ワーテルロー市
姉妹都市訪問団がやってきた！
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2019 年 9 月号

写 真 で 見 る な が く て
長久手市とベルギー王国ワーテルロー市は、1992年に姉妹都市提携を締結して以来、お互いのまち
を訪問してきました。
今回ワーテルロー市の訪問団が本市を訪れたのは5年ぶり。
これまでは市内ホストファミリー宅への訪問のほか、滞在期間中に京都・奈良を訪問するなどしまし
たが、今回は初めて本市の友好都市である長野県南木曽町を訪問しました。
訪問団の活動の様子は4ページで紹介しているほか、ひまわりネットワークの

「Weeklyながくて」
で動画もご覧いただけますので、ぜひご覧ください。
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姉妹都市訪問団がやってきた！ 0たつせがある課 ☎56-0641

記事ID 13389

7月23日
（火）
から28日
（日）
の6日間、本市の姉妹都市であるベルギー王国ワーテルロー市から訪問団がやってき
フラバット
ました。今回の訪問団には、中高生20人のほかワーテルロー市のルテール市長、テュムレール副市長夫妻、
事務局長が引率でお越しになりました。
中高生20人は期間中、市内のワーテルローにゆかりのある場所を訪ね、市内のホストファミリー宅に滞在し日本
の文化等を学んだほか、長久手市の友好都市である長野県南木曽町を訪問し、地元のお祭りに参加したり、木工細工
作りや、ニジマス釣りなどを体験しました。
また、27日
（土）
に文化の家で開催された
「ベルギーナイト」
にも参加し、市国際交流協会、
（一社）
市観光交流協会、
文化の家スタッフや出演者をはじめ、多くの市民のみなさんから歓迎を受けました。

7月23日
表敬訪問

本市の 田市長とワーテルロー市
のルテール市長が握手

歓迎会

歓迎会では訪問団のみなさんに棒
の手を披露しました

7月24日
北中学校訪問

北中学校の生徒と一緒に卓球や吹
奏楽などの部活を体験しました

歓迎会

昨年度ワーテルロー市を訪問した
本市のメンバーも駆けつけました

7月25日

色金山歴史公園

国際交流協会のみなさんから茶道
について教わりました

7月27日

木工体験（南木曽町）

日本伝統の木工細工を体験しました

7月28日

お別れ会

ベルギーナイト

ベルギークイズなど、
ワーテルロー
の中高生が趣向を凝らした内容で
楽しませてくれました

国際交流協会のみなさんに浴衣を
着付けてもらい、大喜びのルテー
ル市長

お見送り

ホストファミリーのみなさんとの
お別れ。涙を流している団員もい
ました

長久手市国際交流協会では、愛知県立大学・椙山女学園大学などの留学生を対象としたホームステイを実施
しています。詳しくはHPをご覧ください。
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シンシアの丘 開所10周年
0福祉課 ☎56-0614、介助犬総合訓練センター ☎64-1277

記事ID 13310

日本初の介助犬専門訓練施設「介助犬総合訓練センター
〜シンシアの丘〜」
が開所してから、今年で10周年を迎えます。

介助犬とは
シンシアの丘はどんなところ？
落とした物を拾う、靴や靴下を脱がせる、携帯
電話を持ってくるなど、介助犬使用者が必要とす
る介助動作をオーダーメイドで訓練しています。
シンシアの丘には、犬
舎や介助犬を希望する
人が宿泊しながら合同
訓練を行う訓練室があ
ります。犬が慣れた環境
から訓練できるので、犬
にも人にも優しい施設と
なっています。

日本介助犬協会の活動
「人にも動物にもやさしく楽しい社会をめざして」
をモットーに、介助犬育成活動の他にも、犬のもつ
力で人を笑顔にする活動に取り組んでいます。
その一つが病院での動物介在活動です。犬と触
れ合い勇気をもらうことで、たくさんの子どもたち
が怖い手術や治療を受け入れられ
るようになりました。
人も犬も幸せにする日本介助犬
協会の活動を、
これからもみなさん
で応援しましょう！

手や足が不自由な人が自立や社会参加
するために訓練された犬です。現在、約70
頭の介助犬が日本
で活躍しています。

長久手市との関わり
2012年に本市と協定
を結び、福祉教育の一環
として、市内全小学校の5
年生がシンシアの丘を見
学するプログラムを取り
入れています。今年1月に
は、
「 ふるさとながくて寄附金」
を活用した
ウェルピングルーム
（犬の出産部屋）が完
成しました。

シンシアの丘開所10周年記念式典
「ありがとう、
これからも共に。」
111月1日
（金）
14:00〜16:00
（受付13:00〜）
2文化の家 森のホール、展示室
g「10年のあゆみ」上映、デモンストレーション、写真展 など
59月30日（月）までに❶、❷どちらかの方法で申込
〈式典に関する問い合わせ〉
社会福祉法人 日本介助犬協会 本部 ☎045-476-9005

❶ 下記URLから申込
https://forms.gle/Y3aRJYbi1QVpt5u6A
❷ ❶の方法が難しい場合、①名前、②住所、③電話番号、
④参加人数、⑤式典を何で知ったか、⑥車いす利用、手話通
訳希望等の有無を記入し、
メール
（info@s-dog.jp）
または
FAX
（045-476-9006）
で申込
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人も動物も幸せな共生をめざそう！

記事ID 13329

9/20から26までは「動物愛護週間」です
動物の愛護及び管理に関する法律では、動物の愛護と適正な飼養についての理解を深めるため、動物愛護

週間を定めています。この機会に身近な動物について、もう一度考えてみましょう。

0環境課 ☎56-0612

飼い主のいない猫は地域の問題です
ふん尿による悪臭・鳴き声、子猫の繁殖など、飼い主のいない猫に関する苦情・相談が多く寄せら
れています。行政機関では、
駆除を目的とした猫の捕獲はおこなっていません。飼い主のい
ない猫を管理し今以上に増やさないこと、生命を受けた猫は地域で生きていける環境を作ることで、最終
的に飼い主のいない猫の数を減らしていくことができます。

管理する猫に避妊・去勢手術を行いましょう

無責任なえさやりはやめましょう

手術費を一部助成しています。手術前の申請が必要
です。詳しくは環境課へ。

えさを与える場合は後片付けやトイレ
の設置、ふんの処理、避妊・去勢手術を責
任を持って行いましょう。

地域で話し合いを
住民の猫に対する思いもさまざまです。地域の問題
として共有し、理解と協力を求めていくことが必要です。

災害に備えて準備
しておきましょう
地震、台風等による災害が発生した場合、
ペットと一度離れてしまうと再会は困難で
す。災害時にペットと安全な「同行避難」
を
行い、避難所で適切に飼育するために、日
頃のしつけや健康管理、所有者明示などを
して備えておきましょう。

準備して
おきましょう
できて
いますか

6
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フード、水、常備薬
（5日分以上）
■ トイレ用品、
ごみ袋、
タオル
■ ケージ、
リードなどの係留用品
■

狂犬病等の各種予防接種
■ 鑑札、
注射済票、迷子札、
マイクロチップの装着
■「待て」
「おすわり」
等基本的なしつけ
■ 決められた場所
（トイレ）
での排泄
■ ケージトレーニング
■ 避妊・去勢手術
■

2019 年 9 月号

ルールとマナーを
守りましょう
犬の放し飼いはやめましょう
県の条例で禁止されています。犬を十分
に制御できる人が散歩させてください。

犬がふんをしてしまった場合、
ふんは持ち帰ってください
市では放置された犬のふんを
減らすため、イエローチョーク作戦を実施し
ています。詳しくは環境課へ。

狂犬病予防接種を受けましょう
狂犬病は全てのほ乳類に感染し、人が発
症するとほぼ100%死亡するといわれます。
毎年4月〜6月に狂犬病予防注射を受けさ
せましょう。

猫は完全室内飼育をしましょう
飼い猫を交通事故や感染症から守るため、
また、ふん尿や鳴き声でご近所に迷惑をか
けないため、完全室内飼育に努めましょう。

公立陶生病院から長久手市民のみなさんに

記事ID 13280

0健康推進課 ☎63-3300、公立陶生病院 ☎0561-82-5101
公立陶生病院は、公立の文字が示すように、瀬戸、尾張旭、長久手の3市が設置した

住民の命と健康を守る役割を受け持っている総合医療機関です。医師、看護師など
医療の専門職だけでも1,000人を超す大所帯で、633のベッドを守っています。働き

方改革の叫ばれる時代ではありますが
「食べて寝る時間以外は病院で治療にあたる」

という気概をもったスタッフにより、日中は30の診療科が活動し、夜間は365日休み

なしの救命救急センターが頑張ってくれています。これと共に、直接地域の皆さま

に医療的な専門知識をお届けしようと出前講座等にも力を入れているところです。
また、当院は、昨年までに病棟も外来も新しくなり、来年３月には平面駐車場が完

あじ おか まさ よし

院長 味岡正純

成し、より利用しやすい病院となっていきます。私も臨床医として活動しつつ、院長

職を全うしていきたいと思っております。
今後ともよろしくお願いいたします。

私たちのめざす看護
〜看護局より〜

「公立陶生病院は24時間365日

救急はお断りしません」を実践し

ています。そのような中、ますます

高度な医療・看護の提供が求めら

れ、私たちは患者さんに 最高の

看護 を提供したく日々邁進して

おります。

「闘病生活に笑顔」
季節の催しもの、ミニ講座を開催
しています。つらい治療の中でも
患者さんの素晴らしい笑顔に感
動です。

「私たちのめざす看護って?」
「どんな看護が自慢できる?」
すべての部署
がとことん話し合い、取り組んでいます。

「日本一痛みへの不安が
ない離床」
手術後、早期にベッドから離れ体
を動かすことは肺炎等を予防する
ために大事なことです。傷の痛み
を取り除き、心身ともに良い状態
で離床が進むよう援助します。

「認知症患者のQOL維持・
向上」
入院生活の中で、ベッドから離れ
る時間を作り、退院後の日常生活
に困らないよう病棟デイケアを開
設しています。
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消 防 団 の 活 動 ・ 活 躍 ！

0安心安全課 ☎56-0611

記事ID 13109

長久手市消防団は、市内に３分団
（上郷、岩作、長湫）
あり、職業
に就きながら地域の安心安全を守っています。平時の活動として
は火災に向けての訓練を始め、地震や風水害等の防災分野の訓
練も行っています。発災時に備えて、昼夜問わず招集がかかれば
出動できる体制を整え、地域の安全を守る活動をしています。
台風などの災害の発生が予測されるときには、災害対応のため
に事前に消防団詰所に待機します。昨年の台風２１号の際には倒
木により道路が通行止めになった時に、雨の中で除去作業を行う
など、市と協力して災害対応を行いました。

0尾三消防組合 ☎0561-38-0119

NEWS119 尾三消防 豊明市・日進市・みよし市・長久手市・東郷町を
管轄する尾三消防組合からのお知らせです。
ご家庭における減災対策のすすめ

9月1日は防災の日です。地震が発生したときに、少しでも火災などによる被害を軽減できるよう、
ご家庭内での減災
について再確認してください。

■火災がおきたら、消火器で初期消火

初期消火で消火器を使用した場合、消火の成功率は７割を超えるとのデータもあります。万が一火が出てしまった
場合には、みなさんの生命、身体および財産を守るためにもぜひ住宅用消火器を設置しましょう。

■地震で火災を発生させないように

東日本大震災における本震による火災のうち、過半数が電気関係の出火でした。地震が引き起こす電気火災とは、
地震の揺れに伴う家電製品からの出火や、停電が復旧したときに発生する火災のことです。
地震による火災の過半数は電気が原因という事実をみなさん知ってください。

〈感震ブレーカー〉

地震による火災を防ぐには感震ブレーカーが効果的です。
地震発生時に規定値以上の揺れを感知したときに、
ブレーカーやコンセントなどの電気を自動的に止める器具です。
感震ブレーカーの設置は、
不在時やブレーカーを切って避難する余裕がない場合に電気火災を防止する有効な手段です。

主な感震
ブレーカーの
種類

分電盤タイプ
（内蔵型）

分電盤タイプ
（後付型）

コンセントタイプ

簡易タイプ

災害発生時の在宅避難に備えて、一週間分の備蓄をしましょう！
！

記事ID 13375

0安心安全課 ☎56-0611
避難所生活では、プライバシーなどの確保は困難です。
そのため、在宅可能な状況であれば、自宅での避難生活を送ることが望ましいです。自宅での避難生活
が可能な場合、慣れ親しんだ空間での生活に備え、家具転倒防止対策などを行い、食料や水、携帯トイレ
等の必要なものを一週間分を目標に備蓄をしましょう！
！
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9月２１日は「世界アルツハイマーデー」
記事ID 13298

イベント

誰もがなる可能性のある、アルツハイマー病をはじめとする“認知症”のこと。
もっとみなさんに知ってほしい、正しく理解していただきたいと思い、
「世界アルツ
ハイマー月間」
である9月に、展示やイベントを行います。

認知症について知ってみよう

0社会福祉協議会 ☎62-4700

自分が、家族が、友人が、認知症になったら…。認知症についての展示や最新の
るサービス、予防法などがゲームをしながら学べる
「認知症すごろく」
も配布します。

オレンジクーテカフェ in 愛知医大

シ ニ ア

情報提供、相談案内のリーフレット設置を行います。また、認知症の症状や活用でき

19月15日
（日）
〜30日
（月）
2福祉の家 交流ストリート

0愛知医科大学病院医療福祉相談室 ☎61-1878

認知症であってもなくても、誰もが安心して楽しめるカフェです。
美味しいお茶・お菓子や音楽で心地よい時間を過ごしながら、認知症とともに
生きる、
よりよい未来を一緒に見つけていきませんか。

