※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、行事が中止または内容が変更となる場合があります。
最新の情報については、各担当にお問い合わせください。

イベント
岩倉市地震防災講習会に
参加しませんか？

市民スペース

協働安全課防災安全グループ
（☎ 38-5831）

生涯学習課生涯学習グループ
（☎ 38-5819）

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
は「70％～ 80％」とされていま
す。
巨大地震はいつ起きてもおかし
くない状況です。この災害に備え
て、今自分にできることを考えて
みませんか？
イベント

●とき

市役所庁舎ミニステージ
【ひまわりコンサート】

●とき ５月 31 日㈰午後２時～
３時 30 分
●問合先 山田（☎ 090-29256958）

募
集
健
康
お知らせ
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生涯学習センターギャラリー
【煌画会・第 16 回煌画会日本画
展】
●とき ５月 11 日㈪午前 10 時
～ 17 日㈰午後４時
●問合先
5757）

楠（☎ 052-836-

令和2年５月号

募

集…………P20

健

康…………P25

お知らせ…………P27
新型コロナウイルス感染症に関連

する最新情報については、以下の
URL もしくは QR コードからホー
ムページをご覧ください。

イベント等の中止・延期に関す
る最新情報については、以下の
URL もしくは QR コードからホー
ムページをご覧ください。
URL:https://www.city.iwakura.
aichi.jp/0000004143.html

広告
広報いわくら

イベント…………P19

html

●申し込み 6 月 12 日㈮までに
協働安全課へ直接お申し込みくだ
さい（電話での申し込みも可）。

広告

Iwakura City Information

URL:https://www.city.iwakura.
aichi.jp/category/2-12-0-0-0.

6 月 27 日 ㈯ 午 前 9 時

30 分～正午（予定）
●ところ 市役所 7 階大会議室
※駐車場には限りがありますの
で、可能な人は徒歩や自転車での
参加をお願いします。
●講習会内容
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」
※内容は変更することがありま
す。
※講習会の最後には修了証の授与
を行います。
●定員 70 人

情報コーナー

※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、行事が中止または内容が変更となる場合があります。
最新の情報については、各担当にお問い合わせください。

募

イベント

集

市民ボウリング大会参加者
岩倉市体育協会事務局
（生涯学習課内☎ 38-5819）
●とき ６月 27 日㈯午前９時～
●ところ 稲沢グランドボウル

（稲沢市）
※総合体育文化センターにシャト
ルバスをご用意します。

●試合方法 個人戦 順位は２
ゲームの合計点で決定
女 性、65 歳 以 上 の 女 性、70

福知山市みどりの親善大使
「ゴーヤ先生」による緑のカーテ
ン作りの講義、植え付け体験を行
います。

●とき ５月 21 日㈭午前 10 時
～正午
●ところ くすのきの家
●講師 ゴーヤ先生と土屋真奈見
さん（エスペックみどりの学校）
●参加費 無料

プロによる上質な音楽をオペラ
のお話しを交えながら、お楽しみ
ください♪（３月８日公演予定で
あったふれあいみどりのコンサー
トの振り替えです）
●とき ５月 17 日㈰午後２時～
●ところ みどりの家ふれあい交

流ホール
●入場 無料
●出演 ソプラノ / 大須賀園枝、
ホルン / 川尻登夢、ピアノ / 民谷
美緒
●曲目 歌手＆ホルンの知られざ
るドイツの名曲、オペラ歌曲「カ
ルメン」より
ほか

健
康
お知らせ

および体育協会賛助会員。
●定員 120 人（先着順）

●申し込み ６月 12 日㈮までに
岩倉市体育協会事務局（市役所６
階生涯学習課内）にお申し込みく
ださい。

広告

集

●定員 40 人程度
●対象 市内在住・在勤の人
●申込期限 ５月 15 日㈮
●その他 参加者には、ゴーヤ先
生から、ゴーヤの苗のプレゼント
があります。

地域交流センターみどりの家
（☎ 66-6700）

募

ディキャップがありません。また、
過去３年の優勝者には、１ゲーム
につき 20 点のマイナスハンディ
キャップがあります。
●参加費 1,500 円
※ 1 体育協会事務局もしくは当
日現地にてお支払いください。
※２ ボール・シューズの持参に
よる返金はありません。ご了承い
ただきますようお願いします。
●表彰 入賞、とび賞、各部門賞、
その他景品多数
●対象 小学３年生以上（小学生
は保護者同伴）で市内在住・在勤・
在学の人、または、体育協会会員

