日㈰午前９時～午後

●とき

所への自転車の駐輪等はご遠慮くだ

●問合先

の人については、市長または代理者

９月

を運行しますので、お近くの乗車場

さい。

７‐３８３４）または南部老人憩の

が訪問してお渡しします。

会
歳以上（昭和

年 月

日以前

老人クラブ連合会（☎３

また、

歳、

歳、１００歳以上

民生委員さんがお届けします。

するほか、支会の役員さんや地域の

※ 送 迎 バ ス の 出 発 時 間 に つ い て は、

家（☎３７‐０４９７）

99

８月中旬にご案内を送付しています。

※対象の人には、支給方法について、

88

午後１時～４時

変動することがあります。

敬老金

年度岩倉市敬老

生まれ）の人をお招きして、長年に

さくらの家・南部老人憩の家臨時開館

日現在）の人に敬老金

ご長寿をお祝いし、次の年齢（平
月

13：15

平成

わたるご労苦をねぎらい、ご長寿を

さくらの家、南部老人憩の家を臨

年

岩倉駅東駅前広場

成

13：30
稲荷町

で、お誘い合わせのうえお出かけく
大市場橋西

国衙公園東

市制 周年

お祝いします。アトラクション（上

時開館します。催し物プログラムは、

市では、
この老人週間にあわせて、

99 88 80

南部老人憩の家（大地町）
さくらの家（八剱町）
9：30～11:50 カラオケ
9：30～10:20 民踊（豊香会）
12:30～13:20 民踊（豊香会）10:25～10:50 フラダンス
13:25～13:50 フラダンス 10:55～11:20
マジック
13:55～14:20
詩吟
11:25～11:50
詩吟
14:25～14:50
民謡
11:55～12:20
民謡
14:55～15:20
マジック
13:00～15:20
カラオケ
い～わくんと
あ
14:30～15:00 いっしょ
つまれ！ちび
っこ

臨時開館催し物プログラム

ださい。また、当日は要約筆記もあ
りますので、耳が聞こえづらい人も
ぜひご参加ください。
なお、午前と午後の２回同じ内容

13：25

13：10

大地町・南新町 13：20

で行います。ただし送迎バスはどち

角善前
大山寺町

大市場町

らか一方で設定しています。対象の

13：05 岩倉団地バス停付近

下本町

スギ薬局大地店前

31

白山社南

13：20
野寄町

人には、８月中旬にご案内を送付し
９月 日㈯

北島町公会堂前

北島町

13：30

曽野町

ています。
●とき

時～正午

13：00

野寄町公会堂前

4 号車

【午前の部】午前

大山寺駅西
長遠寺前

31

【午後の部】午後２時～４時

13：20

9：30

八剱町

次の催しを行います。

80

21

方落語、演歌）も用意していますの

18

15
12

総合体育文化センター多

五条町

13：10

3 号車

●ところ

中市場バス停付近

2 号車

東新町

5 号車

9：20

12
中本町

1 号車

川井町

28
神明社前

スーパーヤマト前

9：35

石仏駅西
神野町

東町会館前
9：10

5 号車

井上会館前
新柳町

神野会館東

3 号車

東町

9：10

9：35

井上町

2 号車

本町・中野町

4 号車

八剱憩いの広場東

9：20

9：05

寺澤歯科前
9：10

八剱町

1 号車

石仏町

臨時乗車場所

28
11
10

時刻

地区

号車

17

式典・アトラクション

広報いわくら 平成28年9月号
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目的ホール
●内容

敬老会会場への送迎バス運行表

45

80

認定こども園

幼稚園と保育園の機能をあわせ持つ施設

※認定こども園へ入園を希望する場合は、直接各園へお問い合わせください。
●入園の基準および保育料 保育部分については保育園と同じ

●申込書の配布場所・問合先 各認定こども園
設立
認定こども園名
所在地
電話
学校法人
37－6519
ゆうか幼稚園
東町掛目158
遊花学園
37－6670
学校法人
曽野第二幼稚園
稲荷町大摩46
37－1069
曽野学園
子どもの庭保育園
稲荷町大摩45- 1
81－9898
学校法人
66－7271
岩倉北幼稚園
神野町平久田31
岩倉学園
81－8281
第 １ 希望が認定こども園の場合は、下記受付期間に申込書を提出してください
認定こども園名
受付期間
ゆうか幼稚園
曽野第二幼稚園
教 育：10月 3 日（月）から随時
子どもの庭保育園
岩倉北幼稚園

幼 稚 園

保

育：10月 3 日（月）～ 8 日（土）

教育
保育
教育
保育
教育
保育

受入年齢
満 3 ～ 5 歳児
1 ～ 5 歳児
満 3 ～ 5 歳児
0 ～ 5 歳児
満 3 ～ 5 歳児
1 ～ 5 歳児

受付場所
ゆうか幼稚園
曽野第二幼稚園

子どもの庭保育園
岩倉北幼稚園

小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う施設

※幼稚園へ入園を希望する場合は、直接各園へお問い合わせください。
●申込書の配布場所・問合先 各幼稚園
設立
幼稚園名
所在地
電話
学校法人岩倉学園
岩倉幼稚園
中央町一丁目45- 1
37－2601
学校法人曽野学園
曽野幼稚園
曽野町宮前402
66－2488
幼稚園へ入園を希望する場合は、下記受付期間に申込書を提出してください
幼稚園名
受付期間
受付場所
岩倉幼稚園
10月 3 日から随時
岩倉幼稚園
曽野幼稚園
10月 3 日から随時
曽野幼稚園

受入年齢
満 3 ～ 5 歳児
満 3 ～ 5 歳児

★保育園送迎ステーション★岩倉市保育園送迎ステーション

（こどものまち保育園併設）
（☎38－6003）

岩倉駅前の岩倉市保育園送迎ステーションから、朝、専
用車両で巡回して、在籍する保育施設までお送りします。
また、夕方、保育施設を巡回して送迎ステーションまでお
子さんを送り、保護者にお渡しします。この事業は、自宅

●送迎できる保育施設
市内各認定こども園、私立保育園、公立保育
園
●利用料金

す。

●申込期間
10月 3 日～平成29年 2 月10日
●その他
①車両の定員の都合によりご希望の時間にお

から遠い保育園に入園された場合や、仕事の関係で岩倉駅
を起点とすることが便利な場合などでご利用いただけま

送り時間利用
迎え時間利用

月額1,250円
月額1,250円

受けできない場合があります。
②利用決定は申込期間中にお申し込みいただ
いた人の必要性を審査したうえで決定させて
いただきます。
③利用決定の通知は 3 月中旬となります。
広報いわくら 平成28年9月号
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平成29年度の保育園、認定こども園、幼稚園の入園案内
～平成29年4月からの入園申込書を9月1日（木）から配布します～
子育て支援課児童グループ（☎38－5810）

保 育 園
●入園の基準

就労などのため家庭で保育できない保護者に
代わって保育する施設

市内に住所があり、保護者のいずれもが次のいず

れかに該当する場合
①就労（月60時間以上）
②妊娠、出産（保育の実施期間は、出産予定日の 8 週間前の月の
初日から 8 週間後の月の月末まで）
③疾病や負傷、または精神・身体に障害がある場合
④同居または長期入院等している親族の介護、看護
⑤災害の復旧
⑥求職活動（保育の実施期間は 3 カ月間）
⑦就学
⑧その他、前各号に類する状態にあると市長が認める場合
●申込書の配布場所・問合先

各保育園、子育て支援課（市役所

6 階）
設立

保育園名

所在地

電話

受入年齢

中部保育園

本町畑中65

37－0416

1 ～ 5 歳児

北部保育園

石仏町稲葉144-24

37－2705

1 ～ 5 歳児

南部保育園

大地町小森 5

37－2605

0 ～ 5 歳児

東部保育園

大市場町順喜11

37－0916

0 ～ 5 歳児

西部保育園

西市町二本木19- 8

37－3835

1 ～ 5 歳児

仙奈保育園

東町仙奈158

66－2907

0 ～ 5 歳児

下寺保育園

下本町下寺廻107- 1

66－3309

0 ～ 5 歳児

社会福祉法人

こどもの森保育園

曽野町宮前35

66－8887

0 ～ 2 歳児

曽野福祉会

こどものまち保育園

本町一丁田27- 2

38－6003

0 歳児

公立

※こどものまち保育園は小規模保育所（ ０ 歳児のみ）のため、翌年度以降は連携施設（こどもの森保育園・曽野第
二幼稚園子どもの庭保育園）への入園が優先されます。
第 １ 希望が公立保育園の場合は下記受付日程期間に申込書を提出してください
※申込受付当日は書類審査のみで児童面接は行いません。児童面接日は、後日お知らせします。
受付日程
10月 3 日（月）～ 7 日（金）
10月 8 日（土）

受付時間
9：00～11：30
13：30～16：00
9：00～11：30

受付場所
市役所 6 階子育て支援課
市役所 7 階第 3 委員会室

第 １ 希望がこどもの森保育園・こどものまち保育園の場合は下記受付日程期間に申込書を提出してください
保育園名
こどもの森保育園
こどものまち保育園
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受付期間
10月 3 日（月）～ 8 日（土）

受付場所
こどもの森保育園
こどものまち保育園

ります）
●検診費用の免除

市民税非課税世

帯（生活保護受給世帯等を含む）の
人は、検診費用を免除します。検診
を受診する前に免除申請が必要にな
ります。本人確認ができるもの（健
康保険証、運転免許証等）を持参の
うえ、保健センターにお越しくださ
時に医療機関に提出してください

い。免除券を交付しますので、検診

す。
（平成

年１月２日以降に岩倉市に

・今年度すでに胃がん検診（胃部エ

転入した人は、平成

年１月１日時

ックス線）を受診した人

点での住所地の市町村民税非課税証

を予定している人
す）。

明書︿世帯全員分﹀が必要となりま

・妊娠中の人

が起きる可能性がありますので、ご

●その他

発症とは、内視鏡により粘膜に傷が

理解のうえ、受診してください。偶

・胃全摘術後の人

合の鼻痛、鼻出血等です。

つくことや、経鼻内視鏡を用いた場

の心疾患のある人
・収縮期血圧が極めて高い人

５２００円（医療機関

によっては、別途血液検査料がかか

●検診費用

ほか

・急性心筋梗塞や重篤な不整脈など

・呼吸不全のある人

り、内視鏡の挿入ができない人

・咽頭、鼻腔などに重篤な疾患があ

の人

・消化性潰瘍などの胃疾患で治療中

胃内視鏡検査は、偶発症

・胃疾患に関連する症状のある人

28
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胃がん検診︵胃内視鏡検査︶の個別検診
９月１日㈭

年

下

健康課保健予防グループ（保健センター内☎３７‐３５１１）
●申込開始日

月１日㈯～平成

●申込受付時間・実施医療機関
表のとおり
●検診期間

市内にお住まいの

歳以上

日㈫ ※検診実施日は、各医

29

次に該当する人は対象外となりま

（原則２年に１回受診）

●対象

療機関の診療日

１月

10

・人間ドック等で胃がん検診の受診

28

その他
申込受付時間
住所
電話番号
医療機関名

50

31

血液検査料2,500円
別途必要
岩倉病院

37－8155

川井町北海戸 1

平日午後 1 時～ 4 時

おしたにクリニック

38－3501

稲荷町高畑 8

診療時間内

丹羽外科内科

66－3366

新柳町 1 －41

診療時間内（医師から説明があるた 対象年齢80歳未満
め待ち時間があります）

ようてい中央クリニック

66－5133

曽野町郷前17

診療時間内

肺がん・結核検診（胸部エックス線検査）

健康課保健予防グループ（保健センター内☎37－3511）

事前の申し込みは必要ありません。実施日時に直接保健センターへお越しください。
●とき 9 月27日（火）～10月13日（木）（土・日曜日、祝日を除く）※特定健康診査と同日に実施
●ところ 保健センター
●対象 40歳以上で 6・7 月に受診していない人
●費用 300円
●費用の免除 市民税非課税世帯（生活保護受給世帯等を含む）の人は、検診費用を免除します。検診日に免除申
請の手続きが必要になりますので、本人確認ができるもの（健康保険証、運転免許証等）をお持ちください（平成
28年 1 月 2 日以降に岩倉市に転入した人は、平成28年 1 月 1 日時点での住所地の市町村民税非課税証明書〈世帯全
員分〉が必要となります）。

