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愛知県市町村対抗
駅伝競走大会

写 真 で 見 る な が く て
第14回愛知県市町村対抗駅伝競走大会（愛知駅伝）が、
12月7日
（土）
にモリコロパークで行われました。小学生から
大人までの市の代表選手9人が、必死にたすきをつなぎ、
最後の走者がゴール直前のラストスパートでデッドヒートを
繰り広げ、1時間40分35秒、28位でゴールしました。
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これからのまちづくり カギとなるのは
0情報課 ☎56-0601

子育て世代です
2018年の11月。中部電力株式会社の企画でさまざまな社
会課題に関するインタビューを長久手市長が受けた際、
「回り
道でもいいじゃない

失敗したっていいじゃない
（※まち詩の

子育て世代の情報発信・交流の
取り組み

歌詞より引用）そういうわずらわしさを積み重ねる過程こそ

市民同士がつながり、
まちづくりに主体的に取り組

が、人づくりであり、社会課題を乗り越える地域の底力につな

む市民参加型のまちづくりを推進するため、平均年

がる」
との共通認識が得られたことから、一緒に何か生み出せ

齢が38.6歳（2015年国勢調査時）
と日本で一番若

ないかとワークショップ等を通じて、約１年間お互いの考えを

い本市の特徴から、スマートフォンを活用した子育て

すりあわせてきました。その結果、次の取り組みを行います。

世代の情報発信・交流の取り組みを行います。

子育て支援アプリが
できます。

現状

詳細は２月号でお知らせします。

イベントに参加したいけど、
家事や仕事で忙しくて、
ゆっくり広報紙を見る
時間がない…。

もっと子育て世代の
人とつながりたい！でも、
どうやって知り合ったら
いいんだろう…。

このイベント興味ある！
実際に参加した人の
感想が知りたいな。

まち詩の楽曲および多くの市民のみなさん
にご協力いただき制作したまち詩PR動画を
市HPで公開しています。
右のQRコードから当該ページ
にアクセスできます。
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長久手に引っ越してきて2ヶ月。
子どものこととか相談したいのに、
知り合いが全然いない…。
不安だなあ。

今回の協定に関する取り組み等
について、中部電力株式会社の
webメディア「COE LOG」でも
掲載しています。

子育てイベントが
まとまっているから、
行きたいイベントが
見つかりやすい。

アプリだから病院や
送り迎えの待ち時間など、
隙間時間にイベントの
チェックができる。

口コミが見られるから
どんなイベントなのか
わかりやすい。

つながりづくり
イベントに参加しやすく
なったおかげで、ママ友、
パパ友が増えた。

推進

幸せが実感できる
私一人で参加した
イベントでできたママ友。
いつのまにか家族ぐるみのお付き合いに
なりました。今では子どもの面倒を
見合う中です。

共生のまち

長久手

いろんな子育てイベントに参加
するうちに、知り合いがたくさんできた！
子育ての悩みとか楽しさを共有できる
ので子育てに対する不安も
減りました。
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国保の未来について考えよう

0保険医療課 ☎56-0618

第６話 お薬手帳のススメ〜薬の管理できていますか〜

薬だらけで
何が何だか
わから
ん !!

これとこれ
同じ薬じゃ
ない？

そんな時は

おくすり手帳 !!

薬をもらう時に
おくすり手帳を
持っていくようにすると
薬剤師さんが
きちんと管理して
くれますよー！

ま き

イラスト：真希ナルセ
広報ながくて 2020 年 1 月号

服薬によるリスク

記事ID 13748

本市国保では

多剤

６９４人が 6 剤以上の内服薬を

重複

飲んでいます。

たくさんの薬を飲んでいる患者さんは
副作用が多く出ることが分かっています。

４８人が同じ薬や同じ効果の薬を
重複して飲んでいます。

重複して飲むことで薬の量が増え、
効き
過ぎたり、
副作用が出ることがあります。

（2019年7月 医科（外来）、調剤レセプトより集計 集計対象者4,119人）

治療効果を高め、
薬によるリスクを防ぐには…
○医師・薬剤師に減らせる薬がないか相談しましょう

○受診するときは、他の病院で受けている治療を医師に伝えましょう
○おくすり手帳を一つにまとめ、医師や薬剤師に見せましょう
○かかりつけ薬局を決めましょう

お薬手帳・かかりつけ薬局のススメ

お薬手帳を１冊にまとめ、
薬をもらうたびに薬局で薬剤師さんに見せるようにしたり、
いつも同じ
薬局で薬をもらうようにすると、
あなたが服用する薬の情報がひとつにまとまるので、
薬剤師さんは
同じ薬が処方されていることに気づいたり、
飲み合わせの確認をすることができるようになります。

自己判断で服薬を中止することは危険です。必ず医師に相談してください！
長久手市国民健康保険にご加入中の人へ…

記事ID 13819

人間ドックや職場で受診した健診結果の提供をお願いします！！

下記の条件に全てあてはまる人で、
特定健診以外の健診結果を提供していただいた人には、
謝礼として

クオカード５００円分をプレゼントします。
１. 健康診断等の受診日に長久手市国保に加入していた人
２. 昭和20年 4 月1日〜昭和55年3月31日生まれの人
３. 長久手市国民健康保険税に滞納のない人
４. 令和元年度において、長久手市国保の特定健診を受診しなかった人

・ 健診結果によっては保健師や栄養士の保健指導が無料で受けられます。
提供すると…
・ 健診結果は統計処理し、疾病の予防や、早期発見の推進等に役立たせます。

提供方法

保険医療課窓口または郵送で申請書、
健診結果のコピーおよび問診票を
提出してください。
申請書と問診票は市 HP からダウンロードできます。

市民主体の計画づくりを進めています!!
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、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。
※「市民主体の計画づくり」
とは
みなさんの生活に関係する、各種計画の策定過程を知ってもらい、参加してもらい、
ご意見を出し合ってもらうこと
により、
より多くの人が納得できる計画を市民のみなさんと一緒に作ることです。

景観計画

0都市計画課 ☎56-0622

10/19
（土）
ワークショップ特別編

住民主体の景観のまちづくりを見学するために、
岐
阜県可児市を視察しました。地域の手による景観の
保全と活用事例を見学しました。

10/27
（日）
第７回ワークショップ

「長久手の魅力を上げるには？」
をテーマに良いと
思う風景、良くないと思う風景を、魅力的にするため
に何をすべきか話し合っていただきました。

12/8
（日）
第８回ワークショップ

「景観まちづくりの市民活動・協働について」
をテー
マに長久手市の景観の魅力を上げるために具体的に
市民ができることについて話し合っていただきました。

環境基本計画

0環境課 ☎56-0612

11/9
（土）
白熱！カードゲームでSDGs !!

〜長久手の環境と世界のゴール〜

本市の環境を考えていくことは、世界
のどこかの何かしらの問題を解決できる
ということを体感していただくために、
世 界 中 が 取り組 む 目 標 S D G s の カ ードゲ ー ム
「2030SDGs」を行いました。世界が目指す目標を
見える化・共有することで行動が変わること、世界は
つながっていることを実感しました。参加者から、
「最初は自分のグループしか気にしていなかったけど、
後半は、他のグルー
プのことも考えるよ
うになった」といっ
た意見をいただきま
した。

スポーツ推進計画 0杁ケ池体育館 ☎63-1000
10/11
（金）
第3回ワークショップ

「指定管理のアイデアを考えよう」
というテーマの
もと、
「子どもを持つ人が参加しやすい教室を開催
する」
「 気軽に参加できるニュースポーツの大会を
開催する」
などの意見をいただきました。

11/8
（金）
第4回ワークショップ

これまでの市民部会で市民の人から出していた
だいた意見をもとに、
「自分たちができること」
は何
かについて考え、
「スポーツを行う際に交互に子ども
の世話をしてお互いに協力する」
などの意見をいた
だきました。

パブリックコメント

1２月上旬頃〔予定〕

緑の基本計画
0みどりの推進課 ☎56-0552
10/3
（木）第2回ワークショップ

「長久手市に不足している緑を教えてください！」
と題して意見交換を行いました。参加者からは
「まち
の緑化に関心のある人の前向きな本音や積極的な
発言が聞けて、有意義であった」
「みどり豊かなまち
の 将 来 像について、
イメージを共有でき
る物 語をみ ん なで
作っていきたい」な
どの 意 見 を い ただ
きました。

12/7
（土）
ワークショップ先進地視察
民地緑化の視察
（岡崎市）
を行いました。

12/12
（木）
第３回ワークショップ

第４次障がい者基本計画
0福祉課 ☎56-0614 FAX63-2940
対象者にアンケートを今月末頃お送りします。アン
ケートがわかりにくい、答えにくいなどあれば、お問
い合わせください。
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「市民の皆さんができる緑づくりを教えてくだ
さい」と題して意見交換を行いました。参加者か
らは「長久手市に今ある緑を守りながら新たな緑
をつくっていくためには、市民が自ら動いていか
なければならない」などの意見をいただきました。

パブリックコメント

1２月上旬頃〔予定〕

長久手市都市計画マスタープラン
（案）
の
意見募集

計画等に対する意見を
募集するため、パブリッ
クコメントを実 施しま
す。みなさんの意見を
反映したよりよい計画
づくりのため、ぜひご意見をお寄せください。

D keikaku@nagakute.aichi.jp

概要説明会

● 市役所西庁舎１階情報コーナー
● 共生ステーション

長久手市景観計画
（案）
の意見募集
D keikaku@nagakute.aichi.jp

募集期間
概要説明会

FAX、
メールなどで提出
※個人情報に留意した形で、個別回答はせず、
市HPなどに公表します。

● 市HP

0環境課 ☎56-0612

記事ID １３７０３

1月30日
（木）
〜2月28日
（金）
11月30日（木）19：30〜20：15
2市役所西庁舎3階 学習室1、2

意見書
（任意様式可）
に該当箇所・意見・住所・
意見の
提出方法 氏名・連絡先を明記し、担当窓口または郵便、

● まちづくりセンター

ごみの減量に関する市民説明会

記事ID 13736

長久手市景観計画は、景観法第8条の規定に基づき、
本市における景観行政を進めるために基本的な景観の形
成に関して定めるものです。

1月21日
（火）
〜2月21日
（金）
11月26日（日）10：00〜11：00
2市役所西庁舎2階 第7・8会議室
● 担当課窓口

お知らせ

計画等の
閲覧場所

1月21日
（火）
〜2月21日
（金）
11月30日（木）18：45〜19：30
2市役所西庁舎3階 研修室

0都市計画課 ☎56-0622 FAX63-2100

記事ID 13720

共働き世帯の増加等による保育等の子育て支援に対する
ニーズが拡大・多様化しているため、
地域の子育て支援施策の
拡充に向けて、
今後５年間で取り組むべき内容を定める
「第２期
長久手市子ども・子育て支援事業計画」
を策定しています。

