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情報コーナー
Iwakura City Information 

イベント

広告 広告

イベント

　セントラル愛知交響楽団音楽主
幹山本雅士さんを中心に、楽しい
お話を交えて、ホルン四重奏など
をお贈りします♪　入場無料。

●とき　４月６日㈯午後３時開演
●ところ　みどりの家ふれあい交
流ホール　
※駐車場がありませんので車での
来場はご遠慮ください。
●演奏　ファインキングホルンア
ンサンブル
≪ゲスト出演≫トランペットアン
サンブル　ジョイフル　　
●曲目　ホルン協奏曲より（モー
ツァルト）、ハンティングホルン
組曲　他

ふれあいみどりのコンサート
♪ホルンとともに♪
ファインキングホルン

アンサンブル
地域交流センターみどりの家
（☎ 66-6700）

　親子で楽しく英語に触れてみま
せんか。

●とき　4 月 11 日㈭、18日㈭、
5月 7日㈫、7月 19日㈮
全て午前 11時から 30分程度開
催
●ところ　市民プラザ 2階　子
育て支援センター（昭和町 2丁
目 17番地）
●内容　簡単な英語の歌を歌いな
がら体を動かして、手遊びを楽し
みます。
●対象　就学前の乳幼児とその保
護者

岩倉市国際交流員エイミー
による手遊び教室

協働安全課市民協働グループ
（☎ 38-5803）

子育て支援センター育児講座
ベビーマッサージ
（４月・５月）

子育て支援センター
（市民プラザ内☎ 38-3911）
●とき　４月 15 日㈪・５月 20
日㈪※両日とも午前 10 時～ 11
時 30分
●対象　受講日に３か月～６か月
の乳児親子
●ところ　子育て支援センター活
動室
●講師　鶴

つるおか
岡幸

みゆき
さん（ベビーマッ

サージセラピスト )
●定員　親子各 15組
●費用　300円 ( 材料費 )
●申込受付　毎月１日午前９時か
ら受け付けます (電話可 )。
●申込締切　受講日の３日前
※初回の人を優先します。

　絵本や紙芝居を使わず、ストー
リーテリング（語り）でお話の世
界を楽しんでいただきます。

●とき　４月 21日㈰午後３時～
（約 30分間）
●ところ　図書館１階おはなし
コーナー
●語り手　ストーリーテリングお
豆の会
●対象　５歳～大人
●プログラム　子ヤギの鈴　ほか

ストーリーテリングの
おはなし会

生涯学習課図書館グループ
（☎ 37-6804）
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岩倉市文化協会　
春の作品展

生涯学習課生涯学習グループ
（☎ 38-5819）

　今回は、岩倉市書道連盟が日ご
ろの活動の成果を発表します。

【岩倉市書道連盟小品展～春・ひ
らめき～】
●とき　４月８日㈪午前 10時～
13日㈯午後３時
●ところ　市役所２階市民ギャラ
リー
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広告

イベント

広告

　頭と身体がスッキリ！スクエアステップ講座

長寿介護課長寿福祉グループ（☎ 38-5811）

　４月 23日の子ども読書の日に
ちなんだおはなし会を開催しま
す。

●とき　４月 20日㈯午後３時～
●ところ　図書館２階　視聴覚室
●出演　図書館おはなし会
●内容　大型紙芝居、パネルシア
ターの上演、大型絵本の読み聞か
せ等

春のおはなし会
子ども読書の日記念

生涯学習課図書館グループ
（☎ 37-6804）

　スクエアステップは、認知機能を向上し、転倒予防などに効果のある
運動です。
　平成 31年度から開催場所が２カ所となります。

開催場所 総合体育文化センター　
多目的ホール

防災コミュニティセンター　２階
（大山寺元町 8-7）

日時
毎月第３木曜（午前 11時～午後０
時 30分）
4月 18日、5月 16日、6月 20日、
7月 18日、9月 19日

毎月第３金曜（午前 10時～ 11時
30分）
4月 19日、5月 17日、6月 21日、
7月 19日、9月 20日

参加者 市内在住の人
参加費用 無料
定員 各 30人程度

参加方法 当日会場までお越しください。
当日会場までお越しください。
※駐車場が少ないため、徒歩または
自転車でお越しください。

持ち物 タオル、飲み物、上履き（動きやすい運動靴）

　スピード系や頭脳系など、たくさんのボードゲームを用意して待ってい
ます。新中学 1年生もぜひ参加してください。

児童館中学生事業「世界のボードゲームで遊ぼう！」

最寄りの児童館または、第五童館（☎ 66-0817）

●とき　４月 20 日㈯午後１時
30分～３時 30分
●ところ　第五児童館
●参加費　無料
●定員　30人（定員になり次第
締め切ります。）

●とき　４月 27 日㈯午前９時
30分～正午（雨天決行）
●ところ　史跡公園（大地町野合）
●内容
★岩倉市文化協会・茶華道連盟（席
主…加藤社中）による抹茶の接待
（一席 200円）
★筝曲和

い ず み
音の会による筝の演奏

（雨天中止）
★岩倉焼き物を楽しむ会による
チャリティーコーナー（陶芸作品
展併設）※雨天中止の場合あり
●主催　岩倉市・岩倉市教育委員
会

市民茶会

生涯学習課生涯学習グループ
（☎ 38-5819）

●対象　市内中学生
●申込方法　４月１日㈪から受け
付けます。各児童館の申込用紙に
記入のうえ、最寄りの児童館に提
出してください。
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イベント

　消防署では、AEDの使用を含
めた心肺蘇生法や、止血法の講習
を行っています。すでに受講され
た人も２年から３年ごとに再講習
を受けてください。

●とき　毎月９日午後１時 30分
～４時 30分（３月と９月は上級
救命講習会）
●ところ　消防庁舎２階大会議室
●定員　30人
●申込方法　随時消防署で受け付
けています。（電話可）
●指導員の派遣　10人以上の受
講者がいるときは、日時や会場を
調整して指導員を派遣します。
※詳しい内容については市のホー
ムページをご覧ください。

普通救命講習会

消防署 (☎ 37-5333)
　東部保育園の子どもえほん図書室では、今年度も「ピョンちゃんとクー
くんのおはなし会」を開催します。
　毎回楽しいお話がいっぱいです。皆さんお誘い合わせお越しください。
おでかけおはなし会も実施していますので、お近くの保育園にもお出かけ
ください。

ピョンちゃんとクーくんのおはなし会

東部保育園（☎ 37-0916）　

●とき　午前10時 30分～ 11時
●日程　下表のとおり
●内容　パネルシアターと絵本の
読み聞かせ、手遊び　など
●えほん図書室の案内　毎週月・
水・金曜日午前 10 時～正午 ( た
だし、祝日と原則 3月 25日～ 4
月 9日、8月 10 日～ 16 日、12
月 29日～翌年 1月 6日に含まれ
る開設日を除く )。

　「あみ～ご」は、心が疲れてい
るなあと感じている人や家から一
歩を踏み出したい人が、無理なく
ゆるやかに参加できる場所で、精
神障害者家族会、ボランティアの
人たちにより開催されています。

