イベント

情報コーナー

ロビーコンサート
「トリオさきの、元気がでる！名曲コンサート」

Iwakura City Information

イベント…………P25

生涯学習課生涯学習グループ（☎ 38-5819）
聴いたことある！クラシックの大定番曲を、元気に！しっとり、お贈
りします。
●とき ５月 26 日㈰午前 10 時
30 分～ 11 時 30 分
●ところ 市役所１階ミニス

テージ
●出演者 トリオさき
うつ ぼ さ き
ヴァイオリン／打保早紀
イベント

教育を考える初夏のつどい
「ハートフルなつどい
ｉｎ 岩倉」

募

誠信高校

斎藤（☎ 93-5380）

集
健
康
お知らせ

●とき ６月２日㈰午後１時 30
分～４時 30 分
●ところ 生涯学習センター
●内容
★教育講演（鈴木慎一郎さん（大
同高等学校教諭）
）｢子どもは、未
来から来た使者～ようこそ私学
へ、ようこそ父母懇へ、子どもと
教育の未来はここにあり～｣
★各種講座（足もみ講習、五条川
の桜に関する講座、手作りアロマ
スプレー、手相ほか）
★進学相談
●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

広告
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クラリネット／小田美沙紀
たかはし さ き こ
ピアノ／髙橋早紀子
●演奏曲 モンティ／チャール

ダーシュ、ブラームス／ハンガ
リー舞曲第５番、フォーレ／夢の
あとに

市民スペース
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
【暮らし方の国際比較 日本と世
界 ジェンダーの視点から】
●とき ５月６日㈪午前９時～
19 日㈰午後５時
●問合先 協働安全課市民協働グ
ループ（☎ 38-5803）

イベント
みどりのコンサート
寺田弦楽四重奏団～こて
こてクラシック vol.2 ～

地域交流センターみどりの家
（☎ 66-6700）

セントラル愛知交響楽団コン
てら だ ふみひと

サートマスター寺田史人さんを中
心に同楽団メンバーにより結成さ
れた弦楽四重奏団です♪
♪一弓入魂♪の至高のアンサン
ブルをお楽しみください。
●曲目 スメタナ作曲 弦楽四重
奏曲第 1 番ホ短調「わが生涯より」
ほか
てら だ ふみひと
●演奏 バイオリン / 寺田史人、
じん の れい こ

生涯学習センターギャラリー
【煌画会・第 15 回煌画会日本画
展】
●とき ５月 13 日㈪午前 10 時

～ 19 日㈰午後４時
●問合先 楠（☎ 052-836-5757）
【岩倉ぴんぼけ会・月例会 入選
作品展】
●とき ５月 26 日㈰午後５時～
６月１日㈯午後１時
●問合先 田中（☎ 66-2792）

広告
広報いわくら

さ

募

よ

だ いく こ

神野玲子、ビオラ / 依田郁子、チェ
いしばしたかひろ
ロ / 石橋隆弘
●とき 5 月 31 日㈮午後 7 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。
●入場 無料

イベント
普通救命講習会の開催
消防署（☎ 37-5333）
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。受講済みの人は、２、３年ご
との再講習をお願いします。
●とき 毎月９日午後１時 30 分
～４時 30 分（３月と９月は上級

●茶券 １席 300 円 ( お抹茶と
お菓子 )

●席主 岩倉市茶華道連盟 服部
社中
※今年度から、
「月釜」を「茶会」
に名称変更しました。

広告

こまむらまこと

●ナビゲーター 駒村 真
●内容 サウンド・オブ・ミュー
ジックメドレー、ウエスト・サイ
ド・ストーリーセレクション、遥
かなる山の呼び声（映画「シェー
ン」より） ほか

※なお、未就学児は入場できませ
んので、ご遠慮ください。

●チケット販売開始日 ４月 24
日㈬
●チケット販売場所 総合体育文
化センター、生涯学習センター、
図書館、市役所６階生涯学習課

セントラル愛知交響楽団第 25 回岩倉定期演奏会
生涯学習課生涯学習グループ（☎ 38-5819）
セントラル愛知交響楽団事務局（☎ 052-581-3851）
む とう ね

ね

今回は岩倉市在住の武藤寧音（ピアノ）さんがゲスト出演します。
●とき ７月 21 日㈰午後２時～
（午後１時 30 分開場）
●ところ 総合体育文化センター
多目的ホール
●曲目 アイネ・クライネ・ナハ
ト・ ム ジ ー ク（ モ ー ツ ァ ル ト ）、
ピアノ協奏曲第 23 番（モーツァ
ルト）、交響曲第 40 番（モーツァ
ルト）
わ だ かず き
●指揮 和田一樹
●出演 演奏／セントラル愛知交
む とう ね ね
響楽団、ピアノ／武藤寧音
●入場料 1,500 円（全席自由）

※なお、未就学児は入場できませ
んので、ご遠慮ください。
●主催 一般社団法人セントラル
愛知交響楽団
●共催 中日新聞社
●後援 岩倉市教育委員会、愛知
県教育委員会、＠ＦＭ
●チケット販売開始日
日㈬

４月 24

●チケット販売場所 総合体育文
化センター、生涯学習センター、
図書館、市役所６階生涯学習課、
アピタ岩倉店

広告
広報いわくら
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お知らせ

●とき ５月 19 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)

時（開場…午後１時 30 分）
●ところ 総合体育文化センター
多目的ホール
いながきまさゆき
●指揮 稲垣雅之

●入場料 一般 1,500 円、高校
生以下 700 円（全自由席）

康

岩倉市文化協会事務局
( 生涯学習課内☎ 38-5819）

６月２日㈰開演…午後２

健

茶会

●とき

集

史跡公園

第１部ではミュージカルの音楽を、第２部では西部劇を中心とした懐

かしの映画音楽をお届けします。

募

※詳細は市ホームページをご覧く
ださい。

生涯学習課生涯学習グループ（☎ 38-5819）

イベント

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。

第 23 回セントラル愛知交響楽団ポップスコンサート

イベント
介護予防講演会
～今すぐ始める介護予防～

地域交流センター
ちびっこおはなし会
「初夏の会」

長寿介護課長寿福祉グループ（☎ 38-5811）
高齢期になって、若いときと同じような無理がきかなくなったと感じ
ることはありませんか。体力と気力は、ちょっとした努力でかなり向上
するものです。

健康な体を保ち、介護が必要にならないようなノウハウを楽しく学ん
でみませんか。
どなたでも参加できますので、皆さんお気軽にご参加ください。なお、
事前の申込が必要です。
●とき

