岩倉市民吹奏楽団第32回定期演奏会
３月16日（日）
、総合体育文化センターで岩倉市民吹奏楽団第32回定期演奏会が行
われました。
第１部ではフォーマルな服装に身を包み重厚な演奏を、第２部では色とりどりのＴ
シャツ姿でテレビ等で良く耳にする曲を演奏し訪れた人たちをおおいに楽しませてく
れました。
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▲３月25日（火）
、第三児童
館でＥＰＯＣ環境教育講座防
災学習「作って学ぼうスト
ローハウス」が行われました。

ぼくのFacebookも
みてほしイワ

岩倉市は
・交 通 安 全 都 市 宣 言︵昭和 年１月 日︶
・核兵器廃絶平和都市宣言
︵平成７年 月 日︶
・安 全・安 心 な ま ち 宣 言
︵平成 年 月６日︶
・環 境 都 市 宣 言
︵平成 年３月 日︶
のまちです︒
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市政の窓

10

・平成26年度第１回「岩倉軽トラ市」を八
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困っている人、また「振り込め詐欺」等
の対策として「迷惑電話チェッカー」の
モニターを募集しています！ ……… 16
・待 望 のAndroid、iOS7対 応 版 公 開！
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・い 〜 わ く ん の 協 働 の ま ち づ く り コ ー
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小さなまちから大きな夢を
岩倉市民憲章

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

（市民一人一人の幸せを願って）

みんなの健康

悠久の時を刻みながら流れる五条川。
多くの文化遺産。

高めよう 文化 芸術 みんなの暮らし

私たちは、
この自然と伝統に恵まれた岩倉を愛し、

守ろう 自然 環境 みんなの地球

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。

つくろう 人 まち みんなの未来

（生活の質の向上を願って）

（かけがえのない地球の存続を願って）

（豊かな社会の実現を願って）

特集

平成26年度
岩倉市当初予算についてお知らせします
平成２６年度予算が、岩倉市議会３月定例会で可決されました。
そこで、予算の内訳や本年度新たに取り組む事業および主要事業を主に担当する部署（課）ごとに紹介します。
●問合先

企画財政課財政グループ（☎３８−５８３０）まで。

会計別予算額
平成26年度

増減率（%）

143億6,000万円

134億8,000万円

6.5％

47億4,789万４千円

48億2,715万５千円

△1.6％

特

土地取得

142万９千円

148万６千円

△3.8％

別

学校給食費

１億9,605万８千円

１億8,116万４千円

8.2％

会

公共下水道事業

13億3,057万８千円

13億6,917万５千円

△2.8％

計

一般会計

平成25年度

介護保険

25億7,844万３千円

24億64万４千円

7.4％

後期高齢者医療

５億1,171万２千円

４億8,085万３千円

6.4％

計

93億6,611万４千円

92億6,047万７千円

1.1％

上水道事業

10億1,782万７千円

８億8,854万円

14.6％

247億4,394万１千円

236億2,901万７千円

4.7％

国民健康保険

小
企業会計
合計

用語解説
予算
市の１年間における収入・支出の見積りであると同時に支出額と支出の内容を制限する拘束力を持つも
のです。市長が議会に提案し、議会の議決によって成立します。
一般会計
市の会計の基本となるものです。市税収入を主な財源として、教育・福祉の充実や道路の整備など市の
基本的な施策に要する経費の合計です。
特別会計
特定の事業を行う場合、その特定の歳入を特定の歳出に充て、一般会計と別に経理する会計です。岩倉
市では、国民健康保険など６つの特別会計があります。
企業会計
民間企業と同じように、独立採算制を原則とする事業を経理する会計です。岩倉市では上水道事業会計
があります。
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平成26年度
一般会計予算内訳

歳入
市税

地方譲与税

地方交付税

その他交付金

平成25年度予算額

62億1,500万円

１億2,800万円

15億3,000万円

５億6,960万円

平成26年度予算額

62億2,600万円

１億2,800万円

15億円

６億4,000万円

増減率

0.2%

0.0%

△2.0%

12.4%

主な増減理由

●個人市民税の減
△2,000万円
●固定資産税の増
2,800万円
●都市計画税の増
300万円

●普通交付税の減
△3,000万円

●地方消費税交付金の増
9,200万円
●自動車取得税交付金の
減
△4,100万円

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

平成25年度予算額

1億5,048万円

9,176万9千円

18億284万1千円

８億7,694万６千円

平成26年度予算額

1億3,675万7千円

9,202万4千円

21億5,716万9千円

10億6,921万７千円

増減率

△9.1%

0.3%

19.7%

21.9%

主な増減理由

●保育園運営費保護 ●生涯学習センター ●臨時福祉給付金給 ●市町村緊急地震防災対
者負担金の減
使用料の増
付事業費・事務費補 策事業費補助金の減
△1,474万３千円
100万円
助金の増
△7,358万7千円
１億2,271万7千円 ●子育て支援対策基金事
●子育て世帯臨時特 業費補助金（安心こども
例給付金給付事業費 基金事業）の増
・事務費補助金の増 １億7,457万5千円
7,675万２千円
●子育て支援減税手当給
●防災・安全交付金 付事業費・事務費補助金
及び社会資本整備総 の増
合交付金の増
7,139万１千円
１億4,822万９千円
繰入金

繰越金

その他収入

市債

平成25年度予算額 ５億6,235万８千円 ２億3,905万４千円 ３億3,395万２千円

９億8,000万円

平成26年度予算額 ７億1,063万２千円 ２億3,253万７千円 ３億3,876万４千円

11億2,890万円

増減率

主な増減理由

26.4%
●財政調整基金から
の繰入金の増
5,000万円
●減債基金からの繰
入金の増
5,000万円
●給食センター建設
基金からの繰入金の
増
5,000万円

△2.7%

1.4%

15.2%

●基金預金利子の増
114万５千円
●ふるさといわくら
応援寄附金の増
600万円
●休日急病診療所診
療業務収入の増
159万６千円
●道路改良事業公共
補償費の減
△395万２千円

●防災行政無線（同報系）
整備事業の借入の減
△8,180万円
●北島藤島線街路改良事
業の借入の増
4,840万円
●消防指令センター整備
事業の借入の増
5,390万円
●新岩倉市立学校給食セ
ンター建設事業の借入の
増
8,550万円
●臨時財政対策債の増
5,000万円

平成26年4月15日
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歳入の構成比
その他交付金 4.5％
地方譲与税 0.9％

県支出金
7.4％
市債
7.9％

地方交付税
10.4％

依存財源
46.1％

歳 入
143億
6,000万円

市税
43.4％
自主財源
53.9％

国庫支出金
15.0％
繰入金
4.9％

その他収入 2.4％
使用料及び手数料 0.6％

5

分担金及び負担金
1.0％

繰越金
1.6％

市税

市民税や固定資産税など、市に納められる税金

地方譲与税

国税（揮発油税・自動車重量税など）として徴収され、一定の基準により市に分配さ
れる税金

地方交付税

地方公共団体が等しく行政サービスを提供できるように、一定の基準により国から交
付されるお金

その他交付金

地方消費税交付金、自動車取得税交付金など、国や県からの各種交付金

分担金及び負担金

保育園の保育料など、特定のサービスを受けた人から納められるお金

使用料及び手数料

市の施設の使用料や証明発行手数料などとして納められるお金

国庫支出金

市が行う特定の事業に対して、国から交付されるお金

県支出金

市が行う特定の事業に対して、県から交付されるお金

繰入金

基金（市の貯金）などから繰り入れるお金

繰越金

前年度から繰り越された剰余金

その他収入

財産収入、預金利子、寄附金など

市債

市が行う事業の財源として、国などから借り入れるお金

自主財源

市が自主的に収入できる財源

依存財源

国や県から交付されたり、市債として借り入れたりする財源

平成26年4月15日

歳出
議会費

総務費

民生費

衛生費

平成25年度予算額

１億8,087万３千円

16億1,603万３千円

53億7,856万３千円

13億5,657万７千円

平成26年度予算額

１億7,704万４千円

14億5,160万６千円

59億4,603万円

13億9,407万７千円

増減率

△2.1%

△10.2%

10.6%

2.8%

主な事業

●市議会だよりの発行
●協働まちづくり推進事業 ●緊急通報システム管理事
●市議会の運営や議員報酬 ●広報いわくらの発行
業
等
●防犯灯管理事業
●ふれあいセンター施設改
●防災対策事業
良事業
●電子情報システム維持管 ●子ども・子育て支援事業
理事業
計画策定事業
●子ども医療費助成事業

●がん検診事業
●予防接種事業
●地球温暖化対策推進事
業
●ごみ減量化推進事業

●職員配置による人件費の
減
△441万７千円
●議員共済費の負担率変更
による増
65万円

●予防接種委託料の減
△1,106万５千円
●保健センター外壁改修
工事の完了による減
△685万円
●清掃事務所耐震化及び
改築工事の増
2,892万円
●小牧岩倉衛生組合負担
金の増
4,521万５千円

主な増減理由

●デマンド交通事業の増
665万３千円
●情報処理業務等委託料の
増
909万２千円
●防災行政無線（同報系）
整備事業の完了による減
△１億7,730万４千円
●選挙執行費の増
906万６千円

●臨時福祉給付金支給事業
の増
１億2,271万７千円
●障害者自立支援費の増
6,059万８千円
●子育て世帯臨時特例給付
金支給事業の増
7,675万２千円
●子育て支援減税手当支給
事業の増
7,139万１千円
●認定こども園等整備事業
費補助事業の増
１億6,359万９千円

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

平成25年度予算額

１億3,785万８千円

２億7,419万３千円

15億3,254万３千円

４億5,316万６千円

平成26年度予算額

１億4,121万３千円

２億7,885万４千円

17億7,683万９千円

５億8,080万５千円

増減率

2.4%

1.7%

15.9%

28.2%

●農畜産業振興事業
●用排水路浚渫事業
●用排水路改修事業

●商工業振興事業
●桜まつり・市民ふれ愛ま
つり
●マスコットキャラクター
観光事業

●舗装・側溝工事
●天保橋架け替え事業
●北島藤島線街路改良事業
●桜通線街路改良事業
●公園施設整備事業

●消防指令センター共同
運用事業
●消防庁舎施設改良事業
●消火栓設置工事
●消防団車庫建設事業

●尾張農業共済事務組合負
担金の減
△422万４千円
●用排水路改修事業の増
1,031万円
●主要地方道春日井一宮線
道路改良事業の減
△265万７千円

●経済センサス及び商業統
計の増
333万９千円
●商工振興費の増
240万１千円
●尾北自然歩道管理費の増
288万９千円
●観光振興事業の減
△514万６千円

●天保橋架け替え事業の増
5,120万７千円
●北島藤島線街路改良事業
の増
9,243万５千円
●桜通線街路改良事業の増
１億2,506万４千円
●公園施設整備事業の減
△999万７千円

●消防指令センター共同
運用事業の増
１億1,593万９千円
●化学消防ポンプ自動車
購入完了による減
△4,253万円
●消防団車庫建設事業の
増
3,111万８千円

主な事業

主な増減理由

教育費

災害復旧費

公債費

予備費

平成25年度予算額

12億2,601万円

―

13億2,018万４千円

400万円

平成26年度予算額

13億154万７千円

１千円

13億798万４千円

400万円

増減率

6.2%

皆増

△0.9%

0.0%

主な事業

主な増減理由

●教育指導費
●災害の際に生じた被害の ●市が国などから借り入れ
●小中学校施設整備事業
復旧工事
た市債の返済に充てる経費
●史跡公園駐車場整備工事
●新学校給食センター建設
事業
●私立幼稚園就園奨励費補 ●災害復旧事業費の新設
助金の増
１千円
2,979万円
●小中学校用地購入事業の
減
△6,139万１千円
●総合体育文化センター施
設改良費の減
△6,229万２千円
●新学校給食センター建設
事業の増
１億8,630万５千円

●償還元金の増
487万６千円
●償還利子の減
△1,707万６千円

平成26年4月15日
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民生費

児童や高齢者・障害者の福祉、医療
や保険年金など社会保障にかかる経
費

土木費

道路や橋、公園、下水道の整備など
にかかる経費

総務費

管理事務、企画調整、財政、人事、
選挙、戸籍、徴税や防災などにかか
る経費

衛生費

環境、保健衛生などにかかる経費

公債費

市債の元金や利子の返済に充てる経
費

教育費

学校教育や生涯学習、スポーツ振興
などにかかる経費

消防費

救急や消防などにかかる経費

商工費

商工業、観光、消費者行政などにか
かる経費

議会費

議員報酬など議会運営にかかる経費

目的別歳出の構成比
議会費 1.2％

農林水産業費 1.0％

商工費 1.9％

予備費 0.0％
災害復旧費 0.0％
消防費
4.0％
教育費
9.1％

公債費
9.1％

民生費
41.5％

歳 出
143億6,000万円

衛生費
9.7％

総務費
10.1％

土木費
12.4％

農林水産 農業、林業、水産業の振興などにか
業費
かる経費

扶助費

人件費

公債費

生活保護法、児童福祉法、老人福祉
法などに基づいて、その生活を維持
するために支出される経費
職員などに対し、給料、報酬として
支払われる経費

補助費等

繰出金

7

繰出金
10.1％

市が国などから借り入れた市債の返

その他
2.9％
扶助費
20.2％

済に充てる経費

普通建設 道路の新設や公共施設の新築・改修
事業費等 などの建設事業にかかる投資的経費
物件費

性質別歳出の構成比

補助費等
11.9％
その他の
経費
39.4％

賃金、旅費、委託料、消耗品費、光
熱水費などの消費的経費
さまざまな団体等への補助金、負担
金、報償費、寄附金など
一般会計と特別会計または特別会計

物件費
14.5％

歳 出
143億
6,000万円

義務的経費
48.7％
人件費
19.4％

投資的経費
11.9％

相互の間で支出される経費

義務的

人件費や扶助費等、支出が義務づけ

経費

られ任意に削減できない経費

投資的
経費

普通建設事業費等、支出の効果が資
本形成に向けられる経費

平成26年4月15日

普通建設事業費等
11.9％

公債費
9.1％

○企画財政課
・市民参加条例策定事業…………………………42万円
平成２４年度に制定した自治基本条例に規定する市
政およびまちづくりへの市民の参加を推進するため、
多様な参加の機会を設けるとともに、協働のための環
境を整備するため、市民参加条例の制定を目指します。
・市民活動助成事業…………………………… 159万円
公益的な活動の広がりとその担い手の拡大を図るた
め、新たに始めた市民活動や既存の市民活動をさらに
発展させる活動に対して、必要な資金を助成します。
・デマンド交通事業……………………… 1,909万7千円
高齢者、障害者および子育て世代の外出支援および
公共施設の利便性の向上を図るため、平成２６年９月
までデマンド交通の実証運行を継続します。１０月以
降の本格運行に向けて、運行方法等について地域公共