19月18日
（水）
14:00〜16:00
2愛知医科大学病院１階 オアシスホール
l100円 K開催時間中は入退室自由

前回の様子▶

認知症について本を読んだり、聴いたりしよう

0社会福祉協議会 ☎62-4700

福祉の家には、認知症に関する本を集めた
「オレンジ本棚」
があります。この
われもこう

「オレンジ本棚」
設置1周年記念として、朗読の会
「吾亦紅」
さんによる本のおは
なし会を行います。

19月21日
（土）
13：00〜14：00
オレンジ本棚
設置1周年
2福祉の家1階 ボランティアプラザ入口前
記念事業
K14：00からは、長久手の「喫茶オレンジ」もどうぞ（右下記事参照）

シ

ニ

ア

の

広

大きい
文字

場

「あかつきの会」〜認知症家族交流会〜
0社会福祉協議会 ☎ 62-4700
長寿課 ☎ 56-0639

19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

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？

長久手の

喫茶オレンジ

0社会福祉協議会 ☎ 62-4700
長寿課 ☎ 56-0639

記事ID 12150

物忘れや認知症の心配のある人やそのご家族、認知症
に関心のある地域の人がお茶を飲みながら気軽に交流
できる場です。

19月21日
（土）
14：00〜16：00
2福祉の家1階 ボランティアプラザ活動室１
l100 円（飲み物、お菓子付き）
k 開催時間中は入退室自由

9

敬老事業を行います

0長寿課 ☎56-0631

記事ID 3379

シ ニ ア

長年にわたり社会に貢献されている高齢者のみなさんを敬い、長寿を祝うために 75歳以上の人を対象に敬老
事業を行います。対象者のみなさんには8月下旬に案内を郵送しているのでご確認ください。なお、歯の表彰式
（8020・8520・9020運動）
を同日開催します。

19月16日
（月・祝）
2文化の家
5当日事前に郵送した封筒を会場に持参。全自由席。入場は満席になり次第終了。
当日スケジュール
時
間
11:00〜13:00

事 業 名
敬老金贈呈

会
場
森のホール

詳
細
下記参照

11:15〜12:50

映画会

光のホール

名作映画

13:00〜13:30

式典および歯の表彰

森のホール

14:00〜14:45

落語鑑賞

森のホール

長久亭見自貝による独演会

14:00〜14:45

歌声コンサート

光のホール

歌声フレンズと一緒に歌います

なが く てい み

じ かい

長寿を祝う敬老金を贈呈します

年齢に応じて敬老金を贈呈します。敬老金を受け取る際は、必ず本人の印鑑・送付した封筒・通知文の３つを持参して
ください。代理の人の受け取りも可能です。当日に代理の人も来場できない場合は、9月17日(火)から10月4日(金)
までに長寿課で上記３つを持参し、受け取ってください。
長寿記念品

敬老金
・数え88歳
（昭和7年生まれの人） 5,000円
満75歳以上の人全員に8月下旬ごろに
・数え100歳
（大正9年生まれの人）30,000円
長久手温泉ござらっせ入泉券１枚を郵送済
（平成31年1月1日から令和元年12月31日までに上記年齢に達する人）

家具転倒防止事業

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
（参加自由）

9月20日(金)

10：00〜11：30

●歩行浴室・福祉浴室の利用休止時間帯

9月12日、26日(木) 10:00〜11:30

●歩行浴室の利用休止時間帯

9月6日、13日(金)

●温泉スタンドの休止日

13:00〜15:30

緊急通報システム事業
記事ID 3358

緊急時にボタンを押すだけで通報センターから消防
署等に通報され、ひとり暮らし高齢者等の救助を行うシ
ステムです。ただし、緊急時に利用者の安否を確認いた
だく協力員が、2〜3人必要です。

3①満 65 歳以上のひとり暮らしの人

②満 75 歳以上の人のみの世帯（後期高齢者世帯）
③日中または夜間において、長時間にわたり独居状態と
なる1〜2級の身体障害者手帳所持者
L 1か月あたり 270 円〜 350 円程度 ※利用機種によって料金が異なります。
5 長寿課窓口に申請書類（申請書、誓約書、借用書など）を提出（要押印）。
10
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記事ID 3361

地震等の災害時に、タンスや食器棚などの転倒による被
害を防ぐため、家具転倒防止器具の取付けを行っています。
なお、今年の４月から対象家具として冷蔵庫、テレビ等の
電化製品も取付可能となりました。また、取付器具の制限を
なくし、
ご希望の器具が取付可能となりました。

3 下記のいずれかに該当する人

9月2日(月)

0長寿課 ☎ 56-0631

0長寿課 ☎ 56-0631

・満 65 歳以上のひとり暮らしの人
・満 75 歳以上の人のみの世帯（後期高齢者世帯）
・身体障害者手帳 1 〜 2 級の人
・精神障害者保健福祉手帳 1 〜 2 級の人
・療育手帳Ｂ判定以上の人
・介護保険の要介護 3 以上の人
※対象者が居住する市内の住宅が対象
G［対象家具］タンス、食器棚、書棚、冷蔵庫、テレビなど
合計 4 点まで
L 家具 1 点につき 1,000 円を超えた分の器具代
※作業代、家具 1点につき上限1,000 円までの器具代
（1,000 円未満の場合は実費分）
は、市が負担します。
5 申請書、誓約書を長寿課に提出（要押印）。
※申請は同一世帯につき 1 回限り。
※以前に本事業を利用した人は、申請不可。

いきいき倶楽部
0長寿課 ☎ 56-0639

記事ID 4740

日にち
9月2日(月)

時

間

場

所

13:30〜15:00 茜老人憩の家

9月5日(木) ● 10：00〜12：00 段ノ上集会場
9月6日(金) ● 10：00〜12：00
9月10日(火)

老人憩の家「椿荘」
岩 6 地区

13:30〜15:00 蟹原集会所

9月11日(水) ● 10：00〜12：00 睦老人憩の家
9月11日(水)

14:00〜15:30 上川原集会所

9月12日(木)

10：00〜11：30 長配三丁目集会所

9月13日(金)

10：00〜11：30

9月13日(金) ● 13:30〜15:30

老人憩の家
「椿荘」
岩7地区
市が洞小校区
共生ステーション

9月17日(火) ● 10：00〜12：00 長湫八分会集会所
9月18日(水) ● 10：00〜12：00 丁子田集会所
9月20日(金) ● 10：00〜11：30 楓老人憩の家
9月20日(金) ● 14：00〜15：30 三旺マンション
9月24日(火) ● 10：00〜12：00 老人憩の家「さつき荘」
9月25日(水)

10：00〜11：30 老人憩の家「永和荘」

9月25日(水) ● 13:30〜15:30 色金老人憩の家
9月26日(木) ● 10：00〜12：00 丸山住宅集会所
9月27日(金)

0長寿課 ☎56-0639

記事ID 10108

いきいきライフパーティー

健康づくりに関心のあるみなさんが集まって楽しく
脳・神経系を刺激する運動をし、交流しています。身体
を動かすことの楽しさを実感して、みんなで運動を始
めるきっかけとしませんか。

シ ニ ア

65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、創作活動
（９月はちぎり絵、●の日）
、
などを行います。
運動
（ の日）

地域いきいきライフ推進事業

（火）
13：30〜15：30
19月17日
2市役所西庁舎3階 研修室
K今回はサクソフォンの生演奏に
あわせてながくてハーモニー体
操を行います。

ながくてハーモニー体操講習会

長久手応援ソング（harmony town ながくて）
に
合わせてつくったオリジナル体操。ロコモ予防を目的
とし、足腰をしっかり使って健康寿命を延ばしましょう。

19月11日
（水）
13：30〜15：00
2市役所西庁舎3階 研修室
スポーツボイス〜男の声を取り戻せ！〜（男性限定）
声を出しにくくなった、カラオケでもっとうまく歌いた
い、そう思った人は腹式呼吸で声が出やすくなりますよ！

19月4日
（水）
14：00〜15：30
2福祉の家２階 研修室
19月20日
（金）
10：40〜12：00
2福祉の家２階 研修室

10：00〜11：30 蟹原シーズンズ

・洗濯乾燥事業
シルバー人材センターパソコン講座 寝具
0長寿課 ☎ 56-0631
もっとパソコンを楽しもう 〜年賀状作成編〜
0シルバー人材センター ☎ 62-9100
イラストや写真を飾ったオリジナル年賀状を作成します。

1 9月20日〜11月8日
・毎週金曜日（全8回）13：30〜15：30
・9月27日、10月25日は9：30〜11：30
2 高齢者生きがいセンター2階 会議室
3 長久手市内在住の 60 歳以上の人 20人（先着）
L 3,000 円（教材費含む）
5 9月9 日（月）からシルバー人材センターに申込
K パソコンは受講者の持ち込み（Windows7、8、10）
＊原則、受講料の返金は行いません。

記事ID 3369

対象者の家庭に集配し、ふとん、毛布
（合計3枚まで）
の洗濯乾燥を行います。

1 10月16日
（水）
、17日
（木）
、18日
（金）
※日時は指定不可

3 ①満65歳以上のひとり暮らしの人

②満75歳以上の人のみの世帯
（後期高齢者世帯）
③満65歳以上の人で、介護保険の要介護3以上の寝た
きり状態または認知症の所定の状態の人
④身体障害者手帳1〜2級の人
L 掛布団・敷布団各310円、羽毛布団380円、毛布80円
※いずれも1枚分の金額

5 9月2日（月）から13日
（金）
までに申請書を長寿課に提出。
11

高齢者生涯学習講座

0長寿課 ☎ 56-0639（株）長久手温泉 ☎ 64-3511

記事ID 8331

シ ニ ア

生きがい作りと交流のための講座です。どの講座も初めてでも気軽に参加できます。

1各講座全10回開催 2福祉の家
3市内在住の60歳以上の人（受講期間内に60歳になる人も可）
l受講料は各講座2,000円、教材費は実費負担
59月6日(金)までに申込フォーム、長寿課、(株)長久手温泉窓口または電話で申込。定員を超えた場合は抽選。

ただし、
初めての参加者を優先。結果は9月13日(金)に参加決定者のみに郵送で通知。定員に満たない場
合は、開講1週間前まで受付。開講1週間前の時点で、希望者が5人に満たない場合は開講しません。
申込フォーム
講座名

容

曜日・時間帯・回数

場

所

定員

認知症の
リスクを減らす
60代からの
ロコモ対策

10 〜 2 月で 10 回行う講座です。脳への刺激の加え方
や、認知症のリスクの減らし方を学び、日常生活での
予防につなげます。
＊ロコモとは、ロコモティブシンドローム（運動機能
の低下により要介護になる危険性が高い状態になる
こと）の略です。

木曜・午後
[初回]
10 月 10 日
13:00 〜14:30

楽しい
パッチワーク

色とりどりのキルトとアップリケを組み合わせて、
ミニポーチやバッグなどの小物を作ります。キット
を使用しますので、初めての人でも取り組みやすい
内容です。

火曜・午前
[初回]
10 月 1 日
9:45 〜11:45

工房１

16人

経絡
ストレッチ
ヨガ

ツボとツボの通り道、経絡へのストレッチを行い、
筋肉・関節を緩め、気血の流れを整えます。ツボ押
しストレッチと呼吸を合わせた経絡ストレッチは
柔軟性がなく、体が硬い人へもおすすめです。

火曜・午前
[ 初回 ]
10 月 1 日
9:45 〜11:45

集会室

30人

骨盤力
エクササイズ

骨盤の大切な役割を理解し、日常生活の動作でトレー
ニングできる簡単なエクササイズを行います。骨盤力
を上げて、動かしやすい体を作りましょう。

火曜・午後
[ 初回 ]
10 月 1 日
13:00 〜14:30

アクア
トレーニング
1 部・2 部

水中の浮力を利用して、ただ歩くだけではなく、安
全に腰や膝の痛みを和らげる歩き方を基礎から学
びます。プール歩行を、体力づくり健康維持に活用
したい人に向けた内容です。

水曜・午前
[ 初回 ]
10 月 2 日
[1 部 ]10:00 〜11:00
[2 部 ]11:10 〜12:10

歩行浴室

各
10人

エアロビクスで
若返り

マッサージやほぐしを行いながらその日の体調を
チェックした後、イスに座ったり、つかまったりし
ながら全身運動を楽しみます。
体力に自信のない人でも、イスに座りながらでも行
えますので安心です。

木曜・午前
[ 初回 ]
10 月 10 日
9:45 〜10:45

集会室

30人

転倒防止の
ボール
エクササイズ

転倒して寝たきりにならないための筋力づくりやボー
ルの特長をいかし運動不足の解消に体幹トレーニング
などにチャレンジ。
健康的な体づくりを目指しましょう。

金曜・午前
[ 初回 ]
10 月 4 日
9:45 〜11:15

けい らく
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集会室
（11/2１、
15人
1/16 は
研修室）

機能回復
15人
訓練室

機能回復
20人
訓練室

介護に関する研修

0長寿課 ☎ 56-0613

記事ID 10164

316歳以上の人 2福祉の家2階 会議室等
59月2日
（月）
から30日
（月）
までに 、
(株)マゼンダ担当者 牧氏に電話（0561-42-8081）
で申込。先着順。
まき

研修名

入門的
研修 A

内

容

【基礎講座】
〇介護に関する基礎知識
介護に関する相談先、
介護保険制度
の概要等
〇介護の基本
介護における安全安楽な体の動かし方、
介護予防・認知症予防に使える体操

時間数

3時間

受講料

無

料

【基礎講座＋入門講座】
入門的
研修 B

上記の基礎講座に加えて
〇基本的な介護の方法
〇認知症の理解
〇障がいの理解
〇介護における安全確保

25 時間

無

料

時

期

10月1日
オリエンテーション
9:30〜12:30
10月2日
9:30〜12:30

10月1日、2日、4日
10日、
11月2日、3日、4日
時間は日によって
異なるため、詳細は
問い合わせください。

定

シ ニ ア

介護に関心があり勉強したい人や、
自宅で介護している人が、介護に関する基本的な知識や技術を学ぶ入門研修や、
介護の仕事に就くためのスタートラインとなる、生活援助従事者研修や介護職員初任者研修の受講者を募集します。

