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写真で見るながくて  
夏と秋のあいだ

　第2回  リニものがたり
鉄道空白地帯の長久手

【写真】 みんなで一緒に　オリジナルうちわ作り／9月4日　老人憩の家「さつき荘」
（大学連携の取り組みとして愛知淑徳大学の藤岡泉早さんが撮影）

ふじおか　み　さい

NAGAKUTE

みんなでまちを考えるための情報誌



夏と秋のあいだ
９月上旬、暑さと爽やかさがまじりあった晴天の日
長久手の空には刷毛でなぞったような巻雲、奥にはもくもくとした積雲
田んぼは、緑色から黄金色に変化するグラデーションが美しい
季節はだんだん夏から秋へ。さあ秋は何を楽しみましょう？
（モリコロパークの観覧車から名古屋方面を撮影）

写真で見るながくて
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　平成17年（2005）3月にリニモが開業するまで、長きにわたり鉄道空白地帯だった長久手。2005年日本国
際博覧会（以下、「万博」と記載。）の開催決定をきっかけに、来場者の輸送手段としてリニモが整備されました
が、そこに至るまでには様々な紆余曲折がありました。第2回は、リニモがなかった時代の長久手の交通事情
や、あまり知られていない鉄道計画を振り返ります。

― 長久手にとって、公共交通の原点はどんな乗り物ですか？
　原点と言えるかわかりませんが、明治時代末期から大正にかけて、長湫の山田直右衛門という人が、岩作から現
在の名古屋市名東区猪子石、東区出来町を経由して当時の広小路線の終点の西浦（現在の千種駅付近）まで、
1日1往復の馬車を走らせていました。しかし、大正元年（1912）名古屋電気鉄道（市電）の覚王山線が全線開通
（覚王山－西浦）すると、特に長湫地区の人々は、覚王山まで歩いて電車に乗る人が増えたようです。
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リニものがたり　第２回

明治時代「公共交通の原点は 馬車”」”

― その昔、長久手に鉄道計画があったと聞いたのですが本当ですか？
　本当です。大正15年（1926）に愛知中央鉄道㈱が設立され、瀬戸市
の品野から長久手を通って名古屋港まで鉄道を敷設しようとするもので、
名東区の高針から覚王山までの支線も計画されました。（＊下図参照）
― 約90年前にそんな壮大な計画があったのですか？
　当時は陶磁器産業が盛んで、特に瀬戸はこの地方の中心地として大
変賑わっていましたので、陶磁器の輸出とその沿線の人々の生活の足
として、こうした計画が立てられたのだと思います。
― 当時の長久手村にはなにか支援が要請されたのですか？
　愛知中央鉄道㈱は資金調達のために額面50円の株を6万株発行し、
長久手村には2,500株が割り当てられました。その内訳は、岩作に
1,200株、長湫に800株、前熊と大草にそれぞれ200株、沿線から少し
離れた北熊には100株で、皆割り当てに応じたものと思われます。

― でも、その鉄道が走っていたと聞いたことがありませんが…
　昭和3年（1928年）の夏までに認可申請も済み、測量設計も進んで名
東区高針の極楽や勢子坊では工事も始まりました。ところが、10月には会
社が解散してしまったのです。
― なぜ解散したのですか？
　おそらく、工事を始めてみたものの、将来の見通しがつかなくなったから
でしょう。長久手のある人は、2株を3円で売ったそうです。今もその名残と
して、当時敷設した土堤の一部が猪高緑地に残っているようです。
― まぼろしの鉄道だったんですね？
　もしこの鉄道が完成していたらどうなっていたのでしょうね？ただし、当時
から交通需要は東西方向に強く、南北方向の需要はあまりなかったような
ので、ひょっとしたら廃線になっていたかもしれません。
― そういう意味では、リニモは東西方向ですが？
　リニモは万博で前倒しになったとはいえ、ＪＲ中央線、名鉄瀬戸線、名鉄豊田線とと
もに、東西方向で名古屋市との往来を支える貴重な公共交通路線であり、国の整備
計画にも位置付けられていたので、今の交通事情に合っているのではないでしょうか。

大正時代「まぼろしの鉄道！」

小林  元 さん

長久手市在住の郷土史家で、「長久手の地名」
「香流川物語」など著書多数。

小林  元 （こばやし  はじめ） さん

インタビュー

品野

瀬戸

幡山

長久手

上社
覚王山

高針

天白

名古屋港7号地

まぼろしの
路線計画図（＊）

2 013年10月号04



経営管理課
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　名古屋電気鉄道（市電）の覚王山線が全通（覚王山－笹島）すると、乗合バスが急増しました。『目で見
る千種・名東の100年』には、「大正12年（1923）田代バスが覚王山から長久手、日進方面へ路線を開設、
山口町（名古屋市東区）から長久手までは白バスが走った。」と記述があります。
　また『長久手町史』には、「昭和14年（1939）の瀬戸電気鉄道（後に名鉄に吸収合併）の時刻表には、瀬
戸市と名古屋市山口町を結ぶ路線（白バス）の運行時刻がすでに記されており、そのなかに“岩作止リ”
“岩崎行ハ岩作ニテスグ連絡”などの記述が見られるので、当時すでに瀬戸・日進・名古屋方面を結ぶバ
スが運行されていた」とあります。これらの路線が原型となり、後の名鉄バスに引き継がれることとなります。

大正時代後期～昭和時代「バスがやってきた」

　高度経済成長期になると、3大都市圏では人口集中化により交通インフラを整備することが大きな課題
となり、国では将来的な交通網に向けた方針を定めて整備していくこととしました。

山口町線（名古屋山口町－岩作）運行再開
※第2次世界大戦時に燃料不足により運行休止

瀬戸線（名古屋駅－三郷－瀬戸）と本地ヶ原線
（名古屋駅－四軒家－岩作）が藤が丘駅に乗入れ

山口町線と東山線が名古屋駅まで延伸
鳴海線（大高－豊明－岩作－瀬戸）
東山線支線（愛知青少年公園－名古屋バスセンター）

長久手町内に名鉄バス名古屋営業所が移転開業

昭和から平成へ
「リニモは地下鉄延伸計画からスタート」

　その後、万博開催決定によりその輸送手段として位置付けられたことから、リニモは3年前倒しで整備
されたことはみなさんご承知のとおりです。ですが、このようにリニモは万博のためだけに一朝一夕で整備
されたのではなく、長い歴史や幾多の計画を経てようやく実現した公共交通なのです。

※昭和47年答申時路線計画図（抜粋）① 昭和36年（1961）「地下鉄延伸計画」

　昭和36年（1961）の国の整備方針を見ると、地下鉄の新設
路線として「長久手－星ヶ丘－栄町－名古屋駅－八田」が計画
され、昭和50年（1975）～55年（1980）までに整備されること
が適当とされました。

② 昭和47年（1972）

　同じく地下鉄延伸計画ですが、藤ヶ丘（当時の駅名。現在は藤
が丘駅）－中村公園はすでに開業しており、長久手方面への延伸
は「住宅地等の造成の進展による通勤通学者の増大に対処する
ため延長する。」とあり、昭和60年（1985）を目標としています。

③ 平成4年（1992）「中量軌道系の交通システム」

　これまでの地下鉄延伸計画から一転して、中量軌道系の交
通システムとして現在の路線である「藤ヶ丘－八草（東部丘陵
線）」が計画され、平成20年（2008）までに整備すべき路線と
して、最も優先度が高いAランクに位置づけられました。

昭和10年（1935）頃の覚王山～岩作方面バス

【名鉄バスの変遷】（昭和年代の主な市内路線など）

昭和23年（1948）

24年（1949）
37年（1962）
45年（1970）

52年（1977）

54年（1979）

2 013年10月号 05



　地域共生ステーションは、地域（＝小
学校区）に関わる様々な人たちが気軽
に集まり、語らい、地域のためにいろん
な取組を行うための地域の新しい
「場」です。
　こうした場づくりを、すべて市民の
話し合いによってつくっていこうとい
う取組が昨年4月から始まっています。

たつせがある課
☎56-0602

　小学校区ごとに進めている地域共生ステーションをつくる取組。
　今月は、北小学校区の取組を紹介します。

　北小学校区では、「地域のために、まず、やってみる！」を合言葉に、
地域のみんなで集まって、地域のことを考える「北のステーション
部会」を今年4月に立ち上げました。
　この部会では、集まったみんなでワイワイガヤガヤと話し合いな
がら、自分たちのできること、やりたいことをカタチにしていきまし
た。　そして、この夏に地域の中で世代を超えて関わり合える2つ
の地域交流イベントが生まれました。

　夏休み期間に、北小学校を会場に「夏休みの宿
題」をテーマにした地域交流イベントを行いました。
　地域の人たちや学生たちがスタッフとなり、子ど
もたちと一緒に宿題に取り組んだり、レクリエー
ションを楽しみました。
　「夏休みの宿題」を通して、子どもも大人も世代
を超えて交流し、楽しみながらいろいろなことを
学ぶ体験になりました。

　「ながくて香流川ウォーク」を9月22日（日）に開催しました。

　原邸公園を拠点に「香流川の自然を感じよう！」というテーマで、
ウォークラリーや工作、香流川の生き物の観察やお茶やお菓子を楽
しみながらおしゃべりする「しゃべり場」など、自然の中で参加者の
皆さん同士での交流を楽しみました。

　北のステーション部会では今後も、地域の人が楽しめて、地域が元気になるような取組を、いろんな人が
集まって、話し合いながらカタチにしていこうと活動していきます。
　そんな新しい地域づくりを一緒にやってみませんか。

〈地域共生ステーションの取組状況 〉

北のステーション部会 開催中！

「
地
域
共
生
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」っ
て
何
だ
ろ
う
？

記事ID 7084

夏休みイベント

香流川イベント
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大学祭に行こう！
　10、11月は市内や周辺の各大学で大学祭が行われます。どこの大学も学生のパワーに満ちた楽しい催しがいっぱい
です。ふだんは訪れる機会があまりない大学のキャンパスを訪れ、学生のみなさんと楽しいひとときを過ごしてみません
か。詳しくは各大学祭のホームページを見てください。

　目玉企画は本物志向のカジノ（参加無料）。勝負に勝っ
てコインを集めると景品が出るほか、カクテルパフォーマ
ンスなど演出にも凝っていま
す。小さな子向けには「ドキド
キッズ」。移動動物園やエア
ー遊具などが楽しめます。機
械・電気・建築・メディアなど
各分野の研究成果が発表さ
れる「工科展」も見ものです。

　今年は「NonStopドミノ」をテーマにしてい
ます。ドミノを組みたてる人もそれを見る人も
同じ場の中で雰囲気を共有するように、大学
祭に来てくれる人と作る側とが一緒になって、
ドミノが最後まで止まらずに倒れ切ったとき
の場の一体感や爽快感を味わいたいです。

愛知工業大学  愛工大祭

工科展では、先端技術を分かり
やすく紹介

http://aitech.ac.jp/~festival/0565-48-1195（学生課）

10 10：30～12土 13日

実行委員長　岡本健太郎さん

　今年のテーマは、古戦場が近くにあるこの地域の特徴もふ
まえて「ＩＫＵＳＡ～２０１３愛学祭　秋の陣～」です。戦の熱気や
活気を大学祭に作り出します。
戦国アイドルの来場や戦国時
代をモチーフにしたお化け屋敷、
看板などの装飾も戦国風に。最
終日には有名アーティストの無
料ライブや打ち上げ花火など、
にぎわいも最高潮に達します。

　まちの中にある大学ですが、周りに住む
地域のみなさんがキャンパスに入ることはな
かなかないと思います。大学祭とあわせてこ
のキャンパスの雰囲気も感じてもらい、一つ
でも楽しい思い出を作ってもらえたら嬉し
いです。

愛知学院大学  愛学祭

大きなキャンパスの至るところで
にぎわいがあふれます

http://aigakusai61.jimdo.com/73-1111（学生事務室）

11 10：00～1金 2土 3日

実行委員長　坂井歩さん

（ ）1日目のみ
11：00～

　今年は、いつも以上に大学祭に訪れた人が「参加でき
る」企画づくりに力を注いでいます。手作りのマスコットキ
ャラと一緒に笑顔の写真を撮
る企画や、ミニゲームをはさみ
つつ行うビンゴ大会など、参
加のアイデアが詰まった企画
がいっぱい。芸能プロダクショ
ンと連携した本格的なスター
発掘オーディションも。

　テーマは「Join Us! ～今ここから始めよう～」で
す。この大学祭が新しい友達や知り合いを作る一歩
になって欲しいし、今の混沌とした世の中で、みんな
が気持ちを一つにしたいという気持ちを込めました。
一緒に三ヶ峯祭に参加し、交わりを深めましょう！

名古屋商科大学  三ヶ峯祭

大学生のエネルギーが
はじけるステージ

http://opinion.nucba.ac.jp/~sagamine/74-1321 内線23104（学生課）

10 10：00～26土

実行委員長　鈴木悠嗣さん

27日

　今年特に力を入れているのは、フィナーレイベント。27日
16時頃からメインステージで、見る人と一体で行う後夜祭、
有名アーティストのライブ、レーザーショーなど必見の企画
が目白押しです。世界にちな
んだゲームなどで交流を楽し
む「国際村」、衣装も舞台もモ
デルも手作りの「ファッション
ショー」など大学の特徴を活
かした取組も健在です。

名古屋外国語大学・名古屋学芸大学・短期大学部 合同祭
https://twitter.com/goudousai73-7787（合同祭実行委員会室）

10 10：00～26土 27日

　今年のテーマは「PARTY」です。こ
の合同祭を作る人、見る人みんなが仲
間になって、一緒に楽しめるような大
学祭にしたいと思っています。地域の
人への感謝も込め、工夫を凝らした企
画を用意してお待ちしています。