市政通信

通学路の見守り活動にご協力をお願いします
～通学路安全ボランティアを募集します～

電話番号、主な活動場所を記入）し

日㈪から開

本会議（議案質疑）

9 月 2 日（金）

市役所 8 階

本会議（議案質疑）

9 月 8 日（木）

市役所 7 階

委員会（総務・産業建設常任委員会）

9 月 9 日（金）

市役所 7 階

委員会（厚生・文教常任委員会）

9 月12日（月）

市役所 7 階

委員会（財務常任委員会）

9 月13日（火）

市役所 7 階

委員会（財務常任委員会）

9 月14日（水）

市役所 7 階

委員会（財務常任委員会）

9 月15日（木）

市役所 7 階

委員会（財務常任委員会）

9 月16日（金）

市役所 8 階

本会議（一般質問）

9 月20日（火）

市役所 8 階

本会議（一般質問）

9 月21日（水）

市役所 8 階

本会議（一般質問）

9 月28日（水）

市役所 8 階

原則自由です。

※写真撮影、動画撮影等についても

す。

※名前を書くなどの手続きは不要で

る場合があります。

議会事務局（☎３８‐５８２０）

９月の市議会を傍聴しませんか
９月定例会は、８月

年度の決算などを審議します。

市議会はどなたでも傍聴できます
ので、ぜひお越しください。

市役所 8 階

なお、日程は都合により変更とな

9 月 1 日（木）

（委員長報告、質疑、討論、採決）

学校教育課学校教育グループ（☎３８‐５８１８）

通指導員による交通指導を行ってい
ていただきます。お近くの小学校ま

会しています。この定例会では、平

ます。しかし、子どもたちの通学路
で直接お越しください。登録は随時

本会議（議案の上程、提案説明）

小学校学区ごと

等の安全・安心確保のためには、保
受け付けています。

●登録の方法は？

護者や地域の人たちによる
「見守り」

●活動中にケガをしてしまったら？

市役所 8 階

市では、子どもたちの安全と安心

が欠かせません。これまでも市内全

市負担にて保険に加入していま

成

５小学校区で５００人を超えるボラ

す。登録申請内容の活動中にケガを

に 登 録（ 登 録 申 請 書 に 住 所、 氏 名、

29

8 月29日（月）

を守るため、小学生の登下校時に交

ンティアの人たちにより、見守り活

された場合は補償されます。
ら？

●ボランティアを辞めたくなった

動が展開されてきました。
今年も一人でも多くの人に、通学
路 等 の 見 守 り に 参 加 し て い た だ き、

退届を提出してください。

ご登録いただいた小学校へ登録辞

実に向けてご支援とご協力をいただ

●登録申請書・登録辞退届

子どもたちの安全な登下校環境の充
きますようお願いします。

表紙参照）からダウンロードできま

岩倉市ホームページ（アドレス裏

★ 登 下 校 の 時 刻 に 自 宅 付 近 に 立 ち、

す。

●具体的な活動内容（例）
子どもたちを見守ります。
★登下校の班の子どもたちに寄り添
います。
★ 子 ど も た ち へ の 声 か け を し ま す。
（あいさつ運動）など…
各々の生活スタイルに合わせて
「できる範囲で」
「無理なく」で見守
り活動をお願いしています。

広報いわくら 平成28年9月号
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会議内容
ところ
き
と

本会議

27

9月定例会（案）

日は下水道の日

●浄化槽をお使いの場合
速やかに下水道に接続工事をしな

庭の浄化槽は不要となります︒浄化

槽を雨水貯留施設へ転用すると︑河

浄化されます︒そして川に戻され海

管を流れ︑下水処理場に集められて

水 や し 尿 は︑
﹁汚水﹂として下水道

道に接続すると︑日常生活で使った

下水道が整備され︑各家庭が下水

照 ︶︒ 工 事 中 は 交 通 規 制 等 で︑ ご 迷

備 工 事 を 予 定 し て い ま す︵ 左 図 参

大山寺町︑大山寺本町の各一部の整

す︒ 今 年 度 は︑ 主 に 宮 前 町︑ 本 町︑

毎年︑使用できる区域を広げていま

市では︑下水道施設の整備を行い︑

載されている﹁岩倉市下水道排水設

ページ︵アドレス裏 表 紙 参 照︶に掲

うことができません︒岩 倉 市ホーム

は市が指定した工事店でなければ行

続 工事 を行いましょう︒なお︑工事

だ下水道へ接続されていない人は︑接

ています︒地 域 環 境のためにも︑ま

は９割程度の人が下水道へ接続され

現在︑下水道が使用できる区域で

的に清掃や点検することは大切です

宅地内の下水道排水設備等を定期

検や清掃などの勧誘にご注意を

悪質な業者の下水道排水設備等の点

後の申請はできません︶︒

事前にお問い合わせください︵工事

と 補 助 制 度 を ご 利 用 で き ま す の で︑

することもできます︒要件を満たす

また︑溜まった雨水を散水等に利用

れ︑浸水被害の緩和が期待できます︒

り︑﹁清掃しないとにおいがしたり︑

16
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９月

へと流れていきます︒このように﹁汚

惑をおかけしますが︑ご理解とご協

備指定工事店﹂に依頼してください︒

が︑点検や清掃を法律上の義務があ

川や排水路への雨水の流出が抑えら

水 ﹂ が 直 接 下 水 道 管 に 流 れ る の で︑
力をお願いします︒

一度にお金がかかるのはちょっと大

るような説明をして︑各家庭をまわ

ければなりません︒

蚊やハエの発生を防ぎ︑道路の側溝

下水道が使用できる区域では

変という人に

下水道への接続工事をしましょう

もきれいになり︑清潔で快適な生活

●くみ取り便所をお使いの場合

下水道の排水設備工事を行う場合

３ 年 以 内 に 水 洗 ト イ レ に 改 造 し︑

管が詰まって大変なことになりま

を勧誘し︑作業後に不当に高い費用

に︑資金の融資あっせん︵利子は市
使用できるようになってから３年以

を請求されるケースがありますので

下水道に接続工事︵宅内の排水設備

内に行う接続工事が対象となり︑一

十分にご注意ください︒

担っており︑水環境をよみがえらせ

定の要件が必要です︒

●こうした被害にあわないために

す﹂などと言って︑清掃や修繕工事

●融資あっせん額

る業者に注意する︒

★点検︑清掃時に別の商品などを売

討する︒

★その場ですぐに契約せず︑よく検

相手の身元を確認する︒

★ 身 分 証 明 書 の 提 示 を 求 め る な ど︑

せない︒

★知らない業者が点検にきても見さ

万円以

万円以内を加算︶

万円以内︵便槽が１カ
所増すごとに︑

★浄化槽を廃止する工事⁝

雨水対策にご協力を

万円以内を加算︶

内︵浄化槽が１カ所増すごとに︑

₃₀

₃₀

する工事⁝

★くみ取り便所を水洗トイレに改造

が負担︶を行っています︒下水道を

凡

₆₀

新たに下水道へ接続する時は︑家

₁₅

例

工事︶をしなければなりません︒

どをきれいにする水質保全の役割も

下水道に接続するとどうなるの？

環境が作られます︒また︑川や海な

上下水道課下水道グループ︵☎３８︲５８１５︶

下水道について理解を深めよう

10

下水道使用可能区域
今年度工事予定箇所
（平成29年４月１日使用開始予定）

る働きをしています︒

下水道が使用できる区域

市政通信

下水道はルールを守って使いましょう！
上下水道課下水道グループ（☎３８－５８１５）

せっかくの下水道も、一人ひとりがルールを守らず使用すると、下水道管が詰まったり、下水道施設の寿命が縮
まってしまいます。下水道を使用するときは、次のことに注意して正しく使いましょう。

台所のゴミは流さない
①

水洗トイレには溶ける紙を

灯油やガソリンを流さない

水洗トイレでは、かたい紙、紙おむつ、布、タオル、たばこなどを流さないようにしましょう。

② 台所から残飯などを流さないようにしましょう。また、食用油などを流すと油脂分が管に付着し詰まる
原因になったり、下水処理場に悪い影響が出るので、油の処理には十分に注意しましょう。
③

ガソリン、シンナー、石油など揮発性の高い危険物を流さないようにしましょう。

④

マスなどにごみや砂などを入れないようにしましょう。

下水道が詰まる事件が多発しています！

最近、ルールを守らず、下水道に流してはいけないものが流されている事件が多発しています。その結果、下水
道管やポンプが詰まり、復旧に多大な時間と費用がかかっています。
◆下水道管・ポンプの詰まりの例◆

▲ポンプに詰まった雑巾・軍手

▲油が固まって詰まったマンホール

▲ポンプに詰まったタオル

下水道管やポンプが詰まると、水が流れなくなり、最悪の場合、汚水が逆流することもあります。
（例：トイレが噴き出す。汚水が流れ込み湯船が黒くなる。など）
汚水が逆流すれば、ご自身だけでなく、地域の人にも多大なる迷惑をかけることになります。また、詰まりの原
因が特定できた場合は、復旧費用をご負担いただくこともあります。
今後も地域の皆さんが気持ちよく下水道を使用できるように、今一度、下水道使用のルールを確認していただき
ますよう、お願いします。
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保健師すこやか日誌

「いきいきウォーキング」で一緒に歩きませんか？
●問合先

健康課健康支援グループ（保健センター内☎３７－３５１１）

「いきいきウォーキング」は、安全にウォーキングを続けられるように正しい歩き方を身につけて、続けて歩く
ための仲間作りの場でもあります。
みんなで準備体操をした後、自分のペースで歩きます。歩き方もチェックしてみましょう。申し込みの必要はあ
りません。お気軽にご参加ください。
集合場所
日

程

時

間

内

容

対

象

八剱憩いの広場

お祭り広場（下本町）

毎月第２・４水曜日（祝日は除く）

毎月第１・３木曜日（祝日は除く）

※雨天中止

※雨天中止

午前９時～10時
※９時までに、集合場所にお越しください。
準備体操・正しい歩き方指導・健康ミニ講座
ウォーキング約40分（五条川沿い）・整理体操
どなたでも参加できます。

持 ち 物

水分補給用の飲み物・帽子・タオル

参加者の感想の一部をご紹介します。
毎日１人で歩いているが、みんなと
歩く姿勢が良くなった！

歩くほうが楽しい♪

参加するとみんなに元気をもらう

目指せ「がんばったで賞」！
30回以上参加した人には、「がんばったで賞」とし
ていきいきウォーキングの場で表彰します。
「『がんばったで賞』は励みになる。
もう10枚ぐらいは家にあるわ。」
と話す人もいますよ。
参加カードに記録してぜひチャ
レンジしましょう。
準備体操の様子

保健センターでは、楽しく歩くことができるように歩数計を使って日本列島縦
断に挑戦するコース表を配布しています。ぜひご活用ください。
広報いわくら 平成28年9月号
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超高齢者社会を迎え、

歳以上の

％であり、高齢

者がいる世帯の割合は、単独世帯が
％、夫婦のみが
30

者の栄養を考えることは大変重要に
なってきました。

高齢者と栄養

まめに水分補給しましょう。脱水は

清夫

高齢者は、各臓器の働きが低下し

脳梗塞のもととなります。３度の食

小川

て、ストレス、暑さ寒さの変化に弱

事を規則正しくとりましょう。特に

岩倉市医師会

く 感 染 症 に か か り や す く な り ま す。

体重を落とさないように気をつけて



内臓は萎縮して、体重が減少し、身

ください。

以下）の人には補助栄養剤が必

等に耐えきれません。低体重（ＢＭ

低栄養になると大きな疾病、手術

長 も 短 縮 し ま す。 骨 格 筋 も 減 少 し、
代わりに内臓脂肪がたまりやすくな
ります。食欲も低下します。

Ｉ

要な場合があります。健康保険でも

これらの症状は、個人差が大きく
暦年齢で身体の状態を推しはかるこ

必要となってきます。栄養バランス

防対策として、低栄養素是正対策が

一方、後期高齢者となると介護予

脂質異常など食べ過ぎ対策でした。

尿 病、 メ タ ボ リ ッ ク シ ン ド ロ ー ム、

健康診査により高血圧症、肥満、糖

ンパク質を取り、運動することが大

とがあります。充分なビタミン、タ

筋肉の衰えが原因となり骨折するこ

て く だ さ い。 高 齢 者 は 体 重 の 減 少、

齢者では異なるということを認識し

また、栄養指導は、成人と後期高

う。

い人に負けずに元気に暮らしましょ

高齢者はしっかり栄養をとって若

はつ らつ

腐、納豆、牛乳などを取り混ぜてい

切です。特に鶏卵、あじ、さば、豆

ました。

低栄養指導が認められるようになり
歳までは、毎年実施される特定

とは難しいです。

18

の良い人は溌剌と元気な人が多いで
す。

ただきましょう。口渇に注意してこ

広報いわくら 平成28年9月号
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65

講 座
65

健 康
26

親子でイモイモ大作戦～秋の収穫祭～
食欲の秋全開 自然の恵みを満喫しよう
●問合先 「岩倉市子ども会連絡協議会」第一児童館 平井 ☎38-1106
子ども農園でのサツマイモ掘り体験をした後、昔ながらの落ち葉で作る焼きイモを味わいます。さらに、お
やつには、セイロで蒸した鬼まんじゅうがもらえますよ。お腹がいっぱいになったら、野外でレクリエーショ
ンゲームをして遊びましょう。
●とき
10月9日（日）午後１時30分～5時30分
●ところ
●対象
●参加費

