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11 月９日㈯・10 日㈰いわくら市民ふれ愛まつり 2019
●問合先　商工農政課商工観光グループ（☎ 38-5812）

　「だいすき　いわくら　ふれ愛まつり 2019」をテーマにして、
いわくら市民ふれ愛まつりを開催します。
　開催に伴い、会場周辺の道路は交通規制を行います。毎年、
周辺にお住まいの皆さんが違法駐車に大変迷惑しています。駐
車場はありませんので、来場には市役所からのシャトルバス、
または、市内巡回バスを利用するか、自転車・徒歩でお越しく
ださい。

●とき　11 月９日㈯午前 10 時～午後４時、10 日㈰午前９時～
午後３時 30 分
●ところ　総合体育文化センターおよび駐車場

★オープニングセレモニー
●とき　11 月９日㈯午前９時 30 分～
●ところ　東玄関前

★アリーナ会場
　農業フェア、スポーツフェア、福祉フェスティバル、
消費生活フェア、健康フェア、
環境フェアの展示や実演など

★多目的ホール　
　講演会、い～わくんのお友だちフェスタ !!、ジュニ
アオーケストラ演奏など

★卓球室
９日㈯乳幼児向けコーナー
乳幼児向けの絵本、親子で手づくりおもちゃ、保育士
による「お楽しみ企画　午前 11 時～、午後１時 30
分～（大型絵本やパネルシアター）」など

10日㈰12時15分ごろ～ＳＴＥＰ☆ＵＰダンススクー
ル＆岩倉青年会議所によるミニダンス教室

★柔剣道場　
　フッ化物塗布、歯科健診など

★バザール会場
　総合体育文化センター第１、第２駐車場を利用して、
飲食物の模擬店、企業による展示・即売、各地の特産
品や、野菜の即売などを行います。
　また、例年行っている幼稚園鼓笛隊、太鼓演奏、大
道芸、い～わくんとのふれあいタイムなどに加え、ミ
ニ SL の運行や吉本興業所属芸人によるパフォーマン
スが行われます。

ミニ SL
●乗車料　無料
●とき　ふれ愛まつり期間中
※天候により中止になる
場合があります。

◆◆◆主な会場と催しもの◆◆◆

※苗木の無料配布は、昨年度をもって終了しました。
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★★★バザール会場★★★
吉本興業所属芸人「シンポジウムＲ」によるパフォー
マンス
●出演　シンポジウムＲ（吉本興業株式会社所属。『愛知
県住みます芸人』
として活動中）
●とき　９日㈯午前 10 時 30 分、
午後２時～

保育園年長児によるパフォーマンス
●出演　市内の保育園に通う年長児
●とき　９日㈯午前 10 時～

ＳＴＥＰ☆ＵＰダンススクール＆岩倉青年会議所によ
るダンスフェス
●出演　スクール生、青年会議所が募集した市内の外国人、
日本人の小学生
●とき　10 日㈰午前 11 時～

大道芸ショー
●とき　９日㈯午前 11 時、午後１時～、10 日㈰午前 10 時、
正午、午後２時～

鳴子おどり
●出演　岩倉鳴子おどりの会　五条川桜
●とき　９日㈯正午～　

子どもふれあいコーナー
　「フワフワ」遊具で、子どもたちが遊べます。

い～わくんとのふれあいタイム
●とき　９日㈯午後３時～、10 日㈰午前 10 時 30 分、午
後０時 30 分～

特産品コーナー
　福井県大野市など各地の特産品を販売します。
福井県大野市（生まいたけ、まいたけ加工品、その他特産
品など）、岐阜県下呂市（串焼き、五平もち、飛騨りんごなど）
※販売物は変更される場合があります。

名古屋コーチンコーナー
　岩倉市の特産品である名古屋コーチンの生肉や鉄板焼の
販売を行います。

消防署コーナー
　煙体験ハウス

国際交流協会コーナー
　もちもち焼きギョーザの販売など

自動車ショー　
　岩倉自動車整備組合による新車展示とチャリティー餅つ
きを行います。

★総合体育文化センター東
　植木、苗木の販売を行います（稲沢市）

★総合体育文化センター南
・献血コーナー
９日㈯午前 10 時～ 11 時 30 分、午後 1 時～ 4 時
10 日㈰午前 9 時～ 11 時 30 分、午後 1 時～ 3 時 30 分
※ 400ml 献血のみの受付となります。

