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平成こども塾の人気企画である本イベントに今年もたくさんの子どもたちが参加
しました。暑さにも負けず、真剣な表情で生きものを探す子どもたち。サカナにオタ
マジャクシ、カエルにザリガニとさまざまな生きものを発見しました。大きなカニ
まで見つかり、おとなも子どもも大興奮。

さ とう

生きものさがしの後は、東山動物園の佐藤先生から捕まえた生きものの生態に
ついて教わりました。

岩作東島地内にて撮影
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𠮷田一平長久手市長 就任あいさつ
このたび、市民のみなさんのご信任を賜り、
引き続き三期目の市政を
担わせていただくことになりました。改めてその責任の重さに身を
引き締めつつ、全力で職務を遂行してまいります。
二期目の４年間は、
「みんなでつくるまち条例」やながくて未来図(第６
次長久手市総合計画)など、市民と話し合って一緒に悩みながら物事をす
すめ、
ようやく市民主体のまちとするための土台ができました。
今はまだ人口が増加している長久手市ですが、将来必ず人口減少、超高齢化となります。
さらに高い
確率で大災害が起こるでしょう。
その時必要となるのは、行政の力だけでなく市民みなさんがお互い
つながり支え合うことです。
あえて時間をかけることで市民同士が交わり、共に苦労することでまちが育ち、人が育ちます。
あいさつ
を交わしてつながりをつくり、子どもたちの未来のため、
ここで暮らすことに誇りが持てるまちづくりを目指し
てまいります。
ますますのご支援、
ご協力をお願いします。

長久手市長

長久手市みんなでつくるまち条例

0経営企画課 ☎56-0600

記事ID 13087

まちづくり4コマまんが優秀作品紹介！
広報７月号にて発表しました
「まちづくり４コマ

まんが優秀作品※」
3作品目を掲載します！

※
「みんなでつくるまち条例」
に沿ったまちづくりについて、
改めて考えたり、
はっと気づかされたりするような
「まちづ
くり4コマまんが」
を3月から5月にかけて募集し、優秀作
品賞を7月号広報にて発表しました。

作者コメント
私自身いろいろな催しに参加し、新しい友達
ができ、楽しい思い出が増えたことで、まちへ
の愛着が少し強くなりました。ぜひみなさんに
もいろいろな催しに参加してもらいたいと思っ
たので描きました。
※他の受賞作品につきましては、市HPに掲載して
います。ぜひご覧ください。
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タイトル

まちへ溶け込もう！
なが え

る

い

作者：長江 瑠衣さん

受賞
作品

今年度も計画づくりが始まっています!!
0総合政策課 ☎56-0634

記事ID 9939

本市では、市民一人ひとりに役割と居場所があることで、生きがいづくりや幸せが実感できるまちづく
りの取り組みの一つとして、市民主体の計画づくりを進めています。興味がある計画に、ぜひご参加くだ
さい。参加を希望する人は、各課窓口または電話でお申し込みください。※計画毎で開始する時期が異なります。

都市計画マスタープラン H

0都市計画課 ☎56-0622

8/3
（土）
第２回ワークショップ

「みんなで公共空間の新たな使い方を考えよう！」と題し、第1回でいただい
た意見をもとに、道路、公園、河川等の興味があるグループに分かれ、
「活用し
たい公共空間」
と
「やってみたいこと」
について検討しました。参加者からは、
「道路や広場などの空いているスペースに花植えをしてまちを綺麗にしたい」
、
「香流川をもっと楽しみながら歩ける空間にしたい」
といった意見がありました。

スポーツ推進計画 0杁ケ池体育館 ☎63-1000
8/9
（金）
第１回市民部会

「長久手市のスポーツ推進の課題は何だろう？」
と
題し、
WSを行い、
参加者から
・全体的に施設が古いため環境の整備をしてほしい
・親しみやすいニュースポーツを普及してほしい
・市民のスポーツに関する意識は高い
等の意見をいただきました。

第3回市民部会
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

古戦場公園再整備事業 H
0生涯学習課 ☎56-0627
8/17
（土）
第4回ワークショップ

（平成30年度に3回実施済）

再整備後の古戦場公園で実際に活動する内
容について話し合い、
「歴史を体験する」
「
、SNS
で情報発信をする」
等の意見をいただきました。

第6回市民ワークショップ
110月26日(土)13:00〜15:00
2市役所西庁舎3階 学習室1・2

環境基本計画

0環境課 ☎56-0612

8/21
（水）
ごみ処理施設見学ツアー

ごみ処理施設
「晴丘センター」
で、私たちの出したごみの行く末を見学しま
した。焼却される前のごみをためる深さ40mもの「可燃ごみピット」では、
積み上げられたごみを、
「ごみクレーン」
で焼却炉へ運ぶ作業を見ることがで
き、参加者からはスケールの大きさに驚きの声が上がりました。
見学後は、ごみを減らすために今やっていること等について話しあい、
「○○さん、そんなことまでやってるの？！「
」私も△△さんがやってることを
やってみよう」
等、人とは普段あまり話さないごみの話に、盛り上がりました。

緑の基本計画 H
8/29
（木）
第1回ワークショップ

0みどりの推進課 ☎56-0552

「長久手市のお気に入りの緑を探そう！」と題し
て意見交換を行いました。参加者からは
「知らな
かった緑を知ることができて楽しかった。ぜひ見
に行ってみたい」
等の意見をいただきました。

第2回ワークショップ
110月3日
（木）
18:45〜20:45
2市役所西庁舎3階
研修室
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イベント

長湫の
固

警固祭りは、豪華に飾った献馬を鉄砲隊などが
警固し、氏神へ奉納する祭礼で、豊年祭りとして
古くから行われてきました。今年は、旧大字長湫
地内で行われます。地区の中を隊列で歩き、所々
で火縄銃を発砲したり、人馬が境内を疾走したり
と見どころがいっぱいです。ぜひ、
この伝統行事
を時間のゆるす限りご堪能ください。

県指定無形
民俗文化財

0生涯学習課 ☎56-0627 主催：長湫祭り協議会

10/13 日

記事ID 6196

※危険ですので隊列に注意し、発砲場所から離れてご覧ください。
※発砲場所やルート(予定時間)は変更になる場合があります。
当日は、火縄銃の大きな
※駐車場はありませんので、徒歩や公共交通機関を利用してください。
発砲音がします。
※当日はルート内各所で交通規制を行います。
ご了承ください。
※これ以外にも当日は7：00頃から17：00頃まで発砲が各地で行われます。

7：00頃から
17：00頃まで

❺ 9：50

坊ノ後公園

❸ 13：10
❹ 13：45

❻ 9：55
北小学校
❼ 10：10

西鴨田橋南

9：30 ❹

石田
香流
川

大平公園

鴨田公園

❹ 10：05
桜作橋

作田二丁目

西切り
馬宿 はなみずき通駅

9：05 ❷
西小学校

名古

屋長

❺10：15
県営長久手
第2住宅

坊ノ後公園

9：55
富士浅間社
❸

⓫ 14：05

❸ 9：15

県道

中央図書館

10：25 ❾

仲作田
公園

景行天皇社

文化の家
野田農公園

10：20 ❽

塚田

脇

久手

⓬14：15

富士浅間社

❶ 11：30
❷ 12：45

長久手郵便局前
❶ 9：00
⓭ 14：20

御富士

長久手中学校

香桶

❻ 11：15

東浦公園

❿ 11：15

大久手橋

景行天皇社

10：45 出会

❷ 9：35

血の池公園

14：05 ❼

線

杁ヶ池

香桶川

東切り
馬宿

アピタ長久手店
杁ヶ池公園駅

砂子

古戦場
公園

❶ 9：15
❽14：15

古戦場南
長久手古戦場駅

火縄銃発砲予定場所

山越

予定時間

西切り

予定時間

東切り

❶ 9：00 馬宿発
❶ 9：15 馬宿発
10：40 景行天皇社着
10：40 景行天皇社着
14：20 馬宿着
14：15 馬宿着
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予定時間

合流

12：45 景行天皇社発
13：45 富士浅間社発

「#長久手をアートする」で楽しみませんか！
〜
「アートする」
とはまちを楽しむための合言葉！〜

お知らせ

本市では、2017年度から長久手らしさ・特徴を発見し、まちの魅力を
高めようと
「地域ブランディング事業」
に取り組んでいます。

記事ID 11911

0たつせがある課 ☎56-0641

2018 年 度

2017 年 度

それらの魅力が街中にあるかを発見するため、
電動自転車で市内を巡る
「バイクシェア」
やSNS
での写真投稿キャンペーンを実施しました。

イベント

愛知県立芸術大学や文化の家があるという
点から、
「アートなまち」
「
、芸術家がたくさんい
るまち」
「
、 おもしろい人がいるまち」
という本
市の地域価値を活かし、
「 アートする」
という
キーワードをもとに、従来とは違う切り口での
魅力を発掘していくこととしました。

2019 年 度
2019年度は、
より分かりやすい形でみなさんに
「アートする」
様子を届けたいと考え、
「日常生活」
×
「アートする」
のＰＲ事業
（モデル事業）
を実施しています。
「日常生活」
×
「アートする」
でより楽しい長久手の
日常を体験してみてください！

さまざまな方法でPR
しています！

イベント(モデル事業)

国際交流×アートする＝ベルギーナイト
ベルギーナイト
7/27（土）
＠文化の家

チラシを
配布
ロゴ作り
ました
デジタル
サイネージ稼働中
＠イオンモール長久手
＠文化の家

ＳＮＳ

お寺×アートする＝光の切り絵
光の切り絵 11/2（土）
＠石作神社 18：00〜
※写真は昨年、文化の家で開催した光の切り絵の様子

公式Web
サイト

みなさんも身近に
「日常生活」
×
「アートする」
があったら、
ぜひ、InstagramやTwitterに投稿して下さい！
「＃私の好きな長久手」
「＃長久手をアートする」
と、位置
情報をつけて投稿してください！

大学連携４Ｕ合同ワーキング

0たつせがある課 ☎56-0641

記事ID 12169

市内4大学が特色を活かして社会貢献や研究推進等を目的としたワーキングを実施します。

110月19日
（土）
13：00〜16：00
2愛知医科大学 医学部シミュレーションセンター
（C棟6階）
gやってみようトリアージ 学生としてできること

ワーキングの申込・詳細は
右記のFacebookページ
または電話

※大規模災害等で多数の人が負傷した際、患者の重症度に基づき、治療の優先度を決定選別することをトリアージといいます。
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スポーツイベント
第519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北小学校周辺を1時間程度
かけて歩きます。

110月6日
（日）
7：00集合
※雨天の場合は中止

2北小学校グラウンド
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）

110月27日(日)10：00〜12：00

10月30日(水)19：00〜21：00

510月1日(火)〜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）
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0杁ケ池体育館 ☎63-1000

記事ID 13422

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。

110月6、13、20、27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

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
長久手小学校

と き
12、19日

ファミリーバドミントン

主な内容

西 小 学 校

19日

ビーチボールバレー

東 小 学 校

5日

ビーチボールバレー

北 小 学 校

12、26日

ショートテニス、バドミントン

南 小 学 校

19日

ファミリーバドミントン、ミニテニス

市が洞小学校

26日

ビーチボールバレー

スポーツ協会主催 スポーツイベント

0杁ケ池体育館 ☎63-1000
第28回ソフトテニス選手権大会

市民シングルステニス大会
（硬式テニス）

11月10日
（日）
9：00 菖蒲池テニスコート集合
※雨天中止

10月27日
（日）
9：00〜 ※予備日12月8日
（日）

場

（ハード）
、杁ケ池テニスコート
（オムニ）
所 菖蒲池テニスコート

対

象

長久手市テニス協会会員または市内在住・在勤・在学の
中学生以上の人 先着50人

料

金

1人2,000円
（当日支払い）
長久手市スポーツ協会テニス協会会員1人500円引

申

込

11月9日
（土）
12：00までに杁ケ池体育館に申込

スポーツ

と き

記事ID 13274

菖蒲池テニスコート
（ハード）
、杁ケ池テニスコート
（オムニ）
市内在住・在勤・在学の中学生以上の人
一般１組2,000円、中学生１組500円
（当日支払い）
※市ソフトテニス連盟加盟者半額
10月25日
（金）
20：30までに杁ケ池体育館に申込

がんばらっせ長久手スポーツ教室

0杁ケ池体育館 ☎63-1000

記事ID 13418

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。
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）
。

■教室申込について

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）
。
・がんばらっせ長久手スポーツクラブ会員に限り電話申込可。
・申込は9 : 00から先着順。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、教室開始日の2日前となります。
教

室

ボウリング

期間・時間

曜日 回数

11/13・27、12/11・25
水
13：00〜15：00

4

会

場

東名ボール

各日2ゲーム分料金
※貸靴代別

対

象

一般

定員

50人

0杁ケ池体育館 ☎63-1000

申

込

先着
10/2〜
記事ID 13420

中山道妻籠・馬籠をスポーツ推進委員と共に歩きます。

110月26日(土) 7 : 45市役所本庁舎正面玄関集合 ※雨天中止 2中山道妻籠・馬籠周辺
3市内在住・在勤・在学の人 98人（先着） l中学生以上1,500円、小学生800円(※当日支払い)
510月1日(火)9：00から20日（日）16 : 30までに杁ケ池体育館に申込。