希望の家集合 イモ掘りは岩子連子ども農園
年長児童、小学校１～3年生と保護者
子ども200円、大人400円（保険代・食材費として当日徴収します）

●持ち物

畑作業ができる服装、長靴、軍手、タオル、水筒

●申込方法
●定員
●受付期間

地域交流センターくすのきの家で申込書を配布
親子20組（先着）
9月1日（木）～30日（金）

～子どもの職業体験講座～
ネイルアーティストに挑戦
●問合先 「岩倉生涯学習市民の会」倉知 ☎090-4267-2386
子どもたちにさまざまな職業体験をしてもらう大人気講座第19弾。今回は指先までお洒落に、ネイルアー
ティストというお仕事に触れてみませんか。
●とき
9月17日（土）午後１時～4時
●ところ
生涯学習センター会議室3・4
はら だ か な
ひら まつ み お
●講師
原田佳奈さん、平松美緒さん（日本ネイリスト技能検定2級）
●内容
①座学「ネイルアーティストになるために」
②実技・体験
●対象
小学校3年生以上の子ども
●定員
20人（先着）
●参加費
500円（材料費）
●申込方法 9月10日（土）および9月11日（日）にNPO法人MODS事務所（三菱東京UFJ銀行岩倉支店前）
で整理券を配布（配布時間 午前10時～午後1時 先着順）。

マーシー山本教授の西洋音楽“ガラ”夜話
●問合先 「コミュニティカフェかがよひ」岸 ☎090-3562-0479
セントラル愛知交響楽団の音楽主幹が、マーシー山本教授に扮して、面白クラシック音楽ゼミを開講します。
●とき
9月8日（木）午後7時～（開場：午後6時30分）
●ところ
●講師
●内容

コミュニティカフェかがよひ（岩倉市昭和町1-23おさや糸店2階）
やま もと まさ し
山本雅士（セントラル愛知交響楽団音楽主幹 ホルン）
やま もと よう こ
おぎ もと み ほ
山本洋子（ピアノ）荻元美帆（フルート）
①「楽器の歌が聞こえる」生演奏を交え、楽器の仕組みと魅力を解説。

②「カルメン事情のはばかる面」舞台裏を知り、名作オペラがグッと身近に。
●参加費
999円（１ドリンク込み）
※参加者多数の場合は、入場をお断りすることがあります。

広報いわくら 平成28年9月号
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い〜わくんの

協 働 のまちづくりコーナー

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

『わがまちコトトコ座談会 拡大版』を開催します。
誰にとっても住みよいまちとは？
●問合先 「NPO法人ローカル・ワイド・ウェブいわくら」山口
（☎080-5120-9402、メール：lww.iwakura@gmail.com）

この座談会は、市内で活躍するさまざまな分野の人を招き、ワールドカフェという手法を用いて、岩倉のイ
イコトやイイトコについて意見交換や情報共有をすることにより、アイデア、人脈、知識などを今後の活動に
活かしていくことを目的に、これまで8回開催してきました。今回は、「子ども・若者支援をつなぐ会」と共

催し拡大版を開催します。
テーマは、
「誰にとっても住みよいまちとは？」です。講演とゲストによる話題提供をもとに参加者も一緒
にわいわいがやがや話し合いましょう。
●とき
●ところ
●内容

９月11日（日）午後１時～４時30分
市民プラザ多目的ホール
と き くに ひこ
①講演「共に生きる社会とは」土岐邦彦さん（岐阜大学地域科学部教授）
②ワールドカフェ（話題提供ゲスト３人）
●定員
50人（先着）
●申込方法 電話かメールでお申し込みください。
※住友理工「夢・街・人づくり助成金in北尾張」および市民活動助成金を活用しています。

～来て！見て！知って！～
市制45周年『市民プラザまつり2016』へ行こう
●問合先 「市民活動支援センター」 ☎37-0257

市民プラザには、市民活動支援センターと子育て支援センターがあり、市民活動や子育てをする人の拠点と
なる施設です。市民による活動を身近に感じていただけるよう、楽しみをぎゅ～っと凝縮したイベントを開催
します。抽選会もありますのでお気軽にお越しください。
●とき
9月25日（日）午前10時～午後3時
●ところ
●内容

市民プラザ
①「ステージイベント」

音楽ライブ、フラダンスショー、鳴子踊り等
②「ブース出展」
フリーマーケット、アート作品展示、身近な地域活動紹介等
③「子どもの遊びコーナー」
大型紙芝居、ママさん演奏会、い～わくんと遊ぼう等
④「お楽しみ抽選会」

出演出展団体からのプレゼント抽選。左下の抽選引換券を切り取り、多目的ホール入り口で抽
選券と引き換えてください。
●参加費・申込 不要

抽
券 換
換 と引き

券

ピ

選

コ

抽

引

で

場

選

会

日

当
可

不

ー
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イベント
カエルとふれ合おう
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）

高齢者

どなたでも

募
健

集 ……… P29
康 ……… P32

お知らせ ……… P33

イベント
救急医療週間

９月４日㈰は消防署を開
放します
消防署（☎37‐5333）
９月９日は「救急の日」です。ま
た、この日を含む９月４日㈰から
10日㈯までの１週間は「救急医療
週間」です。
市では、この週間中に有事の備え
と次世代の消防の担い手の育成を目
的に消防署を開放します。
●とき ９月４日㈰午前９時〜正午
●ところ 消防署（川井町）
●内容 救急車の展示、はしご車バ
スケットへの試乗、応急手当の指導、
放水体験、煙体験、ポップコーンの
配布など

広告
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お知らせ

広告

子ども

康

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 ９月18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 加藤社
中

対象

健

岩倉市文化協会事務局
（生涯学習課内☎38‐5819）

消防署では、９月９日㈮に上級救
命講習を開催します。この上級救命
講習は、自動体外式除細動器（AED）
の使用を含めた心肺蘇生法、熱傷の
手当、止血法や搬送法などの講習を
行っています。
通報を受けてから救急車が到着す
るまでの間、身近にいる人が適切な
応急手当ができるように講習会を行
っています。
受講された人には、修了証をお渡
しします。
また、すでに受講された人につい
ては、２年から３年間隔で再講習を
受けていただきますようお願いしま
す。
●とき ９月９日㈮午前９時〜午後
５時（休憩１時間）
●ところ 消防庁舎２階大会議室
●定員 30人
●申込 随時消防署で受け付けてい
ます。電話でも結構です。
※指導員は、救急救命士・救急隊員
が担当します。

イベント ……… P22

集

月釜

消防署（☎37‐5333）

Iwakura City Information

募

史跡公園

上級救命講習会

イベント

自然生態園で、カエル釣りの体験
や、捕まえたカエルでどれくらいジ
ャンプするかを競う「カエルとふれ
合おう」を行います。
●とき ９月10日㈯午前10時〜11
時30分（雨天中止）
●ところ 自然生態園（北島町）
●対象 小学生以下の児童。ただし、
小学校３年生以下の児童は保護者同
伴でお願いします。なお、事前の申
し込みは必要ありません。
◎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にお
問合わせください。

情報コーナー

イベント
秋の観察会

子育て支援講演会
子育て支援センター（市民プラザ内☎38‐3911）
小さなお子さんのお口は、日々成長しています。どの様に成長しているの
でしょう。何に気をつければ、元気なお口が育つのでしょう。
一緒に、お口のことについて、考えてみませんか？
●とき ９月14日㈬午前10時〜11時30分
●ところ くすのきの家
●テーマ 「元気なお口の育て方」
●講師 中村和子さん（名古屋市歯科医師会附属歯科衛生士専門学校講師）
●対象 地域の子育て中の親子
●定員 親子35組 ※お子さんは同室内で保育をします。
●申込受付 ９月１日㈭から受け付けます（電話可）。

イベント

トレーニング講習会
総合体育文化センター（☎66‐2222）

募
集
健
康

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。
●申込期間 ９月１日㈭から
●申込先 総合体育文化センター

お知らせ

月・日
時間

10月
３

５

８

13

16

19

23

26

29

月

水

土

木

日

水

日

水

土

10：30〜11：30

○

13：30〜14：30
19：30〜20：30

○
○

広告
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○

○

○

○
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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「秋の観察会」を行
います。園内を一周し、アカトンボ、
コオロギなどの昆虫や、秋に見られ
る植物を観察します。
※状況により観察する生物は変わる
場合があります。また、捕虫網、虫
カゴ等は各自で用意してください。
●とき ９月24日㈯午前10時〜11
時30分（雨天中止）
●ところ 自然生態園（北島町）
●対象 どなたでもご参加いただけ
ます。ただし、小学校３年生以下の
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にお
問合わせください。

イベント
岩倉市消費生活講座
〜アロマセラピー講座〜
商工農政課商工観光グループ
（☎38‐5812）

岩倉軽トラ市実行委員会事務局
（商工農政課内☎38‐5812）

岩倉スポーツクラブ事務局（総合
体育文化センター内☎66‐2222）

健
康
お知らせ

市民スペース情報
生涯学習課生涯学習グループ（☎38‐5819）
市役所庁舎市民ギャラリー
【水辺まつり かっぱの絵コンテスト優秀作品展示】
●とき ９月５日㈪午前９時30分〜10日㈯午後７時
●問合先 奥田（☎37‐0723）
市役所庁舎ミニステージ
【H＆Hファミリーズ フォークコンサート】
●とき ９月17日㈯午後１時30分〜３時
●問合先 鷲見（☎66‐5236）
生涯学習センターギャラリー
【伊勢型紙を楽しむ会・作品展】
●とき ９月22日（木・祝）午前11時〜28日㈬正午
●問合先 根田（☎37‐7557）
【岩倉ぴんぼけ会・月例会作品展】
●とき ９月25日㈰午後５時〜10月１日㈯正午
●問合先 田中（☎66‐2792）
広報いわくら 平成28年9月号

集

岩倉スポーツクラブでは「歩こう
会」の参加者を募集します。
●とき 10月８日㈯雨天決行
●行先 「馬籠宿〜妻籠宿」まで、
約7.5kmを歩きます。
●出発 午前８時（総合体育文化セ
ンター第１駐車場）
●帰着 午後５時予定（同場）
●対象者 小学校４年生以上で、市
内在住または在勤で健康な人（小学
生は保護者同伴）
●参加費 １人2,000円（保険料含
む）
※申込後の返金はできません。
※電話での受付は不可。
●募集人数 30人（１人で２人まで
申し込み可）
●申込日 ９月11日㈰午前９時受
付開始、午前９時15分抽選会
※午前９時15分時点で定員に満た
ない場合は随時受け付けます。
●申込先 岩倉スポーツクラブ事務
局（総合体育文化センター内）

募

●とき ９月18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 認定こども園ゆうか幼
稚園鼓笛隊による演奏 午前10時
30分〜（１回のみ）
※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

「秋の中山道」を歩こう会

イベント

市民の皆さんが日常生活に役立つ
知識を学び、よりよい消費生活を送
っていただくことを目的として消費
生活講座を開催します。
植物の香りを用いて心と体を元気
に導くアロマセラピー。最近は認知
症にも効果があると言われていま
す。今回の講座では、今すぐに始め
られるアロマの活用法をご紹介しま
す。
●とき
① ９ 月29日 ㈭ 午 前10時 〜11時30
分
『アロマって何？今日から始めるア
ロマの楽しみ方』
②10月 ６ 日 ㈭ 午 前10時 〜11時30
分
『アロマの香りに包まれて、ハンド
マッサージを体験してみましょう』
●ところ 生涯学習センター 研修
室１
●講師 JAA（日本アロマコーディ
ネーター協会）アロマコーディネー
いな ば
よし こ
ター 稲葉 淑子さん
●受講料 無料
●定員 50人（先着順）
●持ち物
【①への参加者】筆記用具
【②への参加者】筆記用具、タオル
１枚
●主催 岩倉市
●企画・運営 岩倉市消費生活モニ
ター
●申込方法 商工農政課商工観光グ
ループまで電話でお申込みください
（１日ずつのご参加も受け付けてい
ます）
。

第５回「岩倉軽トラ市」
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イベント
大切な人を亡くされた人のお
話会
長寿介護課長寿福祉グループ
（☎38‐5811）

創業入門セミナー
江南市商工観光課（☎54 ‐ 1111内線：337）または、岩倉市商工農政課
商工観光グループ（☎38‐5812）
、岩倉市商工会（☎66‐3400）