・骨髄バンクドナー登録コーナー
10 日㈰午前 9 時～ 11 時 30 分、午後 1 時～ 3 時
※市では骨髄提供者等助成事業を実施しています。

各まつりとフェアのご案内

一豊行列パレード　10日㈰午後1時ごろ会場到着（パレー
ドはくすのきの家を午後 0時 15分に出発）

商工市民まつり
●その他　
パレードには、幼稚園児鼓笛隊、子どもみこし、岩倉
総合高校ブラスバンドも参加します。

★バザール会場
●幼稚園児鼓笛隊演奏
認定こども園ゆうか幼稚園の園児がくすのきの家から
パレードを行い、会場まで演奏します。10日㈰パレー
ド到着後（午後 1時ごろ）
●太鼓演奏
あすなろ太鼓と輝

きら り
星 9 日㈯午後 1時 30 分～、岩倉太

鼓友の会 10日㈰午後 2時 30分～

山内一豊役　
今井秀明さん
（岩倉市体育協会）

織田伊勢守役　
尾関俊徳さん
（岩倉北小学校）

千代役　
水野晶子さん
（岩倉金融協会）

●一豊行列配役
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農業フェア
　農業フェアでは、市内の農家の皆さんが作った野菜等の品
評会と出品物の即売会を行います。品評会には、丹精込めて
作られた農産物が展示されています。また、バザール会場では、
新鮮で安い農産物の即売、五平餅などが販売されます。

★アリーナ会場
●農業総合品評会　市内で生産された農産物の品評会を行
います。出品物の即売は、10 日㈰午後２時 30 分～
※ 10 日㈰午後２時～アリーナ会場入口付近で整理券を配布
します。
●農産物無料配布
・９日㈯午前 10 時 30 分～ちっチャイ菜、午後１時 30 分～
ミツバ
・10 日㈰午前 10 時 30 分～カーネーション、午後１時～ト
マト
★バザール会場
●農産物即売会　ちっチャイ菜やカリフラワーなどの即売
会や農協女性部による五平餅・赤飯などの販売、農業体験塾（９
日㈯のみ）の PR および焼芋の販売を行います。
　また、市内で生産された「あいちのかおり」等を輪投げの
賞品として配布します。輪投げ…９日㈯午前 11 時 30 分、午
後２時 30 分～、10 日㈰午前 11 時 30 分～

健康フェア
★多目的ホール
●講演会　9日㈯午後２時～３時30分（開場午後１時30分）
・演題　ストレスとうまくつきあう方法
・講師　寺田理恵子さん（フリーアナウンサー）
・入場方法　入場券（無料）が必要です。
（広報いわくら 10月号参照）
※手話通訳者、要約筆記者を配置します。
★アリーナ会場　健康づくりコーナー、薬剤師会コーナー、
アルコール相談コーナー、江南保健所コーナー、食の健康コー
ナー
★柔剣道場
●キッズ歯っぴースマイルプロジェクト　フッ化物塗布、
歯科健診、お口の健康づくりコーナーを実施します。受付は、
10日㈰午前９時 30分～ 11時 30分
・対象　乳幼児から小学４年生までの市民。フッ化物塗布を
されたお子さんにはプレゼントがあります（先着順）。
・費用　無料
・主催　一般社団法人尾北歯科医師会岩倉地区会
・その他　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。
● 8020 歯の健康コンクール表彰式　10 日㈰午後 1 時
30分～ 2時 20分
★健康相談室（剣道場前）
●歯科相談　受付は、10日㈰午前 9時 30分～ 11時 15分