５月 28 日㈫

イベント

午前 10 時～ 11 時 30 分
●ところ 生涯学習センター

研修室１・２
●内容 介護予防の体操につい
て

募
集

多世代交流事業

●講師 岩倉病院
籾内真二さん
●申込・問合先

理学療法士

岩倉市地域包括支援センター（☎
38-0303）、 岩倉東部地域包括
支援センター（☎ 96-6553）

さくらの家まつり

さくらの家（☎ 81-4941）
長寿介護課長寿福祉グループ（☎ 38-5811）

健
康
お知らせ

●とき
5 月 25 日㈯ 午前 9 時開館
●ところ さくらの家
●内容
下表のとおり
どなたでも参加していただけます。お誘いあわせのうえ、ご参加くだ
さい。
※当日は、徒歩・自転車にて会場までお越しくださいますようご協力を
お願いします。

場所

内容

「 い ～ わ く ん と い っ し ょ あ つ ま れ！ ち
大会議室 びっこ」やい～わくんと保育士の南さんに
よるステージや記念撮影等を開催します。

開始時間
午前 10 時～
11 時

「マンドリン・アンサンブル香久山」
午前 10 時 30 分
弦楽器のひとつであるマンドリンで演奏
～ 11 時 10 分
します。
ゆうゆうゆう

午前 11 時 15 分
すこやか 「遊友裕」
ピアノやフルートの演奏、マジックを披
～ 11 時 55 分
ホール
露します。
「カラオケ無料開放」
カラオケを皆さんに開放しますのでご自
由にお歌いください。
浴

場

「薬湯」
薬湯でゆっくりお温まりください。

午後 1 時
～午後 5 時
午後 1 時
～4時

当日、お子さんにプレゼントを用意しています（数に限りがあります）。
お孫さんやお子さんと一緒に会場へお越しください。
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広報いわくら

令和元年５月号

地域交流センターくすのきの家
（☎ 38-1106）
地域交流センターでは、毎月「ち
びっこおはなし会」をくすのきの

家（毎月第 2 月曜日）、みどりの
家（毎月第 3 木曜日）で開催し
ていますが、今回、定例会のほか
に合同での楽しいつどい「初夏の
会」を開きます。

●とき 5 月 31 日㈮午前 10 時
30 分～
●ところ 地域交流センターくす
のきの家 ふれあい交流ホール
●入場 無料
●申込 不要
●出演 ちびっこおはなし会メン
バー
●内容 絵本読み聞かせ、パネル
シアター、手あそびほか
●対象年齢
0 歳～

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）
大切な人を亡くしたとき、明日
をどうしようかと思い悩むことが
あります。同じような経験のある
人どうし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 5 月 14 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 大切な人（ご家族等）
を亡くされた人

募

集

イベント

ホストファミリー
岩倉市国際交流協会
石黒（☎・FAX 66-5139）、山田（☎・FAX 66-4811）
岩倉市国際交流協会では、名古屋芸術大学の留学生をゲストに迎え、
「日
本文化体験とホームステイ」のホストファミリーを募集しています。
●とき

６月１日㈯・２日㈰

●募集数 ４家庭
●ところ 生涯学習センターで対
面式を行います。

初心者テニス教室参加者

●申込期限
●申込方法

５月 10 日㈮
上記問合先にてお申

し込みください。

要約筆記入門講座の受講者
岩倉市社会福祉協議会
（☎ 37-3135）
●とき

５月 20 日から７月１日

までの毎週月曜日（計７回）午前
９時～正午
●ところ ふれあいセンター３階
視聴覚室兼研修会議室（Ａ）
●対象 市内在住または在勤の人
●募集人数 10 人
●費用 無料
●申込期限 ５月 13 日㈪

にて報告してください。
●対象 どなたでも参加できま

●ところ 市役所７階大会議室
●内容
①講義「岩倉市の防災体制につい
て」 ②講演「災害への対応～自
助・共助・公助～」 ③演習「図
上訓練」
※内容は変更の場合もあります。
※講習会の最後には修了証の授与
を行います。
●定員 70 人
●募集期限 ６月 10 日㈪
●申込方法 協働安全課へ直接申
込（電話での申込も可）

世界のお惣菜（スリランカ編）
岩倉市国際交流協会
石黒（☎ 66-5139）、大島
（☎ 090-1470-1276）

す。（小学生以下の人は、保護者
と一緒に調査してください）
●調査期間 ６月５日㈬（環境の
日）～９月末日（この期間のうち

●とき ５月 26 日㈰午前 10 時
～午後２時

●申込期間 ５月７日㈫～８月
28 日㈬
●参加申込 環境保全課まで所定
の申込書を調査実施日の３週間前
までに提出してください。

●参加費 大人 800 円、子ども
400 円（国際交流協会の会員は
無料）

任意の回数）

●ところ 生涯学習センター料理
室
●料理 スリランカ料理

●定員 20 人
●持ち物 ふきん、エプロン、筆
記用具
●申込期限 ５月 20 日㈪
●申込方法 上記問合先に電話で
お申し込みください。
広報いわくら

令和元年５月号
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お知らせ

※締切日以前でも、定員になり次
第締め切ります。
●申込先 岩倉市体育協会事務局
( 生涯学習課内 )

●調査内容 身近な水辺（川やた
め池、水路など）で「水のきれいさ」
「水の量」
「生態系」
「水辺のようす」
を調べていただき、所定の調査票

● と き 6 月 22 日 ㈯ 午 前 ９ 時
30 分～正午（予定）

康

愛知県では、河川やため池など
身近な水環境に興味を持っていた
だくため、県民の皆さんを対象に
県内全域で「流域モニタリング一
斉調査」を実施します。
この調査は、参加者の五感によ
り水の色やにおいなどを評価する
もので、どなたでも簡単に実施す
ることができます。

くない状況です。災害に備えて、
今自分にできることを考えてみま
せんか？

健

● と き ５ 月 26 日 ㈰ か ら ６ 月
30 日㈰までの毎週日曜日（計６
回） 午前９時～ 11 時
●ところ 野寄テニスコート
●対象 市内に在住または在勤の
16 歳以上の人 ( 学生を除く）
● 参 加 料 1,500 円 ( 保 険 料 含
む）
●定員 20 人 ( 先着順 )
●持ち物 テニスシューズ、ラ
ケット ( 貸し出しあり）等
●申込締切日 ５月 15 日㈬

は 70％～ 80％とされています。
巨大地震はいつ起きてもおかし

集

環境保全課環境グループ
（☎ 38-5808）

平成 30 年１月時点で、南海ト
ラフ地震の 30 年以内の発生確率

募

テニス協会 深谷
（☎ 090-2132-9958）

協働安全課危機管理グループ
（☎ 38-5831）

イベント

流域モニタリング
一斉調査の参加者

地震防災講習会

募

集

スポーツレクリエーション協会会員
岩倉市体育協会事務局（生涯学習課内
●応募方法

☎ 38-5819）

各会場で受付

名称

会場

とき

会費

対象

募集人数

代表者

総合体育文化
センター

火曜日
午後 7 時～ 9 時

月 500 円

高校生以上

多数

田中信彦
090-5619-1082

総合体育文化
センター

水曜日
午後 1 時～ 3 時

月 500 円

高校生以上

多数

神田茂

南部中学校
体育館

金曜日
午後 7 時～ 9 時 30 分

月 500 円

高校生以上

多数

森山敬一

ビーチボール 総合体育文化
協会
センター

金曜日
午後 7 時～ 9 時

月 500 円

高校生以上
( 市内在住、在勤 )