新規・主要事業
○行政課
・庁舎入退室管理システム導入事業
………………………………………455万3千円
市職員に配布している職員身分証明書を兼ね
たICカードを、平日の時間外及び土・日・祝
日の庁舎への入退室管理に活用することによ
り、庁舎のセキュリティの向上を図ります。

交通会議にて調整を図ります。

○危機管理課
○児童家庭課
・認定こども園等整備事業費補助事業
……………………………………… 2億2,464万9千円
学校法人等が幼保連携型認定こども園および私立保
育園を開設するにあたり、必要な施設整備事業費に対
して補助をすることで、３歳未満児の定員枠を拡大し、
待機児童の解消を図ります。
・保育園施設整備事業…………………… 4,258万7千円
安全で快適な保育環境の整備を図るため、南部保育
園と仙奈保育園の空調機取替工事および仙奈保育園の
トイレ等改修工事を行います。
・第二児童館耐震化事業……………………719万4千円
児童の安心・安全を確保するため、第二児童館の耐
震補強工事を行います。

・防災行政無線（同報系）運用事業
……………………………………… 29万5千円
主に災害等に関する情報を、市内２０か所に
設置されたスピーカーから一斉放送により市民
の皆さんに伝達する防災行政無線（同報系）の
運用を行います。
・岩倉中学校災害用下水道直結型マンホールト
イレ設置事業…………………………807万3千円
避難所生活の安定と快適性の向上を図るた
め、避難所となる岩倉中学校に災害用下水道直
結型マンホールトイレを設置し、障害者対応型
のトイレおよびテントを購入します。

○健康課
・ポールウォーキング推進事業…… 26万1千円

○介護福祉課
・特別養護老人ホーム建設費補助金………… 660万円
特別養護老人ホームの入所待機者の解消を図るた
め、８０床の特別養護老人ホームの建設を行う社会福
祉法人に対して建設費の補助を行います。
・ストマ装具保管事業…………………………1万6千円
災害時要援護者の防災対策および福祉の増進を図る

運動習慣を確立し、健康の維持・増進を図る
効果的な手段として「ポールウォーキング」の
講習会を実施し、継続支援を通してその普及に
取り組みます。

ため、災害時に備えてオストメイト（人工肛門・人工
膀胱造設者）の排せつのために必要なストマ装具を市
役所庁舎で保管します。
・スクエアステップ事業…………………… 20万7千円
介護予防事業として、高齢者の転倒防止や認知症対
策に効果がある健康運動「スクエアステップ」の普及
に努めるため、スクエアステップ教室を開催します。
（介護保険特別会計）

平成26年4月15日
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○環境保全課

○都市整備課

・地球温暖化対策推進事業………………754万8千円
温室効果ガス排出量の削減を図るため、住宅用太

・五条川堤防道路環境整備事業……… 1,188万8千円
平成橋右岸上流部に防災機能を持たせたベンチ１３

陽光発電システムの設置に対する補助、BDF（バ
イオディーゼル燃料）事業、CO2削減ライトダウ
ンキャンペーン、緑のカーテン事業を行います。

基を設置します。また、名神高速道路高架下の五条
川右岸に、五条川自然再生整備等基本計画に基づき、
ベンチ等の休憩施設を設置し、景観整備を行います。

・清掃事務所施設改良事業……………… 2,892万円
清掃事務所の耐震化工事にあわせて１階部分を改
築し、資源回収の拠点施設にしていきます。

・北島藤島線街路改良事業……… 4億4,500万8千円
市南部の東西の幹線道路として北島藤島線の整備を
行っています。平成２６年度は名鉄犬山線の跨線部の
橋梁下部工事を完成させ、橋梁上部工事に着手します。
・天保橋架け替え事業………………… 6,661万7千円
市南部における北名古屋市との交通の利便性を高
めるため、都市計画道路岩倉西春線の五条川を跨ぐ

○商工農政課
・商店街街路灯LED化補助金 …………279万2千円
防犯にも効果がある明るい商店街を維持し、地球温
暖化などの環境問題にも配慮するため、商店街の街
路灯の電球をLEDに交換する事業に補助を行います。
・観光まちづくり事業……………………792万5千円
平成２５年度に「NPO法人いわくら観光振興会」
に委託して市役所に開設した観光情報ステーション
を拠点として、新たな観光資源の創出や地域資源を
活用した観光の開発を行います。

○上下水道課
・五条川右岸公共下水道建設事業 …… 3億5,077万6千円
快適で住み良い生活環境をつくるため、公共下水
道を整備しています。平成２６年度は、大山寺町、
大山寺元町、曽野町、稲荷町羽根地区の整備を行い
ます。（公共下水道事業特別会計）
・雨水地下貯留施設等整備事業……… 7,923万8千円
浸水対策として、平成２５年度に引き続き鈴井門
前用排水路の改修工事を行います。また、市の中心
部を流れる新堀用排水路の栄町地区等の浸水緩和を
目的とする調査および基本設計を行います。
（公共下水道事業特別会計）
・基幹管路耐震化事業………………… 1億2,000万円
地震等の災害時においても安定した安心できる水
道水の供給を確保するため、基幹管路の耐震化を引
き続き進めます。（上水道事業会計）

○生涯学習課
・文化財データベース化事業……………… 307万円
郷土資料室に収蔵されている民俗資料を体系的に
分類・整理するため、写真に記録し、名称や用途等
のデータベース化を行います。
・子育ち親育ち推進事業…………………… 102万円
子育てのための「親の力」を身につける学びの機
会を提供する各種講座を開催します。また、講座開
催時に配布する「いわくら子育ち親育ち十七条」の
改訂を行います。
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部分に天保橋を設置します。平成２６年度からの３
年間で橋梁工事を実施します。

○消防本部
・消防指令センター共同運用事業 …… 1億2,008万6千円
平成２８年度の消防救急デジタル無線および消防
指令センターの運用開始に向けて、近隣の５消防本
部と共同で整備を進めています。平成２６年度は、
消防指令センターの建設、２カ年事業として高機能
消防通信指令設備および消防救急デジタル無線設備
の整備に着手します。
・消防団車庫建設事業………………… 3,111万8千円
消防団の活動支援・機能強化を図るため、老朽化
により建替えが必要である消防団第２分団車庫を新
築移転します。

○学校教育課
・新学校給食センター建設事業 … 2億2,304万2千円
平成２８年度の稼動に向けて、新しい学校給食セ
ンターを大地プールの跡地に建設するため、平成２５
年度に策定した基本構想等を基に、実施設計、用地
取得等を進めます。
・社会科副読本作成事業…………………177万5千円
小学校３・４年生が郷土岩倉を理解するための社会
科副読本「わたしたちのまちいわくら」を改訂します。
・小中学校施設整備事業……………… 2,688万3千円
子どもたちの安全・快適な教育環境を整えるため、
施設の改修等を行います。
岩倉北小学校複合遊具等設置工事 700万１千円
岩倉北小学校すずらん教室空調機器設置工事 27万円
岩倉北小学校プール温水シャワー給湯器取替工事 181万２千円
岩倉中学校柔剣道場天井改修工事設計委託 88万円
岩倉中学校第２グラウンド整備工事 610万２千円
岩倉中学校プールサイド改修工事 903万９千円
南部中学校プール温水シャワー給湯器取替工事 177万９千円

平成

年度第

回﹁岩倉

軽トラ市﹂を八剱憩いの
広場で開催します！

多くの来場者で賑わう﹁岩倉軽ト
ラ市﹂を今年度も開催します︒
今回も︑
新鮮野菜をはじめとした︑
さまざまな種類の市が多数出店しま
す︒
また︑楽しいイベントも用意して
いますので︑皆さん︑お誘いあわせ
４月 日㈰午前９時〜正午

●ところ

八剱憩いの広場︵平成
25

農産物︑パン︑ハム・

年度の神明ふれあい広場から変更し
ました︒︶
●主な出品物
ソーセージ類︑雑貨など

主催⁝岩倉市︑ＮＰＯ法

※出品物は変更されることもありま
す︒
●主催等

人いわくら観光振興会︑主管⁝岩倉

岩倉軽トラ市実行委員会

軽トラ市実行委員会︑後援⁝岩倉市
商工会
●問合先

事務局︵商工農政課内☎３８︲５８
１２︶まで︒

市民茶会を開催しま
す
市では︑市民の皆さんに楽しんで
いただくために史跡公園でお茶会を
開催します︒
公園には︑岩倉市指定文化財の鳥

生涯学習課生涯学習グ

岩倉市・岩倉市教育委員会

リティーコーナー︵陶芸作品展併設︶

● 主催

●問合先

ループ︵☎３８︲５８１９︶まで︒

市役所の庁舎には︑市民の皆さん

ミニステージ・市民
ギャラリーの利用者
を募集します
居建民家と竪穴住居が復元されてい

の展示会を開いたり︑休日のひとと

に利用していただけるミニステージ
分

ます︒文化財の見学とともにお楽し
日㈫㈷午前９時

とギャラリーがあります︒作品発表
４月

みください︒
●とき

トを開いてみてはいかがですか︒皆

きにサークルや仲間同士でコンサー
史跡公園︵大地町野合︶

さんのご利用をお待ちしています︒

〜午後１時︵雨天決行︶
★岩倉市文化協会・茶華道

●ところ
●内容

︹ミニステージ︺

１階東玄関付近に位置する光あふ

れるステージです︒少人数のアンサ

ン ブ ル な ど に 向 い て い ま す︒ ま た︑

います︒

土・日曜日の午前８時

・筝曲和音の会による演奏
演奏

●利用時間

ピアノ︑マイクなどの設備も備えて
★岩倉焼き物を楽しむ会によるチャ

・しのぶえを楽しむ会による篠笛の

★和楽器による演奏︵雨天中止︶

茶の接待︵一席２００円︶

連盟︵席主⁝海老沢社中︶による抹

30

1

のうえ︑ぜひご来場ください︒
●とき
※小雨決行

20

29

26
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始

・４〜６月利用分⁝１月５日受付開

始

業行為や募金活動を行うことはでき

も︑物品・チケットの販売などの営

★ミニステージ・市民ギャラリーと

ことはできません︒

★ミニステージは練習用に使用する

い︒

車場は主催者側で確保してくださ

ります︒ミニステージ利用者等の駐

開放のため駐車場が満車の場合があ

カクラブ

響楽団︑ハーモニカ／岩倉ハーモニ

● 演奏

●入場料

●指揮 濵津清仁

ナハトムジーク

ベルのカノン︑アイネ・クライネ・

第２部⁝Ｇ線上のアリア︑パッヘル

レ イ ス︑ 月 の 砂 漠︑ 荒 城 の 月 ほ か︑

●内容

●ジャンル

自由︵ただし︑カラオ
約６㍍×３．５㍍

ケは除きます︶
●舞台規格

分〜午後５時︵休日を除く︶

●設備
ループ

●受付場所

生涯学習課生涯学習グ

ど︵事前の利用申請が必要です︶
★利用申込できる人は市内在住また

グランドピアノ︑マイクな

︹市民ギャラリー︺
２階レストラン入口に面し︑窓か

︹利用にあたっての注意事項︺

せていただく場合があります︒

破損等があった場合︑実費を請求さ

ついては責任を負いません︒設備の

★利用中の事故︑作品の破損などに

Ｉ

愛知県教育委員会︑ＦＭ︲ＡＩＣＨ

● 後援

知交響楽団

● 主催

総合体育文化センター︑生涯学習セ

図書館︑

岩倉市︑岩倉市教育委員会︑

一般社団法人セントラル愛

★申請の内容によっては利用をお断

●前売チケット販売場所
●問合先

生涯学習課生涯学習グ

ループ︵☎３８︲５８１９︶まで︒

●問合先

慮ください︒

●その他 未就学児童の入場はご遠

します︒

日㈫より販売

ンター︑ピアゴ岩倉店︑市役所６階

日㈰午後２時〜︵開
総合体育文化センター多

生涯学習課にて４月

ループ︵☎３８︲５８１９︶まで︒

回セントラル愛知交響楽

６月

目的ホール

●ところ

場は︑午後１時 分︶

●とき

にぜひお越しください︒

定期演奏会を開催します︒この機会

セントラル愛知交響楽団が岩倉で

カ哀愁の響き〜を開催します

団岩倉定期演奏会〜ハーモニ

第

生涯学習課生涯学習グ

りする場合があります︒

管弦楽／セントラル愛知交

１千５００円
︵全自由席︶

第１部⁝アメイジング・グ

は︑在勤・在学者に限ります︒

ません︒

分︵ 庁 舎 管 理 上︑

★ 申 込 受 付 月 の 初 日︵ 休 日 の 場 合︑

分 〜 午 後 ４時

らは庭園も見渡せる明るいスペース
直後の平日︶の午前９時の時点で希

利用できない日があります︶

で す︒ 展 示 ボ ー ド や 展 示 用 ガ ラ ス
望日時の重なる申請があった場合は

月〜金曜日午前８時

ケ ー ス を 備 え て い る た め︑ 絵 画 や
抽選となります︒

●受付時間

書︑写真などの作品展示に適してい
ます︒

①市役所が閉庁

★利用できない日

月曜日から日曜日まで

●利用期間

となる日︑②その他︑市長が管理上

も利用料は無料ですが︑開催される

★ミニステージ・市民ギャラリーと

必要と認めるとき

の７日間︵庁舎管理上︑利用できな
午前８時 分〜午後７

い日があります︶
●利用時間
時

行事は無料で一般市民に開放される

自由︒ただし︑文化・

●ジャンル

ものに限ります︒

★土・日曜日の市役所駐車場は一般

どは主催者側でお願いします︒

時間を含みます︒なお︑会場整理な

ティング︑片付け︑リハーサル等の

★ミニステージの利用時間にはセッ

作品の搬入・搬出を含みます︒

★ 市 民 ギ ャ ラ リ ー の 利 用 期 間 に は︑

てください︒

者が必要な場合は主催者側で用意し

★市民ギャラリーの使用の際︑監視

芸術作品等の展示に限る︒
約 ㍍

展示ボード︵１８０㌢×

●展示スペース
●設備

㌢︶︑ ガ ラ ス ケ ー ス な ど︵ 事 前 の 利
用申請が必要です︶
・７〜９月利用分⁝４

︹利用の申込について︺
●申込受付

月利用分⁝７月１日受付開

月１日受付開始
・ 〜
始
月１日受付開

90

22

30

・１〜３月利用分⁝

22

30

30

22

10

30

●市政の窓●

平成26年4月15日

11

12

20

30

10

平成２６年度岩倉市国民健康保険税の
税率などの改正をお知らせします
岩倉市国民健康保険は、職場の健康保険（協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など）の加入者や後期高齢者、
生活保護を受けている人などを除くすべての人が加入する保険で、病気などに備えて加入者に保険税をご負担い
ただく助け合いの制度です。
保険税の算定にあたっては、所得割、資産割、均等割（人数割）、平等割（世帯割）の区分に応じて、それぞ
れに税率もしくは税額を決めて計算させていただいています。今回、この区分の見直しを行い資産割を引き下げ、
均等割、所得割の一部を表のとおり引き上げます。また、課税限度額も引き上げます。
なお、見直しにあたっては、できるだけ国民健康保険税の負担を増やさないように応能割（所得割・資産割）
と応益割（均等割・平等割）の比率改善を行うのにとどめ、国民健康保険税全体の税収は前年と同程度になって
います。今後もより一層国民健康保険事業の適正化に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。