●とき　毎月第１・第３金曜日　
午後１時 30分～４時（祝日を除
く）
●ところ　ふれあいセンター２
階・多目的ホール（和室）
●参加費　100円（お茶菓子代）

こころの居場所「あみ～ご」

福祉課障がい福祉グループ (☎
38-5809)、社会福祉協議会(☎
37-3135)

●対象　おおむね３歳以下の子ど
もとその保護者

平成 31年度
ピョンちゃんとクーくんの

おはなし会 おでかけおはなし会

とき ところ とき ところ

５月 15日㈬ 東部保育園

６月 7日㈮ 19日㈬ 東部保育園 5日㈬ 北部保育園

７月 3日㈬ 下寺保育園

９月 6日㈮ 18日㈬ 東部保育園 4日㈬ 南部保育園

11月 20日㈬ 東部保育園 6日㈬ 中部保育園

12月 6日㈮ 18日㈬ 東部保育園 4日㈬ 西部保育園

１月 10日㈮ １5日㈬ 東部保育園 8日㈬ 仙奈保育園

２月 19日㈬ 東部保育園



イ
ベ
ン
ト

募　
　
集

健　
　
康

お
知
ら
せ

広報いわくら　平成31年4月号 32

イベント

●月曜日から金曜日まで全 21教室、利用者の都合に合わせて参加いただき、気軽に楽しく健康づくりに取
り組めます。
●教室への参加はチケットでお支払いただきます。チケット１枚（500円）で、参加が可能です。

 総合体育文化センターの「IWAKURA　fit.」　

  総合体育文化センター（☎ 66-2222）

月 火 水 木 金
グッドモーニングヨガ
9:30 ～ 10:30

美姿勢リラックスヨガ
11:00 ～ 12:00

デトックスフローヨガ
9:45 ～ 10:45

骨盤バレトン
9:45 ～ 10:45

ディスコダンス fit
11:00 ～ 12:00

かんたんストレッチ＆
筋トレ

11:00 ～ 12:00
活き生き体創教室
13:30 ～ 14:30

かんたんエアロ＆
ピラティス

11:00 ～ 12:00
かんたん身体ほぐし
11:00 ～ 12:00

バレトン
13:00 ～ 14:00

ピラティス
13:30 ～ 14:30

やさしい脂肪燃焼エアロ
14:00 ～ 15:00

アロマフローヨガ
13:30 ～ 14:30

キッズヒップホップ①
16:00 ～ 17:00

ムーンナイトヨガ
19:30 ～ 20:30

ヒップホップダンス
（中高生・大人）
18:00 ～ 19:00

ボクシングエクササイズ
19:30 ～ 20:30

ヨガ＆ピラティス
19:30 ～ 20:30

キッズヒップホップ②
17:15 ～ 18:15

ナイトエアロ
19:30 ～ 20:30

かんたんエアロ＆
ストレッチ

19:30 ～ 20:30

IWAKURA fit. 週間予定表　

※教室内容は変更となる
場合がございます。

★「お子さまとお母さまの健康を応援する教室」も実施します！

教室名 開催曜日・時間 定員 4月 5月 6月 参加料金
親子ふれあい体操教室① 木曜日　9:15 ～ 10:45 25 組 11、18、25 ９、16、23 ６、13、20 １月あたり1,800円
親子ふれあい体操教室② 金曜日　9:15 ～ 10:45　40組 12、19、26 10、17、24 ７、14、21 １月あたり1,800円
親子ふれあい体操教室③ 金曜日　11:15 ～ 12:45　25組 12、19、26 10、17、24 ７、14、21 １月あたり1,800円

教室名 開催曜日・時間 定員 第１期 第２期 第３期 参加料金
産後ケア 月曜日　10:00 ～ 11:30 15 組 4/8、15、22 5/13、20、27 6/3、10、17 1期あたり 3,500 円

教室名 開催曜日・時間 定員 第 1期 参加料金
ベビーヨガリズミックⅠ 水曜日　10:00 ～ 10:55

18 組

4/10・24、5/15・29、6/12・26 全 6回　3,800 円
ベビーヨガリズミックⅡ 4/17、5/8・22、6/5・19、7/3 全 6回　3,800 円
ベビーマッサージ＆サイン

水曜日　11:00 ～ 11:55
4/10・24、5/15・29、6/12・26 全 6回　3,800 円

ママの骨盤エクササイズ 
&親子ヨガリズミック 4/17、5/8・22、6/5・19、7/3 全 6回　3,800 円

◎下記教室への参加お申し込みは事務所受付窓口にて承ります。各教室共に各月、各期が始まる前にお申込みください。

教室名 先生 教室内容

親子ふれあい体操教室 松浦昌美さん
さまざまなカリキュラムを通して、子どもたちの独創性、創造性を高め、み
んなで楽しく学んでいただきます。
対象：未就園児とその保護者

産後ケア 佐古聡子さん
カラダとココロのメンテナンス！バランスボールを使ってストレッチ、骨盤
調整、有酸素運動をトータル的に行います。　
対象：産後２か月からの母親

ベビーヨガリズミック 野村希久子さん
赤ちゃんに無理なくヨガポーズを取らせ、リズミックや音楽を使って一緒に
動きます。
対象：首すわり～ヨチヨチ歩きくらいまで

ベビーマッサージ＆サイン 野村希久子さん
赤ちゃんとふれあいながら楽しく、スキンシップ&コミュニケーション。
サインについても学んでいただきます。
対象：１か月～ヨチヨチ歩きくらいまで

ママの骨盤エクササイズ 
&親子ヨガリズミック 野村希久子さん

ママの産後のストレッチや親子ヨガ、お子さんはふれあい体操やリズミック
など、柔軟性に富んだ身体づくりやリズム感覚を養い、心と体の調和を作り
だします。　　　　　
対象：たっち期～３歳（未就園児）
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募　集 イベント

　三遊亭小遊三、ナイツ、若手芸人が総合体育文化センターで、皆さんを
笑いの渦に巻き込みます。

第 2回岩倉お笑い劇場

総合体育文化センター（☎ 66-2222）　

●とき　６月 21日㈮　開場：午
後１時 30分　開演：午後２時　
●ところ　総合体育文化センター
多目的ホール
●チケット　全席指定、4,500 円

●チケット販売所　総合体育文化
センター他
●主催　日本環境マネジメント株
式会社（総合体育文化センター指
定管理者）
●後援　岩倉市教育委員会

【三遊亭小遊三】 【ナイツ】

　４コートバレーボールは、十字に張ったネットをはさんで、４つのチー
ム（１チーム４人）がボールを打ち合うゲームです。基本的なルールはバ
レーボールと同じです。ボールはビーチボールを使用しますので、誰でも
手軽に楽しめるスポーツです。

４コートバレーボール大会

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）　

●とき　５月 11日㈯午前９時～
正午
●ところ　総合体育文化センター
アリーナ
●参加費　１人 300 円 ( 保険料
含む）
※電話での受付は不可
※岩倉スポーツクラブ会員は100
円