環境保全課環境グループ（☎
38-5808、kankyohozen@
city.iwakura.lg.jp）

みどりのコンサート♪ソプラ
ノ＆ホルン＆ピアノが誘う美
しい午後のひととき♪

イベント

歳以上の男性、小学生、中学生に
は、
ハンディキャップがあります。
ただし、過去５年間の大会で入賞
（優勝～６位）された人は、ハン

ゴーヤ先生の
緑のカーテン講座

広告
広報いわくら

令和2年５月号
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※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、行事が中止または内容が変更となる場合があります。
最新の情報については、各担当にお問い合わせください。

募

集

岩倉市行政経営プラン推進委員会委員
行政課行政グループ（☎ 38-5804）
第２期岩倉市行政経営プランの推進に関する評価等について審議していた
だくため、岩倉市行政経営プラン推進委員会委員を募集します。
●会議 年３回程度（平日昼間を
予定）、岩倉市行政経営プラン推進

委員会に出席していただき、第２
期岩倉市行政経営プラン行動計画
における市の取組項目について所

イベント

管課より説明を受け、その実績等
についての審議をしていただきま
す。

募

●任期 令和２年度から令和４年
度までの３年間
●応募資格 市内在住で、18 歳以
上の人

●募集人数 ２人（応募者の中か
ら選考のうえ決定させていただき
ます）
なお、岩倉市行政経営プラン推
進委員会は、学識者等を含め、10

人以内で構成します。
●申し込み ５月 22 日㈮までに
市役所３階行政課または市ホーム

ページから応募用紙を取得してい
ただき、必要事項をご記入のうえ、
郵送、ファクス、Ｅメールまたは
持参で提出してください。

集

流域モニタリング一斉調査の参加者

健

環境保全課環境グループ（☎ 38-5808）

康
お知らせ

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。
●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

にて報告してください。
●対象 どなたでも参加できます
（小学生以下の人は、保護者と一
緒に調査してください）。

広告
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●調査期間 ６月５日㈮（環境の
日）～９月末日
●申込期間 ５月１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。

広告
広報いわくら

令和2年５月号

稲づくり農業体験で
田植えや稲刈りを
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。
実際にお米を栽培している農家
さんの指導のもと、市の自然に触

れながら、田植えから稲刈りまで、
全てを手作業で、
「あいちのかお
り」を栽培します。
●募集期間 ５月７日㈭～ 22 日
㈮
●応募家族数 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全
員で一緒に行います。（収穫され
たお米は、参加者全員で分配しま
す）
●ところ
東町白山 252
●作業予定
６月６日㈯ 田植え
６月下旬
草取り
７月中旬
草取り
８月上旬
ヒエ刈り
10 月上旬 稲刈り
※天候や生育状況により作業の日
程は変更されることもあります。
●申し込み お電話にてお申し込
みください。

※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、行事が中止または内容が変更となる場合があります。
最新の情報については、各担当にお問い合わせください。

募
愛知県障害者委託訓練
「就職のためのオフィスマス
ターおよび P 検対策コース」
の受講生
愛知障害者職業能力開発校
（☎ 0533-93-2505）
●訓練期間 ７月１日㈬～８月
31 日㈪（７月１日㈬、月、火、木、

金曜日の午前 10 時～午後４時）
●ところ ぱそメイト国府宮教室
（稲沢市国府宮２-5-21）
●訓練内容 ワード・エクセル（基

礎・活用）
、
パワーポイント（基礎）、
P 検試験対策、就職支援

初心者テニス教室参加者
テニス協会 深谷
（☎ 090-2132-9958）
● と き ５ 月 24 日 ㈰ か ら ６ 月
28 日㈰までの６回

毎週日曜日 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
ケット等（ラケットの貸し出し有

岩倉市国際交流協会 石黒
（☎・FAX66-5139）、山田（☎・
FAX66-4811）
日本の日常生活や文化に触れた
い留学生や外国の人を受け入れて
くださるホストファミリーを募集

しています。
ホームステイプログラムは、年
２回で春と秋頃を予定していま
す。私たちと一緒に異文化交流し
てみませんか。
国際交流に興味のあるご家庭の
登録をお待ちしています。登録い
ただいた人にはホームステイのご
案内を随時させていただきます。
「興味はあるけど…」、
「もっと
詳しく知りたい！」人は、どうぞ
お気軽にお問い合わせください。

募
集
健

り）
●申し込み ５月 20 日㈬までに
岩倉市体育協会事務局（市役所６
階生涯学習課内）にお申し込みく
ださい。
※締切日以前でも、定員になり次
第締め切ります。

ホストファミリー登録

イベント

●対象者 マウスの操作が可能な
身体、精神、知的、発達障がいの
人で、公共職業安定所長が訓練を
受講することが適職に就かせるた
め必要と認めた人
●定員 ６人（面接で選考）
●受講料 8,800 円（テキスト代）
●申し込み ６月３日㈬までに、
公共職業安定所にお申し込みくだ
さい。