環境フェア
★アリーナ会場
●環境体験ひろば　木の実や枝などを使った工作や、古くなったネクタイ、牛乳パックなどを利用したモノ作りを体験し、自
然に親しみを感じ、リユースについて考えていただくコーナーです。
●発表コーナー　市内で、自然・環境に関わる活動に取り組む団体の皆さんが活動を紹介します。エコグッズの配布、猫に関
する DVD 上映、カッパの絵コンテスト作品や緑のカーテンコンテスト作品の展示などを行っています。
●企業コーナー　ガラスびんや古紙、プラスチック製容器包装などのリサイクルに関する展示コーナーです。カレット（ガラ
スの破片）を使った工作体験なども行っています。
★環境フェア会場（第４駐車場）
●ふれあい花の会による球根（チューリップ）の無料配布　10 日㈰午前 11 時～午後３時　環境フェア会場北側道路で先
着 200 人まで、１家族につき１袋を無料配布します。
※午前 10 時 30 分から整理券を配布します。
●ふれ愛フリーマーケット　ぜひお立寄りください。意外な掘り出し物が見つかるかもしれません。
●ゲームコーナー　子ども向けのコーナーとして、クイズと組み合わせて自然や環境を楽しく考えるコーナーです。
●リユース広場　不用になった食器などの小物のうち、使えるものを販売し、売り上げを地球環境基金へ寄付します。
●フードドライブ　家庭で余っている食品を募集し、NPO 団体を通じて必要としている人へ届けます。
●その他　もったいないお化け屋敷、子ども用品リサイクルショップ、企業コーナー、五条川水族館、ストーンペインティング、
発電体験、花苗の展示・販売、燃料電池自動車の展示（10 日㈰のみ）、ボカシの販売などの催し物を行っています。

スポーツフェア
　子どもからお年寄りまで気軽に楽しんでいただけるコー
ナーや模擬店を用意します。ぜひ、家族とのふれあいや体力
づくりに役立ててください。

★アリーナ会場　
●ニュースポーツ体験コーナー　毎年実施している「カ
ローリング」に加え、昨年度から実施しています「ボッチャ」
も紹介します。
★バザール会場
●模擬店コーナー　ジュース、ビール、焼きそば、みたら
しなどを販売します。

福祉フェスティバル
★アリーナ会場　地域住民が気軽に集える場所であるサロン
紹介コーナー、手話や要約筆記などボランティア団体活動の
体験・展示コーナー、共同募金運動啓発のための赤い羽根作
品展
★バザール会場　福祉の店コーナー（うどん・お好み焼き等
の販売）、福祉施設自主製品コーナー
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みんなの消費生活フェア
★アリーナ会場

『ともに考えよう　令和の明るい社会』をメインテーマに、市
内の消費者団体が、日ごろの研究成果を展示発表します。

【岩倉市婦人会】
『知って得する省エネライフ』
【岩倉団地自治会生活部】
『高齢者にかぎらず、振り込む前に一呼吸』
【岩倉市消費生活モニター】
『たべものをムダにしていませんか？～私達が家庭でできるこ
と！？～』

その他の催し
岩倉市ジュニアオーケストラふれあいコンサート　
●とき　10 日㈰午後１時 15 分～ 45 分
●ところ　多目的ホール
●曲目　モーツァルト / 歌劇「フィガロの結婚」序曲
 アンダーソン / 踊る子猫 
アンダーソン / プリンク・プランク・プルンク 
サウンドオブミュージックメドレー 
ビゼー / 歌劇「カルメン」組曲よりトレアドール

市内巡回バスおよびシャトルバスを運行します
　まつり会場には、駐車場はありません。また、駐輪場も台数に限りがあります。
　今年も石仏・団地・北島方面の３ルートの市内巡回バスと市役所東玄関前から会場
までの無料シャトルバスを運行しますので、ご利用ください。
※路上駐車等は近隣の人の迷惑となりますので、絶対にしないでください。