●募集チーム数　10チーム
※１チーム４人
●対象　市内在住または在勤の小
学３年生以上
●持ち物　屋内シューズ、汗ふき
タオル、水筒など
●申込期限　５月６日㈪(先着順)
●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 )

●とき　５月 12日㈰午前９時～
●ところ　総合体育文化センター
アリーナ
●種目　男女別個人戦
●試合方法　予選リーグ、決勝
トーナメントで行います。
●参加資格　市内在住または在勤
で、小学生以上
●参加費　小・中学生 200 円、
高校生・大学生・一般 300円
●申込期限　４月 21日㈰
●申込先　岩倉市卓球協会事務局　
西脇または岩倉市体育協会事務局
( 市役所６階生涯学習課スポーツ
グループ内 )　

岩倉市民新人戦
卓球大会参加者

岩倉市卓球協会事務局　西脇
（☎ 38-5066）　

　カローリングは氷上で行うカー
リングをフロアで手軽にできるよ
うに考えられたスポーツです。年
齢や体力に関係なく誰でも楽しめ
ます。

●とき　５月 11日㈯・18日㈯・
25 日 ㈯ 午後１時 30 分～３時
（全 3回）　
●ところ　岩倉東小学校　体育館
●対象　小学生以上
●参加料　　大人 600 円、小・
中学生無料
●定員　20人 
●持ち物　屋内シューズ、タオル、
水筒
●申込先　市役所 6階生涯学習
課スポーツグループ

カローリング教室参加者

生涯学習課スポーツグループ
（☎ 38-5819）　
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募　集

　スマホのカメラでできる素敵な
写真の撮り方、スマホ特性を生か
した写真の撮り方、ピント調整の
方法、スマホでできる写真加工を
学びましょう。

●とき　5 月 9 日㈭、16 日㈭、
23日㈭、30日㈭　午前 10時～
11時
●ところ　総合体育文化センター　
会議室または研修室
●定員　15人
●参加費　3,000円（4回コース）
●申込方法　総合体育文化セン
ター窓口もしくは電話にて申込
●持ち物　　スマートフォン　
（お申し込み時にスマートフォン
の機種名をお知らせください。）
●主催　日本環境マネジメント株
式会社（総合体育文化センター指
定管理者）

シニアスマホ写真教室参加者

総合体育文化センター
（☎ 66-2222）　

　毎年、人形劇フェスティバルを
開催しています。今年は９月 14
日㈯に予定していますが、その企
画・運営に携わっていただく実行
委員を募集します。
　主な活動内容は、人形劇フェス
ティバルの PR、子ども手づくり
おもちゃコーナーの企画、当日の
会場運営などです。フェスティバ
ル当日まで毎月１、２回程度集
まっていただく予定です。

●応募方法　４月 15日㈪までに
図書館までご連絡ください（電話
可）。

人形劇フェスティバル
実行委員（ボランティア）
生涯学習課図書館グループ
（☎ 37-6804）

　市役所の庁舎には、市民の皆さんに利用していただけるミニステージと
ギャラリーがあります。作品発表の展示会や仲間同士でコンサートを開い
てみてはいかがですか。

ミニステージ・市民ギャラリーの利用者

生涯学習課生涯学習グループ（☎ 38-5819）　

〔ミニステージ〕
　１階東玄関付近のステージで
す。少人数のアンサンブルなどに
向いています。
●利用時間　土・日曜日の午前８
時 30 分～午後４時 30 分（庁舎
管理上、利用できない日がありま
す）
●ジャンル　自由（ただし、カラ
オケは除きます）
●舞台面積　約６ｍ× 3.5 ｍ
●設備　グランドピアノ、マイク
など（事前の利用申請が必要です）
〔市民ギャラリー〕
　２階レストラン入口に面し、窓
からは庭園も見渡せる明るいス
ペースです。絵画や書、写真など
の作品展示に適しています。
●利用期間　月曜日から日曜日ま
での７日間（庁舎管理上、利用で
きない日があります）
●利用時間　午前８時 30分～午
後７時
●ジャンル　自由（ただし、文化・
芸術作品等の展示に限る）
●展示スペース　約 22ｍ

●設備　展示ボード（180㎝×
90㎝）、ガラスケースなど（事前
の利用申請が必要です）
〔利用の申込について〕
●平成 31年度申込受付
４月１日受付開始…７～９月利用
分
７月１日受付開始…10 ～ 12 月
利用分
10 月１日受付開始…１～３月利
用分
１月６日受付開始…４～６月利用
分
●受付時間　月～金曜日午前８時
30分～午後５時（休日を除く）
●受付場所　市役所６階生涯学習
課生涯学習グループ
★利用申込できる人は市内在住ま
たは在勤・在学者に限ります。
★申込受付月の初日の午前９時の
時点で希望日時の重なる申請が
あった場合は抽選となります。
※利用にあたっての注意事項等
は、ホームページまたは生涯学習
課でご確認をお願いします。

給食配膳員

学校教育課学校教育グループ（☎ 38-5818）　

●勤務内容　給食配膳業務
●勤務時間　１日 3.5 時間（午
前10時 30分～午後２時30分）
※給食メニューにより変更あり
※原則、月曜日から金曜日の５
日間
●勤務場所　市内小中学校
●賃金　時給 910円
●募集人数　２人

●応募期間　４月１日㈪～ 12日
㈮午前８時 30分～午後５時（土・
日曜日は除く）
●提出書類　履歴書（市ホーム
ページからもダウンロードでき
ます。）
●選考方法　書類審査後、面接
により決定します。



イ
ベ
ン
ト

募　
　
集

健　
　
康

お
知
ら
せ

広報いわくら　平成31年4月号35

募　集
中学生の皆さんへ

モンゴルの大自然の雄大さを肌で感じてみませんか
  学校教育課学校教育グループ (☎ 38-5818)

●派遣先　モンゴル　ウランバートル
●派遣期間　８月３日㈯～ 10日㈯７泊８日
※日程については、変更になる場合があります。
●応募資格
①市内に在住の中学生（私立中学生も含む）
②心身ともに健康で、研修意欲が旺盛な生徒
③保護者の承認が得られる生徒
④過去に派遣されたことのない生徒
※派遣団員には、事前研修、派遣報告会などに参加し
ていただきます。
●募集人数　14人（中学３年生８人、中学１・２年
生６人を原則とします。）
●参加費用　１人３万円
（個人的な経費は除きます。また、各自で保険への加
入をお願いします。）
●申込方法　４月１日㈪～ 22日㈪に参加申込書に必
要事項を生徒本人が記入のうえ、市立中学校の中学生
は在籍する学校へ、それ以外の中学生は、学校教育課
へ提出してください。

　将来を担う中学生に、国際的な視野と見識を深めてもらうため、海外派遣を行います。
　モンゴルは、雄大な大自然に恵まれ、伝統的な文化や生活を満喫できる国です。現地ではホームステイを
して、学校訪問や乗馬体験、星座観察などの体験活動を行います。　