集

康
お知らせ

「こども 110 番の家」協力いただける個人・団体
学校教育課学校教育グループ（☎ 38-5818）
「こども 110 番の家」とは、
「こども 110 番の家」と記載されたプレー
トを玄関や店先など見やすい場所に設置し、子どもたちが、何かのトラ
ブルに巻き込まれそうになったとき、その子どもを保護するとともに、
警察、学校、家庭などへ連絡するなどして地域ぐるみで子どもの安全を
守っていくボランティア活動です。
「こども 110 番の家」と記載されたプレートは、犯罪や被害への大き
な抑止効果にもつながります。
●申し込み

市役所６階学校教育課に備えてある所定の申出書に記入の

うえ、提出してください。市のホームページからダウンロードすること
もできます。
（現在ご協力いただいているプレートが古くなった場合などは交換します
ので、お申し出ください。）

広報いわくら

令和2年５月号
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※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、行事が中止または内容が変更となる場合があります。
最新の情報については、各担当にお問い合わせください。

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☎ 38-5819）
●応募方法 各会場で受付
名

称

バウンド
テニス
協会

会

場

と

き

総合体育文化
センター

火曜日
午後 7 時～ 9 時

総合体育文化
センター

水曜日
午後 1 時～ 3 時

南部中学校
体育館

金曜日
午後 7 時～ 9 時 30 分

イベント

総合体育文化
インディアカ センター
協会
岩倉中学校

木曜日
午後 7 時～ 9 時
土曜日
午後 7 時 30 分～ 9 時 30 分

南部中学校
体育館

日曜日
午後 7 時 30 分～ 9 時 30 分

健

火曜日
午前 9 時 30 分～正午

象

募集人員

代表者

高校生以上

多数

神田茂
森山敬一

体育館

ソフトバレー 総合体育文化
ボール連盟 センター

対

月 500 円

集

金曜日
午後 7 時～ 9 時

費

田中信彦
090-5619-1082

募

ビーチボール 総合体育文化
協会
センター

会

月 500 円

高校生以上
（市内在住、在勤）

多数

石黒さち子

月 500 円

高校生以上

多数

飯田絹江
66-3878
090-7048-5722

月 500 円

高校生以上

多数

関戸一人

年 4,000 円

女性のみ

多数

真鍋由美子

高校生以上

多数

南谷秀美

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

月 2,000 円
入会金なし

制限なし

多数

石黒勝彦

気功クラブ

総合体育文化
センター柔道場

土曜日
午前 10 時～ 11 時 30 分

月 1,000 円

高校生以上

若干名

大嶋敏英

月 300 円

高校生以上

多数

小川吉夫
090-4861-9143

月 1,500 円

高校生以上

多数

須田直広

年 4,000 円

40 歳以上
男女

若干名

石田照雄

会

対

康

岩倉中学校
体育館

お知らせ

グラウンド 市内グラウンド
ゴルフクラブ 各所
健康太極拳
同好会

総合体育文化
センター剣道場

日・火・水・金曜日
午前９時～ 11 時
土曜日
午後 1 時～ 3 時

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

○ダンス＆エアロビクスサークル
名

称

JUN

FIT
ティスコス

23

会

場

と

き

費

象

募集人員

代表者

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 2,000 円

女性

多数

河野妙

南部中学校
体育館

木曜日
午後７時 30 分～ 9 時 30 分

月 1,000 円

高校生から
シニアまでの女性

多数

堀場浩子

女性

多数

田中知美

総合体育文化
金曜日
月 2,500 円
センター剣道場 午後 1 時 30 分～ 2 時 30 分

広報いわくら

令和2年５月号

※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、行事が中止または内容が変更となる場合があります。
最新の情報については、各担当にお問い合わせください。

募
保育園の会計年度任用職員
（パート保育士）
子育て支援課保育グループ
（☎ 38-5810）
子どもが好きで、保育士資格を
お持ちの方、伝統ある岩倉市の保
育園で働いてみませんか。
応募をお待ちしています。

●職名 一般保育士（早番・遅番）
●報酬単価
・時間額 1,219 円～

生涯学習課スポーツグループ（☎ 38-5819）
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。
●とき ６月 14 日㈰※グラウン
ドゴルフは雨天中止の場合、6 月