イベント
募
集
健
康
お知らせ

起業・創業を考えている人や経営に興味がある人、経営に関する知識を得
たい人等を対象に「創業入門セミナー」を江南市、犬山市、岩倉市、大口町
および扶桑町が共同で開催します。
●とき ９月24日㈯午後１時〜４時30分（午後０時30分より受付）
●ところ 江南市民文化会館２階 第２会議室（江南市北野町川石25-１）
●内容・講師
①「創業の基礎知識とビジネスプランの立て方」
の むら
たつ のり
【講師】野村 健典さん（税理士）
②「創業者に聞く経験談」
こ じま
ふみ き
【講師】小島 文樹さん（（株）ゾッド代表取締役）
③「創業保証制度の紹介」
【講師】愛知県信用保証協会講師
「創業支援制度の紹介」
【講師】（公財）あいち産業振興機構講師
●対象 創業を予定している人や、経営に興味のある人および創業者。
※主催市町以外の人も受講できます。
法の日記念行事と無料法律相
●定員 30人（先着順）
談会
●参加料 無料
愛知県弁護士会一宮支部
●申込方法 ９月１日㈭〜14日㈬に、各市町の担当部署、商工会議所等に
（☎0586‐72‐8199）
ある申込書に必要事項を記入のうえ、江南市商工観光課まで、直接または
記念行事
FAXでお申込みください（電話、Eメールでも受付可能）。
●とき 11月５日㈯午後１時15分 ※必要事項の記入漏れにご注意ください（必要事項：郵便番号、住所、氏名、
〜３時45分（予定）
年齢、性別、電話番号およびEメールアドレス）。
●ところ i-ビル（一宮市栄三丁目 ●申込先 【江南市商工観光課】住所：江南市赤童子町大堀90 ☎54‐1111
１-２）
（内線337）、FAX56‐5516、Eメール：shoko@city.konan.lg.jp
●内容 無料講演会「より賢い消費 ●その他 お申込みいただいた人には、本セミナー以外にも創業に関する連
者になろう」
絡や問合せをさせていただく場合がありますので、ご了承ください。
●講師 菊池幸夫さん（弁護士）
ロビーコンサート
無料法律相談会
フレッシュコンサート〜フルートアンサンブルの魅力〜
●とき 10月７日㈮午後１時30分
生涯学習課生涯学習グループ（☎38‐5819）
〜４時30分（１人30分程度）
岩倉市ジュニアオーケストラ出身の片岡美音さんをはじめ、名古屋芸術大
●ところ 岩倉市役所１階市民相談
学の卒業生・在学生が出演します。
室
●とき ９月25日㈰午前10時30分〜11時30分
※事前予約制、先着順。
●申込先・方法 愛知県弁護士会一 ●ところ 市役所１階ミニステージ
にい の とも こ
まつ ばら み や
かた
、松原未弥さん（院１年）、片
フルート／新野智子まつさん（卒業生）
宮支部（平日午前９時30分〜午後 ●出演者
おか み お
もと ゆ き
４時30分）へ電話でお申し込みく 岡美音さん（４年）、ピアノ／松本佑紀さん（３年）
●内容 いろいろな種類のフルートを使って独奏から三重奏まで幅広くお届
ださい。
けします。
●主な曲 「アルルの女」よりメヌエ
ット、ミッキーマウスマーチ、ムーン
リバー ほか
長年連れ添った夫や妻など、大切
な人を亡くした時、明日をどうしよ
うかと思い悩むことがあります。同
じように大切な人を亡くされた経験
のある人同士でお話をする機会を設
けます。
経験者、地域包括支援センター職
員が聞き役で参加します。
●とき ９月13日㈫午後１時30分
から３時までの間、ご自由にお越し
ください（申込不要）。
●ところ 市役所２階レストランさ
くらん坊
●参加費 お茶代350円
●対象者 ご家族を亡くされた人等
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イベント
愛知県障害者委託訓練
公共職業安定所または愛知障害者職業
能力開発校（☎0533‐93‐2505）

岩倉市商工会（☎66‐3400、

66‐3417、E-mail:info@iwakura.or.jp）

岩倉市と岩倉市商工会では、事業所における経営上のいろいろな課題、悩
み等を相談できる地元企業の支援機能の強化を図るため、「岩倉市地域産業
活性化支援事業」を実施しています。その事業の一環として、事業所におけ
る売り上げアップ、販路開拓、広報・ＰＲ、新規事業展開などを相談できる
「個別経営相談会（後期分）」を開催します。経営相談のスペシャリストがあ
なたの挑戦への相談をお待ちしています。ぜひ、ご利用ください。
●とき
相 談 日

時

間

9：30〜12：30

11月7日（月）

9：30〜12：30

12月14日（水）

15：00〜18：00

平成29年1月21日（土）

15：00〜18：00

2月6日（月）

9：30〜12：30

3月15日（水）

15：00〜18：00

募

10月5日（水）

イベント

え とう ま

ゆ

江藤麻由さん

●募集定員 （後期）全６日間、延べ18組（先着順）
●申込資格 市内で事業を営んでいる中小企業・小規模事業者、起業家
●申込方法 市ホームページ（アドレス裏表紙参照）からダウンロードもし
くは、岩倉市商工会に設置してある所定の申し込み用紙をご記入いただき、
直接、岩倉市商工会までお持ちいただくか、ＦＡＸまたは、メールで提出し
てください。
●申込開始日時 ９月１日㈭午前９時から
※申込開始日時以前に申込みをいただいた場合は受付できませんので、あら
かじめご了承ください。また、相談日時に関しては、受付後、追ってご連絡
します。
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お知らせ

たか しま まい

髙嶋舞さん

康

あき もと しょう じ

秋元 祥 治さん

健

※１回１時間（３枠）
●ところ 商工会館２階研修室（中本町西出口31-1）
●相談コーディネーター
・開設から２年で約3,400件の相談を受けるOKa-Biz、産業支援界の若きホ
あき もと しょう じ
ープ
秋元 祥 治さん（岡崎ビジネスサポートセンターOKa-Bizセンター長）
たか しま まい
嶋舞さん（岡崎ビジネスサポートセンターOKa-Biz副センター長）
・髙
え とう ま ゆ
・江藤麻由さん（岡崎ビジネスサポートセンターOKa-Bizビジネスコーディ
ネーター）

集

いぬやまｅ―ＭＯＳ資格対策コース
● 日 程（ 訓 練 期 間 ） 10月28日 ㈮
〜12月19日㈪（毎週月〜金曜日午
前９時30分〜午後３時30分）
●ところ 犬山国際観光センター
フロイデ
（犬山市松本町四丁目２１）
●内容 ＭＯＳの資格取得とタブレ
ット型端末の基礎知識習得
●対象 身体・精神障害者手帳所持
者
●定員 ６人（面接で選考）
●受講料 無料（別途テキスト代
3,000円が必要）
●申込方法 ９月27日㈫までに公
共職業安定所で求職登録をしたうえ
で、手続きをしてください。
ぱそメイト国府宮-Ｐ検３級対策コ
ース
●日程（訓練期間） 11月２日㈬〜
平成29年１月18日㈬（毎週月・水・
木・金曜日の午前９時30分〜午後
４時15分）
●ところ ぱそメイト国府宮教室
（稲沢市国府宮２ ‐ ５ ‐21）
●内容 オフィス２０１３基礎〜応
用、Ｐ検（ＩＣＴプロフィシエンシ
ー）３級対策、ビジネスマナー
●対象 身体・精神障害者手帳所持
者（マウス操作のできる人。視覚、
聴覚障害者の人はお問合せくださ
い。
）
●定員 ６人（面接で選考）
●受講料 無料（別途テキスト代
2,160円が必要）
●申込方法 10月６日㈭までに公
共職業安定所で求職登録をしたうえ
で、手続きをしてください。

市内で事業を営んでいる皆さんへ
「個別経営相談会（後期分）
」

イベント
多世代交流センターさくらの家講座・事業のご案内
長寿介護課長寿福祉グループ（☎38‐5811）または、多世代交流センターさくらの家（☎81‐4941）
自主企画講座

事前に申し込みが必要です。

講座名／定員・回数
世界遺産を旅しよう
/30人・6回

講

対象者：市内在住60歳以上の人

師

実施日程・時間・場所

合田まゆみ（旅行添乗員）
大脇有美（元旅行添乗員）

持ち物

10/7㈮、11/4㈮、12/2㈮、1/6㈮、
2/3㈮、3/3㈮午前10時〜11時30 筆記用具
分、会議室

第1回イギリス、第2回ブラジル、第3回ベトナム＆カンボジア、第4回モロッコ、第5回南イタリア、第6回韓国
※講師の都合により、内容は変更となる場合があります。
縫わないで作るバッグと小物入れ 山田るみ子
／15人・3回
（R-coudreクードル）

10/14㈮・28㈮、11/25㈮
午前10時〜正午、会議室

材 料 費2,000円、 定 規、 は さ み、
洋裁用ヘラ、目打ち

裁縫が苦手でも大丈夫です。針と糸を使わずに縫わないでバッグと小物入れを作ります。
ネクタイで花のブローチづくり/各
３Ｒ岩倉の皆さん
回10人・2回

10/13㈭・27㈭
材料費100円
午前9時30分〜11時30分、会議室

使わなくなったネクタイを利用して花のブローチを作ります。5人の講師がついて指導してくれます。※1回で完結します。

イベント

中山恵子
10/20㈭、11/17㈭、12/15㈭
（アメリカスポーツ医学会公認運 1/19㈭、2/16㈭、3/16㈭
動生理学士）
午後1時30分〜3時、大会議室

いきいき健康体操
／25人・6回

動きやすい服装、靴ひものある室
内シューズ、タオル、飲み物

最新の科学的データに基づいた認知症予防、介護予防のための健康体操です。楽しみながら、正しい知識と、安全で効果的な運動の方法を学
びます。いつまでも自分らしく自立した生活が送れるよう一緒に頑張りましょう。

集
健

介護予防事業

募

自主企画講座の申込方法
申込場所 多世代交流センターさくらの家 八剱町下池田806番地1 ☎81-4941
申込方法 所定の申込用紙にご記入のうえ申し込んでください。なお、定員を超える場合は抽選とします。
申込期間 9月1日㈭〜10日㈯ 午前9時〜午後5時（日曜日を除く）
抽選結果 9月15日㈭に多世代交流センターさくらの家に掲示します。なお、電話での問い合わせもできます。
どなたでも自由に参加できます。実施日に会場へお越しください。対象者：市内在住60歳以上の人

康

教室名

講

師

実施日程・時間・場所

持ち物

10/13㈭、11/10㈭、12/8㈭
歌って元気！歌う健康 手塚淑子（名古屋二期会準会員）
1/12㈭、2/9㈭、3/9㈭
法
善利彩加（ピアノ）
午前10時〜11時、すこやかホール

筆記用具

お知らせ

有酸素運動、脳内ホルモンの活性化、ストレスの解消など、歌うことは誰でも気軽に行える表現療法や行動療法と考えられます。楽しく歌っ
てイキイキ！仲間と一緒に歌いましょう！ただし、会場の広さの都合上、受講できるのは先着80人のみとなりますので、ご了承ください。
介護予防体操

10/19㈬、11/16㈬、12/21㈬
岩田佳子（介護予防運動指導員）
1/18㈬、2/15㈬、3/15㈬
日比野理絵（介護予防運動指導員）
午前10時〜11時30分、すこやかホール

動きやすい服装、室内シューズ、
タオル、飲み物

生活習慣病の改善や予防、また、加齢による筋力低下からの歩行障害や転倒の予防を目的に、ストレッチングや運動を行います。自分のペー
スで取り組め、継続的に参加することでより効果が期待できます。
介護予防教室

地域包括支援センター職員

10/26㈬、11/30㈬、12/21㈬
1/25㈬、2/22㈬、3/22㈬
午後1時30分〜3時、すこやかホール

動きやすい服装、上靴、タオル、
飲み物

からだを動かす体操やお話会など、毎月、さまざまな内容を企画しています。
保健福祉相談

地域包括支援センター職員

10/12㈬、11/9㈬、12/14㈬
1/11㈬、2/8㈬、3/8㈬
午後1時30分〜3時、ラウンジ

―

保健師（看護師）による血圧測定や健康相談 、専門職による制度の説明など高齢者の身近な相談に応じます。

多世代交流事業
多世代交流センターさくらの家は、カラオケや卓球、囲碁・将棋など、高齢者の趣味活動や健康づくりの場とし
てたくさんの人に利用されています。また、子どもルームやお風呂などは、子ども（小学生以下）とその保護者、
60歳以上の高齢者が一緒に利用できます。
なお、高齢者間、多世代間の交流を目的とした行事や講座などを開催する場合、すこやかホールや大会議室など
を占有（有料）でご利用いただけますので、敬老事業や祖父母参加型行事の開催場所としてご活用ください。
ご利用時は、徒歩・自転車でお越しくださいますようご協力をお願いします。
多世代交流センターさくらの家では、年間を通して世代間交流を目的にさまざまな事業を開催していきます。
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イベント
熊本地震支援コンサート
「絆・やさしさ・感謝の集い」
「絆・やさしさ・感謝の集い」実行委員会（ア
ソシア志友館内☎052‐453‐0037）

