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みんなでまちの環境調査
６月2日
（土）
、長久手市に住む小学生が集まり、愛知淑徳大学の学生と一緒にグリーンマップ（＊）
づくりを行いました。
グループに分かれて東小学校周辺を歩いて探検することで、ずっと長久手に残しておきたい景色や
普段見過ごしてしまうような小さな花や生き物を発見し、ポラロイドカメラで記録していきました。
その一方で捨てられたごみやたばこの吸い殻なども環境に良くないものも記録してきました。
散策後は、成果報告会を行い、撮影した写真をボードに貼り付けて、世界にひとつだけのグリーン
マップを完成させました。
＊グリーンマップとは、
自分たちの暮らしているまちの環境に良いもの、悪いものを調査し、
世界共通のアイコン
（絵文字）
を
使って作成した地図のことです。
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写 真 で 見 る な が く て

完成
！
！
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〜おじさん、
いきいきライフに目覚める〜

（いつまでも元気で、
健やかに暮らそう）

おじさんみたいな人が
いっぱいになったら
この先︑
介護が必要な
人が増えて保険料も増す
ばっかりなんだよ

もう！

ま
…あ
行って
みるか！

やってる
やってる！

そうよねえ
アタシも
はじめて
来たのよ〜！

なかなか
気持ちいい
もんだな

おじさんの
顔もキラキラ
してきたよ！
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おじさん！
そんなんじゃ体が弱く
なってっちゃうよ！

今日も
ヒマだなぁ〜

そう言われても
面倒だしよ〜
ん〜面白そうだな
最近ダラダラして
ばっかりで
楽しいことない
もんなー

！
！

記事ID １0108

0長寿課 ☎56-0639

介護保険について考えよう 第2 話

ふらっと来てね

参加無料
申込不要

いきいきライフパーティー

1７月４日
（水）
13:30〜15:30

（毎月第１水曜日13:30から開催
※2018年12月まで）

2福祉の家 集会室

ここに来ると
みんなが友だち
みたい！
あたまスッキリ、
からだスッキリ

みんなで笑って、
動いて、
あっと言う間に終わっちゃった！

どうしよう！
若返っちゃう
（笑）

元気度アップの効果があらわれています！
みんなで笑って、
楽しく体を動かす
ことが、
元気に
なるヒケツです！

元気度

参加者の元気度を参加前と後でアンケートして比べたところ、
平均で１点以上も元気度がアップしました。
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元気度

（０〜１０点までの１１段階）の
平均値の変化

6.19

参加前

7.35

参加者３１名中
１９名の元気度が
上昇！
（９名変化なし、
３名低下）

参加後 （平成３０年１月３０日実施）

ながくてハーモニー体操 お披露目・体験会

長久手応援ソングに合わせて、
市民の皆さんと体操を作りました。
心と体を調和させて元気になる体操を体験してみませんか。

参加
無料

1７月16日
（月・祝）
13:30〜14:30 2市役所西庁舎３階 研修室
4定員60名 5要申込 長久手温泉（☎64-３５１１）、長寿課（☎５６-０６３９）
体を動かすちょっとした習慣で毎日笑顔で過ごそう！
このリーフレットは市役所や長久手温泉ござらっせで配布中です !!
カンタンなのに
効果バツグン！

よう
み
て
っ
や

不思議と
体が軽く
なるんだよね！

イラスト：真希ナルセ

用認定証
限度額適

健康保険

高額な医療費の窓口負担を減らすには？
ひと月分の医療費が高額になったときは、病院に費用を支払った後に
「高額療養費」
の申請を

お知らせ

することで、
を超えた分が戻ってきます。
（受診後、
約3か月後に案内通知あり）
「自己負担限度額」

入院などで高額な医療費がかかりそうなときには、あらかじめ
または
「限度額適用認定証」
の交付を受けておくと病院窓口での負担を減らすこと
「限度額適用・標準負担額減額認定証」
ができます。

国民健康保険 0保険医療課 ☎56-0618

記事ＩＤ 8936

イベント

●70才未満の人
「限度額適用認定証」
を提示すれば、医療費の支払いが
「自己負担限度額」
までになります。
保険証と
●70才以上75才未満の人
２割負担の人は、
「限度額適用認定証」
は必要ありません。
３割負担の人は、保険証・高齢受給者証と
「限度額適用
を提示すれば、医療費の支払いが
「自己負担限度額」
までになります。
認定証」
●非課税世帯の人

年齢にかかわらず平成３０年度の市・県民税が非課税世帯の人は、保険証等と
「限度額適用・標準負担額減額認

を提示すれば、医療費の支払いが
「自己負担限度額」
までになり、入院時の食事代・居住費の自己負担額も減
定証」
額されます。
「認定証」
の有効期限は
7月31日です

更新手続きが必要です。
現在、
「認定証」
の交付を受けている人は、
該当する人には、
７月中に認定申請書をお送りしますので、
必要な人は提出してください。

後期高齢者医療制度 0保険医療課 ☎56-0617

記事ＩＤ 472

平成３０年度市・県民税非課税世帯の人は、保険証と
「限度額適用・標準負担額減額認定証」
を提示すれば、医療

費の支払いが
「自己負担限度額」
までとなり、入院時の食事代・居住費の自己負担額も減額されます。
「認定証」
の有効期限は
7月31日です

現在、
「認定証」
の交付を受けている人で平成30年度も対象となる人には、7月中に

「認定証」
を送ります。更新手続きは不要です。

みんなで一緒に早朝モーニングしてみませんか？
〜ながくて隣人まつり、第２弾は
「朝活 in リニモテラス」
〜

記事ＩＤ 11675

H

0たつせがある課 ☎56-0641
市民のみなさんの交流や、
リニモテラスについて一緒に考えていただくきっかけとなった
「ながくて隣人まつり
〜リニモテラスキックオフイベント〜」
に引き続き、同じ場所で第2弾を開催します！
今回のテーマは
「朝活 in リニモテラス」
！いい朝は、いい一日へとつながります。モーニングをモグモグ食べな
がら、まちの未来やリニモテラスのあり方について一緒に楽しく話しませんか？

17月22日
（日）
7:00〜8:00 ※小雨天決行

2長久手中央2号公園（イオンモールとリニモ古戦場駅の間）
L有料（モーニングセット付き）
57月13日（金）までにたつせがある課に電話またはメールで申込み。
（先着20名）
詳しくは市HPをご覧ください。
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「
“ 長久手市役所の仕事」
通知表”の作成

記事ＩＤ 11615

0行政課 ☎56-0605

〜行政評価・外部評価の実施〜

お知らせ

長久手市では、行政サービスの向上を目指すため、実施した事業
（施策）
について、取組状況などを市民に示す、
「市役所の仕事」
通知表（行政評価）
を実施しています。この行政評価では、業務担当課の自己評価
（内部評価）
と市
職員以外の外部の方々による「市役所の仕事」
通知表 の作成
（外部評価）
を実施し、外部の方々の意見・提案等を加
えることで、行政評価の客観性と透明性を確保することに努めています。
9：30〜11：50
①7月30日
（月）
2市役所西庁舎２階

9：30〜11：50
②7月31日
（火）
2市役所西庁舎２階

第７・８会議室

・ 障がい者福祉事業
・ 在宅医療・介護連携事業の推進

第７・８会議室

・ 巡回バス運行事業
・ 文書の削減計画

9：30〜11：50
④8月2日
（木）
2市役所西庁舎２階

・ 環境基本計画推進事業
・ 子ども教室と児童クラブの
一体型の推進

9：30〜11：50
⑤8月3日
（金）
2市役所北庁舎２階

第７・８会議室

9：30〜11：50
⑥8月6日
（月）
2市役所西庁舎２階

第５会議室

・ ふるさと寄附金推進事業
・ 里山保全事業

イベント

第７・８会議室

9：30〜11：50
③8月1日
（水）
2市役所西庁舎２階

第７・８会議室

・ 情報化推進事業
・ 女性管理職登用

・ 地域振興事業
・ 古戦場公園再整備事業

行政評価
Plan

Do

事業を計画する
（予算要求）

Check

事業を
実施する

Action

事業の内容を
評価する

新たな計画
（次年度以降の予算）
に反映させる

せ

事業の内容を
改善する

・目標は達成できたのか
・成果は十分か

こう

長久手市みんなでつくるまち条例施行記念シンポジウム
〜さかそう

ながくて

・よりよい方法はないか
・行政が実施すべきか

じちのはな〜を開催します

記事ID 11606

0経営企画課 ☎ 56-0600

本シンポジウムは、第１回地域共生社会推進全国サミットinながくてのプレイベントです。

７月１日に施行する
「長久手市みんなでつくるまち条例」
について、
市民のみなさんに知ってもらうことと併せて、条例を活かした市
民主体のまちづくりについて、講演および市民によるパネルディス
カッションを通して、
ともに考えます。
みんなでつくるまち条例とは？

市民、議会、市がどのような役割を果たし、長久手市のまちづくりを進めていくのか、
まちづくりの基本的なことを定めたもの

17月20日
（金）
19:00〜21:00（18:30開場）
2文化の家 風のホール
3どなたでもお気軽にお越しください。
5事前申込不要 K手話通訳あり

「共に生き 共に咲かせる 幸せの花」 パネルディスカッション
講演 テーマ
四日市大学 副学長

こ ばやしけい た ろう

小林慶太郎 氏

(仮称)長久手市自治基本条例制定アドバイザー

プロフィール

専門は地方自治ですが、研究だけでは
飽きたらず、自らも各地の地方自治体で
の政策づくりに関わったり、まちおこしに
取り組んだりと、実践と研究の両立を目指
しています。
ご当地グルメ
「四日市とんてき」
を活か
して四日市のイメージアップを図ろうと、
自らが中心になって設立した一般社団法
人
「四日市とんてき協会」
の代表理事とい
う顔も持っています。

テーマ「ここから踏み出そう！わたしのまちづくり」

それぞれ異なる活動を行う以下の団体から市民パネリスト４名に
お越しいただき、小林氏とともに、テーマに沿って、意見や想い
を語っていただきます！
●西小学校区まちづくり協議会

●元・
（仮称）
長久手市自治基本条例検討委員会
（愛称 自治KEN）
●ながくて幸せ実感広め隊
●DoNabenet in あいち
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ながくて・学び・アイ講座
（9月開講分）

0生涯学習課 ☎56-0627

記事ID 11670

イベント

2市役所西庁舎3階 公民館
3市内在住・在勤・在学の18歳以上の人
57月2日（月）〜20日（金）に、生涯学習課窓口（本人に限る）で申込。郵送の場合は7月20日（金）消印有効。

1人で2つ以上の講座に申込可能ですが、はがき1枚につき1講座のみ有効です。申込後のキャンセルはできま
せん。
【あて先】
〒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郵便番号、住所 ④電話番号 ⑤ＦＡＸ番号 ⑥在勤・在学者はその旨
⑦子ども連れの場合は子どもの年齢

K13番の講座は8人、その他の講座は7人の受講生がいないと開講しません。詳しくは市や市役所、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ご覧ください。
※本講座は、講師も受講生もお互いに学びあうという趣旨のもとに企画・運営しています。当日の受付や教室のセッ
ティング、後片付けなど円滑な運営がされるように受講生のみなさんのご協力をお願いします。
※すべて初心者向け 9、11、12番の講座は、
お子様連れでの参加が可能です。

※費用は、受講料＋資料・材料費の合計です。
番号

講

座

名

ベビマチング
（ベビマ＋コーチング）

9

講

師

てとてと手

ふく だ

ゆ み こ

福田 裕味子

日

時

9/5、19、10/3、17（水）
10：00〜11：30

定

員

12人

費

用

3,200円

場

所

和風会議室

ベビーマッサージとコーチングで、
赤ちゃんが教えてくれる我が家流子育て法を見つけよう！
！
＜全4回＞

Fバスタオル、赤ちゃんの水分、筆記用具、赤ちゃんのお気に入りのおもちゃ
英語ABCからもう一度

10

かみ や

た ろう

神谷 太郎

9/6、20、10/4、18（木）
13：30〜15：00

20人

1,240円

講義室

アルファベットから始めて、簡単な文法をおさらいします。あいさつおよびすぐに使える表現を練習します。
＜全4回＞

F特になし
バランスボールで
身体も心もスッキリ！

11

バランスボール
インストラクター
あ け

AKE

9/14、28、10/12、26（金）
10人
10：00〜11：30

1,200円

和風会議室

バランスボールを使って有酸素運動、筋トレ、
脳トレ、
ストレッチをしていきます。
（50代までの女性対象）
＜全4回＞

F飲み物、タオル、運動できる服装
トランプ手品入門

12

あらかわ

荒川

たかし

隆

9/15、22、29、10/6（土）
15人
10：00〜11：30

2,400円

学習室2

セルフワーキングマジックといい、
特別な技術なしでできる初心者向けの講座です。不思議な現象に驚きます。
＜全4回＞

Fテーブルマット代わりの布（習字の下敷可）、筆記用具
50歳から素敵に輝く
表情筋トレーニング

13

み な こ

松下 美奈子

9/25、10/23、11/27（火）
30人
10：30〜12：00

年だからと諦めてはもったいない！筋肉は何歳からでも鍛えられます。
大好きな自分と輝く笑顔を手に入れましょう。
＜全3回＞

F特になし

8

まつした
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1,200円

学習室1・2

チケット
発売日

0文化の家 ☎61-2888
0N ピ ア ☎63-9200（窓口販売のみ）
0チケットぴあ ☎0570-02-9999

フレンズ会員
一
般

7月 7日
（土）
7月 14日
（土）

前売完売の場合、
当日券の販売はありません。
文化の家の電話予約は発売日の翌日から受付

0文化の家 ☎61- 3411
平日マチネコンサート
ご

ご

午后の佇み〜カルテットの魅力〜

ワンコインでいいの？
素敵な弦楽四重奏の調べで、午后のひとときを、優雅
に過ごしませんか？

19月6日
（木）
13：30開場 14：00開演
2 森のホール
ひらみつしん や
あらまき り え
G【出演】平光真彌（ヴァイオリン）、荒巻理恵（ヴァイオ
しんたにうた

かわ い ゆう じ

リン）
、新谷歌
（ヴィオラ）
、河井裕二
（チェロ）
【曲名】ベートーヴェン：ラズモフスキー第3番ほか
l【前売・当日】一般500円
〈全席自由〉 ※未就学児入場不可

ポピュラークラシックコンサート

記事ID 11627

〜長久手市長賞受賞者をソリストに迎えて〜

長久手市長賞を受賞したフルート奏者と愛知県立
芸術大学オーケストラによるコンサートです。

19月15日
（土）
14：30開場 15：00開演
2 森のホール
ほそかわ きょう こ
G【出演】細川杏子（フルート）、
愛知県立芸術大学オーケストラ
l 無料（要整理券）※未就学児入場不可

2018 輝け！
長久手フレッシュコンサート

記事ID 8845

市内および愛知県立芸術大学ゆかりで、将来を嘱望さ
れる4人の若人による音楽会です。音楽家として成長でき
る環境づくりに協力したいとの思いからの企画です。

1９月２日
（日）
１４
：
００開場 １４
：
３０開演
2 森のホール
いわ た けん と
えんどう も な
G【出演者】岩田健豊（テノール）、遠藤望名（ヴァイオリン）、
おおさき な