員

30人
入門的
研修B
との合計

30人
入門的
研修A
との合計

掃除、洗濯、調理など生活援助サービス
を提供する人材を育成するための研修

生活援助
従事者研修

上記の基礎講座＋入門講座に加えて
〇職務の理解
〇介護における尊厳の保持・自立支援
〇介護・福祉サービスの理解と医療
との連携
〇介護におけるコミュニケーション技術
〇こころとからだのしくみと生活支
援技術
※初任者研修と科目は同じですが受
講時間数が約半分で修了となります

59時間

食事の補助や更衣、入浴介助など、高
齢者や障がい者のさまざまな状態に
合わせて、サポートを行うための、基
本的な知識とスキルを身につけるた
めの研修
介護職員
初任者研修

上記の基礎講座＋入門講座に加えて
130時間
〇職務の理解
〇介護における尊厳の保持・自立支援
〇介護・福祉サービスの理解と医療
との連携
〇介護におけるコミュニケーション技術
〇こころとからだのしくみと生活支
援技術

21,600円
テキスト代
別途 5,400円

48,200円
テキスト代
別途 5,400円

10月1日〜
11月23日のうち
22日程度
時間は日によって
異なるため、詳細は
問い合わせください。

10月1日〜
11月23日のうち
26日程度
おおむね
9:30〜16:30

25人
初任者研修
との合計

25人
生活援助
従事者研修
との合計

※研修修了後に、新たに長久手市内の介護事業所もしくは障がいサービス事業所に就職し、6ヶ月以上就労継続された人は
受講料が全額補助されます。
（入門的研修は無料のため対象外。また、研修修了前に勤務している場合も対象外となります）
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チケット
取り扱い
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

9月 7日
（土）
9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
はく ろく

第6回柏綠会陶磁展

記事ID 10431

愛知県立芸術大学陶磁専攻陶芸コースの大学院修
了生と在校生による作陶展です。学生達が、真剣に陶
芸と向き合い制作した作品をご覧ください。
※関連ワークショップあり。詳しくは市HPをご覧ください。

19月3日
（火）
〜11日
（水）

10：00〜18：00

（９日は休館、
３日は１２
：
００から、11日は16:00まで）

2 展示室

虹のかけら
〜もうひとりのジュディ
と

だ けい こ

記事ID 13275

み たに こう き

女優・戸田恵子と、演出家・三谷幸喜の最強タッグで
制作された作品が長久手に登場。映画
「オズの魔法使」
で全世界のアイドルとなったジュディ・ガーランドの付
き人 もう一人のジュディ の生涯を描いた物語をお届
けします。

1 11月24日
（日）
13:30開場 14:00開演
2 森のホール
l【前売･当日】1階席：フレンズ会員4,000円(前売のみ)
一般5,000円 2階席：フレンズ会員・一般3,000円
１・2階席：学生2,000円
※全席指定 ※未就学児入場不可
K【構成・演出】三谷幸喜【出演】戸田恵子
おぎ の きよ こ

【音楽監督】荻野清子

文化の家 施設利用抽選会
◆ 4日
（水） ホール【森、風】 2020年
◆ 11日
（水） その他の施設
2020年

9月分
3月分

1受付時間9:30〜10:00 抽選会10：00〜
2光のホール

劇王2020関連企画
「げきたまご」
受講者募集

記事ID 13276

2月に開催される劇王2020の関連企画として、人気劇作
かのめ ゆ き

家鹿目由紀氏を講師に招き演劇講座を行います。未経験者
大歓迎！劇王本番(2月9日(日))に発表公演も行います。

111月23日(土・祝)、
12月8日(日)、1月18日(土)、

19日(日)、25日(土)、26日(日)、2月6日(木)、
7日(金)の18:00〜21:30
2月8日(土)、9日(日)の9:00〜18:00（本番）

2 舞踊室 ほか
l3,000円
3 中学生から22歳まで（10人程度）
K【講師】鹿目由紀（劇団あおきりみかん主宰）
59月3日（火）から10月31日（木）までに文化の家1F

受付または電話で申込。
※応募多数の場合、参加可能日数の多い人を優先。

愛知県立芸術大学オペラ公演2019

モーツァルト：歌劇《いつわりの女庭師》全3幕
イタリア語上演(セリフは日本語・字幕付き) 記事ID 13307
モーツァルトが18歳の時に作曲した初期の喜劇オ
ペラで、上演の機会は滅多にありません。男女の恋愛
が絡むドタバタラブコメディをお見逃しなく！

112月7日
（土）
、8日
（日）
13:30開場 14:00開演

2 森のホール
G【出演】愛知県立芸術大学大学院生 ほか
l【前売･当日】A席：2,500円 B席：1,500円
※全席指定

ガレリアコンサート
採れたて☆室内楽

シネマの楽しみ
記事ID 7935

｢室内楽の楽しみ｣のオーディションで選ばれた出演
者がお届けするコンサートです。より近くで演奏をお楽
しみいただけます。

1 9月1日
（日）
12:00開演
2アトリウム
G【出演】愛知県立芸術大学学部生、大学院生

広報ながくて 2019 年 9 月号

※未就学児入場不可

記事ID 10322

映画好きの市民による映画上映会
「シネマの楽しみ」
。
今回は、
ヒッチコック監督円熟期の傑作作品を上映します。

1 9月12日
（木）10:00、14:00
（上映の30分前に受付および開場)

2 光のホール
G「裏窓」
（1954年・113分）
K全席自由（各回定員80人）

記事ID 11926
ながくて
アートフェスティバル2019
（NAF）

●ガレリアコンサート

1 9月28日
（土）

11:00 藤小Pコーラス（女性コーラス）
14:00 ことぴあ乃（ピアノ、二十五絃箏）
9月29日
（日）
11:00、13:00

武元トリオウィズ中根かおり
（ピアノ、べース、
ドラム、
ヴォーカル）

2アトリウム
はこ

ぶ

NAF ミニバスツアー

記事ID 10446

今年の目玉は愛知県立芸術大学
「法隆寺金堂壁画模
写展示館」
の見学。各会場では展示作家との交流がで
きたり、季節の野菜を使った食体験、植物を使ったワー
クショップやコンサートがあったりと盛りだくさん！

1 9月29日
（日）
10：00〜15：30
2 文化の家集合
3 小学生以上 l 800円(昼食付き)
K先着20人
59月3日（火）から20日（金）までに電話またはメール

で申込。①氏名②参加人数③年齢④電話番号⑤住所

たい てん てん てん

●箱舞台店点展

NAF出展作家や芸術大学の学生たちが、1.8m×1.8m
のスペースを使って作品の展示や販売、ライブペイン
トなどを行います！

1 9月28日
（土）
、29日
（日）

絵画コンクール（小・中学生の部） 記事ID 7693

今年のテーマは
「平成の思い出」
。色とりどりの作品
をご覧ください！
●受賞・入選作品展

1 9月19日
（木）
〜23日
（月・祝）

9:00〜17:00

10：00〜19：00（最終日は17:00）まで

2 東エントランス付近 ほか

●表彰式

1 9月21日
（土）
10：00
2 展示室

ながくてアートフェスティバル2019
ワークショップ
「アートDEあそぼ」

0文化の家 ☎61-3411

詳しくはHPへ

記事ID 11926

文化の家でさまざまなジャンルの製作体験教室が開催されます。ものを作るだけでなく、
料理などの教室も。面白くてためになるプログラムがいっぱいです！
59月3日(火)から文化の家1F受付で申込。翌日から電話申込可。先着順。定員に満たない教室は当日も受付。
※
「おやつピザ」
は当日整理券配布のみ l 当日支払い。
詳しくは市ＨＰまたは文化の家で配布しているチラシをご覧ください。

10 月 4 日
（金） 1 季節の苔玉をつくりましょう

草木染め de つくるアクセサリー 3 そば粉のクレープ『ガレット』を焼いておいしい
10 月 5 日
（土） ランチ！ 4 ワンコイン de おやつピザ 5 ワイヤーアート de シャボン玉 6 ダンボー
ルで作って遊ぼう 7 ハロウィンアレンジ
2

ミシン de つくる草木染め 9 クーテシガーナを作ろう ！ 10 そば粉のクレープ『ガ
10 月 6 日
（日）レット』を焼いておいしいランチ！ 11 ワンコイン de おやつピザ 12 ダンボールで作っ
て遊ぼう 13 じぶんだけのぬいぐるみを作ろう！
8

10 月 8 日
（火） 14 フィンビスちゃん
10 月 9 日
（水） 15 フィンビスちゃん
10 月 10 日
（木） 16 大人ハロウィン

10 月 11 日
（金） 17 ワッショイ！布ぞうり
10 月 12 日
（土） 18 ワッショイ！布ぞうり

19 ひのきのボールペンを作ろう！ 20 国産ウールで糸紡ぎ

21 季節の苔玉をつくりましょう 22 クーテシガーナを作ろう！
10 月 13 日
（日）
リーンでてぬぐいをつくろう 24 コーヒー拘りの淹れ方教室

10 月 14 日（月・祝） 25 とんぼ玉、
溶かしてつくるガラスのアクセサリー

10 月 19 日
（土） 27 仏像を彫る

10 月 20 日
（日） 29 仏像を彫る

28 藍・草木

de 簡単絞り染め

23

かんたんシルクスク

26 コーヒー拘りの淹れ方教室

9月イベントカレンダー
日

月

9:00 マイナンバーカード等の
休日窓口 x 8
10:00 第 3 回都市計画
マスタープラン d 8
10:00 和紙と竹のあんどん作りs 8
12:00 ガレリアコンサート n
14:30 輝け！長久手フレッシュ
コンサート m 6
1

12:00 あいちシェイクアウト
訓練 x
13:30 いきいき倶楽部
（茜老人憩の家）k

7:00 第 518 回歩けあるけ運動 r
9:00 創業支援セミナー【全 4 回】u 8
10:00 景観計画ワークショップ d 8
10:00 月釜茶会 C 4
13:30 ながくてのりものフェスタ u
18:30 初秋の夜空の観望会 s 8

13:30 ゲートキーパー
養成講座 v 8

火

市が洞小校区共生
ステーション臨時休館B
13:30 創作ワークショップ（2）z
13:30 いきいき倶楽部
（蟹原集会所）k
14:00 食の安全・安心タウン
ミーティング w 8

10
10:00 いきいき倶楽部
（長湫八分会集会所）k
10:00 幼児教室（下児）v
13:30 いきいき
ライフパーティー k

敬老の日 16

22

秋分の日 23

9:00 マイナンバーカード等の
休日窓口 B
9:00 校区運動会（西小）t
9:30 秋季市民弓道大会 k 8
10:00 東小校区スポーツ
健康フェスティバル t
10:00 南木曽木工教室 s 8
13:30 アニメを見るような
15:30 おはなし会 m 8

29

30

10:00 創作ワークショップ（3）z
10:00 いきいき倶楽部
（睦老人憩の家）k
10:00 リズムあそび・ぴょんぴょん
r8
10:00 幼児教室（青児、西児、市児）v
13:30 ながくてハーモニー体操
講習会 k
14:00 いきいき倶楽部
（上川原集会所）k
11
10:00 創作ワークショップ（4）
z
10:00 いきいき倶楽部
（丁子田集会所）k
10:00 幼児教室（西児）v
14:00 オレンジクーテカフェ
in 愛知医大 i

24

18
西小校区共生ステーション
臨時休館B
10:00 いきいき倶楽部
（老人憩の家「永和荘」）k
10:00 幼児教室（青児、市児）v
10:00 ファミリー・サポート
登録講習会 v
13:30 いきいき倶楽部
（色金老人憩の家）k

25

9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。）

2019 年8 月1日

人口 現在（先月比）
59,004
29,270
29,734
24,149

＋9
＋18
−9
−5

月間異動数（7 月）
274
302
59
22
0

交通事故（人）
死 亡
重 傷
軽 傷

7 月 2019 年 前年同期
累計
0
1
0
1
5
10
23 150 207

犯罪 発生状況（件）
7 月 2019 年 前年同期
累計
刑法犯 33 208 192
うち侵入盗
3
9
8

※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

4

17
10:00 いきいき倶楽部
（老人憩の家「さつき荘」）k
10:30 くらしの講座 u 8

まちづくりセンター
臨時休館 B
9:00 卓球大会
（中学生）
r

8:00 シニアソフトテニス大会 r
9:00 市民テニス大会 r
9:00 カローリング大会 w 7
9:00 校区運動会
（北小）t
10:00 栗拾い s 8
10:00 わらじ作り体験会 y
13:30 ファミリーコンサート
in 長久手 l 6
16:00 室内楽の楽しみ n 7

転
入
転
出
出
生
死
亡
うち孤独死・孤立死※

10:00 リズムあそび・ぴょんぴょん v
10:00 創作ワークショップ（1）z
14:00 スポーツボイスk
19:00 語学講座【全 4 回】A

3

10:00 ニュースポーツ
フェスティバル t
10:00 ボランティアカフェ
w8
11:00 敬老事業 j
13:20 名外大特殊講義（C）
【全 15 回】A

統計情報

16

10:00 幼児教室（下児）v
10:30 大人のおはなし会 u
12:00 柏綠会陶磁展
【〜 11 日】n

9

15

総人口
男 性
女 性
世帯数

水

2

8
10:00 秋の昆虫さがし s 8
10:00 竹トンボ作りs 8
13:30 環境基本計画
ワークショップ u 8
15:00 ポピュラークラシック
コンサート o 7