生涯学習課図書館グループ（☎37‐6804）
図書館・市民プラザを会場に、楽しい人形劇や大型紙芝居などを上演しま
す。実際に作って楽しむ手作りおもちゃなどのコーナーのほか、い〜わくん
も図書館に遊びにきてくれます。
子どもたちに喜んでもらえる催し物でいっぱいですので、ぜひ、皆さんで
お越しください。
上演15分前から会場へ入場できます。整理券の配布は開演30分前からで
す。途中入場はできませんのでご了承ください。また、車での来場は、ご遠
慮ください。入場は無料です。
●とき ９月10日㈯
とき
い〜わくんキャラバン隊

ところ

午前9時30分〜

図書館入り口

人形劇団むすび座
「よかったね！」、「びんぼう 午前10時〜11時
神と福の神」

図書館2階

おはなし会による
読み聞かせ会

図書館2階 視聴覚室

午前10時30分〜11時

会議室

多目的ホール

集

午前9時30分〜午後1時

募

人形劇団どむならん
「とろぴかる・みゅーじかる」、午前11時30分〜午後0時30分 市民プラザ1階
「まいごのまめのつる」
手作りおもちゃコーナー

イベント

図書館2階展示ホール

健

ひきこもり家族教室

康

江南保健所健康支援課こころの健康推進グループ（☎56‐2157）
江南保健所では、「ひきこもりに悩んでいるご家族」を対象にひきこもり
家族教室を開催します。
「ひきこもり」とは、長期にわたって社会参加をしておらず、自宅にひき
こもっている状態を表す言葉です。家族教室は、ひきこもりについての理解
を深め、悩みや不安を一緒に話し合う場です。
●とき・内容 下表のとおり
●ところ 江南保健所3階大会議室（江南市布袋下山町西80）
●対象者 ひきこもりに悩んでいるご家族 30人（2回とも参加可能な人を
優先します）
●参加費 無料
●申込期間 9月1日㈭〜23日㈮
回

と

き

内

容

1回

・「ひきこもりの理解と対応」
9月29日㈭
午後2時〜4時 講師 川北 稔 さん（愛知教育大学大学院教育実践研究科准教授）
・交流会

2回

・「支援の実際〜ひきこもり経験者の思い」
10月5日㈬
午後2時〜4時 講師 菅沼 和司 さん（一般社団法人若者支援事業団理事）
・交流会

広報いわくら 平成28年9月号
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お知らせ

平成28年４月14日の熊本地震。
東北地方太平洋沖地震から５年の歳
月が流れ、再び大変な被害をもたら
す地震が起きました。私たちに何か
できることはないかと考え「絆・や
さしさ・感謝の集い」実行委員会を
立ち上げ、熊本地震支援活動として
チャリティコンサートを開催しま
す。集まった義援金については熊本
県益城町教育委員会へお届けしま
す。ぜひご参加ください。
●とき 9月10日㈯午後2時〜5時
●ところ 総合体育文化センター多
目的ホール
●参加費 無料 ※当日、募金箱を
設置しますのでご協力をお願いしま
す。
こ むろ ひとし
い とう み ち こ
（歌）、
伊藤実知子
（バ
●出演 小室等
こ
イオリン）
、shifo（歌・演奏）、児
だま
玉
たまみ（歌）
、foo（歌・演奏）
、
うえ だ わか な
やす い まさ のり
、安 井 正 規（電子オ
上 田 若 渚（歌）
ルガン）
、岩倉中・南部中学校吹奏
こ にし ゆ か
楽部、小西由香（総合司会）
●主催 「絆・やさしさ・感謝の集い」
実行委員会
●後援 アソシア志友館、岩倉市、
岩倉市教育委員会、岩倉市校長会、
岩倉市PTA連合会、岩倉市音楽連盟、
岩倉ライオンズクラブ、岩倉ロータ
リークラブ、岩倉青年会議所

人形劇フェスティバル

募

集

イベント
中学生および中学生父母向け
進路相談会

岩倉市民文化祭の作品
生涯学習課生涯学習グループ（☎38‐5819）

イベント
募

文化活動の成果を発表する場として市民文化祭を11月３日（木・祝）か
ら６日㈰まで、総合体育文化センターで開催します。
＜作品募集要領＞
●出品資格
市民展・盆栽展・生花展…市内に在住、在勤（在学）者、市内の文化団体等
に所属する人
美術展…平成28年４月１日現在、満15歳以上で市内に在住、在勤（在学）者、
市内の美術団体等に所属する人
●作品
市民展・盆栽展・生花展…各部門１人１点を原則とし、未発表の作品に限り
ます。ただし、盆栽展は、１人２点まで。
美術展…各部門１人１点とし、未発表の作品に限ります。
●申込方法 所定の出品申込書を生涯学習課へ提出してください。
●受付期間 ９月１日㈭〜30日㈮
市民展
★部門等 趣味の作品で部門、規格等は問いません。
美術展
★部門および規格

集

部門

内容

規格

誠信高校 斎藤
（☎93‐5380）
●とき 第１回９月16日㈮午後７
時30分〜９時、第２回10月14日㈮
午後７時30分〜９時
●ところ 生涯学習センター
●内容 現役の高校教員を招き高校
進路相談会を開催します。当日は私
学助成の説明や各学校から教育や生
徒の様子等の説明を行います。
●参加費 無料
●主催 私学をよくする愛知父母懇
談会岩倉ブロック
●後援 岩倉市・岩倉市教育委員会

募

集

岩倉オープン卓球選手権大会
参加者
卓球協会事務局 稲垣
（☎37‐8193）

岩倉市卓球協会では、次のとおり
岩倉オープン卓球選手権大会を開き
ます。
① 作品は6号以上50号以内とする。
油彩、水彩、版画、デザイ
洋 画
② 作品は額装または枠張りとする（ただし、平面
●とき 10月16日㈰午前９時〜
ン、その他
造形などは除く）。
●ところ 総合体育文化センターア
① 作品は半切（枠の仕上がり寸法48㎝×176㎝以
リーナ
内）に限る（縦・横自由）。
漢字、かな、近代詩文、少
●種目 男女別個人戦
書
② 作品は枠張りとする。
字数、篆刻
③ アクリル・ガラス入りの額は認めない（ただし、 ●試合方法 予選リーグ決勝トーナ
篆刻は除く）。
メント方式
●参加資格 20歳以上
彫刻、塑像
自由。ただし、総重量50kg以内とする。
彫 刻
●参加費 １人1,000円
工 芸 陶芸、金工、染織、木竹工、自由。ただし、平面の作品については50号（一辺
●表彰 ３位までの人に賞状・賞品
人形、七宝、硝子、その他 116.7㎝）以内、総重量50kg以内とする。
をお渡しします（参加者全員に参加
① 作品は四つ切り以上全紙までとする。
賞）
組 写 真 も 可（2枚 か ら5枚
写 真
② 作品は額装またはパネル張りとする。
まで）
●申込期限 9月18日㈰までに参加
③ 合成・加工写真は不可とする。
費を添えてお申込みください。
★審査 作品は美術展審査委員会により審査を行い、「市長賞」「美術展賞」、 ●申込先 卓球協会事務局 稲垣ま
「佳作」を決定します。
たは、岩倉市体育協会事務局（生涯
★表彰式 11月５日㈯午前９時30分から、展示会場で行います。
学習課内☎38‐5819）
生花展・盆栽展
★種別 生花、盆栽
★規格 自由
●作品搬入
美術展…11月１日㈫午後４時〜６時
市民展・盆栽展・生花展…11月２日㈬午後１時３０分〜６時
※いずれも各展示会場へ搬入してください。
●作品搬出 11月６日㈰午後４時〜６時
日本画

健
康
お知らせ
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①
②

作品は6号以上50号以内とする。
作品は額装または枠張りとする。

募
小・中・高校生の皆さん

集

スポーツ少年団に参加しませんか

岩倉市スポーツ少年団事務局（生涯学習課内☎38‐5819）
スポーツ少年団は、スポーツ好きな子どもや、スポーツをやってみたいと思っている子どもを中心とした地域の
コミュニケーションの場です。入団を希望する人は、随時受け付けていますので各団へ直接お申し込みください。
名称
岩倉空手道
五条川空手道
岩倉東新町
空手道

会場

総合体育文化
水・金曜日
センター

五条川小学校
月・水曜日
体育館
岩倉団地
集会所

とき
午後6時30分〜8時15分
午後7時〜8時30分

月曜日

午後7時〜9時

金曜日

午後7時〜9時

入会金
月

入会金
月

会費

対象

2,000円
小・中学生
1,000円

募集

申込先

多数

会場で受付

2,000円 小・中学生・
多数
1,500円 高校生

会場で受付

月

3,500円

小・中学生・
多数
高校生

会場で受付
村松 37-8343

岩倉女子
市立体育館
日曜日（1〜3年生 午前8時30分〜正
バレーボール （北小学校内） 午、4〜6年生 午前8時30分〜午後4時）

年

3,000円

小学生
多数
（男子も募集）

会場で受付
今井 66-4844

岩倉卓球

年

2,500円 小・中学生

岩倉南武館
（剣道）

五条川
軟式野球

年

18,000円

火・木曜日

午後7時〜9時

年

18,000円

火・木曜日

午後6時45分〜9時

年

18,000円

午後7時〜9時

年

18,000円

年

13,200円 小学生

南小学校
体育館

東小学校
体育館

五条川小学校
火・木曜日
体育館
中央公園

土曜日

五条川小学校
日曜日
グラウンド

午後1時〜5時
午後1時〜5時

北小学校
グラウンド

土・日曜日・祝日
１〜３年生 午前８時〜正午
４〜６年生 午前８時〜午後４時

南小学校
グラウンド

土曜日 正午〜午後5時
日曜日・祝日 午前8時30分〜午後5時

曽野小学校
グラウンド

第2・4土・日曜日 午後0時30分〜5時
祝日 午前8時30分〜午後5時

五条川小学校
グラウンド
東小学校
グラウンド

土・日曜日・祝日

午前8時〜午後5時

小・中学生・
多数
高校生

小・中学生・
多数
高校生

小・中学生・
多数
高校生

小・中学生・
多数
高校生
多数

入会金 1,000円
5・6年生
小学生
年
13,000円
多数
（北小の男女）
4年生以下
年
9,000円
入会金 1,000円
6年生
6,000円
小学生
5年生
5,000円
（南小・曽野
4年生
4,000円
小の男女）
3年生以下
3,000円

軟式野球
小学生
半年
7,000円
（五条川小・ 多数
Ｔボール
東小の男女）
半年
5,000円

岩倉北部
サッカー

日曜日
1〜3年生
1〜3年生 午前8時30分〜10時30分
石仏スポーツ
年
14,400円 小学生
4〜6年生 午前8時30分〜正午
広場
4〜6年生
（男・女）
第2・4・5土曜日
年
18,000円
4〜6年生 午前8時30分〜正午

岩倉FC
フォルテ

曽野小学校
グラウンド

岩倉柔道

総合体育文化 火・木・土曜日
センター
午後7時〜9時

第1・3・5土曜日
4〜6年生 午前9時〜11時、午後1時〜5時
全学年 日曜日 午前8時30分〜正午

岩倉
五条川小学校 日曜日
バドミントン 体育館
午前9時30分〜正午
岩倉ミニバス 曽野小学校
ケットボール 体育館
岩倉
フットサル

水曜日 午後6時30分〜8時30分
土・日曜日 午後1時30分〜6時30分

総合体育文化
木曜日
センター

午後5時〜7時

多数

年

12,800円

小・中学生
（男・女）

会場で受付
会場で受付
会場で受付
会場で受付
藤本
080-5101-8377
会場で受付
宮川 66-8590

会場で受付
江坂
080-5501-3339

会場で受付
山田 66-4118

多数

会場で受付

多数

会場で受付
塚本
090-2347-6662

入会金 1,000円 小・中学生・
多数
年
15,000円 高校生

会場で受付
鉄屋 37-3452

２・３・４年
会場で受付
若干名
生
中山 38-0252

年

4,000円

月

1,500円 小学生

年

会場で受付

多数

会場で受付

12,800円 小学生
（男女） 多数

会場で受付
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岩倉南野球

午後7時〜9時

会場で受付
北上 37-6126

康

岩倉北野球

総合体育文化
火・木曜日
センター

多数

健

岩倉ソフト
ボール
（男子部・
女子部）

午前9時〜10時30分

集

岩倉桜武館
（剣道）

日曜日

募

岩倉東武館
（剣道）

東小学校
体育館

イベント

岩倉武道館
（剣道）

東小学校
体育館

募
クリーンチェックいわくら
2016の参加団体

集

市民農園の利用者
商工農政課農政グループ
（☎38‐5812）

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
募
集
健
康
お知らせ

クリーンチェックいわくらは、環
境美化活動を通して、ごみの減量と
資源化の啓発を図るとともに、身の
回りの環境を慈しむマナーと節度あ
る暮らしのルールを再確認していた
だこうという催しです。毎年、市内
各地区、各種団体から多数の人々に
ご参加いただいていますが、さらに
活動の輪を広げるために、新たに参
加してくださる団体を募集します。
●実施日 10月22日㈯（一斉実施
日）または、10月23日㈰から11月
13日㈰の間で任意の日
●実施内容 １時間程度のごみ拾い
および分別作業の実践
●募集対象 新規に参加を希望する
市内の市民団体、事業所
※昨年参加された団体には別途ご案
内をしています。
●申込期限 10月７日㈮
●申込方法 問合先までご連絡くだ
さい。その後、簡単な計画書をご提
出いただきます。
●その他 参加団体の名称一覧を広
報いわくら１月号で紹介する予定で
す。