2020長久手新春ふれあいマラソン大会
当日ボランティア大募集！ H

0杁ケ池体育館 ☎63-1000

記事ID 13421

本市の新春恒例行事、長久手新春ふれあいマラソンを一緒に盛り上げませんか？
当日の運営サポートをしていただくボランティアを募集します。
■活動日
1月19日
（日）8：00から12：00頃まで
（新春ふれあいマラソン大会当日）
■主な活動内容
ランナー受付、コースの整理等のサポート

■申込条件
・活動日現在で、満18歳以上の人（高校生は除く）
・活動日に指定の場所・時間で活動が可能であること
（遅刻、早退は
できません)

■申込方法
10月1日
（火）
から11月30日
（土）
までに杁ケ池体育館窓口、郵送
（消印
■その他
有効）
〒480-1116 長久手市杁ケ池1001 生涯学習課スポーツ係
（杁
・後日、説明会を開催します
ケ池体育館）
、FAX
（63-7598）
またはメール
（sport@nagakute.aichi.jp）
・当日は天候等を考慮の上、活動しやすい
で申込。
服装でお越しください
任意の様式に
「新春ふれあいマラソン大会当日ボランティア応募」
と明
・ボランティア活動中の映像、写真、記事、記録
記し、①氏名②性別③生年月日④住所⑤電話番号⑥当日の緊急連絡先
等の、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネット （本人以外の連絡先）
を記入し申込。※こちらは当日ボランティアの申込
等への掲載権と肖像権は主催者に属します
です。マラソン大会への参加は別途ご案内します。

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

秋の自然歩道を歩こう

受講料
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2020年度 保育所等入所案内
お知らせ

入所基準

0子ども未来課 ☎56-0615

記事ID 13410

保育所等一覧

保護者のいずれもが次のような場合で、その児童を家
庭内で十分に保育することができないとき。詳しくは市で
ご確認ください。

●

保育園
園

〈保育ができない事由〉
● 家庭内、
外で仕事をしている
● 妊娠中または出産後間がない
● 病気、
負傷もしくは精神、身体に障がいがある
● 長期にわたり、
病気・障がいの人を介護している
● 仕事を探している
● 大学や職業訓練校などに通っている
● 保護者が災害などの復旧により、
保育ができない
● そのほか、
保育が必要と認められる場合

保育料
保護者などの2019年度および2020年度の住民税額
により決定

支給認定区分

名

住

所

電話番号

上郷保育園

前熊志水148

☎62-3173

色金保育園

岩作中島13

☎62-0136

長湫東保育園

東狭間703

☎62-0033

長湫西保育園

作田二丁目1701

☎62-1665

長湫北保育園

鴨田1001ｰ2

☎62-2930

長湫南保育園

砂子1204

☎64-3733

市が洞保育園

市が洞一丁目401

☎64-5620

アスクはなみずき
仲田1609
保育園

☎64-5161

アートチャイルドケア
東原山46ｰ101
長久手保育園

☎65-0124

アインながくて
保育園

☎62-4158

山桶117

コロポックル
☎61-3307
坊の後1418
保育施設等を利用する際に、従来の入所申込とは別に、 長久手保育園
教育・保育の必要性に応じた
「支給認定」
を受ける必要が
面接日は、申込用紙や子ども未来課で確認してください。
あります。
支給認定区分

対象となる子ども

利用先
幼稚園
（新制度移行済み）

1号認定

満3歳以上で教育を希望

2号認定

満3歳以上で
「保育ができない
事由」
に該当し、保育を希望

3号認定

満3歳未満で
「保育ができない 保育所、地域型
保育施設等
事由」
に該当し、保育を希望

●

地域型保育施設

対象：0〜2歳児
区

分

保育所
家庭的
保育

入所案内、申込用紙の配布
10月7日
（月）
から地域型保育施設を除く、各保育園と子ど
も未来課で配布。保育園等での配布は10月31日
（木）
まで。

入所決定時期
2月中旬を予定。定員を超える場合、第2希望以下の保
育園等または待機となる場合があります。
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称

スマイル☆
キッズ

住

所

電話番号

杁ケ池1302
ポニーヒル
☎62-8123
C棟101

熊田701
パセリ保育室 サンハイツ
いぼら1−D

事業所内
AS保育室
保育

☎76-9924

片平二丁目9 ☎56-0020

井堀208
こどものまち
エクセル川本 ☎62-9990
保育室ながくて
パートⅡ

受付時間
10 月15 日（火）
〜31 日（木）
（平日は 16：00、土曜は
12：00 まで。日・祝を除く）
に、入所を希望する第１希望の
保育園に申込。第1希望が地域型保育施設の人は、子ども
未来課に申込
（平日のみ）
。受付期間終了後の申込は子ど
も未来課に問い合わせ。
また、特別な支援が必要な児童の
申込は、子ども未来課に要相談。

名

小規模
保育

はな保育室
五合池1408 ☎61-6211
はなみずき通
フィリオ
長久手
（仮称）
はな保育室
としょかん通

菖蒲池1101 ☎64-0500
桜作708

☎0120-925-683

● 食に関するイベントについて

１０月は「里親月間」

記事ID 4806

こーひーぶれいく

0愛知県中央児童・障害者相談センター ☎052-961-7250
子どもたちの健やかな成長のために、里親になりませんか？

記事ID 417

G 里親とは、保護者の病気、虐待などさまざまな事情に

0教育総務課 ☎56-0626

里親養育体験発表会の開催
G 里親の話を聞いてみませんか。
1 11月1日（金）10:30〜
2 愛知県三の丸庁舎８階 大会議室

1 10月19 日（土）10:00〜12:00
2 適応指導教室N-ハウスあい
3 通学している学校か教育総務課窓口または

よって自分の家庭で暮らせなくなった子どもたちを、
子どもやその家族に必要な期間、温かい家庭的な雰
囲気の中で養育してくださる人のことです。愛知県で
は、里親になってくださる人を募集しています。

子 育 て

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。

さまざまな理由により学校に登校できない子どもや、
学校生活になじめない子どもを持つ保護者のみなさん
が、日ごろの悩みや不安が少しでも解消できるようお茶
を飲みながらなごやかに語り合う会です。

電話で申込。当日参加可。

幼児教育・保育の無償化開始

記事ID １３３８６

0子ども未来課 ☎56-0615

１０月より、保育園・幼稚園等の利用料が一部無償になります。

G 無償となる事業

保育園、幼稚園、預かり保育事業、認可外保育施設、一時保育、病児・病後児保育、
ファミリーサポート事業の利用料の一部。
ただし、利用されている施設によって上限額が異なります。通園送迎費、食材料費、行事費などは対象外。
3・３歳児クラス以上の児童（クラス年齢とは、各年度の4月1日時点の年齢です。）
※幼稚園は、満３歳クラスから無償化の対象
・０〜２歳児クラスの住民税非課税世帯の児童
預かり保育事業や認可外保育施設等の利用については、保育の必要性の認定
（保護者すべてが就労等により子ども
の保育ができない場合など）
を受ける必要があります。
5 子ども未来課に申請（幼稚園は施設を通して申請）。現在市の認可保育施設に通園している人は、新たに申請を行う必
要はありません。

児童館の行事

今月のあそびは「カードゲームだいふごう」。

記事ID １２０２１

自由参加。詳しくは、じどうかんだよりをご覧ください。

0子ども未来課 ☎56-0616
行事名・対象時間
対象・定員
工作「まきもの迷路」

3各館20名
幼児教室

110:00〜11:00

（♪11:00〜）
手遊び、工作、
読み聞かせ、体操など

クッキング

113:30〜15:30
3小学生15人

青少年児童センター
☎62-1712

下山児童館
☎62-5680

上郷児童館
☎62-0801

西児童館
☎61-1500

南児童館
☎63-5666

市が洞児童館
☎64-5621

12日
（土)

19日
（土)

12日
（土)

26日
（土)

12日
（土)

12日
（土)

9日
（水)◎◇
23日
（水)※

9日
（水)♪
15日
（火)◎

11日
（金)◎
25日
（金)※

2日
（水)◎
16日
（水)◎

4日
（金)◎
18日
（金)※

9日
（水)
23日
（水)◎

※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

26日
（土)

G 棒ドーナツ
5 10月12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し込んだ場合、キャンセル待ちになります。
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子育て支援センターの行事
子 育 て

行事名

と

リズムあそび・
ぴょんぴょん
記事ID 8201

リズムあそび・
ぴょんぴょん
（東小学校区）
記事ID 7591

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！」
記事ID 8425

き

記事ID 1463

0子育て支援センター ☎56-0638

ところ
南児童館

10月8日
（火）
10:00〜11:00

対

象

申込方法

市内在住の
就園前の幼児と保護者

不要

※各児童館で学期に１回ずつ開催予定。駐車場の用意がないため、徒歩
または自転車で来館できる最寄りの児童館で参加してください。

福祉の家
10月1日
（火）
10：00〜申込。
市内在住の東小学校区の
10月23日
（水） 機能回復訓練室 0歳から就園前の幼児と保護者 電話申込可。先着20組。
10:00〜11:00
F水分補給のためのお茶や水、親子ともに動きやすい服装
市内在住の1歳６か月から
福祉の家
10月28日
（月）
10：00〜申込。
未就園の３歳までの子とその父親
11月30日
（土） 機能回復訓練室
電話申込可。先着20組。
※会場への入室は原則父子のみ
10:00〜11:00
F水分補給のためのお茶や水、汗拭きタオル、父子ともに運動のできる服装

みんなあつまれ!!
11月1日
（金）
あそびのひろば
「よちよちクラス」 10:30〜11:30

子育て
支援センター
多目的ルーム

10月2日
（水）
10：00〜申込。
市内在住の0歳11か月まで
（11月1日現在）の幼児と保護者 電話申込可。先着12組。

G 親子で一緒にふれ合い遊びや「成長の記録」作りを楽しみます。
F バスタオル1枚、子どもが写っている「L 版の写真」1 枚、最近計測した

記事ID 8212

身長と体重の数値がわかるもの

ファミリー・サポート
11月12日
（火）
登録講習会
10:00〜15:00
064-5280 （依頼会員は午前のみ）
記事ID 8099

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

11月5日（火）までに申込。
※託児希望の場合は、
10月29日（火）まで

※申込が必要な講座については、必ず本人
（父親が参加するものについては配偶者可）
が申込。

平成こども塾11月の一般プログラム

0平成こども塾 ☎64-0045

記事ID 4554

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 10月1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

と

き

費

用

11月3日（日・祝）
①9:45〜受付
クリスマス
キャンドルを 10:00〜12:00 400円
作ろう
②13:15〜受付
13:30〜15:30
クリスマス
リースを
作ろう

内

容

いろいろな色のパラフィン
（ロウ）
を重ね合わせて、自分だけのクリスマスキャ
ンドルを作り、その美しい炎と香りを楽しみます。
①午前と②午後に各1回行います。
企画：平成こども塾サポート隊 創作班 定員：15人
F動きやすく汚れても良い服装（長袖、長ズボン）
身近な自然素材を使って、いろいろ工夫しながら手作りのクリスマスリース

11月23日（土・祝）
を作ります。低学年向けのプログラムです。
300円 終了時刻が変わる可能性があります。
13:15〜受付
企画：平成こども塾サポート隊 創作班 定員：30 人
13:30〜15:30

F 身近にある木の実（こども塾周辺でも採集します。）

※水分補給を心がけてください。水筒
（お茶）
と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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中央図書館 おはなし会

日

時

対

3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

大人のおはなし会
（読書会）

象

乳幼児とその保護者

12日
（土）
10：3０〜11：30

おはなし会

子 育 て

行事名

0中央図書館 ☎63-8006
2中央図書館２階 ＡＶルーム

記事ID 13355

幼児から低学年とその保護者

1日
（火）
10：3０〜11：30

18歳以上の人

児童発達支援等の利用料の無償化開始

記事ID 13388

シ ニ ア

★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

0子ども家庭課 ☎56-0633

10月1日から児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。
対象となる期間

無償となるサービス
児童発達支援、医療型児童発達支援、
保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援

満3歳になった後の最初の4月１日
から小学校入学までの3年間

・具体的な対象者の例
期

対

間

象

者

２０１９年１０月１日〜２０２０年３月３１日

生年月日が２０１３年４月２日〜２０１６年４月１日までの児童

２０２０年４月１日〜２０２１年３月３１日

生年月日が２０１４年４月２日〜２０１７年４月１日までの児童

K ①利用者負担額以上の費用（医療費や食費等）は引き続き支払いが必要です。

②幼稚園、保育所または認定こども園等と上記の発達支援の両方を利用する場合は、
ともに無償化の対象です。

シ

ニ

ア

の

広

大きい
文字

場

福祉の家の施設情報
0福祉の家 ☎ 64-6500

「あかつきの会」〜認知症家族交流会〜
記事ID 3403

●歩行浴インストラクターの来所日時
（参加自由）

10月18日(金)