・広報紙に掲載している情報を一覧にし
・行事名後の丸囲みの数字は広報紙の該
掲載していることを表しています。( 例
・子ども・親子向けイベントピンク色、シ

2019 年 9 月号

内 容（ 予 は要予約）
行

政

相

談

不 動 産 相 談
予司 法 書 士 相 談
予法

律

相

と き

10 日（火）
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）

談 12 日
（木）
、
26 日
（木） 13:00-16:00

予行 政 書 士 相 談
（予約は3日前までに）

消 費 生 活 相 談

19 日（木）
毎週月・火・水・金曜日
※

9:00-12:00
［月］9:00-12:00
［火、水、金］
10:00-16:00
（12:00-13:00 除く）

人

権

19 日（木）

13:30-16:30

年

金

20 日（金）

10:00-16:00
（12:00-13:00 除く）

予 生 活 困 窮 者 相 談 火〜土(17、24日は除く)

ボ ラ ン テ ィ ア

予7日
（土）

毎週水曜

市役所西庁舎 2 階 悩みごと相談室

9:00-16:00

10:00-11:30
13:30-16:00

福祉の家1階 相談室 電話相談も可
福祉の家1階 相談室
市役所本庁舎1階 相談室
福祉の家１階 ボランティアプラザ

※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。

したものです。ただし、
一部の掲載を省略しています。
青少年児童センター→ 青児 西児童館→ 西児
該当ページを、
四角囲みの数字は過去の広報紙に
南児童館→ 南児
下山児童館→ 下児
例：a 2 は 2月号 1 ページの意味 )
上郷児童館→
上児
市が洞児童館→ 市児
シニア向けイベント緑色

木

金

10:00 いきいき倶楽部
（段ノ上集会場）k
10:00 やさしいワード入門
【全 4 回】u 8
11:00 乳幼児向けおはなし会 u

10月の主なイベント

土

10:00 いきいき倶楽部
（老人憩の家「椿荘」
岩 6 地区）k
10:00 幼児教室（南児）v
11:00 MARIMO n 7

5

9:00 愛知駅伝代表選手
選考記録会 i 8
9:30 ネイチャー探検隊 v
10:00 愛知医科大学公開講座 v 8
10:00 育児講座 r 8
11:00 MARIMO n 7

6

10:00 いきいき倶楽部
（長配三丁目集会所）k
10:00 シネマの楽しみn
14:00
13:30 精神科医師による
14:30 相談 w 8
19:00 B'Rock オーケストラ
コンサート l 6

12
8:30 長島温泉日帰り
親睦旅行 t 7
10:00 絵画コンクール作品展
【〜 23 日】
o
11:00 乳幼児向けおはなし会 u

19
10:00 いきいき倶楽部
（丸山住宅集会所）k

7

10:00 いきいき倶楽部
（老人憩の家「椿荘」
岩 7 地区）k
10:00 育児講座 r 8
10:00 幼児教室（上児）v
13:30 いきいき倶楽部
（市が洞小校区
共生ステーション）k
19:00 第 2 回スポーツ推進
計画市民部会 w 8 13

9:30 土曜日に英語で遊ぼう♪
10:30【全 8 回】
j7
11:30
10:00 みよし創業塾【全 6 回】v 8
10:00 古戦場公園再整備事業
市民ワークショップ y
10:30 おはなし会 u
14:00 パズル作ってチャレンジ
（青児、上児、南児、市児）v

9:30 ママ・ジョブ・あいち
出張相談 x
10:00 いきいき倶楽部
（楓老人憩の家）k
10:00 幼児教室
（南児）v
10:30 みんなあつまれ ! !
あそびのひろば r 8
10:40 スポーツボイス k
13:30 パソコン講座【全 8 回】k
14:00 いきいき倶楽部
（三旺マンション）k 20

秋の全国交通安全運動
【〜 30 日】B
世界アルツハイマーデー i
10:00 まちセンカフェ x
10:00 絵画コンクール表彰式 o
13:00 認知症 おはなし会 i
13:30 クッキング v
14:00 喫茶オレンジ i
14:00 パズル作ってチャレンジ（下児）v
14:00 おはなし会 u
15:00 乳幼児向けおはなし会 u
21

10:00 いきいき倶楽部
（蟹原シーズンズ）k
10:00 幼児教室（上児）v
13:30 あかつきの会 i
15:00 名外大特殊講義（A）
【全 13 回】A

ながくてアートフェスティバル
2019【〜10/20】o
10:00 市民活動交流会 x
10:00 男女共同参画市民講座 x
10:30 英語のおはなし会 u
14:00 パズル作ってチャレンジ（西児）v

26

14

27

28

※ …16 日・23 日（月・祝）は実施しません。
問 合 先

内 容（ 予 は要予約）
予成

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)
ボランティアセンター
(61-3434)

年

後

見

予女

性 相 談
（男性も相談可）

と き
26 日
（木）
13 日
（金）

27 日
（金）
5日
（木）

と こ ろ
13:30-16:30

市役所本庁舎1階 相談室

10:00-15:30

市役所西庁舎 2 階 第 8 会議室
市役所北庁舎 2 階 第 5 会議室

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
(0561-84-1139)

10:00-12:00

商工会館

商工会（62-7111）

10:00-12:00

市役所本庁舎 2 階 打合せ室1

平日 8:30-17:15 要予約

予 こころの健康相談

18 日（水）

10:00-12:00

税務相談（事業者対象）

17 日（火）

10:00-16:00

18 日（水）

13:30-16:00

予 職業適性検査＆就職相談

19 日（木）

子ども家庭課（56-0633）

市役所本庁舎 2 階 子ども家庭課

予こ こ ろ の 相 談 室

17 日（火）

問 合 先

尾張東部成年後見センター
（0561-75-5008)

子ども家庭課（56-0633）
家庭児童相談室専用ダイヤル
(63-9500)
子ども家庭課（56-0633）

予発 達 相 談
11:00-16:00
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
10:00-15:30
毎週 月〜金 ※
予 子育て相談（就学前児童） 17 日
（火）、26 日
（木） 予約時調整

金融相談（事業用資金）
予 労務相談（事業者対象）

1日(火)
10:00 司法書士無料法律相談 y
3日(木)
就学時健康診断
（東小）v
10:30 親子で遊ぼう教室【全3 回】v
4日(金)
13:00 行政書士無料相談 y
5日(土)
10:00 NET119 説明・登録会 y
13:30 リニモテラスシネマ＆
芋煮会イベント y
6日(日)
8:10 福祉ドライバー講習会 B
9:00 校区運動会（長小）t
9:00 バレーボール大会（女子）s
9:30 地域づくり講演会 y
10:00 竹の筆箱作りw
8日(火)
就学時健康診断
（市が洞小）v
9日(水)
9:30 市内史跡めぐり講座【全 2 回】A
14:00 精神科医師による相談日C
15:00
11 日 ( 金 )
19:00 第 3 回スポーツ推進計画
市民部会 A
13 日 ( 日 )
8:45 市陸上競技大会 k 8
9:00 秋のセミオープン大会 r
9:00 卓球ダブルス大会（一般）s
10:00 月釜茶会 C 4
14 日 ( 月・祝 )
9:30 こども塾まつりw
16 日 ( 水 )
就学時健康診断
（西小）v
17 日 ( 木 )
就学時健康診断
（北小）v
19 日 ( 土 )
9:00 住民起業支援塾【全 8 回】x
20 日 ( 日 )
9:00 校区運動会（南小）t
9:00 校区運動会（市が洞小）t
9:00 バレーボール大会（男子）s
10:00 菱凧を作って揚げよう w
10:30 福祉まつり講演会 z
10:30 カラフルマントを
14:00 つくろう！m 8
26 日 ( 土 )
14:00 ロス・カプリチョス解説 l 8
27 日 ( 日 )
10:00 書道・さし絵講習会 w
15:00 ハロウィンおはなし
シアター！m 8
30 日 ( 水 )
就学時健康診断
（南小）v

市役所西庁舎1 階 子育て支援センター
市役所本庁舎 2 階 子ども家庭課

たつせがある課（56-0641）

17

スポーツイベント

0杁ケ池体育館 ☎63-1000

スポーツ

第518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。

19月8日
（日）
7：00集合
※雨天の場合は中止

2杁ケ池体育館

記事ID 13319

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しています。マナー
やルールを守って利用してください。

19月1、8、15、29日
（日）
10：00〜16：30（利用時間を守ってください。）
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

初めてトレーニングルームを利用する場合

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日

ビーチボールバレー

北 小 学 校

14、28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

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）

19月27日(金)19：00〜21：00
9月29日(日)10：00〜12：00
59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対象者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上、
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）

スポーツ協会主催 スポーツイベント
第5回シニア
ソフトテニス大会
と き
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0杁ケ池体育館 ☎63-1000

記事ID 13393

秋の市民テニス大会
秋季卓球大会
秋のセミオープン大会
（ダブルス・硬式テニス）
（中学生の部・学年別） （ダブルス・硬式テニス）
※100歳テニス有り

9月22日
（日）
8：00〜
※雨天中止

9月22日
（日）
9：00〜

9月23日
（月・祝）
9：00〜

10月13日
（日）
9：00〜
※雨天中止

市民テニスコート

杁ケ池テニスコート
（オムニ）
菖蒲池テニスコート
（ハード）

杁ケ池体育館アリーナ

杁ケ池テニスコート
（オムニ）
菖蒲池テニスコート
（ハード）

市内在住の中学生の人
（1、2年生のみ）

ペアの１人は市スポーツ協会
テニス協会会員または
市内在住・在勤・在学の
中学生以上のペア

１ペア3,000円
（当日集金）
※市スポーツ協会テニス協会
会員１人500円引

１人300円
（当日集金）

１ペア3,000円
（当日集金）
※市スポーツ協会テニス協会
会員１人500円引

9月21日
（土）
12：00までに
杁ケ池体育館に申込

9月13日
（金）
17：00までに
杁ケ池体育館に申込

10月12日
（土）
12：00までに
杁ケ池体育館に申込

場

所

対

ペアの1人は市スポーツ協会
市スポーツ協会テニス協会会員
ソフトテニス連盟加入者
または市内在住・在勤・在学の
象
または市内在住・在勤で
中学生以上の人
45歳以上のペア

料

金

申

込

1人500円
（当日集金）

9月20日
（金）
20：00までに
杁ケ池体育館に申込

広報ながくて 2019 年 9 月号

秋季卓球ダブルス大会
（一般の部）
と き

第14回秋季長久手市民
第14回秋季長久手市民
バレーボール大会
（6人制 女子） バレーボール大会
（6人制 男子）

10月13日
（日）
9：00〜

10月6日
（日）
9：00〜

10月20日
（日）
9：00〜

所

杁ケ池体育館アリーナ

杁ケ池体育館アリーナ

杁ケ池体育館アリーナ

対

象

ペアの1人は長久手市、瀬戸市、
尾張旭市に在住・在勤・在学の
15歳以上の人
（中学生は除く）

長久手市および近隣市
（名古屋市・豊田市を除く）
の
中学生以上の女子チーム

長久手市および近隣市
（名古屋市・豊田市を除く）
の
中学生以上の男子チーム

料

金

1人200円
（当日集金）

1チーム2,000円
（当日集金）

申

込

9月13日
（金）
17：00までに
杁ケ池体育館へ申込

1チーム2,000円
（当日集金）

9月29日
（日）
16：30までに
杁ケ池体育館へ申込

スポーツ教室

スポーツ

場

10月13日
（日）
16：30までに
杁ケ池体育館へ申込

0杁ケ池体育館 ☎63-1000

記事ID 13316

受講対象者は、市内在住・在勤・在学の人です
（申込時に証明書を提示してください）
。
・受講者本人以外は、受講不可・教室への入室不可。
・一般とは、中学生を除く15歳以上の人です。
・期間には、予備日を含みません。詳しくは、
お問い合わせください。
【☆の教室】がんばらっせ長久手スポーツクラブ教室
このクラブは、
「いつでも、
どこでも、誰でも」
を合い言葉に子どもから高齢者まで、
さまざまなスポーツを気軽に楽しむこと
ができるように実施しています。
※受講料のほかに
「がんばらっせ長久手スポーツクラブ」
年会費が必要です
（大人1,000円、中学生以下500円）
。

■教室申込について

教

室

期間・時間

曜日 回数

会

場

受講料

対

象

定員

申

込

おとなの健康体操

10/3〜11/21
13：30〜15：00

木

8

杁ケ池体育館
柔剣道場

2,000円

一般

30人

先着
9/5〜

☆親子体操

10/18〜11/15
10：00〜11：00
（休講11/8）

金

4

杁ケ池体育館
柔剣道場

2,000円

未就園児
（満2・3歳）
および保護者

15組

先着
9/6〜

☆初心者テニス
2期
（硬式）

10/2〜11/20
9：00〜11：00

水

8

杁ケ池
テニスコート

4,000円

一般
（初心者）

12人

仮申込
9/4〜

10/1〜2/11
9：30〜10：30
火 15
（休講10/15、11/5、
12/24・31、1/14）

杁ケ池体育館
柔剣道場

7,500円

一般

30人

先着
9/3〜

10/1〜2/11
10：45〜11：45
☆ボールボクササイズ
火 15
（休講10/15、11/5、
2期※
12/24・31、1/14）

杁ケ池体育館
柔剣道場

7,500円

一般

20人

先着
9/3〜

☆ピラティス
2期

※ボールボクササイズのバランスボールは、貸し出しを行っています。

0 問い合わせ先 1 とき 2 ところ 3 対象 G 内容 l 費用 記(載がないものは無料 F
) 持ち物
5 申込方法 記(載がないものは申込不要 K
) その他 H スマイルポイント対象事業

対象者であることがわかるものを持参し、
下記のとおり申込みしてください。
・代理申込可（ただし、受講者本人の在住・在勤・在学証明書をお持ちください）
。
・電話申込不可
・受講料は、原則返金しません。
・抽選の教室は公開抽選により受講者を決定。
仮 申 込：各教室申込開始日 9 : 00から9月13日（金）20：30までに杁ケ池体育館に申込。※受講資格証明持参。
公開抽選：9月18日（水）10 : 00から
本 申 込：9月26日（木）20:30までに杁ケ池体育館に申込。
・その他の教室に関しては、9:00から先着順。各申込欄の受付開始日を確認してください。
・定員に満たない場合の締切日は、各教室開始日の2日前です。
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ニュースポーツフェスティバル