副委員長　浅井麻由さん　川井康平さん

フィナーレを飾るレーザーショー

来月もまだまだ開催 大学祭
　１１月には、市内の各大学でも大学祭が行われます。１１月号では下記の大学祭についてお知らせします。
 １１月１日（金）～３日（日） 愛知県立大学、愛知県立芸術大学     １１月２日（土）、３日（日） 愛知医科大学、愛知淑徳大学
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記事ID 7236

モリゾー1104 さん

加藤 良行 さん

きっころ♪ さん

　豊田で開
かれた楽しい
展覧会につい
て紹介してく
れたよ。

ながくてホウゲンの欄
あ～わ行

「そりゃ！あまリニモ」リニモ問題１

ながくてハッケン伝　その６～１０

協働でつくるまちづくりのイコールパー
トナー

である市民を目指してNO.1～4

維新電信（以心伝心）の願いごと・ひとりごと 文化の集う場、
人の集う場

視覚トリック３Ｄ
アートミュージアム

ボンゾ さん

てくてく・ながくて・
いきもの図鑑 Vol2 ,3

斉藤 誠 さん

　今回は、小牧・
長久手の戦いに
もゆかりのある
犬山城を探検。

おやこ探検隊が行く！その 2

現在16人登録中
市民記者の記事どんどんふえてるよ～☆

情報課　☎56-0601
広報ナビゲーター「ながなびぃ」の

クーテシガーナだよ。実りの秋、食欲の秋だね。
　この１か月間だけで市民記者のみなさんから30
を超える記事が投稿され、その種類もどんどん増えて
きたよ。
　記事は市民記者ホームページで公開中なのでぜひ
見てね～。市役所の情報課窓口でも記事のコピーを
配っているよ。

　長久手の地名、多い苗字、方言など、この地域ならで
はの興味深い情報発信に加え、リニモや芸大校舎のこ
となど、まちの課題への問題提起もしてくれたよ。

ファーストサーブ さん

水面に逆さ絵 小さな秋見っけ！

実りの秋 「実るほど頭を垂れる稲穂かな」

防犯・交通安全講習会に参加 サギ乱舞

　夏から秋にかけての
長久手の自然風景を、
きれいな写真とともに
紹介してくれたよ。

で検索市民記者

http://nagakute0.wp-x.jp
市民記者ホームページ

　市民ひとりひとりが輝く「協働のまち
づくり」に向け、ご自身が関わっている
たくさんの具体的取り組みについて紹
介してくれたよ。

玖號（きゅうごう） さん

言葉づかい・これでいいのか  ―「やばい」はやめよう―

やすい としお さん

山ちゃん さん

　文化協会が行った歴史研修のことをレポート
してくれたよ。

市文化協会の役員研修

　文化の家での体験談。みんな文化の家には行
ったことある？

愛犬ムサシのパパ さん

カブトムシとイノシシ

生活の一本道・渋滞大丈夫？

住民力の「奥の細道」

ご自身の地域（三ケ峯地区）のできごと
や課題を記事にしてくれたよ。

　香流川や地域の秋祭りの様子
などを軽快なフォトレポートにして
くれたよ。

　記事が公開されたらすぐに
「ながなびぃ」のツイッターでお
知らせしているよ。こちらもフォ
ローしてね。

ID: @naganavii http://twitter.com/naganavii

　若い人が使う気がかりな言葉づかいについての
アドバイスだよ。

NEW

NEW

NEW
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【情報伝言板 】
市内で行う催しを告知する
ことができるスペースです。
※条件等あります。詳しく
は市　で。
　 12月号は10月18日(金)ま
でに申込。用紙は、情報課
や市　で配布。

【広報紙へのご意見・ご感想 】
　みんなで広報紙を育てるため、ご意見・
ご感想をお寄せください。
【項目】①広報紙の感想②良いと感じた記事
③悪いと感じた記事④広報紙で取り上げて
ほしいこと⑤郵便番号・住所⑥氏名・ふりが
な⑦電話番号　※⑤～⑦は任意
　１.市ホームページの投稿フォーム　
２.所定の公共施設にあるご意見箱に投函
３.直接持参、郵送、ＦＡＸ、電子メール

ご意見・ご感想をお寄せいただいた
人に特製クリッププレゼント！
※⑤～⑦の項目を必ず記入ください。
詳しくは市　を見てください。

【情報伝言板、ご意見・ご感想の提出・
問合先】
〒480-1196（住所不要）情報課
電話  56-0601　ＦＡＸ 63-2100
電子メール  jyouhou@city.nagakute.lg.jp

記事 ID 538
記事 ID
6958

情報伝言板10月
無料表示登記相談
　土地や建物の表示登記や土地の境界
などに関する相談
　10月5日(土)10:00～16:00
　アピタ長久手店1階南ロビー
　【相談員】土地家屋調査士
　愛知県土地家屋調査士会名古屋東支
部（中村事務所内）（052-796-4151）

「今、知っておいて役立つ予防接種の
話」講師：後藤泰浩氏（総合上飯田第一
病院小児科部長）
　11月16日(土)14:00～15:30
　陶生病院（南棟５階第１会議室）
　参加費無料。要申込。
　愛知医大　篠田（FAX 63-1093。氏名と
連絡先を明記ください。）

第13回リング作品展

　染色、布はり絵、水彩画、日本画、油絵、
陶芸などの作品展です。
　10月4日（金）～6日（日）の10：00～17:00
（初日は13:00から、最終日は16:00まで）
　文化の家　展示室
　西村緋絽子（62-3825）

愛知感染予防ネットワーク講演会

情報課　☎56-0601

記事ID 7498

　第3回アンケートを8月16日～23日の期間で行い、71人の登録者中59人から回答をいただきました。その結果の
一部をお知らせします。結果の全体は市　 で公表しています。

　市では、ケーブルテレビを活用して市政情報番組「Weeklyながくて」（30分番組、週１回更新）を放送しているほ
か、市の取り組みを紹介する映像コンテンツ「おしえて！ながくて」を作成して、ホームページで公開するなど、動画で
の広報にも力を注いでいます。こうした広報の手法について、今後の参考にするためアンケートを行いました。

動画・ラジオを活用した広報についてテーマ

市政・広報e-モニター 「ながモニ」第3回アンケートの結果

市ホームページ

YouTube等の
WEB上の動画
サービス

DVDによる貸し出し

このままでいい

「Weeklyながくて」をケーブルテレ
ビ以外のどんな媒体で見たいと思
いますか。（あてはまるものすべて）

1Q 動画による広報では、どういった
情報が見たいと思いますか
（あてはまるものすべて）

3Q

2人（3.0％）

26人
（39.4％）

14人
（21.2％）

24人
（36.4％）

動画による広報をどう思います
か（あてはまるものすべて）

2Q

あった方がいい

WEBでいつでも
見られるとよい

必要ない

複数あってもいい

6人（8.6％）

29人
（41.4％）

10人
（14.3％）

25人
（35.7％）

市で開催された
イベントの様子
これから開催
されるイベント
知りあいが
出演する場

施設の情報

市の施策

市の問題・課題

一般的な社会問題

9人（6.3％）

29人
（20.4％）

29人
（20.4％）

16人
（11.3％）

18人
（12.7％）

3人（2.1％）

38人
（26.8％）
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子育てのひろば

　市内にある3つの学童保育所が合同で「がくどうこどもま
つり」を開催します。模擬店・バザー・各種イベントなどを行
います。
　11月3日（日）10:00～14:00（雨天決行）
　長久手小学校（校庭・体育館）
　長久手学童保育所　62-9466
　長久手長南学童保育所　61-2003
　長久手北学童保育所　63-5310

記事 ID 7603

　愛知県児童総合センター　63-1110
　県内の児童館が大集合。いろいろな遊びをぜ
ひ体感してください。
　11月4日（月・祝）10:30～15:30（雨天決行）
　愛知県児童総合センター南芝生広場（愛・地
球博記念公園内）※雨天時は愛知県児童総合
センター

元気スイッチON!! 
あつまれ! 
あいちのじどうかん

記事 ID 7605 中央図書館 おはなし会
記事 ID 7606

　中央図書館　63-8006

行事名 ところと　き

10月12日（土）10：30～11：30

10月19日（土）14：00～14：30

10月17日（木）11：00～11：30

10月19日（土）15：00～15：30

10月3日（木）11：00～11：30　★ブックスタート事業併用日

対　象

乳幼児向け
おはなし会

★ブックスタート事業
乳幼児向けおはなし会

絵本・紙芝居の
読み聞かせ

乳幼児とその保護者
★ブックスタートパック
配布対象者は、市内在住
の平成25年4月以降
生まれの子

幼児から低学年児と
その保護者

2階ＡＶルーム

1階はなしのひろば

2階ＡＶルーム
10月26日（土）10：30～11：00英語の絵本のおはなし会 子供から大人まで

乳幼児向け
おはなし会

がくどうこどもまつり

行事名 ところと　き 対　象 申込方法

11/7(木)
10:30～11:30

おもちゃづくり・とんとん
（クリスマスツリーの
「おきあがりこぼし」作り）

リズムあそび・ぴょんぴょん

就園前の幼児と保護者 10/21（月）10:00～申込。
電話申込可。先着20組。子育て支援センター

西庁舎３階研修室
【0歳児】10/8（火）
【1歳児】10/23（水）
10:30～11:30

西庁舎３階研修室、
教養会議室

11/12（火）
9:45～15:00

※依頼会員は午前のみ

市内在住の0,1歳児の子
と保護者

事前申込不要。
託児はありません。

11/5(火)までに申込。
電話申込可。
託児希望は、
10/29（火）締切。

ファミリーサポート
登録講習会

【依頼会員】
市内在住・在勤・在学の人
【援助会員】
市内在住の人　64-5280

子育て支援センターの行事
記事 ID 3778

　子育て支援センター　63-1111　内516 リズムあそび・ぴょんぴょん

12日（土） 19日（土） 26日（土）12日（土） 12日（土）

9日（水） 15日（火） 10日（木）
9日（水）
※音楽
デリバリー

2日（水）

26日（土）

19日（土）

青少年児童
センター
62-1712

下山児童館
62-5680

上郷児童館
62-0801

西児童館
61-1500

南児童館
63-5666

行 事 名
対 象 時 間
対 象 ・ 定 員

ビーチバレーボール大会
14：00～ 16：00
市内の小学生対象

料 理 教 室
13：30～ 15：30
定員：小学生 20 名

キュービックパズル作り
14：00～ 16：00
定員：小学生 20 名

幼 児 教 室
10：30～ 11：30
幼児とその保護者
手遊び、工作、読み
聞かせ、体操など

かぼちゃのスコーンを作ります。
5日（土）16：00～青少年児童センターで受付。
※電話申込不可。
※9月に参加した人は、申込をご遠慮ください。
　申し込まれた場合は、キャンセル待ちになります。

みんなで楽しくビーチボールでバレーをします。
水筒、ハンカチを持ってきてね。

児童館　10月の行事
記事 ID 6924

　福祉課　56-0614
　11月６日（水）10:00～12:00
　西庁舎３階　研修室
　幼児によくある病気の対処法
　10月7日（月）～25日（金）に電話で申
込。先着30人。
　【主催】市日本赤十字第２奉仕団
　託児8人まであり。

幼児安全法講習会
記事 ID 7565

料理教室
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子育てのひろば

　市内にある3つの学童保育所が合同で「がくどうこどもま
つり」を開催します。模擬店・バザー・各種イベントなどを行
います。
　11月3日（日）10:00～14:00（雨天決行）
　長久手小学校（校庭・体育館）
　長久手学童保育所　62-9466
　長久手長南学童保育所　61-2003
　長久手北学童保育所　63-5310

記事 ID 7603

　愛知県児童総合センター　63-1110
　県内の児童館が大集合。いろいろな遊びをぜ
ひ体感してください。
　11月4日（月・祝）10:30～15:30（雨天決行）
　愛知県児童総合センター南芝生広場（愛・地
球博記念公園内）※雨天時は愛知県児童総合
センター

元気スイッチON!! 
あつまれ! 
あいちのじどうかん

記事 ID 7605 中央図書館 おはなし会
記事 ID 7606

　中央図書館　63-8006

行事名 ところと　き

10月12日（土）10：30～11：30

10月19日（土）14：00～14：30

10月17日（木）11：00～11：30

10月19日（土）15：00～15：30

10月3日（木）11：00～11：30　★ブックスタート事業併用日

対　象

乳幼児向け
おはなし会

★ブックスタート事業
乳幼児向けおはなし会

絵本・紙芝居の
読み聞かせ

乳幼児とその保護者
★ブックスタートパック
配布対象者は、市内在住
の平成25年4月以降
生まれの子

幼児から低学年児と
その保護者

2階ＡＶルーム

1階はなしのひろば

2階ＡＶルーム
10月26日（土）10：30～11：00英語の絵本のおはなし会 子供から大人まで

乳幼児向け
おはなし会

がくどうこどもまつり

行事名 ところと　き 対　象 申込方法

11/7(木)
10:30～11:30

おもちゃづくり・とんとん
（クリスマスツリーの
「おきあがりこぼし」作り）

リズムあそび・ぴょんぴょん

就園前の幼児と保護者 10/21（月）10:00～申込。
電話申込可。先着20組。子育て支援センター

西庁舎３階研修室
【0歳児】10/8（火）
【1歳児】10/23（水）
10:30～11:30

西庁舎３階研修室、
教養会議室

11/12（火）
9:45～15:00

※依頼会員は午前のみ

市内在住の0,1歳児の子
と保護者

事前申込不要。
託児はありません。

11/5(火)までに申込。
電話申込可。
託児希望は、
10/29（火）締切。

ファミリーサポート
登録講習会

【依頼会員】
市内在住・在勤・在学の人
【援助会員】
市内在住の人　64-5280

子育て支援センターの行事
記事 ID 3778

　子育て支援センター　63-1111　内516 リズムあそび・ぴょんぴょん

12日（土） 19日（土） 26日（土）12日（土） 12日（土）

9日（水） 15日（火） 10日（木）
9日（水）
※音楽
デリバリー

2日（水）

26日（土）

19日（土）

青少年児童
センター
62-1712

下山児童館
62-5680

上郷児童館
62-0801

西児童館
61-1500

南児童館
63-5666

行 事 名
対 象 時 間
対 象 ・ 定 員

ビーチバレーボール大会
14：00～ 16：00
市内の小学生対象

料 理 教 室
13：30～ 15：30
定員：小学生 20 名

キュービックパズル作り
14：00～ 16：00
定員：小学生 20 名

幼 児 教 室
10：30～ 11：30
幼児とその保護者
手遊び、工作、読み
聞かせ、体操など

かぼちゃのスコーンを作ります。
5日（土）16：00～青少年児童センターで受付。
※電話申込不可。
※9月に参加した人は、申込をご遠慮ください。
　申し込まれた場合は、キャンセル待ちになります。