●参加費

１人

200 円

● 申 し 込 み ５ 月 22 日 ㈮ ま で
に、市役所６階生涯学習課までお
申し込みください。

21 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
だし、小学生は保護者同伴）。
とき

種目

会場

グラウンドゴルフ

9:00 受付
9:30 ～ 12:00

・インディアカ
・ソフトバレーボール

13:00 受付
13:30 ～ 16:00

・ビーチボールバレー
・ラージボール
・バウンドテニス

石仏スポーツ広場

総合体育文化センター
アリーナ

集

8:30 受付
9:00 ～ 11:30

募

令和２年度母子家庭等就業支援講習会の受講者

健

愛知県母子寡婦福祉連合会（☎ 052-915-8862）

康

・1 日 7.5 時間かつ週 30 時間以
上勤務できる人
・早番（午前 7 時 30 分から）と
遅番（午後 7 時まで）の両方の
勤務ができる人
●勤務時間
・月～土曜日のうち週 5 日
・午前 7 時 30 分から午後 7 時ま
での間で 1 日 7.5 時間勤務

スポーツレクリエーション祭の参加者

イベント

・6 月と 12 月に期末手当を支給
します。
●資格要件
・保育士資格を有する人

集

●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（介護
職員初任者研修については、７月
７日㈫から８月 18 日㈫までの期
間で自宅学習（テキスト学習）が
40.5 時間可能な人）

●講習内容（かっこ内は講習場所）
・パソコン講習 初級（名駅・豊田）
受講期間
名駅：６月 27 日から 10 月３日
の間の毎週土曜日
豊 田： ６ 月 27 日 か ら 10 月 17

日の間の毎週土曜日（８月 15 日、
９月 26 日を除く）

・介護職員初任者研修（名駅）
受講期間 ６月 30 日から 10 月
27 日 の 間 の 毎 週 火 曜 日（ ８ 月
11 日、９月 22 日を除く）

●定員 20 人（募集定員を超え
た場合は抽選）
●受講料 原則として無料です。
ただし、教材費、交通費は自己負
担となります。

●申し込み ５月８日㈮～ 29 日
㈮に子育て支援課（☎ 38-5810）
へお申し込みください。
※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。
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お知らせ

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の受講者を募集します。

※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、行事が中止または内容が変更となる場合があります。
最新の情報については、各担当にお問い合わせください。

募

集

令和２年国勢調査の会計年度任用職員
秘書企画課企画政策グループ（☎ 38-5805）
令和２年 10 月１日を調査期日として、全国一斉に国勢調査が実施されます。
このことに伴い、以下のとおり会計年度任用職員を募集します。
【勤務条件】
●勤務内容 国勢調査事務の補助
●勤務期間 ６月～ 12 月 ※業務の都合により、期間が変動する場合があります。
●勤務時間 午前９時～午後３時 30 分（土・日曜日、祝日を除く） ※１日の勤務時間は応相談
●報酬単価
●募集人数

951 円 / 時間
１人

イベント

●勤務資格 ワード・エクセル等簡単なパソコン操作ができる人
・通勤方法や距離に応じて、通勤にかかる費用が支給される場合が
あります。
・最低賃金額の変更や給与改定等により、報酬単価が変更となる

募

場合があります。
●応募・選考方法等 市ホームページに掲載されている「岩倉市
会計年度任用職員応募申込書」に「履歴書」（市販のものも可）を
添えて、5 月 20 日㈬【必着】までに、市役所秘書企画課企画政策
グループへ郵送するか、市役所５階の窓口へご提出ください。

集
健

～令和２年国勢調査の調査員を募集しています～

康

広報２月号にも掲載していますが、国勢調査の調査員を募集しています。
皆さんのご協力が必要な調査となりますので、ご協力をお願いします。
詳しくは、広報２月号や市ホームページ「令和 2 年国勢調査について」ページをご覧ください。

お知らせ

健 康
総合体育文化センターと保健センターのコラボ企画
「体力チェックをしよう！」
健康課健康支援グループ（保健センター内☎ 37-3511）
●とき
６月４日㈭午後２時～４時

６月９日㈫午前９時 30 分～ 11 時 30 分
●ところ 総合体育文化センター１階トレーニング
室前
●対象 市民
●内容 体力チェック（握力、長座体前屈、椅子立
ち上がりテスト、10 ｍ歩行測定等）
※総合体育文化センターのトレーナーと保健セン
ターの保健師が測定と結果説明をします。
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日頃の運動効果を数値で確認してみましょう。
●持ち物 動きやすい服装と室内靴
●申し込み 不要

※来所順に測定しますが、時間帯によって混雑する
こともあります。あらかじめご了承ください。

※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、行事（検診含む）が中止または内容が変更となる場
合があります。最新の情報については、各担当にお問い合わせください。

健 康
５月・６月に保健センターで実施するがん検診等はすべて延期します
健康課保健予防グループ（保健センター内☎ 37-3511）
５月・６月に保健センターで実施するがん検診等は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、すべて延期さ