0杁ケ池体育館 ☎63-1000

校区の運動会

0杁ケ池体育館 ☎63-1000
記事ID 13320

記事ID 13323

スポーツ

ニュースポーツとは、技術やルールが比較的簡単で
年齢、性別、障がいの有無など関係なく
「誰でも楽しめる」
スポーツです。

19月16日(月・祝) 10：00〜14：00
2杁ケ池体育館
G今回は9種類のニュースポーツが体験できますよ。また、
大人向けの体力チェックや体力に関する相談も行い
ます。

3市内在住・在勤・在学の人
5当日会場にて10：00から受付開始

カローリング
ラダーゲッター

9月みんなの掲示板

お住まいの校区の運動会には、
どなたでも参加できます。
詳細は自治会回覧等をご確認ください。
小学校区

開催時間

長久手小学校

１０月６日
（日）
9：00〜

西小学校

9月29日
（日）
9：00〜

東小学校※

9月29日
（日）
10：00〜

北小学校

9月22日
（日）
9：00〜

南小学校

１０月20日
（日）
9：00〜

市が洞小学校

１０月20日
（日）
9：00〜

※東小学校区は
「東小校区 スポーツ健康フェスティバル」
です。

510月号への掲載は、9月5日(木)までに申請書を提出してください。
0情報課 ☎ 56-0601

※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。

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。 記事ID 3963
フラダンス無料体験♪

劇団びっくり箱「でんしゃにのって」

第 9 回ながくて香流川ウォーク

ハワイアンの音楽に合わせてフラを踊ってみま
せんか？癒やされながらも運動不足解消に♪

地域の母ちゃん劇団による、
クイズあり・笑い
ありの参加型おしばい「でんしゃにのって（防災
版）」をお届けします！

香流川の身近な自然を感じながら歩きません
か。参加賞もあります。

19／4、18、10／9、23
（水）
13：00〜14：30
2文化の家 多目的室
3お一人様1回、女性、
お子様連れOK、10名程
Gフラダンスレッスンを体験
K【クウホアアロハ 長久手】検索
5メールまたはHP
0ku̲u.hoa.aloha@hotmail.com

19月19日
（木）
10：30開場・11：00開演
2まちづくりセンター2階
3親子30組 l300円
K子育てひろば ぽんぽんでも遊べます。
5ホームページ
0https://nagaiku.org/ NPO法人ながいく

19月8日
（日）
9：30〜11：30
2原邸公園
（北小学校前受付場所）
3どなたでも
（お身体の不自由な方や親子でも
大丈夫です）
Gウォークラリー、
しおり作り、香流川の生き物
しらべなど
0香流川をきれいにする会 羽渕（62-0561）

お子さんの結婚、心配じゃないですか？

親子で学ぶ防犯教室

もう一度弓道を！

子供の幸せな結婚のために親が今すぐできる
こと！相談会

不 審 者からの 逃 げ 方などを、話を聞くことに
加え、体を使い学びましょう。

19月6日
（金）
10：30〜15：30
2コメダ珈琲店長久手図書館通店にて
3独身の息子を持つ親御さん
（30代〜40代）
G
「親ができる婚活のコツ」
lお茶代は自己負担です。
5電話で申込先着順
0080-3068-5757 秦由美

19月14日
（土）
10：00〜12：00
2長久手市立南小学校 体育館
3小学生および保護者、大人
K協力 東海学園大学大学院客員教授加藤實氏、
同大学防犯団体
「TOPS」 駐車場無し
0miyumasa225@gmail.com むつみ会 井上
南小学校区地域ボランティアの会

以前弓道教室に通った、学生の頃引いていた、
少し弓を引いたことがある等。過去にやったこと
のある方、もう一度やってみませんか？

ママと子どものリフレッシュ＆勉強会

英語で気軽なおしゃべり体験！

月に1回、2時間だけお子さんから手を離しマ
マ同士集まって知って得する学習＆座談会子ど
も同士集まって読み聞かせ絵本会開催

大人のみの日と、3歳以下の子連れOKの日が
あります♪

19/5
（木）
・10
（火）
、10/7
（月）
10：00〜12：00
2市役所西庁舎3階 和風＆学習室2
G子ども心理カウンセラー指導、
個人相談可
K0歳〜OK託児有
0090-2777-7833 佐々木
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広報ながくて 2019 年 9 月号

1大人のみ9/14、28
（土）14〜15 時
子連れOK9/7、10/5
（土）14〜15 時
2サチフル英会話クラブ
3各約10名 G好きなことや映画・旅行など
何について話してもOK！
l大人500円
（フリードリンク付）
50561-58-9450またはhttp://sachifull.com/
よりお問合せメール

19月14日
（土）
、10月12日
（土）
10：00〜12：00
2長久手古戦場公園弓道場
310名 G的に向かって弓を引いてみましょう。
道具はお貸しします。 5当日までに電話で
0090-6094-2989 柳原

人気活躍中！栗山智光トレーナーから
「健康美」を学ぶ
①栄養学「腸内環境を整える」腸が喜ぶ食を学ぶ
②基礎運動学「人間の基本動作を知る」ʻ立歩走飛ʻ

19/16
（月祝）
①13時〜13時50分
②14時〜15時15分
2福祉の家 機能回復訓練室
320名(お子様連OK)
l4,000円
（①or②2,500円)
5info.kuriacademy@gmail.com
090-9125-4261 大石

● 食に関するイベントについて

0教育総務課 ☎56-0625

記事ID 7430

私立高等学校等の授業料を一部補助します。対象条件
や申請方法は、市HP、または9月中に各学校等を通じて
送付する書類を確認してください。

5 10月1日（火）から31日（木）までに必要書類を教育総
務課に提出。

就学援助費、新入学学用品費の入学前支給
0教育総務課 ☎56-0625

教育総務課窓口または郵送
（消印有効）
で提出。

ながくて のりもの フェスタ
記事ID 13279

1 9月8日
（日）13:30〜16:00
2 市役所西庁舎 3 階 研修室
G N-バス運転手体験、リニモの制服試着体験、ペーパー
クラフトなど

3 市内在住の園児、小学校低学年とその保護者
記事ID 13262

日

英語のおはなし会
大人のおはなし会
（読書会）

13:00〜17:00（祝・休日を除く）

2 瀬戸つばき特別支援学校
5 電話またはFAX（87-2500）で申込。

たけのこクラブ後期参加者募集
記事ID 7457

保育園で体を動かして遊んだり、情報交換をして楽し
みませんか。

11月12 日、
12月10日、
1月14日、
1 10月15日、
（全５回）
2月25日
（火） 10:00〜11:30

2 上郷、色金、長湫東、長湫西、長湫北、長湫南保育園
※車での来園不可。

3 未就園児とその親、各園40組
L 未就園児一人につき500円
5 9月3日（火）、4日（水）の10:00〜15:00に各保育園窓口
0中央図書館 ☎63-8006
2中央図書館２階 ＡＶルーム

時

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

1 10 月以降の毎週水曜日

で受付。複数園への申込不可。応募多数の場合は抽選。

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

瀬戸つばき特別支援学校では、10月から発達相談
「す
てっぷ」
を開催します。
子育てや学校生活の中で心配されていることや困って
いることについてご相談ください。

0各保育園

公共交通応援隊キッズイベントグループが主催する公共交通
フェスタを開催します！N-バス運転手体験やリニモの制服試着
体験、ここでしか体験できないこと多数！親子で楽しめます。

行事名

0瀬戸つばき特別支援学校 ☎56-0950

小・中学校、高等学校、幼稚園、保育園の先生

5 10月1日（火）から12月27日（金）までに必要書類を

中央図書館 おはなし会

記事ID 13282

3 市内在住の障害のある幼児・児童・生徒の保護者、

記事ID 11443

2020年度長久手市立小中学校入学予定者へ、就学援
助費のうち新入学に必要な
「新入学児童生徒学用品費」
の入学前支給を実施します。
対象となる条件や申請方法は、市HPまたは9月中に配
布
（新小学１年生は送付）
する書類を確認してください。

0経営企画課 ☎56-0600

発達相談「すてっぷ」

子 育 て

私立高等学校等授業料補助金

食物アレルギーに関して懸念をお持ちの人、
また使用する食材
の確認を希望する人は各事業者までお問い合わせください。

14日
（土）
10：3０〜11：30
21日
（土）
14：0０〜14：30
28日
（土）
10：3０〜11：30
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。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
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就学時健康診断

記事ID 413

子 育 て

※いずれも午後実施

0教育総務課 ☎56-0625
2020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。案内など
を、市内保育園や幼稚園を通じて、または郵
送で9月上旬に該当する家庭に配付します。
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。

児童館の行事

場

場

所

き

11月26日（火）

西小学校

10月16日（水）

東小学校

10月3日（木）

北小学校

10月17日（木）

南小学校

10月30日（水） 市が洞小学校

10月8日（火）

今月のあそびは「スゴロクゲーム」。

記事ID 11908

自由参加。詳しくは、じどうかんだよりをご覧ください。
上郷児童館
☎62-0801

西児童館
☎61-1500

南児童館
☎63-5666

市が洞児童館
☎64-5621

14日
（土)

21日
（土)

14日
（土)

28日
（土)

14日
（土)

14日
（土)

11日
（水)◎
25日
（水)◇

3日
（火)◎
17日
（火)※

13日
（金)◎
27日
（金)※

11日
（水)♪
18日
（水)※

6日
（金)※
20日
（金)◎

11日
（水)
25日
（水)◎

幼児教室

110:00〜11:00

（♪11:00〜）
手遊び、工作、
読み聞かせ、体操など

※育児相談：児童館長 ◎育児相談：保健師 ◇保育相談：子育てコンシェルジュ ♪音楽デリバリー

ネイチャー探検隊

7日
（土)

19:30〜11:30

事前申込

クッキング

21日
（土)

113:30〜15:30
3小学生15人

G 青少年児童センターで竹細工を作ってみよう
5 9月3日（火）
9：30から青少年児童センター窓口または電話で申込。
G シュークリーム
5 9月7日（土）
16：00から青少年児童センターで受付。
前回参加した人が申込んだ場合、キャンセル待ち。

子育て支援センターの行事
行事名

と

き

9月4日
（水）
10:00〜11:00

記事ID 1463

ところ
西児童館

0子育て支援センター ☎56-0638
対

象

申込方法

市内在住の
就園前の幼児と保護者

不要

F 水分補給のためのお茶やお水、動きやすい服装（親子ともに）

※駐車場の用意がないため、徒歩または自転車等で来館できる最寄りの児童館で参加してください。
10月3日、
10日、
17日
（木）
10:30〜11:30
（全日参加必須）

文化の家
２階
舞踊室

市内在住の2歳または3歳
（講座初回現在）
の幼児と保護者
※今年度、初めて参加される
人が対象です。

9月2日
（月）
10:00〜申込。
電話申込可。先着20組。

ファミリー・サポート
9月25日
（水）
登録講習会
10:00〜15:00
064-5280 （依頼会員は午前のみ）

市役所
北庁舎2階
第5会議室

依頼会員：市内在住、在勤、在学の人
援助会員：市内在住の人

9月18日（水）までに申込。
※託児希望の場合は、
9月11日（水）まで

親子で
遊ぼう教室
記事ID 7476

記事ID 8451

※申込が必要な講座については、必ず本人が申込。
※9月7日
（土）
、
１３日
（金）
、
２５日
（水）
は、子育て支援センターは9:00〜14:00まで臨時休館です。
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と

下山児童館
☎62-5680

114:00〜16:00
3小学生各館20人

記事ID 12681

き

青少年児童センター
☎62-1712

「パズル作って
チャレンジ」

リズムあそび・
ぴょんぴょん

と

長久手小学校

0子ども未来課 ☎56-0616
行事名・対象時間
対象・定員

所

広報ながくて 2019 年 9 月号

平成こども塾10月の一般プログラム

0平成こども塾 ☎64-0045

記事ID 4554

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 9 月3 日（火）9:00 から窓口または電話で申込。先着順。グループ・代理申込不可。
受付初日に限り、申込むことができるプログラムは 1つまで。

タイトル
竹の
筆箱作り

と

き

費

用

内

容

10月6日（日）
竹を割って削りはりあわせて、
筆箱を作ります。
300円 企画：平成こども塾サポート隊 創作班 定員：15人
9:45〜受付
Fなし
10:00〜12:00
10月20日（日）

菱凧を作って
9:45〜受付
揚げよう

10:00〜12:00

300円

竹ひごや和紙などを使って、
自分だけの菱凧
（ダイヤの形をした凧）
を作ろう。
企画：平成こども塾サポート隊 創作班 定員：20人
F軍手
書写コンクールの練習。筆順を正しく書くことで文字が美しく書けます。絵手

10月27日（日）
紙の描き方も学び、野山の花を描写しよう。
書道・さし絵
300円 ※書道・さし絵講習会の会員もいっしょに活動します。
9:45〜受付
講習会
企画：平成こども塾サポート隊 創作班 定員：10 人
10:00〜12:00

F 習字道具（ある人）

※水筒（お茶）、タオルを持ってきてください。※キャンセルの連絡は 2 日前までにお願いします。材料や準備に影響
が出たり、参加できない人もいますので、キャンセルのないよう日程を確認のうえ、申込んでください。

こども塾まつり

今年も開催します！

当日は
竹クマの
飾り付けも
できます！

0平成こども塾 ☎64-0045
110月14日(月･祝)

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 要予約プログラムは 9 月 4 日 ( 水 ) 9：00 から電話または窓口で受付 ( 先着順 )。