みんなで楽しくビーチボールでバレーをします。
水筒、ハンカチを持ってきてね。

児童館　10月の行事
記事 ID 6924

　福祉課　56-0614
　11月６日（水）10:00～12:00
　西庁舎３階　研修室
　幼児によくある病気の対処法
　10月7日（月）～25日（金）に電話で申
込。先着30人。
　【主催】市日本赤十字第２奉仕団
　託児8人まであり。

幼児安全法講習会
記事 ID 7565

料理教室
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10月1日（火）9：00～申込。先着順。電話申込可。代理申込不可。受付初日に限り、申し込む
ことができるプログラムは1つまで。

小・中学生。ただし、小学1～３年生は、内容がやや難しいので、保護者の補助をお願いします。

タイトル と　き 費用 定員 内　　　容

竹クマを作ろう
10/19(土)
14：00～16：00
受付13：45～

無料 20人
竹で作ったかまくら状のクマの顔に、竹・笹などで飾りつけをします。 
企画：平成こども塾　　
持ち物：ゴーグル（あれば）

南木曽木工教室
11/2(土)
10：00～15：30
受付9：45～

3,000
円 25人

南木曽の木工職人の指導で桧の多目的収納ボックスを作ります。軽食
付。※高校生以上が対象です。
企画：平成こども塾サポート隊　持ち物：軍手

里山を散策し、
クラフトを作ろう

11/4（月・祝）
10：00～12：15
受付9：45～
集合・解散
ほとぎの家（愛知
たいようの杜内）

無料
30人

保護者
含む

長久手南部の里山を散策し、落ち葉や木の実を拾い、それらを画用紙に
貼り付けて作品を作ります。
企画：愛知県シェアリングネイチャー協会、長久手市レクリエーション協会
持ち物など：レジ袋（落ち葉や木の実を入れるため）、運動靴

市民まつりで
焼いもを売ろう

11/10(日)
午前の部
9：15市役所集合
9：30～12：30

午後の部
12：15市役所
集合
12：30～15：00

無料

午前・
午後

各10人

こども塾で採れたサツマイモで焼いもを作り、市民まつりの会場で販売
します。午前と午後の2回に分けて活動します。
お店は、市役所前のまつり会場の南東の角の予定です。
お店に直接集合してください。
企画：平成こども塾サポート隊　食と農班
持ち物：エプロン、バンダナ、マスク

里山探索と
瀬戸の「あいち海上の
森センター」見学

11/16(土)
9：30～14：00
受付9：15～
集合　平成こども塾
解散　海上の森セン
ター（瀬戸市吉野町）

100円 20人

愛・地球博の原点である瀬戸の「海上の森センター」で、里山の自然の大
切さと生物や樹木の生態、環境を学びます。
講師：海上の森の会
企画：平成こども塾サポート隊　自然班
持ち物など：弁当、運動靴

クリスマスリース作り
11/17(日)
10：00～12：30
受付9：45～

300円 20人

身近にある自然の材料を使って、いろいろと工夫をしながら手作りのクリ
スマスリースをつくります。
企画：平成こども塾サポート隊　創作班　　
持ち物：筆記用具、作品を持ちかえるための袋、木の実（ある方のみ） 

角凧づくり
11/24(日)
10：00～12：30
受付9：45～

300円 20人
日本の伝統文化の「カク凧」をいろいろ工夫しながら創ってみましょう。
企画：平成こども塾サポート隊　創作班　　
持ち物：軍手

※どのプログラムも、水筒（お茶）・タオルは各自で持って来てください。エコマネーカードがある人は持ってきてください。

クリスマスリース作り

平成こども塾の一般プログラム
問平成こども塾　64-0045 記事ID 7578
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　保護者のいずれもが次のような場合で、その児童を保
育することができず、同居の親族やその他の人も、その児
童を保育できないとき。詳しくは問い合わせてください。
● 昼間、家庭外で仕事をしている
● 昼間、家庭内で家事以外の仕事をしている
● 妊娠中または出産後間がない
● 病気、負傷もしくは精神、身体に障がいがある
● 長期にわたり、病人などを介護している
● そのほか、保育に欠けると認められる場合

● 通常保育
月曜日から金曜日まで
　　　…8：00〜16：00
土曜日…8：00〜12：00
● 長時間保育
月曜日から金曜日まで
   …18：00まで（色金、長湫南保育園）
　　18：30まで（上郷、長湫東、長湫北保育園）
　　19：00まで（長湫西保育園、アスクはなみずき保育園）
土曜日…14：00まで（公立保育園）
　　　…18：00まで（アスクはなみずき保育園）
家庭保育室についてはご相談ください。
● 早朝保育
7：30から（全保育園）

　１０月3日（木）から、各保育園（日・祝日を除く）と子育て
支援課（土日祝日を除く）で配布。なお、保育園での配布
は１０月３１日（木）までです。

　１０月１１日（金）〜３１日（木）（平日は16：00まで。土曜
日は12：00まで。日・祝を除く）に、入所を希望する第１希
望の保育園に申込。また、受付期間終了後の申込は、子
育て支援課に問い合わせてください。第1希望が家庭保
育室の人は、子育て支援課に申込。また、特別な配慮が
必要な児童の申込は、子育て支援課にご相談ください。

　保護者などの平成２5年分の所得税額、平成２5年度の
住民税額により決定します。

　平成２6年２月中旬を予定。なお、定員を超える場合、第
２希望以下の保育園または待機となる場合があります。

園　　名 住所・電話番号 面接場所

上郷保育園 前熊志水148番地
問62-3173

各保育園

色金保育園 岩作中島13番地
問62-0136

長湫東保育園 東狭間703番地
問62-0033

長湫西保育園 作田二丁目1701番地
問62-1665

長湫北保育園 段の上2901
問62-2930

長湫南保育園 砂子1204番地
問64-3733

アスクはなみずき保育園 仲田1609
問64-5161

面接時間は、各園とも9：00〜16：00（12：00〜13：00を
除く）
面接日は申込用紙や市 で確認してください。

平成26年度　認可保育園・家庭保育室入所案内　問子育て支援課　56-0615 記事ID 2820

 入所基準

 保育時間

 入所案内、申込用紙の配布

 受付時間

 保育料

 入所決定時期

 面接日程

　保育士資格を持つ家庭保育者が市の委託を受け
てマンションの一室等を利用して、最大5人の0〜2
歳の乳幼児を家庭的な雰囲気のなかで保育する事
業です。

　入所の申込用紙の配布については、各保育園と
同様です。保育園の詳しい内容や申込方法につい
ては入所案内を見てください。

 家庭保育室とは

平成26年4月から保育園が3園開園予定

家庭保育室名 保育室の地域 定　員
スマイル★

キッズ 根の神 各5人
（0〜2歳児）

パセリ保育室 熊田

保育園名 設置運営 所  在  地
（仮称）市が洞保育

園（児童館併設）
設置：長久手市
運営：指定管理者

長湫南部土地区
画整理事業地内

（仮称）アイン長
久手保育園 中央出版（株） 山桶地内

（仮称）アートチャ
イルドケア長久

手保育園

アートチャイルド
ケア（株） 西原山地内

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=2820
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利用者ジョイントミーティング

名演への招待シリーズ13 
J.S.バッハ：ブランデンブルク協奏曲全曲演奏会
〜フライブルク・バロック・オーケストラ

ながくて寄席
柳家 喬太郎　桃月庵 白酒　二人会

記事ID 7371

記事ID 7684

記事ID 7598

　文化の家の施設利用者を対象に、施設利用に関する意
見交換や利用者同士の交流を行う場です。普段感じられ
ている率直な意見や感想等をお聞かせください。

10月26日（土）　14：00～1時間程度
文化の家ガレリア（事務室前）
10月8日（火）から申込。電話申込可。

　バッハの傑作中の傑作「ブランデンブルグ協奏曲」全6
曲を味わい尽くす！世界の最先端を行く先鋭古楽集団が
ついに長久手に登場！

平成26年2月9日（日）15：00（開場14：30）
森のホール

【前売】フレンズ会員：4,000円　一般：4,500円
　　　　学生：3,000円
　【当日】フレンズ会員・一般：5,000円　学生：3,500円
　全指定席、未就学児入場不可

　柳家喬太郎と桃月庵白酒、二人の実力者が、ながくて
寄席で共演。
　喬太郎師匠は5回目、白酒師匠は初めての登場です。落語
界を牽引する二人の芸を、師走の長久手でご堪能ください。

12月1日（日）14:00（開場13：30）　 森のホール
前　売：一般3,000円、フレンズ会員2,500円

　当　日：一般・フレンズ会員3,500円
　全指定席、未就学児入場不可。

文化の家　施設利用抽選会
2日（水）　（ホール【森、風】 H26.10月分）　
9日（水）　（その他の施設  H26.4月分）
受付9:30〜10:00　抽選会10：00〜
【2日】光のホール　【9日】舞踊室

記事ID 1093

チケット
取り扱い

問文化の家　61-2888
問N  ピ  ア　63-9200（窓口販売のみ）
問チケットぴあ　0570-02-9999 問

文化の家
61-3411チケット

販売

フレンズ会員　10月5日（土）
一　　　般　10月12日（土）
前売で完売の場合、当日券は販売しません。
文化の家の電話予約は発売日の翌日から受付

フレンズのつどいPart.30
X'masコンサート&ティーパーティー
Swing’ in クリスマスジャズコンサート
〜Eveまで待てない！

長久手フィルハーモニー管弦楽団
第20回記念演奏会☆クリスマス・スペシャル

ガレリアコンサートvol.111
愛知県立芸術大学学生によるリレーコンサート

愛知県立芸術大学オペラ公演
M.ラヴェル作曲　歌劇「こどもと魔法」

記事ID 7562

記事ID 7602

記事ID 2032

記事ID 7592

【出　演】風呂矢早織カルテット
　ピアノ・ベース・サックス・トランペットが奏でるX’masソン
グをジャズ風にアレンジしたステージをお楽しみください。

12月15日（日）14:00（開場13：30）
舞踊室
フレンズ会員:1,200円（会員

本人のみ）、
一般：1,500円
全自由席、未就学児入場不可。

　第20回を記念して、地元オーケストラの生演奏による
バレエ公演「くるみ割り人形」全曲を公演します。

12月23日(月・祝)　16:30（開場　16：00）
森のホール

曲目　チャイコフスキー 舞踏音楽「くるみ割り人形」全曲
　　　アンダーソン　「クリスマス・フェスティバル」
指揮　稲垣 宏樹

前売：一般1,000円、フレンズ会員900円
　当日：一般、フレンズ会員1,000円
　全指定席、未就学児入場不可。

10月19日（土）11：00　 アトリウム
　愛知県立芸大の学生らによるコンサートです。10月12
日（土）から開催の「リニモ沿線ミュージアムウィーク」「な
がくてアートフェスティバル2013」とのコラボ企画で、こ
の日の長久手は3度おいしい♪

　愛知芸大の学生・教員らによる本格的なオペラ公演。
上演の前に指揮者と教員によるレクチャーもあります。

12月7日（土）　17:00（開場16：30）
　 　　8日（日）　14:00（開場13：30）

森のホール
A席：2,500円、B席：1,500円　全指定席、未就学児入場不可。

桃
月
庵
白
酒

柳
屋
喬
太
郎

風呂矢早織

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7598
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7562
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7684
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7592
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7602


14   2 013年10月号

10/12〜27
ながくてアートフェスティバル２０１３　問文化の家　61-3411 記事ID 7511

今年で7回目の開催となる「ながくてアートフェスティバル」（通称NAF）。
文化の家のほか市内のアトリエやギャラリー等、市内全域でアートイベントを開催します。
詳しくは、文化の家等で配布しているアートマップ、チラシや市 、ブログを見てください。

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7511
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こ の 紙 は そ の ま ま 取 り 外 し 、壁 等 な ど に 貼 っ て ご 活 用 く だ さ い