な

たかさき ま

7月分
1月分

1受付時間9:30〜10:00 抽選会10：00〜
2光のホール

映像鑑賞会
記事ID 11626

たたず

◆ 4日
（水） ホール【森、風】 平成31年
◆ 11日
（水） その他の施設
平成31年

文化の家

チケット
取り扱い

文化の家 施設利用抽選会

記事ID 10322

17月12日
（木）
10:00/14:00

(上映の40分前から受付開始、30分前開場)

2光のホール
G《午前の部》

「華麗な歌と踊り！夢の世界！ミュージカル映画」
シリーズ
ニューヨーク
「踊る大紐育」
(1949年・98分)
恋人を求めてニューヨークを駆け巡る三人の水兵。
はつらつしたスピード感溢れる歌と踊り、場面転換
が素晴らしい！
《午後の部》
「これだけは観ておきたい名作」
シリーズ
「ライムライト」
(1952年・131分)
人生から遠ざかろうとしていた老芸人に命を助
けられた若きバレリーナは、二人の幸せな生活を
夢見るが…。
l 無料(先着80名)
つ づき よしたか

K【解説】都築義高(音楽・映画評論家)
2018ながくてキッズプログラム③
あそ いく

コンドルズの遊育計画

記事ID 11616
こんどうりょうへい

クーテシガーナを振付けした近藤良平さんが長久
手に登場！ からだをめいっぱい動かして、思いっきり遊
ぼう！ 現代の子どもに必要な基本動作が自然に身に
つきます。ダンボール遊具のあそび場もあるよ！

110月27日
（土）
13:00開場 14：00開演
2 森のホールほか
G【出演】コンドルズ
l【前売・当日】
一般2,500円、中学生以下500円、
フレンズ会員2,200円
（前売のみ）
※全席指定 ※2歳以下ひざ上鑑賞無料

ゆ

大崎奈々
（ピアノ）
、高崎万由
（ホルン）
l 一般（高校生以上）1,000円、小・中学生無料（要整理券）
※全席自由・未就学児入場不可
57月14日（土）から、文化の家受付およびＮピアにて
チケット販売、
整理券配布を行います。
※チケットぴあでの取り扱いはありません。

0 長久手青少年音楽家育成協議会
090-4082-4586
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MUSIC WEEKEND2018
「室内楽の楽しみ」

記事ID 11625

文化の家

愛知県立芸術大学内オーディションで選抜された
学生ら若手音楽家による演奏会です。

19月23日
（日・祝）15:30開場 16：00開演
2 風のホール
l【前売・当日】一般1,000円、学生500円〈全席自由〉
ガレリアパフォーマンスvol.174

「七夕DAY＆NIGHT」

記事ID 7935

七夕に創造スタッフによるパフォーマンスイベント。
今回はお昼と夜の二回公演です。夜は音楽スペシャル
でお届けします。

17月7日
（土）
12:00開演、19:00開演
2アトリウム
ふじしま
こ
とよながじゅん こ
G【出演】豊永洵子（ダンス）、藤島えり子（語り）ほか
l 無料

ホールを楽しむための
舞台見学ツアー

記事ID 11685

文化の家ホール見学ツアーを今年も開催します！ さ
まざまなイベントが行われている文化の家のホール。客
席や舞台が変幻自在に可動することを知っていますか？
めったに見られないホールの舞台裏を公開します。どう
ぞお気軽にご参加ください。

ガレリアコンサートvol.175
おんぱくまちなかコンサート

記事ID 7935

0歳から楽しめる
「おんぱく2018」
まちなかコンサート。
創造スタッフがお送りします。曲目は｢だったん人の踊
り｣他。

17月24日
（火）
11:00開演
2アトリウム
いしかわたかのり ほそかわ きょう こ りょうとく じ けいすけ
G【出演】石川貴憲、細川杏子、了徳寺佳祐
l 無料

キッズサマーシネマ

記事ID 11631

夏休みに親子で楽しめる映画を上映します。ご家族
で、お友達同士で是非お越しください！

1８月２５日
（土）
10:00/14:00
(上映の30分前に受付開始)
2風のホール

G《午前の部》10：00〜

「リトルプリンス 星の王子さまと私」
（2015年・107分）
《午後の部》14：00〜
「ブタがいた教室」
（2008年・109分）
l【各回】一般300円、中学生以下200円（2歳以下
ひざ上鑑賞無料）
〈全席自由〉定員250人
Kチケットぴあでの取り扱いはありません。

18月23日
（木）

10：00〜11：30（親子向け）

2 森のホールほか
3小学生以上。グループでの参加、大人のみの参加も

歓迎。
（小学生参加の場合、1組につき大人1名以上
の参加が必要。）
l 無料
57月3日（火）より文化の家にて申込。翌日から電話申込可。

絵画コンクール作品募集

記事ID 7693

詳しくは市HPや募集要項をご覧ください。
小中学生の部 【テーマ】
ともだち
58月1日（水）から17（金）までに、文化の家に申込用紙
と作品を持参。郵送不可。
一般の部 【テーマ】
なし
57月3日（火）から10月28日（日）までに、文化の家に申
込用紙を持参。作品は
募集要項指定の日時に
文化の家に持参。郵送
不可。

※昨年度の大賞作品の写真
まつながまさおき
松永和興「ブイのある光景」
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文化の家発売中の公演
に

と しゃ

7/22（日） 二兎社公演
「ザ・空気 ver.2 誰も書いてはならぬ」
7/28（土）フレンズ企画Part38
「スギテツと長久手のなかまたち
ゆかいな音楽会」
8/5
（日）おんぱく2018〜ようこそ、
夏の音楽バザールへ
8/10
（金）2018ジョイントフェスティバル愛知
「ぐっすり おやすみ」
9/17
（月・祝）
2018ジョイントフェスティバル愛知
「風を見たかい？」

おんぱく2018
まちなかコンサート

記事ID 11428

まちなかコンサート（7月分）
1日（日）

6日（金）
8日（日）
12日（木）
18日（水）

1 11：00

2 イオンモール長久手

1 15：00

2 アピタ長久手店

1 9：30

2 ※長久手市議場（見学可）

1 14:30

2 子育て支援センター

1 11：00

2 中央図書館（AVルーム）

1 14：00

2 中央図書館（AVルーム）

1 11：00

2 西児童館

1 13:30

2 南児童館

1 11：00

2 下山児童館

1 13:30

2 青少年児童センター

24日（火） 1 11：00
27日（金）

（イオンホール）

オペラを観る際のツボや、歌手ならではの悩みなど、オ
ペラが面白くて興味深くなるトークショーです！

19月16日
（日）
11:00/14:00
(開場は公演の15分前)

2 光のホール
おおやまだいすけ
G【お話】大山大輔（バリトン歌手）
l 無料 先着80名
57月10日（火）から文化の家にて申込受付開始。
※申込時に、
氏名・電話番号を伺います。
※未就学児入場不可

（スターバックス前）

2 文化の家アトリウム

1 11：00

2 市が洞児童館

1 13:30

2 西児童館

文化の家

0歳から楽しめる
「おんぱく2018」
のミニコンサート。
誰でも、気軽に音楽の楽しさを体感しよう！参加１回
ごとに、おんぱくオリジナルステッカーをプレゼント。
4枚集めて8月5日(日）
のおんぱくバザールに参加す
ると、
すてきなギフトがもらえます！
l入場無料

記事ID 11723
オペラへようこそ！
！
〜オペラに行く前に聞いておきたい話〜

2018ジョイントフェスティバル愛知

子どものためにどう活かす？
「文化芸術基本法」

記事ID 11686

「文化芸術振興基本法の一部を改正する法律」
が、昨
年度、施行されました。それを受けて文化庁文化部長
と子ども教育の先進国であるスウェーデンからのゲス
トをお招きして、子どもへの芸術文化の育成について
一緒に考えるフォーラムです。

1８月９日
（木）
13:30〜16:30
(公演の30分前に受付開始)

2 風のホール
l 無料
5申込受付中。文化の家に電話にて申込。

※7/6（金）長久手市議場でのステッカー配布はありません。

記事ID 11214

日時

8/5（日）10:30〜16:15

料金

[ 前売・当日 ] 大人 1,500 円

会場

長久手市文化の家全館

子ども（0 才〜小学生）500円

※一般・フレンズともに同料金

※0 才から要チケット

『おんぱく 2018』は家族みんなで楽しめるクラシック音楽のイベント。小さな子どもたちやお父さん、
お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、誰でも大歓迎。長久手市文化の家をはじめ、市内各所をめ
ぐるまちなかコンサートも開催中！耳で聴くだけでなく、目で見て、肌で感じて、体全体で音楽バザー
ルを遊びつくそう！

アトラクション（体験コーナー）
一例
あなたも名指揮者

プロのオーケストラを指揮しちゃう !?
一生に一度の大チャンス！

はじめての楽器体験

ホンモノの楽器に触って音を出してみよう！
音が出たら、音楽家への第一歩！

ドレミファ工房

音が出る魔法の杖を作ろう ♪
※事前申込制、有料（500 円）
7/18（水）文化の家にて事前申込開始

オーケストラコンサート

全国から集まったおんぱくスペシャル
オーケストラによる大迫力コンサート！

オープニング
コンサートの様子
パレードには 150人 、コンサートには 400 人もの
お客さんが集まりました！

曲目
★ボロディン作曲 /
「だったん人の踊り」
★ビゼー作曲 /
「ジプシーの踊り」ほか
おんぱく 2016 のコンサートの様子
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シ

ア

ニ

の

広

大きい
文字

場

シ ニ ア

いきいきサロン
ぜひお近くのサロンへ

市内在住の 65 歳以上の人を対象に、
介護サービス事業所などの
専門職による、健康づくりに役立てていただくためのサロン（通い
の場）
を開催しています。
ぜひお近くのサロンへお出かけください。

0長寿課 ☎ 56-0639

尾張旭市

1

記事ID 11674

愛知医科大学

藤が
丘

地下 駅
鉄東
山線

市役所

藤が丘駅

2

7
8

はなみずき通駅

9

3
10
杁ケ池
公園駅

名古屋市
名東区

長久手
古戦場駅

4

5 6

愛知淑徳大学

名
古
屋瀬
戸道
路

名古屋IC

芸大通駅
（リニモ）
東部丘陵線

日進JCT

日進市

公園西駅

長久手IC

愛知県立芸術大学

出張！いきいきサロン

市民のみなさんが集まる場所に専門職が出向いてプログラムを
行います。出張できるサロンには 出張可 のマークがあります。日時
や内容などの調整が必要ですので、直接それぞれのサロンにお問
い合わせください。

1 出張可
Cafe うさぎ

G認知症予防のための作品づくりをします
2特養サンヴェール尾張旭（尾張旭市南栄町黒石48-1）
1第4水曜日10：00〜11：10
0☎ 52-2992
G看護師による健康相談と、
2やさしいところ（坊の後1121）
new 2 出張可
手芸
（ 1第３火曜日13：30〜15：00）
0暮らしの保健室訪問看護ステーション糸
やさしいところ
カラオケ教室
（ 1第１月曜日13：30〜15：00） ☎ 090-3584-4157
Gボランティアによる折り紙、体操、手芸、俳句。
3
2なないろカフェバンバン（城屋敷114）
映画鑑賞などをします 1第1月曜、第2金曜、
なないろカフェ
0☎ 57-7604
第3火曜、第４月曜（時間帯は要問合せ）
バンバン

4 出張可

G健康相談、健康体操、すぐ役立つ生活情報の

お話などをします
寄ってこサロン 1第1・第3水曜、第2・第4月曜 14：00〜15：00

5

杜のつどい場

6

G手芸、おやつ作りなどのレクリエーションと
専門職による健康体操、健康相談
1第2木曜日10：30〜12：30

G回想法として懐かしい行事食をみんなで作

ります
ザ和座話（ざわ
1第４木曜日10：00〜14：00
ざわ）の会

7

長久手
ロコモサロン

2愛知たいようの杜古民家ざわざわ（根嶽1211）
0ケアハウスゴジカラ村 ☎ 64-5151
2愛知たいようの杜古民家ざわざわ（根嶽1211）
0生活支援コーディネーターるーぷ
☎ 090-9267-4288
なごみ

G認知症、ロコモ対策として脳トレ、軽運動、発 2藤ヶ丘つぼハウス和
声練習をします

1毎週月曜日11：00〜12：00
G懐かしい映画鑑賞と、軽い体操をします
new 8
西ノ根シネマ 1第３月曜日13：00〜15：00
G懐かしい歌をみんなで歌い、軽い体操もします
new 9
1第４水曜日13：00〜15：00
茜コーラス
new 10 出張可 G懐かしい歌をみんなで歌い、軽い体操もします
1第１火曜日13：00〜15：00
楓コーラス
※1 回につき 100 円から 300 円程度の参加費がかかります。
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2豊田信用金庫杁ヶ池支店（菖蒲池201-1）
0NPO法人つづら ☎ 78-2043

広報ながくて 2018 年 7 月号

（名古屋市名東区明が丘24アーバンＫ２）

0☎ 052-776-7776
2西ノ根集会所（打越111）
0ケアプランセンターやさしいところ ☎ 57-5145
2茜老人憩の家（打越1104）
0ケアプランセンターやさしいところ ☎ 57-5145
2楓老人憩の家（東狭間405）
0ケアプランセンターやさしいところ ☎ 57-5145

0長寿課 ☎ 56-0639

いきいき介護予防教室

記事ID 11654

2福祉の家2階（前熊下田171番地）
G健康運動指導士等の専門職による、楽しく身体を動かす

シ ニ ア

生活機能の低下により、
外出が難しくなりがちな市内在住の 65 歳以上の人を対象に、
転倒予防や認知症予防につな
がるような送迎付きの教室を開催しています。
運動やレクリエーションを通して、
充実した毎日を過ごしましょう。
（※定員あり。
参加にあたって、
最近の生活のご様子についてお伺いさせていただきます）

運動やレクリエーションなどのプログラム

1原則週１回、金曜日 13：30〜15：30
l300円／回
50（株）長久手温泉 ☎ 64-3511

７月からは、
スーパーの店内での運動教室も開催します。教室後にお買い物もできますので、普段外出しづらい
方はぜひご参加ください

new

new

2アピタ長久手店内（戸田谷901番地1）
G店内の買い物と、姿勢や筋力の改善のための歩行を

2平和堂長久手店内（東原山46番地93）
Gロコモ対策としての軽運動や脳トレと、店内での買

1毎週水曜日 10：30〜12：10
l300円／回（買い物は自費）
50リハビリフィットネス旭 ☎ 052-773-3103

1第２・第４木曜日 10：00〜11：40
l昼食代含み1,000円／回（買い物は自費）
50藤ヶ丘つぼハウス和 ☎ 052-776-7776

中心とした運動

い物、喫茶店での昼食

なごみ

赤あったかぁどの協賛店舗が増えました！
0長寿課 ☎ 56-0631

記事ID 3375

平成30年4月1日から
「赤あったかぁど」
の協賛店舗が大幅に増えています！
（現在42店舗）
「赤あったかぁど」
を提示すると、各種特典が受けられます！
区

分

買

物

その他

店舗・施設名称

住

所

特典内容

SHOP ラファエロ・2

山越 411

ダヤン商品お買い上げでスタンプ 2 倍進呈

瀬戸信用金庫長久手南支店

長配三丁目 512

EV 充電スタンド無料利用

※
「赤あったかぁど」
の協賛店舗・協賛施設を募集しています！ご賛同いただける場合は、長寿課までお問い合わせください。

シルバー人材センターパソコン講座
0シルバー人材センター ☎ 62-9100

「もっとパソコンを楽しもう 〜写真編集とブログ作成〜」

Gデジカメ写真のトリミング、レタッチと写真を使ったブログを作成
17月27日〜9月14日 の毎週金曜日 13：30〜15：30（全8回）但し7月27日、8月24日の2日間のみ 9：30〜11：30
2高齢者生きがいセンター2階 会議室 受付：7月9日（月）〜
416名 (申し込み先着順) 3 長久手市内在住の60歳以上の方 l3,000円 (教材費含む)
Kパソコン（Windows7、
8、
10）
は受講者の持ち込みとなります。
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認知症高齢者等家族支援事業 いきいき倶楽部
0長寿課 ☎ 56-0639