概要説明会

集

募集期間

0子ども未来課 ☎56-0616 FAX63-2100

募集期間

記事ID 13714

長久手市都市計画マスタープランは、都市計画法第18
条の2の規定に基づき、本市における都市計画に関して必
要な事項を定めるものです。

第２期長久手市子ども・子育て支援事業計画（案）
の意見募集
D kosodate@nagakute.aichi.jp

募

0都市計画課 ☎56-0622 FAX63-2100

日

時

1月14日
（火）
19:00〜20:00

場 所
ながくてエコハウス
多目的室

校 区
長久手小

本市では、年間で約4億５，
０００万円ものお金がごみ
1月17日
（金） 文化の家
処理にかかっているのを知っていますか？
北
小
19:00〜20:00 展示室
ごみ処理施設の晴丘センターでは施設の老朽化が
1月22日
（水） 福祉の家
進み、今年度から３年間の予定で大規模な修繕工事を
東
小
19:00〜20:00 集会室
実施します。さらに１０年後には、施設の建て替え時期
市が洞小校区共生ステーション
1月26日
（日）
を迎えることとなり、何百億円という莫大なお金が必
市が洞小
10:00〜11:00 フリースペース
要になります。
昨年度、家庭から出されるもえるごみの中身の調査
1月28日
（火） 杁ケ池体育館
南
小
19:00〜20:00
ミーティングルーム
を実施したところ、もえるごみ以外のものとして分別
できるもの
（紙類やプラスチック製容器包装など）
の割
1月31日
（金） 西小校区共生ステーション
西
小
合が３４．
３％もありました。みなさんにこれらの分別に
19:00〜20:00 会議室
協力していただくことで、
ごみの減量化につながります。
そこで、本市のごみの現状についてお伝えし、ごみ
説明会内容（予定）
・ごみ減量方法の紹介
を減量するにはどうしたらよいかをみなさんで考えて
・ 長久手市のごみの状況
・ごみ減量に関するアイデア出し
いただく市民説明会を、市内6か所で開催します。
・ 晴丘センターの状況
（グループワーク）
・ もえるごみ組成調査の結果 ・ 質疑応答
※都合のよい日時に参加いただけます。
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市民税・県民税の申告は3月16日(月)までに
0税務課 ☎56-0608
お
知
ら
せ

記事ID 3308

所得税(国税)の確定申告については、
2月号広報に掲載予定です

令和２年度市民税・県民税は、令和２年1月1日に長久手市に住所がある人に対して、令和元年中の所得をもとに課税されます。
下のフローチャートは申告が必要かどうかを目安として調べるものです。必要な人は期限までに申告をお願いします。

スタート

詳しくはお問い
合わせください

はい・いいえの矢印に沿って進んでください

令和2年1月1日現在、本市に居住していた

はい
令和元年中に収入があった
（障害・遺族
年金、雇用保険の給付金などを除く）

はい

いいえ

いいえ

本市に市・県民税の申告は不要です
1月1日現在、
居住していた市区町村へ確認を

確定申告、市・県民税の申告は不要です

次のいずれかに該当した
1
2
3
4
5

事業・不動産収入があった
譲渡所得があった
給与の年収が2,000万円を超えた
主な給与以外の給与収入やその他所得などがあった
雑所得などがあった（公的 年 金 等 の 収 入 合 計 が
400万円超や個人年金を受けていたなど）
6 生命保険の満期返戻金など上記に当てはまらない
所得があった

所得税の確定申告が必要です

はい

確定申告、市・県民税の
申告は不要です

いいえ
令和元年中、給与所得者
（会社員やパート）
だった

はい

確定申告をすれば、市・県民税の申告は
不要です。ただし、4の場合は、その他所
得等が20万円以下のときには、市・県民
税の申告のみ必要です

いいえ

ただし、年金所得者で医療費控除などの
適用を受ける場合は、所得税の確定申
告か市・県民税の申告が必要です

次のいずれかに該当した
1
2
3
4

医 療 費 の 支 払 い が 一 定額以上だった
住宅ローン等でマイホームを新築、
購入、
増改築した
退職などにより、
年末調整が済んでいない
災害などに遭った

はい

所得税の確定申告をすれば、所得税が
戻ることがあります。確定申告をした場
合、
市・県民税の申告は不要です

いいえ
勤務先から本市に給与支払報告書が提出されている
（提
出の有無は勤務先に確認を）

いいえ

確定申告、市・県民税の申告は不要です
はい

市・県民税の申告が必要です
期間中、駐車場が大変混雑します。公共交通機関などをご利用ください。

広報ながくて 2020 年 1 月号

【申告に必要な持ち物】
申告に必要な持ち物
・①マイナンバー通知書またはマイナンバー記載のある
住民票の写しと運転免許証など本人確認ができるもの。
②マイナンバーカード
（①、②のいずれか）
・印鑑
（認印可）
・源泉徴収票など令和元年中所得がわかるもの
・生命保険、地震保険、旧長期損害保険の支払証明書
（保険会社から発行された証明書）
・医療費、社会保険料などの領収書

・医療費を補填する金額のわかるもの
・配偶者特別控除を受けようとする人は、配偶者の収入が
わかるもの
・営業等の事業所得や不動産所得などの申告をする人は、
収入、経費の明細書
・障がいの程度がわかるもの
（障害者手帳等）
・国民年金保険料の支払いをしたことの証明書
・寄付先から発行された証明書等

所得がなかった人でも、次に該当する人は申告の必要があります。
・国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定に必要と思われる人
・国民年金保険料の免除申請をする人
・障害者自立支援法の福祉サービス、
自立支援医療
（精神通院・更正）
の受給が必要な人
・児童扶養手当、県遺児手当の受給を受ける人
・各種健康診査の負担金の減免を受ける人
・令和2年度
（令和元年分）
の所得証明書や非課税証明書が必要な人
※①、②、③は市民税・県民税の受付のみです。
【市民税・県民税申告会場】
日

時

会

場

①1月30日
（木）
13：30〜15：30

福祉の家2階 会議室

②1月31日
（金）
13：30〜15：30

杁ケ池体育館 会議室

日

時

会

場

③1月6日
（月）
〜2月14日
（金）
・

3月2日
（月）
以降 ※土・日・祝を除く
9：00〜17：00

税務課
(市役所本庁舎1階)

④2月17日
（月）
〜2月28日
（金）
9：30〜16：00 ※土・日・祝を除く

イオンモール長久手
4階イオンホール

住宅借入金等特別控除の確定申告相談会

0昭和税務署 ☎052-881-8171

記事ID 12547

11月27日
（月）
、28日
（火） F 印鑑（認印可）
●

①
（午前の部）
受付9：30〜10：00
説明10：00〜11：30頃
②
（午後の部）
受付13：30〜14：00
説明14：00〜15：30頃

2イオンモール長久手4階
イオンホール

源泉徴収票など令和元年中所得や控除がわかるもの
（原本）
①マイナンバー通知書もしくはマイナンバー記載のある住民票の写しと運転免許
証など本人確認ができるもの。②マイナンバーカード
（①、②のいずれか）
家屋
（および土地）
の登記事項証明書
（法務局発行）
家屋
（および土地）
の売買契約書または工事請負契約書の写し
（取得価格の分かる
部分）
住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書
（金融機関発行）
金融機関の預貯金口座のわかるもの
（申告者ご本人名義のもの）
設計図の写し
（店舗付併用住宅の場合）
検査済証の写しまたは増改築等工事証明書
（増改築の場合）
年末調整で控除を受けていない生命保険・地震保険の控除証明書、医療費、寄附金
などそれぞれを確認できるもの
（他に控除を合わせて受ける場合）
※会場の混雑状況により、
受付をおことわりする場合があります。
●
●

●
●

●
●
●
●
●

社会保険料控除のための納付額確認書

記事ID 460

0
【介護保険料】
長寿課 ☎56-0613【後期高齢者医療保険料】保険医療課 ☎56-0617 【国民健康保険税】
保険医療課 ☎56-0618
介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険税は、確定申告において社会保険料控除の対象となります。2019年
中に納めた人には、納付額確認書を１月下旬にそれぞれの担当課から送付します。後期高齢者医療保険料と国民健康保険税
は同一の確認書でお知らせします。確定申告を行うまで大切に保管してください。
※ただし、
遺族年金および障害年金以外の年金からの天引き（特別徴収）で納めた人には送付しません。日本年金機構
などの年金保険者から送付される源泉徴収票を確認してください。
確定申告の無料相談
（長久手会場）
の開催期間が、税務署の対応に合わせて2月末までと短縮されます。
0税務課 56-0608 記事ID13749

お
知
ら
せ

オレンジクーテカフェ

0社会福祉協議会 ☎62-4700、長寿課 ☎56-0639
記事ID 12150

お知らせ

市内にある認知症カフェに、認知症の人もそうでない人も気軽に
参加できるよう、新たに
「オレンジクーテカフェ」
として、オレンジ
クーテのロゴマークを作りました！
オレンジクーテカフェ
（認知症カフェ）
は、認知症の心配のある人やその家族、また認知症に関心のある地域の人
や認知症をよく知る専門職が気軽に集い、お茶や交流を楽しみながら、相談もできる場です。悩んでまではいない
けれど、何かしら話したい思いがある、そんな人の参加も歓迎します。

◆長久手の「喫茶オレンジ」

◆きららの里

11月18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開催時間中は入退室自由です。
0社会福祉協議会 ☎62-4700

11月25日
（土）
11：00〜15：30
2きららの里
（岩作中根57-1）
L 500円（昼食代込み）、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）

◆らくカフェ

◆なないろカフェバンバン

11月15日
（水）
18：00〜20：00
2小規模多機能居宅介護 楽家晴
（草掛1-1）
L 500円（食事付き）
5食事希望者は前日までに下記連絡先に電話で申込
0楽家晴 ☎64-3860
らっ か

せい

らっ か せい

11月24日
（金）
13：00〜15：00
2なないろカフェバンバン
（城屋敷114）
L食事500円、飲物300円
0なないろカフェバンバン ☎57-7604

0尾三消防組合 ☎0561-38-0119

︻住宅用火災警報器︼

12

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。

■設置しましょう

2015年から2017年までの３年間における全国の住宅火災のうち失火を原因とする
火災について、住宅用火災警報器の効果を分析した総務省消防庁の資料によると、住宅
用火災警報器を設置している場合は、設置していない場合に比べ、死者の発生割合で４
割減、焼損床面積と損害額ではおおむね半減しています。このことから住宅用火災警報
器を設置することで、火災の際の死亡リスクや財産の損失拡大リスクを大幅に減少させ
ることがわかります。このことから、
まだ、設置されていない人は、命や財産を守るために
も住宅用火災警報器を設置しましょう。