市では、市民の皆さんに野菜作り
などの体験を通して、余暇の時間を
楽しんでいただくため、市民農園を
設置しています。
今回、空区画の募集を次のとおり
行います。なお、申し込み多数の場
合は、抽選を行います。
●申込資格 市内にお住まいの人。
一世帯に一区画。
●利用期間 10月〜平成29年３月
（１年更新で最長５年間の延長可）
●利用料金 1,500円
●募集区画数
★大山寺町市民農園 １区画
★鈴井町市民農園 １区画
★稲荷町市民農園 ３区画
※稲荷町市民農園は、水道施設があ
りません。
●申込期間 ９月１日㈭〜20日㈫
●申込方法 商工農政課にある利用
申込書に記入のうえ、申し込んでく
ださい。
●抽選 申込多数の場合は、９月
26日㈪午前10時から市役所７階第
１委員会室で抽選を行います。

秋のホームステイのホスト
岩倉市国際交流協会（井上☎・

66‐3192、山田☎・

66‐4811）

今回は、バーベキュー（BBQ）とファイヤーショーの鑑賞で、国際交流
機構（JICA）の研修生をゲストに迎えます。気候のいい秋に、素敵な交流
をしてみませんか。
●日程 10月８日㈯ 午後４時に生涯学習センターで対面して、ゲストと
ともに希望の家へ。
バーベキューとファイヤーショーを楽しみ、各ご家
庭へ。
９日㈰ ゲストと自由に交流していただき、午後４時に岩倉
駅へゲストを送っていただきます。
●申込期限 ９月15日㈭
●その他 10月8日㈯午後６時30分（予定）から、ファイヤーダンスのパ
フォーマンス集団「Project Agni（プロジェクト・アグニ）」によるファイ
ヤーショーを行います。皆さんぜひご鑑賞ください（会員、非会員は問いま
せん）
。
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広告入り封筒無償提供者
会計課会計グループ
（☎38‐5817）
●目的 民間企業等の広告が印刷さ
れた封筒を事業者が作成し、市に無
償提供していただくことにより、事
業経費の削減を図るものです。
●規格 長３号・長40号
●枚数 各２万枚
●申込期間 ９月１日㈭〜23日㈮
※広告内容等に条件があります。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
の詳細を市ホームページ（アドレス
裏表紙参照）でご確認ください。

尾北看護専門学校学生
尾北看護専門学校
（☎95‐7022）
尾北看護専門学校では、平成29
年４月入学（全日制３年課程）の学
生を募集します。
●定員 40人
推薦・社会人入学
●願書受付期間 10月17日㈪〜28
日㈮
●試験日 11月13日㈰
一般入学
●願書受付期間 12月８日㈭〜21
日㈬
●試験日
一次試験 平成29年１月13日㈮
二次試験 平成29年１月29日㈰（一
次試験合格者）
※詳細についてはホームページ
（http://bihokukango.ac.jp/） を
ご覧ください。
※保健センターにも願書などの資料
があります。

健
妊婦さんと30歳以上の人の
成人歯科健康診査
健康課健康支援グループ
（保健センター内☎37‐3511）

市民窓口課保険医療グループ
（☎38‐5807）

毎日プラス10分、日常動作で生活
改善
掃除や庭いじりなど、家で体を動
かすことも運動です。できることか
ら生活の中に運動をプラスしていき
ましょう！
毎日プラス１皿、野菜で健康生活
いつもの食事にプラス１皿の野菜
を。野菜メニューが充実している夕
食ではなく、朝食や昼食でプラスす
るのがコツです。
たばこの煙をなくす
たばこを吸うことは健康を損なう
だけでなく、肌の美しさや若々しさ
を失うことに繋がります。
保健センターでは、みなさんの健
康づくりを応援しています。
★健康チェックの日（健康相談）
毎月第１・３水曜日（祝日除く）午
前９時〜11時
★いきいきウォーキング（五条川沿
いのウォーキング）
①八剱憩いの広場 毎月第２・４水
曜日（祝日除く、雨天中止）午前９
時〜10時
②下本町お祭り広場 毎月第１・３
木曜日（祝日除く、雨天中止）午前
９時〜10時
※申し込みは必要ありません。午前
９時までに動きやすい服装・靴で①
八剱憩いの広場、②下本町お祭り広
場にお越しください。水分補給用の
飲み物・帽子・タオルをお持ちくだ
さい。
★五条川ポールウォーキング 毎週
金曜日（祝日除く、雨天中止）午前
９時〜10時 下本町おまつり広場
にお越しください。ポール（貸出希
望者は事前に保健センターに予約が
必要）
・水分補給用の飲み物・帽子・
タオルをお持ちください。

今年度、健康診査を受診されてい
ない40歳以上の国民健康保険被保
険者と後期高齢者医療被保険者に、
健康診査のご案内を９月中旬に送付
します。
ご自身の健康管理のために、健康
診査を受診しましょう。

いわくら健康マイレージ事業
健康課健康支援グループ
（保健センター内☎37‐3511）
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康

愛知県と協働で「いわくら健康マ
イレージ事業」を実施しています。
今回は企業の協賛を得て地域・職域
全体で健康づくりをすすめていま
す。健康づくりでポイントを貯めて、
健康とお得をいただきましょう！
●実施期間 平成29年３月31日㈮
まで
※ただし、景品応募期限は平成28
年12月22日㈭まで
●対象 20歳以上の市民および市
内在勤者
●内容 自分で健康づくりに取り組
み、ポイントをためます。50ポイ
ントためるとポイントカードと引き
換えに、先着240人にミニプレゼン
トを差し上げます。また、たまった
ポイントカードで120人に景品が当
たる抽選に応募できます。さらに、
県内の協力店舗で特典やサービスが
受けられる「まいか（あいち健康づ
くり応援カード）」を全員に差し上
げます。
●配布場所等 チャレンジシートは
市内公共施設に置いてあります。市
ホームページ（アドレス裏表紙参照）
からもダウンロードできます。
●提出場所 保健センター

健

愛知県民の皆さんの医療に関する
心配や困りごとについて、中立的な
立場から、問題解決に向けて助言し
ます。
●相談窓口 愛知県医療安全支援セ
ンター（愛知県庁医務国保課内）
●受付日時 平日午前９時〜正午、
午後１時〜５時
●相談方法 電話または面接（事前
予約制）
※保健センターにパンフレットが置
いてあります。

健康課健康支援グループ
（保健センター内☎37‐3511）

集

愛知県医療安全支援センター
（☎052‐954‐6311）

年に１回健康診査の受診を

募

医療相談窓口のご案内

９月は健康増進普及月間です

イベント

● と き ① ９ 月 ９ 日 ㈮ 〜13日 ㈫、
午後１時〜２時30分②９月27日㈫
〜10月13日㈭、午後０時40分〜２
時10分（土・日曜日、祝日は除く）
●ところ 保健センター
※駐車場が少ないため、車でのお越
しはご遠慮ください。
●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）
●定員 ①各日９人②各日16人
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）
●費用 無料
●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
が必要です。

康

お知らせ
１人で悩んでいませんか？
認知症電話相談をご利用ください

障害者のタクシー利用料金を助成します
福祉課障がい福祉グループ（☎38‐5809）
市では、心身に障害のある人の日常生活を支援し、その人を介護するご家
族の負担を軽減するために、タクシー利用料金の助成制度を設けています。
●内容 心身障害者がタクシーを利用するときの基本料金と迎車料金を助成
する利用券を月３枚お渡しします（高齢者すこやかタクシー料金助成利用券
との併用はできません）。
●対象者 市内にお住まいで次のいずれかの人
①身体障害者手帳１・２級の人
②身体障害者手帳の内容に下肢、体幹または視覚の３級が記載されている人
③療育手帳Ａ判定の人
④精神障害者保健福祉手帳１級の人
●必要な物 印かん・手帳
イベント

自殺予防週間
こころの相談窓口へご相談ください
福祉課障がい福祉グループ（☎38‐5809）

募
集

世界自殺予防デーにちなみ、毎年、９月10日からの一週間を自殺予防週
間としています。自殺は経済的な悩みや健康問題などさまざまな要因が絡み
合っており、社会全体で防ぐことができます。
大切ないのちを救うために、悩みごとはひとりで抱え込まず、こころの相
談窓口へお気軽にご相談ください。
相談窓口名称

電話番号

受付時間

電話

面接

健
康
お知らせ

メンタルヘルス相談
愛知県精神保健福祉センター

052-962-5377

平日
9：00〜12：00
13：00〜16：30

○

○
（要予約）

メンタルヘルス相談
江南保健所

56-2157

平日
9：00〜12：00
13：00〜16：30

○

○
（要予約）

岩倉市保健センター

37-3511

平日
9：00〜12：00
13：00〜16：00

○

○
（要予約）

37-3511

平日
9：30〜11：30

×

面接のみ
月一回開催
（要予約）

あいちこころほっとライン
365

052-951-2881

毎日
9：00〜16：30

○

×

名古屋いのちの電話

052-931-4343

毎日
24時間

○

×

あいち自殺防止センター

0568-70-9090

土曜日
0：00〜5：00

○

×

平日
8：45〜17：30

×

○
（要予約）

臨床心理士による
こころの健康相談
（岩倉市保健センター）

こころの健康（夜間・土日） 052-962-9002
無料相談
（予約専用）
よりそいホットライン

0120-279-338 毎日
（フリーダイヤル） 24時間

○

×

24時間子供SOSダイヤル

0120-0-78310 毎日
（フリーダイヤル） 24時間

○

×

チャイルドライン
あいち（18歳まで）

0120-99-7777 毎日
（フリーダイヤル） 16：00〜21：00

○

×
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公益社団法人「認知症の人と家
族の会・愛知県支部」
（☎0562‐33‐7048）
公益社団法人「認知症の人と家族
の会・愛知県支部」では、電話によ
る認知症介護相談を受け付けていま
す。
認知症の人は、介護者の心を敏感
に感じ取ります。介護者がイライラ
したり怒っていたりすると、相手に
も伝わり、かえって介護がやりにく
くなってしまいます。いい介護をす
るには、まずは介護者の健康と心の
ゆとりが必要です。
困ったときには１人で悩まずに、
ぜひご利用ください。
●認知症介護相談電話 ☎0562 ‐
31‐1911
●開設時間 平日（月〜金曜日）午
前10時〜午後４時

災害に備え、障害者のストマ
装具を保管します
福祉課障がい福祉グループ
（☎38‐5809）
市では、災害支援策の一環として、
オストメイト（人工肛門・人工膀胱
造設者）が排せつのために必要なス
トマ装具をお預かりし、市役所庁舎
で保管する「ストマ装具保管事業」
を実施しています。
●対象者 市内にお住まいのストマ
装具を必要とする人
●保管物 個人が使用する、概ね
10日間分のストマ装具（おむつを
除く）
●保管期間 １年６カ月（更新が必
要）
●申込方法 保管するストマ装具を
各 自 で 用 意 し た 保 管 箱（30cm×
20cm×15cm程度の大きさ）に収
納し、身体障害者手帳、印かんを持
参し、福祉課にお越しください。
●その他 本人以外の人が窓口に来
られる場合は、代理の人の身分を証
明するもの（運転免許証など）を提
示してください。

お知らせ
不用品データバンク

動物愛護週間と動物慰霊祭

屋外広告物適正化旬間

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19日現在）
●譲ります（有償） ベビー用布団
一式
●あげます（無償） ベビー用ハイ
ローチェア、犬小屋
●求めます 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、モノクロプリン
タ、岩倉幼稚園用品
※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。

動物慰霊祭
９月20日㈫～26日㈪は動物愛護
週間です。尾北狂犬病予防推進協議
会では、この週間に動物慰霊祭を開
催します。この機会に慰霊祭に参加
して動物について考えてみません
か。
●とき ９月20日㈫午後２時～
※動物慰霊祭は、午後２時より犬の
優良飼養者表彰式を行った後に行い
ます（優良飼養者の募集は終了しま
した）。
●ところ 曼陀羅寺（江南市前飛保
町寺町202）
犬・猫等のペットを捨てることは犯
罪です。
「動物の愛護及び管理に関する法
律」で、飼い主が飼っているペット
を捨てることは禁止されています。
違反すると、100万円以下の罰金
に処されます。
飼い主の責任には、ペットを正し
く飼い、愛情を持って扱うことだけ
でなく、最後まできちんと飼うこと
も含まれます。飼えないからとペッ
トを捨てることは、ペットを命の危
険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛
を与えるばかりでなく、近隣住民に
も多大な迷惑になります。
一度動物を飼い始めたら、家族の
一員として一生涯責任を持って飼う
ようにしましょう。
動物に関する相談窓口
愛知県動物保護管理センター尾張
支所（☎0586‐78‐2595）では
次のような相談を受け付けています。
★動物の愛護と正しい飼い方の相
談・指導
★犬・猫などに関する苦情の受付・
処理
★野犬・放し飼いの犬などの人への
危害の防止
★所有者の判明しない負傷動物の保
護・治療