会場（発） 9:00 9:38 10:12 10:54 11:32 12:06 13:40 14:18 14:52 15:34 16:12
↓石仏駅 9:05 9:43 10:17 10:59 11:37 12:11 13:45 14:23 14:57 15:39 16:17
↓八剱町（旧井上接骨院前） 9:11 9:49 10:23 11:05 11:43 12:17 13:51 14:29 15:03 15:45 16:23
↓五条川小学校西 9:13 9:51 10:25 11:07 11:45 12:19 13:53 14:31 15:05 15:47 16:25
↓平安会館西 9:16 9:54 10:28 11:10 11:48 12:22 13:56 14:34 15:08 15:50 16:28
↓山田歯科前 9:19 9:57 10:31 11:13 11:51 12:25 13:59 14:37 15:11 15:53 16:31
↓大市場ローソン向かい 9:23 10:01 10:35 11:17 11:55 12:29 14:03 14:41 15:15 15:57 16:35
↓ライオン薬局前 9:27 10:05 10:39 11:21 11:59 12:33 14:07 14:45 15:19 16:01 16:39
会場（着） 9:32 10:10 10:44 11:26 12:04 12:38 14:12 14:50 15:24 16:06 16:44

会場（発） 9:00 9:42 10:20 10:54 11:36 12:14 13:40 14:22 15:00 15:34 16:16
↓岩倉団地 42 棟西 9:09 9:51 10:29 11:03 11:45 12:23 13:49 14:31 15:09 15:43 16:25
↓岩倉団地 23 棟西 9:11 9:53 10:31 11:05 11:47 12:25 13:51 14:33 15:11 15:45 16:27
↓曽野町夢結橋東 9:17 9:59 10:37 11:11 11:53 12:31 13:57 14:39 15:17 15:51 16:33
会場（着） 9:24 10:06 10:44 11:18 12:00 12:38 14:04 14:46 15:24 15:58 16:40

会場（発） 9:00 9:34 10:16 10:54 11:28 12:10 13:40 14:14 14:56 15:34 16:08
↓大野レディスクリニック前 9:06 9:40 10:22 11:00 11:34 12:16 13:46 14:20 15:02 15:40 16:14
↓国衙公園北 9:09 9:43 10:25 11:03 11:37 12:19 13:49 14:23 15:05 15:43 16:17
↓川井ミニストップ向かい 9:12 9:46 10:28 11:06 11:40 12:22 13:52 14:26 15:08 15:46 16:20
↓野寄セブンイレブン向かい 9:14 9:48 10:30 11:08 11:42 12:24 13:54 14:28 15:10 15:48 16:22
↓北島町宮東（旧サークルＫ前） 9:18 9:52 10:34 11:12 11:46 12:28 13:58 14:32 15:14 15:52 16:26
↓史跡公園前 9:23 9:57 10:39 11:17 11:51 12:33 14:03 14:37 15:19 15:57 16:31
会場（着） 9:28 10:02 10:44 11:22 11:56 12:38 14:08 14:42 15:24 16:02 16:36

A
コ
ー
ス
（
石
仏
・
大
市
場
方
面
）

B
コ
ー
ス

（
団
地
・
曽
野
方
面
）

C
コ
ー
ス
（
北
島
方
面
）

10 日
のみ

９日
最終

10 日
最終

市役所（発） 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:55 15:55
会　場（発） 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:30 16:10

いわくら市民ふれ愛まつり 2019 市内巡回バス時刻表

シャトルバス（会場　↔　市役所）
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令和２年度放課後児童クラブ（長期休業期間のみの利用も含む）の
入所の受付についてお知らせします

　令和２年度放課後児童クラブ（以下、児童クラブ）の受付を行います。入所を希望される人は、各児
童クラブでお渡しする申請書を対象となる児童クラブに提出してください。

小学校区 児童クラブ名
（実施場所）

申請書配布
受付場所 地域割り 受付時間（平日） 電話番号

岩倉北小学校区
※地域別で分けます。

第一児童館放課後
児童クラブ 第一児童館 中本町、本町、東町、

新柳町１区、栄町 9:30 ～ 19:00 38-1106

第二児童館放課後
児童クラブ 第二児童館

宮前町、西市町、
鈴井町、中野町、
泉町、新柳町

9:30 ～ 19:00 37-0915

曽野小学校区
※地域別で分けます。

第三児童館放課後
児童クラブ 第三児童館 下本町、大市場町 9:30 ～ 19:00 37-3832

第七児童館放課後
児童クラブ 第七児童館 下本町、大市場町を除

く曽野小学校区全域 9:30 ～ 19:00 66-4100

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 岩倉南小学校区全域 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 岩倉東小学校区全域 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 五条川小学校区全域 14:00 ～ 19:00 38-5403