■定期的に点検を行いましょう

住宅用火災警報器は、一般的に電池で動いています。火災を感知するため常に作動しており、
その本体と電池の寿命の目安はおおむね１０年です。住宅用火災警報器が適切に機能するために
は日頃の維持管理が重要です。
「いざ」
というときに作動するよう定期的に点検しましょう。感知器の
紐を引く、
もしくは、
ボタンを押すことで点検ができます。鳴動しない場合は電池
切れの可能性がありますので、感知器本体の交換をおすすめします。

広報ながくて 2020 年 1 月号

税に関する作文コンクール表彰

0収納課 ☎56-0610

記事ID 13610

募知ら
お
集せ

市および昭和納税貯蓄組合連合会では、7月から8月にかけて市内の中学生を対象に、令和元年度
「税に関する作文」
コンクールを行いました。応募総数は151作品で、審査の結果、市主催部門では20作品、昭和納税貯蓄組合連合会主
催部門では8作品が入賞しました。入賞者は下記のとおりです
（敬称略）
。

市主催部門入賞
最優秀賞

優 秀 賞

中野

綾音（南中3年）

鎌内

入

選

畝本

萌実（南中3年）

若尾

凌空（南中1年）

舩坂

杏月（南中1年）

久保

咲愛（南中1年）

森永

怜良（南中1年）

江口
石井

なかの

うねもと
ふなさか
もりなが

かまうち

あやね

もえみ
あづき
れおん

わかお
くぼ

えぐち
いしい

りょうじ

しばた

亮治（南中1年）
佳

りく

いとう

柴田
作

れい

まつばら

ゆづき

伶（南中3年）

松原

優月（南中1年）

榊原

世哩（南中2年）

戸上

心暖（南中1年）

祐彩（南中1年）

皆光

里桜（南中2年）

中島

杏優（南中1年）

真央（南中1年）

熊田

梨沙（南中1年）

麦島

幹矢（南中1年）

前川

心音（南中1年）

淺井

梓里（長中1年）

さくら
ゆあ
まお

伊藤

り こ

理子（南中1年）

さかきばら
かいこう
くまだ

まえかわ

せり
りお
りさ

ここね

とがみ

なかしま

むぎしま
あさい

このん
あゆ

みきや
あずり

昭和納税貯蓄組合連合会主催部門入賞
昭和税務署長賞

昭和納税貯蓄組合連合会会長賞

長久手市長賞

清水

夕鶴（南中3年）

中野

井戸田

入

選

しみず

ほんどう

ゆづる

ののか

本藤

希佳（南中1年）

中島

杏優（南中1年）

なかしま

あゆ

なかの

みわ

三輪

あやね

いどた

綾音（南中3年）

りょうが

佳

亮雅（南中1年）

地元の農産物を食べましょう

まえかわ

前川

はると

晴斗（南中1年）

作
ここね

心音（南中1年）

地産地消

あんどう

安藤

りひと

理人（南中1年）

記事ID 13732

0みどりの推進課 ☎56-0620

地産地消とは、地域で生産されたものを、その地域で消費
（食べる・利用する）
ということで、
「その地域で育まれ
た旬の農林水産物は栄養価が高く、
おいしい」
という考え方が基本にあります。

地産池消のいいところ
1 生産者と消費者の結びつきが強くなり、
「顔が見える関係」ができます。
2 地域の活性化につながります。
3 輸送にかかるエネルギーを節約
できます。
消費者は生産状況を確かめやすく、新鮮な
農林水産物を買うことができます。また、生産
者も消費者ニーズを把握することができます。
食べ物に対する理解が深まるとともに、旬の
美味しい農産物を味わえる良いこと尽くしの
地産地消。
ぜひ、地元の農産物を優先して購入したい
ですね。

市の取り組み
ま

な

伝統野菜である
「真菜」
の普及
主に餅菜として使われる
真菜。種子をみどりの推進課
窓口で配布しています。また、
学校給食にも提供しています。

農産物直売所
「あぐりん村」
の管理
あぐりん村で、その日の朝
に採れた地元産の新鮮な農産
物を購入することができます。
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会計年度任用職員制度 が始まります

0人事課 ☎56-0604

記事ID 10900

募

2020年4月1日から、嘱託員・臨時的任用職員制度は、会計年度任用職員制度に変わります。

集

会計年度任用職員とは
任期の定めがある非常勤の地方公務員
（一般職）
です。地方公務員法等が改正されたことに伴い、
これまでの嘱託員・
臨時的任用職員に代わり、2020年4月1日から新たに会計年度任用職員制度が始まります。

任用期間など
・1回の任用期間は、原則１会計年度
（4月〜3月）
です。ただし、一部の職で、1年未満の任用期間があります。
・条件付採用期間(いわゆる試用期間)は1か月です。
・採用は、原則、選考により決定します。
・勤務実績
（人事評価）
により、年度を超えて再度任用する場合があります
（2回まで）
。

報酬など
・報酬は、職種、学歴および職務経験に応じて決定します
（職種ごとに上限あり）
。
・1週間の勤務時間が15時間30分以上の場合、期末手当が支給されます。
（2020年度は年1.69月分、2021年度以降は
年2.6月分の予定）
・給与改定等により、報酬単価および期末手当月数が変更になる場合があります。
・通勤方法、通勤距離に応じて、正規職員に準じて通勤にかかる費用が支給されます。

勤務日数、勤務時間、休暇など
・勤務日数、勤務時間は、職種や所属により異なります。
・年次有給休暇のほか、忌引休暇などの特別休暇があります。

勤務場所
市役所本庁舎のほか、市内公共施設等

社会保険・公務災害など
・1週間の勤務時間により健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用があります。
・職種および所属により
「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例」
または
「労働者災害補償
保険」
のいずれかが適用されます。

服務規定
正規職員と同様に服務規定が適用され、それに反した場合は、懲戒処分の対象となります。ただし、パートタイム会計
年度任用職員は、服務規定のうち
「営利企業への従事等(兼業)の制限」
は受けませんが、兼業を行うことによって職務の
公正を確保できなくなるおそれがある等の場合は、認められないことがあります。

申込資格
地方公務員法第16条各号に該当する人は申し込むことができません。

2020年 4月任用

会計年度任用職員（パートタイム）を 募集します！
一般事務、保育士、保健師などの職種を募集しています。勤務条件、申込方法
など、詳しくは市HPをご覧ください。
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スポーツイベント

0杁ケ池体育館 ☎63-1000

スポーツ推進委員と長久手市役所周辺を1時間
程度かけて歩きます。

11月12日
（日）
7：00集合
※雨天の場合は中止
2長久手市役所 第2駐車場

歩けあるけ運動は、市民の健康づくりを目的として
実施してきました。現在では、
ウォーキングも一般的と
なり初期の目的は達成できたと判断し、3月で終了さ
せていただきます。

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

11、18日

ファミリーバドミントン

西 小 学 校

18日

ビーチボールバレー

東 小 学 校

11、18、25日

ビーチボールバレー

北 小 学 校

11、25日

ショートテニス、バドミントン

南 小 学 校

18日

ファミリーバドミントン、ミニテニス

市が洞小学校

25日

ビーチボールバレー

第17回長久手市・小中学生陸上教室

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。

11月12、19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
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）

11月22日(水)19：00〜21：00
1月26日(日)10：00〜12：00
51月5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）

0杁ケ池体育館 ☎63-1000

記事ID 12288

11月25日（土）9：45〜 受付 2長久手北中学校 ※小雨決行
3市内在住の小学4年生〜中学生 l無料（保険の加入なし）
かわぐち こう し ろう
G【講師】中京大学陸上部 長距離走コーチ 川口 孝志郎氏
51月12日（日）16：30までに杁ケ池体育館窓口またはFAX（63-7598)で申込。
K長久手市スポーツ協会陸上部主催

スポーツ講演会

0杁ケ池体育館 ☎63-1000
ゆ あさかげもと

スポーツ科学の第一人者、
中京大学 湯浅景元名誉教授をお招きし、
スポーツ講演会を開催します。
「スポーツよもやま話 〜スポーツライフ、スポーツコーチング、オリンピアン〜」
スポーツを生活の中に上手に取り入れる方法、スポーツを指導するときに役立つコーチングの
方法、
オリンピック出場選手
（オリンピアン）
にまつわる話題など、普段スポーツをしない人、
スポー
ツの指導者、
オリンピックを楽しみにしている人、
だれもが楽しめる内容です。

12月23日
（日・祝）
13：30〜15：30 (開場13：00) 2文化の家 森のホール
51月7日(火)から杁ケ池体育館で整理券配布(無くなり次第終了)
K豊明日進長久手東郷スポーツ推進委員連絡協議会主催

記事ID 13746

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

長久手小学校

愛知医科大学 運動療育センター プール開放

スポーツ

第522回 歩けあるけ運動
（スポーツ推進委員主催イベント）

記事ID 13740
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1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

元旦 1
13:30 いきいき倶楽部
（茜老人憩の家）w

0:00 恵比須天・大黒天公開 z
9:30 お正月遊び u ^

10:30 大人のおはなし会 u
13:30 創作ワークショップ（1）y

5

7

6
10:30 成人式 x ^

6:00 左義長
z
6:30
7:00 第 522 回 歩けあるけ運動 o

10:00 幼児教室（下児）v
13:30 いきいき倶楽部
（蟹原集会所）w
13:30 災害時看護師等
ボランティア研修会 y ^
19:00 ごみの減量説明会 i

成人の日 13

12
8:30 新春ふれあいマラソン 折込 11:00 座☆ＮＡＧＡＫＵＴＥs
14:00

20
9:30 住宅借入金等特別控除
13:30 の確定申告相談会 k

9:00 マイナンバーカード等の
休日窓口 B
10:00 ごみの減量説明会 i
13:00 ままごとs
15:00

26

2019 年12 月1日

人口 現在（先月比）
59,338
29,432
29,906
24,261

＋26
＋15
＋11
＋8

月間異動数（11月）
転
入
転
出
出
生
死
亡
うち孤独死・孤立死※

219
200
45
38
1

交通事故（人）
死 亡
重 傷
軽 傷

広報ながくて

11月 2019 年 前年同期
累計
1
2
0
1
6
13
22 227 315

犯罪 発生状況（件）
11月 2019 年 前年同期
累計
刑法犯 32 331 319
うち侵入盗
2
16
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。
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10:00 いきいき倶楽部
（丁子田集会所）w
10:00 創作ワークショップ
（2）y
10:00 幼児教室（西児）v
11:00 音楽デリバリー（上児）v
14:00 スポーツボイス w
18:00 らくカフェ l
19:00 第 5 回初クラ講座 v ^