リハビリテーションについて 東名古屋長久手市医師会 （まつい がく）氏を迎えます。愛知医科大学にて20年程作業療
法士として勤務され、現在は、「愛知たいようの杜　訪問看護ス
テーション」で「訪問リハビリ」を担当されています。
　私達が無意識に通常の生活でこなしている「当たり前のこと」
が、障害を患ってから初めて「当たり前でないこと」に気づきま
す。障害とともに生きることを心が受け入れるには、相当な日数を
要します。主治医も家族も大きな心の支えになりますが、実際の
生活を意識した機能訓練に携わる療法士との１対１の関係は、肉
体面・精神面ともに重大な要素です。松井氏が多くの患者さんと
接する中で、リハビリを通して見えてくる人間の本性等にも触れ
て頂きます。是非、この機会をお見逃しなく奮ってご参加下さい。

　普段健康な時には「リハビリテーション（以下「リハビリ」）」
という言葉には縁遠いですが、突然脳卒中のような病気で入
院となると、直ちに「リハビリ」が始まります。
　無事退院の方向が見えてくると、在宅復帰に向けて、リハビ
リ担当の方 （々理学療法士と作業療法士）との2人3脚で取り
組むことになります。全く後遺症を残さないケースもあります
が、多くの場合は、引き続き在宅復帰後もリハビリが必要にな
ります。リハビリを受けるには、医療保険と介護保険がありま
す。また、リハビリ担当者が在宅に訪問する「訪問リハビリ」と
通所にてリハビリを受ける「通所リハビリ」があります。通常、
担当ケアマネジャーと相談して使い分けていきます。
　さて「第24回  この人に このお話を」では、ゲストに松井学

　10月19日（土）14:00（開場13:30）　　福祉の家２階集会室
　参加費無料・予約不要　　みかわクリニック　☎64-7600

納期一覧月10

診療案内日 間夜

日進市休日急病診療所
☎73-7555

午前9時～午後4時30分
（昼休憩1時間あり）診療時間

日進市蟹甲町中島22
（中央福祉センター内）　所 在 地

内科・小児科 診療科目

夜間の急病・ケガは下記に問い合わせを

救急医療情報センター ☎82-1133

救急でかかりつけ医が開いていない
場合、診療を受けることができます。
まず、電話で相談してください。
高度救命救急センター ☎62-7500

愛知医科大学病院 時間外診療

記事 ID 79

口座振替の人は、納期限の日に引落
しますので残高を確認してください。
納付は便利な口座振替を利用してく
ださい。

納期限（10月31日）までに
納めてください

税　目 納　期 問 合 先

第6期

第4期
後期高齢者
医療保険料
（普）

国民健康
保険税

第3期市・県民税
収納課
☎56-0610

第4期介護保険料 長寿課
☎56-0631

保険医療課
☎56-0617

保 健 ガ イ ド

13：30集合 妊婦母子健康手帳交付

　離乳食教室

　妊婦訪問

BCG接種

転入者予防接種等
説明会

　個別特定健康診査

　 特定健康診査、がん検診
（胸部・胃・大腸・前立腺）
　 集団がん検診
（胸部・胃・大腸・前立腺）

　 集団大腸検診
　（便潜血検査）

歯周疾患検診

　胸部・胃・大腸検診
　前立腺がん検診

　39歳以下健診

　後期高齢者
　医療健康診査

パパママ教室（１回目）

こんにちは
赤ちゃん訪問

15日（火）

妊婦（訪問は妊娠中１回）

妊婦と産後1年未満の産婦

主に7歳半未満の子がいる転入世帯
（健康推進課窓口等で転入手続きした人を除く）

市国民健康保険加入者で40～74歳の人
（前立腺がん検診は50歳以上の男性のみ）
市国民健康保険加入者以外で40～74歳の人
（前立腺がん検診は50歳以上の男性のみ）
市国民健康保険加入者で40～74歳の人

40歳以上の人
50歳以上の男性

後期高齢者医療制度加入者（H26年
3月31日までに75歳になる人を含む）

20歳以上の西暦奇数年生まれの人
（昨年度未受診の偶数年生まれの人も可）
40歳以上の西暦奇数年生まれの人
（昨年度未受診の偶数年生まれの人も可）

29日（火）

訪問は予約制です。
（希望者は健康推進課へ連絡してください）

3～4か月児健診受診前

25日（金）

24日（木）

9：45集合
29 日（火）１０：３０受付～１１：３０終了
20 日（日）9：１５受付～11：３０終了

１０：00～１１：３０

１０：00集合

10月31日までに市内委託医
療機関で受診してください。

2月28日までに市内委託医療機関で受診してください。

1月31日までに市内委託歯科
医院で受診してください。

市内委託医療機関で受診してくだ
さい。受診の前に、市内委託医療
機関へ予約してください。

主に妊娠６か月ごろまでの初妊婦とその夫

H25 年4月16日～H25年4月30日生
H25 年5月1日～H25年5月15日生 

主に妊娠７か月以降の初妊婦とその夫

主に第１子（４～５か月）をもつ
保護者（乳児同伴可）

すべての赤ちゃんとその保護者
（里帰り出産で市内滞在中の人も対象）

1 日（火）

9 日（水）、10日（木）、11日（金）、31日（木）

7 日（月）、17日（木）、18日（金）

21日（月）、30日（水）

24日（木）

4日（金）、8日（火）

15 日（火）

9：１５～10：15受付22 日（火）

と き 対 象　
10月

予

予

予

予

　妊産婦歯科健康診査予

予

予

予

予
予

　子宮検診予
　個別子宮検診予

　乳腺検診予

40歳以上の人

16歳～39歳の人

予

予

予

内 容（　  は要予約）
健康推進課 ☎63-3300記事 ID 86

【市内委託医療機関で接種してください（接種の前に市内委託医療機関へ予約してください）】
ヒブ、小児用肺炎球菌　　生後2～60月に至るまで　　
4種混合、三種混合、不活化単独ポリオ　　生後３～９０月未満
麻しん・風しん混合、麻しん単独・風しん単独　　第１期　生後１２～２４月未満、第２期　小学校入学前の１年間
日本脳炎　　１期　生後6～90月未満、2期　9～13歳未満、救済制度により対象以外で接種可能な場合あり
二種混合　　小学６年生
子宮頸がんワクチン　　小学6年生～高校1年生

（　 は対象）

　パパママ教室（2回目）

成
人
健
診

予
防
接
種

母
子
保
健

厚生労働省の勧告を受け、積極的な接種の
勧奨を一時的に差し控えています。

20歳、30歳、35歳、40歳、45歳、
50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の人

2 013年10月号14 2 013年10月号 15

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=86
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=79


ま 話題ちの な が く て フ ォ ト ギ ャ ラ リ ー

　文化の家の運営方法を市民主体で考える「文
化の家市民参画プロジェクト」。ながくて納涼
まつりにあわせて、コンサートを開いたり、出
店を設けたりして文化の家のＰＲを行い、100
人を超える人が音楽や花火を楽しみました。

花火deナイト　楽しまナイト！

　市商工会が主催する「子ども商店街」がアピ
タ長久手店で行われました。参加した約60人
の子どもたちは、自分たちで仕入れたり、売っ
たりする体験をして商いについて学びました。

大きな声で「いらっしゃいませ」

　敬老の日を前に、市長が数え
100歳以上の人（対象者は22人）
を訪問し、敬老のお祝い状などを
直接手渡しました。
　また、75歳以上の人に記念品や
敬老金が贈呈されたほか、16日に
は文化の家で落語会などが開催
され、来場した約300人はさまざ
まな演題を楽しみました。

みなさんの長寿をお祝いして

8 17土
9 16など

月祝

8 25日

日 月 火 水 木 金 土

　 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17

18

19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

10月の
トム・プロジェクト「あとは野
となれ山となれ」
赤い羽根作品コンクール入賞作品
展示（中学生の部）【30日まで】

さつま芋掘り
南木曽木工教室（こども塾）
多言語競演レシテーション大会
ノートテイク（要約筆記）講座
【初回】
まちセンカフェ

がくどうこどもまつり
前熊一ノ井地区計画の案に
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10/12､13
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10、11月は大学祭がいっぱい！

その他、11/1～3には市内4大学などでも開催（詳しくは7ページ）
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ま 話題ちの な が く て フ ォ ト ギ ャ ラ リ ー
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大きな声で「いらっしゃいませ」
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直接手渡しました。
　また、75歳以上の人に記念品や
敬老金が贈呈されたほか、16日に
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26

26

25

26

31

26

10

11

11

11

11

21

体育の日

・広報紙に掲載の情報を一覧にしたものです。ただし、相談など一部の掲載を省略しています。
・子ども・親子向けイベントはピンク色の字、シニア向けイベントは緑色の字で表記しています。カレンダー内に表記の時間は催し等の開始時間です。
・行事名の後の丸囲みの数字は、広報紙の該当ページを表しています（例えば　は、20ページの意味）。さらにその後に小さな数字で「　」などが書い
てある場合は、過去の広報紙に掲載していることを表しています（例えば　は、1月号の意味）。

23

21

稲刈り体験と鎌上げ食（こども
塾）
不動産鑑定士による不動産の
無料相談会
第4回まちセンカフェ
長久手市郷土史研究会30周年
公開歴史講演会

10：00

10：00

13：30
14：00

926

21
29 10

愛知工業大学　愛工大祭
名古屋商科大学　三ヶ峯祭
名古屋外国語大学・名古屋学芸大学・短期大学部　合同祭

10/12､13
10/26、27

10、11月は大学祭がいっぱい！

その他、11/1～3には市内4大学などでも開催（詳しくは7ページ）

2013年10月号16 2013年10月号 17
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こ の 紙 は そ の ま ま 取 り 外 し 、壁 等 な ど に 貼 っ て ご 活 用 く だ さ い

施 設 名 開 館 時 間問 合 先 休 館 日
63-1111

62-1711
61-3411
63-8006
63-9200
62-4840
62-6230
63-1311

64-6500

63-7474
64-6400
64-0045

61-3131

64-5374
63-1111
62-1712
62-5190
63-1000
64-3511

64-2831

62-4700
64-2333

土・日・祝

なし
7日（月）、15日（火）、21日（月）、28日（月）
7日（月）、15日（火）、21日（月）、28日（月）～31日（木）図書館システム更新のため
なし
なし
7日（月）、15日（火）、21日（月）、28日（月）
なし

7日（月）、15日（火）、21日（月）、28日（月）

なし
なし
7日（月）、15日（火）、21日（月）、28日（月）

7日（月）、15日（火）、21日（月）、28日（月）

7日（月）、15日（火）、21日（月）、28日（月）
日・祝
日・祝
7日（月）、14日（月・祝）、15日（火）、21日（月）、28日（月）
7日（月）、15日（火）、21日（月）、28日（月）
7日（月）

7日（月）

7日（月）、15日（火）、21日（月）、28日（月）
7日（月）、15日（火）、21日（月）、28日（月）

市 役 所

公 民 館（ 西 庁 舎 ３ 階 ）
文 化 の 家
中 央 図 書 館
長久手市サービスコーナー（Ｎピア）
交 流 プ ラ ザ
郷 土 資 料 室
農 村 環 境 改 善 セ ン タ ー

福 祉 の 家

セ ー フ ティ ス テ ー ション
ま ち づ く り セ ン タ ー
平 成 こど も 塾 　 丸 太 の 家
色金山歴史公園茶室管理棟

な が く て エ コ ハ ウ ス
子 育 て 支 援 セ ン タ ー
青少年児童センター・児童館
交 通 児 童 遊 園
杁 ケ 池 体 育 館
長 久 手 温 泉 ご ざ ら っ せ

田園バレー交流施設あぐりん村

社 会 福 祉 協 議 会
障がい者相談支援センター

農産物直売所 9:00～18:00

8:30～17:15
9:00～21:00 日・祝/9:00～17:00
※申請は9:00～17:00

9:00～22:00
9:00～19:00 土・日・祝/9:00～17:00
10:00～19:00
9:00～22:00
9:00～17:00
9:00～21:00 ※利用のない場合は17:00閉館
9:00～21:00 日・祝/9:00～17:00
※受付業務は9:00～17:00

月・水・金/10:00～22:00 火・木・土・日・祝/13:00～22:00
9:00～21:00 日・祝/9:00～17:00

9:00～17:00
9:00～17:00
9:00～17:30
13:00～16:45 土・日・祝/9:00～16:45
9:00～21:00 日・祝/9:00～17:00
9:00～23:00

9:00～17:00

ふるさと薬膳レストラン 9:30～17:00
9:00～17:00

9:00～17:00
9:30～16:00 
※抹茶サービス（有料250円）は9:30～15:30

消 費 生 活 相 談

人 権

法律（初回相談者優先）
行 政
不 動 産 相 談
年 金

ボ ラ ン テ ィ ア
女 性 悩 み ご と

家庭教育（青少年問題含む）

発 達 相 談

家庭児童相談室
虐待・DV等相談・通告

成 年 後 見

ひとり親家庭
ひとり親就業
子育て相談（就学前児童）

　こころの相談室

こころの健康相談

税務（事業者対象）
金融相談（事業用資金）

毎週水曜日、
4日（金）、18日（金）

17日(木)

10日(木)、24日(木)
15日(火)
9日(水)

18日(金)

9日(水)、22日(火)
9日(水)
23日(水)

9日(水)

7日（月）、17日（木）

月～土

24日(木)

毎週　月・水・金
4日（金）

21日(月)、28日(月)
9日（水）、31日（木）

29日(火)

15日(火)
15日（火）

10:00～16:00

13:30～16:30
13:00～16:00
13:30～16:30
13:00～16:00
10:00～16:00
(12:00～13:00除く）

13:30～16:30
10:00～15:30

10:00～15:00
(12:00～13:00除く）

10：00～15：00

9：00～17：00

13:30～16:30

10:00～15:30
10:00～15:30
予約時調整
予約時調整

14:00～16:00

10:00～16:00
10:00～12:00

社会福祉協議会
(62-4700)