★参加申込書は、学校教育課および各市立中学校にあ
ります。
※なお、申込者に対して改めて選考会の案内等の通知
はしませんので、ご留意ください。
●選考方法　グループワーク・面接・英語インタビュー
等を実施のうえ選考し、後日公開抽選で決定します。
【選考会】
★とき　４月 27日㈯午後２時
★ところ　市役所７階
【抽選会】　
★とき　５月 11日㈯午後２時
★ところ　くすのきの家
※選考会および抽選会両日とも本人の参加が必要とな
ります。
●その他　７月上旬に１週間程度日本に滞在するモン
ゴル人中学生のホストファミリーも募集しています。
詳しくは、学校教育課までお問い合わせください。

●とき　４月 21日㈰
午前９時～　受付
午前 10時～　試合開始
(雨天予備日４月 28日㈰ )
●ところ　野寄テニスコート
●種目　男女別ダブルス
●参加資格　市内在住、在勤また
は在学の高校生以上
●参加費　１人 500円
●申込方法　当日、会場で受け付
けます。

ソフトテニス大会参加者

岩倉市ソフトテニス協会　
小池 (☎ 090-4447-3137)

手話奉仕員養成講座受講者

犬山市役所福祉課（☎ 0568-44-0321、FAX 0568-44-0364）　

　聴覚障害者に対する理解を深め、地域で共に暮らし、災害時などにコ
ミュニケーションができるよう手話を学び交流しましょう。

●とき　５月 11日㈯から 2020
年２月 29 日㈯までの毎週土曜
日（11 月 23 日、12 月 28 日、
2020 年１月４日を除く）、午後
１時 30 分～３時 30 分、全 40
回
●ところ　犬山市役所２階 205
会議室
●講師　尾北地区聴覚障害者福祉
協会会員
●対象　岩倉市、犬山市、江南市、
大口町、扶桑町在住・在勤で初め
て手話を学ぶ人

●募集人数　25人（先着順）
●費用　3,240 円（テキスト代）
●申込方法　４月１日㈪から５月
７日㈫までに犬山市役所福祉課へ
お申し込みください。（FAX・電
話可）
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募　集

岩倉市体育協会の会員

  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）

名称 会場 とき 会費 対象 募集 責任者 申込先
ソフトテニス
協会

野寄テニス
コート

水・土・日曜日
午前９時～午後１時

入会金 2,000 円 
　  年 12,000 円 高校生以上 多数 小池幸夫

会場で受け付け
小池幸夫
090-4447-3137

剣道連盟
岩倉中学校
弘道館

月・金曜日
午後 6時 45分～
8時 45分 　 年 5,000 円 中学生以上 多数 松岡良高

松下明房 会場で受け付け
総合体育文化
センター

土曜日
午後 6時～ 8時 45分

居合道 岩倉中学校
弘道館

水・土曜日
午後 6時 45分～
8時 45分

年会費
一般 20,000 円

高校生以下
10,000 円

小学校
5年生以上 多数 松岡良高 会場で受け付け

柔道会 総合体育文化
センター

火・木・土曜日
午後 7時～ 9時

入会金 1, 000 円
　 年 5,000 円

高校生
一般 多数 鉄屋征志 会場で受け付け

テニス協会 野寄テニスコー
ト

土・日曜日
午前 9時～午後 5時

入会金 3,000 円
　 月 800 円 一般 多数 深谷修啓 会場で受け付け

スキー部 未定 随時 入会金 1,000 円
　年 2,000 円 一般 多数 長谷川雄一 長谷川雄一090-1833-1028

山岳会 総合体育文化
センター

例会・月 2回
午後 7時 30分～ 9時

入会金 4,000 円
　   年 6,000 円 一般 多数 栗木洋明

会場または
加藤幸博
090-3445-0924

ゴルフ部会 近隣ゴルフ場 年 4回　コンペ開催 年 1,500 円 一般 多数 浦森　功 森（事務局）
090-7030-7834

バスケット
ボール部

総合体育文化
センター

土曜日
午後 7時～ 9時 月 500 円 一般 多数 山口友香 会場で受け付け

軟式野球連盟 野寄スポーツ
広場

平成 31 年 3月中旬～
12月下旬

1チーム　　　　　
年間 45,000 円

一般社会人
（大学生可、
他登録なし）

1 チーム
（最低 10
名以上）

森山　等 大野正昭（事務局）
57-0205

ソフトボール（男子・女子）を希望されるチームは、ソフトボール（事務局）小島保光（☎ 37-0472）までご連絡ください。

サッカー協会
名称 会場 とき 会費 対象 募集 責任者 申込先

サッカー 石仏スポーツ
広場

第 2・4・5土曜日
午前９時～正午
日曜日
午前９時～正午

小学 1～ 3年生
年 14,400 円

小学 4～ 6年生
年 18,000 円

一般 年 12,000 円

小学生
一般 多数 服部光知哲

伊達秀豊 会場で受け付け

フットサル 総合体育文化
センター

第２金曜日・第４木曜日　
午後７時～９時 １回 200 円 女性

（中学生以上） 多数 船橋　恵 会場で受け付け

卓球協会
名称 会場 とき 会費 対象 募集 責任者 申込先

北小卓球 市立体育館
（北小学校内）

木曜日
午後 7時 30分～
9時 30分

年会費　　
一般　　4,400 円
高校生　 3,400円

一般
高校生 多数 伊藤正直 会場で受け付け

東小卓球 東小学校
体育館

日曜日
午前 9時～正午

一般
高校生 多数 堤　直喜 会場で受け付け
小・中学校 北上俊文

南中卓球 南部中学校
体育館

水曜日
午後 7時 30分～
9時 30分

一般
高校生 多数 村瀬卓生 会場で受け付け

ママさん卓球 総合体育文化セ
ンター

木曜日
午前 9時～正午

年会費　4,800 円　
プラス保険料 女性 ー 岸田久子 ー
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募　集
空手道連盟

名称 会場 とき 会費 対象 募集 指導者 申込先

北空手道 総合体育文化
センター

水・金曜日
午後 6時 30分～ 9時

入会金 2,000 円
　 月  1,000 円

一般
小・中学生、
高校生

多数 菅井　明
田中伸行 会場で受け付け

五条川空手道 五条川小学校
体育館

月・水曜日
午後 7時～
8時 30分

入会金 2,000 円
　 月 1,500 円

一般
小・中学生、
高校生

多数 舩橋茂樹
丹羽金昇 会場で受け付け

東新町空手道
岩倉団地
集会所

月・木曜日
午後 7時～ 9時 月 3,500 円

一般
小・中学生、
高校生

多数 村松真理子
大石　武 会場で受け付け岩倉東小学校

体育館
金曜日
午後 7時～ 9時

バレーボール協会
団体名 会場 とき 会費 対象 申込先

岩倉北バレーボール 市立体育館
（北小学校内） 土曜日　午後 2時 30分～ 4時 30分 　月 300 円 女性 会場で受け付け

岩倉南Vバレーボール 南小学校体育館 水曜日　午後 7時～ 9時 30分
土曜日　午後 1時 30分～ 4時 30分 年 10,000円 女性 会場で受け付け

岩倉東バレーボール 東小学校体育館 水曜日　午後 7時 30分～ 9時 30分 　月 500 円　　　女性 会場で受け付け
五条川バレーボール 五条川小学校体育館 土曜日　午後 2時 30分～ 5時 　月 500 円 女性 会場で受け付け
曽野バレーボール 曽野小学校体育館 火・土曜日　午後 7時～ 9時 30分   月 600 円 女性 会場で受け付け
つくしバレーボール 市立体育館