※ 1

実施場所、申請書配布・受付場所、受付時間

※ 1　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。

●申請書配布・受付期間　11 月５日㈫～ 30 日㈯　※日曜日、祝日を除く。
●入所者の選定方法　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、２月上旬に通知します。

【年間を通して利用する場合】
●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１～４年生
※岩倉南小学校区、岩倉東小学校区および五条川小学校区は小学校１～６年生
●放課後児童クラブ実施時間
○平日…下校後～午後７時
○土曜日・学校休業日（春休み・夏休み・冬休み・学校行事の代休日等）…午前８時～午後６時（午前７時 30 分
～午前８時、午後６時～午後７時は延長保育）
※日曜日、祝日、12 月 29 日から１月３日までの期間を除く。
●放課後児童健全育成手数料　
月額 3,000 円　※岩倉市遺児手当受給世帯および生活保護世帯は免除
●延長保育料
土曜日・学校休業日
午前７時 30 分～８時…１日につき 50 円
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

各放課後児童クラブまたは第一児童館（☎ 38-1106）
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●対象家庭、放課後児童クラブ実施時間、延長保育料は年間を通して利用する場合と同様です。
●対象児童についても基本的には、年間を通して利用する場合と同様ですが、夏休み期間に限り、全校区で小学校６年
生まで受け入れます。
●実施場所については、定員の都合により、岩倉北小学校区は、第一児童館（夏休み期間に限り岩倉北小学校でも受け
入れます。）、曽野小学校区は、第三児童館で受け入れます。
●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。
●放課後児童健全育成手数料　令和２年度から手数料が改正されます。

【長期休業期間のみの利用の場合】
　春休み、夏休み、冬休みの長期休業期間のみの入所申込も同時に受け付けます。

長期休業期間 手数料
春休み（４月）…〔４月１日から 1 学期始業式まで〕 900 円
夏休み（７月）…〔１学期終業式から７月 31 日まで〕 1,400 円
夏休み（８月）…〔８月１日から２学期始業式まで〕 3,000 円
冬休み   　      …〔２学期終業式から 12 月 28 日まで、１月４日から３学期始業式まで〕 1,000 円
春休み（３月）…〔３学期修了式から３月 31 日まで〕 900 円

※岩倉市遺児手当受給世帯および生活保護世帯は免除

サクラサクいわくらコン活交流事業

●とき　12 月 14 日㈯午後 6 時～ 9 時 20 分
●ところ　お菓子の城（犬山市新川 1-11） 
●受付  男性：午後 5 時 30 分～　女性：午後 4 時 30 分～（受付後ドレスをお選びいただきます）
●参加費　男性：3,300 円　女性：2,300 円（飲食代、会場代等を含む）
●申込期限　12 月 2 日㈪
●募集人数　40 人（男性 20 人　女性 20 人）

【内容】
心ときめくお菓子の城でクリスマスパーティー☆
おいしいお食事やスイーツを堪能しながら男女グループでトークを楽しみます。
お食事後には、女性はドレスに着替えて装いも新たに華やかなパーティーを楽しみます♪
※ 女性は受付後、お菓子の城にある 300 着以上のレンタルドレスからお好きなドレスをお選びいただきます。
男性は女性をエスコートできるようなスマートカジュアルでお越しください。