多数

石黒さち子

総合体育文化
インディアカ センター
協会
岩倉中学校
体育館

木曜日
月 500 円
午後 7 時～ 9 時
土曜日
月 500 円
午後 7 時 30 分～ 9 時 30 分

高校生以上

多数

高校生以上

多数

飯田絹江
66-3878
090-7048-5722

高校生以上

多数

関戸一人

女性のみ

多数

新谷久美子

高校生以上

多数

村瀬知美

制限なし

多数

細川則夫
37-7959

高校生以上

若干名

大嶋敏英

月 300 円

高校生以上

多数

月 1,500 円

高校生以上

若干名

須田直広

年 4,000 円

40 歳以上
男女

若干名

石田照雄

とき

会費

対象

募集人数

総合体育文化
センター
多目的ホール

木曜日
午前 9 時 30 分～ 11 時

月 2,500 円

女性

多数

河野妙

南部中学校
体育館

3 カ月
木曜日
午後７時 30 分～ 9 時 30 分 3,000 円

高校生以上
の女性

多数

荻野みづほ

総合体育文化
センター剣道場

金曜日
月 2,500 円
午後 1 時 30 分～ 2 時 30 分

女性

多数

田中知美

バウンド
テニス
協会

イベント
募

南部中学校
体育館

集

ソフトバレー 総合体育文化
ボール連盟 センター

日曜日
月 500 円
午後 7 時 30 分～ 9 時 30 分
火曜日
午前 9 時 30 分～正午

年 4,000 円

金曜日
年 4,000 円
午後 7 時 30 分～ 9 時 30 分

社交ダンス
クラブ

総合体育文化
センター
多目的ホール

火曜日
午後 1 時～ 3 時

気功クラブ

総合体育文化
土曜日
月 1,000 円
センター柔道場 午前 10 時～ 11 時 30 分

健

岩倉中学校
体育館

康
お知らせ

グラウンド 市内グラウンド 日・火・水・金曜日
ゴルフクラブ 各所
午前９時～午前 11 時
健康太極拳
同好会

総合体育文化
土曜日
センター剣道場 午後 1 時～ 3 時

水曜日
ラージボール 総合体育文化
センターアリーナ 午前 10 時～正午
同好会

月 2,000 円
入会金なし

小川吉夫
090-4861-9143

〇ダンス＆エアロビクスサークル
名称
JUN

FIT
ティスコス

29

会場

広報いわくら

令和元年5月号

代表者

募
稲づくりを体験して
みませんか
商工農政課農政グループ
（☎ 38-5812）
農家との交流や食に対する理解

を深めることを目的に稲づくり農
業体験参加者を募集します。

農薬や化学肥料に頼らず、太陽・
水・土地など自然の恵みを生かし
て「あいちのかおり」を栽培しま
す。

場合、6 月 16 日㈰に延期します。
●参加資格 市内に在住、在勤ま
たは在学で小学３年生以上 ( ただ

●参加費 １人 200 円
●申込締切日 ５月 24 日㈮
●申込先
ループ

生涯学習課スポーツグ

し、小学生は保護者同伴 )。

とき

種目

会場

8:30 受付
9:00 ～ 11:30

グラウンドゴルフ

9:00 受付
9:30 ～ 12:00

・ビーチボールバレー
・ラージボール
・バウンドテニス

13:00 受付
13:30 ～ 16:00

・インディアカ
・ソフトバレーボール

石仏スポーツ広場

総合体育文化センター
アリーナ

康

令和元年度母子家庭等就業支援講習会の受講者
愛知県母子寡婦福祉連合会（☎ 052-915-8862）
ひとり親家庭の母等が、就職に結びつく可能性の高い技能・資格を習

得するための講習会です。

●対象者 愛知県内にお住まいの
母子家庭の母、父子家庭の父およ

び寡婦の人で就業意欲があり、講
習の全日程に出席できる人（なお、
講習内容により個別の条件がある
場合があります）

●講習内容（かっこ内は講習場所）
・パソコン講習 初級（名駅・岡崎）
受講期間 ６月 29 日から 10 月
５日の間の毎週土曜日
・介護職員初任者研修（名駅）
受 講 期 間 ７ 月 ４ 日 か ら 10 月

●受講料 原則無料
※教材費、交通費は自己負担です。
●募集期間 ５月８日㈬～ 29 日
㈬

●申込先
5810）

子育て支援課（☎ 38-

※詳しい募集要領については、事
前に愛知県母子寡婦福祉連合会ま
でお問い合わせください。

24 日 の 間 の 毎 週 木 曜 日（ ８ 月
15 日を除く）

広報いわくら

令和元年５月号

30

お知らせ

※天候や生育状況により作業の日
程は変更することもあります。

●とき ６月９日㈰
※グラウンドゴルフは雨天中止の

健

草取り
ヒエ刈り
稲刈り

だれでも簡単に行えるスポーツレクリエーション ( ６種目 ) の大会を総
合体育文化センター、石仏スポーツ広場で下表のとおり開きます。ぜひ、
この大会に参加してニュースポーツの楽しさを体験してみませんか。

集

７月中旬
８月上旬
10 月上旬

生涯学習課スポーツグループ（☎ 38-5819）

募

●募集家族数
15 家族（１人でも可。定員にな
り次第締め切ります。）
●参加費
2,000 円（１家族）
１回目の参加時に徴収します。
●内容 田植えから稲刈り（収穫）
までを農家の指導により参加者皆
さんで力を合わせて行います。
（収
穫された米は参加者にお配りしま
す）
●ところ 東町白山 252
●作業予定
６月１日㈯ 田植え
６月下旬
草取り

スポーツレクリエーション祭

イベント

●募集期間
５月７日㈫ ～ 24 日㈮

集

健 康
フッ化物塗布・歯科健診・
歯の健康相談
健康課健康支援グループ
（保健センター内☎ 37-3511）
●とき ６月９日㈰受付
時 30 分～ 11 時 30 分

午前 9

●ところ 保健センター
※駐車場に限りがありますので、
車の利用はご遠慮ください。

●対象 フッ化物塗布・歯科健診
は、乳幼児から小学４年生まで。
歯の健康相談はどなたでも受けら
イベント

れます。
●費用 無料
●主催 一般社団法人尾北歯科医

募
集

師会岩倉地区会
●その他 事前に歯みがきをして
お越しください。また、フッ化
物塗布後 30 分は飲食ができませ
ん。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。