10：00〜11：30

●歩行浴室・福祉浴室の利用休止時間帯

10月10日、24日(木) 10:00〜11:30、
20日(日) 終日

●歩行浴室の利用休止時間帯

10月2日、9日、16日、23日(水) 10:00〜12:30

●温泉スタンドの休止日

10月7日(月)

0社会福祉協議会 ☎ 62-4700
長寿課 ☎ 56-0639

記事ID 3391

今月は「ケアラーズカフェ」開催！おいしいコーヒー
を飲みながら、認知症についてお話しませんか？

110月25日
（金）
10：30〜15：00
2福祉の家2階 会議室
L200 円（飲み物、お菓子代）
3 認知症の人を介護している家族や専門職の人、
また認知症に関心のある人。
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地域いきいきライフ推進事業 映画で「認知症」
を学ぼう
シ ニ ア

0長寿課 ☎ 56-0639

記事ID 10108

いきいきライフパーティー

ロコモ予防を目的とした、オリジナル体操「ながくて
ハーモニー体操」
を体験しましょう。

（水）13：30〜15：00
110月9日

10月15日
（火）13：30〜15：00

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、
腹式呼吸で声が出やすくなりますよ！

110月16日
（水）
14：00〜15：30
2福祉の家2階 研修室
110月18日
（金）
10：40〜12：00
2福祉の家2階 研修室
講演会「今日も体操、みんな元気！地域も元気！」

幼児から高齢者まで健康・体力づくりの研究、普及活
動を行っている武井氏は、特に高齢者の自立と健康づ
くりに関心を持ち、さまざまな講習会の講師をつとめ
ています。楽しく身体を動かしながら、健康づくりへの
意識を高め、みんなが元気になるための講演会です。
まさ こ

講師：武井 正子氏
（順天堂大学名誉教授）

110月30日
（水）
13：30〜15：00
2福祉の家 集会室

認知症家族大交流会
0社会福祉協議会 ☎ 62-4700
長寿課 ☎ 56-0639

記事ID 13390

2019介護の日、みんなで楽しい時間を過ごしませんか？
各地域で開催されている
「認知症家族交流会」
が一堂に
会する2年に1回の
「大交流会」
です。

111月11日
（月）
11：00〜14：30
2尾張旭市勤労福祉会館（渋川福祉センター）
L2,000 円（昼食代込み）
3 認知症の人を介護している家族
510 月11日（金）までに、市社会福祉協議会または長寿
課の窓口または電話で申込。
K 9:45 市役所第 2 駐車場集合。10:00 出発
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記事ID 13397

「あれ？なんだかちょっとおかしいな･･･。」
本人や家族
の気づきから始まる、認知症の心配。
「これは普通のもの
忘れなのかな？」
「年とればみんな一緒だから、病院には
行かなくていい？」
そんな疑問のあれこれを、映画に描
かれる認知症を通して学んでみませんか。

111月6日
（水）
13：30〜16：30
（受付13:00〜）
2福祉の家２階 集会室
G①映画上映会 タイトル「ペコロスの母に会いに行く」

2市役所西庁舎3階 研修室

たけ い

0長寿課 ☎ 56-0639

②交流会 & 情報交換会（30 分程度）
映画の感想や自身の心配事など話し合いましょう。
相談は、個別にお聞きします。
3認知症の心配がある人、家族、認知症に関心がある人
60人
（先着）
510月3 日（木）から25日（金）までに長寿課に電話で
申込。席に余裕があれば、当日参加可。

高齢者インフルエンザ
ワクチン予防接種
0健康推進課 ☎ 63-3300

記事ID 4883

110月1日
（火）〜 1月31日
（金）
2長久手市・日進市・豊明市・東郷町の指定医療機関、
愛知県広域予防接種実施医療機関

3①市内在住で接種当日満 65 歳以上の人

（昨年度接種した人は、9 月末に個別通知します）
②市内在住の満 60 歳〜満 64 歳で、心臓・腎臓・呼吸
器の疾病により身体障害者手帳1級程度の障がいを
有する人
L1,100 円（接種した医療機関で支払い）
※生活保護世帯は自己負担金を免除
5 接種前に健康推進課窓口または電話で申込。
下線の場合は接種 1 週間前までに事前申込。
K 実施期間中に1回まで。

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

110月25日
（金）
、11月22日
（金）
、
13：30〜15：00
12月20日
（金）

2高齢者生きがいセンター２階 会議室
3市内在住の６０歳以上の働く意欲のある人
Kこの説明会を受けた人のみ会員登録可。

0長寿課 ☎ 56-0613

記事ID 5094

市内にある介護保険施設の見学を行います。実際に施
設に行き
「見て・感じて・考える」
見学バスツアーです。

111月2日
（土）
13：30〜16：30
2福祉の家 集会室（集合場所）
G 見学施設：グループホーム（認知症対応型共同生活介護）、
小規模特別養護老人ホーム（地域密着型介護
老人福祉施設入所者生活介護）
3 市内在住の人 20 人（先着）
510 月 8 日（火）から18 日（金）までに長寿課窓口または
電話で申込。

いきいき倶楽部
0長寿課 ☎ 56-0639

記事ID 4740

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
（10月は干支にちなんだ作
品づくり、●の日）
、運動
（ の日）
などを行います。
日にち

時

間

場

シ ニ ア

介護保険地域密着型
施設等見学バスツアー

所

10月1日(火) ● 10：00〜12：00 先達集会所
10月2日(水) ● 10：00〜12：00 茜老人憩の家
10月3日(木)

10：00〜11：30 段ノ上集会場

10月4日(金)

10：00〜11：30

老人憩の家
「椿荘」
岩6地区

10月8日(火) ● 13：30〜15：30 蟹原集会所
10月10日(木) ● 10：00〜12：00 長配三丁目集会所

長久手の

認知症カフェ

0社会福祉協議会 ☎ 62-4700
長寿課 ☎ 56-0639

記事ID 12150

「認知症カフェ」
は、認知症の心配がある人やその家族、
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
交流や相談ができる場です。

●長久手の
「喫茶オレンジ」
110月12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
l 100 円（飲み物、お菓子付き）
k 入退室自由
0 社会福祉協議会 ☎ 62-4700
●らくカフェ
（水）
18：00〜20：00
110月16日
2小規模多機能居宅介護 楽家晴（草掛1-1）
l 500 円（軽食付き）
5 参加希望者は3日前までに下記連絡先に電話で申込。
0 楽家晴 ☎ 64-3860
らっ

らっ

か

か せい

せい

●きららの里
110月26日
（土）
11：00〜15：30
2きららの里（岩作中根57-1）
l 500 円（昼食・お茶代）

250 円（お茶代のみ）
5 昼食希望者は前日までに下記連絡先に電話で申込。

0 きららの里（山本：090-1230-4684）

10月11日(金) ● 10：00〜12：00

老人憩の家
「椿荘」
岩7地区

10月11日(金)

13：30〜15：00

市が洞小校区
共生ステーション

10月15日(火)

10：00〜11：30 長湫八分会集会所

10月16日(水)

10：00〜11：30 丁子田集会所

10月17日(木) ● 10：00〜12：00 長久手ニュータウン集会所
10月18日(金)

10：00〜11：30 楓老人憩の家

10月21日(月) ● 10：00〜12：00 下山集会所
10月23日(水) ● 10：00〜12：00 老人憩の家「永和荘」
10月23日(水)

13：30〜15：00 色金老人憩の家

10月24日(木)

10：00〜11：30 丸山住宅集会所

オレンジクーテカフェ in 愛知医大
0愛知医科大学病院 医療福祉相談室 ☎ 61-1878
長寿課 ☎ 56-0639

記事ID 12704

音楽演奏のあるカフェで心地よさを楽しみながら、認
知症のある人もない人も、
ともに生きることについて考
えてみませんか。認知症の当事者、家族、専門職含め、認
知症に関心のある人どなたでも参加できます。

111月2日
（土）
10：00〜16：00
（入退場自由）
2愛知医科大学 立石プラザ3階
G●13:00〜14:00 認知症に関する講演
ふか つ

たか ひで

愛知医科大学病院精神神経科医師 深津 孝英先生
●14:00以降
（予定）演奏
いし かわ

たか のり

さぎ さか

み

か

石川 貴憲氏（サクソフォン）、匂坂 実佳氏（ピアノ）
●10:00〜16:00 カフェタイム・相談
L100 円

15

10月イベントカレンダー
日

月

・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

火

水

赤い羽根コンクール作品展示
中学生の部【〜 31 日】x
10:00 司法書士相談 y 9
10:00 いきいき倶楽部
（先達集会所）o
10:30 大人のおはなし会 m

10:00 いきいき倶楽部
（茜老人憩の家）o
10:00 幼児教室（西児）k

1

6

7:00
8:45
9:00
9:00
10:00

長湫の警固祭りf
市陸上競技大会 k 8
秋のセミオープン大会 r 9
卓球ダブルス大会 s 9
月釜茶会 C 4

7

9:00 校区運動会
（南小）t 9
9:00 校区運動会
（市が洞小）t 9
9:00 バレーボール大会
（男子）s 9
10:00 菱凧を作って揚げようw 9
10:30 福祉まつり講演会 z 9
10:30 カラフルマントを
14:00 つくろう！m 8

2019 年9 月1日

59,018
29,269
29,749
24,141

＋14
−1
＋15
−8

月間異動数（8 月）

19:00 はじめてのクラシックs

28

312
332
58
24
0

交通事故（人）
死 亡
重 傷
軽 傷

8 月 2019 年 前年同期
累計
0
1
0
0
5
10
7 157 236

犯罪 発生状況（件）
8 月 2019 年 前年同期
累計
刑法犯 31 239 219
うち侵入盗
0
9
10

※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

即位礼正殿の儀 22

16
10:00 生活支援サポーターって
なにするの ？y
10:00 いきいき倶楽部
（老人憩の家「永和荘」）o
10:00 幼児教室（青児、市児）
k
10:00 リズムあそび・ぴょん
ぴょん l
13:30 いきいき倶楽部
（色金老人憩の家）o

23

就学時健康診断（南小）v 9
13:30 講演会「今日も体操、みんな
元気 ！地域も元気 ！」n

29

30

10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。）

人口 現在（先月比）

16

15

21

27

9
就学時健康診断
（西小）v 9
10:00 いきいき倶楽部
（丁子田集会所）o
10:00 幼児教室（西児）k
14:00 スポーツボイス n
18:00 らくカフェo

10:00 いきいき倶楽部
（下山集会所）
o

統計情報

転
入
転
出
出
生
死
亡
うち孤独死・孤立死※

10:00 いきいき倶楽部
（長湫八分会集会所）o
10:00 幼児教室（下児）k
10:00 秋の里山散策会 x
13:30 いきいき
ライフパーティー n

体育の日 14

20

総人口
男 性
女 性
世帯数

9:30 市内史跡めぐり講座
【全 2 回】
A9
10:00 幼児教室（青児、市児）k
11:00 音楽デリバリー（下児）k
13:30 いきいきライフパーティー n
14:00 精神科医師による相談日C
9
15:00

8

9:30 こども塾まつりw 9

13

8:30 クラシックカー
フェスティバル h
9:00 マイナンバーカード等の
休日窓口B
9:00 ソフトテニス選手権大会 i
9:30 リニモ秋色ウォーキング w
10:00 書道・さし絵講習会 w 9
10:00 防災ママカフェ v
10:00 色金山茶会 y
15:00 ハロウィン
おはなしシアター m 8

就学時健康診断
（市が洞小）v 9
10:00 リズムあそび・ぴょん
ぴょん l
13:30 いきいき倶楽部
（蟹原集会所）o

10:00 まちの絵コンテスト展示
【〜 18 日】w

7:00 第 519 回歩けあるけ運動 h
8:10 福祉ドライバー講習会 B 9
9:00 校区運動会（長小）t 9
9:00 バレーボール大会（女子）s 9
9:30 地域づくり講演会 y 9
10:00 竹の筆箱作りw 9
11:00 まちの絵コンテスト表彰式 w
14:00 フォトコンテスト表彰式 w
14:00 フォトコンテスト展示
【〜 18 日】w

2

2019 年 10 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

8 日（火）

13:30-16:30

13:00-16:00
9 日（水）
3日
（木）
、
17 日
（木） 13:30-17:00

と こ ろ
市役所本庁舎 2 階 打合せ室1

談 10 日
（木）
、
24 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
人

権

年

金

予 生活困窮者相談

ボ ラ ン テ ィ ア

17 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）

17 日（木）

13:30-16:30

18 日（金）

10:00-16:00
（12:00-13:00 除く）

火〜土(15日は除く)

予5日
（土）

毎週水曜(30日は除く)

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

11月の主なイベント

土

就学時健康診断（東小）
v9
10:00 いきいき倶楽部
（段ノ上集会場）
o
10:30 親子で遊ぼう教室
【全 3 回】v 9
11:00 乳幼児向けおはなし会 m
18:45 緑の基本計画ワーク
ショップe
3