（北小学校内） 土曜日　午後 7時～ 9時 30分 年 10,000円 女性 会場で受け付け

岩倉 FVI 市立体育館
（北小学校内） 月曜日　午後 7時～ 9時 30分 　月 500円 高校生以上

の女子 会場で受け付け

バドミントン協会
団体名 会場 とき 会費 対象 申込先

北小バドミントン 市立体育館
（北小学校内） 火曜日　午後 7時 30分～ 9時 30分 月 700 円 一般 会場で受け付け

東小バドミントン 東小学校体育館 月曜日　午後 7時 30分～ 9時 30分 月 500 円 一般 会場で受け付け
五条川小バドミントン 五条川小学校体育館 土曜日　午後 7時 30分～ 9時 30分 月 500 円 一般（若干名）会場で受け付け
曽野小バドミントン 曽野小学校体育館 木曜日　午後 7時 30分～ 9時 30分 月 600 円 一般 会場で受け付け
南中バドミントン 南部中学校体育館 土曜日　午後 7時 30分～ 9時 30分 月 700 円 一般 会場で受け付け
総体バドミントン 総合体育文化

センター
木曜日　午前 9時～午後 1時 月 1,000 円 一般（若干名）会場で受け付け
土曜日　午後 7時～ 9時 月 1,000 円 一般 会場で受け付け

いわくら少年少女合唱団第 26期生

いわくら少年少女合唱団事務局　井上皮膚科 (☎ 37-2100）

●参加資格　小学校１年生から高校３年生までの児
童・生徒で定例練習日に参加できる人（年長児も練習
体験できます）
●練習日時　第１・２・３・４土曜日　午後１時 30
分～３時 30分
●練習場所　岩倉南小学校きらきら広場
※４月の定例練習日に練習体験ができます。
●応募方法　井上皮膚科までご連絡ください。
●応募期間　４月１日㈪～５月 10日㈮
●入団説明会　５月 11日㈯午後１時 30分～　岩倉
南小学校きらきら広場

●費用等　入団金 1,000 円、団費月額 1,500 円、制
服貸与料年額 2,000 円（他に楽譜代などが必要とな
ります）
※申し込みには保護者の同意が必要です。
●今年度の主な予定　
★８月 24日㈯愛知県少年少女合唱連盟第 23回合唱
フェスティバル（愛知県芸術文化センター コンサー
トホール）
★ 11月３日㈰第 48回岩倉市民音楽祭
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産後ケア事業を始めます

健康課健康支援グループ (保健センター内☎ 37-3511)

　出産後、自宅に帰っても手伝ってくれる人がいない、お産と育児の疲
れから体調がよくないなど、支援が必要な人を対象に、医療機関に宿泊
して助産師等から心身のケアや育児サポートを受け、安心して育児がで
きるよう子育てを応援します。

●利用できる人　市内在住の産後４か月未満の母親とその乳児で次の①
または②に該当する人
①家族から十分な支援が受けられない
②産後の体調不良、育児の不安がある
●利用期間　原則７日以内
●利用料金　基本料金１日（乳房マッサージ含む）

節目歯科健康診査

健康課健康支援グループ（保健センター内☎ 37-3511）

対象となる人には、4月中旬頃に受診券をお送りします。

健  康

内訳 自己負担額
生活保護世帯・市県民税非課税世帯 免除

母親および配偶者の合算所得 730万円未満 2,700 円

母親および配偶者の合算所得 730万円以上 4,000 円

●実施施設　江南厚生病院
●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
保健センターに申請してください。申請に必要な書類は、市ホームペー
ジからもダウンロードできます。

※食事代・部屋代・紙おむつ代などは、利用に応じて全額自己負担になります。

●実施期間　受診券到着後～ 2020
年 2月 29日
●ところ　市内委託医療機関（一般
社団法人尾北歯科医師会岩倉地区会
会員）
●対象　右表のとおり
●診査内容　
口腔内診査、保健指導、歯冠クリー
ニング（希望者）、口腔機能検査（65・
70・76歳のみ）
●費用　無料

節目歯科健康診査　対象者一覧

30 歳 平成元年 4月 1日～平成 2年 3月 31日生まれ
40歳 昭和 54年 4月 1日～昭和 55年 3月 31日生まれ
50歳 昭和 44年 4月 1日～昭和 45年 3月 31日生まれ
60歳 昭和 34年 4月 1日～昭和 35年 3月 31日生まれ
65歳 昭和 29年 4月 1日～昭和 30年 3月 31日生まれ
70歳 昭和 24年 4月 1日～昭和 25年 3月 31日生まれ
76歳 昭和 18年 4月 1日～昭和 19年 3月 31日生まれ

　健康づくりのために男性も楽し
みながら簡単な料理を作り、食べ
方や食品選びを学びませんか。

●とき　５月 16日㈭、30日㈭、
６月 13日㈭、27日㈭、７月 11
日㈭、午前 10 時～午後０時 30
分（全５回）
●ところ　保健センター２階栄養
指導室
●講師　管理栄養士
●内容　栄養講座、簡単な調理実
習
●対象　市内在住の男性で５回参
加できる人
●参加費　１回 400円
●持ち物　エプロン・手拭タオル・
筆記用具
●定員　16人
●申込期間　４月１日㈪～５月７
日㈫（先着順）
●申込　保健センターで受け付け
ます (電話可 )。

男のアイデア飯
～食と健康～

健康課健康支援グループ
(保健センター内☎ 37-3511)

●開院　５月１日㈬
●外来診療開始　５月７日㈫

　現病院の西側に新病院を開院
し、病院機能をさらに高めるとと
もに患者さんの療養環境の改善を
目指します。
　引き続き、尾張北部医療圏の中
核病院として、質の高い医療を提
供し、地域の皆さんの期待に応え
られるよう努めていきます。

新小牧市民病院開院

小牧市民病院新病院建設推進
室 (☎ 0568-76-4131)
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お知らせ
多世代交流センターさくらの家駐車場のご案内

長寿介護課長寿福祉グループ (☎ 38-5811)
多世代交流センターさくらの家（☎ 81-4941）

　さくらの家に新たに駐車場ができました。初回利用の際は、さくらの
家受付で駐車場利用の届出をお願いします。

●さくらの家　八剱町下池田 806番地１　　　
●駐車場位置　図のとおり

多世代交流センターさくらの家駐車場

愛知県後期高齢者医療制度の協定保養所利用助成事業

愛知県後期高齢者医療広域連合給付課（☎ 052-955-1205）

　被保険者の皆さんの健康の保持増進を目的に、次の協定保養所に宿泊
する場合、１人１泊につき 1,000 円を助成します（４月 1日から翌年３
月 31日までの１年間で、全保養所合わせて４泊まで利用できます）。