15
10:00 いきいき倶楽部
（老人憩の家「永和荘」）w
10:00 めりーらいん講座 y
10:00 幼児教室（青児、市児）v
10:00 絵画コンクール 作品展
【〜 26 日】r
13:30 いきいき倶楽部
（色金老人憩の家）w
19:00 ごみの減量説明会 i

21
9:30 住宅借入金等特別控除
13:30 の確定申告相談会 k
10:00 いきいき倶楽部
（老人憩の家「さつき荘」）w
13:30 創作ワークショップ（3）y
19:00 ごみの減量説明会 i

22
10:30 みんなあつまれ ! ! あそびの
ひろば t ^

28

29

1月 各種相談 （相談日以外もお気軽にお問い合わせください。）

統計情報
総人口
男 性
女 性
世帯数

27

8

14
10:00 いきいき倶楽部
（長湫八分会集会所）w
10:00 幼児教室（下児）v
13:30 いきいき
ライフパーティー w
18:00 ままごと 学生向け
ワークショップs -

19

10:00 いきいき倶楽部
（睦老人憩の家）w
10:00 図書修理ボランティア
養成講座【全 3 回】y ^
10:00 幼児教室（青児、西児、市児）v
13:30 いきいきライフパーティー w
14:00 いきいき倶楽部
（上川原集会所）w

2020 年 1 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

談

予行 政 書 士 相 談
（予約は3日前までに）

と き

14 日（火）

13:30-16:30

16 日（木）

9:00-12:00

13:00-16:00
8 日（水）
16 日
（木）
、
28 日
（火） 13:30-16:30
9日
（木）
、
23 日
（木） 13:00-16:00

毎週月・火・水・金曜日
消 費 生 活 相 談 ※1 日（水）・3 日（金）13 日（月・祝）・
31 日（金）はお休みです
人

権

年

金

予 生活困窮者相談

市役所西庁舎 2 階 悩みごと相談室

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

16 日（木）

13:30-16:30

17 日（金）

10:00-16:00
（12:00-13:00 除く）

火〜土(2、3、4、14日は除く)

と こ ろ
市役所本庁舎 2 階 打合せ室1

9:00-16:00

ボ ラ ン テ ィ ア 毎週水曜（1、29日除く） 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

土

2

3

10:00 いきいき倶楽部
（長配三丁目集会所）w
10:00 シネマの楽しみ
r
14:00
10:30 親子で遊ぼう教室
【全 3 回】t ^
14:00 ラジオ体操交流会 y ^

10:00 いきいき倶楽部
（老人憩の家「椿荘」
岩 7 地区）w
10:00 幼児教室（南児）v
10:00 ボランティア講座
【全 6 回】y ^
10:00 スマホ講座【全 4 回】s ^
13:30 いきいき倶楽部
（市が洞小校区
共生ステーション）w
19:00 第 5 回長久手市スポーツ
推進計画市民部会 z ^

9

4
10:00 鏡開き u ^
10:00 シネマで逢いましょうv
^
14:00
10:30 おはなし会 u
13:30 地域ブランディング
シンポジウムx
14:00 あのドクターに あのお話しを E

10
10:00 いきいき倶楽部
（楓老人憩の家）w
19:00 ごみの減量説明会 i

9:30 骨密度測定会 y ^
10:00 いきいき倶楽部
（長久手ニュータウン
集会所）w
10:00 ボラ活 z
11:00 乳幼児向けおはなし会 u
20:00 ふらっとクインテット r

16
9:45 図書館を
利用してみよう！x
10:00 いきいき倶楽部
（丸山住宅集会所）w
14:00 講演会「理解の数だけ
笑顔が生まれる」z ^

23
10:00 いきいき倶楽部
（段ノ上集会場）w
10:30 給食センター見学
試食会 x ^
19:00 第 6 回初クラ講座 v ^

2月の主なイベント

17
10:00 いきいき倶楽部
（蟹原シーズンズ）w
10:00 いきいき倶楽部
（老人憩の家「椿荘」
岩 6 地区）w
10:00 幼児教室（上児、南児）v
13:00 なないろカフェバンバン l
13:30 あかつきの会 w
13:30 シルバー人材センター
入会説明会 v

24

11
9:30 ネイチャー探検隊 v
10:00 まちセンカフェx
10:00 古戦場公園再整備事業
市民ワークショップy
11:00 ブックスタートのおはなし会 u
12:00 ガレリアコンサート r
14:00 おはなし会 u
14:00 長久手ふるさとかるた大会 x
14:00 喫茶オレンジ l
15:00 乳幼児向けおはなし会 u

18

9:45 小中学生陸上教室 o
10:00 環境基本計画
ワークショップ④ x ^
10:00 絵画コンクール 表彰式 r
10:00 豆腐作りを体験しようu ^
10:30 英語のおはなし会 u
11:00 きららの里 l
13:30 クッキング v
17:00 ままごとs
19:00

25

10:00 ぴょんぴょん v
10:00 リズムあそび・ぴょん
ぴょん u
10:40 スポーツボイスw
19:00 ごみの減量説明会 i

31

30

1日(土)
10:00 訓練生実習作品の販売 z
10:00 味噌作り体験 y
10:00 サイエンスフェスティバル z
13:30 炭の装飾品を作ろうt
13:30 古戦場公園再整備事業
市民報告会 y
14:00 劇団前進座 歌舞伎講座
s
18:30
2日(日)
10:00 マリンバ作りt
14:00 劇団前進座 立廻り体験 s
4日(火)
13:30 映画で生活支援サポーターに
ついて考えようz
5日(水)
10:00リズムあそび・ぴょんぴょん u
6日(木)
13:30 剪定講習会 v
14:00 午后の佇み r 7日(金)
13:30 もっとパソコンを楽しもうw
8日(土)
14:00 劇王 2020
r18:30
14:00 愛知県立大学講座【全 2 回】z
9日(日)
10:00 月釜茶会 C 4
13:30 まち活パーティー x
15:00 劇王 2020 決勝戦 r 10 日 ( 月 )
13:30ＨＡＰＰＹヨガ講座 y
11 日 ( 火・祝 )
11:30 うたのたね
w^
14:00
13:00 8市町合同就職ガイダンスx
17:00
14 日 ( 金 )
10:00リズムあそび・ぴょんぴょん u
19:00 JAZZ 長久手 w ^
15 日 ( 土 )
10:00 味噌作りt
10:00 おもしろパンを作ろう！u
14:00 市合唱団定期演奏会 v ^
16 日 ( 日 )
10:00 ひな人形作りt
22 日 ( 土 )
10:00 竹林整備 t
14:00 ながくて寄席 r 17:30 金星と冬の星座を楽しもうt
23 日 ( 日・祝 )
10:00 書道・さし絵講習会 t
13:30 スポーツ講演会 o
28 日 ( 金 )
13:30 シルバー人材センター
入会説明会v
29 日 ( 土 )
14:00 前進座創作歌舞伎 w ^

※ …1〜3 日、13 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
23 日
（木）
10 日
（金）

24 日
（金）

と こ ろ
13:30-16:30

市役所本庁舎1階 相談スペース

10:00-15:30

市役所西庁舎 2 階 第 7 会議室
市役所北庁舎 2 階 第 5 会議室

予発 達 相 談 9日
（木）
、
16 日
（木） 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） 9 日
（木）
、
14 日
（火） 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

31 日（金）

14:00-16:00

税務相談（事業者対象）

21 日（火）

10:00-16:00

16 日（木）

10:00-12:00

金融相談（事業用資金）
予職 業 適 性 検 査
＆就職相談

21 日（火）

10:00-12:00

問 合 先

尾張東部権利擁護支援センター
（0561-75-5008)
子ども家庭課（56-0633）

市役所本庁舎 2 階 子ども家庭課

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）

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 打ち合わせ室1

たつせがある課
(56-0641)

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
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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

1月 11日
（土）
1月 18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

創造スタッフ企画
「創奏」

記事ID 13724

背景の違う楽器の不思議なアンサンブルによって、
りょうとく じ けいすけ

創造スタッフ了徳寺佳祐をはじめ、若手作曲家たちの
新作を演奏します。現代を生きる音楽家が織り成す音
をぜひご堪能ください。

13月7日(土)17:00開場 17：30開演
2 森のホール
あ なんせい や
G【出演】了徳寺佳祐（作曲）、阿南聖也（作曲）、
かわうち

ご とう なる み

文化の家 施設利用抽選会
◆ 8日
（水） ホール【森、風】 2021年
◆ 15日
（水） その他の施設
2020年

1月分
7月分

1受付時間9:30〜10:00 抽選会10：00〜
2光のホール
記事ID 13715
ガレリアコンサート
ニューセンチュリーコーラスNagakute

2月15日
（土）
に森のホールで行われる第22回定期
演奏会のプレイベントです。

11月18日(土)12：00開演
2アトリウム
G【出演】ニューセンチュリーコーラスNagakute
やまもとたかひで

の

の やま まさ こ

山本高栄
（指揮）
、野々山雅子
（ピアノ）

l 無料

こ

後藤成美
（作曲）
、川内まり子
（マリンバ）
、
き むら たかひろ

おおさき な な

木村宇大
（和太鼓）
、大崎奈々
（ピアノ）

l【前売】一般2,000円、学生1,500円
【当日】一般2,500円、学生2,000円
※全席自由

※未就学児入場不可

ふらっとクインテットINラウンジ

記事ID 10479

平日の夜、ふらっと立ち寄れるコンサート。仕事が早
く終わったら、少し時間に余裕があったら、たまたま立
ち寄ったら…お気軽にお越しください。コーヒー、
ドー
ナツの販売もございます！

1 1月16日
（木）
20：00開演
2 情報ラウンジ
ひら みつしん や
やま ざき
G【出演】平光真彌（ヴァイオリン）、山崎えりか（ヴァイ
しんたに うた

お の だ よう こ

オリン）
、新谷歌
（ヴィオラ）
、小野田遥子
（チェロ）
、
さかい とし あき

酒井敬彰
（コントラバス）

絵画コンクール一般の部
受賞・入選作品展

記事ID 13773

絵画コンクール一般の部の応募作品の中から、審査
会で選ばれた受賞・入選作品を展示いたします。

11月22日
（水）
〜26日
（日）

10:00〜19:00（26日は17:00まで）

2 展示室

受賞者表彰式

11月25日(土）
10:00〜
2 展示室
l 無料

広報ながくて 2020 年 1 月号

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」
。1月からは
「バック・トゥ・ザ・フューチャー」
をシリー
ズでお届けします。