10:00 いきいき倶楽部
（老人憩の家「椿荘」
岩 6 地区）o
10:00 幼児教室（南児）k
13:00 行政書士相談 y 9

10:00
シネマの楽しみ s
14:00
10:00 いきいき倶楽部
（長配三丁目集会所）o

秋の安全なまちづくり
県民運動【〜 20 日】B
10:00 いきいき倶楽部
（老人憩の家「椿荘」
岩 7 地区）o
10:00 幼児教室（上児）
k
13:30 いきいき倶楽部
（市が洞小校区
共生ステーション）
o
19:00 第 3 回スポーツ推進
11
計画市民部会 e

9:30
10:00
13:30
10:30
14:00

10:00 いきいき倶楽部
（楓老人憩の家）o
10:00 幼児教室（南児）
k
10:40 スポーツボイス n

9:00 住民起業支援塾【全 8 回】x 9
9:00 公立陶生病院祭りy
10:00 東海北陸・みよし矯正展
【〜 20 日】x
10:00 こーひーぶれいくk
10:00 まちセンカフェv
13:00 大学連携 4U合同ワーキングg
14:00 この人に このお話を E
19

10:00 NET119 説明・登録会 y 9
13:00 リニモテラスシネマ＆芋煮会
イベントy 9

4

10
就学時健康診断（北小）
v9
10:00 いきいき倶楽部
（長久手ニュータウン
集会所）
o

18

17
10:00 いきいき倶楽部
（丸山住宅集会所）o

10:00 幼児教室（上児）k
10:30 あかつきの会 m
13:30 シルバー人材センター
説明会 n

25

24

5
リニモ秋色ウォーキング w
ハンギングバスケット講習会 x
おはなし会 m
喫茶オレンジo

12

7:45 秋の自然歩道を歩こうi
9:00 花植え・たねダンゴ体験
講習会 x
10:00 男女共同参画市民講座 v
11:00 きららの里 o
13:00 古戦場公園再整備事業
市民ワークショップ w
13:30 クッキング k
14:00 ロス・カプリチョス解説 l 8 26

13:30 愛知医科大学公開講座 y
14:00 難病患者・家族のつどい y

31
※ …14 日（月・祝）
・22 日（火・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）

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)

後

見

予女

性 相 談
（男性も相談可）

予発

消費生活センター
（64-6503）

年

達

相

談

と き
24 日
（木）

と こ ろ
13:30-16:30

11 日
（金）
10:00-15:30
18 日
（金）
3日
（木）
、
17 日
（木）
、
11:00-16:00
31 日
（木）

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） 2 日
（水）、10 日
（木） 予約時調整
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（金）

13:30-15:30

税務相談（事業者対象）

15 日（火）

10:00-16:00

金融相談（事業用資金）

15 日（火）

1日(金)
10:30 里親養育体験発表会 k
10:30 みんなあつまれ !! あそびのひろばl
14:00 シンシアの丘開所10周年
記念式典 e 9
2日(土)
10:00 愛知医科大学病院オープン
ホスピタル x
10:00 オレンジクーテカフェ o
13:30 介護施設等見学ツアー o
3 日 ( 日・祝 )
9:00 図書リサイクル市【〜 10 日】x
10:00 クリスマスキャンドルを
13:30 作ろうl
10:30 市民芸能フェスタy
5日(火)
10:00 はじめてのパソコンを
楽しもう
【全 4 回】v
6日(水)
13:30 映画で
「認知症」
を学ぼうn
8日(金)
18:30 愛知県労働協会文化講演会 v
19:00 第 4 回スポーツ推進計画
市民部会 y
9日(土)
9:30 カードゲームで SDGｓ ! ! v
10 日 ( 日 )
9:00 市民シングルステニス大会 i
9:30 市民まつり
10:00 月釜茶会 C 4
11 日 ( 月 )
11:00 認知症家族大交流会 n
12 日 ( 火 )
10:00 ファミリー・サポート登録講習会 l
11:20 くらしの講座 w
13 日 ( 水 )
13:30 市民後見人養成研修説明会 z 9
14 日 ( 木 )
10:00 読み聞かせボランティア
養成講座【全 5 回】
x
16 日 ( 土 )
15:00 山下和仁ギターリサイタル l 8
17 日 ( 日 )
13:30 市民後見人養成研修説明会 z 9
14:00
えんげきリビングs
18:00
20 日 ( 水 )
14:00 午后の佇み l 8
22 日 ( 金 )
13:30 シルバー人材センター説明会 n
23 日 ( 土・祝 )
13:30 クリスマスリースを作ろうl
24 日 ( 日 )
14:00 虹のかけらn 9
26 日 ( 火 )
就学時健康診断
（長小）
v9
27 日 ( 水 )
10:30 給食センター見学試食会 w
30 日 ( 土 )
10:00リズムあそび・ぴょんぴょん l

10:00-12:00

問 合 先

市役所本庁舎1階 相談室

尾張東部権利擁護支援センター
（0561-75-5008)

市役所西庁舎 2 階 第 7 会議室

子ども家庭課（56-0633）

市役所西庁舎1 階 子育て支援センター

子ども家庭課（56-0633）

市役所本庁舎 2 階 子ども家庭課

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

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)

商工会館

商工会（62-7111）

市役所本庁舎 2 階 子ども家庭課
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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

10月 5日
（土）
10月 12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

ながくてアートフェスティバル2019
記事ID 11926
スタンプラリー

1 9月28日
（土）
〜10月20日
（日）

ＮＡＦ全期間

2 文化の家 他市内各所
Gまず、文化の家等で配布しているアートマップを手

に入れましょう。ＮＡＦ２０１９に参加している会場の
うち、約３０カ所にスタンプが設置してあります。
ワークショップに参加した人にもスタンプを押します！
アートマップ裏面にスタンプを10個押したら、切り
取って応募！
すてきなプレゼントが当たるかも ？？ 詳しくはアー
トマップ裏面をご覧ください。
※応募者多数の場合は抽選
l 無料

ながくてアートフェスティバル2019
ＮＡＦカフェ〜旅する珈琲屋〜 記事ID 11926
UNKNOWN COFFEE BEANS

1①10月5日
（土）、6日（日）、12日（土）、

13日（日）11:00〜17:00

2 食文化室 他
G会場内の出展作品やワークショップを満喫したらひと

休み。開催時間内には、出展作家が数名滞在していま
す。その場でお話ししたり、館内の展示場所に移動し
て解説を聞くことができます。豆はすべてオーガニッ
クで、外国の農園から直送。完全なオーガニック豆を
お値打ちに楽しみませんか。
lコーヒー1杯400円。

広報ながくて 2019 年 10 月号

文化の家 施設利用抽選会
◆ 2日
（水） ホール【森、風】 2020年
◆ 9日
（水） その他の施設
2020年

10月分
4月分

1受付時間9:30〜10:00 抽選会10：00〜
2光のホール

ながくてアートフェスティバル2019
オープニングコンサート
記事ID 11926
1①10月5日
（土）
13:00〜、15:00〜

②10月6日
（日）
11:00〜
③10月12日
（土）
14:00〜
④10月13日
（日）
13:00〜
⑤10月18日
（金）
14:00〜
⑥10月19日
（土）
11：30〜、
13:00〜、
14:00〜

2アトリウム
G【出演】

①Breaking Borders
音楽と美術を融合させた新しいパフォーマンス！
②箏デュオことさと
箏の奏でる音色をお楽しみください。
③デュオ伊藤家
フルート、
ピアノのハーモニー。
④GNP
ポップ＆ストレンジな電子音楽を演奏します。
⑤うたおう会 with おどり隊
「ながくて応援ソング」
を歌って踊ります。懐かし
い歌も織り交ぜて、一緒に楽しく過ごしましょう。
⑥鈴木大夢
ナゴヤ弾き叫びアーティスト。
l 無料

ながくてアートフェスティバル2019
記事ID 11926
アトリエマーケット

てづくり作品・アート作品の市場です。今年も2日間に
わたって、約４０店が出店！飲食ブースもあります♪

110月5日
（土）
、6日
（日）

11:00〜16:00

2 東テラス（2階屋外）※雨天の場合は、館内にて開催
l 無料

シネマの楽しみ

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」
。10月は
「トップガン」
をお届けします。

110月10日
（木）
10:00、14:０0
(上映の30分前に受付、開場)
2 光のホール

記事ID 13415
フレンズ企画Part41
A-DE-かんわ
（えーで かんわ）
オールディーズ＆ティーパーティー

60〜70年代のアメリカの曲、サイモン＆ガーファン
クルなどを、当時の高校の同級生がカバーします。

112月4日
（水）
14:00開演
2 舞踊室
G【出演】A-DE-かんわ
l【前売・当日】一般1,500円、フレンズ会員1,200円
（※会員本人のみ）
※全席自由 ※未就学児入場不可

吹奏楽フェスティバル
2019 in NAGAKUTE

記事ID 13479

市内を拠点に活動する吹奏楽団体による祭典です。
出演者全員による合同演奏は必見！

G「トップガン」
（1986年・110分）
l 無料
K全席自由、各回定員80人

記事ID 13436
はじめてのクラシック
“初クラ”シリーズ
第1回
「指揮者〜それはダンスなのか ？ 」

「これからクラシックを聴いてみよう」
「関心はあるけ
れど、何から聴けば良いかわからない」
という人を対象
にした教養講座です。
（全6回）

112月15日
（日）
12:30開場 13：00開演
2 森のホール
G【出演】長久手中学校、南中学校、北中学校、長久手高校、
栄徳高校、県立大学吹奏楽サークル、吹奏楽団響 ほか

l 無料（要整理券）

※全席自由
※10月8日
（火）
より整理券配布開始。
（翌日から電話
予約可）
※整理券をお持ちでも、
当日満席の場合は入場不可

110月29日
（火）

19：00〜20：10
（70分）

2 光のホール
l 無料(定員80人）
にし の ひろゆき むね つぐ
K【講師】西野裕之（宗次ホール副支配人）
510月5日（土）から文化の家1F受付で申込。翌日か
ら電話申込可。

えんげきリビング
−台本を読んでみよう−

記事ID 13448

11月24日(日)
「虹のかけら〜もうひとりのジュディ」
み たにこう き

公演の関連企画として、構成・演出である三谷幸喜氏の
戯曲
「オケピ！」
を取り上げます。お茶を飲みながら参加
者のみなさんで戯曲を声に出して読む企画です。

111月17日
（日）①14：00(初心者向け)

②18：00(経験者向け)

(受付は開始の15分前/①120分②180分を予定)

2 講義室2
ふじしま
こ
Gナビゲーター：藤島えり子（創造スタッフ）
3 小学生以上20人（先着）
l５００円
510月8日（火）から文化の家1F受付または電話で申込。

文化の家発売中の公演
10/27（日）ハロウィン おはなしシアター！
11/16（土）山下和仁 ギターリサイタル
11/20（水）午后の佇み〜サックス＆ピアノ2
11/24（日）虹のかけら〜もうひとりのジュ
ディ
12/7（土）、
8（日）愛知県立芸術大学
オペラ
「いつわりの女庭師」

10月みんなの掲示板

511月号への掲載は、10月4日(金)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

イベント

グラウンドゴルフ交流会

博物館の挑戦「見せる」から「魅せる」へ

親子食育教室

高齢者向けの生涯スポーツの一環として、グラ
ウンドゴルフに参加しませんか。日頃の運動不足
の解消健康維持体力増強に最適です。

愛知県陶磁美術館総長、伊藤嘉章氏の講演

管理栄養士をめざす学生との調理実習を通し
て、食について楽しく学ぼう！

110月8日
（火）
9：00
2スポーツの杜
3初心者歓迎 l100円
G用具その他シニアクラブで用意します。
K雨天の場合は17日
（木）
延期
5山本 62-1574

110月21日
（月）
11：10〜12：40
2愛知淑徳大学長久手キャンパス11号棟
ミニシアター
3学生・一般130名
G新しい博物館を目指し、学芸員の挑戦を語る
5教職・司書・学芸員教育センター
（電話 0561-62-4111 内線2798）

111月30日
（土）
10：00〜13：00
2愛知淑徳大学長久手キャンパス
3小学3・4年生と親、
16組32名
（抽選）
G子ども対象の調理実習と保護者対象の講演会
l1組500円
5申込期間:10/15~11/1 HPより
https://www.aasa.ac.jp/ahsmec/
0健康相談室 0561-56-0077

無料表示登記相談会

絵本と音楽♪ハロウィンを楽しもう！

和布飾り体験

土地・建物の表示登記や土地の境界に関する相
談に、土地家屋調査士が応じます。
（ 1人30分程
度。）

ベビー・キッズ＆ママとふれあい遊び。絵本と音
楽がいっぱい！ワンコインで参加可能！

手縫いで小さなフクロウを作ります。初めての
人もかわいい作品が出来上がりますよ。

110月23日
（水）
10：00〜11：30
2文化の家 美術室
3親子15組 l親子1組 500円
Gワークショップでかぼちゃのステッキを
つくるよ！ 5WEBかTEL
0https://touchguu.jimdofree.com/event/
電話 080-1566-1213

111月20日
（水）
13：00〜15：00
2まちづくりセンター1階
315人 l300円
（材料代)
K縫い針と糸
（白・黒）
・待針・ハサミを持参
510月28日までに電話かメールで申込
0090-1299-7125
mari-vc@hm6.aitai.ne.jp ういういの会

110月5日
（土）
10：00〜15：00
2CBCハウジング長久手住まいの公園
5愛知県土地家屋調査士会名古屋東支部
（鈴木事務所内）052-739-2513

新規お散歩カメラクラブ説明会

しあわせマルシェ Vol.3

人気トレーナーから健康美を学ぶ【第二弾】

はじめたい、学びたい人のカメラ塾。街並みや
人物などイキイキした写真を楽しみます。
「 お散
歩カメラクラブ→検索」
に詳細

「美味しいものでしあわせ ♡ 体験できるしあわ
せ ♡ いいもの見つけてしあわせ ♡ 」ご来場をお
待ちしております！

①健康に痩せられる食事法 ②不良姿勢を改善・
巻き肩、反り腰とは？

1無料体験会：10月26日
（土）
10：00〜11：30
2文化の家1F中央のガレリア
3初級中級者12名 5メールまたは電話
0satoshimizutani0808@softbank.ne.jp
090-3858-3383 水谷 諭

110月29日
（火）
10：30〜15：00
2中島工務店長久手スタジオ1・2F
KPは隣のゴルフキッズさんになります
5080-3631-4862 吉田
Instagram shiawase̲marushe

110/14
（月祝）
①13時〜14時
②14時15分〜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）
友達割4,000円→3,500円
5info.kuriacademy@gmail.com
090-9125-4261 大石

大 学 祭 に 行 こ う

!