場所 協定保養所名 電話番号
江南市 すいとぴあ江南 0587-53-5555（予約専用番号）
豊田市 豊田市　百年草 0565-62-0100

桑名市 名古屋市休養温泉ホーム　松ケ島 0594-42-3330
東浦町 あいち健康の森プラザホテル 0562-82-0211
田原市 シーサイド伊良湖 0531-35-1151
蒲郡市 サンヒルズ三河湾 0533-68-4696

　一宮年金事務所職員に年金全般
の相談ができます（共済年金を除
く）。
　相談には、予約が必要です。

●相談日　５月８日㈬、７月３日
㈬、９月４日㈬、11 月６日㈬、
2020年１月８日㈬、３月４日㈬
●時間　午前 10時～正午、午後
１時～３時（相談時間は 30分）
●場所　市役所１階市民相談室
●対象者　市内在住の人
●予約の方法　相談日の１か月前
から前日までに市民窓口課にご予
約ください。（電話可）
５月８日㈬の予約開始は、４月８
日㈪からです。
●持ち物　年金手帳、年金証書、
年金機構からの通知、印鑑、身分
証明書など。
※代理人が相談する場合は、委任
状と代理人の身分証明書も必要で
す。
●おもな相談内容
年金加入記録、年金見込額、年金
の支払関係、年金の請求方法、請
求手続きなど。
　年金請求手続きの場合は、あ
らかじめ年金事務所に必要なも
のをお問い合わせください。（☎
0586-45-1418）

年金出張相談

市民窓口課窓口グループ
(☎ 38-5807)

●ご利用方法　
　協定保養所への申込時に「愛知県後期高齢者医療の被保険者」である
ことを伝えてください。宿泊当日、保養所の窓口で後期高齢者医療の保
険証を提示してください。精算時に利用料金から 1,000 円を差し引きま
す。
※初回利用の際に「利用カード」が交付されますので、２回目以降は、
保険証と利用カードを提示してください。

多世代交流センター
さくらの家

八剱町六呂丸

県営岩倉住宅
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お知らせ

　農業者等の皆さんが取り組まれる農業振興事業に対する助成を行っています。

●助成対象事業・金額　市内の認定農業者・農業活動団体等が平成 31年度中に行う下表の事業を対象とし
ます。なお、審査会で審査のうえ、助成の決定を行います。
●申請方法　所定の申請用紙に必要事項を記入の上、商工農政課へ提出ください。
●申請期間　４月１日㈪～ 26日㈮

事業区分 助成事業 助成金額

農作物等振興事業 ブランド野菜等の振興や地産地消の推進など、農作物
の消費拡大や振興に寄与するものであること。

事業費の２分の１以内
ただし、個人５万円、団体 30 万円を上
限とする。

農業経営等支援事業

オペレータの育成や新規就農者の育成、農業機械の整
備など、地域農業者の経営の安定に寄与するものであ
ること。
ただし、オペレータとして愛知北農業協同組合の委託
を受ける者又は認定農業者等の認定者もしくは認定を
受けようとする者であること。

事業費の３分の１以内
ただし、100万円を上限とする。

遊休農地等活用推進事業 農業体験農園やふれあい農園等の整備など、遊休農地の活用に寄与するものであること。
事業費の２分の１以内
ただし、1,000 円／ 10㎡を上限とする。

都市景観農業振興事業 景観作物の栽培など、都市景観農業の向上に寄与する
ものであること。

事業費の２分の１以内
ただし、個人５万円、団体 30 万円を上
限とする。

交流事業
農業者と消費者との交流や、農業振興に資するイベン
トなど、農業に対する理解促進に寄与するものである
こと。

事業費の３分の１以内
ただし、団体のみで、50万円を上限とす
る。

その他の事業 その他、農業振興に寄与するもので、審査会の意見等
に基づき、市長が特に必要と認める事業

事業費の２分の１以内
ただし、30万円を上限とする。

意欲的な農業者の農業活動を支援します「岩倉市農業振興事業助成制度」

商工農政課農政グループ（☎ 38-5812）

　ＪＡ愛知北岩倉農地保全管理組
合では、耕作放棄地発生防止のた
め、所有者が相続で農地を取得し
たり、高齢になるなど耕作を行え
なくなった小規模で集約できない
農地を保全管理しています。
　
●内容　農地を有料で通年管理し
ます。　
●対象　所有者が自分で耕作を行
えない小さな農地

※詳細は、JA愛知北岩倉支店営
農生活課までお問い合わせくださ
い。

農地の保全管理を行います

JA 愛知北岩倉支店営農生活課
(☎ 37-6311）

「緑の募金」にご協力をお願いします

都市整備課計画営繕グループ（☎ 38-5814）

　緑の募金は、「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」に基づ
いて行われています。集められた募金は、学校・公園等への植樹、緑化木・
草花の配布、みどりの少年団の育成、樹木診断等、身近な緑化の推進や
森林整備に関する事業費に充てられます。
　愛知県では、春の緑の募金期間として４月１日から５月 31日まで、「緑
の募金」キャンペーン活動を行います。
　また、募金期間は愛知県春の緑化強調期間とも重なり、県植樹祭をは
じめとしてさまざまな緑化運動が行われます。
　緑をふやし、緑をまもり、緑をひろげる活動に、ぜひご協力をお願い
します。

●募金取扱機関
・県下各市役所・町村役場
・愛知県尾張農林水産事務所
●実施主体　公益社団法人　愛知県緑化推進委員会



イ
ベ
ン
ト

募　
　
集

健　
　
康

お
知
ら
せ

広報いわくら　平成31年4月号41

お知らせ
固定資産（土地・家屋）価格等の縦覧制度について

お知らせします
税務課固定資産税グループ (☎ 38-5806)

●とき　４月１日㈪～５月７日㈫
午前８時 30分～午後５時 15分
（土・日・祝日を除く）
●ところ　市役所２階税務課
●内容　固定資産税の縦覧制度
は、納税者のみなさんが他の土地
や家屋の価格との比較を通じて自
己の資産の価格が適正に評価され
ているかを判断していただくため
の制度です。
●縦覧できる帳簿
①土地価格等縦覧帳簿（記載事項
…所在・地番・課税地目・課税地
積・評価額・市街化区分）
②家屋価格等縦覧帳簿（記載事項
…所在・地番・家屋番号・構造・
用途・課税床面積・評価額・建築年）

●縦覧できる人　土地または家屋
を所有している納税義務者と同居
の親族・納税管理人・納税義務者
の委任を受けた代理人。
　なお、土地だけを所有している
人は土地の縦覧帳簿のみ、家屋だ
け所有している人は家屋の縦覧帳
簿のみご覧になれます。
●手数料　無料
●持参していただくもの　納税義
務者であることが証明できるもの
（納税通知書・運転免許証等）
　また、代理人が縦覧される場合
は、納税義務者と代理人の押印が
ある委任状（法人の場合は、委任
状に代表者印を押印したもの）が
必要です。