記事ID 3368

シ ニ ア

不意の外出により高齢者等が行方不明になったときに
早期発見するための
「専用端末機」
を貸し出します。
「専用
端末機」
を利用して、高齢者等の位置を検索し、早期発見
を図ります。

3市内在住で不意の外出のみられる認知症高齢者およ

び知的障がい者等を介護する家族および保護者
lひと月あたり500円程度（現場駆けつけについては別
途料金がかかります）
5長寿課 地域支援係
印鑑
（申請の際に保護の対象者について聞き取りを行
います）

「あかつきの会」
〜認知症家族交流会〜
0 長寿課

社会福祉協議会

☎ 56-0639
☎ 62-4700

17月27日
（金）
13：30〜15：30
2福祉の家2階 会議室
3 認知症の人を介護している家族
5事前申込不要

記事ID 3391

ほっと一息

家族同士で集まって
介護の悩みを話した
り情報交換してみま
せんか？

長久手市シニアクラブ連合会
囲碁将棋大会

0市社会福祉協議会ボランティアセンター
☎ 61-3434

長久手市シニアクラブ連合会の会員となって、囲碁、将棋
を楽しみませんか。成績優秀な方は、県大会にすすめます。

17月26日
（木）
9：30〜13：00
2福祉の家2階 教養娯楽室
3 市シニアクラブ連合会会員
l300円（当日集金、昼食つき）
5７月１日（日）から10日（火）までボランティアセンター

で電話受付。詳しくはお問い合わせください。尚、申込
時には、段・級の有無をお知らせください。
Kシニアクラブ非会員の方はご加入のご案内もします。

シルバー人材センター入会説明会
0シルバー人材センター ☎ 62-9100

高齢者のみなさんの今まで培ってきた経験を発揮する
ために、
シルバー人材センターに入会しませんか。あなた
の力を待っています。
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0長寿課 ☎ 56-0639

記事ID 4740

60歳以上の人を対象に、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。
日にち

時

間

場

所

7月5日(木) ● 10：00〜12：00 段ノ上集会場
7月6日(金) ● 10：00〜12：00

老人憩の家
「椿荘」
岩6地区

7月10日(火)

13：30〜15：00 蟹原集会所

7月11日(水) ●

10：00〜12：00 睦老人憩の家

7月11日(水) ● 13：30〜15：30 上川原集会所
7月12日(木) ● 10：00〜12：00 長配三丁目集会所
7月13日(金)

10：00〜11：30

老人憩の家
「椿荘」
岩7地区

7月13日(金)

13：30〜15：00

市が洞小校区
共生ステーション

7月17日(火) ● 10：00〜12：00 長湫八分会集会所
7月18日(水) ● 10：00〜12：00 丁子田集会所
7月19日(木)

10：00〜11：30

長久手ニュータウン
集会所

7月19日(木) ● 14：00〜15：30 三旺マンション
7月20日(金)

10：00〜11：30 楓老人憩の家

7月24日(火) ●

10：00〜12：00 老人憩の家「さつき荘」

7月25日(水)

13：30〜15：00 色金老人憩の家

7月26日(木) ● 10：00〜12：00 丸山住宅集会所
7月26日(木)

13：30〜15：00 県営山野田住宅集会所

7月27日(金)

10：00〜11：30 蟹原シーズンズ

福祉の家の施設情報
0福祉の家 ☎ 64-6500

記事ID 3403

●歩行浴インストラクターの来所日時
7月20日(金) 10：00〜11：30
●歩行浴室・福祉浴室ともに利用休止時間帯
7月12日、26日(木) 10:00〜11:30
●歩行浴室の利用休止時間帯
7月6日、13日、20日、27日(金) 13:30〜14:30
●温泉スタンドの休止日

7月2日(月)

17月27日
（金）
、8月24日
（金）
、9月28日
（金）
13:30〜15:00
2高齢者生きがいセンター２階 会議室
3 市内在住の６０歳以上の働く意欲がある人
K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。

7月みんなの掲示板
0情報課 ☎ 56-0601

記事ID 3963

【市内で行う催し等をご紹介!詳しくは各団体までお問い合わせください。】
58月号への掲載は、7月5日(木)までに申請書を提出してください。
広報紙への掲載可能件数は最大17件(先着順)です。詳しくは市Jをご覧ください。
※各お問い合わせ先への営業目的等でのお問い合わせはご遠慮ください。

第 24 回真徳会書展

産後ママの骨盤調整ヨガ

ポールウォーキング体験会

墨紙筆で色々な物に書きたい物を表現してみ
ました。6 才〜 87 才の元気が一杯です。

2ヶ月〜 1 歳前後のお子さんを連れて、ヨガ
でスッキリしませんか？ 体が硬い方もできる！
ジンワリ汗もかける！

毎月第 1・３金曜日に杁ケ池公園でポールウォー
キングを楽しんでいます。また季節ごとにモリコ
ロパークなどに出かけます。

17月6・13・20・27日
（金）
13：30〜14：15
2中央図書館2F AVルーム 他
3先着15名
（要予約） l全4回で2,400円
5090-8339-6092 SAWA

17月6・20日
（金）
16：00〜17：00
2杁ケ池体育館前に集合
Gぜひ一度体験してみませんか。ポールをお持ち
でない方も大丈夫です。
K雨天中止
5坪井090-2685-3990

17月27日
（金）13：00〜17：00
7月28日
（土） 9：00〜17：00
7月29日
（日） 9：00〜16：00
2中央図書館2階ギャラリー
G色々な種類の紙と墨と筆の組み合わせによっ
て様々に変化する作品の紹介と展示
0藤村
（電話62-1378 FAX62-1378）

夏休み親子人形劇場−人形劇団タブタブ公演

アレルギーっ子も おそとでごはん

好評の人形劇団タブタブ三回目の公演です。子
供の笑顔がはじけます。お子様・お孫様とご一緒
にお越し下さい。

かまどでご飯を炊いて、皆が食べられる材料で
料理を作って食べて、楽しいひとときを過ごしま
しょう。

17月28日
（土）
14：00〜16：00
2長配3丁目集会所
3人形劇は幼児〜小学生向け
G人形劇は最初の1時間。後の懇談会は参加自
由です。
l大人100円 子供無料
062-1785 伊藤

18月28日
（火）
10：00〜
2平成こども塾 屋外調理場
3親子10組程度
G申込時にアレルゲンをお知らせ下さい。
l500円/人 57月4日〜 先着順
0ぷちヴェール長久手
nagakute.aller.net@gmail.com

親子でフラダンスを踊ろう！
夏休みに親子でフラダンスを体験しましょう。

18月4日
（土）
10：00〜12：00
2福祉の家内ボランティアセンター活動室1
33才〜小学生と保護者20名程
Gハワイの音楽に合わせてフラダンスを体験して
もらいます。
57月20日までにメールにて申込。
0ku̲u.hoa.aloha@hotmail.com

親子で Enjoy 育脳講座

第 5 回長久手市民ゴルフ大会

リフレッシュ爽爽会

講座科目：英語・右脳・算数 / カードや絵本を
使った親子の知育遊びと参加自由の座談会あり

ゴルフを通じて市民の健康増進と交流を図り明
るいまちをつくる

日常生活のストレスで硬くなった「身体」を自
分自身でリラックスする方法を学びませんか！
そして、心身を癒やしませんか？

17月10日
（火）
・27日
（金）
2文化の家 和室
3各先着6組 l1,100円
G7/10 1歳半〜4歳 13：20〜 4〜17ヶ月 14：30〜
7/ 27 1歳半〜4歳 10：00〜 ４〜17ヶ月 10：50〜
5メール又は電話
0こどもはれるFsC北原 070-5032-2155
kodomohareru@gmail.com

110月29日
（月）
7：30〜
2ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場
3市内在住・在勤のアマチュア
（学生不可）
定員220名 G競技方法はダブルペリア方式
l参加費は申込時に1,500円
Kプレイ代は当日支払
57月10日
（火）
9時から杁ケ池体育館窓口
0川本61-2700

17月12日
（木）
18：00〜21：00
2西庁舎3階 和風会議室
3先着25名 l1回1,000円
G愛知学院大学心理学科教授吉川吉美先生指導
による動作法
5090-8861-6349
（松本）
090-7686-1790
（川本）

小学生サイエンスキッチン

ダイナミック人がたアート！

多国語カフェ de 遊 bou !

自由研究に応用できる !？調理に関連した科学
実験をやってみよう！

大きな紙にかたどった等身大の自分で自由にア
ートを楽しもう♪毎年子どもたちに大人気のワー
クショップです

「多国語のある暮らし」こどももおとなも楽し
そう！カフェで話そう！

1①8月1日
（水）
〜3日
（金）
②8月8日
（水）
〜
10日
（金）
各10：00〜11：30
2長久手キッチンスタジオさわわ
3小学3〜６年（中学生可）
G3日で3つの実験。① ②は同内容。詳細はHP
（
「長久手キッチンスタジオ」
で検索）
へ
5090-4267-1359

18月19日
（日）
13：30〜15：00
2文化の家美術室 l2,500円
5申込専用サイト
（メールで問合せください）
0メールkokoro.k.soranoiro@gmail.com
電話0561-58-1324
（西本）

住宅の屋根・外壁塗り替えセミナー
17月8日
（日）
9：30〜11：30
2長久手市文化の家 2階講義室1
3どなたでもOK・定員12名
G塗り替え工事をする前に、消費者が知っておく
べき知識をわかりやすく説明します。
5電話又はFAX・受付は当日まで
0一般社団法人市民講座運営委員会
T E L0120-689-419
FAX0120-392-276

17月22日
（日）
10：15〜11：30
2文化の家講義室１
3家族で単身で先着10人
G
「多国語のある暮らし」
を紹介します。どんな楽
しいことが起っているのかお話します。
57月20日までに申込
0浅井
（電話090-2579-6529）
SMS可

ミニセミナー

親子料理教室

①「臓器移植について」
②「腎臓を保護する食事ってあるの？」

1①7月25日
（水）
②7月31日
（火）
2愛知医科大学病院2階健康情報室
3先着30名
G講師①石橋ひろ子
（院内コーディネーター）
②原なおり
（管理栄養士）
K①②共14：30〜15：30 5電話か来室
00561-62-3311
（内）
39050愛知医科大学
病院健康情報室

ベビーサイン体験レッスン
赤ちゃんと簡単な手話やジェスチャーでコミュニケーションを取ってみ
ませんか

17月4日
（水）
10：30〜11：30 2アミング藤が丘店内
36ヶ月〜1歳半の赤ちゃんとママ 6組 l2,000円 お土産付
G赤ちゃんと一緒に参加できる楽しいレッスンです
5メール 0rose.redoute@me.com 飯嶋

親子でパエリアを作りましょう。

18月7日
（火）
9：30〜13：30
2保健センター3階調理室
3小学生とその保護者30人
（高学年1人参加可）
Gパエリア、ポテトサラダ、豆腐の冷製ポタージュ他
l1人400円
（保険料含）
Fエプロン、
ふきん、三角巾
57月20日
（金）
までに電話
0食生活改善推進員会 伊藤
（62-0267）

親子あそびの会

は・じ・ま・る・よ♪

家庭保育室スマイル☆キッズの夏まつり。一緒に楽しみませんか？
親子あそびや製作などたくさんのお友達と遊びましょう。

18月18日
（土）
10：00〜11：30 2文化の家 音楽室
31才位〜小学低学年位までの親子
G親子ふれあい遊び・ゲーム・製作
5電話にて申し込み 00561-62-8123
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7月イベントカレンダー
日

月

8:45 混合バドミントン大会 o 6
10:00 君もハリガネアーティストv 6
11:00 まちなかコンサート
（イオンモール長久手）
k
15:00 まちなかコンサート
（アピタ長久手店）
k

火

2

9:00 市民 MIX ダブルス
テニス大会 o 6
9:30 グラウンドゴルフ体験教室 s
10:00 お茶会 B 4
11:00 まちなかコンサート
14:00（中央図書館）k

7:00 第 504 回 歩けあるけ運動 r
9:00 七夕レディース杯 9 人制
バレーボール大会 o 6
9:00 市長杯ソフトボール大会
（男子）
w5
10:00 長久手百景みらっせツアー
特別編おんぱくバスツアー l 6
13:00 モリコロパーク夏まつりz
18:30 前熊のお天王祭りz

7:00 朝活 in リニモテラスf
9:00 市長杯ソフトボール大会
（混合）w 5
10:00 竹で水てっぽうを作ろうv 6
14:00 二兎社公演『ザ・空気 ver.2
誰も書いてはならぬ』n 5

10:00 ボランティアカフェ y
13:30 ながくてハーモニー体操
お披露目・体験会 e

10:00 交通安全教室
（南児童館）
v
10:00 難病患者・家族のつどい y
14:00 花火取り扱い教室
（青少年児童センター）
v

9:00 マイナンバーカード・通知カード
の休日窓口の開設 B
9:30 夏季市民弓道大会 s
10:00 書道・さし絵講習会 " 夏休みの課題の
作品を書こう "v 6

29

23
東海総体ボート競技大会
（東郷町）
【8/2 まで】D
9:30 行政評価・外部評価の実施 g
11:00 花火取り扱い教室
（市が洞児童館）v

10:00 平成 30 年度卯塚墓園使用者
13:30 公開抽選会 j 6
10:00 いきいき倶楽部
（睦老人憩の家）n
10:00 公共交通意見交換会
（東小学校区）A 6
13:30 いきいき倶楽部
（上川原集会所）n
13:30 創業に関する相談【全 8 回】x

9:10 39 歳以下検診 G 6
10:00 いきいき倶楽部
（長湫八分会集会所）n

11
10:00 いきいき倶楽部
（丁子田集会所）n
11:00 まちなかコンサート
（下山児童館）k
13:30 まちなかコンサート
（青少年児童センター）k

17
10:00 いきいき倶楽部
（老人憩の家「さつき荘」）n
10:00 交通安全教室（市が洞児童館）v
10:00 早期教育相談 w 6
10:00 花植え体験講習会 x
11:00 ガレリアコンサート vol.175
おんぱくまちなかコンサート j
11:00 まちなかコンサート（文化の家）k
14:00 花火取り扱い教室（上郷児童館）v