10月、11月は市内や周辺の各大学で大学祭が行われます。
どこの大学も、学生のパワーに満ちた楽しい企画がいっぱいです。
各大学祭のHPをご覧ください。

愛知工業大学 第 59 回 愛工大祭
110月12日(土)、13日(日)
00565-48-1195
（学生サービスグループ）

愛知県立芸術大学 芸術祭
111月1日
（金）
、2日
（土）
、3日
（日・祝）
00561-76-2843
（学生支援・国際連携係）
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名古屋外国語大学 第 24 回 合同祭
110月19日
（土）
、20日
（日）
00561-73-7787
（合同祭実行委員会）

愛知医科大学 医大祭
111月2日
（土）
、3日
（日・祝）
00561-62-3311
（学生課）

介護の仕事に興味がある人へ

0長寿課 ☎56-0613

記事ID 10521

3①就業のため介護の仕事に関心を有する人

②介護の職場を離職した介護福祉士やホームヘルパー等の有資格者で、介護の職場へ再就業を希望している人
1随時。事業所によって受入できない時期がありますので、詳細は市HPをご覧ください。
2市に登録した市内の各介護保険事業所
5随時受付。長寿課窓口または市HPにある参加申込書に必要事項を記入し、長寿課窓口、FAX(63-2940)、メール
（chouju@nagakute.aichi.jp）
または郵送で提出。
録

事

業

所

名

介護事業所の種別

所在地

研修日数

ハートフルハウスデイサービスセンター
「るんるん」

デイサービス

宮脇911

3

デイサービスセンター平庵
（ちゃらん）

デイサービス

下山55-2

3

デイサービスセンターゴジカラ村

デイサービス

根嶽1211

3

ショートステイ長久手さつきの家

ショートステイ

岩作色金21-1

3〜5

愛知たいようの杜ヘルパーステーションひだまり

ホームヘルプ

下山50-1

3

ハートフルハウス訪問介護事業所
「ひなたぼっこ」

ホームヘルプ

城屋敷108

3

ヘルパーステーションかえで

ホームヘルプ

前熊下田171

2

特別養護老人ホーム愛知たいようの杜ハモリー館

特別養護老人ホーム

根嶽1201

3

特別養護老人ホーム愛知たいようの杜杜っと館

特別養護老人ホーム

根嶽1201

3

社会福祉法人千寿会長久手さつきの家

小規模特別養護老人ホーム

岩作色金21-1

3〜5

小規模特別養護老人ホームだいたい村

小規模特別養護老人ホーム

前熊下田155

3

グループホーム嬉楽家

グループホーム

前熊下田155

3

ハートフルハウスグループホーム
「よろこんぶ」

グループホーム

宮脇807

3

デイサービス

草掛4-1

3

デイサービス

前熊下田171

3

草掛1-1

3

城屋敷108

3

ハートフルハウスデイサービスセンター
るんるんサテライト 楽顔
（らくがん）
長久手市デイサービスセンターさつき
らっ か せい

小規模多機能型居宅介護
「楽家晴」

小規模多機能型居宅介護

ハートフルハウス訪問介護事業所
「ひなたぼっこ」

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

イベント

登

お知らせ

介護の仕事の魅力と実際の現場を知るための職場体験を実施します。また、介護福祉士やホームヘルパー等の資格を有し
ながら、子育て等のために離職した人が、知識と技術を再確認するための実技研修を実施します。

※各事業所のカリキュラムについては市HPをご覧ください。また、登録事業所は随時増えることがありますので、最新時点のものは市HP
でご確認ください。

。 普段は訪れる機会があまりない大学のキャンパスで、学生のみなさんと楽しいひとときを過ごしてみませんか。詳しくは

名古屋商科大学 三ヶ峯祭
110月19日
（土）
、20日
（日）
00561-73-2111
（学生支援部門・学生担当）

愛知県立大学 第 22 回 県大祭
111月2日
（土）
、3日
（日・祝）
00561-76-8828
（学生支援課）

愛知淑徳大学 第 44 回 淑楓祭
110月26日
（土）
、27日
（日）
00561-62-4111
（学生事務室）

愛知学院大学 第 67 回 愛学祭
111月3日
（日・祝）
、4日
（月・振休）
00561-73-1111
（愛学祭実行委員会）
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行います。ママ以外もOKです。

コーナ ー

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
白熱 ! カードゲームで
SDGs !!

SDGs（ エス・ディー・ジーズ）
という世
界193カ国の人々や企業が取り組んでい
る、世界中の人が幸せでい続けられるよ
うにする目標をカードゲームで学べるイ
ベントを行います。
堅苦しいものではなく、目標達成のた
めにみんなとワイワイ協力しながら、
つい
つい白熱してしまうため、SDGsをよく知
らない人でも楽しめます。
ゲーム後、SDGsの考え方を使い長久
手のまちを良くするにはどうすればいい
かをみんなで考えます。

111月9日
（土）
9：30〜12：30
2エコハウス 多目的室
3市 内 在 住・在 学・在 勤で中 学 生 以 上
30人
（先着）

おく むら ゆう すけ

G講師：奥村雄介（2030SDGs公認ファ
シリテーター）

510月2日（水）から環境課窓口または
電話で申込。

申

0たつせがある課 ☎ 56-0602
110月19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車は世につれ 世はくるまにつれ Part.2
〜トヨタNo.1の秘密とは〜」
なぜトヨタは、No.1に ？ セリカ開発
時のエピソードを交えながら、その秘密
を探ります。デジタルの時代にも変わら
ない物がある。日々の活動に活かせる
哲学も見つかります。13:00から解説付
きでトヨタ博物館をまわる遠足にも出か
けます。

さき やま あき ひこ

ゲスト：崎山顕彦さん
（元トヨタカーデザ
イナー）

申

男女共同参画市民講座

0たつせがある課 ☎ 56-0641
記事ID 13405

110月26日
（土）
10:00〜12:00
2市役所西庁舎3階 研修室
Gテーマ：
「子どものこと、仕事のこと、
ど
み つ ぐち じん こ

110月27日
（日）
10：00〜12：00
2市役所西庁舎3階 研修室
G本市にもいつか必ずくる地震につい
て、
「ママ」
として、子どものため、家族の
ために必要なこと、できることを一緒に
考えてみませんか ？ 講師として、かもん
まゆ氏をお招きし、被災地の
「ママ」
たち
のリアルな体験と子どもの命を守るた
めの知恵を伝える、
「 防災ママカフェ」
を

Japan認定ファシリテーター、元豊田市
家庭児童相談室相談員）
講座内容
夫婦での家事分担、子どもとの関わり方、
会社や周囲への協力の求め方など、自分
の環境に合わせて、ちょうど良い
「ワーク
ライフバランス」
を探ってみましょう。夫
婦、お一人、お子さん連れ可。

510月25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
申込。当日参加可。

愛知県労働協会文化講演会

0愛知県労働協会労働教育グループ
☎

052-485-7154

記事ID 13411

愛知県労働者福祉協議会結成50周年
を記念して、文化講演会を開催します。

111月8日
（金）
18:30〜20:30
2尾張旭市文化会館 あさひのホール
Gテーマ：
「あなたに逢えてよかった」
や の

み

講師：矢野きよ実氏
（タレント・書家）

510月1日（火）から愛知労働者福祉協
議会尾張東支部
（東海労働金庫瀬戸支
店内）
で整理券を配布。郵送希望の場
合は、往復はがきに
「あなたに逢えてよ
かった」
と明記し、住所、氏名、電話番
号、職業を記入し、10月25日
（金）
まで
に、愛知県労働協会労働教育グループ
（〒450-0002

名古屋市中村区名駅

4-4-38）
に郵送。定員250人

はじめてのパソコンを
楽しもう
申

0生涯学習課 ☎ 56-0627

記事ID 12024

講師：三ツ口仁子氏（Nobodỳs Perfect

記事ID 13424

広報ながくて 2019 年 10 月号

まちセンカフェ
（交流サロン）

うする ？！」

防災ママカフェ

0安心安全課 ☎ 56-0611
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で申込。名前、参加人数（大人）、同伴

記事ID 10126
記事ID 13094

申

メール
（koga6zoo@yahoo.co.jp）

番号・メールアドレス）
を明記。

申

の人

に電話（090-9336-0654）または

のお子さんの年齢・人数、連絡先
（電話

くらし環境

0環境課 ☎ 56-0612

l200円（テキスト代）
こ が
5子づれ備災クラブ代表 古賀めぐみ

マウスやキーボードの基本操作やパソ
コン設定を学びます。学んだノウハウを
生かして、音楽の取り込みとＣＤ作成に
挑戦します。

111月5日、12日、19日、26日

（火）
10：00〜11：30＜全４回＞

2市役所西庁舎3階 公民館学習室1・2
3市内在住・在勤・在学の18歳以上の人
10人
（先着）
こ ばやしひとし

G講師：小林仁
l1,500円（内300円教材費）
Fノートパソコン一式(パソコン、電源
ケーブル、マウス)※OSがMicrosoft
Windows(7、8、10)のもの。Macは
不可。

510月2日（水）9:00から生涯学習課窓
口または電話で申込。10日
（木）時点
で定員に満たなければ市外の人も申
込可。

景観まちの絵コンテスト
表彰式・展示

0生涯学習課 ☎ 56-0627

0都市計画課 ☎ 56-0622

記事ID 13426

本市では、古戦場公園を再整備する
予定です。そこで、市民のみなさんが再
整備後の公園をどのように活用し、どう
関わっていくかを考えるため、
６回目の
市民ワークショップを開催します。

110月26日
（土）
13:00〜15:00
2市役所西庁舎３階 公民館学習室1・2
Gアイデアの実現に向けてみんなで考
えよう！

K 10月23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。

記事ID 12830

「あなたの好きな長久手をかこう」を
募集テーマとして、長久手市内外の人か
らまちの絵を募集したところ、合計73点
の応募がありました。受賞者への表彰式
と受賞作品の展示をイオンモール長久手
で行います。
表彰式

110月6日
（日）
11:00〜
2イオンモール長久手4階 イオンホール
展示

110月7日
（月）10:00〜 18日

（金）
18:00

2イオンモール長久手駅前棟2階
K都市景観の日（10月4日）の関連事業

景観フォトコンテスト
表彰式・展示

K駐車場に限りがありますので徒歩・自
転車・乗り合わせでご参加ください。

給食センター見学試食会

申

0給食センター ☎ 62-3910
記事ID 9419

イベント

古戦場公園再整備事業
市民ワークショップH

給食について、広く市民のみなさんに
知っていただくため、秋の
「愛知を食べる
学校給食の日」
の取り組みに合わせ施設
見学と給食の試食会を行います。

111月27日
（水）
10：30〜12：15
2給食センター
3市内在住、在勤、在学で食育などに関
心を持っている個人または団体
※安全管理上、未就学児の参加はご
遠慮いただいています
（詳しくはお問
合わせください）
。24人
（先着）

l290円（実費）当日集金
510月2日（水）から18日（金）の8:30〜
16:45に電話またはFAX
（62-5029）

0都市計画課 ☎ 56-0622

で申込。1グループ4人まで申込可。

記事ID 12828

K駐車場に限りがありますので徒歩・自
転車・乗り合わせでご参加ください。

「あなたの好きな長久手をとろう」を
募集テーマとして、長久手市内外の人か
らフォトを募集したところ、合計44点の応

くらしの講座
「おいしい抹茶体験ツアー」
申

募がありました。受賞者への表彰式と受

0悩みごと相談室 ☎ 56-0551

ます。
表彰式

110月6日
（日）
14:00〜
2アピタ長久手店1階 南出入口付近
展示

申

給食センターを見てみよう

0給食センター ☎ 62-3910
記事ID 11361

110月6日
（日）

表彰式後〜18日
（金）
18:00

2アピタ長久手店1階 東側エスカレー
ター付近

K都市景観の日（10月4日）の関連事業

給食センターの施設見学ができます。
天気が良ければ屋外施設の見学もありま
す。※給食の試食はありません。

19：30〜10：30
2給食センター
3食育などに関心を持っている個人の
人。安全管理上、未就学児のお子さん
を連れての参加はご遠慮ください。
（ 詳しくはお問 い 合わせください 。）
1回につき10人まで