平成２５年度
（改正前）

区分
世帯の国保加入者の前年中の所

医 療 分
支援金分 ※１

6%
1.9%

改正なし
改正なし

得に応じて計算

介 護 分

1%

1.2%

世帯の国保加入者の固定資産税

医 療 分
支援金分

40%
15%

32.5%
11.5%

に応じて計算

介 護 分

5%

2.5%

国保加入者一人当たりの金額で

医 療 分
支援金分

19,500円
6,500円

23,900円
7,000円

世帯加入者数に応じて計算

介 護 分

6,500円

改正なし

医 療 分
支援金分
介 護 分
医 療 分
支援金分
介 護 分

19,500円
6,500円
6,000円
50万円
13万円
11万円

改正なし
改正なし
改正なし
51万円
14万円
12万円

資産割

均等割

平等割
国保加入者のいる全世帯で負担

課税限度（最高）額
※１

※２

●市政の窓●

所得割

平成２６年度
（改正後）

支援金分とは、全国の７５歳以上の人の保険給付費の約４割分について、全国の国民健康保険や社会保
険などが加入人数の割合に応じて負担するもの。

※２

介護分とは、全国の介護給付費の約３割分について、全国の国民健康保険や社会保険などが４０歳から
６４歳までの加入人数の割合に応じて負担するもの。

・平成２６年度１期（４月）以降の期別ごとの税額の端数処理について、1,000円単位を100円単位に変更し、平
準化を図ります。
国民健康保険税の減免制度について
生活が著しく困窮し、国民健康保険税の納付が困難になった人で、災害、長期療養、所得の激減などにより減
免の必要があると認められると、国民健康保険税の所得割部分などの一部を減免します。申請が必要となります
ので、該当すると思われるときは市民窓口課保険医療グループへご相談ください。なお、申請は納期７日前のも
のから対象となり、それ以前のものは対象となりません。
●問合先

市民窓口課保険医療グループ（☎３８−５８０７）まで。

平成26年4月15日
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後期高齢者医療制度の保険料率改定をお知らせします
愛知県後期高齢者医療広域連合は財政運営期間を２年間とし、この期間の医療給付費等の財源に充てるため、
後期高齢者医療制度の保険料率の改定を行いました。
平成２６・２７年度の保険料率

平成２４・２５年度の保険料率
所得割率

8.55％

被保険者均等割額

所得割率

43,510円

9.00％

被保険者均等割額

45,761円

【保険料が増加する理由】被保険者一人当たりの医療給付費が伸びたため など
●保険料賦課限度額の改定
平成２６年度から国の基準に合わせて保険料賦課限度額の改定を行います。これにより、所得割率が抑制され、
中間所得者の負担軽減が図られます。
55万円

57万円

●保険料の計算方法（所得金額に応じて計算されます）

●市政の窓●

所得割額

被保険者均等割額

（所得金額―33万円）×
所得割率

9.00％

＋

被保険者一人当たり
45,761円

保険料額

＝

（限度額57万円）
100円未満切捨て

●保険料の軽減
①被保険者均等割額の軽減（一人当たりの軽減額）
９割（41,185円）軽減

8.5割（38,897円）軽減

・世帯全体の所得金額の合計が33万円以下

・世帯全体の所得金額の合計が33万円以下

・被保険者全員の年金収入が80万円以下

・9割軽減に当てはまらない

・他の所得なし
５割（22,881円）軽減

２割（9,153円）軽減

・世帯全体の所得金額の合計が33万円を超えて、33

・世帯全体の所得金額の合計が33万円を超えて、33

万円＋（24.5万円×世帯の被保険者数）以下

万円＋（45万円×世帯の被保険者数）以下

※６５歳以上の人の公的年金所得については、１５万円を控除した額で判定されます。
※収入状況や世帯の構成によって、基準が異なります。
②所得割額の軽減
5割軽減

本人の所得金額から33万円を引いた額が58万円以下（公的年金収入で211万円以下）

●職場の健康保険などの被扶養者だった人
これまで職場の健康保険などの被扶養者で自分の保険料を納めていなかった人は、保険料の被保険者均等割額
が９割軽減され、所得割額が課せられません。
●問合先

13

市民窓口課保険医療グループ（☎３８−５８０７）まで。

平成26年4月15日

20

障害のある人を虐待
から守りましょう

害があり身体障害者手帳を交付され

ている人

・市内在住で︑病気や加齢などによ

る視力の低下により読書をすること

が難しい人

●貸出期間等 貸出期間は１週間以

内で︑費用は無料︒

ざまな場所︑そして人間関係の中で

番待ちとなることや︑希望日に利用

●その他

虐待は家庭︑施設︑職場などさま
起こりえます︒本人や周りに自覚が

できないこともあります︒

機器が貸出中の場合︑順

ない場合や自ら訴えることが困難な

●申込・問合先

で︒

祉グループ︵☎３８︲５８０９︶ま

介護福祉課障害福

場合もあります︒
障害者の尊厳を守るため︑身近な
ところで虐待を見聞きしたり︑気付
いたことがありましたら︑介護福祉
課へご相談ください︒障害者の生活
や社会参加を助け︑虐待をなくすた

介護福祉課障害福祉グ

め︑皆さんのご協力をお願いいたし
ます︒
●問合先

ループ︵☎３８︲５８０９︶まで︒

尾張北部聖苑の火葬
炉等使用料が改正さ
れました

年４月１日

尾 張 北 部 聖 苑 の 火 葬 炉︑ 汚 物 炉︑

動物炉の使用料が平成

14

平成26年4月15日

●市政の窓●
営プラン推進委員会委員を募集しま

２人︵応募者多数の場

市内にお住まいで︑

す︒なお︑委員の任期は３年です︒
●応募資格
歳以上の人
●応募人数
合は︑調整のうえ決定させていただ

８０２）まで。

岩倉市行政経営プラ
ン推進委員会委員を
募集します
きます︶
４月 日㈫〜５月９日

秘書課広報広聴グループ（☎３８−５
●申込・問合先

年３月に︑平成
●募集期間
㈮午前８時 分〜午後５時︵土・日
曜日︑祝日は除く︶
日額７千４５０円︵会議が

をお渡しします。

市では︑平成
27
いただける人

行政課行政グルー

●謝礼 委員としてご協力していただいた人に、記念品

年度を目標年度とした﹁岩倉市行政

平成２７年のカレンダーを一緒に作ってみませんか。

15

●任期 平成２７年のカレンダーを作成するまで

経営プラン﹂
︑
﹁岩倉市行政経営プラ

成しています。

●報酬

ご参加ください。

ン行動計画﹂を策定し︑行財政改革

を取り入れたカレンダー「四季彩」を毎年市民参画で作

３時間以内の場合は︑日額５千円︶

ていただきますが、それまでの期間で１０回程度会議に

に取り組んでいます︒この実績と計

市では、まちづくりの合言葉である「岩倉市民憲章」

●応募・問合先

●内容 １２月に配布する予定でカレンダー作成を進め

画について︑公平かつ中立的な立場

を募集します

30

プ︵☎３８︲５８０４︶まで︒

定させていただきます。）

で︑審議︑評価および提案をしてい

カレンダー作成に熱意を持って取り組んで
●応募資格

視覚障害者用ポータ
ブルレコーダーを貸
出しています
デイジー図書︵デジタル録音図書︶
などを聴くことができる視覚障害者

のご利用分から次頁のとおり改正さ

の 他︑ 詳 細 に つ い て は 尾 張 北 部 聖

用ポータブルレコーダーを利用体験
・市内在住で︑視覚に障

れました︒なお︑管外住民の使用料
●対象者

したい人に貸出しています︒

26

４月１６日(水)〜３０日(水)
●募集期間

８人（応募者が多数の場合は選考のうえ決
●募集人数

24

ただくために組織する岩倉市行政経

岩倉市まちづくりカレンダー作成委員

火
火
葬
炉

葬

汚物炉・動物炉

棟

市民窓口課窓口グループ

12
12
死
解
改
生
離

歳以
歳未
産
剖遺
葬遺
体
肢

産

汚

上
満
児
体
体
分
体

１体
１体
１胎
１体
１体

新（平成26年 旧（平成26年
4月1日から） 3月31日まで）
5,000 円
3,000 円
3,000 円
2,000 円
1,000 円
1,000 円
5,000 円
3,000 円
1,000 円
1,000 円

１体

1,000 円

物 １体

1,000 円

標本臓器 １体
2,000 円
動
物 １頭
1,500 円
※表は管内住民の使用料となります。

備考

1,000 円
1産を以って1件とする。件数の判定
が難しいときは、4kgを1件とする。
2,000 円 30kg以下のものとする。
1,000 円
500 円

交差点信号機が歩車分離式

日㈭から大市場町にある懸

13

信号に変更されました〜大

市場町懸明神社南交差点〜

３月

明神社南交差点が︑﹁押しボタン式﹂

歩車分離式信号に変わりました︒

★ドライバーの皆さんへ

横断歩道を横断中の歩行者の安全

を 確 保 す る た め に 変 更 さ れ ま し た︒

ドライバーの皆さんには︑ご不便を

おかけしますが︑ご理解とご協力を

お願いします︒

★歩行者の皆さんへ

横断歩道を渡る際は︑備え付けの

押しボタンを押してください︒ボタ

ンが押されないと歩行者用信号は青

に変わりませんのでご注意くださ

い︒

●市政の窓●

県道小牧岩倉一宮線

懸明神社
南交差点

アパート

江南警察署交通課︵☎５

城跡橋

●問合先

東部保育園
コンビニ
エンスストア

６︲０１１０︶まで︒

N

苑 の ホ ー ム ペ ー ジ︵ http://www.

単位

︶をご確認くだ
aihoku-kouiki.jp
さい︒

施設名

●問合先

︵ ☎ ３ ８ ︲ ５ ８ ０ ７ ︶ ま た は︑ 愛 北

広域事務組合尾張北部聖苑︵☎０５

６８︲６２︲４１４４︶まで︒

区分

平成２６年４月１日付け

岩倉市職員人事異動をお知らせします
▼

▼

（ ）内は旧職名

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

【部長級】 建設部長 西垣正則（建設部商工農政課長） 教育部長 後藤秀洋（教育部学校教育課長）
愛北広域事務組合派遣 堀尾明弘（市民部市民窓口課長） 消防本部消防長 今枝幹夫（愛北広域事務
組合派遣）
【課長級】 総務部企画財政課長兼市民活動支援センター長 長谷川忍（総務部企画財政課主幹） 市民
部市民窓口課長 小松浩（総務部企画財政課主幹） 市民部税務課長 岡本康弘（総務部税務課主幹）
建設部商工農政課長 伊藤新治（建設部商工農政課主幹） 建設部都市整備課長 高橋太（建設部都市整
備課主幹）
建設部上下水道課長 松永久夫（建設部都市整備課主幹） 消防本部総務課長兼防災コミュ
ニティーセンター長 伊藤真澄（消防本部消防署主幹） 消防本部消防署長 真野淳弘（消防本部消防署
主幹） 教育部学校教育課長 石川文子（教育部学校教育課主幹） 総務部危機管理課長 森山稔（総務
部企画財政課長） 市民部環境保全課長 榊原惣一郎（市民部環境保全課専門員）
議会事務局長 堀
巌（総務部企画財政課専門員）
【主幹級】 福祉部児童家庭課子ども発達支援施設所長 夫馬和佐枝（福祉部児童家庭課仙奈保育園主査
保育士） 福祉部児童家庭課北部保育園園長 寺沢幸子（福祉部児童家庭課北部保育園主査保育士） 福
祉部児童家庭課仙奈保育園園長 小泉美千代（福祉部児童家庭課仙奈保育園主査保育士） 福祉部児童家
庭課下寺保育園園長 小川順子（福祉部児童家庭課下寺保育園主査保育士） 総務部企画財政課主幹 竹
井鉄次（福祉部介護福祉課主幹） 総務部危機管理課主幹 隅田昌輝（建設部上下水道課主幹） 市民部
市民窓口課主幹 近藤玲子（総務部企画財政課主幹） 建設部都市整備課主幹 村瀬雅省（総務部行政課
主幹） 消防本部消防署主幹 渡辺一弘（消防本部総務課主幹）
●問合先