18
9:30 献血 y
10:00 介助犬ってなあに？v 6
10:00 早期教育相談 w 6
13:30 いきいき倶楽部
（色金老人憩の家）n
14:00 花火取り扱い教室
（西児童館）v

24

25

9:30 行政評価・外部評価の実施 g
10:00 交通安全教室
（下山児童館）v
15:00 小学生向けおはなし会
（ブックトーク）u

31

7月 各種相談 （相談日以外もお気軽にお問い合わせください。）

統計情報
平成30 年6 月1日
現在
（先月比）

57,796
28,669
29,127
23,530

＋84
＋41
＋43
＋38

交通事故（人）
死 亡
重 傷
軽 傷

283
230
56
25
0

5 月 30 年累計 前年同期
0
0
0
7
0
6
22 141 178

犯罪 発生状況（件）

月間異動数（5月）

5 月 30 年累計 前年同期
刑法犯 30 142 253
うち侵入盗
0
7
18

※消防に通報があったが、既に死亡
した状態であった単身者の方や死亡
後に発見された方などで、生活状況
を把握できた場合の総数です。

広報ながくて

30

4

10

海の日 16

22

16

3

9

15

転
入
転
出
出
生
死
亡
うち孤独死・孤立死※

10:00 ファミリーサポート
登録講習会 t 6
10:00 幼児教室
（青少年児童センター、
西児童館、
市が洞児童館）
v
13:00 公共交通意見交換会
（西小学校区）A 6
13:30 いきいきライフパーティー e

13:30 いきいき倶楽部
（蟹原集会所）n

8

総人口
男 性
女 性
世帯数

水

10:00 幼児教室
（下山児童館）v
10:30 大人のおはなし会
（読書会）u

13:00 公共交通意見交換会
（南小学校区）A 6

1

人口

・広報紙に掲載の情報を一覧にしたもの
・子供・親子向けイベントをピンク色、シ
・行事名後の丸囲みの数字は広報紙の該
四角囲みの数字は過去の広報紙に掲載

2018 年 7 月号

内 容（ 予 は要予約）
行

政

不 動 産 相 談
予司 法 書 士 相 談
予法

予 交通事故・相続相談
（予約は3日前までに）

消 費 生 活 相 談
権

予 生活困窮者相談

年

11 日
（水）

13:30-16:30
13:00-16:00

と こ ろ
市役所本庁舎 2 階 打合せ室1

5日
（木）
、
19 日
（木）
、
13:30-17:00
24 日
（火）

律 12 日
（木）
、
26 日
（木） 13:00-16:00

予行 政 書 士 相 談

人

と き

10 日（火）

金

19 日（木）
9日
（月）

9:00-12:00

10:00-15:00
（12:00-13:00 除く）

市役所西庁舎 2 階 悩みごと相談室

［月］9:00-12:00
［火、水、金］
毎週月・火・水・金曜日※
10:00-16:00
（12:00-13:00 除く）
19 日（木）

13:30-16:30

福祉の家1階 相談室 電話相談も可

20 日（金）

10:00-16:00
（12:00-13:00 除く）

市役所本庁舎1階 相談室

火〜土（17 日を除く）

9:00-16:00

福祉の家1階 相談室

※このページはそのまま取り外し、
壁などに貼ってご活用ください。

のです。ただし、
相談など一部に掲載を省略しています。
シニア向けイベントは緑色で表記しています。
該当ページを表しています。( 例：1 は1ページの意味 ) さらにその後の
載していることを表しています。( 例：2月 は 2月号の意味 )

8月の主なイベント

木

金

土

10:00 いきいき倶楽部
（段ノ上集会場）
n
11:00 乳幼児向けおはなし会
★ブックスタート事業
併用日 u

9:30 まちなかコンサート
（長久手市議場（見学可））k
10:00 いきいき倶楽部
（老人憩の家「椿荘」
岩 6 地区）
n
10:00 幼児教室（上郷児童館・
南児童館）v
10:00 浴衣着付講座【全 2 回】C 6
14:30 まちなかコンサート
（子育て支援センター）k

10:00 第 3 回南小校区共生ステーション
基本設計ワークショップh 5
10:00 公共交通意見交換会（北小学校区）A 6
10:00 未来につなごう！ ESD にっしんわいわい
フェスティバル【日進市】D
12:00 ガレリアパフォーマンス vol.174
19:00「七夕 DAY&NIGHT」j
13:30 防災ボランティア育成・防災ボランティア
コーディネーター養成講座 A 6
13:30 瀬戸少年院見学会 C 6

10:00
映像鑑賞会 i
14:00
10:00 いきいき倶楽部
（長配三丁目集会所）
n
10:30 みんなあつまれ ! !
あそびのひろば
「とことこクラス」t 6
11:00 まちなかコンサート
（西児童館）k
13:30 まちなかコンサート
（南児童館）k

10:00 いきいき倶楽部
（老人憩の家「椿荘」
岩 7 地区）
n
13:30 いきいき倶楽部
（市が洞小校区
共生ステーション）
n

9:30
10:30
13:00
13:30

10:00 いきいき倶楽部
（長久手ニュータウン集会所）n
11:00 乳幼児向けおはなし会
◎育児相談：保健師 u
14:00 いきいき倶楽部
（三旺マンション）
n

10:00 いきいき倶楽部
（楓老人憩の家）
n
10:00 年金相談 y
13:30 第 8 回職場健康フォーラム z
14:00 小学生向けおはなし会 u
19:00 長久手市みんなでつくる
まち条例施行記念
シンポジウムg

6

5

12

26

ネイチャー探検隊 v
おはなし会 u
モリコロパーク夏まつり z
防災ボランティア育成・防災
ボランティアコーディネーター
養成講座 A 6

13

19
9:30 長久手市シニアクラブ
連合会囲碁将棋大会 n
10:00 いきいき倶楽部
（丸山住宅集会所）n
13:30 いきいき倶楽部
（県営山野田住宅集会所）n
14:00 花火取り扱い教室
（下山児童館）v

7

14
9:30 第 4 回石川家住宅
「なつまつり」
（みよし市）D
10:00 夏野菜でクッキング v 6
10:00 まちせんカフェx
13:30 防災ボランティア育成・防災ボランティア
コーディネーター養成講座 A 6
14:00 おはなし会 u
15:00 乳幼児向けおはなし会
★ブックスタート事業日 u

20
10:00 いきいき倶楽部（蟹原シーズンズ）n
11:00 まちなかコンサート（市が洞児童館）k
13:30 まちなかコンサート（西児童館）k
【初回】m
13:30 パソコン講座（全 8 回）
13:30 シルバー人材センター入会説明会 n
13:30 「あかつきの会」認知症家族交流会 n
14:00 花火取り扱い教室（南児童館）v
14:00 瀬戸保健所ひきこもり
家族セミナー z

21
10:30 英語のおはなし会 u
13:30 クッキング v
13:30 第 5 回市役所等公共施設整備
ワークショップ x
17:00 フレンズ企画 Part38 スギテツと長久手の
なかまたち ゆかいな音楽会 n 5

27

28

※…16 日
（月・祝）
は実施しません。
問 合 先

内 容（ 予 は要予約）
ボ ラ ン テ ィ ア

悩みごと相談室（56-0551）

消費生活センター
（64-6503）
社会福祉協議会 (62-4700)
保険医療課（56-0618)

予成

年

後

見

予女

性 相 談
（男性も相談可）

と き
7日
（土）

10:00-11:30（要予約）

26 日
（木）

13:30-16:30

毎週水曜日

13:30-16:00

予こ こ ろ の 相 談 室

平日 8:30-17:15 要予約

予 こころの健康相談

25 日
（水）

14:00-16:00

税務相談（事業者対象）

17 日（火）

10:00-16:00

予法

11 日（水）

13:30-16:00

律

相

談

と こ ろ

17 日（火）

10:00-16:00

問 合 先

福祉の家１階 ボランティアプラザ

ボランティアセンター
(61-3434)

市役所本庁舎1階 相談室

尾張東部成年後見センター
（75-5008)

市役所北庁舎 2 階 災害対策本部室
6日
（金）
10:00-15:30
市役所北庁舎 2 階 第 5 会議室
27 日
（金）
5日（木）、19日（木）、26日（木） 11:00-16:00 市役所西庁舎1 階 子育て支援センター

予発 達 相 談
家庭児童相談室
9:00-17:00
月〜金 ※
虐 待 等 相 談・通 告
予 ひ と り 親 家 庭 毎週 月・水・金 ※ 10:00-15:30
予 子育て相談（就学前児童） 9 日
（月）、30 日
（月） 予約時調整

一日公庫（事業用資金）

1日(水)
9:00 長久手小学校 プール開放【8/31 まで】r
9:30 行政評価・外部評価の実施g
10:00 交通安全教室（青少年児童センター）v
10:00 なつやすみ図書館
15:00 たんけん隊u
2日(木)
9:30 行政評価・外部評価の実施g
10:00 交通安全教室（上郷児童館）v
3日(金)
9:30 行政評価・外部評価の実施g
10:00 交通安全教室（西児童館）v
10:00 焼き物のランプシェードで
13:30 お部屋を照らそうw
14:00 瀬戸保健所ひきこもり家族セミナー z
4日(土)
9:30 夏休み親子下水道教室 t
10:00 川でガサガサ生きものしらべ w
10:30 平成 30 年度愛知医科大学病院公開講座＆
病院食試食会 y
16:00 豊明夏まつり
（豊明市）
D
5日(日)
9:00 夏季バドミントン大会 s
9:30 夏休み親子下水道教室 t
10:00 古式水鉄砲作りw
10:30 おんぱく2018 k
16:00 豊明夏まつり
（豊明市）
D
6日(月)
9:30 行政評価・外部評価の実施g
7日(火)
9:00 南小学校 プール開放【8/31まで】r
8日(水)
8:30 夏の南木曽で川遊び！w
10:00 夏休みの自由研究応援企画「 がん ってなあに？」u
9日(木)
9:10 39 歳以下検診 G 6
10:30 親子エコ・クッキング z
13:30 子どものためにどう活かす？「文化芸術基本法」k
14:00 瀬戸保健所ひきこもり家族セミナー z
10 日 ( 金 )
11:00 ぐっすり おやすみ
m6
14:00
16 日 ( 木 )
19:00 夏の夜空の観望会 w
19 日 ( 日 )
10:00「不思議な空間」万華鏡を作ろうw
23 日 ( 木 )
10:00 ホールを楽しむための舞台見学ツアー（親子向け）j
24 日 ( 金 )
13:30 シルバー人材センター入会説明会 n
13:30 ラジオ体操交流会 y
25 日 ( 土 )
10:00 キッズサマーシネマj
14:00
10:00 リズムあそび・ぴょんぴょん「お父さんと
一緒にリズムで遊ぼう！」v
26 日 ( 日 )
9:00 第 2 回卓球レクリエーション大会 s

子育て支援課（56-0633）

市役所本庁舎1階 相談室

子育て支援課（56-0633）
家庭児童相談室専用ダイヤル
(63-9500)
子育て支援課(56-0616)

保健センター

健康推進課 (63-3300)

瀬戸旭医師会館相談室

瀬戸地域産業保健センター
(84-1139)

商工会館

商工会（62-7111）

市役所本庁舎2 階 子育て支援課
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長久手小学校、南小学校 プール開放

記事ID 11671

スポーツ

開催日時

8月1日〜8月31日（長久手小学校）
8月7日〜8月31日（南小学校）
9：00〜16：00
（昼休憩12：00〜13：00） 休：毎週月曜日

開催場所

長久手小学校プール ・ 南小学校プール

対

象

どなたでも利用できます。

内

容

浮き輪、
ビーチボール等の持込みは禁止していませんが、他の利用者の迷惑とならないようにしてください。
また、監視員の指示に従ってください。

料

金

100円
（中学生以下は無料）

申込方法

当日、受付簿に記入してください。

そ の 他

スイミングキャップを必ず着用してください。未就学児は必ず保護者が
同伴してください
（保護者１人につき、
２人まで）
。駐車場はありません。
自転車やＮ−バス等公共交通機関を利用してください。

記事ID 11667

初めてトレーニングルームを利用する場合

トレーニング講習会を受ける必要があります。
トレーニング講習会（定員50人）

1 7月27日 (金)19：00〜21：00
7月29日 (日)10：00〜12：00
57月1日(日)〜前日まで l500円
3中学生以下を除く市内在住、在勤、在学者
F対象であることが確認できるもの、室内履き

※ ただし、他施設等でトレーニング機器の利用経験が
ある人は、トレーナー在館時間を確認のうえ来館し、
説明を受ければ、利用できます。
lトレーニングルーム（利用料1回110円）

愛知医科大学 運動療育センター プール開放

愛知医科大学のご厚意で開放されています。マナーや
ルールを守って利用してください。

17月1、8、
15、22、29日（日）10:00〜16:30
3市内在住の15歳以上の人（中学生を除く）
F市民であることを証明できるもの、スイミングキャップ
K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
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広報ながくて 2018 年 7 月号

小学校体育館開放
（校区体育委員主催イベント）

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
者同伴でお願いします。
※いずれの日も、土曜日の19:00〜21:00
ところ

と

き

主な内容

長久手小学校

21日

ファミリーバドミントン

西 小 学 校

21日

ビーチボールバレー

東 小 学 校

7、14、21、28日 ビーチボールバレー

北 小 学 校

14日

ショートテニス、バドミントン

南 小 学 校

21日

ファミリーバドミントン、ミニテニス

市が洞小学校

28日

ビーチボールバレー

第504回 歩けあるけ運動
（スポーツ推進委員主催イベント）

スポーツ推進委員と杁ケ池体育館周辺を1時間
程度かけて歩きます。

17月15日(日)7：00集合
※雨天の場合は22日(日)

2杁ケ池体育館

体育協会主催 スポーツイベント

0杁ケ池体育館 ☎63-1000

記事ID 11665

夏季市民弓道大会

夏季バドミントン大会

と き

7月8日
（日）
9：30〜

7月29日
（日）
9：30〜

8月5日
（日）
9：00〜

ところ

北小学校グラウンド

古戦場公園和弓場

杁ケ池体育館アリーナ

市内在住・在勤・在学の
小学生以上の人
※用具は主催者で用意します

市内在住・在勤・在学の
18歳以上の人
または市弓道会員

市内在住・在勤・在学の
小学生以上の人または
市登録済みサークルの参加者

象

料

金

無

料

１人300円
（当日集金）
※市弓道会員は無料

1人1,500円
（当日集金）

申

込

不

要

7月14日
（土）
20：30までに
杁ケ池体育館へ申込

7月21日
（土）
20：30までに
杁ケ池体育館へ申込

第2回市民卓球レクリエーション大会
と

き

とこ ろ
対

象

2018年下期

市体育協会硬式テニス教室

8月26日
（日）
9：00〜

8月〜12月の各月 第1・3・5日曜日
（全11回）
※雨天中止
第1部9：00〜10：45 第2部10：45〜12：45

杁ケ池体育館アリーナ

菖蒲池テニスコート

市内在住・在勤・在学の小学生以上の人

テニス協会会員及び市内在住・在勤・在学の中学生以上の人

料

金

１人400円
（当日集金）

5,000円（テニス協会会員は4,500円、継続者は3,500円）
7月22日
（日）9：30から10：30までに杁ケ池体育館にて支払い。
※スポーツ保険及びテニス協会年会費（半期分）
を含む
※教室参加者はテニス協会に入会となります。