消費生活相談
専用ダイヤル
(64-6503)

行政課(56-0605)

保険医療課（56-0618)
社会福祉協議会(62-4700)
子育て支援課
（56-0633）
生涯学習課
（56-0627）
子育て支援課
（56-0633）
家庭児童相談室
専用ダイヤル
(63-9500)
尾張東部成年
後見センター
（75-5008)
子育て支援課
(56-0616)
健康推進課
（63-3300)
瀬戸地域産業
保健センター
(84-1139)

商工会（62-7111）

福祉の家1階　相談室
電話相談も可

福祉の家1階　相談室
電話相談も可
福祉の家1階　相談室

本庁舎2階　第1会議室
本庁舎2階　第2会議室

本庁舎1階　相談室

西庁舎2階　第7会議室
福祉の家ボランティアプラザ

西庁舎3階　教養会議室

西庁舎1階
子育て支援センター

西庁舎2階　第8会議室

本庁舎1階　相談室

保健センター

瀬戸旭医師会館

商工会館

予

予
予
予
予

予

予

予

予

予内 容（　  は要予約） と　　き と　こ　ろ 問 合 先

　　
月 

施
設
案
内

　月 
各
種
相
談

10

 建　　物  
 林　　野 
 車　　両 
 そ　の　他 
 月　　計 
 25年累計   
前年同期   

2
0
0
0
2
8
10

火 

災 

（
件
）

 急　　病  
 交通事故 
 一般負傷 
 そ　の　他 
 月　　計 
 25年累計   
前年同期   

79
9
22
19
129
1090
1055

救 

急 

（
件
）

交通事故 （件）

8月 0
0
0

0
7
14

34
266
230

25年累計
前年同期

死亡 重傷 軽傷

統計データ

人口 平成25年9月1日現在

総人口 52,295
26,136
26,159
20,944

＋47
+22
+25
+20

男　性
女　性
世帯数

（先月比）

月間異動数 （8月）
 出　　生  
 死　　亡 
 転　　入 
 転　　出    

48
18
225
208

（予約は前日までに）8月

8月

10
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10月12日（土）～10月27日（日）
文化の家ほか、市内30か所以上

☆スタンプラリーでアートなプレゼントを
ゲットしよう！
NAF2013に参加している30もの会場でスタ
ンプラリーを開催します。
アートマップを文化の家で手に入れ、スタンプ
を10個押したら、文化の家に応募しよう！
ステキなプレゼントがあたるかも？！
（応募者多数の場合は抽選）

文化の家 発売中の公演

10/10（木）	 カルテットの魅力は一生モノ！	
	 Vol.2ラヴェル
11/1(金)	 トム・プロジェクトプロデュース	
	 「あとは野となれ山となれ」
11/8（金）	 舘野泉＆ラ・テンペスタ室内楽管	
	 弦楽団「77歳のピアノ協奏曲」
11/9(土)	 柿喰う客「ながぐつをはいたねこ」
11/16（土）	 国際学生交流マリンバコンサート	
	 with	カタジーナ・ミチカ
11/17（日）	 第64回全国選抜マリンバ大会
12/26(木)	 カルテットの魅力は一生モノ！	
	 Vol.3ショスタコーヴィチ

記事ID	4471



ひろば

リニモに乗って出かけよう

　市と愛知医科大学と(株)
長久手温泉の提携事業とし
て開催します。健康づくりに
は運動と食事、温泉が決め手
です。ぜひ参加してください。

　
　10月27日（日）9:00～14:30
　愛知医科大学運動療育センターと長久手温泉ご
ざらっせ
　市内及び周辺在住で健康づくりに興味がある人
　口コメタ予防講義、プールトレーニング、運動・健
康相談、昼食と温泉・栄養に関する講話、温泉入浴
　2,000円
　10月1日（火）～25日（金）に下記に電話、ＦＡＸ、　
から申込。先着30人。

　市内在住の満65歳以上の人を対象に、以下の事業
を行っています。運転免許証、健康保険証などの身分
証明書をもって申請場所にお越しください。

リニモ（愛知高速交通㈱）
が利用できる乗車券です。

リニモカード
（1,000円分）

カード名等 優待内容 申請場所

文化施設
優待カード

福祉浴・歩行
浴優待事業

市役所
長寿課

福祉の家
２階
福祉浴室受付

年度ごとに名都美術館が３
回、トヨタ博物館が１回無
料で入館できるカードです。

福祉の家２階の福祉浴室、
歩行浴室が年度内に10回
無料で利用できます。
※利用時にあったかぁどの
提示が必要ですので、あら
かじめ作成をお願いします。

【注意】平成25年４月から今までの間で既にカード等を交付さ
　　　れている方は対象外となります。

記事 ID 2734
1166
2659

長寿課　56-0631　

こんにちは！地域包括支援センターです！

　地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢者のみなさんの身近な相談窓口です。介護
のこと、福祉制度や介護サービスのこと、健康のこと、日常生活の中での不安や悩み、困り
ごとなど気軽に相談してください。

　長小、東小、北小校区を担当する市社会福祉協議会地域包括支援センター（64-1155）では、
電話や窓口での相談の他、地域の集会所などで出張相談をはじめました。職員が出張し、その
場でみなさんの相談に個別で応じます。

　出張相談の他、介護保険や福祉制度の説明会、健康講座等の出前講座も行っています。ご要望に合わせて対応します
ので気軽にご連絡ください。

【西小・南小・市が洞小学校区の人は愛知たいようの杜地域包括支援センター（64-5174）まで】

【長久手ニュータウン集会所】
奇数月第4金曜日　10：00～11：00

【県営長久手第二住宅集会所】
奇数月第2火曜日　10：00～12：00

【下山集会所】
いきいきクラブ開催時

記事 ID 7582

記事 ID 7167

長寿課　56-0631　

記事 ID 7306

認知症家族交流会

楽をしよう介護食 
～簡単調理で料理上手～
　10月25日（金）　13：30～15：30
　西庁舎3階　学習室１・２
　認知症の人を介護している家族　※事前申込不要
　【講師】近藤こずゑ（管理栄養士）。介護食の試食あり。

長寿課　56-0631　

よくばり健康づくり・
長久手スタイル ～ロコメタ予防～

長寿課　56-0631　

【申込先】長久手温泉ござらっせ
F

介護食の試食
や、食事の悩み
相談をしてみま
せんか。「ロコメタ」とは

　ロコモティブシンドローム（運動器症候群）とメ
タボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）を合
わせた造語です。この両方を同時に予防・解消す
ることをこの事業では目指しています。

☎64-3511　　64-2647
　http://www.nagakuteonsen.jp
※詳しくは、ござらっせまたは愛知医科大学運動
療育センター（61-1809）まで
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地域支援事業（介護予防事業）

　65歳以上の高齢者を対象として、老人憩の家や地域の
集会所での健康チェック、体操、創作などを行います。

10：00～12：00

10：00～12：00

楓老人憩の家
（東狭間）

老人憩の家「椿荘」岩６地区
（岩作石田）

茜老人憩の家
（打越）

10月2日（水）

10月9日（水）

10：00～12：00

10：00～12：00

下山集会所

三ケ峯集会所

先達集会所

13：30～15：30

14：30～16：30

13：30～15：30

老人憩の家「椿荘」岩7地区
（岩作石田）

10月16日（水）

10月23日（水）

時間帯 場　所日にち

いきいき倶楽部 長寿課　56-0631　

市社会福祉協議会地域包括支援センター　64-1155　
記事ID 532

福祉の家 施設の休止等

歩行浴室・福祉浴室ともに利用休止
10月8日（火)10:00～11:00
歩行浴室のみ利用休止
10月25日（金)13:00～15:00
歩行浴インストラクターの来所日時
10月29日(火)13：00～14：00
温泉スタンドの休止日
10月7日(月)
工房2利用講習会
　10月20日(日)　9:30～11:30
　10月1日(火)～14日(月・祝)に申込

記事ID 485

福祉の家　64-6500　

【申込先】福祉の家　64-6500　

転倒予防教室  ～転ばぬ先のトレーニング～
　シニア向けトレーニングマシンの使用や転倒予防向けの動作トレーニングにより、効果的に全身の筋力をアップさ
せ、転びにくい体づくりを行います。整形外科医と連携し、運動指導士・理学療法士・看護師などがトレーニングを担当
しますので、安心して参加してください。
　11月8日(金)～2月18日(火)の毎週火・金曜日、全23回。13：30～15：00　　福祉の家　機能回復訓練室
　市内在住の65歳以上の人（要支援・要介護認定者は除く）。定員10人。
　シニア向けマシン、ボール・ゴムバンド・マットなどを使った筋力トレーニングやストレッチ　　6,900円(23回分)
　10月1日(火)～10日(木)に申込。電話申込可。定員を超えた場合は、介護になるおそれの高い人から優先的に受付
し、その方々以外は13日(日)14：00から福祉の家で公開抽選。
　身体の状態によっては、参加できない場合があります。申し込んだ人は、安全管理のため原則下記のトレーニング体
験会に参加していただきます。

トレーニング体験会　　　　　　　　　　　  転倒予防教室～転ばぬ先のトレーニング～に先立ち、体験会を行います。
　一度、トレーニングマシンなどを使う体験をしてみませんか。トレーニングのスタッフが担当します。
　10月22日(火)13：30～15：00　　福祉の家　機能回復訓練室
　市内在住の65歳以上の人（要支援・要介護認定者は除く）。定員5人（教室申込者を除く）。
　問診、シニア向けトレーニングマシンの体験等
　体験会のみ申込の方は10月1日(火)から受付。電話申込可。先着順。

シルバー人材センター入会説明会 シルバー人材センター　62-9100　

　10月25日（金）、11月22日（金）、12月20日（金）13:30～15:00　　高齢者生きがいセンター２階会議室
　市内在住で60歳以上の人　　この説明会を受けた人のみ、会員登録をすることができます。

包丁研ぎ、和洋服のリフォーム・お直し、襖･障子の張り替え、毛筆筆耕等何でもご相談ください。

さつま芋掘り参加者募集
　10月19日(土)、26日(土)、11月2日（土）8:30～
14:00※雨天翌日順延　　前熊原山地内
詳しくは問い合わせてください。

シルバー人材センター
62-9100　
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　市政まなび舎は、市民と行政が共に市政を学び、
一緒にまちづくりを進めていくための勉強会で、テ
ーマに沿って、担当部署から事業の進捗や課題を説
明した後、市民のみなさんと議論を深めます。
　今回はリニモの役割や支援のあり方などについ
て、ワークショップ形式により、みなさんから様々な
意見を出し合っていただきたいので、ぜひ参加して
ください。

１０月２７日(日)10：00～12：00
西庁舎３階　研修室

「マイレール・リニモ〜みんなでリニモを考えよ
う！〜」（行政経営部経営管理課）

　みなさんの日頃のご愛顧に感謝して、リニモ市民感謝祭を行いま
す。市民まつりとあわせ、ぜひ来てください。

１１月１０日（日）９：３０～１５：００
愛知高速交通㈱本社（リニモ陶磁資料館南駅下車徒歩約５分）
リニモ手押し体験、洗車機通過体験、制服試着体験、社員手作りぜ

んざい、ミニ縁日、リニモク
イズ大会他

10月19日（土）9：30～14：30
杁ケ池体育館とその周辺
市内在住・在勤・在学の人（老若男女問いません）
マジック、ニュースポーツ、シュシュなど２０種目（予定）
１００円（傷害保険代など）。また、勾玉づくり（予定）等は

一部材料費がかかります。当日杁ケ池体育館で集金。
【持ち物】体育館シューズ。運動に適した服装で来てく

ださい。

今回は、郡上八幡を歩きます。雨天中止。
10月27日（日）7:30  長久手市役所集合 
郡上八幡（岐阜県）　7km 
市内在住・在勤・在学の小学生以上

（小学生は保護者同伴）
中学生以上1,500円、小学生800円 
10月6日（日）9:00から参加費を添えて申込。先着80

人。申込は1人1回4人まで。

レクリエーションフェスティバル秋の自然歩道を歩こう

問杁ケ池体育館　63-1000

第4回市政まなび舎
問情報課　56-0601

リニモ市民感謝祭
問愛知高速交通㈱　61-4781

記事ID 7558

記事ID 6198 長久手市民限定！

市民向け貸切リニモに乗りませんか
１１月１０日（日）８：３０、１０：３０　 藤が丘駅集合
１０月２５日（金）までにハガキ、メール、FAXのいずれかで

（1）郵便番号・住所 （2）参加者氏名（８名まで可） （３）電話番号
（４）希望時間を記入して申込。電話申込不可。定員各時間８０人。
定員を超えた場合は抽選。11月1日（金）発表。
申込先
住所　〒４８０－１３４２ 長久手市茨ケ廻間１５３３番地７３６
　　　愛知高速交通㈱　総務課
ＦＡＸ　６１－６２２１　メールアドレス　soumu＠linimo.jp

市民まつり会場から無料
シャトルバスもあります。

無料

スポーツ

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=6198
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7558
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教室名 期　間 曜日 時　間 会　場 受講料 対　象 定員