●申込方法　専用ホームページよりお申込みください。　https://iwakura.gifu-aichi.com/
●対象者　市内在住・在勤または将来岩倉市に居住意思のある 25 歳～ 39 歳の独身男女
お申し込みが確認できましたら受付完了メールをお送りします。
受付完了メールが届かない場合は、下記 問合先までご連絡ください。
●上記イベントは岩倉市から業務を受託した RunLand ㈱が企画・運営を行います。
イベント参加のお申込みや内容に関するお問い合わせについてはRunLand ㈱までお願いします。
※募集人数に達しなかった場合は、その後も応募を受け付ける場合があります。また、募集人数を超えた場合は
抽選となります。
●主催　岩倉市　●問合先　RunLand ㈱（☎ 0584-73-5123、MAIL：info@runland.co.jp）

【婚活イベント第 3弾】お城でXmas PARTY ！



広報いわくら　令和元年11月号 12

令和元年度岩倉市職員採用候補者試験を行います
秘書企画課秘書人事グループ（☎ 38-5801）

１．職種・採用予定人数および受験資格
※身体障害者手帳の交付を受けている人も受験が可能です。

職　　種 採用予定
人数

受　験　資　格
学歴 年 齢 等 資 格 等

技術職（土木） １人
短　大

・
大　学

昭和 59 年４月２日以降に生まれた人で
令和２年３月 31 日までに卒業した人、
または卒業見込みの人

土木施工管理技士等、土木技術資格を取得し
た人、または土木に関する課程を卒業した人
もしくは、卒業見込みの人

２．採用予定日　令和２年４月１日㈬
※地方公務員法第 16 条に定められている欠格条項に該当する人は受験できません。

３．一次試験

とき 12 月７日㈯　午前８時 45 分～正午
受付開始：午前８時 15 分（※午前９時 50 分を過ぎると受験できません。）

ところ 市役所　７階　大会議室
一次試験内容 教養試験、適性検査

４．受験手続
（１）試験申込書および受験票の請求方法
　①市役所秘書企画課で直接受け取る。
　②郵送請求
　　封筒に ｢採用試験申込書請求｣ と朱書きし、120 円分の切手を貼ったＡ４判サイズの返信用封筒［郵便番号・
　　住所・氏名を明記］を同封してください。
　③インターネットでの入手
　　市ホームページからダウンロードすることができます。

（２）申込方法
受付期間 11 月１日㈮～ 22 日㈮　午前８時 30 分～午後５時 15 分（土・日曜日、祝日は除く）

提出書類
岩倉市職員採用候補者試験申込書（市指定のもの）、受験票（市指定のもの）
※試験申込書は、Ａ３サイズで提出。貼付の写真は、６カ月以内に撮影したもの。
※資格を有する場合は、申込書の資格等欄に取得年月、資格等の名称を明記すること。

申込方法
①市役所秘書企画課に直接持参
②郵送で申し込む ※受付期間内必着のこと（封筒に「採用試験申込み」と朱書きし、提出
　書類［受験票は、表裏に必要事項を明記・63 円切手貼付］を必ず同封してください。）

受験票の交付 直接申込書等を持参された人は、その場で受験票を受付し交付します。
郵送申込みの人は、受験票を受付後、送付します。

※試験会場へは、公共交通機関などを利用してお越しください（市役所へは、名鉄岩倉駅から徒歩３分）。

岩倉市職員人事異動をお知らせします（令和元年 10月１日付け）
秘書企画課秘書人事グループ（☎ 38-5801）

【課長級】
市民部環境保全課長　隅田　昌輝（議会事務局長）、議会事務局長　丹羽　至（市民部環境保全課長）

【主幹級】
総務部秘書企画課主幹兼市制 50周年推進担当　小出　健二（総務部秘書企画課統括主査）、建設部都市整備課主幹　
浅田　正弘（建設部都市整備課統括主査）、建設部企業立地推進室主幹　岡　茂雄（建設部企業立地推進室統括主査）

（　）内は旧職名
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赤ちゃん訪問事業を実施しています 社会保険料（国民年金保険料）
　　　　控除証明書を送付します

●とき　12 月２日㈪・12日㈭・19日㈭（３回コース）
午後１時 30分～３時 30分
●ところ　総合体育文化センター　１階多目的ホール
●内容　健康器具等の説明や疑似体験（体力チェッ
ク）、運動実技、現地で健康器具の体験等をします。
●講師　曽根雅枝さん（健康運動指導士）