受付初日に限り、申込できるこども塾まつりプログラムは２つまで。
※当日の受付は、
プログラムの開始15分前からです。※駐車場は、数に限りがあります。できるだけN-バスまたは自転車等でお越しください。
タイトル

と

き

費

用

内

容

クーテシガーナの顔を刺しゅうやフエルトで作ります。バックに付けて飾りましょう。

｢クーテシガーナ
の顔｣を作ろう
(要予約）

10:00、11:00、
300円 企画：平成こども塾 講師：伊東 江利子さん 定員：各回６人
13:00、14:00

オムライス
作り体験
(一部要予約)

11:00〜14:00

い

所要時間30分

１０分間隔で
受付します

とう

え

り

こ

Fなし

イタリア風ライス(バジルご飯)を使って、
オムライスを仕上げます。
企画：平成こども塾 講師：イタリアンシェフ 村瀬 摩里子さん
500円
定員：予約30人(予約優先)当日20人分あり
Fエプロン、バンダナ、マスク
むら

せ

ま

り

こ

段ボールや木などを使って、
ツリー型のミニチュアハウスを作ります。
ツリーハウスを
【午前の部】9:30〜10:30
作ろう
800円 企画：平成こども塾 講師：村田 祐一郎さん 定員：各15人
【午後の部】13:30〜14:30
(要予約)
F特になし
むら

た

ゆう いち ろう

こども塾周辺で採れた木に絵を描いて、オリジナルキーホルダーを作ります。
料 企画：平成こども塾 定員：80人
（1人1個）
Fなし

キーホルダー
作り
(予約不要)

9:30〜15:30

昔遊びを
してみよう
(予約不要)

凧あげ、竹とんぼ、けん玉、
コマ回しなどの昔からある遊びを体験してみよう。
9:30、10:30、
11:30、13:30、 無 料 企画：平成こども塾 定員：なし
Fなし
14:30

無

※水筒（お茶）、タオルを持ってきてください。※キャンセルの連絡は 2 日前までにお願いします。材料や準備に影
響が出たり、参加できない人もいますので、キャンセルのないよう日程を確認のうえ、申込んでください。
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コーナ ー

申

イベント

より詳細な情報は、
市HPをご覧ください。
記事についている
「記事ID」
を市HPの記
事ID検索窓に入力すると、その記事の
ページがすぐに表示されます。

イベント
くらし環境

市民活動交流会

ちを相談しませんか。

0たつせがある課 ☎ 56-0602
記事ID 9446

19月28日
（土）
10：00〜15：00
2まちづくりセンター２階 集会室１
G新しい出会いを見つけよう
活動を始めたばかりの人・団体も、長

あいちシェイクアウト訓練
0愛知県防災局災害対策課
☎

かわからない」
などのモヤモヤした気持

052-954-6149

記事ID 9028

シェイクアウト訓練とは、それぞれの参
加者がその場に応じた身の安全を確保す
る訓練であり、誰でも気軽に参加できる
新しい形の防災訓練です。

1９月２日
（月）
12：00〜12：01
G正午の時報を合図に、次の安全行動
を各自で約１分間行います。

く活動している人・団体も、
「 まちセン」
に集まってください。日頃の活動では知
り合えない異なる分野で活動する人達
とも、知り合い、つながる仲間づくりの場
です。楽しいおにぎりパーティにも参加で
きます。午前のみ、午後のみの参加も可。

l参加費３００円（昼食代）
59月17日（火）までにまちづくりセン
ター 窓口またはFAX（61- 6800）、
メール
（mari-vc@hm6.aitai.ne.jp）
で申込。名前、連絡先、所属団体
（あれ
ば）
、昼食の有無を明記。

申

まちセンカフェ
（交流サロン）
0たつせがある課 ☎ 56-0602

住民起業支援塾

記事ID 10126

0たつせがある課 ☎ 56-0641
記事ID 7490

ビジネスの手法を用いて地域の問題
を解決する
「コミュニティビジネス」
を学
ぶための講座です。

110月19日、26日、11月2日、

16日、12月7日、14日、21日、
1月25日
（土）
9:00〜12:00
（全8回）

2市役所西庁舎２階 第7・8会議室
3市内でコミュニティビジネスをしよう
と考えている人

10人

G7回までに商品開発や事業計画などに

19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「僕の妻は世帯主〜男女にまつわる令
和の常識 ？! 〜」

510月4日（金）までに申込用紙をたつ
せがある課窓口、FAX
（63-2100）
ま
たはメール（tatsuse@nagakute.
aichi.jp）で提出。

進地！でも実感はどうでしょう ？ 性別に
もが自分らしく輝ける社会＝男女共同参
画社会」
について楽しく語らいましょう。
「妻が世帯主」
「 夫がPTA活動」
「 上司が
全員女性」はあり？ なし？

※託児が必要な場合は13日
（金）
まで

K未就学児対象に無料で市役所子育て
支援センターでママ・ジョブあいち指
定のベビーシッターに託児できます。
ミルク等、必要なものは要持参。

申

職業適性検査&就職相談

0たつせがある課 ☎ 56-0641
記事ID 11907

９月から就職支援の資格を持った
「なご
や若者サポートステーション」
相談員が相

1奇数月の第３木曜
10:00〜12:00

2市役所本庁舎２階 打合せ室１
315歳から44歳までの就労を希望して
いる人とその保護者

G職業適性検査 パソコンを使い分析し、
解説します。
就職相談 書類選考や面接が上手くい
に応じます。

5たつせがある課に電話で申込。
申

男女共同参画市民講座

0たつせがある課 ☎ 56-0641
記事ID 12158

ふる た かず な

ゲスト：古田千奈さん
（長久手市たつせが
ある課）

申

ママ・ジョブ・あいち出張相談

0たつせがある課 ☎ 56-0641
記事ID 10557

再就職を考えている女性に、カウンセ
ラーによる無料相談を年3回行っていま
安」
「再就職の準備、何から始めればいい

広報ながくて 2019 年 9 月号

せがある課窓口または電話で申込。

関わる興味深いデータを見ながら、
「誰

す。
「 退職をしてからブランクが長くて不
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3３人（先着）
5９月２日（月）から19日（木）までにたつ

かない人に、
コツの伝授や就職の相談

数値でみると本市は男女共同参画先

ついて学び、8回目でビジネスプラン
をみんなで発表し合います。

相談時間 50分以内

談に応じる相談会を行います。

１．
姿勢を低く ２．
頭を守り ３．
じっと
する

1９月20日
（金）
9：30〜12：20
2市役所本庁舎２階 打合せ室１

19月28日
（土）
10:00〜12:00
2市役所西庁舎３階 研修室
G「子どものこと、仕事すること、どうす
る ！？」
ワークライフバランスに関する講演を
聞いたり、実際に子育て中の共働き夫婦
のお話を交えたりしながら、夫婦で協力
できる家庭内の仕組みを考えてみましょ
う。お子さん連れ可。
なか しま あい こ

講師：中島愛子氏
（名城大学・愛知学院大
学非常勤講師）

59月27日（金）までにたつせがある課
に電話またはＮＰＯ法 人なが いくに
メール（contact@nagaiku.org）
で

0生涯学習課 ☎ 56-0627

記事ID 13306

リニモテラスシネマ＆
芋煮会イベント
申

0リニモテラス運営協議会
☎

62-6770

記事ID 12509

市民主体で活動している
「リニモテラ
ス運営協議会」
では、
これまでにリニモテ
ラスの活用に関するさまざまな実証実験
を行っています。今回は、
リニモテラス内
にあるイオンモール長久手店で
「リニモ
テラスシネマイベント」
を開催します。

市民のみなさんが再整備後の古戦場
公園をどのように活用し、どう関わって

19月14日
（土）
10:00〜12：00
2まちづくりセンター2階 集会室１
G古戦場公園でやってみたい活動をグ
ループ毎に検討しよう！ 初めての人
も歓迎 ！

K9月11日（水）までに生涯学習課窓口
または電話で申込。当日参加可。

0たつせがある課 ☎ 56-0602

記事ID 13324

テーマ:
「前向きな自分に気付く１２０分」

すぎ はら こう じ

講師:杉原廣二さん
（NPO法人日本ファシ
リテーション協会や、市民活動のネット
ワークをつくり、情報交換や交流の場を
創る
「うぃうぃの会」
に所属）

行政書士無料相談
0愛知県県行政書士会
☎

窓口、電話、
ＦＡＸ
（63-2100）
または
メール
（tatsuse@nagakute.aichi.
jp）
で申込。当日参加可。

わらじ作り体験会

0みどりの推進課 ☎ 56-0552
記事ID 11936

わらじは日本の伝統工芸の一つです。
自分のわらじを一緒に作ってみません
か ？作ったわらじは持ち帰れます。また、
警固祭りや棒の手でも使用できます。

どりの推進課窓口または電話で申込

052-931-4068

10月は行政書士制度広報月間です。
それに合わせて、無料相談を行います。

1１０月4日
（金）
13：00〜16：00
2市役所西庁舎2階 第8会議室
G

K協力 ながくて里山クラブ
健康・福祉

NET119説明・登録会
0尾三消防本部指令課
☎

0561-38-5119
記事ID 13325

●土地開発許可、農地転用許可、建設業
許可、車両登録、官公署に提出する許
認可などの申請手続について
●成年後見、相続の相談

聴覚・発話障がい者用緊急通報システ
ム
「NET119」
の説明・登録会を開催しま
す。
「 NET119」
とは、通話ではなく、ス
マートフォンや携帯電話のインターネット

司法書士無料法律相談
0愛知県司法書士会
☎

機能を使って119番通報するシステム
です。利用には事前の登録が必要です
ので、利 用を希 望する人はご 参 加くだ

052-683-6683
記事ID 11875

110月6日
（日）
9：30〜12：00
2まちづくりセンター 集会室１
59月30日（月）までにたつせがある課

申

2福祉の家 工房1
3中学生以上、10人（先着）
F作業が可能な服装
59月2日（月）から18日（水）までにみ

まちづくりに参加するためのきっかけ
づくりとして、対話の場を開催します。

事紛争に限る）

10月1日は法の日です。それに合わせ
て、無料相談を行います。

1１０月１日
（火）
10：00〜16：00
2市役所西庁舎2階 第８会議室
G
●土地や建物の相続、遺言、売買、贈与な

さい。登録済の人も参加可。

1１０月５日
（土）
10：00〜12：00
2日進市民会館 展示ホール
3市内在住で聴覚、発話に障がいのある人
Fスマートフォン、携帯電話
K「web119.info」のドメインからの
メールを受信できるよう事前に設定
ください。

自衛官等の募集 詳細はHP
（http://www.mod.go.jp/pco/aichi/）
をご覧ください。
0自衛隊瀬戸地域事務所 83-3181

0 問い合わせ先 1 とき 2 ところ 3 対象 G 内容 l 費用 記(載がないものは無料 F
) 持ち物
5 申込方法 記(載がないものは申込不要 K
) その他 H スマイルポイント対象事業

地域づくり講演会
〜あなたの力を地域に〜
申

●法律相談（ただし、140万円以下の民

昼休憩有り。昼食は各自用意してください。

記事ID 10503

議会のスタッフがご案内します。

る書類作成に関すること

19月22日
（日）
10:00〜15:30

作品「人生フルーツ」
（2016制作）

K当日はイオンシネマのロビーから協

立、相続放棄手続など裁判所に提出す

（草履ではありません。）

芋煮会を行います。

込。

に関すること
●破産手続、民事再生手続、成年後見申

いくかを考えるため、
５回目の市民ワーク
ショップを開催します。

映画上映後には、隣の中央2号公園で

110月5日
（土）
13：00〜15：00
2イオンモール長久手４Ｆ イオンシネマ
3最大１５０席
l500円
5リニモテラス運営協議会に電話で申

●会社や法人の設立や増資などの登記

イベント

申込。当日参加可。

古戦場公園再整備事業
市民ワークショップ H

どの登記に関すること
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511月11日（月）までにＦＡＸ
（0561-

戦没者遺児による
慰霊友好親善事業
申

イベント

0福祉課 ☎ 56-0553

75-5088）
または郵送
（必着）
で①氏
名②ふりがな③生年月日④年齢⑤住
所⑥電話番号⑦ＦＡＸ番号⑧希望日
記事ID １１７０４

⑨障害などによる配慮を必要とする
等を明記し申込。

ぷくぷくした質感や、その愛らしいフォ
ルムで人気の多肉植物の寄せ植えをつ
くりませんか。

19月11日
（水）
10：00〜12：00

父等の戦没した旧戦域を訪れて慰霊
追悼を行うとともに、同地域の住民と友
好親善をはかることを目的とした事業を
日本遺族会が実施します。

3戦没者の遺児
l10万円（参加費）
5愛知県遺族連合会（052-231-6504）
に電話で申込
実施地域
（予定時期）
フィリピン
（1次）
（11月8日〜15日）
マリアナ諸島
（11月20日〜26日）
ミャンマー
（12月13日〜21日）
台湾・バシー海峡
（2月3日〜9日）
ビスマーク諸島
（2月12日〜19日）
マーシャル・ギルバート諸島
（3月7日〜15日）
フィリピン
（2次）
（3月13日〜20日）
中国
（3月23日〜31日）
西部ニューギニア
（1月17日〜26日）
東部ニューギニア
（2月12日〜19日）
ミャンマー
（2月25日〜3月4日）

申込期限
9月9日
9月20日
10月11日
12月3日
12月12日
11月7日
1月14日
1月23日
11月18日
12月12日
12月23日

運動もできちゃう
創作ワークショップ
申

0（株）長久手温泉 ☎ 64-3511

記事ID 13268

いずれのワークショップも、創作を楽し
みながら体操でちょっぴり体も動かして、
心も体も元気にしていくためのワーク
ショップです。

2福祉の家2階 研修室
福祉の家1階工房室1

3各講座 15人（先着順）
l各500円
5（株）長久手温泉に電話で申込
（1）
つるし雛づくり
１つ１つ想いを込めて作ったものを集
めて、つなげて１つの大きな形にするつ
るし雛。今回は1体のみ作ります。継続
希望者にはサロンを紹介します。