がん検診等のご案内
健康課保健予防グループ（保健センター内☎ 37-3511）
①前立腺がん検診・肝炎ウイルス
検査
●とき ５月 20 日㈪～ 23 日㈭
午前９時～ 11 時 30 分、午後１
時～３時
●ところ
●対象

保健センター

・前立腺がん検診…50 歳以上の
男性。
・肝炎ウイルス検査…40 歳以上
で過去に肝炎ウイルス検査を受け

●申込開始

・乳がん検診 ( マンモグラフィ）、
胃がん検診（バリウム、胃カメラ）
…５月７日㈫
・大腸がん検診、前立腺がん検診、
肺がん・結核検診…６月３日㈪
●申込場所 各医療機関

※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。保

健センターでの検診は検診日に、
医療機関での検診は事前に免除申
請の手続きが必要になります。本

健
康

ていない人
●申込 不要
●費用
・前立腺がん検診 300 円
・肝炎ウイルス検査 無料
②胃がん検診（バリウム）・大腸
がん検診・肺がん検診（喀痰細胞
診）
●申込開始 ５月８日㈬
●申込・検診場所 保健センター
③医療機関で実施するがん検診

人確認ができるもの（健康保険証、
運転免許証等）を持って、保健セ
ンターにお越しください。なお、
平成 30 年１月２日以降に岩倉市
に転入した人は、保健センターに
お問い合わせください。
詳しくは、広報いわくら４月号
同時配布 ｢岩倉市けん診ガイド」
をご覧ください。

お知らせ

はちまるにいまる

８０２０歯の健康コンクール
健康課健康支援グループ（保健センター内☎ 37-3511）
●対象

市内在住の 80 歳以上の

人（昭和 15 年 3 月 31 日以前生
まれ）で 20 本以上歯のある健康
な人
所在地

●応募期限

保健センター、市内

●表彰 11 月 10 日㈰に開催さ
れる「いわくら市民ふれ愛まつり」
で表彰式を行います。

歯科医院（一般社団法人尾北歯科
医師会岩倉地区会会員の歯科医
院）に応募（下表のとおり）。
電話番号

所在地

９月 30 日㈪まで

医療機関名

電話番号

昭和町

愛栄歯科医院

66-2231

中本町

カジウラ歯科

西市町

あいち歯科

38-1184

中本町

カドヤデンタルクリニック

38-1011

青木歯科

66-5955

栄町

クリスタル矯正歯科クリニック

37-8811

小岩井歯科

37-8148

寺澤歯科

66-5508

はっとり歯科医院

66-3080

はまじま歯科クリニック

37-0030

ヒガキ歯科医院

38-3888

東町

66-6480

川井町

あさだ歯科

37-3457

大山寺本町

昭和町

犬塚歯科医院

66-3800

栄町

いわくら駅前歯科

66-8118

石仏町

岩倉かとう歯科

66-4182

大市場町

岩倉歯科・矯正歯科

38-0038

曽野町

野寄町

岩倉しばた歯科・矯正歯科

81-7182

栄町

夫馬歯科クリニック

66-2550

東新町

岩倉団地歯科診療所

37-0418

栄町

松浦歯科・矯正歯科

37-0450

本町
神野町
本町

31

医療機関名

●応募方法

稲荷町

岩倉中央歯科医院

37-8241

東町

むらせ歯科・矯正歯科インプラントオフィス

38-0811

下本町

小川歯科医院

37-7496

東町

山田歯科

66-7502

広報いわくら

令和元年５月号

健 康
ひざ・腰ラクラク♪健康教室

高齢者の肺炎球菌予防接種
健康課保健予防グループ
（保健センター内☎ 37-3511）
定期接種
平成 26 年度から平成 30 年度

までの５年間の経過措置として、
65 歳以上５歳刻みの人に実施し
てきましたが、引き続き次のとお

り実施することになりました。
● 対 象 各 年 度 内 に 65 歳、70
歳、75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、

とき

受付時間

内容

講師

健康講座
管理栄養士

「毎日の食事を楽しもう」

５月 16 日㈭

作業療法士

運動実技
「ひざ・腰痛予防運動」
午後１時 30
分 ～ ３ 時 30

５月 30 日㈭

分
（受付１時 15
分～）

健康講座
歯科衛生士

「おいしく楽しく元気なお口」

作業療法士

運動実技
「ひざ・腰痛予防運動」
健康講座・運動実技

６月 13 日㈭

「若さをキープするために～
認知症予防と運動」

作業療法士
地域包括支援セ
ンター職員

お知らせ

地域デビュー紹介

なくそう！望まない受動喫煙～マナーからルールへ～
健康課健康支援グループ（保健センター内☎ 37-3511）
じゅどうきつえん

【受動喫煙とは】
たばこを吸わない人が、身の回
りのたばこの煙を吸わされてしま
うことをいいます。たばこの煙に
は、ニコチンやタールはもちろん

多くの有害物質が含まれていま
す。
【マナーからルールへ】
望まない受動喫煙を防止するた

め、2018 年７月に健康増進法の
一部を改正する法律が成立しまし
た。
たばこを吸う人は、煙を周囲の
人が吸い込まないように配慮する

義務があります。また、多くの人
が利用する施設を管理する人は、
喫煙場所を定めようとするとき
は、望まない受動喫煙が生じない

場所とするよう配慮しなくてはな
りません。
【禁煙サポートについて】
医師による禁煙治療を受けると

いう方法があります。禁煙治療実
施医療機関を調べるには、「禁煙
サポーターズ」でインターネット
検索してみてください。薬局や保
健センターの禁煙相談もご利用く
ださい。

広報いわくら

康

この機会をご利用ください。

装
●申込方法 保健センターで受け
付けます（電話可）。

●定員 20 人（先着順）
●持ち物 お使いの眼鏡、タオル、
お茶、筆記用具、運動のできる服

健

い合わせください。
予防接種を受けていない人は、

②医師から運動制限の指示がない
人
③ 3 回とも出席できる人

●対象 次の①～④すべてに該当
する人
① 64 歳以上の人

集

任意接種
●対象 65 歳以上で、定期接種
対象者以外の人で接種を希望する
人。ただし、過去に市の高齢者肺
炎球菌予防接種の助成を受けたこ
とがない人。
●自己負担額 3,500 円
詳しくは、保健センターにお問

④介護サービスを利用していない
人

募

31 日時点で 100 歳以上の人。
●実施期間 令和元年度から５年
間
●自己負担額 2,500 円
※対象者には、４月末に案内をお
送りしています。

●とき・内容 下表のとおり
●ところ 保健センター

イベント

95 歳、100 歳となる人で、過去
に 23 価肺炎球菌予防接種を受け
ていない人。ただし、令和元年
度中においては、平成 31 年３月

健康課健康支援グループ（保健センター内☎ 37-3511）

令和元年５月号
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募 集
お知らせ
令和元年工業統計調査
を実施します
商工農政課商工観光グループ
（☎ 38-5812）
令和元年工業統計調査は、従業