●持ち物　水分補給用の飲み物
●その他　運動ができる服装、靴でお越しください。　
●定員　30 人（先着順）　　
●費用　無料　
●申し込み　11 月 27 日㈬までに保健センターにお
申し込みください。（電話可）

「五条川健幸ロード」で今より健康！元気！になろう！
　健康器具・ウォーキングサイン体験セミナー

健康課健康支援グループ
（保健センター内☎ 37-3511）

けんこう

　地域の中で安心して子育てができ、子どもたちの
健やかな成長を支援するために実施しています。

●内容　地域の民生委員・児童委員、主任児童委員さん
たちが赤ちゃん訪問員として、対象家庭を訪問し、出産
お祝い品などをお届けします。訪問の際には、子育てに
関する相談もお受けしますので、気軽にご相談ください。
●対象　市内の生後４か月までの乳児のいる全ての家庭
●訪問時期　おおむね生後３か月前後のころ
●出産お祝い品　
・第１子…絵本セット
・第２子以降…乳歯ブラシセット

　国民年金保険料は、所得税・住民税における社
会保険料控除の対象です。控除を受けるためには、
年末調整・確定申告の際に社会保険料（国民年金
保険料）控除証明書または領収証書が必要です。

●送付時期　11月上旬に日本年金機構から送付し
ます。
●送付対象者　平成 31 年１月１日から令和元年
９月 30 日までの間に国民年金保険料を納付した
人。ただし、10 月１日から 12 月 31 日までの間
に令和元年中に初めて国民年金保険料を納付した
人は、翌年２月上旬に送付されます。

福祉課社会福祉グループ（☎ 38-5830）
一宮年金事務所（☎ 0586-45-1418）

FUTURE SESSION ＠ IWAKURA 2nd season　
～近いミライ、期待シタイ～

　岩倉のまちを舞台に「こんなことがしたい！」「仲間を見つけたい」「まちづくりに関心アリ」など集まったメ
ンバーが自由に語り合い、対話から価値を生み出す『創造的な語り場＝フューチャーセッション』を開催します。　
　昨年度、初めて開催し、ここで生まれたイベントのアイデアも実現しました。日々の生活にちょっとした刺激
が欲しい人、集まれ！

●とき　11月21日㈭、28日㈭午後7時～9時30分（午後6時30開場）
●ところ　さくらん坊（市役所 2階カフェ）
●内容　アイスブレイク、まちづくりに関するワークショップ　など
●ファシリテーター　加藤武志さん（まち楽房㈲代表取締役、中京大学
非常勤講師）
●対象　18～ 39歳の人（原則 2回とも参加できる人）
●定員　20人（先着順）
●参加費　500 円 / 回（飲み物・軽食あり）
●申し込み　11月 8日㈮までに、上記問合先にお電話、または①氏名
②年齢③電話番号を入力の上、メールを送信してください。

協働安全課市民協働グループ（☎ 38-5803）、メール :kyoudou@city.iwakura.lg.jp
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令和２年度「市民活動助成金」の
対象事業を募集します

●問合先　協働安全課市民協働グループ（☎ 38-5803）、市民活動支援センター（☎ 37-0257）

　令和２年４月 1日から令和３年 3月 31日までに実施する事業が対象です。
　市民活動団体が取り組む、地域課題を解決したり、市民の福祉向上やまちづくりに貢献したりする事業
に対して助成金を交付します。

●はじめの一歩コース
　１団体１回限り　５万円まで　補助率 90％以内
　これから市民活動を始める団体、一歩を踏み出したばかりの団体（設立から３年以内）の活動に助成します。

●ステップアップコース
　１事業３回限り　１回あたり 15 万円まで
　補助率１回目 70％以内、２回目 50％以内、３回目 30％以内
　年間を通して計画的に実施し、３年以上継続する予定の活動に助成します。