19月4日
（水）
10：00〜12：00

となく自らが思うがまま、自由に筆を走
らせ、自分の世界観を楽しく表現する新

0尾張東部成年後見センター
☎

0561-75-5008

記事ID 13314

判断能力が十分でない人の生活を市
民目線で支援し、成年後見活動を行って
いく
「市民後見人」の養成研修説明会で
す。

111月13日
（水）
、17日
（日）

13：30〜16：30※１日のみの参加も可

2東郷町民会館大会議室
3長久手市、瀬戸市、尾張旭市、豊明市、
日進市、東郷町在住、在勤の人 100人

広報ながくて 2019 年 9 月号

花の種が入った泥ダンゴ「たねダン
ゴ」
をつくりませんか。

19月18日
（水）
10：00〜12：00

福祉まつり講演会
「認知症になった波平」
申

0社会福祉協議会 ☎ 62-4700
110月20日(日)10：30〜12：00
2福祉の家2階 集会室
G日本一有名な家族の父、波平さんが
認知症になったら、どんなことになるで
しょう。その時、家族や社会はどう支えて
わた なべ てつ

いくのか。
『 老いの風景 』の著者渡辺哲
お

（2）
「己書」
〜自らが思うがまま、自由に筆
書き方や文字の書き順にとらわれるこ

第3期市民後見人
養成研修説明会
申

（4）
失敗しないたねダンゴづくり

（4）
失敗しないたねダンゴづくりのみ

を走らせよう〜
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（3）
多肉の寄せ植え

感覚の書を体験しましょう。

19月10日
（火）
13：30〜15：00

雄氏を講師に、身近な例から認知症につ
いて正しく知るための講演会を開催し
ます。
本講演会にご参加いただくと、
「認知症
サポーター」
として認定いたします。
（手
話通訳有）
なお、
福祉まつりは10：00〜15：00まで
の開催です。

59月1日（日）から電話またはＦＡＸ、メー
ル(nagakute-shakyo-chiiki@hm.
aitai.ne.jp)で申込。先着100人

文化・スポーツ

0国際交流協会（たつせがある課内）
☎ 56-0641
記事ID 10416

日本人は英語または中国語で、外国人
は日本語でスピーチします。
この弁論大会は語学力を競うだけでな
土俵で発表し、お互いの文化や考えを理

0生涯学習課 ☎ 56-0627
記事ID 13292

本市には隠れた史跡がたくさんありま
す。実際に史跡をめぐり歩いて歴史を身
近に感じましょう。1日目は大草城跡、2日
目は石作神社を中心にめぐります。

110月9日、16日
（水）
9:30〜12:00＜全2回＞

29日：福祉の家 会議室集合
16日：市役所西庁舎3階 講義室集合

3市内在住・在勤・在学の18歳以上の人

各賞 最優秀賞

G講師：長久手市郷土史研究会
l600円（初回に集金）
F筆記用具、飲み物、帽子、動きやすい

交流協会賞
加賞

優秀賞

長久手市国際

みんなで選んだ賞

参

ほか

510月1日（火）から11月8日（金）まで
に市HPにある申込書を国際交流協会
事務局に提出。

20人
（先着）

第3回長久手市スポーツ
推進計画市民部会
申

0杁ケ池体育館 ☎ 63-1000

記事ID 13322

110月11日
（金）
19：00〜21：00
2杁ケ池体育館 ミーティングルーム
Gテーマ「指定管理のアイデアを考え
よう。（
」予定）

59月14日（土）から10月9日（水）まで
に、杁ケ池体育館窓口または電話で

服装
（9日は長袖長ズボン）

59月2日（月）9:00〜生涯学習課窓口

申込。当日参加可。

募

集

または電話で申込。10日
（火）時点で

市職員（舞台企画制作）

定員に満たない場合、市外の人も申

0人事課 ☎ 56-0604

込可。

記事ID 13303

市職員
（舞台企画制作）
を募集します。

名古屋外国語大学特殊講義

詳しくは、9月10日
（火）
から市ＨＰに掲載

0名古屋外国語大学現代国際学部

する募集要項をご覧ください。人事課窓

申

☎

口でも同日から配布。

75-1725

試験区分

地域貢献の一環として、さまざまな分
います。

1＜講義A＞テーマ：国際教養

9月27日〜1月10日

(毎週金、全13回）
15:00〜16:30
＜講義C＞テーマ：国際ビジネス

9月16日〜1月6日

(毎週月、全15回）
13:20〜14:50

2名古屋外国語大学（駐車場なし）
3各講義 20人（抽選）
59月4日（水）までに往復はがき（はがき
1枚につき1科目 /〒470-0197愛知
県日進市岩崎町竹ノ山57

名古屋外

国語大学現代国際学部）
に、住所・氏
名・年齢・電話番号・メールアドレス
（あ
る人）
・希望講義名を記入し、郵送（必
着）
で提出。

舞台企画制作

採用予定人数 １人程度

語学講座
「話して楽しむスペイン語 ！」
申

0国際交流協会（たつせがある課内）
☎

56-0641

記事ID 13385

ネイティブスピーカーの講師から、あ
いさつやとっさの一言を学びます。
最終日は料理を作りながら、みなさん

採用年月日
受験資格

2020年４月１日
昭和55年4月2日以降に生ま

れた人で、次のいずれにも該当する人
●短期大学以上を卒業した人
●文化芸術に関する知識を有する人
●劇場の企画制作に関する実務経験年
数が３年以上の人

59月18日（水）から10月4日（金）まで
に、人事課窓口または郵送
（10月2日
（水）消印有効）で提出。

と楽しく交流します。

19月4日、11日、18日、25日
（水）
19：00〜20：30

2文化の家 食文化室
3１５人（先着）
l1日目〜3日目 各100円
最終日 500円

59 月 2 日（ 月 ）から1 0 日（ 火 ）までに
国 際 交 流 協 会 事 務 局に電 話または
消費税軽減税率制度等説明会 19月2日
（月）
14：00〜15：30、9月11日
（水）
10：00〜11：30
2昭和税務署西館第一会議室 F事業者 0昭和税務署 052-881-8177 記事ID10374

0 問い合わせ先 1 とき 2 ところ 3 対象 G 内容 l 費用 記(載がないものは無料 F
) 持ち物
5 申込方法 記(載がないものは申込不要 K
) その他 H スマイルポイント対象事業

G

記事ID 11889

野で活躍する講師を迎え、公開授業を行

集

解することも大切にしている大会です。

112月8日
（日）
13：00〜17：00
2文化の家 風のホール
320人

で申込。

募

く、年齢や国籍、熟練、初心を問わず、同じ

秋の市内史跡めぐり講座

メール（nia@nagakute.aichi.jp）

イベント

弁論大会
（Speech Contest）出場者
申

申
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福祉有償運送ドライバー認定
講習会の受講者
募

0福祉課 ☎ 56-0614

記事ID 13315

集

単独で公共交通機関を利用して移動
することが困難な高齢者や障がい者のた
めの、
ボランティアドライバーを育成する
ための講習会です。

お知らせ

110月6日
（日）
8：10〜18：20
2市役所西庁舎2階 第7・8会議室
3以下のすべてに該当する人
①70歳以下の心身共に健康な人
（71歳以上は要相談）
②普通運転免許を持っている人
③過去2年間に重大事故、免許停止お
よび免許取り消しが無い人
④高齢者や障がい者を支援したいとい
う強い意志を持っている人
⑤市内の福祉有償運送事業に協力で
きる人

任期

委嘱日から答申の日まで

詳細は
「三ケ峯ニュータウン」
バス停お

報酬

9,000円
（日額）

よびN-バス車内等に掲示します。他の

59月2日（月）から13日（金）までに、人事
レポート｢特別職の報酬の設定につい
て｣
（ 800字程度）
を人事課窓口、
メー
ル
（jinji@nagakute.aichi.jp）
または
郵送
（9月13日消印有効）
で提出。

K選考方法 書類選考。

l1,500円（テキスト代。当日支払）
59月2日（月）から20日（金）までに福祉
課窓口、電話またはFAX
（63-2940）
で申込。

K運転免許証、動きやすい服装・靴

特別職報酬等審議会委員
記事ID 13208

特別職報酬等審議会とは、市長および
副市長、市議会議員といった特別職の報
酬等の金額について審議し、市長に対し
て答申する審議会です。
特別職の報酬等の改定は、
この審議会
の答申を踏まえ、市議会において条例改
正の議決を経て決定されます。
この審議会において、市民の意見を反
映させるため委員を募集します。
●本市市議会議員および本市職員で
ない人
●本市のほかの付属機関の委員となっ

募集人数
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2人

広報ながくて 2019 年 9 月号

記事ID 10380

帰宅する時間帯が重なることから、交通

お 知らせ

事故に遭う危険性が高まりますのでご注
意ください。

くらし環境

19月21日
（土）
〜30日
（月）

マイナンバーカード・通知
カードの休日窓口
0 市マイナンバーコールセンター
☎ 63-0178
市民課 ☎ 56-0607

※9月25日
（水）
：県内一斉大監視日

≪スローガン≫
ストップ・ザ交通事故
高めようモラル 守ろうルール
≪秋の交通事故防止対策≫

記事ID 13284

平日にマイナンバーカード・通知カード
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。

1９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

●ライトオン運動
夕暮れ時にはライトを早めにつけま
しょう
点灯時刻の目安
（日没時間の1時間前）
【9月17:00

10月16:30

11･12月

16:00】
●反射材の活用
できるだけ明るい服を着て出かけま
しょう。反射材を身につけ、自動車に自
分の存在を気付かれやすくしましょう。

の本人確認書類、住民基本台帳カード
【受け取り】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】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
で撮影

共生ステーション等臨時休館

「三ケ峯ニュータウン」バス停
の一時休止
0安心安全課 ☎ 56-0611

記事ID 13304

3●市内在住の20歳以上の人

ていない人

0安心安全課 ☎ 56-0611

(ある人)

0人事課 ☎ 56-0604

G

秋の全国交通安全運動

秋から日没時間が早まり、
夕暮れ時と、

を受け取れない人のために、休日窓口を

１０人
（選考）

バス停のダイヤに変更はありません。

課窓口または市HPにある応募用紙と

長久手ニュータウン内の下水道整備工
事のため、
N-バス三ケ峯線
「三ケ峯ニュー
タウン」
バス停を一時休止します。
休止期間

10月頃〜2月頃

K休止期間中は「三ケ峯ニュータウン
口」バス停をご利用ください。

0たつせがある課 ☎ 56-0602
記事ID 1599、1606、10555

全館清掃を行うため、下記日程で終日
休館します。

1まちづくりセンター

9月23日
（月・祝）

西小校区共生ステーション

9月25日
（水）

市が洞小校区共生ステーション

9月10日
（火）

自殺は特別な問題ではなく、身近に起

③前年の年金収入額とその他の所得

こりうるものとして受け止め、
より多くの

額の合計が約88万円以下

0愛知県尾張県民事務所

人が自殺やそれにつながる精神疾患の

※障 害 基 礎 年 金または 遺 族 基 礎 年 金

正しい知識を理解し、自殺予防に取り組

を受 けて いる人 は 前 年 の 所 得 額 が

んでいくことが大切です。

約462万円以下

−あなたにもできる自殺予防のための

日本年金機構や厚生労働省を装った

☎ 052-961-7211
みどりの推進課 ☎ 56-0620
記事ID 12493

○狩猟免許試験（2019年度２回目）
試験日 11月19日(火)
申請 9月27日(金)〜10月11日(金)
※試験の詳細は上記の尾張県民事務所
環境保全課にお問合せください。
※地域の有害鳥獣捕獲活動の担い手を
確保し、農作物被害を防止するため、
市では狩猟免許取得費等を一部補助
します。
補助内容については、市HPまたは広報
６月号P27をご覧ください。

行動−

不審な電話や案内にご注意ください。

気づき

電話で口座番号をお聞きしたり手数料

家族や仲間の変化に気づいて、声を
かける
本 人 の 気 持ちを尊 重し、耳を傾ける
つなぎ
早めに専門家に相談するよう促す
見守り
温かく寄り添 いながら、
じっくりと見
守る

☎ 0570-05-4092
（基礎年金番号がわかるものを用意ください）

記事ID 276

屋外広告物は日常生活に必要な情報
を提供し、街に生き生きとした表情をも
たらします。その反面、屋外広告物が無

記事ID 13317

10月から開始する制度で、消費税引き
上げ分を活用し、公的年金等の収入や所
得額が一定基準額以下の年金受給者の
生活を支援するために、年金に上乗せし

た、落下、倒壊などにより事故が起こるこ

て支給されるものです。

ともあります。
これらを防止するため、愛知県屋外広

す。案内や事務手続きは日本年金機構

告物条例により屋外広告物や屋外広告
物を掲出する物件について、表示の仕
方や場所などにルールが定められてい
ます。
屋外広告物を設置するときは、事前に
都市計画課に相談してください。愛知県
屋外広告物条例を守り、魅力ある美しい
まちづくりを進めましょう。

受け取りには請求書の提出が必要で

請求手続き
●2019年4月1日以前から年金を受給
している人
対象者には日本年金機構から請求手
ので同封の請求書を記入し提出。

年金の請求手続きと併せて手続き。
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている人

0健康推進課 ☎ 63-3300

記事ID 9070

9月10日の「世界自殺予防デー」
にち
なみ、毎年9月10日からの一週間は自殺

まで

2都市計画課、区画整理課
G長久手中央地区の地区計画の変更案
および公園西駅周辺先導住宅街区地
区の地区計画の案を作成しましたの
で、その案を都市計画法第16条第2項
の規定に基づき、次のとおり縦覧し
ます。