15

平成26年4月15日

秘書課秘書人事グループ（☎３８−５８０１）まで。

しつこい「悪質商法」や「勧誘電話」に困っている人、
また「振り込め詐欺」等の対策として「迷惑電話チェッ
カー」のモニターを募集しています！
悪質商法や振り込め詐欺等による消費者トラブルは年々増え続け、被害の多くは電話による勧誘がきっ
かけです。市では、このような消費者被害を未然に防ぐため、株式会社ウィルコムの協力で、自宅の固定
電話機に機器を接続して、詐欺や悪質な勧誘等の迷惑電話を防止する機器（迷惑電話チェッカー）を貸し
出すモニターを募集しています。
●募集対象者
以下の全てに当てはまる人
１．市内在住の人（１世帯につき１台）
２．ご自宅の固定電話で番号表示サービス（ナン
バー・ディスプレイ等）を利用している人（また
は、機器設置までに利用開始できる人）

●市政の窓●

３．モニター期間中に簡単な利用者アンケートや
迷惑電話情報等の提供に協力できる人
●モニター期間 設置日から平成２７年１１月末日
●申し込み
①『
「迷惑電話チェッカー」モニター利用申込書』
を市役所商工農政課で受けとるか、②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
ドしてください。
「モニター利用申込書」をご記入のうえ、商工
農政課の窓口に直接ご持参ください。
※その際に本人確認をしますので、住所、氏名、
年齢等が証明できる身分証を持参してください。
代理の人が、申し込みに来られる場合は、申込者
ご本人の身分証のコピーと代理の人の身分証を持
参してください。
●その他
１．モニター終了後も継続してご利用をご希望の場合は、株式会社ウィルコムと別途契約し、月額700円
で継続してご利用いただけます。
２．モニター終了後、継続してご利用されない場合は、機器を返却していただきます。
●問合先

商工農政課商工観光グループ（☎３８−５８１２）まで。

平成26年4月15日
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スマートフォンア

待望のAndroid︑iOS7
対応版公開！
プリ﹁い〜わ いわくら観光なび﹂
岩倉市がもっと好きになる観光ガイ
いわくら観光なび﹂は︑

ドアプリでまちを探索！
﹁い〜わ
３つの機能を備えた充実の観光ガイ
ドアプリ︒

リが正常に動作しない等の現象があ

も︑機種毎に動作仕様が異なりアプ

※ Android
端末はイラストを指で
回転させて撮影します︵自動回転機

ります︒

ぎ ゅ っ と 岩 倉︵ 電 子 書 籍 ︶﹂ に 春 号
が追加されました︒これで四季すべ

能は付加しておりません︒︶︒

●ダウンロード

ての読本が出揃いました︒
●その２ いわくら読本﹃い〜わく

アプリのダウンロードはこちら

る昔ばなし︒イラストを多用した絵

商工農政課商工観光グ

ループ︵☎３８︲５８１２︶まで︒

●問合先

で﹁いわくら観光
iOS App Store
なび﹂と検索

ストアで
Android Google Play
﹁いわくら観光なび﹂と検索

ん昔ばなし﹄

ス ト ア︑ App Store
Google Play
にそれぞれに公開されました︒いま

本風のマンガです︒謎に包まれたい

Android携 帯︑ iPhoneの iOS7
に対応した﹁いわくら観光なび﹂が︑

すぐダウンロードして︑い〜わくん

〜わくんの秘密が明らかになりま

岩倉五条川とい〜わくんにまつわ

と一緒に岩倉市の魅力を再発見しよ

イ

〜
Android 4.0

いわくら観光なび﹂を是非ご利

岩倉市の魅力がいっぱいの﹁い〜
わ

用ください︒
●対応ＯＳ
︑
7.x

※ )
4.1(
※一部の端末では利用できない場合

〜
iOS 6.0
横 向 き で の 撮 影 に も 対 応 し ま し た︒

同一バージョンのＯＳであって

があります︒
にイラストも回転します︒

カメラを横向きにすると自動的︵※︶

イラストの拡大・縮小機能に加え︑

能搭載！

や Twitter
で共有しよう！
●その４ い〜わくんカメラに新機

なでワイワイ楽しんで︑ Facebook

どユニークなものばかりです︒みん

リボン〟や〝い〜わくんおめめ〟な

新 し い イ ラ ス ト は︑〝 い 〜 わ く ん

ラスト追加！

●その３ い〜わくんカメラに

す！
新機能追加で

う！
コンテンツも充実！
さらにパワーアップ！
●その１ いわくら読本
﹃ぎゅぎゅっ
と岩倉﹁春﹂
﹄

岩倉の見所やグルメ等の観光情報
をぎゅっと１冊に詰め込んだ﹁ぎゅ

●市政の窓●

平成26年4月15日
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〜い〜わくんの協働のまちづくりコーナー〜
市民活動助成金対象事業が決定したよ！
「市民力」が市の魅力！ 広げよう市民活動
地域が抱える諸課題の解決を図り、市民の福祉向上やまちづくりに貢献する市
民活動に対して助成金を交付することにより、団体活動の活性化、市民活動の拡
充を図っていく制度です。
２月１５日（土）に企画提案発表会を開催し、審査会の意見を聴いて以下のとおり決定しました。
各事業の詳細は、随時広報いわくらにてお知らせしていきます。
◆はじめの一歩コース（これから市民活動に携わりたい団体、設立から３年以内の団体の活動）
団体名
事業名
事業内容
音楽や芸術のイベント等の情報発信事業。チラシのほか、SNS
アート＆エンタメ情報発信
オクトパス合奏団
上にコミュニティをつくり、芸術家・市民の交流を図る。芸術
事業
家同士の交流会も開催する。
一般上映されない秀逸な映画の上映会を開催する。鑑賞後、浮
社会性芸術性の高い映画の
いわくらシネマ
き彫りになった課題について座談会を実施し、多様な問題意識
上映会事業
の共有を図る。

●問合先

●市政の窓●

◆ステップアップコース（年間を通して計画的に事業が実施され、３年以上の継続した活動が実施される事業）
団体名
事業名
事業内容
岩倉・福島の児童が一緒に市内をめぐり、さまざまな冒険に挑
小学生写生大会〜岩倉大好
岩倉青年会議所
戦し、岩倉の宝を発見するほか、写生大会を開催する。また、
き！ 描こう地域の宝〜
福島についても学んでいく。
世界のさまざまな音楽につ
年３回、伝統音楽・民族音楽・ジャズ・ブルースなどの音楽の
いて知識を広め、演奏を聴
コミュニティカフェ
ミニライブを開催し、各ジャンルにおける音楽の歴史や周辺文
くことにより世界の文化を
かがよひ
化などを学ぶ。
理解するための事業
市民・事業主・団体が参加し、岩倉の史跡・産業・商業・農業
いわくら・ひと・さくら・ 岩 倉 の 魅 力 再 発 見！「 い わ
の魅力を発信するイベントを開催する。桜まつりでは、空き店
まつり実行委員会
くら・まち・めぐり」事業
舗を活用して事業を周知する。
日本ど真ん中まつりにて、岩倉をＰＲ。地方車（じかたしゃ）
岩倉鳴子おどりの会
鳴子おどりで元気にまちお
のデザインを岩倉仕様に一新する。市民対象の無料講習会を実
五条川桜
こし事業
施し、広めていく。
生ごみを堆肥化した肥料を利用した畑で花苗を生産し、市民に
生ごみ堆肥利用による花苗
わくわく会
提供する。バス通り（本町地内）に、季節ごとの花（菜の花、
作りと花街道整備
ひまわり、コスモス）を植え、まちを彩る。
慰問活動で岩倉市内の利用 市内の介護施設等で慰問活動を実施する。ハーモニカ、尺八、踊
あじさい会
者を元気にする事業
り、手品、お手玉、昔話など利用者と一緒に楽しみ、元気付ける。
和太鼓を楽しみ、まわりの 健全育成のため、携帯ゲームなどに没頭している子どもたちに
あすなろ太鼓・輝星
人と交流し、つながりを広 和太鼓に触れてもらい、気持ちをひとつに演奏する楽しみを教
げていく事業
える。
年３回、団塊の世代を中心に懐かしい歌をみんなで歌い、交流
岩倉生涯学習市民の会
歌声喫茶で街を元気に
を深め、地域活動への参加を促していく。
理科離れする子どもたちに、親子で理科やモノづくりに取り組
理科サークル ユリイカ いわくらサイエンスクラブ む機会を作り、興味・関心を喚起する（電動紙飛行機、オルゴー
ルこま、ジャイロこま等の作成）
。
〜 キ レ イ が い 〜 わ！〜「 い 清掃活動に参加した人に、エコカードを配付。カードにスタン
ひと・さくら・まちづく
〜わくんエコカード」プロ プをためると、協賛店にてサービスが受けられるほか、抽選会
り
も実施。エコニュースも発行する。
ジェクト
ユニバーサルデザイン（UD）UD講座を小中学校で開催する。市内探検を実施し、発表会を行
いわくら・ユニバーサル
で、すべての人にやさしい う。また、UD標語コンクールや車椅子マーク駐車場の適正利用
デザイン研究会
キャンペーンを実施する。
まちづくり
餅つき、鏡餅づくり、昔遊びなど伝統行事を通じて、多世代交流
いわくらOYGクラブ
岩倉親子餅つき大会
の場を提供する。父親の地域活動参加のきっかけづくりとする。

企画財政課企画政策グループ（☎３８−５８０５）まで。

平成26年4月15日
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友好交流宿泊助成事業のご紹介
市では、市民の皆さんが友好交流市である福井県大野市に宿泊する場合、費用の一部を補助しています。
●ホテル・民宿等
名称

電話

料金（大人１泊
２食料金を含む）

077978-2326

7,500円〜

九頭竜温泉
78-2536
ホテルフレアール和泉

9,180円〜

民宿

78-2163

6,500円〜

プチホテル
PaPaMaMa

78-2226

6,300円〜
（朝食のみ）

●七間朝市 大野駅西の七間通りでは、毎年春分の日から
大晦日まで午前７時〜１１時頃まで、「七間朝市」が開か

民宿

林湊

65-6836

5,500円〜

れています。
大野市の農産物が並べられ、地元の人たちとの交流を楽
しみながら、買い物をすることができます。

阿さひ旅館

66-2075

9,800円〜

扇屋旅館

65-5858

7,560円〜

大清水旅館

65-2250

6,800円〜

楠旅館

65-1886

7,350円〜

こし路荘旅館

66-0012

7,500円〜

俵屋旅館

66-3807

9,720円〜

にしき旅館

65-2275

6,480円〜
（朝食のみ）

ふじや旅館

66-2259

5,500円〜
（朝食のみ）

中島屋旅館

66-2472

6,800円〜

三浦屋旅館

66-2505

12,960円〜

美登里旅館

65-2279

7,500円〜

やまざき旅館

66-2169

7,560円〜

旅館やまと

65-1863

7,560円〜

山本旅館

66-2644

7,500円〜

弥生旅館

66-2860

8,100円〜

ホテル サンレア・21

66-1811

6,500円〜
（食事なし）

国民宿舎
パークホテル九頭竜

〜大野市のみどころ紹介〜

●市政の窓●

●対象
市民の皆さん（小学生以上）が右表の施設に宿泊される場
合、４月から翌年の３月までの期間で１回助成します。
●助成金額
★ホテル・民宿など
大人・子ども（小学生以上）ともに１人につき3,000円
★天狗岩ファミリーパーク １棟につき3,000円
★和泉前坂家族旅行村 １棟につき2,000円
★ホテルフレアール和泉コテージ
食事付きの場合 １人につき3,000円
食事無しの場合 １棟につき3,000円
●利用方法
①宿泊施設に予約してください。
②代表者の印鑑を持参のうえ、市役所（１階情報サロン・５
階企画財政課）で申請してください。
宿泊助成券をお渡しします。
なお、申請の際に利用者全員の住所、氏名が必要です。
③宿泊助成券を宿泊先にお渡しください。
大野市へのアクセス

自動車で 約 2 時間
一宮 IC( 東海北陸自動車道 ) ➡白鳥 IC( 国道 158 号線 ) ➡大野
電車で 約 3 時間 10 分
名古屋 (JR 北陸本線特急 ) ➡福井 (JR 越美北線 ) ➡大野
●ケビン・コテージ
施設名
天狗岩ファミリーパーク

電話
077978-2266
78-2248

林家

料金（1泊1棟）

利用期間

施設規模

4人用12,000円

5月〜10月

ファミリーケビン9棟

和泉前坂家族旅行村
4人用6,200円
4月〜10月
ログケビン20棟
九頭竜温泉
4人用15,120円〜 １年中（冬季は雪により利
78-2536
コテージ7棟
（食事付きは、大人9,180円〜）用できない場合もあります）
ホテルフレアール和泉コテージ
・施設ごとの詳細については大野市観光協会（☎０７７９−６５−５５２１）または、各施設へ直接お問い合わ
せください。
・人数、時期などにより料金が割増になる場合があります。
●問合先 企画財政課企画政策グループ（☎３８−５８０５）まで。
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年 に 書 か れ た﹁ ザ・ ホ ッ ケ ー セ ー

はローシュ・キャリアの １９７９

と あ の ア イ ス ス ケ ー ト 場︒﹂ こ れ

所によく行っていた︒学校︑教会︑

だった︒私たちはいつも ３つの場

﹁ 子 供 の 頃 の 冬 は 長 い︑ 長 い 冬

れ︑ １９５ ２年にテレビでの放送

最 初 １ ９ ３ １年 に ラ ジ オ で 放 送 さ

ではホッケーの夜︶という番組が

ケーナイトインカナダ﹂
︵カナダ

ダ の 最 も 古 い 放 送 番 組 だ︒﹁ ホ ッ

アイスホッケーの試合は︑カナ

アイスホッケーの最新情報に関

が始まった︒

してカナダ人は本気だ︒

ソ チ・ オ リ ン ピ ッ ク の ア イ ス

タ ー﹂ か ら 来 て い る︒ ア イ ス ホ ッ

ケーとこの本は︑はじめの文章を

カ ナ ダ の ５ド ル 札 に 起 用 す る ほ ど

大切なものだ︒アイスホッケーと

ホッケーの試合を熱心に見てい

時差があったので︑カナダの人に

いえばカナダだ︒

とってその金メダルを獲得した試

た︒男子のチームと女子のチーム︑

学 校 ３年 生 か ら ア イ ス ホ ッ ケ ー を

合を見るのは時間的に難しかっ

ホ ッ ケ ー は︑ カ ナ ダ の 国 技 だ︒

始 め︑ 高 校 の 最 後 ま で や っ た︒ 私

た︒ で は︑ カ ナ ダ 人 は ど う し て い

両方金メダルを獲得した︒しかし︑

の父親がときどき家の後ろの庭を

たか︒

私はそれをよく理解している︒小

雪かきし︑家の中から持って来た

私は友達と家族から︑仕事場で

He l lo

水を使い︑自分たちのスケート場

を作ってくれた︒氷の質は全然よ

た︒ そ し て︑ バ ン ク ー バ ー で は 男

テレビの所に集まっている人の姿

子の金メダルの試合が夜中の時間

くなかったので︑よく転んでいた

す ぐ に︑ ス ケ ー ト 靴 を 履 い た︒ そ

に行う予定だったとのことから州

と授業を中止にしてテレビを見て

れか︑友達と一緒に道の中でホッ

の政府が特別に法律を変えてバー

が︑ と て も 楽 し か っ た︒ マ イ ナ ス

ケーをしていた︒車が来た場合は︑

の営業時間を金メダルの試合が見

いる生徒たちの顔の写真を貰っ

ゴールネットを肩に乗せてよけ

度の中でも︑学校から帰った後

た︒車の人が窓を開けて誰が勝っ

えるように長くしたそうだ︒

アイスホッケーのことなら︑カ

ナダ人はいつも本気だ︒

ているかを聞いてきたこともあっ

た︒
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カナダの国技アイスホッケー

De r ek!!