ゴルフ教室　木曜3期 10月31日〜
12月19日 木 13：30〜15：00 ケンゴルフクラブ 8,000円 15歳以上

（中学生を除く） 8名

ゴルフ教室　金曜3期 11月1日〜
12月20日 金 19：30〜21：00 ケンゴルフクラブ 8,000円 中学生以上 8名

ゴルフ教室　日曜3期 11月3日〜
12月22日 日 10：00〜11：30 ケンゴルフクラブ 8,000円 中学生以上 8名

がんばらっせ長久手スポーツクラブ
市内在住・在勤・在学の人※受講者本人以外は、受講不

可・教室への入場不可。

受講料のほかに、がんばらっせ長久手スポーツクラブ年会費、おとな1,000円、こども（中学生以下）500円がかかります（未加入者）。

市内在住・在勤・在学である証明を持って、10月1日（火）
9:00から杁ケ池体育館に申込。先着順。電話申込不可。代
理申込可。

長久手市体育協会主催イベント等
秋のオープンテニス大会 第22回ソフトテニス選手権大会 秋季バドミントン大会 弓道　秋季大会

と き 10月27日（日）午前9時開会式 11月10日（日）午前9時から 10月27日（日）午前9時から 10月14日（月・祝）午前10時から

と こ ろ 菖蒲池テニスコート及び杁ケ
池テニスコート

菖蒲池テニスコート及び杁ケ
池テニスコート 杁ケ池体育館　アリーナ 長久手古戦場公園内弓道場

参加資格
市内在住・在勤・在学の中学生
以上のペア

＊長久手市ソフトテニス連盟加
盟者または、市内在住・在勤・在
学の中学生以上のペア

＊市内在住・在勤・在学の小学生
以上でルールを把握できる人ま
たは、当市登録済サークル参加者

市内在住・在勤・在学の18歳以
上の人

参 加 費
1ペア　3,000円（当日集金）
＊当 テニ ス協 会 会 員 は 1 名
500円引

1組2,000円（当日集金）
＊当連盟加入者は半額、中学
生は1組500円

1組2,000円／高校生以下
700円

（当日集金）
1人300円

申込方法 10月26日（土）12：00までに申
込

11月8日（金）20：00までに
申込

10月20日（日）20：30までに申
込

10月12日（土）12：00までに
申込

第3回 6人制バレーボール長久手市民大会【女子】 第3回 6人制バレーボール長久手市民大会【男子】 グラウンド・ゴルフ体験教室

と き 10月20日（日）　午前9時から 11月10日（日）　午前9時から 10月27日（日）　午前9時から

と こ ろ 杁ケ池体育館　アリーナ 杁ケ池体育館　アリーナ 南小学校　グラウンド

参加資格 市内在住・在勤・在学の中学生以上の人 市内在住・在勤・在学の中学生以上の人 市内在住・在勤・在学の小学生以上の人

参 加 費 1チーム2,000円（当日集金） 1チーム2,000円（当日集金） 無料

申込方法 10月13日（日）16：30までに申込。 11月3日（日）16：30までに申込。 不要。※用具は主催者で用意します。

第447回　歩けあるけ運動 
　スポーツ推進委員と北小学校周辺5kmを約1時間かけ
て歩きます。

10月13日（日）6:30集合　＊雨天の場合は20日（日）
北小学校グラウンド

愛知医科大学病院 運動療育センター　プール開放 
10月6、13、20、27日（日）10:00～16:30
市内在住の15歳以上の人（中学生を除く）
医師などから運動を禁止されている人および妊娠中の

人は利用不可
持ち物：スイミングキャップ、市民であることを証明できるもの

チーム登録説明会 10月２7日（日）9:00～10:00
（一週間前までに書類提出要）
トレーニング講習会 10月27日（日）10:00～12:00

（前日までに申込要） 10月30日（水）19:00～21:00

小学校体育館開放 
　どの学校でも気軽に参加できます。室内履き、運動の
できる服装でお越しください。
　＊小学生以下は、保護者同伴
　  いずれの日も、土曜19：00〜21:00

ところ と　き 主な内容

長久手小 － トイレ改修工事のため開放はあ
りません

西小 26日 ビーチボールバレー

東小 － トイレ改修工事のため開放はあ
りません

北小 12,26日 ショートテニス、バドミントン

南小 26日 ファミリーバドミントン、ミニテニス

市が洞小 26日 ビーチボールバレー、夢ボール

男女に分けて試合を行います。男女のペアは男子の部とします。
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市内在住・在勤・在学の18歳以上の人
西庁舎3階　公民館
はがきで10月31日（木）までに申込（当日消印有効）。

応募者多数の場合は抽選。応募は１講座につき１人１通の
み有効。

【表面】〒480-1196（住所不要）生涯学習課「ながくて・学
び・アイ講座」

【裏面】①講座番号と講座名　②氏名、年齢　③住所
　④電話番号　⑤ＦＡＸ番号（なければ不要）
※往復はがきも利用できます。
そ1、4、6、7番は10人以上、それ以外は7人以上の受講生
がいないと開講できません。申込後のキャンセルはできま
せん。詳しくは市 や市役所、文化の家、福祉の家、中央図
書館、Ｎピアなどに設置してあるチラシを見てください。

記事ID 5373
ながくて・学び・アイ講座 　　問生涯学習課　56-0627

番号 講　座　名 対象 講　師 場　所 定員 日 時　間 費　用

1

腰痛・肩こり・下腹ぽっこり改善
しよう！！ ☆ 長尾　富美子 研修室 30 12/2、9、16、23（月） 10：00～11：30 1,830円

腰痛・肩こりになるのは何故か？メカニズムを知ると共にピラティス・パワーヨガを体験できるチャンスです。
ヨガマット（ない場合はバスタオル）、フェイスタオル（持っている人はスモールボール）、飲料水　※運動できる服装でお越しください。

2

マイ♡フラワーアレンジメント ☆ 中川　祐子 教養会議室 10 12/3、17（火） 10：30～12：00 3,600円

初めてでもカンタン！夢中になります。世界で一つのクリスマスリースや正月花を作って飾ってみませんか？
花切りバサミ、ペンチ（ニッパー）、持ち帰り用紙袋

3

身近な素材でクリスマスカード
を（織物） ☆ 稲葉　佳子

（染織造形作家） 学習室1 10 12/3、10、17、24（火） 13：30～15：00 2,200円

季節をイメージし（今回はクリスマス）、紙・糸・布・つる等を使い、ベースの紙（カード）の上で織り上げます。
とじ針、縫い針、ハサミ

4
フラダンス講座
～あなたもフラガール～ ☆ 谷田　成子 研修室 30 12/4、11、18、25（水） 9：30～11：00 1,200円

基本姿勢・簡単なステップを学び、ゆったりと踊ることで、心も身体も癒されます。　 飲み物　※運動できる服装でお越しください。

5

カラーセラピストと学ぶ
「色とココロの会」 ☆ 北野　宏代 講義室 12 12/4、18、1/8、22（水）13：30～15：00 1,200円

日常に色を取り入れ、毎日が今より楽しく心もリラックスできる時間をお届けします。色で癒しに来ませんか
筆記用具、鏡（顔と首まで見えるサイズ1つ）※4回目のみ

6

食改善とファスティングで人生の
断捨離を！ ☆ ファスティング・インス

トラクター樋口圭子 研修室 30 12/4、25、1/15、2/5（水）14：30～16：00 1,300円

人は食べた物でできています。何を食べるか同様、大切なのがデトックス。スッキリ人生をプロデュースします
筆記用具

7
シニアリトミック～音楽で介護予防～ ☆ 入江　美樹 研修室 30 12/5、19、1/9、2/6（木）9：30～11：00 1,200円

懐かしい音楽に合わせてハーモニーやリズムを感じ、頭と心と身体をリフレッシュさせましょう。　 特になし

8
セルフ整膚健康講座 ☆ 青山　光子 学習室1 12 12/5、1/16、30、2/6（木）10：30～12：00 2,700円

自分の手で皮膚を引っ張る方法で気血の流れを良くし、肩こり、腰痛、視力、足のむくみ改善に役立つ健康法　 特になし

9
花と遊ぶ ☆～

☆☆ フクモト　カズコ 講義室 10 12/6、13、1/17、2/7（金）10：00～11：30 4,400円

花をみつめ、生ける楽しみを学び、花のいけ方の喜びを生活の中にいかす　 花包、花器、ケンザン、雑巾、筆記用具、ハサミ

10

3回で学ぶ消しゴムはんこ ☆～
☆☆

ラクダママ
（みずのゆか） 和風会議室 15 12/14、1/11、2/8（毎

月第2土曜日） 9：30～11：00 5,400円

3回の講座で基礎から学んで、毎回季節のポストカードを作ります。第1回目は年賀状！！
筆記用具、老眼鏡（必要な方のみ）

☆＝初心者　☆☆＝中級者　☆☆☆＝上級者　※費用は、受講料＋資料・材料費の合計です。

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5373
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●くらし環境　●健康福祉　●子育て教育　●文化スポーツ　●市政情報　●募集

記事ID 7615

記事ID 7594

記事ID 6192

記事ID 6432

記事ID 7610

記事ID 7620

「農」と健康・歴史をつなぐ
地域発見ウォーク

問たつせがある課　５６-０６０２

　生きがい・交流・歴史など一見つ
ながりの薄いツールを「農」をキー
ワードとしてつなぎ、まちづくりのヒ
ントを探す地域発見ウォークを行い
ます。参加料無料。

10月27日（日）10：00出発（受付
9：30）～15：00帰着

市役所集合→あぐりん村→収穫体
験→色金山歴史公園→市役所帰着

市内在住・在勤・在学の人
10月18日（金）までに申込。先着40人。

詳しくは市 を見てください。

モリコロパーク
おさんぽｄｅいきものみっけ

問県環境活動推進課　052-972-9011

　参加者にはお散歩が楽しくなる手
のひらサイズの折りたたみ式絵本を
プレゼントします。お散歩の途中で出
会う森の案内人が出すクイズに答え
てゴールを目指せば、自分だけの生
き物絵本が完成します。参加無料。

１０月６日（日）10:00～15:30
※雨天順延１０月１３日（日）

モリコロパーク西口休憩所前で受付

第４回まちセンカフェ

問たつせがある課　56-0602

　毎月第一土曜日にカフェのように
リラックスした雰囲気の中で気軽に
語り合います。
　10月は、市国際交流協会のみな
さんと姉妹都市ワーテルロー市の
あっと驚く意外なつながりを発見し
語り合いましょう。

１０月５日（土）13:30～
まちづくりセンター

　11月は、「市民活動のネットワーク
を作ろう！」をテーマに開催します。

応急手当講習会
 
問消防署　62-0119

10月20日（日）9:00～12：00
消防本部3階　講堂

防犯ボランティア
養成アカデミー

問安心安全課　56-0611

　テーマは「防犯コミュニティづく
り」。防犯ボランティア組織づくりに
お悩みの人、防犯ボランティアに興
味のある人、これから地域防犯活動
を始める人、ぜひご参加ください。

10月22日（火）10：00～12：00
西庁舎3階　研修室
①地域の犯罪情勢等説明

②地元自主防犯団体による、効果的
な活動事例発表
③講義「防犯コミュニティづくり」　
　防犯ボランティア組織の立ち上
げ方法、自治会等との連携方法など
について、講義とワークショップによ
り学びます。
　講師　愛知大学地域政策学部　
鈴木誠教授（コミュニティ政策学会
理事）

電話またはメール(ansh i n@
city.nagakute.lg.jp)で申込。メー
ルの場合は住所、氏名、連絡先を添
えてください。先着50人。

ノートテイク（要約筆記）講座

問福祉課　56-0614

　耳が聞こえない人を支援するた
め、会話等の内容を、その場で要領
よく手書のメモやパソコンで記録
し、それを見せて伝える「ノートテイ

ク」の方法を学んでみませんか。
11月2、9、23、30、12月7、14

日の各土曜日、全6回。13:00～
16:00

日進市中央福祉センター(日進市
蟹甲町中島22)

市内在住・在勤・在学で、ボランテ
ィア活動に興味のある人
ノートパソコン（WindowsXP以上）
を持参できる人。

500円(テキスト代等として)
10月25日（金）までに申込。先着

10人。電話申込不可。
そ【講師】北村ひふ美（パソコン筆記
グループ　フィンガー10）

愛知県立大学連携講座
「健康の維持は、げんきなこころから
～心のメンテナンスは欠かさずに」

問生涯学習課　56-0627

　愛知県立大学看護学部の岡本和
士教授を講師に招き、健康の維持を
テーマに学びます。「こころ」と「から
だ」の関連を知り、より健康で充実し
た生活を送りませんか。

11月16、23日（土）
　13：30～15：00（全2回）

西庁舎3階　研修室 
市内在住・在勤・在学の18歳以上の人
1,100円   
10月2日（水）9:00から申込。先

着30人。電話申込可。

長久手市戦没者追悼式

問福祉課　56-0614

　戦没者への哀悼の意をこめて献
花を行います。

10月10日（木）10:00
文化の家　風のホール
市内在住の戦没者遺族

より詳細な情報は、市ホームページで見ることができます。
http://www.city.nagakute.lg.jp

で検索ながくて

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7615
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=6192
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7594
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7620
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歩・自転車・乗り合わせでの参加にご
協力ください。

～リニモ沿線ミュージアムウィークの
「歩く」ワークショップ～
長久手古戦場周辺をめぐる戦
国歴史ウォーキング

問生涯学習課　56-0627

　「戦国の歴史」を学びながら、長久
手市内の合戦にまつわる史跡を歩
いてみませんか。 

10月13日（日）13：00～15：00
コース　【集合】古戦場公園（勝

入塚、庄九郎塚）⇒武蔵塚⇒鎧掛け
の松⇒血の池公園⇒長久手城趾⇒
御旗山⇒首塚⇒安昌寺⇒色金山

10月1日（火）～10日（木）の9：00
～17：00に申込。ＦＡＸ（62-1451）
での申込可。電話申込不可。ＦＡＸの
場合は、『長久手古戦場周辺をめぐ
る戦国歴史ウォーキング』と記入し、
氏名、住所、連絡先、性別、年齢を添
えてください。先着40人。