1 1月9日
（木）
10:00／14:00
(上映の30分前に受付、開場)

2 光のホール
G「バック・トゥ・ザ・フューチャー」
（1985年・116分）
l 無料 ※全席自由
3各回80人

記事ID 13636
創作歌舞伎「牛若丸」関連企画
劇団前進座によるプレミアムワークショップ

①歌舞伎講座『歌舞伎のいろは』

歌舞伎の歴史や前進座のこと、
『 牛若丸』のことまで
知ることができる、盛りだくさんの２時間です。

②小学生向け立廻り体験『歌舞伎ことはじめ』

歌舞伎の見得や立廻り、実演を交えながら紹介します。
歌舞伎を観る前に、
身近に体験してみよう！

1①2月１日
（土）14:00／18:30（各2時間）

②2月2日（日）14:00（1時間30分）

2ともに市役所西庁舎3階研修室
はや せ えい の じょう
G【講師】早瀬栄之丞（前進座）ほか
l ①200円（2月29日の公演チケットをお持ちの人は
無料） ②500円

3①中学生以上 50人 ②小学生 40人
5ともに1月7日（火）から文化の家受付で申込。翌日
から電話申込可。

ワーテルロー音楽祭

記事ID 13755

姉妹都市提携を結ぶベルギーのワーテルロー市の
音楽祭より、4人の奏者が来日 ！ 地元アーティストとの
コラボレーションも予定しています。国際交流フェスタ
と併せてお楽しみください。

1 3月8日
（日）

【第一部】11:30開演
プレリュード・コンサート
【第二部】14:30開演
メイン・コンサート

2 森のホール
かん だ のぞ み
G【出演】神田望美（フルート）、ダニエル・ルービンシュ
タイン
（ヴィオラ）、アレクサンドル・ドミトリエフ
（チェロ）、
ダリア・ウジエル
（ピアノ）
ほか
いし かわたかのり

ほそかわきょうこ

【ゲスト】石川貴憲
（サクソフォン）
、細川杏子
（フルート）

l【各回】一般1,000円、子ども（中学生以下）500円
【セット券】
フレンズ会員
（前売のみ）
1,300円、
一般1,500円
※全席自由

※未就学児入場不可

※セット券は文化の家のみ取り扱い

長久手市劇団 座☆NAGAKUTE
記事ID 8052
朗読イベント

9月の福祉まつりで満員御礼だった朗読劇が再び！
好評につき、別の本を追加でもうひとつ朗読します。
小さいお子さんからお年寄りまで楽しめるイベント
です。

11月19日(日)
①10:45開場 11：00開演
②13:45開場 14：00開演

※どちらも約30分の公演です。
2 光のホール

G【出演】長久手市劇団 座☆NAGAKUTE
l 無料 ※全席自由
3各回80人

文化の家発売中の公演
1/11（土）おだやかな革命
1/25（土）、
26（日）ままごと
「ツアー」
「タワー」
2/6（木）午后の佇み
2/8（土）、
9（日）劇王2020
〜人生を変える20分〜
2/11（火・祝）うたのたね
〜おんがくのはじまり〜
2/14（金）JAZZ長久手
2/15（土）ニューセンチュリーコーラスNagakute
第22回定期演奏会
2/22（土）林家三平落語会
「牛若丸」
2/29（土）前進座 創作歌舞伎
3/21（土）、
22（日）座☆NAGAKUTE
「アトムへの伝言」

● 食に関するイベントについて

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。

「平成こども塾一般（抽選）プログラム」については、次月号から子育て支
援アプリ、市HPでお知らせします。
（紙面掲載終了）
アプリの詳細については2020年2月号に掲載予定です。

平成こども塾2月の一般プログラム

記事ID 4554

0平成こども塾 ☎64-0045

3 小・中学生（小学 1 〜 3 年生については、保護者のサポートをお願いします。）
5 1月7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
炭の
装飾品を
作ろう

と

き

費

用

内

容

2月1日（土）
缶の中に松かさやハスの実などを入れて炭で装飾品を作る体験をしてみよう。
200円 企画：平成こども塾サポート隊 自然班 講師：炭焼き紅蓮隊 定員：20人
13:15〜受付
F作業しやすい服装、軍手、帽子、かぶせ蓋のある缶（のり缶・お茶缶等）
13:30〜15:30

マリンバ
作り

2月2日（日）
木管打楽器のマリンバを作ろう。
:
企画：平成こども塾サポート隊 創作班 定員：15人
300円
9 45〜受付
F作業しやすい服装（長袖・長ズボン）
10:00〜12:00

ひな人形
作り

2月16日（日）
低学年向けのプログラムです。終了時刻が変わることがあります。
300円
9:45〜受付
企画：平成こども塾サポート隊 創作班 定員：25人
10:00〜12:00
Fなし

竹林整備

2月22日（土）
9:45〜受付
10:00〜12:00

日本の伝統文化、女の子の節句のひな人形を作ろう。

無料

2月22日（土）
金星と
冬の星座を 17:15〜受付
200円
楽しもう
17:30〜20:30
書道・
さし絵
講習会

2月23日（日・祝）
300円
9:45〜受付
10:00〜12:00

長久手の里山を守るために竹林整備をしよう。大人だけの参加も可能です。
企画：平成こども塾サポート隊 自然班 定員：小学5年以上10人
F作業しやすい服装、軍手、長靴、帽子
今年の冬は、明るい一等星に加えて金星も宵の明星として見頃です。星座を探したり、望
遠鏡で金星などを楽しみましょう。雨天、曇天時は、この先見られる星座を紹介します。
企画：平成こども塾サポート隊 自然班
たか ば

みゆき

講師：名古屋市科学館 髙羽 幸先生
F懐中電灯、星座早見盤（あれば）

定員：30人
（保護者含む）

書道・さし絵講習会員と一緒に学びます。
企画：平成こども塾サポート隊 創作班 定員：10人
F習字道具(ある人は)

平成こども塾2月の抽選プログラム

記事ID 4554

0平成こども塾 ☎64-0045

3 小・中学生（小学 1 〜 3 年生については、保護者のサポートをお願いします。）
5126円の往復はがきでこども塾あてに申込。1月6日（月）までの消印有効。家族単位で申込。グループ・代理申込不可。

抽選結果は1月18 日
（土）
までに返信はがきで連絡します。
【あて先】〒480-1311長久手市福井1590-50 平成こども塾
【記入項目】①プログラム名 ②参加されるお子さんの名前・学校名・学年 ③連絡先（携帯番号）
④情報は何から得たか（学校・たより・広報・メール・その他） ⑤参加される大人の人数
※返信欄に住所・氏名をお書きください。
タイトル
味噌作り

と

き

費

用

2月15日（土）
500円
9:45〜受付
10:00〜14:00

内

容

大豆やおからを材料にして味噌作りに挑戦しよう。熟成期間が必要なため、
味噌をお渡しするのは1年先で、
こども塾に取りに来ていただきます。
なお、未就学児参加不可。※こどもファーム会員も一緒に参加します。
企画：平成こども塾サポート隊 食と農班 定員：25人
（保護者を含む。）
F弁当、エプロン、バンダナ、マスク、タオル、防寒着

※水筒 ( お茶 ) 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して申込んでください。※暖かい服装でご参加ください。
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子育て支援センターの行事

リズムあそび・
ぴょんぴょん
記事ID 12681

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
（北小学校区）
記事ID 8633

と

き

ところ

1月31日
（金）
10:00〜11:00

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

西児童館

不要

子 育 て

行事名

記事ID 1463

※下山・上郷を除く各児童館で学期に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。
2月5日
（水）
10:00〜11:00

福祉の家
市内在住の東小学校区の
機能回復訓練室
0歳から就園前の幼児と保護者
※駐車場あり

1月6日
（月）
10：00〜申込。
電話申込可。先着20組。

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
2月14日
（金）
10:00〜11:00

文化の家
舞踊室
※駐車場あり

市内在住の北小学校区の
1月14日
（火）
10：00〜申込。
0歳から就園前の幼児と保護者 電話申込可。先着20組。

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

※申込が必要な講座については、必ず本人が申込をしてください。※子育て支援センターは、1月25日（土）9:00〜14:00は臨時休館です。

おもしろパンを作ろう！

児童館まつり こどもスタッフ募集

みらい子育てネットながくて主催

0子ども未来課 ☎56-0616

0みらい子育てネットながくて ☎62-1712

記事ID 11764

1 2 月15日（土）10:00〜13:00
2 青少年児童センター2階 創作活動室
3 長久手市在住の小学生15人（先着）
F エプロン、バンダナ、ハンカチ、飲み物（お茶）、ふきん、
マスク
5 1月14日(火)〜31日(金)9：00〜16：00に青少年児童
センター設置申込書に必要事項を記入。

中央図書館 おはなし会
行事名

記事ID 13696

日

記事ID ５１９６

5月16日(土)開催予定の
「2020児童館まつり」
に向け
て、企画や準備、当日の運営を行うこどもスタッフを募集
します。打ち合わせは2月から5月まで全6回です。詳しく
は、
「児童館だより特別号」
をご覧ください。

3 市内在住・在学の小〜高校生で、打ち合わせに参加でき、
児童館まつり当日に運営スタッフとして参加できる人。
5 1月6日(月)から20日(月)までに参加を希望する児童館に
直接申込。
（北児童館に参加する人は下山児童館で申込。）

0中央図書館 ☎63-8006
2中央図書館２階 ＡＶルーム

時

対

象

ブックスタートのおはなし会

18日
（土）
11：0０〜11：30

満2歳1か月までの子とその保護者（参加初めての子のみ）

乳幼児向けおはなし会

16日
（木）
11：
００〜11：30
◎育児相談：保健師

乳幼児とその保護者

18日
（土）
15：
００〜15：30
おはなし会
英語のおはなし会
大人のおはなし会
（読書会）

11日
（土）
10：3０〜11：30
18日
（土）
14：0０〜14：30
25日
（土）
10：3０〜11：30
7日
（火）
10：3０〜11：30

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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児童館の行事

今月のあそびは「ラップでバランスとってみよう！」

記事ID １0918

子 育 て

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
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

右の開始日から
１週間程度
3小学生各館20人

11日
（土)〜

18日
（土)〜

11日
（土)〜

25日
（土)〜

11日
（土)〜

11日
（土)〜

幼児教室

8日
（水)◎
22日
（水)