5見学希望日の3日前までの8:30〜
16:45に給食センターに電話または

記事ID 13427

西尾市の抹茶ミュージアムで、茶葉の
ブレンド体験などさまざまな体験を通し
て、おいしい抹茶ができる工程などが学
べます。

1１１月１２日
（火）

11:20集合 15:30解散
（予定）

2集合：市役所 正面玄関
行き先：抹茶ミュージアム
「和く和く」

3小学生以上 30人（先着）
l500円（当日支払い）
G抹茶製造工程の見学、茶葉の品質鑑
定体験、茶葉のブレンド体験、抹茶の
試飲・スイーツの試食など

510月１日（火）から悩みごと相談室窓
口または電話で申込。

FAX（62-5029）
で申込。
（ 給食セン
ターの都合により、希望日の受け入れ
ができない場合があります。）
リニモ秋色ウォーキングを開催します。1第1回 10月12日
（土）9:30〜 第2回 10月27日
（日）9:30〜
※第3回以降は11月号広報に掲載します。0愛知県交通対策課 052-954-6127 記事ID12977

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

賞作品の展示をアピタ長久手店で行い
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l500円（材料費含む・当日支払い）
G緑化推進事業の一環として、ハンギ

図書リサイクル市
0中央図書館 ☎ 63-8006

イベント

記事ID 12372

図書館で不用になった資料や寄贈され
た本を無料で配布します。

1１１月３日(日・祝)から１０日(日)
までの9：00〜17：00
（５日は休館日）

※３日午前中は、市内在住・在勤・在学・
在園者のみ対象

2中央図書館２階 ＡＶルーム
K1人10冊まで。

ングバスケット講習会を行います。

510月1日（火）から9日（水）までに電話
またはメール（midori@nagakute.
aichi.jp)で申込。氏名、住所、電話番
号、希望時間を明記。

0中央図書館 ☎ 63-8006

記事ID 13408

中央図書館等で読み聞かせボランティ
アを行うために、
「子どもに読み聞かせを
する」意味などを学びます。

11月14日(木)10:00〜11:30
第2回以降
12月18日(水)、
1月17日(金)、
2月18日(火)、3月6日
（金）

2中央図書館2階 ＡＶルーム他
3第1回は読み聞かせに関心のある人
(60人程度)

110月26日
（土）
9：00〜12：00
2あぐりん村 芝生広場
320人（先着）
G緑化推進事業の一環として、花植えお
よびたねダンゴの体験講習会を行い
ます。※「たねダンゴ」
は、土のダンゴ
に花や野菜のたねをつけて作り、花壇
やプランターに植えて育てる、新しい

以降は演習など。

510月1日(火)9：00から図書館１階カウ
ンターで申込。第1回のみFAX可
（638045）
。

K第2回から第5回については、市HPま
たはチラシをご覧ください。

申

ハンギングバスケット講習会

0みどりの推進課 ☎ 56-0552
記事ID 9199

110月12日
（土）

10：00〜12：00、13：30〜15：30

2あぐりん村 芝生広場
3各回20人（先着）
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広報ながくて 2019 年 10 月号

0561-36-2260

2名古屋刑務所
G社会を明るくする運動の一環として、
矯正行政を理解していただくための広
報活動と、受刑者が製作した刑務所作
業製品
（家具、日用品、靴等）
の展示販
売等を実施します。

K前日・当日の問合せ不可

赤い羽根協賛児童生徒
作品コンクール作品展示
0社会福祉協議会 ☎ 62-4700

510月1日（火）から23日（水）までに電
話またはメール
（midori@nagakute.
aichi.jp)で申込。氏名、住所、電話番
号を明記。

長久手市立小・中学校の児童・生徒の
みなさんに応募いただいた赤い羽根協
賛児童生徒作品コンクールの入選作品
（書道・ポスター）を『 福祉の家 』に掲示

申

します。

秋の里山散策会

0みどりの推進課 ☎ 56-0552
記事ID 13379

G第1回 講演「心を育む本との出会い
〜赤ちゃんから大人まで〜」。第2回

名古屋刑務所作業部門 ☎

20日
（日）
9：00〜15：00

たねまきの手法です。

1第1回

0名古屋矯正管区 ☎ 052-971-6326

110月19日
（土）
10：00〜16：00

花植え・たねダンゴ
体験講習会
申

記事ID 11575

読み聞かせボランティア
養成講座

第31回東海北陸･みよし
矯正展

記事ID 13359

0みどりの推進課 ☎ 56-0552

申

健康・福祉

平成こども塾周辺にある木望
（きぼう）
の森や谷津田が広がる福井・東山地区の

＜掲示期間＞
中学生の部

10月1日〜31日（19・20日除く）
小学生の部

11月1日〜30日

旧山口道を散策し、秋の美しい里山風景
を楽しみませんか。

110月15日
（火）
10:00〜12:00
受付9:30〜

2集合：平成こども塾
320人（先着）
G学芸員によるこの地区の歴史背景の
講話を聞いた後、草花に触れながら散
策を行います。

F動きやすい服装、長靴、水筒
510月1日（火）から11日（金）までにみ
どりの推進課窓口または電話で申込。

K協力 ながくて里山クラブ

愛知医科大学病院
オープンホスピタル
0愛知医科大学病院 病院管理課
（代表）
☎ 62-3311
記事ID 11993

111月2日
（土）

10:00〜16:00
（※開場9:00）

2病院1階・2階、立石プラザ
G薬剤師、診療放射線技師、看護師、臨
床検査技師の仕事体験等
（※一部当日
配布の整理券制）

愛知医科大学公開講座
（長久手市連携事業）

公立陶生病院祭り

申

0公立陶生病院

0561-82-5101
記事ID 9276

公立陶生病院では、日頃からご協力い
ただいている地域のみなさんへ感謝の
気持ちと病院のことを知っていただきた
いとの思いから病院祭りを開催します。

110月19日
（土）
9：00〜12：30
2公立陶生病院
G医療職のお仕事体験・ヘリポート見学・
スタンプラリー・手術室のツアーなど

長久手市文化協会

K先着300人に粗品贈呈

0健康推進課 ☎ 63-3300

イベント

☎

主催

記事ID 7569

愛知医科大学と連携して
「身体の痛み」
に関する市民公開講座を開催します。

110月31日
（木）
13：30〜14：40
2市保健センター3階 会議室
350人（先着）
G痛みの専門家による 身体の痛みの上
手な対処法
いの うえ しん すけ

井上真輔氏（愛知医科大学学際的痛

色金山茶会
0生涯学習課 ☎ 56-0627
記事ID 9195

みセンター・准教授）

生活支援サポーターって
なにするの？
申

0社会福祉協議会 ☎ 62-4700
長寿課 ☎

56-0639

記事ID 13369

,
What s SAY！SAPO？
生活支援サポーターとは、地域のみな

510月1日（火）から25日（金）までに健
康推進課窓口または電話で申込。

なことをするのか知りたい人、実際に高
齢者の人や地域のみなさんのお手伝い

難病患者・家族のつどいの
お知らせ
申

0瀬戸保健所健康支援課
☎

0561-82-2157
記事ID 11630

お手伝いをしてみたい人の参加をお待
ちしています。

110月23日
（水）

10：00〜12：00
（受付9：30）

2文化の家 光のホール
3生活支援サポーターに関心のある人
510月16日（水）までに長寿課または
市社会福祉協議会に電話で申込。

K 託 児 希 望 者は申 込 時にお 伝えくだ
さい。

110月31日
（木）
14：00〜15：30
2瀬戸保健所豊明保健分室１階 大集会室
3パーキンソン病患者および家族
G講話「パーキンソン病〜基礎知識と療

もぜひご覧ください。

110月27日
（日）
10:00〜15:00
※受付は14:00まで。ただし、予定数に達
し次第、受付終了。

2色金山歴史公園（茶室）
l一服（茶菓子付）
前売350円、当日400円

K前売券は、10月1日（火）から生涯学習
課窓口および色金山歴史公園茶室管
理棟で販売。数に限りがあります。

養生活について〜」
東名古屋病院 脳神経内科医師
よこ かわ

横川ゆき氏

5１０月２８日（月）までに瀬戸保健所健康
支援課に電話で申込。

第4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 13423

文化・スポーツ

第7回長久手市民芸能
フェスタ〜令〜
0生涯学習課 ☎ 56-0627

記事ID 12171

市文化協会芸能部門加盟17団体と市

第4回市民部会参加者を募集します。

111月8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 自分たちができること
（予定）
510月12日（土）から11月6日（水）まで
に杁ケ池体育館窓口または電話で申
込。当日参加可。

民公募5団体が日頃の練習成果を発表す
るステージです。趣向を凝らした演技を
お楽しみください。

111月3日
（日・祝）
10:00開場 10:30開演

2文化の家 森のホール
精神科医師による相談日 1アルコール専門：10月23日（水）14:00〜 15:00〜 精神一般：11月7日（木）13：30〜 14：30〜 2瀬戸保健所豊明保健分室
5開催日の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ID13008

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

をしてみたい人や得意分野を活かした

議を開いたとされる色金山で、茶会を催
します。国宝茶室を模した茶室
「胡牀庵」

さんのちょっとした困りごとをお手伝い
するボランティアさんのことです。どん

徳川家康が小牧・長久手の戦いにて軍
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募

集

募

長久手市職員（土木技師）
0人事課 ☎ 56-0604

集

記事ID 13461

長久手市職員（土木技師）
を募集しま
す。詳しくは、10月1日
（火）
から人事課窓
口または市ＨＰに掲載する募集要項をご

まちセンまつり実行委員H

リサイクルマーケット出店者

0たつせがある課 ☎ 56-0602

0環境課 ☎ 56-0612

記事ID 9311

まちセンまつりは、市民団体が体験・展
示・発表などで自分たちの活動を発信す
る手作りの交流イベントです。4月上旬
開催予定のまちセンまつりに向け、企画・
運営に携わっていただく実行委員を募集

覧ください。

します。

試験区分

1第１回実行委員会

土木技師

採用年月日 令和２年４月１日
受験資格

平成元年４月２日以降に生ま

3市内在住・在勤・在学の18歳以上の人
510月1日（火）から15日（火）までに応

れた人で、学校教育法に基づく短期大

募用紙をまちづくりセンターに持参、

学
（高等専門学校および専修学校の専

FAX
（61-6800）
、
または郵送
（〒480-

門課程を含む）以上の土木課程を卒

1121 長久手市武蔵塚101番地3）
で

業した人または令和２年３月卒業見込

提出。

事課窓口または郵送（10月7日（月）
から10月23日
（水）
までの消印有効）
で提出。

0たつせがある課 ☎ 56-0602

記事ID 7041

3市内在住者
G採用人数 1人
任期

2019年11月1日〜2020年3月

31日
（以降半年ごと更新予定）
就業日時

13：00〜17：30

●非営利で公益を目的として活動を行っ

夜間

17：00〜21：30

●現在市内で市民活動を行っている団

勤務場所

西小校区共生ステーション

体、または活動を始めようとする団体

業務内容

西小校区共生ステーションの

つせがある課窓口で申請。
申請後、学識経験者などによる書類審
査および公開プレゼンテーションで補
助団体を決定。

か主催者がふさわしくないと判断した
引きなど、買う人が欲しくないものを
買わされる可能性がある販売方法は
禁止。

高齢者福祉計画および
介護保険事業計画策定委員
0長寿課 ☎ 56-0613

※土曜日の夜間勤務有り

ている団体

510月1日（火）から24日（木）までにた

物、薬品、手作り品、商売品と思われる

商品の販売不可。また、輪投げやくじ

遅番

一人以上が市内在住・在勤・在学）

※2019ながくて市民まつり共同開催

K雨天時は、会場がエコハウス内（ブー

0たつせがある課 ☎ 56-0602

3次のすべてに該当する市民活動団体

●５人以上で構成されている団体（うち

募者全員に通知。

もの、公序良俗に反するもの、そのほ

9：00〜13：30

定めている団体

抽選。結果は10月25日
（金）
までに応

西小校区共生ステーション
臨時的任用職員

早番

●規約、会則その他これに類するものを

電話番号を記入）
、
または市ＨＰで申込。
一世帯1ブース。応募者多数の場合は

ケットではありません。飲食物、動植

記事ID 13453

協働まちづくり活動補助金
（２次募集）

希望」
と明記し、郵便番号、住所、氏名、

スは2m×2m）
となります。フリーマー

みの人。

510月7日（月）から25日（金）までに人

111月10日
（日）
2ながくてエコハウス 南側駐車場
3市内在住者（業者不可）
G15ブース（間口3m×奥行5m）
510月18日（金）までに環境課窓口、電
話、郵送（「リサイクルマーケット出店