岩倉市国際交流員
Derek Cuddington
デレック カディングトン

“The winters of my childhood were long, long seasons. We lived in three places ‒ the school, the church and
the skating rink”. This is from Roch Carrierʼs 1979 story, “The Hockey Sweater”. Hockey and this story are so
important to Canadians that the above sentence was put on Canadaʼs 5 dollar bill in 2002. Hockey is Canada.
Hockey is Canadaʼs national sport. I understand this very well. I started playing ice hockey when I was in
grade 3 of elementary school and ﬁnished at the end of high school. My father would sometimes clear oﬀ
the area behind our house and make our own skating rink with water we brought outside from the house.
The condition of the ice was horrible, weʼd fall all of the time, but it was so much fun. Even in 30 below
weather, Iʼd come home from school and put on my skates. Or, I would play hockey in the street with my
friends. If a car came, they would honk and we would put our nets on our shoulders and move to the side.
Sometimes, they would open their window and ask us who was winning.
Hockey games are Canadaʼs oldest broadcasted programs. “Hockey Night in Canada” began
broadcasting on the radio in 1931 and was released on TV in 1952. Canadians are serious about keeping
up to date about their hockey! Canadians eagerly watched the hockey matches at the Sochi Olympics.
The Canadian men and women both took home gold medals. With Sochiʼs time diﬀerence, the gold medal
games were diﬃcult to watch for Canadians. So, what did they do? I received pictures from friends and
family of people at their workplace gathered around their TV, students in desks at school watching, and
I even heard news from Vancouver, where the menʼs gold medal game was scheduled for early in the
morning, that the province changed laws for bars to be able to stay open for people who wanted to watch
the game. Canadians donʼt fool around when it comes to hockey.

平成26年4月15日
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同報系防災無線について

毎日、午後5時に僕の音楽が放送されていますね。
災害情報や気象情報などを皆さんに一斉にお伝え
するため市内２０か所にスピーカー（同報系防災無
線屋外拡声子局）を設置しました。普段は点検を兼
ねて、毎日午後5時に音楽を放送しています。

どこで操作を行っていますか？
市役所６階の危機管理課に操作卓があります。タッ
チパネルで、放送内容の指示・選択が簡単にできる最
新のデジタル技術を備えた放送設備です。

放送の声は誰が話していますか？
普段はあらかじめシステムに設定してある人工の音
声です。最近はシステムの性能がよくなり、人が話す
ように聞こえます。また、職員がマイクで放送するこ
ともできます。

▲同報系防災無線の操作卓

屋外にあるスピーカーは停電のときでも使えますか？
災害等で停電した場合でも各スピーカーにバッテ
リーがあり、約３６時間は使用できます。

放送を聞き漏らしたら、どうすればいいのか教えてください。
自動応答サービス（☎３７−００９９）へ電話していた
だくと防災無線の放送内容を確認することができます。
▲屋外拡声子局での操作の様子

21
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ども読書の日記念︶

して︑弥生時代に行われて
いたとされる鯛の骨を使っ
た針による縫い物や︑勾玉
づくりにチャレンジしま
す︒
▼とき
月 日㈰午前
時〜午後３時
▼対象 小学生
人
▼定員
▼参加費 ５００円
▼持ち物 お弁当︑飲み物
▼申込・問合先 希望の家
︵☎３７︲４１９１︶

●ロビーコンサート
アンサンブル・ジョ
カーレ

●歌謡舞踊

内田るり実社中の皆さん
が慰問にお越しになり︑舞
踊を披露していただきま
す︒見事な舞踊をお楽しみ
ください︒
▼とき ５月 日㈫午後２
時〜
▼ところ さくらの家︵八
剱町︶
▼出演者 内田実の秀さん
︵内田流師範︶ほか
▼問合先 さくらの家︵☎
８１︲４９４１︶
13

▶とき ４月２１日（月）〜５月１日（木）午前９時
〜午後６時 ※４月２９日（火・祝）を除く。
▶ところ 市役所２階市民ギャラリー
▶展示作品 全３０作品を展示します（入選作品と福
島の児童の作品を展示）。
▶主催・問合先 岩倉青年会議所事務局（☎６６−３
４００）

10
10

●春のおはなし会︵子

４月 日は子ども読書の
日です︒図書館では︑子ど
も読書の日にちなんだおは
なし会を開催します︒
▼とき ４月 日㈯午後３
時〜３時 分
▼ところ 図書館２階視聴
覚室
▼出演 岩倉市図書館読み
聞かせボランティア﹁おは
なし会﹂
▼内容 大型絵本・紙芝居
の読み聞かせ等
▼問合先 生涯学習課図書
館グループ︵☎３７︲６８
０４︶

希望の家
●
﹁わくわく体験教室﹂
を開催します

19

4

４月のロビーコンサート
は︑アンサンブル・ジョカ
ーレによるコンサートで
す︒お楽しみに︒
▼とき ４月 日㈰午前
時 分〜 時 分
▼ところ 市役所１階ミニ
ステージ
▼出演者 フルート／安藤
よしの︑ホルン／吉積光二︑
ピアノ／伊藤さおり
▼主な曲 無言歌︑朧月夜︑
ロシアンソングメドレー
ほか
▼問合先 生涯学習課生涯
学習グループ︵☎３８︲５
８１９︶

第６回小学生写生大会「岩倉大好き！描こう地
域（まち）の宝を！」in 岩倉桜まつり入選作品
展示を行います

20

30 27

広告

広告

45

20

11

催し
弥生アクセサリーづくり
わくわく歴史体験教室と

30

23
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●流域モニタリング一
斉調査の参加者

岩倉市国際交流協会で
は︑ホストファミリーを募
集しています︒ゲストはホ
ストファミリー宅に一泊
し︑こいのぼりづくりを体
験します︒
ぜひこの機会に︑素敵な
国際交流をしてみません
か︒
▼とき ５月 日㈯午前
時〜６月１日㈰午後４時
▼ところ くすのきの家
︵ゲスト対面場所︶
▼募集人数 ホストファミ
リー 家族
▼申込期限 ５月７日㈬
▼その他 ゲストは︑名古
屋芸術大学の留学生とＪＩ
ＣＡ︵国際協力機構︶の研
修生を予定しています︒
▼申込・問合先 岩倉市国
際交流協会井上︵☎・ ６
６︲３１９２︶または︑山
田︵☎・ ６６︲４８１１︶

●岩倉市国際交流協会
ホストファミリー

15

31

募集

調査を行い︑報告します︒
▼募集期間 ４月 日㈮〜
５月９日㈮
▼問合先 環境保全課環境
グループ︵☎３８︲５８０
８︶

流域モニタリング一斉調
査とは︑森から海までの流
域全体を視野に入れ︑水循
環の現状とその変化を把握
す る た め︑ 県 民・ 事 業 者・
民間団体・行政が協力して
流域の水環境の状況を県内
全域で調査するものです︒
この調査の参加者︵グル
ープ︶を募集します︒
▼参加資格 問いません
︵ ２人 以 上 の 参 加 を 基 本 と
します︒ただし︑子どもだ
け で の 調 査 は 危 険 な た め︑
保護者と一緒の参加としま
す︶
︒
▼調査時期 ６月５日㈭
︵ 環 境 の 日 ︶ の 前 後 １週 間
︵期間内に調査ができない
場合は時期をずらして調査
することも可能です︒
︶
▼調査内容 身近な水辺
︵河川︑
水路など︶
で
﹁水質﹂
︑
﹁水量﹂
︑
﹁生態系﹂
︑
﹁水辺
の親しみやすさ﹂について

暮らしのガイド
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10

岩倉市子ども会連絡協議会

ジュニア・リーダーの募集
岩子連ジュニア・リーダーは、岩倉市子ども会連絡協議会お
よび単位子ども会を中心とした地域の子どもたちに対して、さ
まざまな活動を行っています。私たちと一緒に活動してみませ
んか？ やる気のあるあなたの入会をお待ちしています。
▶目的 地域の子どもたちの健全育成を願い、さまざまな活動
を行います。集団活動やボランティア活動の楽しさを経験する
ことにより、責任感、連帯感、社会性を養い、また、リーダー
自身の自主性・自発性を尊重することにより、
「リーダー活動」
をする際に必要な知識、技能の習得を目的とします。
▶活動
★岩倉市子ども会連絡協議会および単位子ども会の子どもに関
する活動の参加、企画、補助を行います。
★リーダーとして必要な基礎知識を得るため、自主研修会や、
他地域ジュニアとの交流研修会を行います。
★研修会に参加して資格が取れます。
▶対象 中学１年生から大学生年齢相当までとします。男女は
問いません。
▶申込受付 随時
▶申込・問合先 岩倉市子ども会連絡協議会事務局（第一児童
館（くすのきの家）内☎・ ３８−１１０６）

広告
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子ども会に入会しませんか
子ども会は、少子化により兄弟が少なく
なっているなか、年齢の違う子どもたちが
一緒になって活動することで、年上の子ど
もにとっては、リーダーシップを発揮する
場として、年下の子にとっては、具体的成
長の目安を知る機会として、地域の子ども
たちが兄弟のように仲良く成長していくこ
とを目指しています。近年、子どもが事件
に巻き込まれたり、犯罪が低年齢化してい
る中、子ども会は地域で子どもを見守る大
切な団体として、家庭、学校はもとより区
や老人会、児童館などの諸団体と連携をと
りながら活動しています。ぜひ、子ども会
に入会してさまざまな体験をしてくださ
い。
▶入会方法 各町内に単位子ども会を組織
していますので、在住の単位子ども会に直
接お申し込みいただくか、岩倉市子ども会
連絡協議会事務局へご連絡ください。

スポーツレクリエーション協会の会員を募集します
名 称

会 場

と き

総合体育文化 火曜日
センター
午後７時〜９時

会 費
月 ５００円

対象

人員

高校生
多数
以上

バウンドテニ 総合体育文化 水曜日
〃
〃
〃
センター
午後１時〜３時
ス協会
金曜日
南部中学校体
〃
〃
〃
午後７時３０分〜
育館
９時３０分
ビーチボール 総合体育文化 金曜日
〃
〃
〃
協会
センター
午後７時〜９時
総合体育文化 木曜日
〃
〃
〃
センター
午後７時〜９時
インディアカ
土曜日
協会
岩倉中学校体
午後７時３０分〜
〃
〃
〃
育館
９時３０分
日曜日
南部中学校体
午後７時３０分〜
〃
〃
〃
育館
９時３０分
火曜日
ソフトバレー 総合体育文化
午前９時３０分〜
年 ４，０００円
〃
〃
ボール連盟 センター
正午
金曜日
岩倉中学校体
午後７時３０分〜
年 ５，０００円
〃
〃
育館
９時３０分
総合体育文化
社交ダンス
火曜日
入会金 ２，０００円
センター
〃
１０人
クラブ
午後１時〜３時
月 ２，０００円
多目的ホール
総合体育文化 土曜日
気功クラブ センター
午前１０時〜１１時 月 １，０００円
〃
若干名
柔道場
３０分
日・火・水・金曜日
グラウンド 市内グラウン
午前８時３０分〜
月 ３００円
〃
多数
ゴルフクラブ ド各所
１１時３０分
健康太極拳 総合体育文化 土曜日
月 １，５００円
〃
若干名
同好会
センター
午後１時〜３時
総合体育文化
水曜日
ラージボール
４０歳以
センター
若干名
年 ４，０００円
同好会
上男女
午前１０時〜１２時
アリーナ
●ダンス＆エアロビクスサークル
総合体育文化 木曜日
JUN
センター
午前９時３０分〜
月 ２，０００円
不問 多数
多目的ホール １０時４５分
木曜日
南部中学校体
午後７時３０分〜
３カ月４，０００円
〃
〃
FIT
育館
９時３０分
金曜日
総合体育文化
午後1時３０分〜
月 ２，５００円
女性
〃
ティスコス
センター
２時３０分
●健康体操同好会
レッツコスモ 総合体育文化
木曜日
入会金 １，０００円
不問 多数
（ 健 康 ス ト レ センター
午前９時〜１１時
月 １，０００円
ッチ）
剣道場
●申込方法 各会場で受付
●問合先 岩倉市体育協会事務局（生涯学習課スポーツグループ内☎３８−５８１９）

代表者
田中 信彦
０９０−５６１９−
１０８２
小川 清
森山 敬一
石黒さち子
飯田 絹江
６６−３８７８
０９０−７０４８−
５７２２
関戸 一人
後藤きえ子
古澤奈穂美
細川 則夫
３７−７９５９
大嶋 敏英
長谷川 博
３７−５６２２
須田 直広
石田 照雄

高木 順子
山田 和江
０９０−１２３５−
０８７１
城岸 朱美

安江 京子

平成26年4月15日
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▼申込受付 ４月 日㈮午
前 ９時から受け付けます
︵電話可︶︒
※申込締切５月７日㈬
※初回の人を優先します︒
※１度受講された人で２回
目の受講を希望される人
は︑お問い合わせください︒
▼申込・問合先 子育て支
援センター︵市民プラザ内
☎３８︲３９１１︶