申

込

8月10日
（金）
17：00までに杁ケ池体育館へ申込

7月1日
（日）
から20日
（金）20：30までに所定の申込用紙を
杁ケ池体育館窓口に提出。FAX（63-7598）
による申込の場合は、
着信確認をしてください。電話、メールでの申込不可。定員各部50人。

訂正

広報6月号体育協会主催 スポーツイベント 正「七夕レディース杯9人制バレーボール大会」
誤「七夕レディース杯9人制レクバレー大会」

出前講座に新しい講座が加わりました！

0情報課 ☎ 56-0601

お知らせ

対

スポーツ

グラウンドゴルフ体験教室

記事ID 6407

市民等の団体およびグループが主催する集会等に市職員を講師として派遣し、行政の取組等を説明し、意見交換を行う
「出前講座」
を実施しています。
６月に新たに3講座を追加しましたので、是非ご利用ください。

市内在住・在勤・在学の10人以上で
構成する団体・グループ等

実施場所 市内の集会所、公共施設等に限ることとし、その場

開催日時 年末・年始（12月28日から1月4日

講座メニュー 市ホームページ、
情報課窓口でご覧いただけます。

対象

まで）、祝日を除く日の午前9時から
午 後 9 時までで、原 則として2 時 間
以内

《申込から開催までの流れ》

❶ 申込書を提出する前に、

まずは市役所情報課へ事前に相談

情報課において開催要件を満たしているか、
開催希望日に市の担当課職員の派遣が可
能であるか等を確認します。

所は申込者で確保してください。

申込方法 原則として出前講座の実施予定日の2か月前から

1か月前までに、所定の申込書を情報課へ提出して
ください。

費用

無料

❷ 申込書を情報課へ提出
情報課から決定（否決）通知を
申込者へ送付します。

❸ 講座の開催
❹ 開催後、10日以内に
アンケートを情報課へ提出
19

…夏休み特別イベント
子 育 て

「知の拠点あいち」こども科学教室
日

時

8月4日
（土）
13:30〜16:30
8月17日
（金）
13:30〜16:30

内

容

0あいち産業科学技術総合センター ☎76-8302
記事ID 8990

対

象

風の力でLEDを光らせよう！
〜ペットボトル風車工作教室〜

小中学生
20人

たたいてピカピカ☆
光るたいこを作ろう！

小学校
4〜6年生20人

水の力で電気を作る！
マイクロ水力発電を作ろう！

小中学生
20人

ダンボールで家具を作ろう！

小学生
20人

〜水で発電するマグネシウム空気電池〜

小中学生
20人

8月21日
（火）
13:30〜16:30 水だけで光るマグネシウムLEDライトを作ろう！

2 あいち産業科学技術総合センター
L 無料
5 平成30年7月6日（金）以降に、参加申込書に

必要事項を記載し、FAX0561-76-8304また
はメールacist@pref.aichi.lg.jpにて申込。
K グループ申込可。ただし、保護者を含め4人まで。

8月26日
（日） 科学のびっくり箱！なぜなにレクチャー
小学校
4〜6年生20人
13:30〜16:30
〜お魚ロボット〜

夏休み親子血液教室

記事ID ５６５１

MOA美術館長久手児童作品展作品募集

お魚ロボット

記事ID 11681

0愛知県赤十字血液センター企画課 ☎85-4283

0みらい子育てネットながくて（青少年児童センター内）☎62-1712

血液のこと、献血のこと親子で考えてみませんか。血
液型も判定します。
（児童の希望者のみ）

１０月開催予定のMOA美術館長久手児童作品展に向けて、
作品を募集します。皆さんのご応募をお待ちしています。
3 長久手市内の小学生１年生から６年生
G・募集作品
【絵画の部】
（四つ切り画用紙）
表現材料…水彩絵具・パステル・クレヨン・カラーペン
等身辺材料
【書写の部】
（毛筆、用紙は半紙に限る）
文字数は自由
・応募作品は絵画・書写いずれか１点に限ります。
・テーマは自由
（未発表の作品に限る）
・募集期間：
７月２１日
（土）
から９月４日
（火）
まで
・作品提出先：長久手市内各小学校
・その他
応募いただいた方全員に参加賞をお渡しします。
MOA美術館奨励賞は全国展に出展します。

1 8月22日
（水）
・23日
（木）

①10：30 〜12：30 ②14：30 〜16：30
2 愛知県赤十字センター（瀬戸市南山口町539-3）
G 血液や献血について学びます。クイズ、血液センター見学、血液型
判定など（ご希望のお子様のみ）、施設内の撮影およびマスコット
「けんけつちゃん」と記念撮影できます。
（カメラをご持参ください。）
3 小学４〜６年生と保護者（各35組）
L 無料
5７月17日（火）〜25日（水）
ホームページの専用フォームから申込
※応募者が定員を超えた場合は抽選
URL https://www.bs.jrc.or.jp/tkhr/aichi/

夏休み親子下水道教室

記事ID 8849

0下水道課 ☎56-0624

学校や家庭で使って汚れた水がどうなるのかを、
「見学・体験」
します。自由研究の課題、夏休みの思い出作りにご参加ください。

1 ①8月4日
（土）②8月5日
（日）各日 9:30〜12:00（計2回）動きやすく、汚れてもよい服装でお越しください。
2 ①②長久手南部浄化センター
G（１）下水の話･････････下水処理の仕組みや水の循環について学びます。
（２）
処理場施設見学･･･処理場施設見学では、各処理工程での水の変化を観察します。
（３）
微生物観察･･･････家庭から出た汚れた水は、微生物が汚れを食べることによってきれいな水になります。
どんな微生物がいるか顕微鏡で観察します。
（４）
実験･････････････お米のとぎ汁を微生物と混ぜたらどうなるかを実験します。
3 小学5、6年生と、その保護者。各回5組（小学生のみでの参加不可。その他の学年は要相談。）
F 筆記用具、水分補給できる飲み物、米のとぎ汁、帽子等
5 7月2日（月）から下水道課に電話またはFAX（61-5311）にて申込。
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「生物多様性セミナー」の参加者募集

なつやすみ図書館たんけん隊

0愛知県尾張県民事務所環境保全課 ☎052-961-7254

記事ID 11608

普段入ることのできない図書館の書庫などを学校連携
司書が案内します。ふるってご参加ください。

1 8月1日
（水）10:00〜11:00、2 回目 15:00〜16:00
2 中央図書館
3 市内在住の小学生 各回先着10名 自分が借りたい
本をさがして
F 中央図書館利用カード、筆記用具、水とう 貸出してみよう！
L 無料
5 7月20日(金)9:00から図書館1階カウンターで受付。

記事ID 11663

小学生を対象とした、
自然体験を通じて生物多様性を
楽しく学ぶセミナーを開催します。

1 8月10日
（金）9：30 〜14：30
2 午前：藤前干潟 午後：名古屋港水族館
3 小学生と保護者２０組４０人（応募多数の場合は抽選）
G 午前：干潟に入っての生物観察

子 育 て

0中央図書館 ☎63-8006

午後：水族館のバックヤード体験ツアー

F 昼食はお弁当をご持参ください
5 7月17日（火）までにメール、郵送またはFAXで申込。
詳しくは愛知県の募集チラシをご覧ください。

夏休みの自由研究応援企画

「 がん ってなあに？」

小学生向けおはなし会

記事ID 11621

0中央図書館 ☎63-8006・瀬戸市立図書館 ☎0561-82-2202
1 8月8日
（水）10:00〜12:00
2 瀬戸市立図書館 １階 集会室
3 小・中学生40名 保護者同伴可（申込多数の場合は抽選）
G・ドクターによるがんについてのお話
「みんなで考えよう いのちのこと」
講師 公立陶生病院 澤田 憲朗先生
・がんや健康に関する本の読み聞かせ、本の紹介・展示
（内容は小学生高学年程度）
※この催しは、愛知医科大学総合学術センターと近隣の公
共図書館が連携する
「めりーらいん」
の事業の一環です。
L 無料
5 7月20日(金)締切。FAXまたはメールで①郵便番号②住
所③氏名
（ふりがな）
④学年⑤電話番号を記入し、申込。
（FAX：85-2651、
メール：toshokan@city.seto.lg.jp）
さわ だ

け ん ろう

中央図書館 おはなし会
行事名

0中央図書館 ☎63-8006
おはなし会

ちょっとこわいおはなしを紹介します。

1 7月20日
（金）
14：00 〜14：30
2 中央図書館2 階 AVルーム
3 小学生
ブックトーク

読書感想文におすすめの本を紹介します。

1 7月31日
（火）
15:00 〜16:00
2 中央図書館2 階 AVルーム
3 小学生

記事ID 11610

日

0中央図書館 ☎63-8006
2中央図書館２階 ＡＶルーム

時

5日
（木）
11：
００〜11：30
★ブックスタート事業併用日
乳幼児向けおはなし会

19日
（木）
11：0０〜11：30
◎育児相談：保健師
21日
（土）
15：
００〜15：30
★ブックスタート事業日

おはなし会
英語のおはなし会
大人のおはなし会
（読書会）

記事ID 11609

14日
（土）
10：3０〜11：30
21日
（土）
14：0０〜14：30
28日
（土）
10：3０〜11：00
3日
（火）
10：3０〜11：30

対

象

乳幼児とその保護者

市内在住の満２歳１か月までの子とその保護者
幼児から低学年とその保護者
子どもから大人まで
18歳以上の人

★ブックスタート事業とは、絵本を介して親子が心ふれあうきっかけを作る活動です。当日は絵本などの入った布バッグ
（ブック
スタートパック）
をプレゼントします。 3市内在住の2歳1か月になるまでの子※1人1回限り F 親子
（母子）
健康手帳

21

土曜日に英語で遊ぼう♪

記事ID 8993

0生涯学習課 ☎56-0627

子 育 て

楽しくはじめての英語に慣れ親しみましょう♪
毎回、英語の歌をうたい、
ゲームをします。英語を楽しみましょう♪皆で行い盛り上がります。

1 9月8日、
15 日、22日、10月13日、20日、11月24日、12月1日、
15日（すべて土曜日）＜全８回＞
2 市役所西庁舎3階公民館 研修室
3 市内の在住・在学の1・2年生（20人×3クラス＝60人）
クラス
と き
L 無料 F筆記用具
9時30分からのクラス
9：30〜10：10
5 7月6日（金）9:00から13日（金）17:00までに、生涯学習課窓口
および電話にて受付。
※申込時に出席予定日数を確認し、全日程出席できる方を優先
します。抽選で決定します。

児童館の行事

11時30分からのクラス

11：30〜12：10

自由参加。各館でオリジナルの大会があります！くわしくは、じどうかんだよりをご覧ください。

青少年児童センター 下山児童館
☎62-1712
☎62-5680

工作
「七夕かざり」

上郷児童館
☎62-0801

西児童館
☎61-1500

南児童館
市が洞児童館
☎63-5666 ☎64-5621

7月2日
（月)〜7月7日
（土)

14:00〜16:00
3小学生20人

幼児教室

4日
（水)

10:00〜11:00
自由参加
3幼児とその保護者

3日
（火)※ 6日
（金)◎◇ 4日
（水)※◇

6日
（金)

4日
（水)

※育児相談：児童館長 ◎育児相談：保健師 ◇保育施設等利用相談：子育てコンシェルジュ

ネイチャー探検隊
9:30〜11:30
3市内の小学生

クッキング

13:30〜15:30
3小学生15人

花火取り扱い教室

14:00〜14:30
（市が洞児童館のみ11:00〜11:30）

交通安全教室

10:00〜11:30

14日
（土)

G 川の生き物を観察しよう

28日
（土)

G 白玉フルーツポンチ
5 7月14日
（土）
16:00から青少年児童センターで受付。電話申込不可。
前回に参加した人が申し込んだ場合は、キャンセル待ちになります。

23日
（月)

26日
（木)

8月1日
（水)

31日
（火)

子育て支援センターの行事
行事名

10：30〜11：10

大会（各館オリジナル） 114：00 〜16：00

記事ID 11660

0子育て支援課 ☎56-0616
行事名・対象時間
対象・定員

10時30分からのクラス

と

き

記事ID 1463

ところ

24日
（火)

25日
（水)

8月2日
（木) 8月3日
（金)

27日
（金)

30日
（月)

23日
（月)

24日
（火)

0子育て支援センター ☎56-0638
対

象

申込方法

市内在住の 1歳６か月から
7月23日
（月）
リズムあそび・
8月25日
（土）
福祉の家
３歳までの子とその父親
10：00〜申込
ぴょんぴょん
10:00〜11:00 機能回復訓練室 （会場への入室は原則父子のみ） 電話申込可。先着20組
「お父さんと
一緒にリズムで
F水分補給のためのお茶やお水、汗拭きタオル
遊ぼう！」
（体を動かして遊びますので、父子ともに運動のできる服装で参加してください。）
記事ID 8447
※必ず本人が申込をしてください。
※7月4日
（水）
は、ファミリーサポート登録講習会のため、子育て支援センターは 9:00 〜 14:00 の間、臨時休館です。
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平成こども塾8月の一般プログラム

記事ID 4554

0平成こども塾 ☎64-0045

タイトル
焼き物の
ランプ
シェードで
お部屋を
照らそう

と

き

費

用

8月3日（金）
【午前の部】9:45〜受付
10:00〜12:00 500円
【午後の部】13:15〜受付
13:30〜15:30

8月4日（土）
9:45〜受付
川でガサガサ
100円
生きものしらべ こども塾集合、
現地解散
10:00〜12:00

内

容

粘土(磁器土)は薄く伸ばし、高温で焼くことで光を通すという特徴があります。その薄い粘土を型
に貼ってボディを作り、穴を開けたり、色粘土を貼ったりして装飾し、ランプシェードを作ります。
企画：平成こども塾
講師：宮下 陽･清水 美香子・藤井 茉弥・加藤 登紀子・髙嶋 佑果（愛知県立芸術大学 大学院生）
定員：午前・午後各10名
Fタオル、汚れてもよい服装
みや した よう

し みず

み

か

こ

ふじ い

ま

や

か とう

と き

こ

たか しま

ゆ

か

夏の人気企画。香流川の生き物が多く集まる観察ポイントで、魚やヤゴなどを捕獲しその生態
などを学びます。こども塾から現地まで各自、車で移動します。こども塾集合、現地解散です。
企画：平成こども塾サポート隊 自然班
講師：佐藤 正祐先生
（東山動物園） 定員：20人
Fぬれてもよい服装（水着可）、川の中ではく運動靴、着替え、替え靴、
虫よけ対策、
（あれば）
水用タモと生き物ケース
さ とう

まさ ひろ

古式
水鉄砲作り

8月5日（日）
300円
9:45〜受付
:
:
10 00〜12 00

夏の人気企画。江戸の火消しに使った古式水でっぽうを竹で作ります。
だれの水でっぽうがよく飛ぶかな？
企画：平成こども塾サポート隊 創作班 定員：15人
F特になし