11月6日
（水）
19:00〜20:30

採用予定人数 １人程度

記事ID 9266

施設管理事務。
報酬

時給930円

510月1日（火）から登録者履歴書（市
指定の様式を使用）をたつせがある
課窓口または郵送で提出。

記事ID 13412

本市の高齢者福祉計画および介護保
険計画の見直しに伴い、委員を２人募集し
ます。

3市内在住で、
４０歳以上６５歳未満の人
１人と、
６５歳以上７５歳未満の人１人、
計２人
※本市議会議員・本市の付属機関等の
委員・市職員を除く

G平日日中開催予定の委員会に年間数
回出席し、審議する。

5１０月１日（火）から１７日（木）までに長
寿課窓口または市ＨＰにある応募申請
書および小論文（テーマ
「地域で支え
合う高齢者の暮らしについて」
800字
以内）
を長寿課窓口または郵送
（消印
有効）
で提出。
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K選考委員による審査を行い、結果は
応募者全員に文書で通知。

記事ID ９５８３

大規模な地震災害に備え、医療救護活
動に参加できる看護師等のボランティア
を募集します。災害時の活動が強制され
あり、活動可能な場合に限ります。主な活
動は災害時に、健康推進課に来所してい
ただき、
トリアージ・応急処置の補助をし
ていただきます。

3市内在住、在勤の保健師、助産師、看
護師、准看護師の資格を有し、災害時
に活動できる見込みのある人

510月１日（火）から健康推進課窓口ま
たは郵送で看護師等免許（コピー）、
市HPまたは健康推進課窓口にあるボ
ランティア登録確認票を提出。

510月7日（月）から11月5日（火）まで
K詳しくは、市HPの募集要項をご確認く
ださい。

青少年児童センター62-1712
下山児童館62-5680
上郷児童館62-0801
西児童館61-1500
南児童館63-5666
市が洞児童館64-5621

児童クラブ嘱託員
0子ども未来課 ☎ 56-0616
記事ID 5157

3保育士、幼稚園教諭、教員免許、社会
福祉士のいずれかの資格を持つ人

G任期 11月から
就業日時 月〜金
（祝日を除く）
通常
12:15〜18:15
長期休暇中7:30〜18:00のうち7時
間のシフト制
勤務場所

下山児童館、長久手西児童館

報酬月給

155,500円

510月1日（火）から履歴書、資格証の
写しを子ども未来課窓口または郵送
で提出。

農業委員・推進委員の
公募・推薦

お問い合わせください。

お知らせ

るわけではなく、ご自身や家族が無事で

通し、その職務を適切に行うことがで
きる人

5各児童館で登録。希望する児童館へ

お 知らせ
くらし環境

賃貸住宅、駐車場を
経営している人へ
0税務課 ☎ 56-0609

記事ID 9791

記事ID 13399

賃貸用のアパートや駐車場を所有して
いる人は、土地・家屋の固定資産税とは

G採用人数

別に、償却資産について固定資産税がか

8人

②農地利用最適化推進委員

かります。償却資産を所有している人は、

4人

任期

毎年１月１日現在の償却資産の状況を申

①2020年7月20日〜2023年7月19日

児童館おたすけたいH

告していただく必要があります。まだ申

②2020年7月下旬〜2023年7月19日

0子ども未来課 ☎ 56-0616

でご連絡ください。

職務内容

記事ID １２０２２

①農業委員会に出席し、農地法や他の法
令に基づく農地の権利に係る許可等に

児童館の環境整備や活動補助など、児
童館のちょっとした困り事を助けていた

関して審議を行う。
②農業委員と連携し、農地等の利用の最

だけませんか。

用の最適化の推進に関する事項その

1担当職員と面談して決定
2青少年児童センターおよび各児童館
318歳以上の人
G

他の農業委員会の所掌に属する事項

●草取り、落ち葉掃除、簡単な修理・修繕

適化の推進に向け活動する。
応募資格
①農業に関する識見を有し、農地等の利

に関し、その職務を適切に行うことが
できる人

告をしていない人は申告書を送りますの

などの環境整備
●花壇、菜園の管理
●行事や遊びなどのお手伝い

「ハロウィンジャンボ宝くじ」
と
「ハロウィンジャンボミニ」
が、全国で発売されています。
1（公財）愛知県市町村振興協会 052-962-4171 記事ID13044

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

0みどりの推進課 ☎ 56-0620

①農業委員

集

0健康推進課 ☎ 63-3300

と識見を有するとともに地域農業に精

募

災害時看護師等ボランティア

②農地等の利用の最適化の推進に熱意
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マイナンバーカード・通知
カードの休日窓口

オレオレ詐欺被害に注意！
0安心安全課 ☎ 56-0611

お知らせ

記事ID 13437

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

愛知警察署管内では、警察官や銀行員
記事ID 13356

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。

1１０月２7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
(ある人)
【受け取り】個人番号カード交付・電子

を騙ったオレオレ詐欺の前兆電話が多発
しています。警察や銀行がキャッシュカー
ドの暗証番号を聞くことはありません。
警察や銀行から連絡が来た際は、
●相手の所属や氏名を確認し、一度電話
を切り、自分で調べた代表電話に連絡
をして、その職員がいるか確認をする
●留守番電話等の機能を使い、相手と直
接話さない対策等を行いましょう。

ござらっせからのお知らせ
64-3511

記事ID 13201

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
でお撮りします！

貸出日

貸出期間

ござらっせ利用料金の変更

G10月1日に予定されている消費税法
および地方税法の一部改正に伴い、
ご
ざらっせの利用料金（入泉料）
を変更

2点
DVD・CD・ 10月11日(金)〜 3週間
（通常1週間）
（変更なし）
カセット・テープ 17日(木)

※10月17日(木)は開館します。
※図書館システム更新を実施するため、
特別整理を同時期に行います。
休館中の返却
本・雑誌・紙芝居は、中央図書館出入口
横、福祉の家、西・市が洞小校区共生ス
テーションの返却ポストを利用してくだ
さい。
ＤＶＤなどの視聴覚資料は、破損の原
因になりますので返却ポストは使わずに、
11月1日(金)以降にカウンターで返却
してください。破損の場合は弁償いただ

プレミアム付商品券の
購入引換券の送付
0プレミアム商品券専用コールセンター
☎

0120-805-388

記事ID 13070

します。

秋の安全なまちづくり
県民運動
0安心安全課 ☎ 56-0611

記事ID 10512

110月11日
（金）
〜20日
（日）

≪運動の重点≫

●住宅を対象とした侵入盗の防止

●自動車盗の防止
●子どもと女性の犯罪被害防止

現在

10月1日以降

該当と認定された人 ②子育て世帯の人

一般（市外）

700円

720円

に対し、
９月下旬から順次「プレミアム付

青あったかぁど

500円

510円

商品券購入引換券」
を簡易書留で送付し

赤あったかぁど

400円

400円

ています。

子ども

300円

300円

●時間…侵入に時間をかけさせる
●光…周囲を明るくする
●音…音で威嚇する
●地域の目…地域の連携を強化する
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引換券を受け取った人で、商品券の購
入希望者は、郵便局を始めとする市内8

ござらっせで朝風呂を始めます

か所の商品券販売所で商品券を購入し

G10月5日(土)より、土日祝日のみ営

てください。

業時間を早め、朝風呂を開始します。

販売期間

1月31日
（金）
まで

7：00からオープン！

使用期間

10月１日（火）から2月29日

K駐車場は6：40から利用できます。

（土）
まで
＜注意事項＞

特別整理休館と貸出期間
0中央図書館 ☎ 63-8006
記事ID 13358

●暴力追放運動の推進
〜覚えよう！秋の空き巣対策の4原則〜

①住民税非課税者で８月以降に申請し

区分

（年間取組事項）
●特殊詐欺の被害防止

貸出点数

10月４日(金)〜 4週間
10点
本・雑誌・紙芝居
17日(木)
（通常2週間）
（通常5点）

くことが あります。

0長久手温泉ござらっせ
☎

種類

図書館では、すべての所蔵資料を点
検・整理するために、10月18日(金)〜
31日(木)休館します。また、この休館に
ともない、貸出期間と点数が通常より増
える特別貸出を行います。

●「購入引換券」は再発行できませんの
で、紛失等にご注意ください
● 商品券を購入した場合、未使用であっ
ても返金はできません。また、使用期
限を過ぎた商品券は払い戻しできま
せん。
●１枚の
「購入引換券」
につき、
５セットま
で購入できます。セットを分けて購入
することもできます。

● 転出等で転出先の商品券を購入希望
の場合は、長久手市の「購入引換券」
を転出先市区町村の窓口で交換する
券を購入した場合、商品券の交換はで
きません）
。また、転入等で長久手市の
商品券を購入希望の場合は、前住所

尾張東部成年後見センターの
名称変更
0尾張東部権利擁護支援センター
☎

75-5008

記事ID 13363

地の「購入引換券」
をプレミアム付商
品券窓口（市役所本庁舎１階東側）
で
交換できます。

１０月１日から、
「尾張東部成年後見セン
ター」
の名称が
「尾張東部権利擁護支援

公売期日：10月8日
（火）
会場：愛知県名古屋南部県税事務所 4階
会議室
入札時間：13：30〜14：00
開札時刻：14：01
公売保証金受入期間：10月1日
（火）
9：00
〜10月7日
（月）
13：00
公売保証金受入場所：長久手市役所収納
課窓口

● 住民税非課税者でまだ申請していな

センター」
に変更され、成年後見制度のみ

（公売に参加するには受入期間中に公売

い人は、11月末までに申請してくだ

ならず、権利擁護に関する相談機関とな

保証金を納付する必要があります。）

さい。

ります。

※詳しくは市HPをご覧ください。

★ 商品券の利用店舗などの情報は、引

同センターは、判断能力が不十分な認

換券に同封しています。また、市HPに

知症の高齢者、知的障害、精神障害があ

随時掲載します。

る人の財産や権利を守るために、尾張東
部地区の５市１町
（長久手市、
瀬戸市、
尾張

市民活動に関する相談受付
0まちづくりセンター ☎ 64-6400
たつせがある課 ☎

56-0602

旭市、豊明市、日進市、東郷町）
の委託を
受けて運営している機関です。成年後見
制度等の権利擁護に関するお困りごと
は、お気軽にご相談ください。

記事ID 1599

市内で活動を行っている、またはこれ
から活動しようと思っている人・団体から
の市民活動に関する相談をまちづくりセ
ンターで受け付けています。相談内容に
よっては、相談員の派遣も行っています

9：00〜15：00（祝日を除く）

代理受領制度とは、申請者が補助金の

0共同募金委員会事務局

62-4700

記事ID 10505

行政相談は、国や特殊法人などの仕事
への意見や苦情、要望をお伺いする窓口
です。詳しくはP16をご覧ください。

補助金を直接業者に支払うことが可能と
なり、申請者の一時的な費用負担を減ら
すことができる制度です。

10月1日より全国一斉に赤い羽根共同

通常、補助金を受ける場合は、工事等
にかかる費用を全額業者に支払った後、

募金が展開されます。
共同募金運動は、地域福祉を推進し、

市から補助金を受理しますが、本制度を

明るい福祉のまちづくりを支援するた

活用することで、工事等にかかる一部の

め、一人ひとりが協力しあっていく
「住民

費用の準備で、工事等を行うことが可能

相互のたすけあい」運動です。みなさん

になります。

からいただいた募金は福祉教育や高齢

※本制度は、一時的な費用負担を少なく

者の交流会など地域福祉を推進してい

するための制度のため、工事費等を減額

くために使われます。

する制度ではありません。
詳しくは都市計画課までお問合せ下
さい。

差押物件を公売します

0悩みごと相談室 ☎ 56-0551

本市が実施する耐震等関連事業
（民間
木造住宅耐震改修費補助事業、ブロック

受け取りを業者に委任することで、市が

市政情報

10月７日〜13日
行政相談週間

記事ID 13472

制度開始 １０月１日
（火）

0愛知県豊田尾張東部地方税
滞納整理機構
☎ 052-265-6971
収納課 ☎ 56-0610

記事ID 13434

滞納市税解消を目的とし、滞納者から
差し押さえた財産（土地付き建物）の公

10月1日を
「法の日」、1日からの１週間を
「法の日週間」
とし、裁判所などでは毎年全国各地で行事を行っています。
http://www.courts.go.jp 0名古屋家庭裁判所 052-223-0994

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

1相談窓口 月曜から土曜までの

0都市計画課 ☎ 56-0622

受領制度を創設しました。

ので、
まずは気軽にまちづくりセンター窓
口へお問い合わせください。

耐震等関連事業
補助金代理受領制度の創設

塀等撤去費補助事業等）を対象に代理

赤い羽根共同募金に
ご協力ください
（社会福祉協議会）☎

お知らせ

ことができます
（既に長久手市の商品

売を、愛知県と共同で実施します。

健康・福祉
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スマートフォンで広報ながくて
を持ち歩こう！

行燈を彩る伝統行事
「十日の花」

お知らせ

長久手市岩作の安昌寺で8月10日
「九万九千会
（愛称：十
日の花）
」
が行われました。この日にお参りすると九万九千
日分の功徳があると言われる伝統行事です。
（投稿者：ファーストサーブ）