●イベントコース
　１事業１回限り　５万円まで　補助率 50％以内
　令和２年度中に実施する単年度計画のイベント等の活動に助成します。

※全コースとも複数の団体と協働して行う場合は、補助率を 10％加算します。
①応募期間　11 月 11 日㈪～ 12月６日㈮
②提出書類　申請書・事業計画書・事業収支予算書
③応募先　市役所６階協働安全課市民協働グループ
※募集要領・申請書等は、協働安全課と市民活動支援センターにあります。また、市のホームページから
もダウンロードできます。

　応募期間中、市民活動支援センターにおいて制度に関することや申請書の書き方などのさまざまな疑
問や相談についてスタッフがお答えします。お気軽にお問い合わせください。

★企画提案発表会　事業のプレゼンテーションと質疑応答を実施します。応募した団体は必ず参加してく
ださい。（一般参観もできます。）
●とき　令和２年２月２日㈰午後１時～
●ところ　市民プラザ　多目的ホール
★審査　岩倉市市民活動助成金審査会において審査します。
★交付決定　審査の後、助成事業と助成額を内定し、３月中に通知します。

今後の予定

★対象コース
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男女共同参画
コーナー

11 月 11 日は「介護の日」
・長寿介護課介護保険グループ（☎ 38-5811）
・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）

　一人ひとり性のあり方はちがいます。
　多様な性のあり方や LGBT（性的マイノリティ）のひとが感じている生きづらさについて理解を深め、一人ひと
りが暮らしやすいまちにしていきましょう。

●とき　12月1日㈰午後1時30分～3時30分（予定）
●ところ　生涯学習センター会議室 3・4
●講師　風間孝さん（中京大学国際教養学部教授）
●参加費　無料

●定員　40人（先着順）
●申し込み　上記問合先まで、氏名・電話番号をお伝
えください。
●共催　公益財団法人あいち男女共同参画財団

男女共同参画サテライトセミナー
　「『性の多様性』とともに生きる
　　　　　　　　　　　　～一人ひとりが暮らしやすいまちへ～」

協働安全課市民協働グループ（☎ 38-5803、メール：kyoudou@city.iwakura.lg.jp）

　昨年度まで 11月上旬頃に該当者へ送付していましたが、今年度より１月下旬の発送に変更します。
　年末調整等で認定書が早めに必要な場合は、ご相談ください。

●障害者控除対象者認定書とは
　介護保険で要支援２・要介護１～５の要介護認定を受けている人は、障害者手帳・療育手帳等交付者でなくても、
「障害者控除対象者認定書」を提示することで年末調整や所得税の確定申告時に障害者控除を受けることができま
す。なお、平成 31年および令和元年中に亡くなっている場合は、亡くなられた時点の認定に基づいて発行します。

障害者控除対象者認定書は今年度より１月下旬に発送します
長寿介護課介護保険グループ（☎ 38-5811）

　11月 11日は「いい日、いい日」にかけて「介護の日」です。「介護」について考えてみませんか。

●仕事と介護の両立を
　少子高齢化の進行に伴い、今後は年齢や性別を問わ
ず、働きながら家族の介護に携わる人が増加すること
が予想されます。その中で、介護による時間的制約な
どから、やむをえず仕事を辞める「介護離職」が大き
な問題となっています。しかし、継続的な介護には経
済的負担がかかり、介護を終えた後の人生を考えても
経済的基盤は重要です。
　介護に直面しても、退職せずに仕事と介護を両立す
るためには、会社の理解と協力が必要です。会社は育
児・介護休業法により、介護をする従業員を支援する
こととされています。多くの働く男女が、要介護状態
になった家族の介護のために、休業や短時間勤務等、

仕事と介護を両立させるための制度を利用することが
できます。
●地域の介護支援体制
　介護は、家族だけで行うことが難しい場合がありま
す。精神的なストレスから「介護うつ」や高齢者虐待
に発展してしまうこともあります。
　地域包括支援センターでは、介護をする家族の負担
軽減や要介護者の生活の質の向上のため、保健師、社
会福祉士、主任介護支援専門員などが協力して介護に
関する悩みや相談に応じ、それぞれの状況にあった支
援を行っています。困っていることがあったら一人で
抱え込まないで、お気軽にご相談ください。