夏の夜空の
観望会

8月16日（木）
100円
18:45〜受付
19:00〜20:30

15年ぶりに大接近する火星や土星と夏の星座を観望します。曇天・雨天の場合翌17日に延期します。17日
も観望できない場合は、星座早見盤を自作し使い方を覚え、夏の星座について分かりやすく解説します。
企画：平成こども塾サポート隊 自然班 講師：小林 稔
定員：30名(保護者含む) ※保護者同伴必須
F特になし

8月19日（日）

「不思議な空間」
9:45〜受付
万華鏡を作ろう

10:00〜12:00

300円

子 育 て

3 小・中学生（小学 1 〜 3 年生については、保護者のサポートをお願いします。）
5 7 月3 日（火）9:00から電話または窓口で申込。先着順。グループ・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。

こ ばやし みのる

身近にある素材をちょっと工夫するだけで、キラキラと光る不思議な万華鏡に
大変身。夏休みの自由作品にしませんか？ 終了時刻が変わることがあります。
企画：平成こども塾サポート隊 創作班 定員：20名
F特になし

平成こども塾8月の抽選プログラム

記事ID 4554

0平成こども塾 ☎64-0045

3 小・中学生（小学 1 〜 3 年生については、保護者のサポートをお願いします。）
5124円の往復はがきでこども塾あてに申込。7月5日（木）までの消印有効。抽選結果は7月17日（火）までに返信はがきで連絡します。

【あて先】〒480-1311長久手市福井1590-50 平成こども塾
【記入項目】①プログラム名 ②参加されるお子さんの名前・学校名・学年 ③連絡先（携帯番号）
④情報は何から得たか（学校・たより・広報・メール・その他） ⑤参加される大人の人数
※返信欄に住所・氏名をお書きください。※１家族１枚で申込。
（詳しくは以下のプログラム内を参考にしてください）
タイトル

と

き

8月8日（水）
8:15〜受付
夏の南木曽で
こども塾集合・解散
川遊び！
8:30〜17:15
バスで移動

費

用

500円

内

容

長野県南木曽町のきれいな渓流で川遊びを楽しみ、水と森のつながりにつ
いて学びます。保護者同伴。座席の関係で、子ども1名につき大人1名まで。
幼児はご遠慮ください。夏の南木曽体験に初めて参加する子を優先します。
企画：平成こども塾 講師：南木曽町
「ウッディ・クリエイト・ナギソ」
定員：35名
（保護者を含む）
F弁当、ぬれてもよい服装(水着可)、川の中ではく運動靴、
帽子、着替え、
タオル、替え靴

※暑い季節、水分補給を心がけ、水筒(お茶)を持参してください。※キャンセルの連絡は2日前（2日前が休館日のときはその前日まで）までにお
願いします。最近キャンセルされる方が増えています。他の参加希望者に影響しますので、できるだけキャンセルの無いようにお願いします。
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公立陶生病院受付等への経路について

0公立陶生病院 ☎ 0561-82-5101
記事ID １１６９４

受付や診療・検査の建物が東棟に移転しました。次の点にお気をつけいただき、お越しください。

お知らせ

a 東駐車場が受付や診療・検査へは最も便利です。
b 西駐車場からは、距離がありますので、ご注意くだ
さい。

c 西駐車場から受付等入口まで、無料の送迎を午前
９時３０分から１１時３０分まで行っています。

イベント

d 車の送迎場所は、図のとおり２か所あります。西側

のロータリーはやや狭くなっておりますので、
ご承
知おきください。

e 最寄り駅は、名鉄瀬戸線「瀬戸市役所前」となりま
した。駅からは南玄関からお入りください。

f リハビリ、透析、MRIはこれまでと同じ建物（北棟）
です。

コーナ ー

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。長久手市
検索
http://www.city.nagakute.lg.jp

くらし環境

花植え体験講習会
0みどりの推進課 ☎ 56-0552
記事ID 11640

緑化推進事業の一環として、花植え体
験講習会を開催します。
緑化フェアを契機に香流川沿線に設置
した花かご
（あぐりん村からリニモ公園西
駅付近）
への花植えです。

1７月２４日
（火）10：00〜12：00
2あぐりん村 芝生広場
（雨天時は中止となります。）

3先着２０名
l無料
5７月２日（月）から１３
（金）
までに電話
またはメール（midori@nagakute.
aichi.jp）
にて申込。申込時に、氏名、
住所、電話番号をお伝えください。

広報ながくて

2018 年 7 月号

0たつせがある課 ☎ 56-0602
記事ID 10126

17月21日
（土）10：00〜11：30
2まちづくりセンター1階 交流スペース
G昨年「身近にある貧困」について語っ

イベント
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まちセンカフェ
（交流サロン）
「誰一人取り残さない」
地域づくりin長久手

どうあるべきかについての色々なご意見
ご提案を話し合うために市民ワークショッ
プを開催しています。初めての参加でも
大歓迎です。

1７月２８日
（土）13：30〜16：30
2市役所西庁舎３階 研修室
Gワークショップの総まとめを行います。
5事前申込不要

たゲストの再登場です。困難を抱えた

創業に関する相談

子ども・若者に対して、専門家だけで

0たつせがある課 ☎ 56-0641

なく官民をこえた多様な地域連携に
よって支援する豊かな地域社会づく
りが始まっています。先進事例から、
学びましょう。
わた なべ

ゲスト： 渡 辺ゆりかさん（ 一 般 社 団
法人

草の根ささえあいプロジェクト

代表理事、名古屋市子ども・若者総合
支援センター

センター長）

第５回市役所等公共施設
整備ワークショップH
財政課 ☎

56-0606
記事ID 11144

市役所の建替えに向けて、市民にとっ
て、今後の市役所はどのようなもので、

記事ID 10204

起業経営相談

17月11日、8月8日、9月12日、

10月10日、11月14日、12月
12日、平成31年1月9日、2月
13日（すべて水曜日）
13:30〜16:00

2日進市役所本庁舎4階 相談室
3長久手市、日進市、豊明市、東郷町で
起業や経営を予定・開業している人

l無料
5不要。直接相談室へ。

尾三消防本部 平成３０年度
心肺そ生競技会を開催します。
記事ID 11635

心肺そ生競技会は、重症傷病者発生
時におけるバイスタンダーの応急手当
に対する意識高揚を図るとともに、心肺
そ生法の正確性を競い、救命率向上に

践講座
健康おやつの配布

3市民およびラジオ体操グループ登 録
をしている人

定員50名

健康推進課窓口または電話

2愛知医科大学病院内（2階）
G
①管理栄養士による公開講座
（10：30〜
11：10）
定員80名程度
『血糖値が気になっている人へ
に…』

献血にご協力ください

②病院食の試食会
（11：30〜12：00）

0福祉課 ☎ 56-0614

③管理栄養士による栄養相談
（10：00〜
記事ID 4131

3尾 三 消 防 本 部 管 内（日進 市 、みよし
市、東郷町、豊明市、長久手市）在住・

移動採血車による献血を行います。多

在学・在勤で普通救命講習（Ⅰ
・Ⅱ・Ⅲ）、

くの皆様のご協力をお待ちしています。

上級救命講習および応急手当普及

17月25日
（水）

お、救 命 入 門コース参 加 者は実 技
救 命 講 習 の 受 講を条 件とする。

5７月１日（日）から８月１７日（金）まで
消防本部消防課 0561-38-7215

日進消防署 0561-73-0119
日進消防署西出張所 052-809-0119
みよし消防署 0561-36-0119
みよし消防署南出張所 0561-34-0119
東郷消防署 0561-39-0119
豊明消防署 0562-92-0119
豊明消防署南部出張所 0562-96-2119
長久手消防署 0561-62-0119

K尾三消防ホームページで確認してく
ださい。
http://www.bisan-fd.togo.aichi.jp/

9:30〜16:00(11:45〜13:00は除く)

2保健センター1階
F献血カード（持っている人のみ）

難病患者・家族のつどい
0瀬戸保健所 健康支援課
☎

0561-８２-２１５７
（ダイヤルイン）

ラジオ体操交流会
0健康推進課 ☎ 63-3300
記事ID 11668

18月24日
（金）

定員45名程度
13：00）
定員若干名

3どなたでも
5①②に関しては7月2日より愛知医科
大学病院栄養部まで電話にて申込
（受
付時間

17月23日
（月）10：00〜11：30
2瀬戸市やすらぎ会館 5階大集会室
（瀬戸市川端町１−３１）

G講話「いきいき音楽療法〜音楽にのせ
てこころとからだの健康づくり〜」
音楽療法士

いわ きり よう こ

岩切陽子氏

康支援課に電話申込

平日8：30〜17：00

TEL 61-5254）
③に関しては当日先着順にて受付

地域ボランティア養成講座及び
相談事業「ボランティアカフェ」
0市社会福祉協議会ボランティアセンター
☎

記事ID 11630

3パ ーキンソン病 患 者および 家 族
l無料
57月18日（水）までに瀬戸保健所健

健康・福祉

今日

から食事を変えてみる？そのきっかけ

大 慈 山１−１）

員講習のいずれかを終了した方。な

18月4日
（土）

10:30〜13:00
（受付10：00〜）

（当日参加可）

アート 小ホー ル（ みよし市 三 好 町

●競技種別：中学の部、一般の部

61-5254

記事ID 11633

1９月８日
（土）9:30〜11:40
2みよし市/みよし市文化センターサン

競います

0愛知医科大学病院栄養部
☎

l 無料
58月1日（水）から電話申込

資することを目的に競技会を行います。

l無料
G心肺そ生法とＡＥＤ操作の正確性を

平成30年度愛知医科大学病院
公開講座＆病院食試食会
イベント

0安心安全課 ☎ 56-0611

の茶話会・正しいラジオ体操第一実

61-3434

ボランティアに興味があればどなたで
も参加OK。現役のボランティアも参加
予定ですので、体験談を聞かせていただ
けます。

17月16日
（月・祝）
10：00〜11：30
2市立北小学校多目的室
3ボランティアを始めたい人、興味が
ある人

l無料
5７月１日（日）から15日（日）までボラン
ティアセンターで電話受付。詳しくは
お問い合わせください。

13:30〜16:00(途中退室可)

2長久手市保健センター3階 会議室
Gラジオ体操グループ同士や参加市民
社会保険労務士が年金についての疑問にお答えします。17月20日
（金）
10：00〜16：00
2市役所本庁舎１階相談スペース（保険医療課横） F本人確認書類と年金手帳 0保険医療課

56-0618

記事ID9927
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瀬戸保健所ひきこもり
家族セミナー

第8回 職場健康フォーラム
0瀬戸労働基準協会

イベント

☎

0瀬戸保健所健康支援課

こころの健康推進グループ
☎ 0561-82‐2158
記事ID 11628

ひきこもりに関する知識や家族の対応
方法など、講義や家族同士の交流を通し
て学びます。

募

開催日時及び内容

17月27日
（金）14：00〜16：00

集

8月3日（金）14：00〜16：00
8月9日（木）14：00〜16：00

2瀬戸保健所 豊明保健分室 大会議室
（豊明市沓掛町石畑１４２―２０）

G

記事ID 11652

17月20日
（金）13：30〜16：30
2瀬戸市文化交流館3階フロア（瀬戸市

1.〈講義〉
「ひきこもりとは？」
講師：一般財団法人 仕事ノアル暮らし
た なか えつ こ

代表

田中悦子氏

〈講演〉時間管理と健康について
講師:名北労働基準協会専務理事
いち の

せ たか し

市之瀬高司氏

〈講演〉セルフケア 〜リラックスの2つ
のポイント〜
代表取締役
※その他

小西宏一氏

健康測定、防塵マスク装着体

メンタルヘルスの相談等

5電話または窓口で申込（土・日曜日を
除く9：00〜17：00）

8月3日
（金） 14：00〜16：00

前熊のお天王祭り

田中悦子氏

親子エコ・クッキング教室
0環境課 ☎ 56-0612
記事ID 5804

東邦ガス
（株）
ガスエネルギー館の協力
で、親子エコ・クッキング教室を開催しま
す。家庭で今すぐごみの減量が実践でき
る、環境にやさしい生ごみの処理の仕方
や食材をうまく使いきる方法を学びます。

【メニュー
（予定）
】

記事ID 4400

前熊のお天王祭りで、市指定有形民俗

●夏野菜の煮込みパスタ

●チキンソテーオニオンソース
●桃のかんたんゼリー

3市内在住の親子10組

2.家族交流会

文化財「前熊の山車」
を見ることができ

※未就学児は参加・同伴不可

8月9日
（木） 14：00〜16：00

ます。4 0 0 年 近 い 歴 史 が あり、多 度 神

l無料
57月2日（月）から20日（金）までに環境

1.〈講義〉
「ひきこもる方を支える家族
へのメッセージ」
講師：NPO法人 なでしこの会
理事長

た なか よし かず

田中義和氏

2.家族交流会

3瀬戸保健所管内（瀬戸市、尾張旭市、
豊明市、日進市、長久手市、東郷町）
に在住でひきこもりの方のご家族
約20名
（先着順）

l無料
57月2日（月）〜20日（金）の土日祝日を
除く9：00〜17：00までの間に瀬戸
保健所健康支援課こころの健康推進
グループに電話申込

社に合 祀 されて いる津 島 神 社 の お 祭
りです。

1７月15日(日) 18:30〜
G囃子太鼓などの練り歩きは18:30頃
から前寺公民館を出発。山車の曳き出
園・上郷児童館北側）
で行います。

K駐車場はありませんので、自転車や
公共交通機関を利用してください。

果は7月31日
（火）
までに応募者全員
に通知します。

募

集

モリコロパーク夏まつり
0愛・地球博記念公園管理事務所

0安心安全課 ☎ 56-0611

☎

64-1130

記事ID 11639
記事ID 9000

パーク夏まつり」
を開催します。

2018 年 7 月号

応募者多数の場合は抽選とします。結

愛知県消防学校一日体験
入校児童を募集します

愛 知 県 都 市 整 備 協 会による「 モリコロ

広報ながくて

課に電話または窓口で申込。

しは20:00頃から多度神社
（上郷保育

モリコロパーク開園12周年を記念し、
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などのイベントが盛りだくさん。

18月9日
（木）10:30〜13:00
2文化の家 食文化室
G調理実習、料理教室講師による講習等

0生涯学習課 ☎ 56-0627

講師：一般財団法人 仕事ノアル暮らし
代表

G手筒花火、セグウェイ体験、ステージ

こ にし こう いち

文化・スポーツ

ヘルス」

センター、交流広場

講師:(株)ヒューマンカウンセラーズ

2.家族交流会
1.〈講義〉
「ひきこもりと家族のメンタル

７月14日（土）19：50〜

2愛・地球博記念公園 地球市民交流

ショー、おいしい屋台、遊びのブース

西茨町113-3）

G

験、AED講習会等の体験と労務管理、

7月27日
（金）14：00〜16：00

７月15日（日）13：00〜19：00
手筒花火

0561-82-2575

特定社会保険労務士

1７月14日
（土）13：00〜21：00

少 年 消 防クラブ 員 が 消 防 に 関 する
様々な体験を通して消防についての関
心と知識を深め、
クラブ員相互の親睦を
図ることを目的として県消防学校一日体