●５月のトレーニング
講習会

16

5月

日

○
○

●平成 年度分一般不
妊治療費の助成につ
いて

市では︑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︒
▼対象期間 平成 年３月
から平成 年２月までの診
療分
▼申請期限 平成 年３月
日㈫
▼対象となる治療 人工授
精︵医療保険適用外のみ︶
▼所得制限 夫および妻の
平成 年の所得の合計額が
７３０万円未満︵４月・５
月に申請する場合は︑平成
年の所得︶
▼助成額・助成期間 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
して通算２年間です︒
▼申請方法 保健センター
にある申請書類一式に必要
事項を記入のうえ領収書等
を添えて保健センターに申
請してください︒申請に必
要な書類は︑岩倉市ホーム
ページ︵アドレス裏表紙参
照︶からもダウンロードで
きます︒
▼申請・問合先 健康課指
導グループ︵保健センター
内☎３７︲３５１１︶

31

24

26

27

日
土
11日

土

月
10日

水

19日 24日
7日

▼申込・問合先 総合体育
文化センター︵☎６６︲２
２２２︶

月・日

25日

25

27

し込みはできません︒

○

○

○
○

10：30
〜12：00
13：30
〜15：00
19：30
〜21：00

18

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︒５月は下表の日
程で講習会を行います︒
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
歳以上
▼対象
▼定員 １回の講習につき
人
▼費用 ２００円
▼申込方法 総合体育文化
センターへ申し込んでくだ
さい︒申し込みは︑１人に
つき１人とし︑電話での申
15

士

50

▼手当 １世帯あたり 円
▼募集人数 若干名
▼募集地区 神野町・中野
町など
▼応募期限 ４月 日㈪
※履歴書を提出していただ
き︑
面接のうえ決定します︒
▼申込・問合先 秘書課広
報広聴グループ︵☎３８︲
５８０２︶

●ベビーマッサージと
ヨガでふれあいあそ
び

子育て支援センター育児
講座

12

10

●保育園のパート保育

市では︑保育園のパート
保育士を募集しています︒
子どもが好きで︑保育士
資格をお持ちの人の応募を
お待ちしています︒
▼募集人数 パート保育士
⁝若干名
▼勤務内容 ・保育業務
７・５時間︵午前７時 分
から午後７時までの間で時
差勤務有り︶
・保育業務 ４・５時間
︵平
日午後７時まで勤務できる
人︶
▼賃金 ７・５時間⁝１時
間１千１１０円
４・５時間⁝ 時間 千
円
▼応募資格 保育士資格を
有する人
▼申込・問合先 児童家庭
課児童グループ︵☎３８︲
５８１０︶

●広報配達員

11

時間

26

21

▼とき ５月 日㈪午前
時〜 時 分
▼ところ 子育て支援セン
ター活動室
▼講師 定松沙弥果さん
︵ ベ ビ ー マ ッ サ ー ジ・ ベ ビ
ーヨガセラピスト︶
▼対象 平成 年 月〜平
成 年２月生まれの乳児親
子
▼定員 親子 組
▼費用 ２００円︵材料費︶
30

健康

講座
教室
11

26

30

1

▼業務内容 市広報等の配
布
▼任期 ６カ月
︵再任も可︶

平成26年4月15日
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12

25

20

1

し込みください︒申し込み
は １ つ の 検 診 に つ き １ 人︑
はがき １枚でお願いしま
す︒１枚のはがきで複数の
検診の申し込みや︑２人以
上の申し込みはできませ
ん︒
○記入事項 ①氏名②生年
月日③郵便番号︑住所④電
話 番 号 ⑤ 希 望 す る 検 診 名︒
返 信 は が き に も 郵 便 番 号︑
住所︑氏名は必ずご記入く
ださい︒

往復はがき記入例

○申込先 保健センター
︵ 〒 ４ ８ ２︲ ０ ０ ２ ４ 旭
町一丁目 番地︶
○往復はがき申込期間
・乳がん︑骨粗しょう症検
診⁝４月 日㈫〜５月７日
㈬︵当日消印有効︶

検診名

何 も 記 入 し な いで
く だ さい ︒

⑤希望する

旭 町一丁 目
二十 番 地
岩倉市保健
セン タ ー 行

④電話番号

あなたの住 所
お名前

③〒・住所

▼ 診 査 内 容 歯 牙・ 歯 周
診査︑相談︑指導︑口臭測
定︵希望者︶
▼費用 無料
▼申込方法 保健センター
で４月 日㈫から受け付け
ます︵電話可︒先着順︶︒
※予約が必要です︒
▼申込・問合先 健康課指
導グループ︵保健センター
内☎３７︲３５１１︶

●乳がん・子宮頸がん・
骨粗しょう症検診を
実施します

骨粗しょう症検診について
は︑５月 日㈫からは電話
も可︶
○乳がん・子宮頸がん検診
の土・日実施分⁝４月 日
㈫〜５月７日㈬︵５月 日
㈫からは電話も可︶
※いずれも定員に満たない
場合は︑５月 日㈫以降も
可︒
▼申込受付時間 午前８時
分〜午後５時
▼対象 市内在住で各検診
の対象年齢の人︒
▼検診費用 子宮頸がんの
医療機関受診分のみ申し込
み時に検診費用を徴収しま
す︒
▼検診費用の免除 市内在
住の市民税非課税世帯︵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︒申し込み時にお申し
出ください︵平成 年１月
２日以降に岩倉市に転入し
た人は︑平成 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﹀が必要です︶︒
▼往復はがきでの申し込み
について 乳がん・骨粗し
ょう症・子宮頸がん検診︵子
宮頸がん検診は土日実施分
のみ︶については︑往復は
がきでも申し込みを受け付
けます︒往復はがきに︑次
の必要事項を記入してお申

〒482-0024

①氏名

返信（裏）

往信（表）

往信（裏）

返信（表）

往信

②生年月日

返信

20

22

13

25

22

申込期間中︑随時保健セ
ンター窓口でお申し込みく
だ さ い︒︵ 土・ 日 曜 日・ 祝
日を除く︶・︵次頁参照︶
▼申込期間
○乳がん・子宮頸がん・骨
粗しょう症検診⁝４月 日
㈫〜 ５月 ７日㈬︵乳がん・
22

● 歳以上の人と妊婦
さんのための成人歯
科健康診査

歯科健診を定期的に受け
ることで︑むし歯や歯周病
を早期に発見することがで
きます︒また︑早期に治療
にかかることで症状が悪化
してからかかるよりも治療
期間の短縮︑
治療費の軽減︑
治療中の痛みも最小限に抑
え ら れ ま す︒ １ 年 に １ 度︑
歯科健診を受けることを習
慣にしましょう︒
▼実施日・受付時間 下表
のとおり
▼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
歳以上の人︵昭
和 年 月 日以前に生ま
れた人︶および妊婦
▼定員 ４７０人
31

30

3

７日（火） １６日（木）
８日（水）
６日（金） １６日（月） ２６日（金）
９日（月） １７日（火） ２９日（月）

１日（水）
９日（木）
２日（木） １０日（金）
３日（金） １４日（火）
６日（月） １５日（水)
２６日（月） ２５日（金） ２日（月） １０日（火） １８日（木） ３０日（火）
２７日（火） ２８日（月） ３日（火） １１日（水） ２２日（月）
２８日（水） ２９日（火） ４日（水） １２日（木） ２４日（水）
５日（木） １３日（金） ２５日（木）

１０月
受付時間：午後零時４０分〜２時１０分
９月
６月
受付時間：午後１時〜２時３０分
５月
７月

30

60

30

13

25

13 22

26

平成26年4月15日

暮らしのガイド
・乳がん︑子宮頸がん検診
の土・日実施分⁝４月 日
㈫〜５月７日㈬︵当日消印
有効︶
※子宮頸がん検診︵医療機
関実施分︶については︑往
復はがきでの申し込みはで
きません︒
▼注意事項 ①検診日︑検
診時間の指定はできませ
ん︒
②申し込みを受け付けた検
診︑予約日︑予約時間等は
後日返信はがきにてお知ら
せします︒
③申し込み数が定員に達し
た場合は︑先着順での受け
付けとなりますので︑ご了
承ください︒
④申し込み後の予約日︑予
約時間の変更︑キャンセル
等は電話で受け付けます︒
⑤平成 年４月１日現在の
年齢が 歳の人に子宮頸が
ん検診無料クーポン︑ 歳
の人には乳がん検診無料ク
ーポンを５月中に郵送しま
すので︑検診期間内に直接
委託医療機関で受診してく
ださい︵保健センターでの
申込みの必要はありませ
ん︒
︶
︒
詳細は広報いわくら５月
日号でお知らせします︒
▼問合先 健康課健康グル
ープ︵保健センター内☎３
７︲３５１１︶
15

20 26

22

40

検診名

検診方法

検診日

検診時間等

５ ／ ２ ６（ 月 ） 〜 午前９時〜１１時２０分
超音波骨評 ２８（水）
午後１時〜３時
☆骨粗しょ
価による踵 ７ ／ ２ ５（ 金 ） 〜 （申込み時に検診時
う症検診
間を設定します。）
部の測定
２９（火）
※土・日曜日は除く ところ：保健センター

予定人数

対象者

１８歳以
上の女性
８００人 （原則２年
に１回の
受診）

検診費用

申込期間・申込受付時間
４／２２（火）から５／７（水）
（土・日曜日・祝日除く）

５５０円

午前８時３０分〜午後５時
※５／１３（火）から電
話可

視診・触診

７ ／ ２ ２（ 火 ） 〜
超音波断層
３０歳以
２９（火）
４８０人
９００円
撮影
上の女性
午前９時〜１１時２０分
※土・日曜日は除く
（エコー）
☆乳がん検
午後１時〜３時
診
（申し込み時に検診
乳がん・子宮頸がん
４０歳以
視診・触診 ５ ／ ２ ２（ 木 ） 〜
※１
時間を設定します。）
４／２２（火）から５／７（水）
上の女性
乳房Ｘ線撮 ３０（金）
ところ：保健センター
１，２００人（原則２年 １，３００円（土・日曜日・祝日除く）
影
８ ／ ２ １（ 木 ） 〜
午前８時３０分〜午後５時
に１回の
（マンモグラ ２８（木）
受診）
フィー） ※土・日曜日は除く
※５／１３（火）から電
話可
２０歳以
月〜土曜日の
子宮頸がん
【医療機関受診】
上の女性
視診・内診・
午前の診療時間
検診
６月・７月・８月・
１，２００人（原則２年 ２，３００円
細胞診
ところ：大野レディ
※２・３
９月・１０月
に１回の
スクリニック
受診）
乳がん検診
☆乳がん検
診
子宮頸がん
検診（土・
日曜日実施
分）
※２・４

視診・触診
超音波断層
午前９時〜１１時２０分
７／１９
撮影
午後１時〜３時
（エコー） （土）
（申し込み時に検診時間を設
７／２７
定します。）
子宮頸がん （日）
ところ：保健センター
検診
視診・内診・
細胞診

１６０人

３０歳以
上の女性

乳がん・子宮頸がん
（土日分）

９００円

４／２２（火）から５／７（水）
（土・日曜日・祝日除く）
午前８時３０分〜午後５時
２０歳以
※５／１３（火）から電
上の女性
１６０人 （原則２年 １，２００円 話可
に１回の
受診）

※検診によって申込日が異なっていますので、ご注意ください。 ※対象年齢は平成２７年３月３１日現在での年齢です。
※定員に満たない場合は、申込期間以降も受付します。
※検診名に「☆」がついている検診は、往復はがき、電話での申込ができます。
※１「超音波断層撮影（エコー）」か「乳房Ｘ線撮影（マンモグラフィー）」のどちらか一方を選んでください。
※２子宮頸がん検診を受診希望の場合は、『医療機関受診』または『土・日曜日実施分』からひとつを選んでください。
※３医療機関受診は申込み時に検診費用の徴収をします。
※４平日に検診を受診できない人が対象です。

★４月３０日（水）は国民健康保険税第１期の納期限です★
▼

お忘れなく納税してください。口座振替を利用している人は、預金残高を４月２８日（月）までにご確認ください。
問合先 市民窓口課保険医療グループ（☎３８−５８０７）
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平成26年4月15日

化について

26

市では月に 回の消費生
活相談窓口を設置していま
すが︑江南市︑扶桑町との
連携により︑左記の窓口で
も相談ができるようになり
ました︒
ぜひ︑ご利用ください！
▼相談窓口
★第１〜４火曜日 ※祝日
の場合は振り替え︵年末年
始は除く︶
︽ 受 付 時 間 ︾ 午 後 １時 〜 ４
時
︽ と こ ろ ︾ 岩 倉 市 役 所 １階
市民相談室
★水曜日 ※祝日の場合は
木曜日に振り替え
︽ 受 付 時 間 ︾ 午 後 １時 分
〜４時 分
︽ところ︾ 江南市地域情報
センター︵江南市赤童子町
大堀９９︶
★木曜日 ︽受付時間︾午

●消費生活相談が江南
市と扶桑町でもでき
るようになりまし
た！

相談・
その他

30

4

●定期予防接種の広域

Ｇ︑ヒブ︑小児用肺炎球菌︑
子宮頸がん
▼申請方法 希望する医療
機関が予防接種の受入を行
っているか確認後︑接種す
る２週間前までに保健セン
ターへ必ず申請してくださ
い︵母子健康手帳を持参︶︒
▼接種方法・実施医療機関
等 岩倉市ホームページ
︵アドレス裏表紙参照︶に
掲載しています︒
▼接種を受ける場合の注意
事項
これまでに春日井市︑小
牧市︑犬山市︑江南市︑大
口町︑扶桑町の委託医療機
関で接種を受けていた人
は︑平成 年４月から保健
センターへ申請が必要とな
ります︒接種する２週間前
までに申請してください︒
▼岩倉市内または愛知県内
の委託医療機関以外での接
種
疾患等の理由により市が
委託していない医療機関で
の接種費用についても助成
しています︒接種費用の助
成を受ける場合︑必ず事前
に申請が必要です︵母子健
康 手 帳 持 参 ︶︒ 詳 し く は 保
健センターにお問い合わせ
ください︒
▼問合先 健康課健康グル
ープ︵保健センター内☎３
７︲３５１１︶