●期間 ９月１日㈭～10日㈯
はり紙、はり札、立看板、広告板、
広告塔などの屋外広告物の設置に
は、街の美観や自然環境を守るため、
屋外広告物条例による一定の制限が
あります。
屋外広告物を設置するときは、事
前に市役所の担当窓口に相談し、規
制の内容を確認してください。
また、県内で屋外広告業を営むた
めには、事前に知事の登録を受ける
必要があります（ただし、名古屋市、
豊橋市、岡崎市、豊田市は別制度と
なります）。
屋外広告物条例を守り、美しい愛
知づくりを進めましょう。
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お知らせ

「働き方改革」は労働環境を見直
し、長時間労働の抑制や休暇の取得
を促進することにより、働く人たち
の仕事と生活の調和（ワーク・ライ
フ・バランス）を図ることを目的と
しています。
夏季休暇に、土日に、休みを１日
プラスして連続休暇にする「プラス
ワン休暇」で休み方・働き方を変え
てみましょう。
厚生労働省ホームページ参照
http://www.mhlw.go.jp/newinfo/kobetu/roudou/gyousei/ki
nrou/150609-01.html

尾張都市計画生産緑地地区の変更
案を縦覧します。
この変更案について意見のある人
は、９月16日㈮までに市長に意見
書を提出することができます。
●とき ９月２日㈮～16日㈮（土・
日曜日を除く）午前８時30分～午
後５時
●縦覧場所 市役所４階都市整備課
●意見を提出できる人 市内に在住
の人および利害関係人

康

愛知労働局雇用環境・均等部指
導課（☎052‐219‐5509）

都市整備課計画グループ
（☎38‐5814）
健

年次有給休暇を計画的に活用
しよう

生産緑地地区変更案を縦覧し
ます

集

都市整備課計画グループ
（☎38‐5814）

募

環境保全課環境グループ
（☎38‐5808）

イベント

商工農政課商工観光グループ
（☎38‐5812）

お知らせ
秋の全国交通安全運動
９月21日㈬～30日㈮
愛知県県民生活部地域安全課
（☎052‐954‐6177）

イベント
募
集

秋は行楽やスポーツなど外出する
機会が増え、人や車の動きが盛んに
なります。
また、日没時刻が日増しに早くな
ることから、運転者にとっては歩行
者・自転車が見えにくくなります。
さらに夕暮れ時から夜間にかけては
交通量が多いこともあり、子どもや
高齢者が交通事故にあう危険性が高
まります。
●運動の基本
★子どもと高齢者を交通事故から守
ろう
●取組重点
★夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車
乗用中の交通事故をなくそう
★後部座席を含めた全ての座席でシ
ートベルトとチャイルドシートを正
しく着用しよう
★飲酒運転を根絶しよう

健
康

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

お知らせ

●とき ９月27日㈫午前９時30分
～11時30分、午後１時～４時
●ところ 市役所
●その他 200ml献血の必要量が
県内の各献血会場で確保できた場合
は、200ml献血の受付を終了させ
ていただく事があります。

狂犬病予防注射はお済みですか？
環境保全課環境グループ（☎38‐5808）
または愛知県動物保護管理センター尾張支所（☎0586‐78‐2595）
狂犬病は、神経が侵される不治の病で、国内では昭和32年以来、狂犬病
にかかった犬の発生は報告されていません。しかし、世界保健機構によると、
外国では年間約５万５千人が狂犬病で死亡していると報告されています。
2006年には、日本人２人がフィリピンで狂犬病に感染した犬に咬まれ、国
内で発症しています。
日本では、生後90日を過ぎた犬の飼い主は、狂犬病予防注射を毎年１回、
４月から６月の間に飼い犬に受けさせることが法律で義務付けられていま
す。まだ狂犬病予防注射がお済みでない飼い主は、早めに動物病院で狂犬病
予防注射を受けさせ、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
狂犬病予防注射料金とは別に、注射済票交付手数料550円が必要です。動
物病院によっては、注射済票の交付が受けられないことがあります。その場
合は、獣医師発行の「狂犬病予防注射済証明書」をお持ちになり環境保全課
へお越しください。注射済票を交付します。直接、注射済票の交付を受けら
れる動物病院の一覧については、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。
なお、登録されていない犬は、この他に登録手数料3,000円が必要となり
ます。
狂犬病予防注射は人の命を守るために行うものです
狂犬病に感染した犬に咬まれることによって、人も狂犬病に感染してしま
うおそれがあります。犬を飼っている人は、飼い犬が咬みつかないように（こ
う傷事故を起こさないように）次のことに気をつけましょう。
・散歩の際には必ずリードを着け、すぐに制御できる長さに保ちましょう。
・庭で放し飼いをする際には、必ず外に出ないよう、柵などで囲ってくださ
い。
・ご自分の飼い犬ではない犬を触るときには、不用意に手を出さないように
しましょう。
万が一、こう傷事故が起きてしまった場合
飼い主は動物保護管理センター尾張支所まで届出を行ってください。ま
た、飼い主は獣医師による狂犬病感染の診断を飼い犬に受けさせ、結果を動
物保護管理センター尾張支所に報告する必要があります。

警察相談は☎＃9110まで
～９月11日は「警察相談の日」～
江南警察署（☎56‐0110）
犯罪等による被害の未然防止などの相談を行っています。
●警察相談専用電話
プッシュ回線からは ☎＃9110
ダイヤル回線からは ☎052‐953‐9110
●受付 月～金曜日（祝日・年末年始
を除く）午前９時～午後５時
※警察本部につながります（通話料は
有料です）。
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お知らせ
岩倉市タウンミーティングを
行います
協働推進課広報情報グループ
（☎38‐5802）

康
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お知らせ

26

健

12

集

30

募

岩倉市教育委員会では、学校生活への適応が困難で、不登校およびその傾
向にある市内に在住の児童・生徒を対象に、適応指導教室「おおくす」を開
設しています。
●開設日時 月～金曜日（祝日を除く）午前９時～午後３時
●ところ 適応指導教室（中本町西出口15-１くすのきの家２階）
●入室方法 在籍する学校と相談のうえ、学校を通して入室の申し込みを行
っていただきます。申込用紙は市内小中学校、適応指導教室に備え付けてあ
ります。

図書館ニュース

著）

２位 ポイズンドーター・ホー
みなと
リーマザー （湊 かなえ 著）
３位 陸王
いけ い ど
じゅん
（池井戸 潤 著）

適応指導教室（くすのきの家２階☎38‐0300）
または、学校教育課学校教育グループ（☎38‐5818）

︵☎３７︲６８０４︶

１位 希望荘
みや べ
（宮部 みゆき

適応指導教室「おおくす」を開設しています

新着図書のご案内
一般新着図書
★ラストナイト
やくまる
がく
薬丸 岳 著
★ホームセンターマニアがつ
くるカッコイイインテリア
主婦と生活社
児童新着図書
★ねずみくんとおばけ
うえ の
のり こ
上 野 紀子 絵
なかえよしを 作
★５さいのふしぎがわかる
よ！
よこやま
よう こ
横山 洋子 監訳
※その他の新着図書について
は︑図書館ホームページ

（６月～７月）

★事業活動に伴って排出されるごみは、地区のごみ集積場所に出せません
岩倉市が行うごみと資源の収集は、一般の家庭から出されるものを対象に
しています。
商店、事業所、工場などで、事業活動に伴って出る事業系ごみは、事業者
の人が責任を持って適正に処理しなければなりません。
★事業系ごみの処理方法
事業系一般廃棄物（産業廃棄物以外のもの）の処理方法は次のとおりです。
①市の許可業者に委託する。
※許可業者については、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。
②事業者自らが直接、小牧岩倉エコルセンター（小牧市大字野口地内）に搬
入する。
③自家処理施設で処理する。
なお、産業廃棄物については、愛知県の許可を受けた産業廃棄物処理業者
に委託してください。
事業系ごみの出し方を紹介したパンフレットをご覧ください
岩倉市では事業系ごみの出し方を紹介したパンフレットを作成していま
す。お持ちでない事業所の皆さんは環境保全課（市役所３階）または清掃事
務所（石仏町）でお渡ししています。

︵ 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︶︒
９月は５日㈪︑ 日㈪︑ 日
㈪︑ 日㈮が休館日です︒

予約の多かった本

・事業系一般廃棄物…環境保全課廃棄物グループ（☎38 ‐ 5808）、清掃
事務所（☎66 ‐ 5912）、または、小牧岩倉エコルセンター（☎0568 ‐
79‐1211）
・産業廃棄物…愛知県尾張県民事務所廃棄物対策課（☎052 ‐ 961 ‐
7211（代））、または、（社）愛知県産業廃棄物協会（☎052 ‐ 332 ‐
0346）

イベント

市政に対する提案やご意見をお聴
きし、今後の市政運営に役立てるた
めに「岩倉市タウンミーティング」
を行います。
このタウンミーティングは、自治
組織（自治会）または、公益的団体
（岩倉市民プラザに登録した団体、
生涯学習サークル）が主催していた
だき、10人以上の参加者が集まる
場に、市長ほか、担当部長などが出
席し、市民の皆さんとの対話を目的
に行うものです。
●希望される場合は…
①話し合う「テーマ」と会場を決め
てください。
②自治組織または、公益的団体が主
催となり10人以上の参加者を募っ
てください。
③タウンミーティング申込書によ
り、協働推進課広報情報グループへ
お申し込みください。
※平日・休日を問わず午前９時から
午後９時までお受けします（２時間
以内を予定）
。
※申込書は市役所４階協働推進課で
受け取るか、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。

事業系ごみは適正に処理しましょう

各種相談一覧
市民相談

市民相談室（☎38‐5822）

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

談

と

き

一般・消費生活相談

月～金曜日（祝日、振替休日を除く）午前９時～午後４時

消費生活専門相談

毎月第１～４金曜日午前９時～正午（祝日、振替休日を除く）

年金相談

９月７日㈬午前10時～午後３時

不動産相談

９月８日㈭午後１時～４時

人権相談

９月９日㈮午後１時～４時

行政相談

９月９日㈮午後１時～４時

法律相談（予約制）
（各回定員６人）

９月13日㈫・28日㈬午後１時～４時
※９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

９月14日㈬午後１時～４時

戦没者遺族相談

９月16日㈮午後１時～４時

心の相談電話
（☎37‐7867）

毎週月曜日午前10時～午後４時（祝日、振替休日除く）

その他の相談
相

談

多重債務者相談
（無料）

若年者就職相談窓
口（無料）
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と

き

９月15日㈭
午後１時～４時
※予約優先
（毎月第３木曜日同時
間開設）

９月26日（月）
①午後１時～１時50
分、②午後２時～２時
50分、 ③ 午 後 ３ 時 ～
３時50分

広報いわくら 平成28年9月号

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。

市役所1階市
民相談室

問合先：商工農政課商工観光グループ（☎385812）
対象：45歳未満の若年者（大学、短大等の学生を
含む）およびその家族
定員：３人（各時間１人／50分）
アドバイザー：県委嘱アドバイザー
申込方法：９月16日㈮午後５時までにお申込み
ください。

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

27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

■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
10月14日㈮
10月26日㈬

受付時間
13：00
～14：00

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

◎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
小学校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。
◎子宮頚がんワクチン予防接種について
中学校１年生～高校1年生に相当する女子が対象です。平成28年7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。詳しくは広報いわくら10月号をご覧ください。
■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
り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、マイナンバーカード［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。
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10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。

プレママと
産後ママの交
流会

31日㈪

10：00
～11：30

9：45
～10：00

妊婦と0～3か月
の児を持つ産婦

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

乳幼児
健康相談

14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

24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

9：45
～10：00

４～６か月児
（定員20組）

申込…９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

9～11か月児
（定員20組）

申込…９月２日㈮～保健センター（電話可）
持ち物…おんぶひも（抱っこひも）
内容…離乳期後期の親子の生活習慣と食事についての話、調理の
デモンストレーション

４か月児
健康診査
（個別通知）

17日㈪
28日㈮

平成28年６月
１～15日生まれ
平成28年６月
16～30日生まれ

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

★これから
はじめる
離乳食教室

18日㈫

10：00
～11：15

★後期
離乳食教室

25日㈫

10：00
～11：00

9：45
～10：00

★かみかみ
歯ピカ教室

21日㈮

9：30
～11：00

9：15
～9：30

平成27年
３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）。

申込…9月2日㈮～保健センター（電話可）
1歳～1歳6か月児
持ち物…仕上げ磨き用歯ブラシ、コップ、エプロン
（定員15組）
内容…幼児食と歯の話、歯こう染め出し、ブラッシング指導