せていただきます。それに伴い、５月１日㈮から予定していました申し込みも延期させていただきます。
市民の皆さんの健康と安全確保を最優先させていただくため、ご理解いただきますようお願いいたします。
①延期となる検診等（５・６月実施分）
・レディスマンモセット検診
・乳がん検診（エコー・マンモグラフィ）

②申込開始日等を変更する検診
・子宮頸がん検診（大野レディスクリニック実施分）
当初、４月 12 日㈰から保健センター窓口で申込開

・大腸がん検診
・肺がん検診（喀痰細胞診）
・肺がん・結核検診（胸部エックス線）
・前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査
※今後の日程は、詳細が決まり次第、広報、市ホー
ムページ等でお知らせします。

払いのうえ、受診してください。

・子宮頸がん検診
・骨粗しょう症検診
・胃がん検診（バリウム）

始の予定でしたが、６月１日㈪から電話予約のみで
保健センターにおいて申込受付をすることになりま
した。電話予約後、保健センターへ検診費用をお支

募
集
健

※今後の状況によっては、急に検診等を延期または中止することがあります。その際は、市ホームページ等でお
知らせしますのでご了承ください。

イベント

③予定どおり実施するがん検診
・市内医療機関で実施するがん検診（子宮頸がん検診
を除く）
※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」P. ７をご覧ください。

康

はちまるにいまる

８０２０歯の健康コンクール
お知らせ

健康課健康支援グループ（保健センター内☎ 37-3511）
●対象

市内に住む 80 歳以上の人（昭和 16 年 3 月

に応募（下表のとおり）。
●応募期限 ９月 30 日㈬まで

31 日以前生まれ）で 20 本以上歯のある健康な人
●応募方法 保健センター、市内歯科医院（一般社

●表彰 11 月 8 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。

団法人尾北歯科医師会岩倉地区会会員の歯科医院）

8020 歯の健康づくりコンクール協力歯科医療機関一覧表（令和 2 年度）

令和 2 年 4 月 1 日現在

所在地

医療機関名

電話番号

所在地

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

66-6480

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

東町

青木歯科

66-5955

栄町

クリスタル矯正歯科クリニック

37-8811

川井町

あさだ歯科

37-3457

大山寺本町

小岩井歯科

37-8148

昭和町

犬塚歯科医院

66-3800

栄町

寺澤歯科

66-5508

本町

いわくら駅前歯科

66-8118

石仏町

はっとり歯科医院

66-3080

神野町

岩倉かとう歯科

66-4182

大市場町

はまじま歯科クリニック

37-0030

本町

岩倉歯科・矯正歯科

38-0038

曽野町

ヒガキ歯科医院

38-3888

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

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
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※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、行事が中止または内容が変更となる場合があります。
最新の情報については、各担当にお問い合わせください。

お知らせ

健 康

「さわやかエコスタイルキャ
ンペーン」を実施します
秘書企画課秘書人事グループ
（☎ 38-5801）
市では、地球環境への配慮と省
エネルギー促進を図るため、５月
１ 日 ㈮ か ら 10 月 31 日 ㈯ ま で、
職員は、上着を着用せず、ノーネ
クタイで勤務しますので、市民の
皆さんのご理解とご協力をお願い
します。

イベント

2020 年工業統計調査を
実施します

募

商工農政課商工観光グループ
（☎ 38-5812）

集
健
康
お知らせ

2020 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、2020 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。
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。
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。
●経済産業省工業統計調査ページ
http://www.meti.go.jp/
statistics/tyo/kougyo/index.
html
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５月 31 日は世界禁煙デー
健康課健康支援グループ（保健センター内☎ 37-3511）
たばこは、吸っている本人だけでなく周りの人の健康にも悪影響を及
ぼします。とくに、子どもがたばこの煙にさらされることは、その後の
発育や健康にダメージを与えることにつながります。
健康増進法の改正に伴う受動喫煙対策によって、20 歳未満の人の店舗
や事業所等の喫煙可能なエリアへの立入は禁止されています。家庭内で
も、特に 20 歳未満の人や妊婦がたばこの煙にさらされることは、避けな
くてはなりません。
たばこをやめようとしてもやめられないのは、「ニコチン依存症」とい

う病気のためです。
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。
薬局の薬剤師に禁煙の相談をすることができ
ます。
また、保健センターでは、保健師による
禁煙個別サポートを行っています。電話にて
お問い合わせください。

お知らせ
５月 30 日㈯～６月５日㈮はごみ不法投棄監視ウィーク
環境保全課 廃棄物グループ（☎ 38-5808）または、（清掃事務所☎
66-5912）
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 1,000 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。

※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、行事が中止または内容が変更となる場合があります。
最新の情報については、各担当にお問い合わせください。