●内容　固定資産税について、耐
震改修・バリアフリー改修・熱損
失防止改修を実施した場合、減額
措置を受けることができる場合が
あります。減額措置を受けるため
には、改修後３カ月以内の申告と
なりますので、改修工事を予定し
ている場合は、税務課までご相談
ください。
　なお、各制度の詳細につきまし
ては、市ホームページをご覧くだ
さい。
●ホームページ URL　http://
www.c i t y . iwakura .a i ch i .
jp/0000003541.html

耐震改修等を行った
住宅に対する

固定資産税の減額措置
税務課固定資産税グループ
(☎ 38-5806)

●内容　側溝の清掃をして下さる
人に側溝ふた揚げ機を貸し出して
います。貸し出しに関するお問い
合わせは、上記までご連絡くださ
い。

側溝ふた揚げ機を
貸し出します

維持管理課維持グループ
(☎ 38-5813)

●とき　４月６日㈯午前９時 30
分～ 11 時 30 分　午後１時～４
時
●ところ　八剱憩いの広場　西側
駐車場（五条川河畔）　
●その他　医療機関からの需要に
応じるため、400ml 献血のみの
受付とさせていただきます。

献血にご協力ください

福祉課障がい福祉グループ
(☎ 38-5809)

●補助対象者（各設備共通）
ア　市内において自らが所有し、
かつ、居住する住宅に対象システ
ムを設置しようとする人、または
市内において自ら居住するため、
新築する住宅にあわせて対象シス
テムを設置しようとする人
イ　市内で自ら居住するため、建
売住宅供給者から対象システム付
き新築住宅を購入しようとする人

※アは工事の着工前の、イは住宅
の購入前の申請が必要です。
●申込方法　申請書を環境保全課
窓口にお持ちください ( 申請書は
環境保全課窓口でお渡しするほ
か、市ホームページからダウン
ロードすることもできます）。
※その他詳細は市ホームページを
ご覧ください。

住宅用地球温暖化対策設備の設置費に補助します

環境保全課環境グループ (☎ 38-5808)

　平成 31年度の内容は次のとおりです。

補助対象 補助率
（千円未満切捨て） 上限

①住宅用太陽光発電システム（10kW未満の
設備）、家庭用エネルギー管理システムおよび
定置用リチウムイオン蓄電システムの一体的
導入

設置費の 1/4 17 万円

②家庭用エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ） 設置費の 1/4 １万円
③定置用リチウムイオン蓄電システム 設置費の 1/4 10 万円
④家庭用燃料電池システム（エネファーム） 設置費の 1/4 10 万円
太陽光発電システムだけの導入では、補助対象となりません。
①～④のいずれも未使用のものの設置に限ります。
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　救急車は、けがや急病などで緊
急に病院に搬送しなければならな
い傷病者のためのものです。
　緊急でないのに救急車を要請す
ると、本当に救急車を必要とする
事故が発生した時、遠くの救急車
が出動することになり、到着が遅
れることで、救える命が救えなく
なる恐れがあります。

【救急車の適正利用について考え
てください。】
●緊急性のない状態で救急車を呼
んでいませんか。
●夜間・休日の病院がわからない
という理由で利用していません
か。
●タクシーなどの交通機関の代わ
りに利用していませんか。

【病院に関する問合先】
●電話による案内　救急医療情報
センター（☎ 0586-72-1133）
●ホームページから検索　愛知県
広域災害・救急医療情報システム
ホームページアドレス（http://
www.qq.pref.aichi.jp）

救急車の利用は適切に

消防署 (☎ 37-5333)

お知らせ

市内に自動体外式除細動器（AED）を設置しています

消防署 (☎ 37-5333)

　自動体外式除細動器（AED）は、突然死を引き起こす心室細動を電気
ショックで取り除き、心臓のリズムを正常に戻すために用いられる機器
です。AEDは緊急時に誰でも活用できるものとして、市役所や総合体育
文化センターなどの公共施設、24時間営業の市内コンビニエンスストア
20店舗に設置しています。また、市内各小中学校と清掃事務所のAED
を新たに屋外設置しましたので、大切な命を救うために活用してくださ
い。
　設置施設についてはホームページをご覧ください。
　消防署では、AEDを緊急時に使用していただけるよう、毎月講習会を
行っていますので、ぜひ、受講してください。

　私たちが豊かで快適な生活を送
るためには、電気・ガス・ガソリ
ンなどの化石燃料の消費が必要で
あり、それにより、地球温暖化の
主な原因の一つである温室効果ガ
スが排出されています。地球温暖
化の進行に拍車をかけないよう排
出量を削減するために、皆さん一
人ひとりの協力が不可欠になって
います。　
　市では、家庭における地球温暖
化対策を支援するため、市ホーム
ページに環境家計簿を掲載してい
ます。この環境家計簿は、２年間
の電気・ガス・ガソリンなど皆さ
んが普段使用する燃料等の使用量
および料金を月単位で記録し、普
段の生活でどれくらい温室効果ガ
スを発生させているか、また、使
用量の削減でどれくらい家計にや
さしくなるかを目で見て分かるよ
うにしたものです。ぜひ、皆さん
の取組で、環境にも家計にもやさ
しい生活を送ってみましょう！
 
●環境家計簿掲載先アドレス　
http://www.city. iwakura.
aichi.jp/0000000231.html

環境家計簿を
つけてみませんか

環境保全課環境グループ
(☎ 38-5808)

　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

ペットを捨てないで

環境保全課環境グループ
(☎ 38-5808)
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お知らせ

狂犬病予防注射を受けましょう

 環境保全課環境グループ（☎ 38-5808）

●狂犬病とは　狂犬病ウイルスを保有する犬などに
咬まれたり、引っ掻かれたりしてできた傷口からの
ウイルスの侵入により神経が侵される病気で、発症
すればほぼ 100％死に至る恐ろしい病気です。現代
の医学をもってしても有効な治療法はありません。
●予防するには　感染しないようにするためには、
犬にワクチンを接種させ、免疫をつけさせるしかあ
りません。日本では、狂犬病予防法により飼い犬に
狂犬病予防注射をすることが義務付けられています。
生後 90日を過ぎたら必ず犬の登録と狂犬病予防注射
をしてください。また、狂犬病予防注射は毎年１回
必ず受けてください。
●集合注射の案内　下表のとおり狂犬病予防集合注
射を行います。最寄りの会場にお越しください（状
況によって予定時間より遅れる場合があります）。狂
犬病予防注射のお知らせはがきが、登録されている
飼い主あてに送付されますので、実施会場に必ず持
参してください。記載内容に誤記、変更等がありま
したら、内容を訂正して持参してください。問診票
は飼い主が必ず記入してください。