▼

６６−５１３３

●日本脳炎の定期予防
接種︵ ２期︶につい
て

６６−３３６６
３７−０１７５
３７−１７００

る場合︶を持って︑体調の
良い時に接種を受けてくだ
さい︒
※平成７年４月２日〜平成
年４月１日生まれで︑こ
れまでに日本脳炎の定期予
防接種１期︵３回接種︶お
よび２期︵１回︶の接種が
完了していない人で︑接種
を希望する場合︑事前に保
健センターに申し込みが必
要です︵母子健康手帳を持
参︶
︒接種に必要な書類を
配布します︒
▼申込・問合先 健康課健
康グループ︵保健センター
内☎３７︲３５１１︶

平成 年４月から愛知県
内の委託医療機関で定期予
防接種が受けられるように
なりました︒
接種を希望する場合︑事
前に保健センターに申請が
必要です︒
▼対象者 接種日において
岩倉市に住民登録している
各予防接種の対象年齢の人
▼受けられる予防接種 四
種混合︵百日せき︑ジフテ
リア︑破傷風︑不活化ポリ
オ︶︑三種混合︵百日せき︑
ジ フ テ リ ア︑ 破 傷 風 ︶︑ 二
種混合︵ジフテリア︑破傷
風 ︶︑ 不 活 化 ポ リ オ︑ 麻 し
ん風しん︑日本脳炎︑ＢＣ

30

６６−１２２１

19

医 療 機 関 名
住
所
有馬医院
井上町430−1
いとうクリニック 東新町南江向24−5
いのうえ耳鼻咽喉科 八剱町六反田17−1
岩倉東クリニック 中本町葭原4
いわくら耳鼻咽喉科 西市町西市前31−4
岩倉病院
川井町北海戸１
おしたにクリニック 稲荷町高畑8
かみのクリニック 神野町平久田70
寺澤内科小児科
栄町一丁目5
なかよしこどもクリ
稲荷町高畑75
ニック
丹羽外科内科
新柳町1−41
ませきクリニック 下本町下市場139
名草クリニック
鈴井町下新田145
ようてい中央クリニ 曽野町郷前17
ック

電話番号
３７−０１２３
３８−１１１２
３８−４１３３
６６−１２１０
６６−４５３３
３７−８１５５
３８−３５０１
３８−３８００
３７−２０１８

日本脳炎の定期予防接種
︵２期︶を実施しています︒
▼対象者 平成８年４月２
日〜平成９年４月１日生ま
れで２期の接種が完了して
いない人
▼接種方法 対象者に４月
中に個別通知します︒左表
の医療機関に予約し︑届い
た通知︑母子健康手帳︵あ

日本脳炎予防接種のできる
医療機関（１４カ所）

26

28

お忘れなく納税してください。口座振替を利用している人は、預金残高を４月２８日（月）までにご確認ください。
問合先 税務課収納グループ（☎３８−５８０６）
平成26年4月15日

★４月３０日（水）は固定資産・都市計画税第１期の納期限です★

② 返信メールを受信

③ メール本文中のURLにアクセス

⑤ 「本登録完了のお知らせ」メールを受信して登録完了

ん 等 に 使 用 さ れ て い ま す︒
あなたの血液で一人でも多
くの患者さんが救われま
す︒ご協力をお願いします︒
▼とき ４月 日㈰
▼ところ ピアゴ岩倉店
▼受付時間 午前 時〜
時 分︑午後１時〜４時
▼問合先 岩倉市献血推進
協議会︵社会福祉協議会内
☎３７︲３１３５︶

t-iwakura@sg-m.jpへメールを送信

い

右記ＱＲコードを読みとるか、

30

1

●献血にご協力くださ

① 空メールを送信

献 血 い た だ い た 血 液 は︑
外科手術等による出血の時
や慢性貧血の改善が必要な
患者さん︑血小板の異常に
より止血が不十分な患者さ

らしに役立つ情報を配信していますので、ぜひご登録ください。

10

を選択して登録

本町西出口 ︲１︶
▼相談員 火曜日⁝山田和
行さん︵元適応指導教室長︶
木曜日⁝ハーブの会相談員
︵カウンセリングボランテ
ィア︶
▼その他 電話での相談も
受け付けています︒
なお︑予約された人が優
先となりますので︑あらか
じめご了承ください︒
▼問合先 適応指導教室
︵☎３８︲０３００︶

▼

４金曜日︵８月のみ第５金
曜日︶午前９時 分〜正午
※市外での出張相談も行っ
ています︵各会場の相談日
についてはお問合せ下さ
い︶
︒
▼ところ 市役所 階市民
相談室 ※予約を優先しま
す︒
▼対象 就職活動中の 歳
〜 歳の人とその保護者
▼利用料 無料
▼運営 いちのみや若者サ
ポートステーション︵ＮＰ
Ｏ法人エンド・ゴール︶
▼予約・問合先 いちのみ
や若者サポートステーショ
ン︵〒４９１︲０８５８
一 宮 市 栄 ３丁 目 １番 ２号
ｉ︲ビル６階一宮市ビジネ
ス支援センター内☎０５８
６︲６４︲６３４９︶

平成26年4月15日

●カラスの営巣に起因
する停電事故防止へ
のご協力のお願い

お忘れなく納付してください。口座振替を利用している人は、預金残高を４月２８日（月）までにご確認ください。
問合先 介護福祉課介護保険グループ（☎３８−５８１１）
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●教育相談

防犯情報のほか、イベントの情報や子育て支援、保健センター事業などの暮

15

カラスがハンガーなどで
作った巣が原因で停電する
ことがあります︒中部電力
ではカラスの営巣の早期発
見と停電防止措置に努めて
います︒鉄塔や電柱︑電線
などにカラスの巣を発見し
た場合はご連絡をお願いし
ます︒
▼問合先 中部電力小牧営
業所フリーダイヤル︵☎０
１２０︲９８５︲７５２︶

倉市ほっと情報メール）の配信をしています。このメールでは、市の防災・

11

秘書課広報広聴グループ（☎３８−５８０２）

▶問合先

39

15

不登校やいじめ︑学校や
家庭におけるさまざまな悩
みごとを持つ保護者などを
対象に相談を行っていま
す︒
▼とき 毎週火曜日︑第２・
４木曜日午後１時〜４時
▼ところ 地域交流センタ
ー﹁くすのきの家﹂適応指
導教室おおくす相談室︵中

市では、市民の皆さんに防災、防犯などの情報をお知らせするメール（岩

20

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

④

●若者の出張就職相談
会を実施します！

いちのみや若者サポート
ステーションでは︑就職活
動中の若者の皆さんとその
保護者の人を対象に︑出張
就職相談会を実施し︑就活
のサポートを行っていま
す︒
何の仕事がしたいか分か
らない人︑書類選考や面接
で な か な か 受 か ら な い 人︑
面接やコミュニケーション
が苦手な人︑ぜひご参加く
ださい︒
▼とき ４〜９月までの第

岩倉市ほっと情報メールにご登録ください！
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QRコード

「仮登録完了のお知らせ」を受信

後１時〜３時 ※祝日の場
合は休み
︽ と こ ろ ︾ 第 ２〜 ４ 木 曜 日
⁝扶桑町役場︵扶桑町大字
高雄字天道３３０︶
第１木曜日⁝扶桑町総合福
祉センター︵扶桑町大字斎
藤字榎２３０︶
▼相談上のご注意 江南
市︑ 扶 桑 町 へ の ご 相 談 は︑
来庁による相談に限りま
す︒また︑相談は記載され
ている相談日︑時間内に限
ります︒
▼問合先 商工農政課商工
観光グループ︵☎３８︲５
８１２︶

暮らしのガイド

★４月３０日（水）は介護保険料第１期の納期限です★

高齢者すこやかだより

〜毎月１５日号で高齢者のみなさんに
さまざまな情報をお知らせしています〜

ご存知ですか？成年後見制度
〜あなたの「不安」を「安心」に変える〜
○将来に不安が

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断

ひとり暮らしなので、将来、認知症など病気に

能力の不十分な人は、不動産や預貯金などの財産

なったときのことが不安です。

を管理したり、身のまわりの世話のために介護サー

○悪質商法などの被害が心配

ビスや施設の入所に関する契約を結んだりするこ

離れて暮らしている親に認知症の症状が…。訪
問販売などの悪質商法にねらわれたらと心配です。
○お金の管理や契約に自信がない

とが自分では難しい場合があります。
このような判断能力の不十分な人を保護し、支
援するのが成年後見制度です。

お金の管理に自信がなくなってきました。財産
の管理を安心して任せられる人がいたら安心です。

住所地にある家庭裁判所に本人または、配偶者、
親族等が申立てを行いますが、詳しくは、以下の
相談窓口へお問い合わせください。
●問合先

名古屋家庭裁判所一宮支部（☎０５８

６−７３−３１６２）または、地域包括支援セン
ター（☎３８−０３０３）

お気軽にご相談ください

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。
■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
第１〜４火曜日午後１時〜４時
■戦没者遺族相談
４月１８日（金）午後１時〜４時
■若者の就職相談
４月２５日（金）午前９時３０分〜正午
■法律相談（予約制…定員各６人）
４月２３日（水）、５月１３日（火）午後１時〜４時
※毎月１日（土・日曜日、祝日、振替休日は順延）
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）。

●心の相談電話

■年金相談
５月７日（水）午前１０時〜午後３時
■不動産相談
５月８日（木）午後１時〜４時
■人権相談
５月９日（金）午後１時〜４時
■行政相談
５月９日（金）午後１時〜４時
■登記相談
５月１４日（水）午後１時〜４時
■若年者就職相談
５月２６日（月）午後１時〜４時

☎37‑7867

▼

いじめの問題、親子・近隣関係などの心の悩みは、一人でくよくよしていても何の解決にもなりません。
経験豊かなボランティアが電話で相談をお受けします。お気軽におかけください。
とき 毎週月曜日午前１０時〜午後４時（祝日、振替休日を除く)

平成26年4月15日
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暮らしのガイド

ポルトガル語情報コーナー

Como adquirir e cuidar corretamente
de gatos:
て き せ つ

か

か た

Manual para Viver com Segurança
e Tranquilidade
が い こ く じ ん

あ ん ぜ ん

あ ん し ん

外国人のための安全・安心マニュアル

ねこの適切な飼い方について

1 Invasão e furto em Residências

Como adquirir e cuidar de gatos:
Os gatos são animais de estimações muito facéis de se

Pontos de Prevenções Crime

adquirir, e muitos residentes desta cidade manten um. Diferente

・Instale os alarmes e coloque os f ilmes nas janelas para

de cachorros, os gato não tem a obrigatoriedade de ¨adquirir

prevenir-se das invasões.

sempre junto(acorrentado) ao dono¨, e tem-se notado que

・Tranque bem as portas e janelas, colocando mais de duas

muitos deixam seus gatos livres para sair a qualquer hora para

chaves.

fora de casa.

2 Arrancar a bolsa de transeuntes

Entretanto, ao deixar o gato sair , ele pode causar várias

Pontos de Prevenções Crime

inconveniências à vizinhança, tais como: entrar na casa dos

・Carregue a sua bolsa no braço que está oposto da pista.

outros sem permissão, vasculhar e espalhar lixos, etc. Cada

・Cuidado com os carros, motocicletas e bicicletas que se

gata pode engravidar até no máximo 3 vezes por ano, e caso

aproximam por tras.

não seja realizado a contracepção ou a castração cirúrgica nos

3 Furtos relacionados com veículos

gatos , vai acabar acarretando no aumento de gatos sem dono

Pontos de Prevenções Crime

(de rua).

・Não se afaste deixando objetos no carro.

Esses gatos f icam à mercê de situações nada agradáveis que

・Quando afastar do carro, retire a chave da ignição e tranque

acabam encurttando suas vidas, tais como: acidentes,

as portas.

ferimentos de brigas com outros gatos, doenças transmissíveis

4 Furto de bicicleta

(aids de gatos, etc). Portanto, antes de adquirir um gato, vamos

Pontos de Prevenções Crime

nos conscientizar de alguns itens abaixo:

・Use mais de duas travas para trancar a sua bicicleta.

Caso adquirir um gato , vamos criar cuidando por toda a

・Estacione sua bicicleta em locais iluminados e com boa

vida do animal como se fosse um membro da família; tomando

visibilidade.

as devidas providências tais como: utilizar gaiola interna; criar
dentro de casa; e para evitar a exitação sexual e / ou vidas

Pedimos as suas colaborações 〜Participem das
atividades contra o crime〜

adversas, vamos realizar a contracepção e a castração cirúrgica.

・Conversem e Manenham boas relações com oz vizinhos.

E Jamais jogar o gato ao relento.

・Participem sempre das atividades contra o crime da sua

Caso adquirir um gato e não realizar a contracepção e/ ou a
castração cirúrgica, independentemente da intenção do dono, a
gata podera parir varios gatinhos.

região.

Dia da coleta do lixo reciclável
ぶ ん べ つ しゅうしゅう

Se por ventura, não puder mais manter o gato, deve procurar

ひ

分別収集の日

um novo dono; mas jamais joga-lo ao relento. É de inteira

18/4(sex) ・Shimohon Machi・Showa Cho・Asahi Machi・

responsabilidade do dono, procurar um novo dono para cuidar

Sakae Machi2chome・Shinyanagi Cho・Shinyanagi Cho 1ku

do animal.

22/4(ter) ・Izumi Cho・Saichi Cho・Hon Machi・Miyamae

De acordo com a lei de Gestão e bem-estar dos
animais(Doubutsu no ai oyobi kanri), em casos de abuso ou
abandono podera ser punido com multa de até

￥500.000; e

punição com até 1 ano de prisão ou multa de até ￥1.000.000
em casos de matança indiscriminada de animais como gatos,
cachoros, etc. Caso decida adquirir um animal, tenha consiência
da responsabilidade que ira assumir por toda a vida dele.