お知らせ
弁護士同席の消費生活相談

普通救命講習会の開催
消防署（☎ 37-5333）
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
た人は、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

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。

約トラブル、多重債務など消費生
活に関すること

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）

登録しよう！あいち消費生活情報メールマガジン
愛知県県民生活課消費者教育・啓発グループ（☎ 052-954-6603）
愛知県県民生活課では、最新の消費生活に関する情報等をメールマガ
ジンで配信しています！ぜひ、ご登録ください。
●こんな情報をお届けします！

・消費者トラブルおよび危害や危
険情報
・県民生活課の消費生活等に関す
る情報
・高齢者の見守りに関する情報
・消費者教育に関する情報
・法改正や新制度に関する情報
・募集やイベント情報

●登録方法

①あいち暮らし WEB ホームペー
ジ内「あいち消費生活情報メール
マ ガ ジ ン（https://www.aichishohi.jp/）のページ」へアクセ
スする。
②ご利用案内の内容を確認後、
「あ

いち消費生活情報メールマガジン
登録」をクリック。
③メールアドレスを入力し、「登
録」をクリックすると、登録完了。

（※年代・性別・職業等の入力は
任意です）

広報いわくら
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お知らせ

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

午前 10 時～正午（受付時間は午
前 11 時 30 分まで）

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

康

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

９月 14 日㈪
11 月 17 日㈫
１月 20 日㈬
３月 18 日㈭

市役所１階岩倉市消費

健

消防署（☎ 37-5333）

第３回
第４回
第５回
第６回

５月 20 日㈬
７月 16 日㈭

●ところ

集

市内に自動体外式除細動器
（AED）を設置しています

●とき
第１回
第２回

募

●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ホーム
ページをご覧ください。

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。

イベント

～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

岩倉市消費生活センター（☎ 37-7867）

※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、行事が中止または内容が変更となる場合があります。
最新の情報については、各担当にお問い合わせください。

お知らせ
戦没者遺骨の
DNA 鑑定の実施
厚生労働省社会・援護局事業課
鑑定調整室（☎ 03-5253-1111
内線 4519）
戦没者遺骨について、遺留品な
どの手掛かり資料からご遺族が
推定できる場合には、ご遺族から
の申請に基づいて DNA 鑑定を行
い、親族関係が判明した場合、ご

遺骨をご遺族に返還しています。
４月から、硫黄島およびキリバス
共和国ギルバート諸島タワラ環

募

合に DNA 鑑定を実施することに
なりました。詳しくはお問い合わ
せください。

集

イベント

礁の手掛かり資料がない戦没者
のご遺骨について、ある程度戦没
者とのつながりを確認できる場

子育て支援センター

健

「おでかけひよこ・おでかけ
こっこ広場」のお知らせ

康

子育て支援センター
（市民プラザ内☎ 38-3911）

お知らせ

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）
・おでかけこっこ広
場（1 歳児対象）を開催していま
す。

● 時 間 午 前 10 時 ～ 11 時 30
分
●内容 楽しく交流、育児相談、
ふれあい遊び

全国瞬時警報システム
（J アラート）の全国一斉
情報伝達訓練を実施します

協働安全課防災安全グループ
（☎ 38-5831）

維持管理課管理グループ
（☎ 38-5813）

●とき

用水路にごみや刈った草などを
捨てると、水の流れが悪くなりま

5 月 20 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
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
・「これは、J アラートのテストで
す。」（3 回繰り返す）
・
「こちらは、こうほういわくら
です。」
・チャイム音

ご存じですか

５月 12 日は、民生委員・児童
委員の日です。
民生委員・児童委員の日に合わ
せて 12 日㈫から 18 日㈪までを

【おでかけこっこ広場】
●会場
第１月曜日・第 3 金曜日

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

のきの家

くす

※会場の行事により中止になる
場合があります。
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いていますが、ごみが捨てられる
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。
ごみ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。

福祉課社会福祉グループ（☎ 38-5830）

【おでかけひよこ広場】
●会場
第１・3 火曜日 第三児童館

さくらの家
ポプラの家
くすのきの家

す。
地域の人たちや用水を利用され
ている皆さんに清掃をしていただ

５月 12 日は民生委員・児童委員の日です

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
住民の立場に立って相談に応じ、

第 2・4 火曜日
第１金曜日
第 2・4 金曜日

用水路を適切に管理する
ためのお願い

必要な援助を行い、社会福祉の
増進に努めることを目的としてお

ての不安や妊娠中の心配ごとなど
の相談・支援等を行います。

北部民生委員・児童委員、南部

民生委員・児童委員と児童に関
することを専門的に担当する主任
児童委員が、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。
核家族化、少子高齢化が進行し