者４人以上の全ての製造事業所を
対象に、令和元年６月１日時点で
実施します。
この調査は、我が国における工
業の実態を明らかにすることを目
的とする政府の重要な調査で、統
計法に基づく報告義務のある基幹
統計調査です。
イベント

調査の結果は、中小企業施策や
地域振興など、国および地域行政
施策のための基礎資料として利活
用されています。

募
集
健
康

調査票にご記入いただいた内容
は、統計作成の目的以外（税の資
料など）に使用することは絶対に
ありません。
調査の趣旨・必要性をご理解い
ただき、ご回答をよろしくお願い
します。

お知らせ

●経済産業省工業統計調査ページ
http://www.meti.go.jp/
statistics/tyo/kougyo/index.
html

献血にご協力ください
福祉課障がい福祉グループ
（☎ 38-5809）
●とき ５月 29 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 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。
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広報いわくら

令和元年５月号

子育て支援センター「おでかけこっこ広場」のお知らせ
子育て支援センター（市民プラザ内☎ 38-3911）
赤ちゃんを育てているママが、身近な地域で子育ての交流ができるよ

うに、おでかけひよこ広場（0 歳児対象）を開催しています。今年度 4
月からは 1 歳児対象の「おでかけこっこ広場」も始まりました。
●対象

●ところ くすのきの家
●とき 第 3 金曜日

1 歳前後から 2 歳の誕

生日までのお子さん
●内容 楽しく交流、育児相談。
11 時からふれあい遊び

午前 10 時～ 11 時 30 分
月

５月

６月

７月

８月

日程

17 日

21 日

19 日

月

11 月

12 月

１月

２月

日程

15 日

20 日

17 日

21 日

９月

10 月

20 日

18 日

３月

弁護士同席の消費生活相談
岩倉市消費生活センター（☎ 37-7867）
岩倉市消費生活センターでは、下記日程においては、弁護士が同席し
相談をお受けします。
●とき
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回

５月 20 日㈪
６月 18 日㈫
７月 24 日㈬
８月 22 日㈭
９月 24 日㈫

11 月 18 日㈪
12 月 18 日㈬
１月 23 日㈭
２月 17 日㈪

●ところ 市役所１階岩倉市消費
生活センター
●相談時間 １人当たり 30 分
※予約優先
●相談できる内容 悪質商法や契
約トラブル、多重債務など消費生
活に関すること

第 10 回 ３月 17 日㈫
午前 10 時から正午まで（受付時
間は午前 11 時 30 分まで）

消費生活で不安に思ったら、「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 月曜日から木曜日まで（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）

お知らせ
令和元年度長期休業期間中の放課後児童クラブの受付
第一児童館（☎ 38-1106）または、各児童館
長期休業期間中（夏休み・冬休み・春休み３月）の放課後児童クラブ（以下、児童クラブ）の受け付けを
一括して行います。利用を希望される人は、児童クラブでお渡しする申請書を提出してください。
●対象家庭 保護者が家庭外で働いていて、子ども
の面倒を十分にみることができない家庭

●対象児童 小学校１～６年生
※夏休み期間に限り、岩倉北小学校区は第一児童館
で、曽野小学校区は第三児童館で、小学校６年生ま

●放課後児童健全育成手数料
（岩倉市遺児手当受給世帯および生活保護世帯は免除）
長期休業期間（日曜日・祝日を除く）放課後児童健全育成手数料

3 学期修了式 (3 月 24 日 )
～ 3 月 31 日

840 円

康

720 円 (12 月分 )
360 円 (1 月分 )

健

３
(月 )
春休み

2 学期終業式 (12 月 23 日）
～ 3 学期始業式 (1 月 7 日 )

児童の家庭状況などを調査し、各児童クラブの定
員に応じて決定し、６月中旬に通知します。
※第一児童館の申込児童が多い場合は、夏休み期間
に限り岩倉北小学校でも実施します。
※原則として、校区の児童クラブへ入所していただ
きますが、定員の都合により、校区外の児童クラブ
に入所していただく場合もあります。

集

冬休み

1,320 円 (7 月分 )
3,000 円 (8 月分 )
120 円 (9 月分 )

５月７日㈫～ 25 日㈯ ※日曜日を除く
●受付場所等 下表のとおり
●入所者の選定方法

募

夏休み

1 学期終業式 (7 月 19 日 )
～ 2 学期始業式 (9 月 2 日 )

午後６時～６時 30 分…１日につき 50 円
午後６時～７時…１日につき 100 円
●申請書配布および受付期間

イベント

で拡大して受け入れます。
●保育時間 午前８時～午後６時（午前７時 30 分
～８時、午後６時～７時は延長保育）

●延長保育料
午前７時 30 分～８時…１日につき 50 円

児童クラブ名（実施場所）

申請書配布・受付場所

受付時間
（平日）※

電話番号

岩倉北小学校区

第一児童館放課後児童クラブ

第一児童館

9：30 ～
19：00

38-1106

曽野小学校区

第三児童館放課後児童クラブ

第三児童館

9：30 ～
19：00

37-3832

岩倉南小学校区

岩倉南小学校放課後児童クラブ 岩倉南小学校放課後児童クラブ

14：00 ～
19：00

38-5401

岩倉東小学校区

岩倉東小学校放課後児童クラブ 岩倉東小学校放課後児童クラブ

14：00 ～
19：00

38-5402

五条川小学校区

五条川小学校放課後児童クラブ 五条川小学校放課後児童クラブ

14：00 ～
19：00

38-5403

お知らせ

小学校区

※土曜日および学校休業日は、全児童クラブ共通して 8：00 ～ 18：00 で受け付けています。

広報いわくら
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お知らせ
「都市鉱山からつくる！
みんなのメダルプロジェクト」
ご協力ありがとうございました
清掃事務所（☎ 66-5912）、
環境保全課廃棄物グループ（☎ 38-5808）

2020 年に東京で開催されるオ
リンピック・パラリンピック競技

大会の入賞メダルに、不要になっ
た小型家電に含まれるリサイクル
材が活用されることとなり、本市
も平成 29 年７月より、携帯電話・
スマートフォンを、市役所等で回
収し、このプロジェクトへ参加し
てきました。

イベント
募
集
健
康
お知らせ

この度、東京 2020 組織委員会
によるとメダル制作に必要な原材
料の確保に目途が立ったため、平
成 31 年３月 31 日をもってメダ
ルプロジェクトでの回収は終了し
ました。ご協力ありがとうござい
ました。
なお、携帯電話・スマートフォ
ンの回収ボックスについてはデザ
インを改めて同じ場所で設置を継
続していますが、回収による収益
の一部については、知的障がいの
ある人のスポーツ活動であるスペ
シャルオリンピックス（※）への
寄付に充てられます。
※スペシャルオリンピックス…知
的障がいのある人々にスポーツの