多言語競演レシテーション大会

問たつせがある課　56-0602

　外国語学習に励む県大生が外国
語の文学作品などの一節を暗誦し、
学習成果を競い合う大会を開催し
ます。

（出演言語：英語、フランス語、スペイ
ン語、ドイツ語、中国語、日本語、ロシ
ア語、カタロニア語、ノルウェイ語）
外国語に興味のある人は、この機会
にぜひ参加してください。

11月2日（土）10：30～13：30
【大学祭開催中】

愛知県立大学 長久手キャンパス
S201教室

市内史跡めぐり講座

問生涯学習課　56-0627

　市郷土史研究会の会員を講師に、

呼吸器教室

問瀬戸保健所健康支援課　82-2157

　肺結核やさまざまな呼吸器疾患
の後遺症による慢性呼吸不全の人、
そのおそれのある人、その家族を対
象に開催します。

①10月31日（木）、②11月28日
（木）13:30～15:30

瀬戸市福祉保健センター（やすら
ぎ会館）5階501室 

①は10月18日（金）、②は11月
15日（金）までに電話で申込。

膠原病患者・家族のつどい

問瀬戸保健所健康支援課　82-2157

　膠原病患者（全身性エリテマトー
デス、強皮症等）やその家族を対象
に開催します。

11月11日（月）14:00～16:00 
日進市中央福祉センター　集会室 
10月1日（火）～11月6日（水）に

電話で申込。 

 
うつ病家族教室

問瀬戸保健所健康支援課　82-2158

　うつ病と診断された方の家族を
対象に開催します。

11月14、21、12月12、19日の
木曜日、全４回　14：00～16：00

瀬戸保健所３階　講堂
１０月１日（火）～２５日（金）の9:00

～17:00に電話で申込。先着30人。

長久手市福祉まつりと
社会福祉大会を同日開催

問市社会福祉協議会　62-4700

　今年度は、福祉まつりと社会福祉
大会を同日に開催します。福祉まつ
りでは、福祉体験スタンプラリー、ボ

ランティア団体によるブース出展や
縁日等、楽しく気軽に触れる事がで
きます。
　社会福祉大会では市の地域福祉
の発展に尽力された方々への顕彰、
福祉作文コンクール最優秀賞作品
の朗読発表などを行います。ぜひ来
てください。

10月20日（日）
福祉まつり　10：00～15：00
社会福祉大会　13：30～14：30

福祉の家
※詳しくは「福祉のまち長久手　第
78号」を見てください。

こーひーぶれいく

問教育総務課　56-0625

　学校に行けない子どもや行き渋
る子どもを持つ保護者が、日ごろの
悩みや不安が少しでも解消できるよ
うなごやかに話し合う会です。

10月19日（土）10：00～12：00
（受付は9:40から）

西庁舎2階　第9会議室
通学している学校か教育総務課に申込。

電話申込可。当日、直接参加もできます。
そ【参加者】参加を希望する保護
者、教育総務課指導室 指導主事、適
応指導教室 指導員

給食センター施設見学と
給食試食会

問給食センター　62-3910

　給食について、広くみなさんに知
ってもらうため、施設見学と給食の
試食会を行います。

11月19日（火）10:30～12:15
給食センター
市内在住、在勤で食育などに関心

を持っている個人または団体。未就
学児参加不可。

285円（実費）※当日集金
10月1日（火）～18日（金）（土日

祝除く）の8:30～16:45に電話で申
込。先着30人。
そ 駐車場に限りがありますので徒
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長久手の史跡や寺社などを歩いて
めぐる講座です。身近な史跡や文化
財について、気軽に学んでみません
か。

①11月6日（水）、②11月13日（水）
9：30～12：00

①（集合場所）市役所西庁舎3階
講義室～岩作城址～耳塚～八左衛
門の墓～景行天皇社～常照寺（三
将の墓）～木下勘解由塚～市役所

（解散）
②（集合場所）市役所西庁舎3階講
義室～直会神社～八大龍王の碑～
石作神社～安昌寺～猪ノ鼻の堰～
御獄山～教圓寺～市役所（解散）

市内在住・在学・在勤の18歳以上
の人 

2回分600円※当日集金
10月4日（金）9：00から申込。先

着20人。電話申込可。

第2回長久手市民芸能フェスタ
“歩み”

問生涯学習課　56-0627

　市文化協会と市民応募団体によ
る今年２回目の舞台発表です。大勢
の子供たちが参加します。多くのみ

なさんの来場をお待ちしています。
入場無料。

11月3日（日）10：30～
文化の家 森のホール
子供舞踊、民踊、楽器演奏、合唱、

詩吟、カラオケ、棒の手、雅楽、ダン
ス、着付けなど。

色金山茶会

問生涯学習課　56-0627

　市文化協会の協力を得て、茶会を
開催します。 
　徳川家康が軍議を開いたとされ
る色金山で、長久手合戦をしのびな
がら抹茶を楽しみませんか。雨天決
行。

10月27日（日）10:00～
（受付は茶室「胡牀庵」が14：30まで、
展望テラスが14：40まで）

色金山歴史公園
一服（茶菓子付）　前売250円、

当日300円
前売券は、10月1日（火）から生涯学
習課と色金山歴史公園茶室管理棟
で販売します。

留学生との交流パーティー

問 市国際交流協会（たつせがある
課内　56-0602）

　名古屋外国語大学が留学生との
交流パーティーを開催します。外国
人留学生との交流に関心のある人
は、ぜひ参加してください。

10月19日（土）10:00～
名古屋外国語大学7号館1階
参加費は不要
長久手市、日進市、名古屋市など

近隣にお住まいの人

モリコロパークフェスティバル
第３回  JAZZ DAY
問 愛・地球博記念公園管理事務所
　64-1130

　秋晴れの空の下、芝生の上でジャ
ズを聴きませんか。
　大学生、社会人のアマチュアとプ
ロ（C.U.G.JAZZ ORCHESTRA）
によるビッグバンドを中心としたジ
ャズの演奏を心置きなくお楽しみく
ださい。入場無料。

１０月１３日（日）、１４日（月・祝）　
１１：００～１８：００（最終日は１６：００ま
で）

愛・地球博記念公園　地球市民
交流センター
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記事ID 7600

≪運動の重点≫ 
•住宅を対象とした侵入盗の防止＜年間取組事項＞ 
•子どもと女性が被害者となりやすい犯罪の防止 
•振り込め詐欺の被害防止 
•暴力団追放運動の推進 
ひったくりにご注意！！
市内でひったくり被害が増えています。今年の8月末現
在で、15件（前年同期比＋12件）が発生しています。 

～被害に遭わないための合言葉は『3Ｂ＋Ｎ』～
•一つ目の『Ｂ』…ＢＡＧ（バッグ）。カバンの持ち方に注意！
車道と反対側にしっかり抱えて持つこと！ 
•二つ目の『Ｂ』…ＢＡＣＫ（バック）。時々後ろを振り返り、警戒を！ 
•三つ目の『Ｂ』…ＢＩＫＥ（バイク）。
バイクや自転車の音や気配に注意を！ 
•『Ｎ』…ＮＥＴ（ネット）。自転車のカゴに
は防犯ネットをつけましょう！

10/11～20　秋の安全なまちづくり県民運動　問安心安全課　56-0611

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7571
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5650
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7085
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7600
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司法書士によるクレジット・
消費者金融無料相談会

問産業緑地課　56-0619

　多重債務に苦しむ人の悩みを解
決するための無料相談会です。

11月6日（水）13:30～17:00
福祉の家　相談室

そ【相談員】愛知県司法書士会　名
古屋東支部登録相談員

10月29日（火）までに申込。先着
順。電話申込可。

住宅・土地統計調査にご協力
お願いします

問経営管理課　56-0600

　住宅・土地統計調査は、住宅とそ
こに居住する世帯の居住状況、世帯
の保有する土地等の実態を把握し、
その現状と推移を明らかにする国
の調査です。調査員が訪問しました
ら、ご協力をお願いします。
調査基準日　平成25年10月1日
調査方法　調査員が調査票を9月
下旬に配布し、10月上旬に回収しま
す。

住民票の写し・戸籍謄抄本・印鑑
証明書等の交付ができません

問市民課　56-0607

　10月12日（土）～14日（月・祝）の
間、住民票と戸籍のシステム修正作
業を行います。 
　それに伴い、Nピアと文化の家で
の住民票の写し・印鑑登録証明書・
戸籍謄抄本・市制、区画整理による
住所変更証明など、すべての証明書
の交付ができません。ご理解とご協
力をお願いします。

１０月は浄化槽強調月間

問環境課　56-0612

　浄化槽法では、「保守点検」「清掃」
「法定検査」が義務付けられていま
す。
保守点検
　県知事の登録を受けた保守点検
業者に依頼してください。
※保守点検は、浄化槽の状態を把握
し、故障の早期発見のためにも必要
です。
清掃（汚泥の抜き取り）
　市の許可を受けた清掃業者に依
頼してください。
※浄化槽は、使っているうちに汚泥
がたまるため、年1回（種類によって
は２回）以上の清掃をしなければな
りません。
法定検査（水質検査）
　年に１回は検査してください。愛
知県指定検査機関「（一社）愛知県浄
化槽協会」（０５２-４８１-７１６０）まで依
頼してください。

交通災害共済に入っていますか
〜備えて安心 今なら掛金300円〜

問安心安全課　56-0611

　交通災害共済は、加入者同士の
助け合いで交通事故で死傷した人
に見舞金を支払う制度です。万一の
交通事故に備えて加入をおすすめ
します。
　9月30日以降の申し込みなら、1
人300円で、1日の通院・入院から見
舞金を受け取れます。
共済期間　申し込みの翌日から平
成26年3月31日まで。

安心安全課で申込書を配布しま
すので、申込書と掛金を持って会計
課または指定の金融機関へ申込。

前熊一ノ井地区計画の案に関
する説明会 

問都市計画課　56-0622

　現在、前熊一ノ井地区において、
民間事業者による宅地造成事業が
進められています。良好な住宅地の
形成を目標とした地区計画の案を
作成しましたので説明会を開催しま
す。

11月3日（日）10:00～11:30
福祉の家2階　集会室
名古屋都市計画地区計画の決定

農業用井戸の利用案内

問産業緑地課　56-0619

　市内農産物の安定生産を目的と
して前熊前山地区に、農業用井戸を
設置しました。利用を希望する人は
申請が必要ですので問い合わせて
ください。

市内農地において耕作を行って
いる人※個人、団体、法人いずれも
可

年間利用料2,500円/1人・団体・法
人
そ 利用は農業用水としての利用に
限ります。

９月号の「緑化基準の見直し」
の補足

問都市計画課　56-0622

　９月号のP２９でお知らせした「緑
化基準の見直し」とは、事業者が市
内で一定規模以上の開発行為等を
する際に、一定のみどり等を確保す
ることを市の「美しいまちづくり条
例」で定めており、そのみどり等の基
準の見直しについてです。
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N a g a k u t e  I n f o r m a t i o n

より詳細な情報は、市ホームページで見ることができます。
http://www.city.nagakute.lg.jp

で検索ながくて
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記事ID 7593あいちモリコロ基金
平成26年度助成対象事業の
募集説明会

問たつせがある課　56-0602

　市民の自発的な社会貢献活動に
助成するあいちモリコロ基金の趣
旨や制度についての説明会を行い
ます。参加無料、事前申込不要。

10月11日（金）14：00～15：30
まちづくりセンター2階 集会室

都市公園・緑地名称の変更

問産業緑地課　56-0619

　長湫南部土地区画整理事業地内
の都市公園・緑地について、新しい
名称を募集したところ、３３５件の応
募がありました。たくさんの応募あ
りがとうございました。選考の結果、
次のように決定しました。命名者の
方には記念品を贈呈しました。
　長湫南部土地区画整理事業の換
地処分（平成２５年１０月１１日）の翌
日から新しい名称になります。公園
の園名板は、今年度末までに取替を
実施する予定です。

現在の名称 新しい名称
長湫南部1号公園 長湫南部公園
長湫南部2号公園 市が洞一丁目公園
長湫南部3号公園 片平一丁目公園
長湫南部4号公園 市が洞二丁目公園
長湫南部5号公園 市が洞三丁目公園
長湫南部6号公園 片平二丁目公園
長湫南部1号緑地 ほとぎの里緑地
長湫南部2号緑地 ほたるの里緑道
長湫南部3号緑地 市が洞緑道

長久手市非核平和都市宣言
案の意見募集

問行政課　56-0605

　市では、平和に対するさらなる意
識啓発を図るため、「長久手市非核
平和都市宣言案」を作成しました。こ
の宣言案へのみなさんのご意見を

お聞かせください。
募集期間　１０月２３日（水）まで
閲覧場所　市役所西庁舎1階行政
情報コーナー、市役所本庁舎2階行
政課、市ホームページ

肺炎球菌ワクチン予防接種費
用の助成

問健康推進課　63-3300

市内に住民票がある７０歳以上の人
（昭和１９年３月３１日以前生まれ）、また
は６０歳以上の人（昭和２９年３月３１日以
前生まれ）で医師が必要と判断した人。

接種前に申込。電話申込可。市内
指定医療機関で接種する場合は、審
査後、補助券を郵送します。市外等
での接種は、審査後、申請必要書類
を郵送します。
そ【助成金額】 ３，０００円（５年度に
つき１人１回限り）