Google Play
「マチイロ」
で検索
▶ダウンロード

イベント

日進市・みよし市・東郷町・豊明市・尾張旭市・瀬戸市の情報を掲載しています。
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】 小さな秋イベント

【みよし市】 産業フェスタみよし 2019

「築250年 旧市川家物語 暮らしの音が聞

こえる」

日本庭園が色づく秋に、文化を楽しむひと

ときを過ごしてみませんか。今年は移築250
周年を記念し、
名古屋学芸大学と連携した特
別なイベントです。

1 10月26日（土）13：00〜19：00 2 旧市川家住宅
G 展示＆映像コーナー、コンサート、体験ワークショップ（有料）、
ライトアップ他

K【プレイベント】10月12日
（土）
14：00〜16：00

椙山女学園大学と連携したプロジェクションマッピングを行います。

0 日進市生涯学習課 ☎0561-73-4190

【東郷町】 林家木久扇・柳家三三 二人会
はやし や

き

く

おう

やなぎ や

さん ざ

人気テレビ番組でお馴染み、
幅広い活躍で

農畜産物やみよし市の友好都市特産物の

即売、子どもお仕事体験コーナー、ダンスな

どのステージイベントなど、
楽しい催し盛りだ

くさんの産業フェスタです。

1 11月3日（日・祝）9：20〜14：30（雨天決行）
※模擬店などの展示・販売は9：40〜

2 さんさんの郷

※自家用車でお越しの際は、臨時駐車場の南部地区コミュ
ニティ広場、南部小学校、南中学校に駐車し、会場まで徒歩、
またはトヨタ自動車株式会社明知工場北側駐車場に駐車し
会場までシャトルバスをご利用ください。

0 緑と花のセンター ☎0561-34-6111

【豊明市】 甲冑製作教室
段ボールなどの身近な素材を利用して、
本

大爆笑の高座を届けている林家木久扇と、
観

格的な鎧兜を作ります。

込む、古典落語の若き名手柳家三三の二人

1 11月4日・24日、12月8日・15日、1月

ている者を巧みな話芸で落語の世界に引き
による豪華落語会。わかり易いマジックを披
し ろう

露するマジック界の大御所、
マギー司郎も出演します。

1 10月20日（日）14 : 00開演（13 : 30開場）
2 東郷町民会館ホール
3 小学生以上（未就学児入場不可）
l 一般3,000円、高校生以下1,000円（全指定席）
5 町民会館（火曜日休み）窓口または電話で申込。チケットぴ
あでも販売
（Pコード495-957）
。

0 東郷町生涯学習課 ☎0561-38-4111

【尾張旭市】 秋の一大イベント 尾張旭市民祭
今年も多彩なステージやパレードのほか、

体験・展示・グルメの出店ブースなど、
盛りだ

くさんの内容で開催します。

1 10月12日（土）、13日（日）
10：00〜16：00

2 スカイワードあさひ・城山公園一帯（尾張旭市城山町）
K 当日は大変混雑が予想されます。市内巡回バスやシャトル

バスをご利用ください。詳細は尾張旭市HPをご覧ください。

0 尾張旭まつり実行委員会（市役所産業課内）
☎0561-76-8137

12日・26日、2月9日・23日、3月8日・
22日、4月5日 13：30〜15：30 （全11回）

2 豊明勤労会館
（日）
開催予定の桶狭間古戦場ま
3 近隣市町在住で、6月7日
つり武者行列に参加できる人 30人
（抽選）

l 6,000円 ※布・紐・刀代などが別途必要
（金）
までに豊明市観光協会HPから申込。
5 10月18日
K 詳細は豊明市産業支援課へお問い合わせください。
0 豊明市産業支援課 ☎0562-92-8332

【瀬戸市】 絵本作家のぶみ先生とせとちゃんとあそぼう！
人気絵本作家のぶみ先生と、
瀬戸市の看板娘
「せ

とちゃん」
とふれあってみませんか。のぶみ先生に
よる絵本の読み聞かせや小さなお子さん向けワー

クショップ
（10：00〜11：30）
のほか、
当日絵本のご
購入者には、
お子さんの似顔絵入りサインをプレゼ

ントします。

1１０月１２日（土）
１０:００〜１６:００
2 瀬戸蔵４階 多目的ホール
K 本催しは
「瀬戸市制施行９０周年記念 第４回せとまちフェス

ティバル」
（１０月１２日
（土）
〜１４日
（月・祝）
の事業の一つです。

0 瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会
☎0561-85-2730
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2019 年 10 月号

10月 保健ガイド

0健康推進課 ☎63-3300

内容
（ 予 は要予約）

と き

母子保健

3日
（木） 9：45集合
親子健康手帳交付
23日
（水） 13：30集合
（木） 10：30受付〜11：３０終了
パパママ教室
（１回目） 3日
（日）
予 パパママ教室（2回目） 6日
9：１５受付〜11：３０終了
26日
（土）
※予約は土日のみ
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）

対象
（ 対 は対象）
妊婦
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）

（記事ID 1100)
（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

すべての赤ちゃんとその保護者
こんにちは
３〜４か月児健診受診前
（里帰り出産で市内滞在中の人も対象となります）
赤ちゃん訪問
主に7歳半未満の子がいる転入世帯
転入者予防接種等
25日
（金） 10：00集合
説明会
（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。
のびのび
南児童館
10日
（木） 10：00〜10：30受付
持 親子（母子）健康手帳・乳児の場合はバスタオル
計測日※1
予 離乳食教室
23日
（水） 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 妊産婦歯科健康診査 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
8日
（火）
H31年4月16日〜H31年4月30日生
BCG接種
９
：
１５〜１０
：
１５受付
18日
（金）
R元年5月1日〜R元年5月15日生

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

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

対 第１期：生後１２〜２４月未満
第２期：小学校入学前の１年間

予 麻しん・風しん混合、麻しん単独・風しん単独
予 水痘
予 日本脳炎

対 生後１２〜36月未満

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

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

成人健診

予 特定健康診査
がん検診（胸部・胃・大腸・前立腺）
予 集団がん検診
（胸部・胃・大腸・前立腺）
予 個別特定健康診査
予 後期高齢者
医療健康診査

4日
（金）
、
9日
（水）
、10日
（木）
、
11日
（金）
、21日
（月）
、31日
（木）
7日
（月）
、
15日
（火）
、16日
（水）

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）
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 個別乳腺検診

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
受診してください。
西暦偶数年生まれの人も可）

（水）
４０歳以上の人
予 集団大腸・喀痰検診 2日
8月1日〜1月31日までに市内委託 20歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、
予 歯周病検診
歯科医院で受診してください。
60歳、65歳、70歳、75歳、80歳の人
体成分分析装置測定会 随時
（時間は要相談）
市内在住の人

ドクターから

増え続ける「慢性腎臓病」

あなたへ

の

納 期 一 覧

納期限（10月31日）
までに
納めてください
税 目

納

期

問合先

市・県民税

第3期

国民健康保険税

第4期

介護保険料

第4期

長寿課
☎56-0613

後期高齢者
医療保険料

第4期

保険医療課
☎56-0617

収納課
☎56-0610

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。

東名古屋長久手市医師会

腎機能障害が基準以下に進行すると、
「慢性腎臓病（CKD）
」と定義されます。 を中心に講演いただきます。肝胆膵の手術がご専門ですが、術前に筋肉と
現在、1,330万人と推計されています。最終的には生命を維持するために、透 腸をきたえることで、術後の経過に大きな効果が得られることを実臨床で
析に至る方が増え続けています。2016 年末の透析人口は、31万人弱。平均 実証されました。つまり、
「筋活」と「腸活」ですね。
年齢約68歳。同年新規透析導入数は4万人弱で、平均年齢約69歳でした。透
CKD、がん、ともに免疫力が低下します。また、いつ何時、手術を要する
析となると、通常、1回4 時間週3回です。70 歳を前にして、極めて生活が束 疾患を患うかもしれません。よって、普段から、筋活と腸活を意識するこ
縛されます。CKD患者さんでは、サルコペニア ・フレイル の割合が高く、病 とが重要となります。そのためには、どのような対策が必要なのか。詳し
状の進行、日常生活活動の低下、死亡率の増加につながっています。
くお話いただきます。
そこで、
「腎臓リハビリテーション」という概念が登場しています。つまり、 是非、この機会をお見逃しなく、多くの皆さんのご来場をお待ちしてお
CKDの患者さんにおける運動と栄養のプログラムの実践が、透析や合併症 ります。
※１：筋肉量の低下 ※２：虚弱
（脳卒中・心筋梗塞・心不全等）を避ける予防効果を発揮します。従って、私た
1 10月１9日
（土）
13：30開場 14：00開演
ち開業医と腎臓専門病院医師との連携が益々重要になってきています。
さて、下記の日程で、
「第30回 この人に このお話を」を開催致します。今 2 文化の家 風のホール
回のゲストは、名古屋大学外科教授「横山 幸浩」氏です。
「術前に筋肉と腸 K 参加費無料・予約不要
（☎42-4099）
をきたえよう！」と題して、特に、
「がんの手術の前に あなたが出来ること」 0 たんぽぽクリニック
※１

よこやま ゆきひろ

※２

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

（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
※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）
3日
（木）
、28日
（月）
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
予 個別子宮検診
西暦偶数年生まれの人も可）
受診してください。

10 月

31

Vol.69

ふるさと

祭り当日の朝早く、血の池公園へ行ってみたら、地域の年長者から若者までが集まって、
自分達で盆踊りのやぐら
を組んだり、
テントを立てたり準備をしてみえました。中には、所属する組織で立派な肩書を持つ人もいましたが、
地域では肩書は関係ありません。年代も肩書も関係なく、
ワイワイと取り組めるのは、地域活動だからこその面白
さだと感じました。

No.679 Oct.2019

その中の一つ、
血の池公園
（城屋敷地内）
での夏祭りは、
旧集落単位で行われている数少ない夏祭りです。私が、

City Public Relations Magazine

今年の夏、市内各所で行われた夏祭りに数多く参加させていただきました。

広報ながくて

市長のまちづくりにかける想いを市長の語り口でお伝えします。
市ＨＰ
「にょぜがもん」
もぜひご覧ください。

岩作三ケ峯の住宅地
「パークサイドヒルズ」
では、今年初めて、
「第０回夏祭り」
が開催されました。最初に夏祭り
のお試しだからだそうです。後日、実行委員のお一人は、
「ゼロから作り上げるのは本当に大変でした。でも、参加
者が一緒になって盆踊りを踊る様子を見て、報われた思いがしました」
と話してくれました。
こうした思い出の一つひとつによって、長久手が子ども達の
「ふるさと」
になっていくのだと感じ、大変な苦労を
今は、生活が便利になり、地域とつながっていなくても、助け合わなくても暮らせるようになりました。困ったこ
とはお金で解決できる場面も多くあります。夏祭りも業者に外注すれば、
お金はかかるけれど実施できます。でも、
それでは、
つながりも愛着も、達成感も生まれません。一方で、
自前で実施すれば、仕事終わりに集まって話し合っ
り、汗をかいたり、大変なことを一緒に乗り越えたときにこそ、
つながりや愛着は生まれるものだと思います。
何とかして
「つながりのある長久手にしたい」
と思っています。
「つながり」
は、
今の私たちにとっては、
とても面倒なことかもしれま
せん。でも、
南海トラフ巨大地震を想像したとき、
隣に誰が住んで
いるかも分からない状態で、
このまちは本当に大丈夫でしょうか。
面倒であっても今からつながりがある長久手にしていくこと
が、次の世代の子ども達にとっても、
このまちが住みやすいまち
になっていくと思っています。
血の池公園での夏祭りの様子

みなさんの手で
きれいなまちづくりを
西小校区内の公園は子
供会や有志の方が清掃
しています。地域の方も
ぜひ一 緒にご 参 加くだ
さい。各公園の清掃日は
下 記までお問 合 せくだ
さい。

「こんにちは！」
みんなであいさつ
しましょう♪
道で出会ったら「こんに
ちは」
とあいさつを交わ
せる方が何人いますか？
あ いさつし合える方 が
一人でも増えたらいい
ですね。

市 が 洞 小学校区まちづくり協議会
■第３回運営会議を開催します
市が洞小校区共生ステーションにて、より多くの皆
さまのご意見を協議会活動に反映するための意見
交換を行います。運営会議の皆さまはご出席をお願
いします。
○日時 令和元年10月6日
（日）10時〜 お問い合わせは
協議会まで

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

■「ファミリーチャレンジ！！防災」
市内で唯一設置してある
「竈ベンチ」
を使用するな
ど、
「防災活動」
の実際を親子で学び、体験します。
○日時 令和元年10月27日
（日）10時〜14時
多くの皆様のご参加をお待ちしています！
○場所 長湫南部公園

〒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

たり、寄付のお願いに回ったり、当日も暑い中、準備や片づけをする必要があります。でも、そうして共に苦労した

編集／市長公室情報課

しながらも準備、運営をしていただいた方々に、改めて感謝を申し上げます。

発行／愛知県長久手市

をやるのか、
やらないのか地域内でアンケートを取って開催を決め、
「第０回」
としたのは、今後も継続して行うため