トレーニングをする機会と競技
会を提供する国際的活動。オリン
ピック・パラリンピック同様、４
年に１度夏季、冬季の世界大会が
開催されます。

犬の飼い主の皆さんへ
環境保全課環境グループ（☎ 38-5808）
放し飼いはやめましょう
特別な場合を除き、犬の放し
飼いは「愛知県動物の愛護及び
管理に関する条例」で禁止され
ています。人の通路にならない
ところで、丈夫な鎖につないで
飼ってください。大きな犬や人
を咬む癖のある犬は、鍵のかか

る「おり」の中で飼養するなど
して、人に危害を加えないよう
に十分注意してください。また、
散歩の際には必ずすぐに制御で
きる長さのリードにつないでく
ださい。

糞の処理をしましょう
散歩の時などで、犬が糞をし
た場合は、必ず始末するように
しましょう。道路や他人の敷地
に糞をさせたままにしないでく
ださい。環境衛生上においても
不衛生であり、他の皆さんの迷
惑となります。市では、「岩倉市
清潔で美しいまちづくり条例」
により、飼い主による犬の糞の
回収を義務付けています。マナー
を守って、きれいなまちづくり
にご協力ください。適当な長さ
に切ったトイレットペーパーと

ビニール袋を携行すると便利で
す。糞の上にトイレットペーパー
をかぶせ、ビニール袋を手袋の
ようにして糞をつかみ、袋を反
転して口をしばれば、手を汚さ
ずに簡単に処理できます。

▲新しい回収ボックス
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鳴き声について
「犬は鳴くものだから仕方がな
い」
「番犬だから鳴かないと困る」
という考え方は住宅地では理解
されません。直接苦情を言われ
なくても近隣の迷惑になってい
る場合があります。犬の行動に
は意味があります。無駄吠え等
の問題行動がある場合には、叱
るのではなく、理由・原因をよ
く考えてください。飼い主が意
図せずにその行動をとらせてい
ることもあります。
動物保護管理センターではし
つけの相談等も行っていますの
で、お気軽にご相談ください。
また、かかりつけの獣医師に相
談することもおすすめです。
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

お知らせ
全国瞬時警報システム
（J アラート）の全国一斉
訓練を実施します
協働安全課危機管理グループ
（☎ 38-5831）
●とき ５月 15 日㈬午前 11 時
から１分程度
●ところ 市内全域

●内容 地震や武力攻撃などの発
生時に備え、J アラート（全国瞬
時警報システム）による情報伝達

訓練を全国一斉に実施します。こ
の訓練では市内 20 カ所にある屋
外拡声子局から以下の訓練放送を

そこで、「人権擁護委員の日」
にあわせ特設人権相談所を開設し
ます。
相談は無料で、秘密は守られま
す。人権問題に関する悩みごとな
どお気軽にご相談ください。
●とき
時

６月７日㈮午後１時～４

●ところ 市役所１階市民相談
室
●人権擁護委員（敬称略）
いのうえゆうすけ
うかいようこ
おおの よ し こ
井上裕介、鵜飼洋子、大野代志子、
ちむらあきこ

み や た こうめい

もりやまみのる

千村晶子、宮田浩明、森山 稔

・チャイム音

日曜資源回収の混雑緩和
にご協力ください
清掃事務所（☎ 66-5912）
、
環境保全課廃棄物グループ
（☎ 38-5808）

近年、日曜資源回収（第１・第
３日曜日は e- ライフプラザ、第
２・第４日曜日は消防署東側防災
公園で実施）の会場が大変混雑し、
利用者の皆さんにはご迷惑をおか
けしています。

資源等の持ち込みについては、
地区の分別収集や、平日の e- ラ
イフプラザ（午前 9 時から午後 4
時まで。清掃事務所内）もご利用
いただけますので、日曜資源回収
での混雑緩和や、会場周辺の交通
に支障をきたさないためにも、皆
さんのご協力をお願いします。

ていますが、ゴミが捨てられるこ
とにより用水路が詰まり、下流に
十分な水が行き届かなくなってし
まいます。また、大雨が降ったと
きの浸水の原因にもなります。

ゴミや刈った草の投げ捨てはせ
ず、きれいに保つためのご協力を
お願いします。
また、車のオイルや燃料等の油
類が誤って用水路に流れて水田な
どに農業被害が発生した場合、損
失補償を求められることがありま
すので、油類を用水路へ流出させ
ないよう、日ごろから保管・取り
扱いに十分注意してください。

５月 12 日は民生委員・児童委員の日です

お知らせ

ご存じですか

す。
地域の人たちや用水を利用して
いる皆さんに清掃をしていただい

福祉課社会福祉グループ（☎ 38-5830）
５月 12 日は、民生委員・児童
委員の日です。この日に合わせて

市では、北部民生委員・児童委
員 34 人、南部民生委員・児童委

住民の立場に立って相談に応じ、
必要な援助を行い、社会福祉の増

核家族化、少子高齢化が進行し
時代が変化する中で、地域住民の

12 日㈰から 18 日㈯までを啓発
週間として活動します。
民生委員は、厚生労働大臣から
委嘱され、それぞれの地域で常に

進に努めることを目的としてお
り、「児童委員」もかねています。
また、児童委員は、地域の子ども
たちが元気で安心して暮らせるよ
うに、子どもたちを見守り、子育
ての不安や妊娠中の心配ごとなど

員 38 人と児童に関することを専
門的に担当する主任児童委員４人
が、担当地区および市内各所で福
祉活動に取り組んでいます。

身近な相談相手である民生委員・
児童委員は、皆さんの身近な相談
相手です。お気軽にご相談くださ
い。

の相談・支援等を行います。

広報いわくら
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康

です。
」

用水路にゴミや刈った草などを
捨てると、水の流れが悪くなりま

健

・
「こちらは、こうほういわくら

です。これは、人権擁護委員法が
この日に施行されたことを記念し
て定められました。

集

です。
」
（3 回繰り返す）

６月１日は「人権擁護委員の日」

維持管理課管理グループ
（☎ 38-5813）

募

・
「これは、J アラートのテスト

市民窓口課窓口グループ
（☎ 38-5807）

イベント

行います。
※屋外拡声子局とは、毎日午後 5
時から音楽が流れるスピーカーの
ことをいいます。
●放送内容
・チャイム音

用水路にゴミや油を
捨てないでください

特設人権相談所
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お知らせ
楽しみながら地球温暖化防止活動を
「緑のカーテンコンテスト」にご参加ください
環境保全課環境グループ（☎ 38-5808）

地球温暖化防止の一環として、夏季の省エネルギー対策に有効な
「緑のカーテン」を広く展開していくため、緑のカーテンコンテスト
を実施します。
●応募資格 市内の一般住宅、ア
パート、マンションおよび事業所
等で、つる性植物を使用して「緑
のカーテン」を設置している個人
または団体
イベント