赤い羽根作品コンクール入賞
作品の展示

問市共同募金委員会事務局
（市社会福祉協議会　６2-４７００）

　市内の小中学生が応募して選ばれた
入賞作品（書道・ポスター）を展示します。

小学生の部　10月1日（火）～31日（木）
中学生の部　11月1日（金）～30日（土）

福祉の家交流ストリート

脳ドック検診費用の助成

問健康推進課　63-3300

　脳ドック検診の受診費用の一部を
助成しています。

昭和49年3月31日以前生まれの人 
かつ、過去5年度の間に脳ドック検
診の助成を受けていない人 
そ【助成金額】25,000円　申込方
法等詳しくは、市 を見てください。

検診で子宮頸がん、乳がんを
早期発見しましょう

問健康推進課　63-3300 

　早期発見でがんによる死亡率を
減少できます。2年に1度は検診を
受けましょう。日程など詳しくは、市

を見てください。
子宮頸がん
　20代、30代の女性が患うがんの
中で最も多いのが、子宮頸がんで
す。子宮頸がん細胞は、原因となる
HPV(ヒトパピローマウイルス)の感
染から5～10年かかって増殖すると
いわれています。
　定期的に検診を受けていれば、が
んになる前の段階で診断することが
できます。
乳がん
　40代、50代の女性の乳がんが増
えています。働き盛りの、女性のが
んによる死亡原因の1位になってい
ます。無症状のうちに乳がん検診を
受診した人では、乳がんが早期に発
見される可能性が高く、その段階で
適切な治療をすれば、良好な経過が
期待できます。

健康診査　受診お早めに 

問保険医療課　56-0618

　国民健康保険に加入している40
歳以上の人と、後期高齢者医療制度
の加入者を対象に健康診査を行っ
ています。
　今年度は、医療機関で受診する個
別健診は10月31日（木）、保健セン
ターで受診する集団健診（国保加入
者のみ）は11月1日（金）が最終日と
なっています。
　健診は自分を見直す絶好のチャ
ンスです。今年度、まだ受診をして
いない人は、ぜひ受診してくださ
い。
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http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7623
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7680
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7672
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7593
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=3953


●くらし環境　●健康福祉　●子育て教育　●文化スポーツ　●市政情報　●募集

30   2 013年10月号

記事ID 7669

記事ID 7586

記事ID 628

記事ID 7561

記事ID 6806

記事ID 7518

記事ID 7585

高齢者福祉計画・介護保険事
業計画策定委員募集

問長寿課　56-0613

　平成２５・２６年度に行う高齢者福
祉計画・介護保険事業計画の見直し
のため、策定委員を募集します。

市内在住の人のうち
40歳から64歳まで（第２号被保険
者）…１人
65歳以上（第１号被保険者）…１人

10月25日（金）までに、400字詰
め原稿用紙2枚程度に「高齢者福
祉」または「介護保険」についての考
えを書いて申込書とあわせて提出。
そ【任期】平成25年11月から平成
27年3月まで、【謝礼】薄謝

二酸化窒素（NO2）簡易測定
の参加者募集

問環境課　56-0612

　家のまわりの空気の汚れを測定
してみませんか。

１１月１４日（木）7:00から翌日
7:00（測定のためのカプセルを２４
時間設置）

１０月３０日（水）までに電話で申
込。申込後、簡易測定カプセルを郵
送し、後日測定結果をお知らせしま
す。

公立陶生病院の職員募集

問公立陶生病院　82-5101

募集職種
①事務職②作業療法士③言語聴覚
士④助産師・看護師

①②③10月11日（金）必着、④随
時
※応募資格、応募方法等詳細につい
て、①②③は公立陶生病院職員課、
④は公立陶生病院リクルート・研修
管理室まで

就学時健康診断

問教育総務課　56-0625

　平成２６年４月に小学校に入学する児童
を対象に、就学時健康診断を行います。
　該当する家庭には、案内などを市内
保育園や幼稚園を通じて、または郵送
で配付します。必要事項を記入し、返信
用封筒で期日までに返送してください。

長久手小　11月15日（金）
　西小　　　10月31日（木）
　東小　　　11月27日（水）
　北小　　　11月6日（水）
　南小　　　11月25日（月）
　市が洞小　11月1日（金）

不動産鑑定士による不動産の
無料相談会

問（公社）愛知県不動産鑑定士協会
事務局（052-241-6636）

10月5日（土）10:00～16:00
西庁舎3階　研修室
土地価格、地代、家賃、借地権、相

続時の土地の分割、不動産の有効
利用等。予約不要。

行政書士無料相談

問行政課　５６－０６０５

　１０月は行政書士制度広報月間で
す。それに合わせ、無料相談を行い
ます。事前申込不要。

１０月１０日（木）13:00～16:00
西庁舎２階　第９会議室
宅地開発許可申請、農地転用許可申

請、建設業許可申請、車両登録申請、官
公署に申請する許認可申請手続など

10/21〜27行政相談週間

問行政課　56-0605

　総務省では、国や特殊法人などの

行っている仕事について、国民のみ
なさんから苦情や意見・要望を受け
る「行政相談」を行っています。毎月
市役所でも開設していますので、気
軽に相談してください。

１０月１５日（火）13:30～16:30
本庁舎2階　第２会議室

税務課の臨時職員募集

問税務課　56-0608

税務課市民税係における事務補
助の業務

エクセル・ワード等パソコン入力
ができる人 

11月29日（金）までに指定の様式
（要写真添付）を提出。別途面接試
験を行います。様式は税務課や市
で配布。
そ【雇用期間】平成２６年１月１４日

（火）～平成２６年６月３０日（月） 
【就業時間】9:00～15:00または
16:00（応相談）【賃金】 時給８２0円

農をテーマとしたまちづくり検討
会のメンバー募集

問たつせがある課　５６-０６０２

　「農と元気なリタイア層」「農と健
康」「農と歴史」など、「農」をキーワー
ドにしたまちづくりについて検討す
る会のメンバーを募集します。
募集人数　2人
任期　平成25年10月～26年3月
開催予定　4回程度
報償　7,300円/回
応募条件
・市内在住、在勤の20歳以上で、メ
ンバー委嘱時まで75歳以下の人
・本市市議会議員及び本市職員でな
い人
選考方法　書類（応募用紙）による
選考を行います。

10月1日（火）～15日（火）に書類
を提出。郵送可。

10
月
１
日
は
、「
法
の
日
」で
す
。法
を
身
近
に
感
じ
て
も
ら
う
た
め
、こ
の
日
か
ら
１
週
間
、各
種
行
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。問
名
古
屋
家
庭
裁
判
所　
０
５
２-

２
２
３-

０
９
９
４

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7585
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7561
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7586
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7669
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=628
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問問合先　 とき　 ところ　 対象　 内容　 費用　 申込方法　そその他　Fファクス　Eメールアドレス　 ホームページ

10月1日施行 長久手市公共的団体による防犯カメラ設置及び利用に関するガイドライン
　問安心安全課　56-0611

枯れ草の適正管理を
問消防本部総務課　62-1152

記事ID 7580

記事ID 7564

　自治会連合会などの公共的団体が犯罪抑止を目的として、
道路などの公共空間に設置する防犯カメラについて、無秩序
に運用されないように、一定のルールを示したものです。
　個人や事業者で防犯カメラを設置する場合にも、参考とし
て活用ください。 ガイドラインは市 で見ることができます。
ガイドラインの概要  
◇防犯カメラ
犯罪の防止を目的として特定の場所に継続的に設置され
るカメラで、かつ、画像を撮影し記録する機能があるもの
を対象とします。
◇設置者
自治会連合会、区会、商工会といった公共的団体を対象と
します。
◇設置場所
道路、公園、広場など、誰もが自由に利用又は通行できる
空間（公共空間）を対象とします。

　枯草は小さな火でも容易に燃え広がるため危険性が高
く、火災が発生すると周辺へ燃え移りやすくなります。放
火やたばこの投げ捨てなどで、空地の枯れ草が燃える火
災が毎年市内で発生しています。
　空地の管理者は、枯草を除去するなど適正な管理に努
めてください。市では空地の調査を実施し、状況により枯
草の除去の依頼を行うことがありますのでご協力くださ
い。

◇プライバシーの保護
防犯カメラの管理責任者、取扱者を定めて、指定された者
以外の機器の操作や画像の視聴を禁止します。
◇画像の提供の制限
法令に基づく場合や、捜査機関から犯罪捜査目的による
要請を受けた場合に限ります。
◇画像の管理
防護された場所で厳重に管理します。
◇画像の保存期間
設置目的を達成する範囲内で、必要最小限度の期間とし、
最大1か月で消去します。
◇その他
防犯カメラの管理業務を委託する場合や定期的に保守点
検を行う場合の注意点も示しています。

11/17(日)市内一斉防災訓練の流れ

基本的な訓練の流れ

記事ID 7274問安心安全課　56-0611

　市内の全小学校を会場として一斉に行う、今年度の防
災訓練。現在、各自治会連合会や区を中心とした地域の
みなさんが主体となって、訓練内容の検討が進められて
います。
　どの訓練会場でも行う基本的な訓練として、次の流れ
を予定しています。自助（自分の身は自分で守る）、共助

（隣近所での助け合い）の精神をもって、ぜひご参加く
ださい。

市役所　当日朝、防災行政無線や安心メールなどに
より、「9時00分に南海トラフ巨大地震が発生した」と
の情報を住民に伝達。 これを合図として訓練を開始。

参加住民　一時避難場所（公園）から徒歩で、避難所
である各小学校までの避難訓練を実施。

参加住民　各小学校において、避難所運営訓練（避
難者名簿作成や避難所資機材設営など）を地域で協
力して実施。

参加住民　自宅から徒歩で、最寄りの一時避難場所
（公園）までの避難訓練を実施。

市職員　各避難所（小学校）に行き、カギ開け等を行う。 
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　電池式の住宅用火災警報器は、電池寿命が近づ
くと「ピッ・・・ピッ・・・」と音が鳴ったり、ランプが点滅し
て電池切れの時期を知らせます。リチウム電池式の
ものは、電池が切れた時点で本体ごと交換となりま
す。業者による点検の必要はあり
ませんが、普段から点検ボタンな
どで自ら点検を行う習慣をつけま
しょう。

住宅用火災警報器のお手入れは万全
ですか？

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7564
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7580
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7274
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この広報紙の無断転載を禁じます。　視覚障がい者のみなさんにも家族から読んであげてください。 この広報紙は、植物油インキを使用しています。

その9

　私は、豊明市、日進市、みよし市、東郷町、長久手
市に上水道の供給を行っている「愛知中部水道企
業団（以下、企業団。）」の企業長に今年６月に就任
しました。先日、企業団から、私たちの飲料水の水
源地である長野県木曽郡のダム等を視察する機会
がありました。
　水源地である木曽郡には、上松町、南木曽町、木
祖村、王滝村、大桑村、木曽町の６町村があります。
６つの町村の合計面積は、約1,500ｋ㎡で約３万人
が暮らしています。一方、企業団管内の５市町の合
計面積は約130ｋ㎡、人口は約30万人で、私たちは
この水源地から、上水道用として年間約3,２00万ト
ンの水の恩恵を受けています。
　視察の際、今、水源地の地域で困っていること
は、間伐（※）に人手とお金がかかることだとお聞き
しました。間伐をしていない山は、根が張り出した
り、表土が流出したりして、山の保水機能が落ちて
しまうそうです。ひとたび大雨が降ると、山が崩れ、

　市長は長久手をどんなまちにしたくて、そのために何に取り組
もうとしているのか。その想いを市長の語り口でお伝えします。
　みなさんと語り合うように、一緒に未来の長久手のことを
考えてみましょう。

ひいては私たちに水が届かないということにもな
りかねません。
　蛇口をひねれば、何不自由なく水が出る生活に
慣れてしまい、水の大切さを忘れがちですが、人は
水があって初めて暮らせるのです。今一度、水源地
に思いを馳せ、水の大切さについて考える必要が
あると感じました。

※間伐…健全な森林を保つため、成長に伴って混み過
ぎた森林の立木を一部抜き伐りすること。

改めて水の大切さを考えました

　長久手市は、長野県南木曽町と平成18年に交流自治体宣言を行い、平成こども塾
から子どもたちが自然学習に出向いたり、南木曽町内施設の利用優待制度（※）を設
けたりしています。
　南木曽町では、毎年、勤労感謝の日（11月23日）に「文化文政風俗絵巻之行列」が
行われます。地元の方々が、木曽馬に乗った花嫁行列を中心に武士・浪人・飛脚・虚無
僧などに扮して練り歩き、江戸時代の宿場の雰囲気を再現するものです。
　この秋は、南木曽町に足を運び、「文化文政風俗
絵巻之行列」と紅葉を楽しみながら、水の大切さ
について考えてみませんか。

※「利用優待券」の付いたチラシは、たつせがある課で
　配布しています。
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「文化文政風俗絵巻之行列」
に関する問い合わせ
（公財）妻籠を愛する会　風俗行列
実行委員会
☎0264-57-3513

長野県南木曽町ホームページより

長久手の子どもたちも
南木曽町の豊かな自然
から多くのことを学んで
います。
（平成こども塾）

　市内の老人憩の家や集会所で健康チェックや創作活動を行う
「いきいき倶楽部」。この日は、前熊にある老人憩の家「さつき荘」で
行われ、近くにお住まいの高齢者のみなさん12人が参加しました。
　創作活動では、福祉施設の職員や福祉専門学校の実習生と一
緒に、紙を切ったり、貼り合わせたりして、自分だけのうちわ作り
を楽しみました。

表紙の写真もう一枚

App Store 「ながくて」で検索　ダウンロードGoogle Play
スマートフォンで広報ながくてを持ち歩こう！
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