14日
（火)
21日
（火)※

15日
（水)♪
24日
（金)◎

8日
（水)◎
15日
（水)※

10日
（金)
24日
（金)◎

8日
（水)
22日
（水)◎

行事名・対象時間
対象・定員
工作
「あーら
ふしぎ六角形」

シ ニ ア

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

ぴょんぴょん

ネイチャー探検隊

クッキング

（一般隊員先着10人募集）

G 米粉のチョコカップケーキ（材料に小麦粉を含みます）
5 1月11日（土）
16：00から青少年児童センターで受付。

25日
（土)

113:30〜15:30
3小学生15人

ニ

G 杁ケ池公園「冬の自然を観察しよう」

18日
（土)

事前申込
19:30〜11:30

ア

の

広

前回参加した人が申し込んだ場合、キャンセル待ち。

大きい
文字

場

剪定講習会参加者募集

シルバー人材センター入会（仕事）説明会

1 2月6日
（木）
13：30〜16：00

1 1月24日、
2月28日、
3月27日
（金）

0シルバー人材センター ☎ 62-9100

※雨天2月14日
（金）
9:30〜12:00
2 高齢者生きがいセンター2階 会議室および市内実施講習現場
3 市内在住の 60 歳以上の人 10 人 ( 先着 )
G 初心者向け 一般的な植木手入れ
5 1月14 日（火）から 31 日（金）までに窓口、電話または
FAX（62-9100）
で申込
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♪：音楽デリバリー

31日
（金)

110:00〜11:00
3親子20組

シ

◎育児相談：保健師

広報ながくて 2020 年 1 月号

0シルバー人材センター ☎ 62-9100

13：30〜15：00
2 高齢者生きがいセンター2階 会議室
3 市内在住の６０歳以上の働く意欲のある人
K この説明会を受けた人のみ会員登録可

地域いきいきライフ推進事業 シルバー人材センターパソコン講座
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。
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」
をご体験ください。

もっとパソコンを楽しもう
〜パソコンとインターネット入門編〜
0シルバー人材センター ☎ 62-9100

パソコン入門・初心者向け内容です。パソコンの基本
操作、
インターネットや音楽を楽しみながら学びましょう。

1 2月7日〜3月13日
（金）
全６回 13：30〜15：30
※2月28日のみ9：30〜11：30

2 高齢者生きがいセンター2階 会議室
3 市内在住の 60 歳以上の人 20 人 ( 先着 )
L 3,000 円（教材費、設備費等含む）
F パソコン（Windows8、
10）
5 1月14 日（火）からシルバー人材センターに申込

11月8日
（水）
13:30〜15:00
2市役所西庁舎3階 研修室

11月21日
（火）
13:30〜15:00
2福祉の家2階 集会室
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、腹式呼吸で声が出やすくなりますよ！

※原則、受講料の返金は行いません。

いきいき倶楽部
0長寿課 ☎ 56-0639

11月15日
（水）
14：00〜15：30
2福祉の家2階 研修室

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（1月はちりめん根付け
などを行います。
づくり、●の日）
、運動
（ の日）

11月31日
（金）
10：40〜12：00
2福祉の家2階 研修室

日にち

「あかつきの会」〜認知症家族交流会〜
0社会福祉協議会 ☎ 62-4700

記事ID 3391

長寿課 ☎ 56-0639

11月24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

シ ニ ア

0長寿課 ☎ 56-0639

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？

時

間

場

所

1月6日(月)

13：30〜15：00 茜老人憩の家

1月8日(水)

14:00〜15:30 上川原集会所

1月9日(木)

10:00〜11:30 長配三丁目集会所

1月10日(金)

10:00〜11:30

1月8日(水) ● 10：00〜12：00 睦老人憩の家

1月10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

1月14日(火)

13：30〜15：00 蟹原集会所

1月16日(木)

10：00〜11：30 長久手ニュータウン集会所

1月15日(水) ● 10:00〜12:00 丁子田集会所

福祉の家の施設情報
0福祉の家 ☎ 64-6500

1月17日(金) ● 10：00〜11：30 楓老人憩の家
記事ID 3403

●歩行浴インストラクターの来所日時
（参加自由）

1月21日(火) ● 10：00〜12：00 長湫八分会集会所
1月22日(水)

10:00〜11:30 老人憩の家「永和荘」

1月17日(金)10:00〜11:30

1月22日(水) ● 13:30〜15:30 色金老人憩の家

1月9日、23日(木)10:00〜11:30

●歩行浴室・福祉浴室の利用休止時間帯

1月23日(木)

10：00〜11：30 丸山住宅集会所

1月24日(金)

10：00〜11：30 蟹原シーズンズ

●歩行浴室の利用休止時間帯

1月24日(金) ● 10:00〜12:00

●温泉スタンドの休止日

1月28日(火) ● 10:00〜12:00 老人憩の家「さつき荘」

1月8日、15日、22日、29日(水)10:00〜12:30
1月6日(月)

老人憩の家「椿荘」
岩 6 地区

1月30日(木) ● 10:00〜12:00 段ノ上集会場
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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

８市町合同就職ガイダンス

申

0たつせがある課 ☎ 56-0641

0市観光交流協会 ☎ 62-6770

記事ID 8513

12月11日
（火・祝）

中途求職者 17：00〜19：00

まちセンカフェ
（交流サロン）

2ウィンクあいち8階 展示場フロア
G本市をはじめ、周辺市町の地元企業

0たつせがある課 ☎ 56-0602

す。企業ブース以外にも、愛知県労働

記事ID 10126

11月18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「誰でも楽しめる♪フラメンコ体験」
フラメンコはみなさんが思っているほ

記事ID 13731

2000年に市商工会が募集した詠み句

新卒・第2新卒 13：00〜17：00

くらし環境

長久手ふるさとかるた大会

全１０1社が集まる就職ガイダンスで
協会によるセミナーや、
キャリアコンサ
ルタントによる相談コーナーも予定。

K2021年３月に大学等を卒業予定の学
生、卒業後３年以内の既卒者、49歳以
下の中途求職者

ど難しくありません。おうちでも、座った

を
（一社）
長久手市観光交流協会が引継
ぎ、現代浮世絵で表現した
「長久手ふる
さとかるた」
。
かるた遊びをしながら、長久手の風景
を多くの子ども達に伝えたり、家族で昔
話を楽しんだりして、長久手のことを語り
合うことを目的に、長久手ふるさとかるた
大会を開催します。
主催:
（一社）
長久手市観光交流協会

1１月18日
（土）
14:00〜
2イオンモール長久手４階 イオンホール
5１月10日（金）までに観光交流協会事
務局に電話で申込。

ままでも楽しめるフラメンコを体験して
みませんか？体の不調を改善したり、子
どもの発達にも好影響があるというフラ

外国人の人へ
図書館を利用してみよう！
申

メンコを、気軽に、身近に取り入れて、よ
り輝く毎日を過ごしましょう！パフォーマ

0国際交流協会（たつせがある課内）

ンス披露、解説、体験など盛りだくさん

☎

です！
ゲスト：フラメンコユニット パロマブ
こ ばやしまさ お

おお うら あけ み

ランカ
（小林正雄＆大浦明美）

申

まち活パーティーへのお誘い

0たつせがある課 ☎ 56-0602
記事ID 9446

1２月９日
（日）
13：30〜17：00
2まちづくりセンター
G市民活動交流会♪

記事ID 13516

地域ブランディング
シンポジウム

中央図書館で司書から図書館の利用

0たつせがある課 ☎ 56-0641

記事ID 11911

本市では、2017年度からまちの魅力
を高めようと、愛知県の補助金を活用し
て
「地域ブランディング事業」
に取り組ん
でいます。
このたび、
これまでの総括を行い、成果

の方法、館内の案内、本の貸し出しルー
ルの説明を受けたあとに利用カードを
作って、本を借りる体験をします。

1１月23日
（木）
9：45〜11：40
2西小校区共生ステーション 集合
35人（先着）
F住所・氏名・生年月日が確認できるも
の（運転免許証、健康保険証、学生証

市民活動をこれから始める人、始めた

や課題を明確にするとともに、今後の方

ばかりの人が、すでに活動している人と

向性について話し合う地域ブランディン

51月6日（月）から16日（木）までに国際

気軽におしゃべりできるパーティーです。

グシンポジウム〜暮らすまちから 楽し

交流協会事務局へ電話またはメール

日頃の活動を超えて、
「 知り合い・つなが

むまちへ〜を開催します。

る・広がる」
仲間づくりをしましょう。

この機会に
「長久手らしさ」
や
「長久手

5２月６日（木）までにまちづくりセンター

ならでは」
のモノ、
コトなどを見つめなお

窓口またはFAX
（61-6800）
、QRコー

すことで、
これまで気付かなかった日常の

ドで申込。名前、連絡先、所属団体
（あ

楽しみ方について考えてみませんか？

れば）
を明記。

講師：井澤 知旦 氏
（名古屋学院大学現代

い ざわ とも かず

社会学部教授）

1１月11日
（土）
13：30〜15：30
2イオンモール長久手４階 イオンホール
G基調講演、パネルディスカッション
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など）

（nia@nagakute.aichi.jp）
で申込。

古戦場公園再整備事業
市民ワークショップH
申

申

記事ID 9592

定です。現在、市民のみなさんが主体と
なって、古戦場公園で活動する市民主体
の組織の設立に向けて取り組んでいま
す。このことを目的に市民ワークショップ
の8回目を開催します。

11月18日
（土）
10:00〜12：00
2市役所西庁舎３階公民館 研修室
G11月30日に実施したイベントの振り
返りと2月のイベントについて話し合
おう！