験入校児童を募集します。未来の消防士
を目指して参加してみませんか？

1８月１日（水）午前１０時から午後３時
の 大 型 バ スで 消 防 学 校まで 送 迎し

2尾張旭市大字新居５１８２-1393
愛知県消防学校

G放水・規律体験、消防車試乗、地震体
験など

3長久手市内在住の小学５、
６年生
l無料（昼食は消防本部で用意します）
57月3日（火）まで
尾三消防本部予防課 0561-３８-７２３６

※受験者本人による持参申込とします。
試験申込書は、事務局総務課において
配 付 ま た はホ ー ム ペ ー ジ からダウン
ロードすることができます。
申込・問い合わせ先

尾三消防組合事務局総務課人事・庶務係
愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字曙１８
ホームページ
http://www.bisan-fd.togo.aichi.jp/

悩みごと相談室
相談業務嘱託員募集
記事ID 11773

3社会福祉士または保健師資格取得者
G報酬 月額194,200円（予定）
就業日時

月〜金
（祝日を除く）
9：00〜16：00

0安心安全課 ☎ 56-0611
記事ID 11611

尾三消防組合では、消防職員採用候補
者試験を次のとおり実施します。
職種
消防職
採用年月日
平成３１年４月１日
採用予定人数
5人程度
受験資格

57月13日（金）までに、市販の履歴書
（写真添付）
を、悩みごと相談室へ提出
または必着で郵送。採用人数1人。

里山基本計画策定に
向けたワークショップ
メンバーを募集 H
0みどりの推進課 ☎ 56-0552
G市では、長久手市里山プランの実行に

学校教育法に基づく大学
（短期大学を

向けた具体的な方策および里山拠点

除く。）
またはこれと同等と認める学

施設整備に関する里山基本計画を策

校等を卒業または平成３１年３月に卒

定にあたり、
「 市民主体の計画づくり」

業見込みの人

を目指しワークショップを行うためメ

●平成８年４月２日以降に生まれた人で、

ンバーを募集します。
９月頃から順次

学校教育法に基づく短期大学または

開催し、以降年度末までに５回程度開

これと同等と認める学校等を卒業ま

催予定。

●平成１０年４月２日以降に生まれた人で、
学校教育法に基づく高等学校を卒業ま
たは平成３１年３月に卒業見込みの人
試験日
第一次試験 平成３0年９月１６日
（日）
第二次試験 平成３0年１０月２６日
（金）

ます。

ながくて学びアイ講座
講師募集
0生涯学習課 ☎ 56-0627
記事ID 11669

みなさんの得意な分野を生かし、講師
として参加してみませんか。詳しくは、市
ＨＰや生涯学習課窓口で配布する募集要
項をご覧ください。

3教える意欲のある18歳以上の人。
募集15人
（15講座）
程度。

57月2日(月)〜20日(金)に窓口に申込
書を提出。郵送の場合7月18日
（水）
消印有効。

K開講期間は平成31年1月5日(土)〜
2月28日(木)。講座は1回90分、4回
までとし、開講期間内の同じ曜日、同
じ時間とします。毎週でなくても構い
ません。

お 知らせ
くらし環境

農地の管理は適切に
0税務課 ☎ 56-0609
記事ID 3283

記事ID 11581

●平成６年４月２日以降に生まれた人で、

たは平成３１年３月に卒業見込みの人

(金)までに申込者全員にお知らせし

0561-38-7202(総務課直通）

0悩みごと相談室 ☎ 56-0551

尾三消防組合職員
採用候補者試験

※申込書により選考し、結果は8月3日

3市内在住、在勤、在学または森林所
有の人20人程度。

5７月23日(月)までに申込用紙をみどり
の 推 進 課 窓 口 、メー ル ( m i d o r i @
nagakute.aichi.jp)、郵送(7月23日
消印有効)、FAX(0561-63-2100)い
ずれかの方法にて提出。申込用紙は窓

お知らせ

３６名
（応募者多数の場合は抽選）

ません。）
。

ドできます。

集

ます 。）

から午後５時まで
（土、日、祝日は受付し

口で配布または、市HPからダウンロー

募

３０分まで
（長久手消防署から市所有

受付期間
８月１日
（水）
から２３日
（木）の午前９時

固定資産税・都市計画税が農地として
課税されている土地は、肥培管理状態が
よくないと、翌年度から農地として認定
されなくなる場合がありますので注意し
てください。
なお、土地の利用状況について調査す
るため、職員が確認に回りますのでご協
力をお願いします。
また、農地転用を申請し許可された場
合、実質的には宅地など
（駐車場や資材
置場を含む）
の潜在的価値を有している
とみなされます。そのため、何も利用が
ない場合やそのまま農地として耕作さ
れている場合でも、宅地並みの課税にな
りますので注意してください。

放送大学では、平成30年度第2学期
（10月入学）
の学生を募集しています。資料請求は電話または放送大学HPまで。
0放送大学愛知学習センター 052-831-1771 記事ID11672
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マイナンバーカード・通知
カードの休日窓口の開設

花火のマナーについて
0みどりの推進課 ☎ 56-0552
記事ID 557

お知らせ

0 市マイナンバーコールセンター
☎ 63-0178
市民課 ☎ 56-0607

平日にマイナンバーカード・通知カー
ドを受け取れない人のために、休日窓口
を開設します。マイナンバーカードの受
け取りは予約制です。
また、マイナンバーカードの申請を市
役所でお手伝いすることもできます。

17月29日
（日）
9:00〜12:40
2 市役所本庁舎１階 市民課
F【共通】通 知カード 、運 転 免 許 証 な
ど の 本 人 確 認 書 類 、住 民 基 本 台 帳
カード
（ 持っている場 合 の み ）

【受け取りの場合】個 人 番 号 カ ード
交 付・電 子 証 明 書 発 行 通 知 書 兼 照
会 書（はがき）

【申請の場合】個 人 番 号 カ ード交 付
申 請 書 、認 印（ ゴ ム 印 等 不 可 ）
※ 顔写真は無料でお撮りします！

7/11〜20 毎月19日は
6月は食育月間、
「食育の日、
夏の交通安全県民運動
おうちでごはんの日」です
0安心安全課
みどりの推進課
☎ 56-0611
☎ 56-0620
記事ID 10176
10112

ストップ・ザ・交通事故
〜高めようモラル 守ろうルール〜
≪運動重点≫

● 歩行中の子ども・高齢者と高齢ドライ
バーの交通事故を防止しよう

●後部座席を含めた全ての座席でシート
ベルトとチャイルドシートを正しく着用
しよう

●飲酒運転を根絶しよう
「飲酒運転四
（し）
ない運動」
1.運転するなら酒を飲まない。
2.酒を飲んだら運転しない。
3.運転する人に酒をすすめない。
4.酒を飲んだ人に運転させない。

● 歩行中・自転車乗用中の交通事故をな

に注意して、他の利用者や近隣住民の迷
惑にならないように心がけましょう。
●夜8時以降は花火をしない

●民家の近くではロケット花火などの高
く上がる花火はしない

●花火のごみは必ず持ち帰り、火の始末
をする
公園の器物破損等があった場合は、
市役所か警察に通報をお願いします。
※花火や夜間のバスケットボール等の
迷惑行為につきましては、警察に通
報をお願いします。

広報ながくて

イエローチョーク作戦とは、路上に放
置された犬のフンを見つけた際に、フン
の周りを黄色いチョークで囲い、日時を
書くという取組みで、フンの存在を目立
たせることにより、飼い主に周囲の目を
意識させ、放置フンの減少に効果がある
とされています。
環境課窓口にてチョークを無料配布し
ておりますので、犬のフン害にお困りの
方は、ぜひ本作戦へのご協力をお願いし
ます。

杁 ケ 池 公 園につ い ては 花 火 禁 止と
なっております 。

クールシェアスポットの
ご紹介について
0環境課 ☎ 56-0612

記事ID 10454

屋外広告物（看板）の
安全点検が義務化されます
0都市計画課 ☎ 56-0622

記事ID 276

クールシェアとは、冷房による消費エ
ネルギーを少なくするため、夏場に１人
１台のエアコンの使用をやめ、地域の涼
しい場所をみんなでシェアしようという

愛知県屋外広告物条例および同条例
施行規則が改定され、平成３０年７月１日
より許可の有無に係わらず、看板の安全

考え方です。
本市では、各公共施設の他、下記の店

点検が義務化されます。

舗にクールシェアスポットとしてご協力

の所有者等は定期的に点検および補修

いただいておりますので、ぜひお立ち寄

を行い、安全管理に努めてください。

りください。
店舗名

所在地

アピタ長久手店

戸田谷901-1

アルキペラゴ

真行田2780

冬青珈琲店

茨ケ廻間乙１５３３−１
（愛・地球博記念公園内）

長久手郵便局

西浦815

花ごよみ
（文化の家店）

野田農201

楽歩カフェ
（長久手中央図書館店）

坊の後114

※クールシェア期間は７月１日から９月３０日

2018 年 7 月号

記事ID 11673

※古戦場公園、色金山歴史公園および

までとなります。
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0環境課 ☎ 56-0612

公園で花火をする場合には、次のこと
記事ID 11644

くそう

イエローチョーク作戦に
ご協力ください

看板が落下や倒壊しないように、看板

健康・福祉

国民年金
一般免除・納付猶予の申請
0保険医療課 ☎ 56-0618
記事ID 5757

経済的理由などで国民年金保険料の
納付が困難な場合は、申請により保険料
の納付を免除・猶予する制度です。
平成３０年度の申請は７月１日からでき
ます。
なお、納付猶予制度の対象者は、
５０
歳未満の方です。

記号：

0問い合わせ先 1とき 2ところ 3対象 G内容 l費用 F持ち物 5申込方法 Kその他
Hスマイルポイント対象事業

※現在、全額免除・納付猶予を受けて
いる人で、申請時に自動継続を希望さ

１月１日現在、市内在住で確定申告など
を済ませた人は不要）

●２９・３０年に退職した人は、
「 離職票」、
「雇用保険受給資格者証」
等
●印鑑
（本人が署名する場合は不要）
●代理人の場合委任状

0保険医療課 ☎ 56-0617
記事ID 5787

「 福 後期高齢者福祉医療」
の受給者証
の有効期限が7月31日
（火）の方には更
新の案内を郵送します。引き続き受給さ
れる人は7月6日
（金）
までに申請書類を
提出してください。
認定審査を行った上で、引き続き対象
となる人には7月下旬に新しい医療証を
郵送します。現在使用している医療証は
8月6日
（月）
から10日
（金）
までに返送し
てください。

0保険医療課 ☎ 56-0618

記事ID 447

平成30年度国民健康保険税の納税通
知書を7月中旬に発送します。

⑩画地番号7-1
２１７．
８７㎡
（面積）
２９，
８４８，
１９０円（価格）

⑪画地番号7-2

２１７．
８７㎡
（面積）
２９，
８４８，
１９０円（価格）

⑫画地番号7-3

２１７．
８６㎡
（面積）
２９，
８４6，
８２０円（価格）

K保留地分譲要領（区画整理課で配布
またはホームページからダウンロー
ド）
をご覧のうえ、抽選参加申込書を
提出してください。
N
大型商業施設

母 母子・父子家庭医療費
受給者証
0保険医療課 ☎ 56-0617

0保険医療課 ☎ 56-0617
記事ID 5784

後期高齢者医療被保険者証
（オレンジ
色）
の有効期限は7月31日
（火）
です。8月
1日
（水）
から使用する保険証
（若草色）
を
7月中旬から簡易書留で郵送します。
7月31日までの有効期限の保険証は、
8月1日以降、保険医療課窓口へ返却す
るか、個々にハサミで裁断するなどして
破棄してください。

前熊寺田

県道田籾
名古屋線

0保険医療課 ☎ 56-0618
記事ID 8846

高齢受給者証の有効期限は7月31日
（火）
です。有効期限が切れる前に新しい
「高齢受給者証
（白色）
」
をお送りします。
7月31日までの有効期限の高齢受給
者証
（薄橙色）
は、8月1日以降、保険医療
課窓口へ返却するか、個々にハサミで裁
断するなどして破棄してください。

前熊東

jkl

「 母 母子・父子家庭医療の医療費受給
者証」の有効期限は、7月31日
（火）
まで
となっています。対象の方には更新の案
内を郵送しますので、引き続き受給され
る人は7月6日
（金）
までに申請書類を提
出してください。
認定審査を行った上で、引き続き対象
となる人には7月下旬に新しい医療証を
郵送します。現在使用している医療証は
8月6日
（月）
から10日
（金）
までに返送し
てください。

市政情報

国民健康保険高齢受給者証

駅前
広場

香流川

記事ID 461

後期高齢者医療被保険者証

リニモ公園
西駅

国民健康保険税の
決定通知の発送

分譲保留地の面積および価格

お知らせ

れた人は申請の必要はありません。
【申請に必要な物】
●身分証明
（免許証・パスポート等）
●年金手帳またはマイナンバーカード
●前年の所得を証明する書類
（平成３０年

福 後期高齢者福祉医療費
受給者証の更新

公園西駅周辺土地区画整理事業
抽選による保留地分譲（２１街区）
0区画整理課 ☎ 62-4467

7月は「社会を明るくする
運動」強調月間です
0福祉課 ☎ 56-0614

犯罪や非行の防止と罪を犯した人た
ちの更生について理解を深め、明るい社
会を築きましょう。

親子でレッツ碁
−最後まで打てるようになる−
（追加お知らせ）
0生涯学習課 ☎ 56-0627
記事ID 11519

記事ID 11617

公園西駅周辺土地区画整理事業にお
いて、公開抽選による保留地分譲を行い
ます。

19月３0日
（日）
10：00〜12：00
2 市役所西庁舎3階 研修室
5土日を除く8月27日（月）〜９月11日
（火）の間に区画整理課窓口（尾三消

記事ID ８８４４

6月号広報P31でお知らせした「親子
でレッツ碁」
について
は

ね やす まさ

G講 師：羽 根 泰 正 九 段（日本 棋 院 プロ
棋士）。
九 星 会（ 長 久 手 囲 碁クラブ ）に講師
の補助をしていただきます。
※講師は、都合により開催日当日に変更
となる場合がございます。

防本部長久手消防署内）で申込
自衛官等
（航空学生、一般曹候補生、自衛官候補生）
の募集を行います。詳細は自衛隊愛知地方協力本部HPをご覧ください。
0自衛隊瀬戸地域事務所 83-3181
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西小学校区まちづくり協議会