Cho・Sakae Machi1chome

Dia da coleta de papel velho e roupa
usada
こ

し

ふ る

ぎ

ひ

古紙と古着の日
18/4(sex)・Gojo Cho・Daiichiba Cho
22/4(ter)・Chuo Cho・Kawai Cho

Informações

（
●
３８−５８０７）
Disponível intérprete em português
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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通算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26年度分（平成26年3月から平成27年2月診療分）の申請期限は、平成27年3月31日(火)です。岩倉市のホームページ（ア
ドレス裏表紙参照）にも掲載してあります。詳しくは、お問い合わせください。

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。
とき

内容

日

ところ

時間

対象

備考

持ち物…健康手帳
内容…保健師による健康相談、血圧測定、体脂肪測
健康チェックの日
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
１３：３０〜
申込…保健センター（電話可）
臨床心理士による
１５日（木）
１５：３０
一般 内容…臨床心理士によるこころの健康相談（相談時
こころの健康相談
◎予約制
成人 間は1人30分程度です）。
毎月第２・４水曜日
八剱憩いの
持ち物…水分補給用の飲み物、帽子、タオル
(祝日除く、雨天中止） ９：００〜１０：００
広場
いきいき
内容…準備運動、五条川沿いのウォーキング、整理
ウォーキング
運動
毎月第１・３木曜日 （集合時間９：００） お祭り広場
※歩く距離と速さは自分のペースで調整できます。
(祝日除く、雨天中止)
（下本町）
毎月第１・３水曜日
（祝日除く）

９：００〜
１１：００

予防接種
◎予防接種予診票（定期予防接種）について
平成２５年４月以降にお生まれのお子さんからは、生後２か月頃に予防接種予診票綴りを郵送しています。それ以前にお生まれの
お子さんで予防接種予診票が未配布の場合、また、転入した人や予診票がない人は保健センターにお越しください。（母子健康手帳
を必ず持参）
◎集団予防接種 接種場所：保健センター 持ち物：母子健康手帳、予診票 ※診察および接種は１３：３０から開始します。
名

称

ＢＣＧ

◎個別予防接種

対象者
５か月〜８か月児
（１歳までに接種）

実施日
５月１２日（月）
５月２１日（水）

受付時間
接種回数・備考
１３：００〜 １回接種 ※健康時の体温を確認しておきましょう。また、
１４：００
接種当日は朝の体温を測っておきましょう。

接種場所：市委託医療機関（予防接種実施計画表、ホームページ等に掲載）※事前に予約が必要です。
持 ち 物：母子健康手帳、予診票、健康保険証等

名称

対象者

接種回数

備考

ヒブワクチン ２か月〜５歳に至るまで

４回
（※） ※接種開始年齢により、接種回数が異なります。

小児用肺炎球菌
２か月〜５歳に至るまで
ワクチン

４回
（※） ※接種開始年齢により、接種回数が異なります。

四種混合

３か月〜７歳６か月に至るまで

４回

三種混合とポリオの両方の予防接種を受けていない人が接種対象者です。

三種混合

３か月〜７歳６か月に至るまで

４回

ポリオ

３か月〜７歳６か月に至るまで

４回

四種混合の予防接種を受けていない人が接種対象者です。
ポリオ（生ポリオワクチン）予防接種の２回が完了していない７歳
６か月までの人で、四種混合を未接種の人は保健センターで予診票
をお渡しします。
１歳の誕生日に接種券（ハガキ）を送付します（接種時に持参して
ください）。

麻しん風しん
（混合）

日本脳炎

１期 １歳から２歳に至るまで

１回

幼稚園・保育園の年長児に相当す
る年齢で、小学校就学前年度の間

１回

１期 ３歳〜７歳６か月に至るまでの間

３回

２期

対象者に平成２６年４月に個別通知します。

（２期について）平成８年４月２日〜平成９年４月１日生まれで２
２期 ９歳〜１３歳未満
１回
期が完了していない人に、平成２６年４月に個別通知します。
特例対象者
（特例対象者の接種について）
平成７年４月２日〜平成１９年４月１日生まれ
接種希望の場合、事前に保健センターに申し込みが必要です（母子
※２０歳未満までの間に４回の不足分が接種できま 健康手帳持参）
す。
小学６年生
１回
対象者に平成２６年４月に個別通知します。

二種混合
子宮頸がん
中学１年生〜高校１年生に相当する女子
予防ワクチン

３回

積極的にはお勧めしていません（平成２６年３月末現在）。

※かかりつけ医が岩倉市以外の医療機関にある場合等の理由で、市外での接種を希望する場合、事前に保健センターに申請が必
要です。接種日の２週間前までに母子健康手帳を持ってお越しください。
※乳幼児または小学生でやむを得ない事情で保護者が同伴できない場合、お子さんの健康状態のわかった親族等の同伴が可能で
す。その場合保護者の委任状が必要です（岩倉市ホームページ（アドレス裏表紙参照）からダウンロードできます）。
■高齢者肺炎球菌ワクチンの接種費用の助成について（任意接種）
岩倉市民で接種時に７０歳以上（過去５年以内に接種していない人）で、接種を希望する場合、事前に保健センターに申請が必
要です（本人確認ができるものを持参）。また、市民税非課税世帯（生活保護受給世帯を含む）の人は、接種費用を全額助成しま
す。該当する人は、必ず事前に申請が必要です。詳しくは、保健センターにお問い合わせください。
■風しんワクチン（麻しん風しん混合含む）の接種費用の助成について（任意接種）※助成対象者を変更しました。
接種日に岩倉市民で、次の①および②の両方に該当する人(①妊娠を予定または希望する女性〈ただし、経産婦、妊婦、風しん（麻
しん風しん混合含む）ワクチン接種歴がある人、風しん罹患歴がある人を除く〉②愛知県風しん抗体検査で抗体が陰性と確認で
きた人)は、接種費用を一部助成します（平成２６年４月から平成２７年３月までの接種）。また、市民税非課税世帯（生活保護
受給世帯を含む）の人は、全額助成します。詳しくは、保健センターにお問い合わせください。
平成26年4月15日
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5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）。
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〜 (初産の人は
交付
（祝日除く）
１０時までに
受付)

問合先

☎３７−３５１１

対象

備考・持ち物（母子健康手帳）

妊婦

持ち物…妊娠届出書
内容…妊娠中の過ごし方と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
申込…４月１６日（水）〜保健センター（電話可）
降の初めて親
内容…講義・実技（お父さんの役割について、分娩の経過
になる夫婦(定
と呼吸法、育児について） ※ズボンでお越しください。
員２０組)

★パパママ
セミナー

９：３０
９：１５
１８日（日）
〜１２：００ 〜９：２５

乳幼児
健康相談

１２日（月） ９：００〜

★こども
発達相談

１９日（月）

４か月児
健康診査

平成26年1月
1〜15日生まれ 持ち物…バスタオル
１２：４５
１２：４５〜
内容…身長・体重測定、発達チェック、内科診察、育児の
〜１３：３０ 平成26年1月
話（所要時間 １時間半〜２時間）
１９日（月）
16〜31日生まれ

９：００
〜１０：４５

９：００
◎予約制
〜１１：００

乳幼児

内容…身長・体重測定、育児相談、栄養相談、運動発達相談、
歯科相談、母乳相談（★母乳相談は要予約）※定期測定に
もご利用ください。

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

９日（金）

★これからは
じめる離乳
食教室

９日（金）

１０：００
９：４５
４〜６か月児
〜１１：１５ 〜１０：００ (定員２０組)

申込…４月１７日（木）〜保健センター（電話可）
持ち物…バスタオル、ハンドタオル
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

申込…４月１７日（木）〜保健センター（電話可）
９〜１１か月児 持ち物…おんぶひも
１０：００
９：４５
１６日（金）
〜１１：００ 〜１０：００ （定員２０組） 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

１２：４５
２０日（火） １２：４５〜
〜１３：３０

２歳児歯科
健康診査

７日（水） １２：４５〜

１２：４５
〜１３：３０

２歳６か月児
親子歯科
健康診査

２日（金） １２：４５〜

１２：４５
〜１３：３０

３歳児
健康診査

１２：４５
１３日（火） １２：４５〜
〜１３：３０

ツインズ
マザー交流会

２０日（火）

１０：００
〜１１：００

―

平成２４年
１０月生まれ

持ち物…仕上げ磨き用歯ブラシ
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）。

平成２４年
５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）。

持ち物…仕上げ磨き用歯ブラシ、コップ、エプロン
平成２３年１０月
内容…歯科健診（親と子）、虫歯と歯周病予防・育児の話、
生まれの児と
歯こう染め出し、ブラッシング指導、フッ化物塗布
その親
※歯をみがいてきてください（所要時間 約２時間）。

平成２３年
５月生まれ

持ち物…保健センターからお送りするアンケート用紙等、
仕上げ磨き用歯ブラシ
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）。

双胎・多胎の妊婦
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、事前に保健センターまでご連絡ください。
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ユニバーサルデザインのまちづくり
岩倉市では「お互いを思いやり、すべての人が安全で安心して暮らせる心豊か
なまち、いわくら」を目ざしているよ。

ユニバード

ユニバーサルデザインとは……ある特定の人のためだけでなく、障害や年齢・性別・国籍などの
違いを超えて、すべての人が暮らしやすいように、まちづくり・ものづくり・環境づくりなどを行っ
ていこうとする考え方です。

中央公園のトイレが新しく、より利用しやすくなりました！
今回建て替えを行った中央公園のトイレは、「人にやさしいまちづくり計画」等に基づき、さ
まざまな人が使いやすいよう配慮がされています。
外観は、四角形と円形を組み合わせた変化に富んだデザインで、円形部分は建て替え前のデ
ザインと、みどりの家の前にある藤棚をイメージしています。

・建物には、スロープが設置され、ベビーカーを押している人や車いすを使用している人がト
イレを利用しやすくなっています。
・男子・女子・多目的の各トイレへの通路は通り抜け可能で、通路を見通せ、防犯面にも配慮
しています。
・多目的トイレには、お子さんを連れて利用していただけるようにベビーシートを設置してい
ます。
・車いすを使用している人が、便座へ乗り移りしやすいように、可動式の手すりを設置してい
ます。

●問合先

都市整備課維持グループ（☎３８−５８１３）または、
企画財政課企画政策グループ（☎３８−５８０５）

平成26年4月15日
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い〜わくんと一緒に遊ぼう♪３

楽 しく過ごせてうれしい〜わ♪
３月21日（金・祝）、生涯学習センター研
修室で「い〜わくんと一緒に遊ぼう♪３」が
開催されました。
参加した皆さんは、い〜わくんのぬり絵を
したり、ボウリング対決をしたりして楽しい
ひと時を過ごしました。
また、い〜わくんは、この日のために練習

してきた手品を披露しました。
手品の大技が決まるたびに拍手が起き、い
〜わくんはちょっぴり得意げな表情を浮かべ
ていました。最後にい〜わくんは参加した皆
さんと記念撮影や握手をしてお別れしまし
た。い〜わくんは、みんなと一緒に楽しく過
ごせて、うれしそうにしていました。

史跡公園月釜

お 茶を気軽に
３月16日（日）、史跡公園で月釜が行われました。こ
れは、岩倉市文化協会が、市民の皆さんにご家族でお茶
に親しんでいただこうと行っているお茶会です。
この日は天気も良く、参加した皆さんは気持ちの良い
陽射の中、鳥居建民家でお茶を楽しんでいきました。

消防ポンプ付軽自動車を配備

災 害に備えて

３月17日（月）、消防団用として配備される消防ポン
プ付軽自動車が、総務省消防庁から無償で貸与されまし
た。
この車両は、地震災害時に使用する消防車両で、軽自
動車による機動力が大いに期待できます。また、これと
ともにエアーテントなどの各種資機材も貸与されました。

広報に掲載したあなたの写真をさしあげます。 ●申込先 秘書課広報広聴グループ
（☎38‑5802）
まで。
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4月のカレンダー
16 水

★健康チェックの日
野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道

17 木

★母子健康手帳の交付 ★ＢＣＧ

18 金

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

19 土

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道

20 日

休日急病診療（石黒義章 いわくら整形外科
クリニック）
日曜市役所（証明発行業務）開設（８：30
〜12：00）
日曜資源回収ステーション（清掃事務所９：00
〜12：00）

●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（☎０５８７−３８−５８０７）
●ごみの収集・処理、犬・猫などのペットの死体処理、
公害、環境保全 等
環境保全課（☎０５８７−３８−５８０８）
●保育園、児童福祉、児童手当 等
児童家庭課（☎０５８７−３８−５８１０）

防災無線テレホンサービス
☎0587−37−0099
消防テレホンサービス
☎0587−38−3119
救急医療情報センター
☎0586−72−1133
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 19：00〜23：00

21 月
22 火
23
24
25
26

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

水

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道

木

★母子健康手帳の交付 ★４か月児健康診査

金
土

27 日

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道
休日急病診療（日比野充伸 名草クリニック）
日曜市役所（証明発行業務）開設（８：30
〜12：00）
日曜資源回収ステーション（消防署東側防災
公園９：00〜12：00）

ファミリー

28 月
29 火
30 水

昭和の日
休日急病診療（井上伸 いのうえ耳鼻咽喉科）
※市役所市民スペースはお休みです

●お父さん・お母さんの一言
同じ体重で産まれた仲良しの二
人。無事に産まれてきてくれてあ
りがとう。
ニコニコ笑顔を見せてくれる歩
里。元気いっぱいの樹里。これか
らの二人の成長を家族みんなで楽
しみにしているよ。

野菜の広場／岩倉駅東西地下連絡道

★印は、保健センターで行います。
休日急病診療の担当医は、変更する場合があります。
広報いわくら音声版（ＣＤ）を用意しています。
どなたでもお聴きになれますのでご利用ください。

●問合先

秘書課広報広聴グループ
（☎38−5802）
き

また

木股
岩倉市の人口／47,550人
男性／23,675人
女性／23,875人
世帯数／20,409世帯

前月比

−4人
±0人
−4人
＋21世帯

（３月１日現在）

●毎月２回 １日・１５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 総務部秘書課広報広聴グループ
●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

前年比−263人
−142人
−121人
＋102世帯

あゆ

り

じゅ

り

歩里ちゃん（0歳）
・樹里ちゃん（0歳）
●お父さん・お母さんの一言
電 車 と 天 気 予 報 に 釘 づ け な、
きぃちゃん。これからは、どんな
ことに興味を持つのかな？
きぃちゃんの笑顔でみんなが癒
されているよ。
元気いっぱい、すくすく育って
ね。
あお

き

青木

き

いち

貴一くん（1歳）
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