時代が変化する中で、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。

※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、行事が中止または内容が変更となる場合があります。
最新の情報については、各担当にお問い合わせください。

お知らせ
特定外来生物オオキンケイギクにご注意ください
環境保全課環境グループ（☎ 38-5808）
オオキンケイギクをご存知でしょうか。５月から７月ごろに道ばたな

どで黄色の花を咲かせているのが見かけられます。
この植物、実は外国から持ち込まれた外来生物であり、繁殖力が非常
に強く、日本固有の植物の生息に影響を及ぼしています。
★移動させてはいけません！
オオキンケイギクは特定外来生
物に指定されており、特別な許可
がない限り、生きたまま移動さ

から抜き取り、種が飛び散らない
ようにその場で袋に入れて枯死す
るまで放置し、枯死させてから燃

やすごみとして処分してくださ
い。

アダプトプログラムに登録していない人もぜひご参加ください。

は、青いものを身に着けてご参加
ください（T シャツ・帽子・タオ
ル等）。
●雨天の場合 午前８時時点で降
雨等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
をご覧ください。

愛知県立一宮東特別支援学校

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）
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。適切な就学には早期からの

学校見学等が大切です。次年度、
就学または入学を考えている人
は、ぜひご参加ください。
●とき

【小学部】７月７日㈫、８日㈬
【中学部】７月９日㈭
午前９時 40 分～ 11 時

●ところ 愛知県立一宮東特別
支 援 学 校（ 一 宮 市 丹 羽 字 中 山
1151 番地１）
●申込期間 ６月１日㈪～ 30 日
㈫（月～金曜日午前９時～午後５
時）
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お知らせ

いただいています。
毎年５月 30 日は、
「アダプトプログラムの日」です。また、５月 30 日（ご
みゼロの日）～ 6 月 8 日（世界海洋デー）は、
「海ごみゼロウィーク」と
され、全国一斉に清掃活動が実施され、市では同時に実施しています。

●申込受付方法 「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

康

人（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

ゼロウィークの活動にご賛同の人

だきますので、ご了承ください。
なお、水曜日と木曜日は休館日
（祝日の場合は開館）のため、ご

健

自分たちの地域に愛着がある、自分たちの住むまちをきれいにしよう、
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 50 団体 2,304

加者の受付等
●持ち物 軍手・ごみ袋等の清掃
道具は当日に配布します。海ごみ

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

集

【オオキンケイギク】

環境保全課環境グループ（☎ 38-5808）

●集合場所 お祭り広場
●セレモニーの内容 市長感謝状
贈呈・アダプトプログラム新規参

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

注意ください。

アダプトプログラムの日と
海ごみゼロウィーク 2020 の清掃

● と き ５ 月 30 日 ㈯ 午 前 ９ 時
30 分～（小雨決行）

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

募

どに植え替えて栽培したり、抜い
た花を別の場所に捨ててはいけま
せんので、ご注意ください。
★駆除を行う場合は
ご自宅や管理している土地に生
えていたら、
駆除をお願いします。
茎を切っただけでは、次の年も花

希望の家（☎ 37-4191）

イベント

せることは法律で禁止されていま
す。綺麗な花だからといって、切
り取って家で生けたり、庭や畑な

を咲かせる可能性があります。根

希望の家の夏休みの利用
申込は５月１日からです

※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、行事が中止または内容が変更となる場合があります。
最新の情報については、各担当にお問い合わせください。

お知らせ
岩倉市ごみ分別アプリを配信しています！
清掃事務所（☎ 66-5912）または環境保全課廃棄物グループ（☎ 38-5808）
スマートフォン対応の岩倉市ごみ分別アプリを配信しています。便利な機能をご紹介します。皆さん、ぜひ
ご利用ください。
【収集日カレンダー】

【資源とごみの分別ガイド】

イベント

お住まいの地域を
設定することで、ご
みの収集日がひと目
で確認できます。収
集日をアラームで通
知する機能やメモを
書きこめる機能もあ
ります。

分別区分ごとに確認できます。また、
分別収集の場所を地図で確認できます。

【ダウンロード方法】

「さんあ～る」で検索または
下 記 QR コ ー ド に ア クセスし
てください。

iPhone 用

募

【よくある質問】

【分別検索】

集

ごみ出しに関するよくある質問を
Q ＆ A 形式で確認できます。

品目名（50 音順）を入力して、どの
分別区分で出せるかを検索できます。

Android 用

【クイズ】
楽しくごみの知識を
習得できます。

健
康
お知らせ

５月 22 日は国際生物多様性の日
生物多様性について考えてみませんか？
環境保全課環境グループ（☎ 38-5808）
地球には、3,000 万種ともいわれる多様な生きものがいます。ゾウのように大きなものから細菌のように
小さなものまで、いろいろな生きものがいて、お互いつながりあい、支えあって生きています。
生物多様性とは、このように生きものが暮らす環境がさまざまあり、その中で多種多様な生きものがお互
いつながり影響しあって、個性豊かに生命を育んでいることです。