●応募先・方法 応募用紙に必要
事項を記入して、写真を添付のう

募

え次のいずれかの方法でお申し込
みください。
①直接提出 ②郵送（〒 4828686〔住所不要〕環境保全課

集
健
康
お知らせ

宛） ③電子メール（kankyoho
en@city.iwakura.lg.jp 宛）、件
名は「緑のカーテンコンテスト係」
とし、応募用紙と画像のデータを
添付のうえ送付してください。
※応募用紙は環境保全課窓口でお
渡しするほか、市ホームページか
らダウンロードできます。
●添付写真について カラープリ
ントで、枚数は３枚まで、うち１
枚は全体の様子（カーテンと建
物等の位置関係）が分かるもの。
サイズはＬ版サイズ (8.9cm ×
12.7cm)。画像データで提出する
場合は、１枚あたり１メガバイト
程度で、ＪＰＧ形式。

●応募締切日 ９月２日㈪
●結果公表 優秀な作品は広報い
わくらや市ホームページで紹介の
うえ、環境フェアで表彰し、記念
品をお渡しします。
「緑のカーテンコンテスト」参加
者向けゴーヤ苗の無料配布を行い
ます
「緑のカーテンコンテスト」に
参加していただくことを条件に、
ゴーヤ苗を無料配布します。
●とき・ところ
①５月 19 日㈰午前９時～ 11 時
（なくなり次第終了） 市役所駐車
場
②５月 20 日㈪～ 22 日㈬午前９
時～午後４時 e- ライフプラザ
※①の実施後に、残数がある場合
にのみ実施します。
●配布数 １組（個人・事業所）
８苗まで 40 組程度
※コンテストには、配布した苗以
外に、種類や数を追加していただ
いても構いません。

ショウブとヨモギを無料配布します
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）
自然生態園では、こどもの日にちなみ、ショウブとヨモギを無料配布
します。ぜひご来園ください。
●とき ５月３日（金・祝）～５
日（日・祝）午前 10 時～
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●ところ
●配布数
順）

自然生態園（北島町）
各日 30 セット（先着

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
学校と一部公共施設の AED を屋
外に設置しましたので、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市ホーム
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。

新たに高齢者見守り協力に
関する協定書を締結しました
長寿介護課長寿福祉グループ
（☎ 38-5811）
平成 31 年１月に、株式会社平

安閣（葬儀会社）と、平成 31 年
２月に株式会社アルフレッサ（医

薬品卸会社）と「高齢者見守り協
力に関する協定書」を締結しまし
た。
市では、他に金融機関、郵便局、
新聞店などとも協定を締結してい
ます。
この協定は、高齢者が安心して
生活できるよう、高齢者の異変等
を発見した場合、緊急時は警察ま
たは消防署、それ以外は市へ通報
し、必要な支援等の対応が図れる
ように見守りをする事業です。

お知らせ
消火器の処分についてお知らせします
消防本部総務課予防グループ（☎ 37-5333）

腐食や変形した消火器は、破裂の危険性があるため絶対に使用せず、適切に処分してください。
●消火器の処分方法

なお、ホームセンター等では、消火器を１本購

消防署では、消火器の処分や引き取りは行ってい
ません。また、一般ごみの収集には出せません。
処分の際は、消火器取扱店等（リサイクル窓口）

入すると、無料で１本古くなった消火器を引き取
るサービスを行っているところもありますので、
買い替えの場合は、一度ホームセンター等に確認

て異なるため、直接確認してください。

www.ferpc.jp/）で検索することができます。

に処分する消火器を持ち込むか、自宅まで引き取り
を依頼し処分することができます。消火器処分に係
る料金は、
消火器取扱店等（リサイクル窓口）によっ

してください。
※消火器取扱店等（リサイクル窓口）は、消火器
リサイクル推進センターホームページ（https://

飲酒運転による交通事故も心配さ

布１枚につき 1,000 円が必要で
す。ご協力いただければ幸いです

事故の発生が心配されます。
また、気候もよくなり、行楽な

とが大切です。
運動重点
★子どもと高齢者の安全な通行の
確保と高齢運転者の交通事故防止

●とき ５月 11 日㈯・12 日㈰
午前 10 時～午後３時 30 分

り、飲酒の機会が増えることから、

徹底
★飲酒運転の根絶

●とき

５月 11 日㈯～ 20 日㈪

●内容 新年度もひと月が過ぎ、
新入学児童や新社会人が、新しい
交通環境での通学や通勤に慣れ、
行動範囲も広がることから、交通

れます。一人ひとりが交通安全の
意識を高め交通事故を防止するこ

どで自転車を使ったり、高齢者が
外出する機会が増えたりして、交
通事故の危険性が高まります。さ
らに、行楽などのシーズンでもあ

★自転車の安全利用の推進
★全ての座席のシートベルトと
チャイルドシートの正しい着用の

が、毛布だけでも結構です。
※持参できない場合は、連絡いた
だければ伺います。

●ところ ふれあいセンター３階
( 西市町無量寺２番地１)

広報いわくら
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お知らせ

愛知県防災安全局県民安全課（☎ 052-954-6177）

します。
※汚れた毛布は洗濯をしてからご
持参ください。
※アフリカまでの輸送費として毛

康

ストップ・ザ交通事故 高めようモラル守ろうルール
春の全国交通安全運動

アフリカへ毛布を送る運動は、
今年で 35 年を迎えます。皆さん
からお預かりした毛布をアフリカ
を主とした 27 カ国、417 万人以
上の人へ届けてきました。
昨年は全国で、毛布２万 9104
枚、輸送協力金 2,883 万 1994
円のご支援をいただきました。
本年も市内で次の通り毛布の収
集をしますので、ご協力をお願い

健

犯罪被害にあわないためには、
一人ひとりが常日頃から高い防犯
意識を持ち、身近な対策を具体的
に実践していくことが何より大切
です。
運動重点
★住宅を対象とした侵入盗の防止
( 年間取組事項 )
★自動車盗の防止
★特殊詐欺の被害防止
★子どもと女性の犯罪被害防止

集

●とき ５月 11 日㈯～ 20 日㈪
●内容 昨年、住宅対象侵入盗の
発生件数が、愛知県は全国ワース
ト１位となりました。
これらの犯罪は財産だけでな
く、身の危険を伴うこともありま
す。さらに、振り込め詐欺をはじ
めとした特殊詐欺の被害が多発
し、その被害額は 10 億円を超え
ています。