51月15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。

古戦場公園再整備事業
市民報告会
0生涯学習課 ☎ 56-0627

おいしい手作り味噌を一緒に作りませ
んか。

12月１日
（土）
10:00〜12:00
2旧集出荷選果場（前熊前山地内）
3市内在住の家族6組（１家族3人まで）

でのイベント等の活動を広く市民に知っ
ラジオＤＪであり、戦国時代にも詳しい
クリス・グレンさんの講演も行います。

12月1日
（土）
13:30〜15：30
2イオンモール長久手4階 イオンホール
G⑴古戦場公園での活動を市民から発
信しよう！
⑵クリス・グレンさんの講演会

ことなく自らが思うがまま、自由に筆を

G人数に関わらず、1組につき１つ（6ｋｇ）
の味噌。参加者は、事前に配布する大
豆を煮て、体験当日に持参。

l１組3,500円（当日集金）
51月6日（月）から15日（水）までに、市

新感覚の書を体験し、節分を描いてみま
せんか ？

11月7日
（火）
13:30〜15:00

HPにある申込用紙をみどりの推進課窓
口、FAX（63-2100）
または郵送（消印
有効）で提出。当選者のみ案内を送付。

健康・福祉
申

（２）
ハーブティ講座①

HAPPYヨガ講座

ハーブマイスターがあなたの心と体に

0健康推進課 ☎ 63-3300
記事ID 8803

姿勢を整えて若々しく！みんなで楽し
くヨガを学びませんか。

12月10日(月)13：30〜15：00
（受付13：15〜）

2保健センター3階 会議室
G講師：ピラティスインストラクター
さ

さ き

ち ひろ

佐々木千紘 氏

330人（先着）
Fタオル、水分、動きやすい格好
51月7日（火）9：00〜2月7日（金）まで
に健康推進課窓口または電話で申込。

運動もできちゃう
創作ワークショップ

物忘れ、認知、アルツハイマー予防の
ハーブティをおすすめします。

11月15日
（水）
10:00〜11:30

（３）
ハーブティ講座②
花粉症＆風邪、インフルエンザ対策の
ハーブティをおすすめします。

11月28日
（火）
13：30〜15：00

めりーらいん講座
「認知症に関するお話」
申

記事ID 13679

0㈱長久手温泉 ☎ 64-3511

記事ID 13268

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

2福祉の家2階 研修室
315人（先着）
l 500円

て持ち帰れます。
（1日2杯で7日分）

0尾張旭市立図書館 ☎ 54-5544

申

めのワークショップです。

合ったハーブをおすすめします。試飲をし

11月22日(水)10:00〜11:00
2尾張旭市立図書館2階 視聴覚室
350人（先着）
G認知症についての講義、認知症に関す
るおすすめ本の紹介
講師：愛知医科大学看護学部臨床実践
看護学教授

いずみ まさ ゆき

泉 雅之先生

51月8日(水)から尾張旭市立図書館窓
口または電話で申込。

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

てもらうため、
報告会を開催します。また、

書き方や文字の書き順にとらわれる
走らせ、自分の世界観を楽しく表現する

（抽選）

記事ID 13801

今までのワークショップや古戦場公園

（1）
己書で節分を描いてみましょう

イベント

本市では、古戦場公園を再整備する予

コードで申込

0みどりの推進課 ☎ 56-0620

0生涯学習課 ☎ 56-0627

記事ID 13699

5（株）長久手温泉に電話または下記QR

味噌作り体験
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「ボラ活」ボランティアカフェ
0市社会福祉協議会 ボランティアセンター

イベント

☎

61-3434

第７回ながくてサイエンス
フェスティバル

左義長
0生涯学習課 ☎ 56-0627
記事ID 6595

ボランティアを始めたい！興味がある！
一緒に活動する仲間がほしい！私たちの
活動を知ってほしい！など、
ボランティア
活動について話したいあなたをお待ちし
ています。

11月16日(木)10：00〜11：30
2まちづくりセンター 1階
3市内在住・在勤・在学の人

映画で生活支援サポーター
について考えよう
申

0社会福祉協議会 ☎ 62-4700
長寿課 ☎

文化・スポーツ
くらし環境

56-0639

記事ID 13369

生活支援サポーターとして活動してい
る人、登録はしたけれどもまだ活動がで
きていない人、生活支援サポーターとは

左義長は、
青竹を立てて火をつけ、
古い
お札や正月飾りを燃やす行事で、
「どんど
焼き」
とも呼ばれています。今年も地元の
有志のみなさんによって行われます。
左義長では、書き初めを竹の先に付け
て、炎の中に入れたとき、高く舞い上がる
ほど字が上達すると言われています。ま
た、
この火で焼いたおもちを食べると、病
気にならないとも言われています。

1⑴1月12日
（日）
6：30ごろ

⑵１月12日
（日）
6：00ごろ

2⑴岩作壁ノ本御嶽神社下の高根橋付

裕があれば、当日参加可。

申

愛知県立大学連携講座

0生涯学習課 ☎ 56-0627
記事ID 13700
だ ざい おさむ

「太宰 治の文学世界−時代とともに
あった太宰作品を読み解く−」
と題し、1回
目は
「走れメロス」
、2回目は
「人間失格」
を
取り上げます。

12月8日・22日
（土）
14：00〜15：30

2市役所西庁舎3階 公民館研修室
3市内在住・在勤・在学の18歳以上の人
30人
（先着）
※1月15日
（水）
時点で定
員に満たない場合、
市外の人も申込可。
わか まつ しん や

講師：愛知県立大学准教授 若松伸哉氏

l600円（初回集金）
F筆記用具
51月7日（火）9：00から生涯学習課窓口
または電話で申込。
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12月1日
（土）
10:00〜13:00
2文化の家
3主に小中学生（大人も歓迎）
小学1〜3年の児童はできるだけ保護
者同伴でお願いします。

K主催：科学の祭典実行委員会

施)

援サポーター登録希望者

会福祉協議会に電話で申込。席に余

しよう。

K環境保全のため、プラスチックやビ

ん。駐車場なし。

けにバナナかよ」
、交流会
（30分程度）

て科 学 のおもしろさ、不 思 議さを体 験

ボーイスカウト長久手第１団による実

スの飾りなどは燃やすことができませ

5１月31日（金）までに長寿課または社

ク。手 、目、耳など五 感をフルに活 用し

地 ( 雨 天 時は1月1 3日（月）に延 期 /

みなさんで集まって映画を見て生活支援

G登録説明会、映画上映会「こんな夜更

く遊べる実験や工作で、
ドキドキワクワ

志の会による実施)

サポーターについて語り合いませんか？

2文化の家 光のホール
3生活支援サポーター登録者、生活支

あつまれ！未来の科学者たち！
！楽し

⑵岩作長鶴グリーンロードの北側の農

ニール製の門松やしめ縄、陶器、ガラ

（受付 13:00〜）

記事ID 12416

近の河川敷(雨天決行/岩作左義長有

どのような活動をするのかを知りたい人、

12月4日
（火）
13：30〜16：30

0生涯学習課 ☎ 56-0627

「木造 恵比須天・大黒天 二像」
公開
0生涯学習課 ☎ 56-0627

記事ID 6703

市指定有形民俗文化財の「木造 恵比
須天・大黒天 二像」
が、石作神社で行われ
る初ゑびすで公開されます。

11月5日
（日）
0：00〜14：00
2石作神社

訓練生実習作品の校内販売
0県立名古屋高等技術専門校窯業校
☎

0561-21-6666

記事ID 12409

訓練生の実習成果として、実習作品
（や
きもの）
の校内販売を実施します。

1２月１日
（土）
10：00〜14：00
（※売切れ次第終了）

2愛知県立名古屋高等技術専門校
窯業校

募

集

0環境課 ☎ 56-0612

☎

56-0641

市民のみなさんに世界の文化を体験

本的事項並びに重要事項、環境調査等の

いただき、楽しくも理解を深め合える手

結果に関する事項などについて検討する

作りのイベントを企画しています。昨年

長久手市環境審議会の委員を募集します。

度の出演者・出展者を中心に、各国体験

募集人数 ２人

ブース、物販、飲食販売、出演者（団体）

任期 ４月から２年間

などイベントを盛り上げる仲間を募集し

報酬 １回7,300円（交通費、諸税などを

ます。

満の人（市職員、市議会議員、市の他
の付属機関の委員となってない人）

52月3日(月)から21日(金)までに環境
課または市HPにある応募用紙に小論
文
（テーマ
「長久手市の環境について
望むこと」
800字程度）
を添付し環境課

1３月８日
（日）
10：00〜15：30
2文化の家２階 全フロア
5申込用紙を１月31日（金）17：00まで
に国際交流協会事務局に郵送
（必着）

0杁ケ池体育館 ☎ 63-1000

0561-21-6666

記事ID 10882

2020年度の陶磁器科入校生を募集し
ます。
コース・定員

製造コース30人、デザイ

ンコース20人
期間 ４月から翌年３月まで
（入校日４月
７日
（火）
）
募集期間 １月６日
（月）
から２月14日
（金）
まで
選考日 ３月３日
（火）

（24講座）
程度。

51月6日(月)から20日(月)までに申込
書を生涯学習課窓口または郵送
（1月
17日(金)消印有効）
で提出。

K開講期間は6月1日(月)〜11月30日
(月)。講座は1回90分、4回までとし、
開講期間内の同じ曜日、同じ時間とし
ます。毎週でなくても構いません。

スポーツの推進のための事業の実施に
係る連絡調整等を行う非常勤職員です。

32020年4月1日時点、市内に居住する
満20歳以上70歳以下の人

G
採用人数
任期

21人以内

2020年4月1日〜2022年3月31日

活動内容

定例会
（月1回程度）
およびス

ポーツイベント等各種事業に参加、企
画運営など
報酬

年額9万円

51月26日（日）16:30までに、申込書と

２０２０年国勢調査の調査員を募集して
います。
任期 2020年8月下旬〜10月初旬
（約2か月間の予定）
※任命期間は前後する場合があります。
報酬 1調査区で4万円程度、2調査区で
7万円程度
※担当する世帯数等より変動。

3原則20歳以上で統計調査に興味があ
る人

5情報課に電話またはメールで問い合
わせ。
仕事内容などの詳細は市HPをご覧く
ださい。

小論文
（テーマ
「長久手市のスポーツ推
進のために自分ができること」
800字
以内）
を杁ケ池体育館窓口または郵送
で提出

K審査後、応募者全員に結果を文書で
通知。

湾港・物流業界で活躍する人材を育成するための職業訓練の一つとして、
クレーン運転科受講生を募集します。
0ポリテクセンター名古屋港 052-381-2775 記事ID12769

度

年

○

○

査

調

税

国

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

☎

3教える意欲のある18歳以上の人24人

記事ID 13756

記事ID 13751

0県立名古屋高等技術専門校窯業校

学習課窓口や市ＨＰで配布する募集要項
をご覧ください。

0情報課 ☎ 56-0601

提出。

名古屋窯業高等技術専門校
窯業校の訓練生

として参加してみませんか。詳しくは生涯

２０２０年国勢調査調査員

jp）
で提出。

スポーツ推進委員

書類(応募用紙および小論文)

みなさんの得意な分野を生かし、講師

またはメール
（nia@nagakute.aichi.