検

索

ふれあい つながり みんなが楽しむまちづくり

運営委員のこころえ

今回は運営会議についてお話します。

お知らせ

運営会議とは、一言でいえば「まちの皆さんのご意見を持ち寄り、
より良いまちにしていくために話し合
いをする場」です。メンバーは、主に役員、自治会長、西小学校や民生児童委員、各活動団体の代表、社会福
祉協議会、
まちの有志の方で構成されています。
では、実際どんな会議をしているのか 5 月 20 日（日）の第 1 回運営会議を例にお話しします。
まず、会議では◎報告の時間◎話し合いの時間◎提案の時間◎確認の時間と 4 つの時間を設けています。
◎報告の時間では、
「平成 30 年度 まちづくり計画」の説明およびスケジュール・平成 29 年度会計報告・夏
祭りと三世代運動会の経過報告・共生ステーション運営委員会からの報告がありました。
◎話し合いの時間では、
自治会、こども育成、生きがい、安全、防災、共生ステーションの６つのテーマに分か
れて自己紹介と今年度取り組みたい内容などについて意見を出し合いました。今回は第１回目ということで
◎提案の時間はありませんでしたが、今後はまちのみなさんのご意見やご提案を反映させていくことができ
るよう取り組んでいきたいと考えています。ぜひ、
ご意見やご相談事がございましたらお聴かせ下さい。

イベント

→お問い合わせは、 ☎64-5331 FAX 64-5332

「あなたも運営委員になりませんか。」
び

◆住民の意見を大切にします。
◆お互いの良いところを認め合い、
自分のできるところから実行して
いきます。
◆参加者の意見が言いやすい場にし
ます。
◆建設的に話し合います。
◆皆の思いが伝えられる会にするよ
う努力します。
◆みんなをみんなで支えます。
◆第三者の目で見ても納得できるよ
うに行動します。

西小校区共生ステーション

D nishi.no.machikyo@gmail.com

さん

尾三だより

日進市・みよし市・東郷町・豊明市・長久手市による尾三地区自治体間連携事業として、
各市
町の情報を相互掲載しています。掲載記事の詳細については、各市町へお問い合わせください。

【日進市】未来につなごう！ＥＳＤ にっしんわいわいフェスティバル

0市民協働課 ☎0561-73-3194

市民、大学、
企業が主体となって、
行政と協働で開催します。
ＥＳＤ推進に取り組む100以上の
団体が集まり、活動紹介やさまざまな企画を行います。子どもから高齢者まで、
ご家族や友人同
士で、初夏の１日を楽しく過ごしませんか？
1 7月7日
（土）
午前10時〜午後5時 ※前日6日
（金）
は、
前夜祭として映画「母と暮せば」
を上映
2日進市民会館（日進市折戸町笠寺山62-3）日進市スポーツセンター（日進市蟹甲町家布58-1）
（展示、
体験、
発表、
物販など）企画
（音楽イベント、
グルメイベントなど）
Gブース出展
※今年度から地域資源を活用した観光振興に取り組む
「ぐるぐるNISSHINまちミル博覧会」
の
出 展団体などがマルシェを開催します。

【みよし市】
第４回 石川家住宅「なつまつり」0みよし市立歴史民俗資料館 ☎0561-34-5000

FAX0561-34-5150

石川家住宅の
「なつまつり」
を開催します。昔懐かしいさまざまな体験や遊びをして楽しみま
せんか。また、毎月土・日曜日に開催している『歴史体感！講座』で作られたキツツキのおも
ちゃや絵手紙、
万華鏡などの作品展示も行います。この機会にぜひ、
ご来館ください。
1 7月21日(土)9:30〜11:30 ※①9:30〜10:20、②10:30〜11:20の2部制で昔懐かしい遊びを体験できます。
2石川家住宅（みよし市三好町上82） l無料
G①風船つり、シャボン玉、ぬりえ、紙相撲、箸つまみゲーム、福笑い
②ゴム鉄砲の射的ゲーム、
あっち向いてホイ、
お手玉、竿ばかりで重さを量る、輪投げ、
お坊さんめくり ※綿菓子・ポップコーンの振る舞いあり。
にー まる いち はち

【東郷町】2018 彩る感動 東海総体（インターハイ）
ボート競技大会

0東郷町 平成30年度全国高等学校総合体育大会東郷町実行委員会（東郷町高校総体室）☎0561-76-0030
あい ち いけ そうてい じょう とう ごう

インターハイのボート競技大会を東郷町の
「愛知池漕艇場 東郷コース」
で開催します。
全国から集まる高校生アスリートの熱い戦いをぜひ、観戦してください。
1 7月30日（月）
から8月2日
（木）
おお あざ もろ わ あざ じょう ぼく
2愛知池漕艇場 東郷コース
（愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字上鉾12番地68）
G競技種目はシングルスカル（一人漕ぎ）、ダブルスカル（二人漕ぎ）、舵手つきクォドルプル（四人漕
ぎ）
の３種目でそれぞれ男女、競漕距離は1,000ｍ
（名鉄豊田線米野木駅下車すぐ）
を御利用ください。お車での御来場
K御来場には公共交通機関
は一般駐車場
（愛知池運動公園）
を御利用ください。
ただし、
駐車台数に限りがあります。
あい ち いけ そうてい じょう とう ごう

めいてつ とよ た せん こめ の

【豊明市】豊明夏まつり

き えき

0豊明夏まつり実行委員会事務局

豊明の夏の風物詩となった豊明夏まつり。
8月5日
（日）
は午後8時より約1,100発の花火が豊明の夜空を彩ります。その他にも各種団体によ
るステージ発表、
盆踊り大会など内容盛りだくさんとなっています。
ご家族、
ご友人をお誘い合わ
せの上、
ご来場ください。
18月4日
（土）
、
5日
（日）午後４時〜９時
2文化会館および駐車場
（豊明市西川町広原28番地１）
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広報ながくて 2018 年 7 月号

☎0562-92-8306

7月 保健ガイド
内容
（ 予 は要予約）

0健康推進課 ☎63-3300
と き

親子健康手帳交付

7 月

対象
（ 対 は対象）

9：45集合

9日
（月）

妊婦

25日
（水） 13：30集合

母子保健

（月） 10：30受付〜11：３０終了 主に妊娠６か月ごろまでの初妊婦とその夫
パパママ教室
（１回目） 9日
5日
（木） 13：15受付〜15：３０終了
予 パパママ教室（2回目）
主に妊娠7か月以降の初妊婦とその夫
※予約は土日のみ
21日
（土） 9：１５受付〜11：３０終了

（記事ID 1100)

予 妊婦訪問

訪問は予約制です。
妊婦
（訪問は妊娠中１回）
（希望者は保健センターへ連絡してください）

こんにちは
赤ちゃん訪問

３〜４か月児健診受診前

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となります）

転入者予防接種等
説明会

19日
（木） 10：00集合

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。）

（木）
青少年児童センター 5日
10：00〜10：30受付
のびのび
12日
（木）
市が洞児童館
計測日※1
（木） 10：15〜10：45受付
保健センター 19日

予 離乳食教室

予 妊産婦歯科健康診査

20日
（金） 10：00〜11：30

24日
（火）

未就園児 ※1医師の診察はありません。
持 親子（母子）健康手帳・乳児の場合はバスタオル
主に第１子（４〜５か月）をもつ保護者（乳児同伴可）

９
：
１５〜１０
：
１５受付

H30年1月16日〜H30年1月31日生

H30年2月1日〜 H30年2月15日生

（記事ID 1192)

予約してから︑市内委託
医療機関で接種してください

予防接種

予 B型肝炎

対 生後1歳未満

予 ヒブ、小児用肺炎球菌

対 生後2〜60月に至るまで

予 4種混合、不活化単独ポリオ

予 水痘

対 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

対 小学６年生

予 二種混合

予 子宮頸がんワクチン 対 小学６年生〜高校1年生の女子
予 集団特定健康診査
10日
（火）
、
12日
（木）
、
13日
（金）
がん検診（胸部・胃・大腸・前立腺）

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。

市国民健康保険加入者で40〜74歳の人
（検診によって対象制限あり）

成人健診

予 個別特定健康診査

（記事ID 7147)

市国民健康保険加入者で40〜74歳の人
10月31日までに市内委託医療機関で
後期高齢者医療制度加入者
受診してください
予 後期高齢者医療健康診査 ※胃内視鏡検診のみ、一部医療機関で （H31年3月31日までに75歳になる人を含む）
40歳以上の人（検診によって対象制限あり）
予 個別がん検診※（胸部・胃・大腸・前立腺） 12月まで受診可。
5日
（木）

40歳以上の人

予 39歳以下健診

17日
（火）

歯周病検診

1月31日までに
20歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、
市内委託歯科医院で受診してください。 55歳、60歳、65歳、70歳、75歳の人

体成分分析装置測定会

随時
（日時要相談）

ドクターから

あなたへ

16歳から39歳の人

市内在住の人

花粉症の舌下免疫療法

スギ花粉の時期は終わりましたが、今年も花粉症で悩ま
された方も多いと思います。
以前は花粉症に対してアレルギー反応を抑える飲み薬
や点鼻薬を使用することしか出来なかった治療ですが、近
年はアレルゲン免疫療法が一般的となりました。免疫療法
はアレルギーの原因となるアレルゲン（スギやダニ）
を持続
的に少量投与することで、体を慣らし、症状を和らげ、根本
的な体質改善が期待できる治療法です。
具体的にはスギ
（もしくはダニ）
の治療薬を舌の下に入れ、
1 分後に飲み込むということを毎日行います。治療期間は 3
年ほどと長いですが、開始後最初のスギ花粉飛散時期から

納

期

固定資産税

第2期

後期高齢者医療保険料

第1期

第1期

問合先
収納課
☎56-0610
保険医療課
☎56-0617

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。
※パソコン、スマートフォンからクレジットカード
納付もできます。
（後期高齢者医療保険料は除く）

休 日 夜 間 診 療 案 内

東名古屋医師会休日急病診療所
☎73-7555（記事ID 1197)

所 在 地

市国民健康保険加入者以外で40〜74歳の人
予 集団がん検診
2日（月）、
3日（火）、
26日（木）、
27日（金） （検診によって対象制限あり）
（胸部・胃・大腸・前立腺）

予 集団大腸・喀痰検

税 目

診療科目

対 第１期：生後１２〜２４月未満
第２期：小学校入学前の１年間

対 生後１２〜36月未満

予 日本脳炎

納期限（7月31日）
までに
納めてください

診療時間

対 生後３〜９０月未満

予 麻しん・風しん混合、麻しん単独・風しん単独

納 期 一 覧

国民健康保険税

予約してから、市内委託医療機関で受診してください。 妊婦と産後1年未満の産婦
6日
（金）

BCG接種

の

9:00〜16:30
（昼休憩1時間あり）
内科・小児科

日進市蟹甲町中島22
（中央福祉センター内）

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
愛知医科大学病院 時間外診療
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。

☎62-3311
（代表）

なお、
時間内、
時間外問わず、
紹介状なしで受診
する等の場合、
選定療養費
（5,400円）
が必要に
なることがあります。詳しくは愛知医科大学へ
お問い合わせください。

まちの保健師（記事ID 10608)
保健師が様々な場所に出向き、
健康相談をお受けします。
気軽にご相談ください。
詳しくは市ホームページにて
ご確認ください。

きた がわ

よし ろう

ながくて北川こどもクリニック 北川 好郎

効果が期待でき、治療終了後も長期にわたり効果が期待で
きます。一過性に症状が出てしまう副反応の可能性はあり
ますが、それも徐々に軽快していきます。
以前は成人にしか出来なかった舌下免疫療法ですが、今
年からはダニ、
スギに関して5 歳以上の小児にも処方可能と
なりました。
ダニに関してはどの季節でも開始することがで
きます。スギに関してはスギ花粉の飛散していない 6 月〜
11月位に開始することが勧められています。
今まで花粉症と毎年戦っていた方々、今後花粉症がひど
くて集中力も低下しがちなお子さん、この新しい治療法で
花粉症とおさらばしていただければ幸いです。
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最近、昔の記録を整理して、私たちの生活が時代とともにどのように変わっていったのか調べてみました。今は電
話といえばスマートフォンをイメージする方が多いかと思いますが、私が最初に使った電話は固定電話でもなく、
有線放送電話でした。私の記録では、昭和36年に農協が長久手で有線放送電話を始めました。電話がかかってくる
が、
とても便利なので皆あまり気にしていませんでした。とてもおおらかな時代でした。
その後、昭和38年には長久手で初めて道路が舗装されました。今では当たり前のようにアスファルトで覆われて
いる道路ですが、それまでは雨が降ると水たまりのできるデコボコ道ばかりでした。村営水道ができたのは昭和39
されて、いろいろなモノが作られ、
日本全体が変わっていきました。大量に生産し、大量に消費する時代となり、モノ
があふれる時代になりました。
今は、
モノについては一通り充足し、消費の中心がモノよりコト、体験を大事にする時代に変わりつつあると感じて
です。人口がどんどん増え続けた時代は、
モノもどんどん増え続けた時代でした。人口が減少する時代へと変わった
こともモノよりコトになってきた理由のひとつでしょう。
このように、社会が変わっていくように、行政も合わせて変わっていく必要があると思います。社会の価値観が変
わったら、行政も価値観を変えて、時代にあったやり方へと変えていくのです。モノ重視よりコト重視へ変わるという
のは、買物よりもおしゃべりを楽しむようなことで、行政だと、
ハードウェア重視よりソフトウェア重視への変化とも言
えるかと思います。予算や制度で、効率的にルールどおりに解決するやり方ばかりではなく、
これからは一層、人に寄
り添うきめ細かな対応や、
時には法律や制度を超えた、
おおらかさが求められることとなるでしょう。
価値観を変えるということは、
なかなか難しいものです。価値観というものは、人生経験などの長い時間が育むも
のですから、それを変えるのにも、普通は長い時間がかかるものです。だから、行政の価値観を変えると言っても、
す
ぐに簡単に変わるものではありません。
ところが、
先に物事のやり方を変えてみると、
後から価値観が変わるというこ
まずは自分の生活で、いつも同じ事をしている物事のやり方を少しだけ変えてみてはどうでしょう。これまでと違った
視点で物事を見ることができるようになると思います。

ご近所で「いつもと違う」と気づいたときはお電話ください

24時間
365日受付

0561-63-5556

催されました。会場の1つ青少年児童センターでは、
段ボールカーリングやお化け屋敷など
「こどもスタッ
フ」
がこの日のために準備したレクリエーションで多く

くてを持
なが
ち
App Store

Google Play

「マチイロ」
で検索
▶ダウンロード

の子どもたちが楽しんでいました。
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。

この広報紙は、
水なし印刷です。

http://www.city.nagakute.lg.jp

5月19日、市内4会場で
「2018児童館まつり」
が開

報

！
こう
歩

表 紙の写真もう一枚

ートフォンで
スマ
広

長久手市地域見守り安心ほっとライン

〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1 ホームページ

ともあります。これまでのやり方を、少しだけ変えてみる。これくらいなら簡単なことです。これは仕事に限りません。

TEL ／（0561）63-1111 FAX ／（0561）63-2100

います。人々の関心が所有欲を満たすことから、
経験や体験といった、
心の充足を求めることに変わってきているよう

編集／市長公室情報課

年で、
この年は、東京オリンピックが開催された年です。新幹線ができたり高速道路ができたりといろいろな工事が

発行／愛知県長久手市

と近所一帯の電話機に呼出しがかかり、会話の内容が近所に筒抜けという、今では考えられないような仕組みです
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モノよりコト

City Public Relations Magazine

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。また、市HP【にょぜがもん】もぜひご覧ください。
[ 市HPのトップページから
「にょぜがもん」
をクリック。]