西尾張明るい社会づくり
岩倉支部 丹羽
（☎ 090-7615-8479）

募

愛知県防災安全局県民安全課（☎ 052-954-6176）

アフリカへ毛布を送る運動

イベント

犯罪にあわない 犯罪を起こさせない 犯罪を見逃さない
春の安全なまちづくり県民運動

お知らせ
児童虐待と思ったら「１８９（いちはやく）
」へお電話を
福祉課社会福祉グループ（☎ 38-5830）
一宮児童相談センター（☎ 0586-45-1558）
児童虐待とは、親または親に
代わる養育者が 18 歳未満の子
どもに対して、身体的な暴力を
加えたり、適切な養育をせず子
どもの心身を傷つけ、健やかな
成長や発達を損なう行為をいい
ます。
「虐待してしまいそうだ」と

親から打ち明けられたり、「あの
家では、いつも子どもが泣いてい
る」と近所の人から話があるなど、

虐待の気づき方はさまざまです。
“虐待では？”と思ったら一人で
抱え込まずに、児童相談所全国共
通ダイヤル 189 番へお電話をお
願いします。

イベント

安全安心カメラを設置します

募
集
健
康
お知らせ

これにより、市内には 148 台の
カメラが設置されていることにな
ります。平成 29 年 12 月に制定
された「岩倉市安全安心カメラの
設置及び運用に関する条例」に基
づき、個人情報の保護に配慮する
とともに、効果的な犯罪の防止を
図っていきます。
また、岩倉市から１件でも犯罪

愛知県立一宮東特別支援学校

を減らすため、３月８日㈮市役
所において、江南警察署長に対
し、安全安心カメラの設置につ
いて確認し合いました。

▲江南警察署長に報告する様子

小学部・中学部

学校説明会

愛知県立一宮東特別支援学校（☎ 0586-51-5311）
●内容 本校では、障害のあるお
子さんの保護者等を対象に学校説
明会を開催します。適切な就学に

●とき ６月６日㈭午前９時 40
分～正午
●ところ 愛知県立一宮東特別支

入学を考えている人は、ぜひご参
加ください。

●予約受付時間 月～金曜日（祝
日は除く）午前９時～午後５時

は早期からの学校見学等が大切で
す。次年度、本校への就学または

希望の家（☎ 37-4191）
青少年宿泊研修施設「希望の家」
の利用申込は、通常２カ月前から
受け付けています。
５月１日㈬から７月分の受け付
けとなりますが、夏休み時期のた
め、特別に８月分の申し込みも受
け付けます。この時期は、特に青
少年団体の利用を優先させていた
だきますので、ご了承ください。

なお、今年度から水曜日と木曜
日が休館日（祝日の場合は開館）
となりましたので、ご注意くださ

協働安全課生活安全グループ（☎ 38-5831）
平成 29 年度に設置した安全安
心カメラに引き続き、昨年度も
30 台のカメラを設置しました。

希望の家の夏休みの利用
申込は５月１日からです

援学校（一宮市丹羽字中山 1151
番地１）

い。

●申込方法 「希望の家」で直接

申し込んでください。電話および
施設予約システム（インターネッ
ト）による仮申込受付については、
５月２日㈭からとなります。
●受付時間 午前９時～午後５時

５月 30 日～６月５日はごみ
不法投棄監視ウィークです
清掃事務所（☎ 66-5912）、
環境保全課廃棄物グループ
（☎ 38-5808）
市では、環境月間にちなみ、５
月 30 日㈭から６月５日㈬まで
の一週間を「ごみ不法投棄監視
ウィーク」とし、不法投棄防止の
ための取り組みを集中的に行いま
す。
なお、ごみをみだりに投棄する
と、廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律第 25 条の規定により、５
年以下の懲役または１千万円以下

（法人の場合は 3 億円以下）の罰
金に処せられます。
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広報いわくら

令和元年５月号

お知らせ
５月 30 日は「アダプトプログラムの日」です
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。現在、市内では 2,277
人（平成 31 年４月１日現在）の皆さんが登録され、道路や公園等をきれいにしていただいています。
今年度は、八剱憩いの広場 ( 八剱町 ) をセレモニー会場とし、一斉清掃していただきます。
日ごろアダプトプログラムに参加している人も参加していない人も、この機会にぜひご参加ください。

広報いわくら

令和元年５月号

40

お知らせ

71

康

図書館ニュース

（☎３７ ６
- ８０４）

著）

一般新着図書
★旅のアイデアノート

もりい

著）

★死にがいを求めて生きているの

（森井ユカ

あさい

著）

（朝井リョウ

（前田裕二

児童新着図書
★ ありちゃんあいうえお かこさとしの 音

メモの魔力

まえだゆうじ

こばやしゆたか

３位

著）

（かこ さとし 詩と絵）

（夏川草介

★ えほん東京（小林豊 作・絵）

新章神様のカルテ

なつかわそうすけ

そ の 他 の 新 着 図 書 に つ い て は、 市 ホ ー ム

２位

著）

http://www.city.iwakura.aichi.

（樹木希林

ペ ー ジ（

一切なりゆき

き き きりん

） を ご 覧 く だ さ い。
jp/0000003296.html
ホームページから貸出中の図書の予約ができ

１位
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ます。

(２月と３月の２カ月間）

図書館からのお知らせ
５月は 日㈮が休館日です。

予約の多かった本

健

岩倉市体育協会、ふれあい花の会、石仏ゆうわ会、
神野ゆうわ会、中京建設㈱、㈱アイホク、すみれ、
アダプトＰＭ、ニワホーム㈱、岩倉市小規模多機能
ホーム・ちあき、さくら・ワーク、いわくらラン
ニングステーション、野寄町老人クラブゆうわ会、
グループホームいわくらの泉、モーニング掃除隊、
中野区有志の会、栗本土木㈱、天、マオ・ハウ・ヘ
レ、愛知岩倉リトルリーグ野球協会、ユリの木を地
元の誇りに育てる会、デイサービスセンター優悠の
家、昭和土建株式会社岩倉支店、岩倉教室ハワイの
文化、株式会社大栄企業、コニックス株式会社（以
上登録順）
※個人参加者は個人情報保護のため掲載しており
ません

ランティアクラブ「みどりの風」、岩倉ロータリー
クラブ、中本町グラウンドゴルフ「笑和クラブ」、
アメニティ・さくら、南新町町内会、岩倉幼稚園、

集

・アダプトプログラム新規参加者の受付
・清掃活動の実施
●雨天の場合 午前８時時点で降雨により清掃活
動を行うことが難しいと判断したときは中止とし
ます。
中止の確認につきましては、ほっと情報メールに
よるお知らせのほか、午前８時以降に市役所環境保
全課にお問い合わせください。
●その他 軍手・ごみ袋等の清掃道具は当日に配布
します。

●セレモニー実施内容
・市長感謝状贈呈
・アダプトプログラムスローガン宣言

募

【アダプトプログラム参加団体】（H31.4.1 現在）
㈱丹羽工務店、ミヨシ油脂㈱、石塚硝子㈱、東町ボ

イベント

●とき ５月 30 日㈭午前９時 30 分～ ( 少雨決行 )
●集合場所 八剱憩いの広場 ( 八剱町 )