１歳６か月児
健康診査
（個別通知）

18日㈫

12：45～

12：45
～13：30

２歳児歯科
健康診査

24日㈪

12：45～

12：45
～13：30

平成26年
10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）。

20日㈭

12：45～

12：45
～13：30

平成26年３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）。

25日㈫

12：45～

12：45
～13：30

平成25年
10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）。

17日㈪

10：00
～11：00

―

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

双胎・多胎の妊婦等
内容…情報交換、交流会
双児・多児の親子

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

一般不妊治療費の助成

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

●問合先

長寿介護課長寿福祉グループ（☎38‐5811）

高齢者が関わる交通事故は年々増えてきていま

か、通り過ぎるまで待ちましょう。また、交差点

被害者にならないために
・慣れた道でも油断しない
高齢者の歩行中・自転車乗用中に起こった死亡
事故のうち、約半分は自宅から500ｍ以内の箇所

満75歳以上の市民で、有効期限内のすべての
運転免許証を自主返納してから30日以内の人に
は、一人一回限りで下記のものを贈呈します。
① 岩倉市デマンド型乗合タクシー無料券10枚

す。今回は、高齢者の交通事故を防止するための
ポイントと
「高齢者運転免許証自主返納支援事業」
についてご紹介します。

で起こっています。慣れた道でも慎重に安全確認
し、利用しましょう。

・自身のペースを考えて行動する
道路横断時も、自身が予想したよりも長い時間
がかかってしまうということや、車や自転車の接
近に気付くのが遅くなることがあります。自分の
身体能力を正しく理解し、ゆとりを持って安全に
行動しましょう。
・自分の存在を知らせる
夜間に出かけるときは、白や黄色といった明る
い色の服装を心がけ、反射材を身に着けるなど、
ドライバーに積極的に自分の存在を知らせましょ
う。
・横断中には特に注意を
道路を横断するときは、特に左右をよく確認し
ましょう。接近してくる車があれば、車が止まる

Departamento de Informações

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

Dia da coleta do lixo reciclável

2/9(sex)・Sono Cho・Inari Cho・Taisanji Cho・Taisanjimoto
Machi・Taisanjihon Machi・Gojo Cho・Daiichiba Cho
6/9(ter)・Yatsurugi Cho・Inoue Cho・Kamino Cho・
Ishibotoke Cho
9/9(sex)・Higashishin Machi(Iwakuradanchi)
13/9(ter)・Daichi Cho・Daichishin Machi・Chuo Cho・
Minamishin Machi・Kawai Cho・Kitajima Cho・Noyori Cho
16/9(sex)・Shimohon Machi・Showa Cho・Asahi Machi・
Sakae Machi2chome・Shinyanagi Cho・Shinyanagi Cho 1-ku
20/9(ter)・Nakahon Machi・Higashi Machi・Nakano Cho・
Suzui Cho
27/9(ter)・Izumi Cho・Saichi Cho・Hon Machi・Miyamae
Cho・Sakae Machi1chome

で横断するときは、右折や左折の車にも注意が必
要です。
・「高齢者運転免許証自主返納支援事業」とは

② 交通安全啓発物品
※詳しくは、下記までお問い合わせください。

●「高齢者運転免許証自主返納支援事業」につい
ての問合先
危機管理課 生活安全グループ（☎38-5831）

Dia da coleta de papel velho e roupa
usada

2/9(sex)・Shimohon Machi・Showa Cho・Asahi Machi・
Sakae Machi2chome・Shinyanagi Cho・Shinyanagi Cho 1-ku
6/9(ter)・Nakahon Machi・Suzui Cho
10/9(sab)・Higashishin Machi(Iwakuradanchi)
13/9（ter）
・Saichi Cho・Hon Machi・Miyamae Cho・Sakae
Machi1chome
16/9(sex)・Gojo Cho・Daiichiba Cho
20/9(ter)・Yatsurugi Cho・Kamino Cho・Ishibotoke Cho
27/9(ter)・Chuo Cho・Kawai Cho
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健康いわくら21～プラス1品、
野菜
（80g）
の提案～

☆岩倉市食生活改善推進員が作成した「季節の野菜料理プラス
1品集」を保健センターで配布しています。

簡単！！
旬の美味しい野菜レシピ（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）

しめじのレンジ蒸し
＜材

料＞

２人分

しめじ（2/3パック）

60g

チンゲン菜（1/2株）

60g

玉ねぎ（1/5個）

40g

市販のごまドレッシング

適量
※１人分の野菜分量（80g）

…メモ…

・きのこ類の栄養上の特徴
水分が多く、成分は野菜に似ていますが、ビタミンCは

作り方

ほとんど含まない点が大きな違いです。低カロリー食品で

①しめじは石づきを取ってほぐします。

すが、食物繊維、亜鉛、銅、ビタミンB1・B2、ビタミン

チンゲン菜はざく切り、玉ねぎは薄切りにします。

Dなどを多く含む食品です。料理の前に、日光に30分程

②耐熱皿に①を並べラップをして電子レンジで２～３分

度当てると、カルシウムの吸収を良くするビタミンDが増

程度加熱し、市販のドレッシングをかけ味付けします。

え、うま味も濃縮され味もよくなります。

※味付けは、好みのものでお試しください。

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：この時期によ
く発生します）ができます。正解者の中から抽選で３人に、
い～わくんポストカード（２枚）をプレゼント!!

タテのキーワード

ヨコのキーワード

1．
学校などで教育を受ける者。
2．
ビール類や発泡酒に多く含まれ
ている成分。
3．
重いものを手でこじ上げるのに
用いる棒。また、そのしかけ。
4．
トランプのジョーカー。別の読
み方は。
7．
幼稚である。未熟である。
8．
日本一高い山。
10．
雨・雪を防ぎ、また、日光などを
さえぎるため頭上にかざすも
の。

1．
9月を英語でいうと。
5．
小 さな雑 魚を炒って干したも
の。
6．
貨物の質量の単位。記号t。
9．
岩倉にある駅。石仏駅、岩倉駅、
○○駅。
10．
ばけものに関する話。○談。
11．
初めて戦場に出ること。また、そ
の戦い。

応募方法

官製はがきに記入事項を明記のうえ、右記あて先までお送りください。
当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
また、下記フォームからも応募を受け付けています。
http://www.shinsei.e-aichi.jp/city-iwakura-aichi-u/offer/
offerList_detail.action?tempSeq=6655
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6
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9
10
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先月の答えは「ボンオドリ（盆おどり）
」
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 9月15日㈭まで（当日消印有効）

夏

親

岩倉市山車夏まつり

の風物詩

８月６日㈯、岩倉の夏の風物詩である岩倉市山車夏
まつりが行われました。３台の山車は、梶方や地元の
子どもたちに曳かれてくすのきの家に集まり、からく
り実演を行いました。当日は、岩倉軽トラ夜市も併せ
て行われ、会場には多くの人が集い、岩倉の伝統行事
を目と心で楽しみました。

川

に親しむ

７月31日㈰、五条川八剱憩いの広場周辺で、水辺
まつりが行われました。この催しは、岩倉のシンボル
五条川での水遊びを通じて、自然のすばらしさを知り、
ふるさとに愛着をもってもらおうと、いかだ下りや、
ウォータースライダー、大玉レースなどの楽しい企画
をたくさん用意し行われています。当日は、晴天に恵
まれ、子どもたちは気持ちよさそうに川遊びを楽しみ
ました。
広報に掲載した写真をさしあげます。

●申込先

子で楽しく

７月23日㈯、総合体育文化センターで「あつまれ
ちびっこ in いわくら」が開催され、多くの子どもた
ちが参加しました。大型バルーンやミニアスレチック
などさまざまなアトラクションを楽しむ子どもたち
と、そんな子どもたちのベストショットを撮影しよう
とする多くのお父さんやお母さんで会場は賑わい、親
子でふれあえる素敵な時間となりました。

三

水辺まつり２０１６

あつまれちびっこ in いわくら

包括連携協力に関する協定締結式

者で地域社会の発展を

８月２日㈫、市と岩倉総合高等学校、愛知北農業協
同組合による包括連携協力に関する協定が締結されま
した。これまでもポスターやラベルのデザインなどで
協力してきた三者が「文化、教育、農業等」の分野で
相互に協力し、今後も地域社会の発展と人材育成に貢
献することが期待されています。

協働推進課広報情報グループ（☎３８ ‐ ５８０２）
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9月のカレンダー
1㈭
2㈮
3㈯
4㈰
5㈪
6㈫
7㈬

分別収集/曽野町・稲荷町・大山寺町・大山寺元町・
大山寺本町・五条町・大市場町
古紙と古着の日/下本町・昭和町・旭町・栄町二丁目・
新柳町・新柳町１区

18㈰

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道

19㈪

休日急病診療
（檜木治幸 岩倉メンタルクリニッ
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）

20㈫
21㈬
22㈭

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

23㈮

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道

24㈯

8㈭
9㈮
10㈯
11㈰
12㈪
13㈫
14㈬
15㈭
16㈮
17㈯

25㈰

分別収集/東新町
（岩倉団地）
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
（清水美仁 しみず眼科クリニック）
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

26㈪

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

30㈮

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道

27㈫
28㈬

休日急病診療
（井上伸 いのうえ耳鼻咽喉科）
日曜市役所
（証明発行業務）
開設
（8：30～12：00）
日曜資源回収
（e-ライフプラザ
（清掃事務所）9：00～
12：00）
休日納付窓口開設
（8：30～12：00）／市役所2階税
務課
敬老の日
休日急病診療
（河内賢 大地整形外科）
市役所市民スペースはお休みです
分別収集/中本町・東町・中野町・鈴井町
古紙と古着の日/八剱町・神野町・石仏町
野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道
秋分の日
休日急病診療
（小川清夫 内科医）
市役所市民スペースはお休みです

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道
休日急病診療
（向井研 いわくら耳鼻咽喉科）
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

29㈭

税・保険料等納期限
国民健康保険税第６期

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

後期高齢者医療保険料第６期
介護保険料第６期

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道

９月30日㈮
（口座振替を利用してい
る人は、預金残高を９
月29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
８月１日現在

前月比

前年比

前月詳細

総人口

47,907人

85人

193人

出生

49人

男

23,948人

33人

115人

死亡

26人

女

23,959人

52人

78人

転入等

260人

21,067世帯

52世帯

272世帯

転出等

198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
●休日納付窓口（毎月第3日曜日 8：30～12：00）
（☎38‐5806）

今月は交通安全子ども自転車愛知県大会で６位入賞を
果たした
「五条川小学校６年生の４人」
を紹介するイワ

７月
で第

日㈭︑名古屋市国際展示場

回交通安全子ども自転車愛知

県大会が行われました︒岩倉市から
い と い がわ あゆ

な

は五条川小学校６年生の児童４人
か

ち

ゆ

い

おお みぞ ゆず は

ひら て

︵ 右 写 真 右 か ら︑ 糸 魚 川 歩 奈 さ ん︑
そう た

加地由依さん︑大溝柚葉さん︑平手

颯太くん︶が参加し︑団体で６位入
賞と優秀な成績を収めました︒
大会では学科テストと実技テスト
の合計点で順位付けられ︑実技テス
トでは︑安全走行と︑ジグザグやＳ
字などの技能走行を実施しました︒
加 地 さ ん は︑
﹁５月から２カ月間
毎日練習して辛かったけど︑貴重な
体験ができて︑いい思い出ができま

●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）

した︒﹂と︑大溝さんは︑﹁とても緊
張 し た け ど︑ 納 得 い く 走 り が で き︑
みんなで楽しくできてよかったで
す︒﹂と︑平手くんは︑﹁実技だけで
なく学科も一生懸命勉強し︑大会で
い い 成 績 が 出 せ ま し た︒ 実 技 で は︑
減点されないようにがんばりまし
㍍を

秒間で幅から出ないよう

た︒﹂ と︑ 糸 魚 川 さ ん は︑﹁ 遅 乗 り
︵

10

れました︒

す︒﹂ と︑ そ れ ぞ れ 感 想 を 語 っ て く

なで賞がとれたのがうれしかったで

失敗せずに上手にできました︒みん

に 走 行 ︶ が す ご く 難 し か っ た け ど︑

25

穴をあける際に
ご活用ください。

▲障害物をジグザグに抜ける様子

21

51

じまんッ!

い〜わくんの

コンビニ全店舗にAED設置

７月21日（木）、市役所で「コンビニエンス

ストアへの自動体外式除細動器（AED）設置

に関する協定締結式が行われました。８月10

日（水）から市内の24時間営業のコンビニエ

ンスストア全店舗に市民の救命率向上のため、

AEDが設置されています。
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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。

Pick Up News（ピックアップニュース）