　また、事故防止のため、会場へは飼い犬を制御で
きる人がお連れください。犬のふんは飼い主の責任
で始末してください。
●注射料金について　１頭 3,400 円です（内訳　狂
犬病予防注射料金 2,850 円、狂犬病予防注射済票交
付手数料 550円）。登録されていない犬は、犬の登
録手数料 3,000 円が必要です。おつりのいらないよ
うにお願いします。
●狂犬病予防注射済票の交付　個別に動物病院で狂
犬病予防注射を受けられた場合は、狂犬病予防注射
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（狂犬
病予防注射済票交付手数料550円が必要です）。また、
犬が病気や高齢などの理由で予防注射が受けられな
いときは、獣医師発行の「狂犬病予防注射実施にお
ける診断書｣ を環境保全課へご提出ください。
●変更があった時は　犬が死亡した場合や、犬の所
在地・飼い主など登録事項に変更があった場合は、
環境保全課に届出してください。

実施日 実施会場 時間

4 月 9日㈫
石仏会館 午後１時 20分～１時 40分
東町会館 午後１時 55分～２時 20分
大上市場会館 午後２時 35分～３時

4月 10日㈬
大山寺町生田明神社 午後１時 20分～１時 40分
曽野町公会堂 午後１時 55分～２時 20分
下本町神明生田神社 午後２時 35分～２時 55分

4月 11日㈭
大地町坂折神社 午後１時 20分～１時 45分
川井町白山社 午後２時～２時 15分
北島町公会堂 午後２時 30分～２時 50分

4月 12日㈮ 市役所東駐車場 午後１時 20分～２時
清掃事務所駐車場（石仏町） 午後２時 20分～３時

４月より、「テープ類」は「破砕ごみ」として出してください

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

　これまで、分別収集等（地区の分別収集、日曜資源回収、e‐ライフプラザ）で出すことになっていました「テー
プ類」（※）については、４月より破砕ごみとして水曜日に市指定袋（赤袋）に入れて集積場所に出す形に変
更となります。

※テープ類　ビデオテープ・カセットテープ・フロッピーディスク・CD・MD・DVD（それぞれケース含む）、
レコード、インクリボン等

集合注射日程表
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お知らせ

合併処理浄化槽の設置費に補助します

 環境保全課環境グループ（☎ 38-5808）

●補助対象となる地域　尾張都市計画下水道岩倉公
共下水道に係る都市計画決定区域を除く市内全域
●補助対象条件
・浄化槽法に基づく構造基準に適合するもの
・生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）除去率 90％以上、
放流水のＢＯＤ 20㎎／ℓ（日間平均値）以下の機能
を有する 10人槽以下の合併処理浄化槽
●対象とならない人
・浄化槽法に基づく設置の届出の審査または建築確認
を受けずに合併処理浄化槽を設置する人
・住宅を借りている人で、賃貸人の承諾を得られてい
ない人
・実績報告時に設置場所に住民登録しない人および居
住しない人
・自らの住居を目的とする住宅以外に合併処理浄化槽
を設置する人
・徴収金（岩倉市税条例第２条第２号で定める市税並
びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不

申告加算金、重加算金および滞納処分費をいう）を
滞納している人
・岩倉市暴力団排除条例第２条に定める暴力団及び暴
力団員であると認められる人
●補助限度額　既存の単独処理浄化槽または汲み取
りを廃止し、合併処理浄化槽を設置する場合
５人槽　　　　33万 2,000 円
６～７人槽　　41万 4,000 円
８～ 10人槽　54万 8,000 円
※今年度から、住宅を新築または増改築することに
伴い合併処理浄化槽を設置する場合は、廃止となり
ました。
●申込方法　申請書を環境保全課窓口にお持ちくだ
さい (市ホームページからダウンロードすることもで
きます）。その他詳細は市ホームページをご覧くださ
い。

アダプトプログラム（公園・道路等の里親制度）にご参加を

 環境保全課環境グループ（☎ 38-5808）

　自分たちの住むこの街をきれいにしよう、自分たちの地域に愛着を持ってもらおう、そんな気持ちを持つ
市民の皆さんによる、アダプトプログラム（公園・道路等の里親制度）を実施しています。

アダプトプログラムとは？
　「アダプト」とは英語で、「養子にする」という意
味で、公園・道路等を「里子」と見立てて、市民の
皆さんが「里親」となって定期的に空き缶、吸い殻
等の散乱ごみを収集して環境美化活動を行うという
ものです。参加は、スポーツ団体、趣味サークル、
友人グループなどの団体および個人、企業での参加
となります。参加団体等には、市から活動に必要な
ごみ袋、清掃道具、腕章等を提供します。また、市
と活動内容等について、簡単な合意書を取り交わし
ていただきます。
　現在、市内では 2,272 人（３月１日現在）の皆さ
んがこのアダプトプログラムに登録され、公園・道
路等をきれいにしていただいています。ぜひ皆さん
の手によって、ごみ散乱のない公園・道路等を育て
てみませんか。

【主な内容】
●清掃美化する区画　ボランティアとなる市民や団
体、企業が「里親」として一定区画（公園・道路等）
を自分の ｢里子｣ とみなし、定期的に清掃し面倒を
見ていただきます。身近なところを自分のできる範
囲の清掃で結構です。
●対象　スポーツ団体、趣味サークル、友人グルー
プなどの団体および個人、企業
●活動内容　公園・道路等の環境美化活動（空き缶、
吸い殻等の散乱ごみの収集および除草等）　　　　　　　　　　　　　
●支給物品　ごみ袋、清掃道具、腕章等
●手続き　参加を希望される人は、環境保全課に用
意してある「アダプトプログラム申込書（里親届）」
に必要事項を記入し、提出してください。
※なお、様式については、市ホームページにも掲載
してあります。
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お知らせ

「架空請求はがき」等にご注意ください

 消費生活センター（☎ 37-7867）

　「法務省管轄支局　民間訴訟告知センター」などを問合せ窓口とする、訴訟を開始するといった身に覚えの
ないはがきや封書に関する相談が愛知県内で急増しています。

相談内容
 　「契約不履行により、訴訟を開始する。訴訟取り下げ期
日までに連絡がない場合は、給与、動産、不動産を差し押
さえる。」といった内容の「消費料金に関する訴訟最終告知
のお知らせ」と書かれたはがきが、突然自宅に届いた。
 　全く身に覚えがないが、どのように対応したらよいか。

アドバイス
 　記載された連絡先に電話をすると、個人情報を聞き出さ
れたり、不安をあおって金銭等を請求されたりする危険性
があります。
　こうしたはがきは不特定多数に送り付ける架空請求の手
口であり、相手にする必要はありません。
 記載された連絡先には電話せず、無視しましょう。

不安に思ったら、
　　　「岩倉市消費生活センター」にご相談ください！
岩倉市消費生活センター
●ところ　市役所１階
●開設日　月～木曜日（祝日、年末年始を除く）
●開設時間　午前８時 30分～正午（受付時間：午前 11時 30分まで）
●電話番号　☎ 37-7867
※岩倉市消費生活センターがお休みの場合は、愛知県消費生活総合センターにご相談ください。

愛知県消費生活総合センター
●開設日時　月～金曜日…午前９時～午後４時 30分、土・日曜日…午前９時～午後４時
※国民の祝日等の休日（土・日曜日は除く）、年末年始（12月 29日から１月３日まで）は休み。
●電話番号　☎ 052-962-0999

▲実際のはがきの内容
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