K地区内の土地所有者および都市計画
法施行令第10条の4に規定する利害
関係者は、案について10月4日
（金）
ま
でに市長に対して意見書を提出する
ことができます。

2019年全国家計構造調査
の実施
0情報課 ☎ 56-0601

続きの案内が9月上旬から順次届きます

はじめた人

9/10〜9/16
自殺予防週間

記事ID 13299

（年金事務所）が実施します。

●2019年4月2日以降に年金を受給し

健康・福祉

0都市計画課 ☎ 56-0622

記事ID 12853

家計における消費や所得、資産などの
実態を明らかにする
「全国家計構造調査」
を実施します。本年10月から11月までの
２か月間に渡り、家計における収支や貯
蓄・負債、就業状況、住居に関する事項な
どを調査します。

①65歳以上で、老齢基礎年金を受給し
ている人
②請求する人の世帯全員の市町村民
税が非課税

予防週間となっています。
精神科医師による相談日 110月9日
（水）
14:00〜 15:00〜 2瀬戸市やすらぎ会館401会議室 5開催の１週間前までに
電話で申込 0瀬戸保健所こころの健康推進グループ 0561‐82‐2158 記事ID13294

0 問い合わせ先 1 とき 2 ところ 3 対象 G 内容 l 費用 記(載がないものは無料 F
) 持ち物
5 申込方法 記(載がないものは申込不要 K
) その他 H スマイルポイント対象事業

秩序に設置されると景観が損なわれ、ま

名古屋都市計画地区計画の
案の縦覧

19月13日
（金）
から27日
（金）

0給付金専用ダイヤル

0都市計画課 ☎ 56-0622

などの金銭を求めることはありません。

市政情報

傾聴

年金生活者支援給付金

9/1〜10
屋外広告物適正化旬間

お知らせ

狩猟免許試験
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スマートフォンで広報ながくて
を持ち歩こう！

立石池の昆虫ウオッチ

お知らせ

立石池は長久手市の北部に位置する大き
な池。この池では、市街地ではめずらしくなっ
たブラックバスや、ブルーギル等の釣り場で
もあります。またこの周辺には各種昆虫類
「トンボや蝶」
が多数見られます。
（投稿者：ファーストサーブ）

イベント

び

App Store
Google Play

「マチイロ」
で検索
▶ダウンロード

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】第 18 回にっしん夢まつり

0日進市産業振興課
0日進市商工会

☎ 0561-73-2196
☎ 0561-73-8000

うごく

今年のテーマは「動」。鳴子おどりの大乱舞「夢おどり」、B級グルメなどが並ぶ「夢屋台」、2,000発の

花火が夜空を彩る
「夢花火」の3本柱で構成され、会場にいる全ての人が楽しめるおまつりです。
「夢花
火」では、
スターマインの乱れ打ちと、音楽や踊りのコラボレーションが楽しめます。

1 9月15日（日）9：00〜20：00 ※荒天時の場合は主催者で開催の可否を決定します。
2 日進市役所駐車場
※公共交通機関をご利用ください。当日はくるりんばすの臨時運行があります。

【みよし市】名古屋グランパス限定コラボグッズ

0みよし市産業課

☎ 0561-32-8015
FAX 0561-34-4189

みよし市シルバー人材センターの会員が作成する木工製品（置物、
ガーデンピック）の「名古屋グラ

ンパスコラボグッズ」
を毎月、数量限定で販売します。置物はご希望に応じて、選手のサイン入りで購入
することができます。購入方法など、詳しくは産業課へお問い合わせください。

発売開始日 : 毎月1日
（発売期間はJリーグのシーズン中を予定）

2 ビジターセンター みよし市三好丘2-2-1（カリヨンハウス1階）
G 月販売数量 : 置物5台、ガーデンピック赤・黄各5本
l 置物1台2,000円（税込）、ガーデンピック1本500円（税込）

【東郷町】男女共同参画推進事業「映画会」

0東郷町生涯学習課

☎0561-56-0727

第1部には講演「伝説のテニス・プレイヤーは何に挑んだのか」
を行い、第2部には1973年に実際に

行われたテニスマッチを映画化した「バトル・オブ・ザ・セクシーズ」の上映をします。

1 10月5日（土）13：30〜16：30（13時開場）
2 東郷町民会館ホール
G【講師】中京大学スポーツ科学部教授 來田享子
l 無料（要整理券、全自由席）
K 整理券は9月7日
（土）
から東郷町民会館窓口で配布。1人3枚まで。
らい た きょう こ

【豊明市】グリーンフェスタin唐竹公園

0豊明市都市計画課都市施設係
☎0562-92-1114 FAX 0562-92-1141

1 10月5日（土）9：00〜14：00（小雨決行）
2 唐竹公園
G 多肉植物寄せ植え体験（500円）、カントリーアレンジ講座木の実リース作り
（要予約）
、ハンギン
グバスケットセミナー
（要予約）
、地元農産物販売など。

（月）
から27日
（金）
17：00までに、都市計画課に電話またはＦＡＸで申込。(先着順)
5 9月2日
氏名、連絡先、希望講習名、時間を明記。※定員に空きがある場合のみ当日受付可

K 名鉄バス
（唐竹公園バス停から徒歩2分またはセンター前バス停から徒歩5分）

30

広報ながくて

2019 年 9 月号

9月 保健ガイド
内容
（ 予 は要予約）

0健康推進課 ☎63-3300
と き

母子保健

6日
（金） 9：45集合
親子健康手帳交付
19日
（木） 13：30集合
（金） 10：30受付〜11：３０終了
パパママ教室
（１回目） 6日
（土） 9：１５受付〜11：３０終了
予 パパママ教室（2回目） 7日
※予約は土日のみ
18日
（水） 13：15受付〜15：３０終了
訪問は予約制です。
予 妊婦訪問
（希望者は保健センターへ連絡してください）

（記事ID 1100)

こんにちは
赤ちゃん訪問

BCG接種

主に妊娠６か月ごろまでの初妊婦とその夫
主に妊娠7か月以降の初妊婦とその夫
妊婦
（訪問は妊娠中１回）

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。）
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

18日
（水） 10：00集合

（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

4日
（水） 10：00〜10：30受付
18日
（水） 10：15〜10：45受付
24日
（火） 10：00〜11：30
主に第１子（４〜５か月）をもつ保護者（乳児同伴可）
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
3日
（火）
H31年3月16日〜H31年3月31日生
９
：
１５〜１０
：
１５受付
20日
（金）
H31年4月1日〜 H31年4月15日生

予 B型肝炎
予 ヒブ、小児用肺炎球菌
予 4種混合、不活化単独ポリオ
予 麻しん・風しん混合、麻しん単独・風しん単独
予 水痘

妊婦

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）

３〜４か月児健診受診前

転入者予防接種等
説明会
のびのび 市ヶ洞児童館
計測日※1 保健センター
予 離乳食教室
予 妊産婦歯科健康診査

対象
（ 対 は対象）

対 生後１２〜36月未満

対 生後1歳未満
対 生後2〜60月に至るまで
対 生後３〜９０月未満

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 １期：生後6〜90月未満、2期：9〜13歳未満

予 日本脳炎

救済制度により対象以外で接種可能な場合あり

予 二種混合 対 11〜13歳未満
予 子宮頸がんワクチン 対 小学６年生〜高校1年生の女子

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）

予 集団がん検診
（金）
、
25日
（水）
（胸部・胃・大腸・前立腺） 13日

市国民健康保険加入者以外で40〜74歳の人
（検診によって対象制限あり）

予 個別特定健康診査
予 後期高齢者
医療健康診査

（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
（2020年3月31日までに75歳になる人を含む）
※胃内視鏡検診のみ、一部医療機関で
40歳以上の人
予 個別がん検診※
12月まで受診可。
（検診によって対象制限あり）
（胸部・胃・大腸・前立腺）
6日
（金）
、10日
（火）
、27日
（金）

予 子宮検診

20歳以上の西暦奇数生まれの女性
2月29日までに市内委託医療機関で （昨年度受診していない
西暦偶数年生まれの人も可）
受診してください。

予 個別子宮検診
予 乳腺検診

11日
（水）
、17日
（火）

40歳以上の西暦奇数生まれの女性
2月29日までに市内委託医療機関で （昨年度受診していない
西暦偶数年生まれの人も可）
受診してください。

予 個別乳腺検診
予 歯周病検診
体成分分析装置測定会

ドクターから

8月1日〜1月31日までに市内委託
歯科医院で受診してください。

20歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、
60歳、65歳、70歳、75歳、80歳の人

随時
（時間は要相談）

市内在住の人

あなたへ

白い歯に憧れますか？

みなさんこんにちは。今日は、ホワイトニングについてのお話をし
たいと思います。みなさんはホワイトニングをご存じですか？真っ白
な歯は、清潔な印象をあたえるため、関心を持つ人が増えています。
実は、歯は本来真っ白でなく、多少黄色味を帯びているのですが、
歯の色が濃く見える理由は、大きく分けて2つあります。
１つは、歯の
表面に汚れが付くことにより着色している場合。もう一つは、エナメ
ル質の内側にある象牙質の色が濃くなっている場合です。
コーヒーや紅茶などの色素がついたり、タバコのヤニがついたり
している着色に関しては、PMTC（プロフェッショナル・メカニカ
ル・トゥース・クリーニング）が有効です。
PMTC とは、歯医者さんで専用の器具やペーストを使って行う歯
のクリーニングのことです。歯の表面の着色はクリーニングするこ
とできれいになります。

の

納 期 一 覧

納期限（9月30日）
までに
納めてください
税 目

納

期

問合先

国民健康保険税

第3期

収納課
☎56-0610

後期高齢者
医療保険料

第3期

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。
※市税については、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。

日曜・祝日・年末年始の受診は
東名古屋医師会休日急病診療所

☎0561-73-7555 （記事ID 1197)
診療日時 日曜・祝日・年末年始
9:00〜16:30（昼休憩１時間あり）
診療科目 内科・小児科
所在地
日進市蟹甲町中島22

急な病気・ケガの時は
救急医療情報センター

☎0561-82-1133
24時間365日対応可。症状に応じてその時
診療できる最寄りの医療機関を案内。

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。

はなのき歯科

にし やま

こう き

西山 孝樹

一方で、歯科医院でのホワイトニングは、歯の表面から薬剤を浸透
させ、象牙質の色そのものを白く変えることができます。
ホワイトニングには大きく分けて、オフィスホワイトニングと
ホームホワイトニングがあります。
オフィスホワイトニングは診療室内で行われる漂白処置法で、短
時間で歯を白くできるのが利点ですが、半面早く色が戻りやすいの
が難点です。
ホームホワイトニングは、2 週間ほどの時間を要しますが、作用が
マイルドで透明感のある自然な白さが得られます。
いずれにしても、歯を白くしてみたいと思われる人は、かかりつけ
の歯科医院で相談してみてください。きっとあなたに合った対処法
を教えてもらえると思います。

0 問い合わせ先 1 とき 2 ところ 3 対象 G 内容 l 費用 記(載がないものは無料 F
) 持ち物
5 申込方法 記(載がないものは申込不要 K
) その他 H スマイルポイント対象事業

成人健診

予 特定健康診査
（月）
、
4日
（水）
、26日
（木）
がん検診（胸部・胃・大腸・前立腺） 2日

9 月

31

発行／愛知県長久手市

豪雨で土砂災害や洪水が予想される際に逃げ遅れること
がないよう、避難行動をとるタイミングが直感的に伝わる、
「警戒レベル」の運用が本年6月から開始されました。発令は、
安心メール、防災行政無線、市HP、
Ｌアラート等で周知をする
ため、安心メールの登録をお願いします！！

● 防犯情報（不審者情報など）
● 行方不明者情報

編集／市長公室情報課

風水害に関する警報・特別警報や地震の震度情報(震度4以上)(9月から)
上記4種類の情報を発信します。

QR

※メールの受信制限をされている人は、
「e-msg.jp」のドメインからの受信を許可する設定をして下さい。
また、
登録は無料ですが、
通信にかかる費用は自己負担です。

市の公共施設にて職員がお手伝いしますので登録をお願いします！！

ご協力ありがとうございました♪

7月

みんなで楽しむコンサート

8月

夏まつり

地元の演奏者が出演して、子供も大人も大喜びでした

今後の予定

■「ふれあいカフェ」
スタートしました
6月23日高齢者から子どもまで、いろいろな世代の
人々が交流し、互いの理解とつながりを深めること
を目指した
『ふれあいカフェ』がオープンしました。今
後も定期的に開催をしていきますので、
ご参加をお
待ちしています。内容は協議会HPをご覧ください。
■各部会のメンバーを募集しています お問い合わせは
協議会まで
福祉部会・環境部会・子育て部会・
ステーション部会の企画、
運営に携わるメンバーを募
集しています。
まずは見学から参加してみませんか？
http://ichigahora.sakura.ne.jp/ ( 協議会HP)

長久手市地域見守り安心ほっとライン

0561-63-5556

24時間
365日受付

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

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

9 月 三世代運動会
11 月 市内一斉防災訓練
12 月 ステーションフェスティバル
※「まちをきれいにする活動」
「あいさつ運動」も展開予
定です。みなさんの参加とご協力をお待ちしています。

市 が 洞 小学校区まちづくり協議会

〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1 ホームページ

市が洞小学校
イメージキャラクター

TEL ／（0561）63-1111 FAX ／（0561）63-2100

登録方法
① QRコードを読み取るか、宛先にanshin-add@ai.e-msg.jpを入力し、
空メールを送信
② 返信メールのURLに接続
③ 配信を希望する情報にチェックし、
「登録する」
を押す
④ 登録完了
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● 防災情報（避難所・気象情報）

City Public Relations Magazine

0安心安全課 ☎56-0611

配信内容

広報ながくて

災害が発生した時に、逃げ遅れゼロを目指すため、
長久手市安心メールの登録をしてください！！