私たちの暮らしは、食べ物や衣服、飲み水など、いろいろなかたちで生き物がもたらす恵みに支えられて
います。
■市の取り組み ビオトープ公園である自然生態園（北島町）の生態系の保全、五条川の多自然川づくりを行っ
ています。委託事業の岩倉ナチュラリストクラブが実施する自然生態園の生物調査や岩倉の水辺を守る会が
実施するアカミミガメの駆除とカメの外来種調査、五条川小学校が実施している水生生物調査、いわくら生
きものガイドブックの作成などがあります。
■ MY 行動宣言 生物多様性を守るために、自分にできることを選んで、実践してみませんか。
詳しくは、国連生物多様性の 10 年日本委員会ホームページ http://undb.jp/action/ まで。
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※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、行事が中止または内容が変更となる場合があります。
最新の情報については、各担当にお問い合わせください。

お知らせ
日曜資源回収の混雑緩和に
ご協力ください

献血にご協力ください

図書館休館のお知らせ

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

福祉課障がい福祉グループ
（☎ 38-5809）

生涯学習課図書館グループ
（☎ 37-6804）

● と き ５ 月 27 日 ㈬ 午 前 ９ 時
30 分 ～ 11 時 30 分、 午 後 １ 時

近年、日曜資源回収（第１・第
３日曜日はｅ - ライフプラザ、第

図書館は、特別整理期間のた
め、次のとおり休館します。例年、

応じるため、400ml 献血のみの
受付とさせていただきます。

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

協力をお願いします。

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

～４時
●ところ 市役所
●その他 医療機関からの需要に

す。

貸出日

返却予定日

5 月 8 日㈮～ 11 日㈪

6 月 1 日㈪

募

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。

●休館する日
5 月 22 日㈮～ 31 日㈰
※休館に伴い返却日が変わりま

イベント

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

11 月に実施していましたが、令
和 2 年度は 5 月に実施します。
ご利用の皆さんには、大変ご迷
惑をおかけしますが、ご理解とご

5 月 12 日㈫～ 21 日㈭ ３週間後の日

曽野町・稲荷町・大山寺町・大山寺元町・大
山寺本町・五条町・大市場町

８日㈮ 東新町（岩倉団地）
★ 12 日㈫ 八剱町・井上町・神野町・石仏町
15 日㈮

下本町・昭和町・旭町・栄町二丁目・新柳町・
新柳町１区

★ 19 日㈫

大地町・大地新町・中央町・南新町・川井町・
北島町・野寄町

★ 26 日㈫ 中本町・東町・中野町・鈴井町
★ 29 日㈮ 泉町・西市町・本町・宮前町・栄町一丁目

お知らせ

１日㈮

康

分別収集

健

分別収集・古紙と古着の日（５月）

集

著）

図書館ニュース

糸

（☎３７ ６
- ８０４）

（小川

一般新着図書
★よさこいは、なぜ全国に広がっ
たのか 日本最大の交流する祭
り（川竹 大輔 著）
★夜がどれほど暗くても （中山
七里 著）
児童新着図書
★ちょきんばこのたびやすみ（村
上 し い こ さ く、 長 谷 川 義
史 え）
★ バ レ エ の お け い こ（ 庄 野 ナ
ホコ 絵、石津 ちひろ 文）

ライオンのおやつ

そ の 他 の 新 着 図 書 に つ い て は、市

著）

ホームページ（ https://www.city.

敏

iwakura.aichi.jp/0000003296.
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清明
（今野

３位

著）

）をご覧ください。ホームペー
html
ジから貸出中の図書の予約ができ

２位

圭吾

ます。

（東野

日㈮～ 日㈰は休館日です。

超・殺人事件

22

図書館からのお知らせ

１位

５月

予約の多かった本

※表中の★印は、実施日が通常の実施週または実施日と異
なっていますのでご注意ください。

古紙と古着の日
１日㈮

下本町・昭和町・旭町・栄町二丁目・新柳町・
新柳町１区

９日㈯ 東新町（岩倉団地）
★ 12 日㈫ 中本町・鈴井町
★ 19 日㈫ 西市町・本町・宮前町・栄町一丁目
★ 26 日㈫ 八剱町・神野町・石仏町
★ 29 日㈮ 中央町・川井町

日曜資源回収（9:00 ～ 12:00）
３日・17 日 e- ライフプラザ（清掃事務所）

10 日・24 日

消防署東側防災公園
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