窓口、
メールまたは郵送
（消印有効）
で

K選考方法

記事ID 12392

集

記事ID 13727

市の環境の保全および創造に関する基

応募資格 市内在住の18歳以上75歳未

0生涯学習課 ☎ 56-0627

0国際交流協会（たつせがある課内）

記事ID 13747

含む）

ながくて･学び･アイ講座講師

募

長久手市環境審議会委員

国際交流フェスタ出演者・
ブース出展者
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しないように覆うか、固定してください。

お 知らせ

充電式電池の対象となるもの

くらし環境

お知らせ

愛知県最低賃金の改正

健康・福祉

ニカド電池、ニッケル水素電池、
リチウ

20歳になったら国民年金

ムイオン電池のうち、以下のリサイクル

0保険医療課 ☎ 56-0618

マークがあるもの

瀬戸年金事務所 ☎

0561-83-2412
記事ID 6517

0瀬戸労働基準監督署
☎

82-2103

年金は20歳から60歳までの人が加入

記事ID 9319

し、保険料を納める制度です。
年をとったときの老齢年金のほか、
障害

愛知県の最低賃金は、
2019年10月1日

年金（病気や事故で障害が残ったときに

から時間額926円に改正しました。愛知県
内の事業場で働く常用、臨時、パートなど
すべての労働者に適用されます。

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

受給）
や遺族年金（加入者が死亡した場

ジョグパトしませんか

合、その加入者により生計を維持されて

0安心安全課 ☎ 56-0611
記事ID 13728

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。

11月26日
（日） ９：００〜１２：４０
2市役所本庁舎１階 市民課
F【共通】通知カード、運転免許証など
の本人確認書類、住民基本台帳カード
(持っている場合のみ)

やウォーキング、ペットの散歩等をしなが
ら、防犯ボランティア活動をしませんか。
ので、自身のライフスタイルに合わせて
活動することができます。多くの人がジョ

【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

犯罪の予防につながります。

健康マイレージ抽選会
申込締め切り
0健康推進課 ☎ 63-3300

記事ID 11115

健康マイレージ事業は健康づくりへの

3市内で個人のライフスタイルに合わ

取り組みをポイント化し、50ポイント貯

せて、継続的に活動ができる１８歳以

まると県内のお店でサービス等が受けら

上の人。

れるMyCaがもらえるほか、市内協賛企

5申込書を安心安全課に提出。提出時

業からの賞品が当たる抽選に参加するこ

に、パトロールグッズ
（ベストとバンダ

とができます。抽選締め切りが1月14日

ナ）
をお渡しします。

(火)と近づいていますので、早めに申請

K1月19日(日)に開催する長久手新春
ふれあいマラソン大会にて、
ジョグパト
ブースを出展します。

ください。

3市内在住・在勤・在学の18歳以上の人
5健康推進課窓口またはHPでチャレンジ
シートを入手し、
ポイントを50ポイント

事件・事故 緊急事案は
110番
0愛知警察署 ☎ 39-0110

でお撮りします！

者納付猶予」
をご利用ください。

グパトを行うことで、
「 地域の目」
が増え、

【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)

が困難なときは
「学生納付特例」
や
「若年

みなさんが普段行っているジョギング

この活動は、個人で無理なく行う活動な
記事ID 13754

いた遺族が受給）があります。いま納付

貯める。達成後、健康推進課に提出。

K抽選会：2月4日（火）10：00
保健センター
当選賞品の引換は後日です。

記事ID 12376

エコハウスで充電式電池の
分別を始めます
0環境課 ☎ ５６-０６１２

記事ID １２４２

1月7日
（火）
からエコハウスで回収して

ための専用電話です。相談や問い合わせ

0市社会福祉協議会

等の緊急性のない通報は、事件や事故等
の対応に支障を及ぼす可能性がありま
す。緊急性のない通報は愛知警察署また

いる従来の廃乾電池の回収を、乾電池・

は下記までお問い合わせください。

ボタン電池と、充電式電池に分別します。

警察相談専用電話
（平日9：00〜17：00）

充電式電池は発熱・発火の恐れがありま
すので、絶縁テープで金属部分が露出
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事件・事故の発生時における緊急通報の

生活福祉資金制度
「教育支援資金」

1月10日は110番の日です。110番は

広報ながくて 2020 年 1 月号

052-953-9110

☎

62-4700

教育支援資金は、他の借り入れが困難
な低所得者世帯に対し、高等学校、大学ま
たは高等専門学校に就学するのに必要な
資金を貸付ける制度です。

申込から貸付決定まで2カ月程度要
しますので、お早めにご相談ください。

市政情報

令和2年度償却資産申告

総務大臣表彰受賞

0税務課 ☎ 56-0609

0市選挙管理委員会（行政課内）

農林業センサス

記事ID 8115

毎年1月1日に市内に償却資産を所有

0みどりの推進課 ☎ 56-0620
記事ID 6554

農林水産省は、
２月１日を基準日として
「２０２０年農林業センサス」
を実施します。
この調査は、今後の日本の農林業政策に

している法人または個人は、申告の必要
があります。申告書の法定提出期限は
1月31日
（金）
です。事務処理の都合上、
1月17日
（金）
までの提出にご協力くださ
い。なお、申告書が必要な人は、
ご連絡く
ださい。

る極めて大切な調査です。
１月中旬から
農林業を営んでいるみなさんのところに

厚生労働大臣感謝状受賞

調査員が訪問しますので、
ご理解とご協

0福祉課 ☎ 56-0553

力をお願いします。

長 久 手 市 明るい 選 挙 推 進 協 議 会 の

の ざき す

ま こ

野嵜スマ子委員が、選挙制度１３０周年に
おける選挙関係功労者表彰のうち総務
大臣表彰を受賞しました。
長久手市明るい選挙推進協議会は、公
正な選挙の実施や投票率向上などのた

役立てるために、
５年ごとに実施されてい

めに、選挙期間中や市内のイベントなど
で選挙啓発活動を行っています。

記事ID 13866

令和2・3年度入札
参加資格審査申請の受付
0行政課 ☎ 56-0605

56-0605

お知らせ

☎

記事ID 3273

読み聞かせボランティアとして活動さ
われ も こう

れている朗読の会 吾亦紅さんが永年に
わたるボランティア活動の功績によりボ
ランティア功労者に対する厚生労働大臣

記事ID 13826

本市が行う入札に参加するには、本市
の入札参加資格者名簿に登録されてい

感謝状を受賞されました。43年にわたり
市内各所で地域の子ども達や高齢者を
中心に絵本や紙芝居などの読み聞かせ
を行っています。

ることが必要です。
定時受付は1月6日
（月）
から2月17日
（月）
までです。
み申請を受け付けます。詳しくは市ＨＰを
ご覧ください。

1月みんなの掲示板

52月号への掲載は、12月27日(金)までに申請書を情報課に提出。
※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
版画体験ワークショップ
大好きをうつそう！のこそう！

リフレッシュ爽爽会
日常生活のストレスで硬くなった「身体」を自分自身でリラックスする方
法を学びませんか！そして、心身を癒しませんか？

12月2日
（日）
①10：00〜12：30 ②14：30〜16：00
11月9日
（木）
18：30〜20：30 2西庁舎3階 和風会議室
2長久手市文化の家 2階 講義室1
3小学生以上 各10名 G石膏刷り技法でオリジナルの版画を作ります。 3先着25名 G愛知学院大学心理学科教授吉川吉美先生指導による
動作法 l1回 1,000円
作った作品は当日お持ち帰りいただけます。 Fエプロン
5090-8861-6349
（松本）090-7686-1790
（川本）
5indirect.aichi@gmail.comにて予約 0indirect.aichi@gmail.com

手作り味噌ワークショップ
お味噌作りは簡単！みんなで楽しくお味噌を作ってみましょう♪

11月30日
（木）
10時〜12時 2中島工務店 長久手Studio
3定員6人
（お子様連れOK！） Gお味噌を作りながらお味噌のあれこれ
お話しします l3,000円
（お味噌約2kgお持ち帰り）
5調味料オイルアドバイザー 原田 qp̲443̲29@yahoo.co.jp

産後ママと赤ちゃんのリラックスフラダンス
産後と育児の疲れた体と赤ちゃんのリラックスに、癒しのハワイアン音楽
で踊りましょう。

11月15日
（水）
10：00〜11：30 2文化の家 多目的室
3産後ママ、首すわり〜歩き始めの赤ちゃん l500円
5メールまたは
『クウホアアロハ 長久手』
検索
0ku̲u.hoa.aloha@hotmail.com

放送大学では、2020年度第1学期
（4月入学）
の学生を募集しています。資料請求は電話または放送大学HPまで。
0放送大学 愛知学習センター 052-831-1771 記事ID11672

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

あいち電子調達共同システムからの
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スマートフォンで広報ながくて

お知らせ

令和元年 市内一斉防災訓練開催
（北小校区）
南海トラフ巨大地震発生を想定して防災訓練に参加しまし
た。長一自治会は一時避難場所の草掛公園に集合し防災倉庫
の中を皆さんで点検しました。その後自治会長の誘導で避難所
（北小）
に移動し避難者名簿を作成し各種訓練の
体験をしました。
（投稿者：ファーストサーブ）

を持ち歩こう！

App Store
Google Play
「マチイロ」
で検索
▶ダウンロード

イベント

瀬戸市・尾張旭市・日進市・みよし市・東郷町・豊明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。

【瀬戸市】 瀬戸染付工芸館 開館２０周年プレ企画展「瀬戸市収蔵染付展」【尾張旭市】 あさぴーLINE配信中♪
瀬戸染付工芸館は2020年４月に開館２０周年を

尾張旭市イメージキャラクター
「あさぴー」

迎えます。
それを記念し、
瀬戸市が収蔵する瀬戸染

から市のイベントや新しいあさぴーグッズの

付の中から名品を選び、
その美と技を紹介します。

販売など、
旬の情報が届きます。

1１月５日（日）〜５月１１日（月）
10：00〜17：00

2 瀬戸染付工芸館 交流館２階
K 休館日 毎週火曜日

※２月１１日
（火・祝）
および５月５日
（火・祝）
は
開館、
２月１２日
（水）
および5月７日
（木）
は
休館

染付菊鳳凰文大花瓶
伊藤六之助
明治時代前期
瀬戸市蔵

G【登録方法】LINEアプリ内で
「あさぴー」
で検索
K ●あさぴーLINEスタンプ
（120円。40種類）
も配信しています
●詳細は尾張旭市HPをご覧ください

0 尾張旭市情報課 ☎0561-76-8106

0 瀬戸染付工芸館 ☎0561-89-6001

【日進市】 企画展「にっしんの学校教育―明治から戦後までの歩み―」 【みよし市】 みよし悠学カレッジ２０周年記念講演会「国宝の曜変の再現研究」
学校教育の変遷を、
明治から戦後の教科書

幻の茶碗「曜変天目」の再現に生涯挑み

を紹介しながらたどります。

続ける陶芸家のお話です。

1 1月19日
（日）
まで9 : 00〜17 : 00

1２月１６日
（日）
14：00〜15：30
2 サンライブ２階研修室兼軽運動室
なが え そうきち
G【講師】陶芸家の九代・長江惣吉さん
3100人
（先着） 5１月７日
（火）
からみよし市生涯学習推進

休館 月曜日
（祝日は開館）
、
年始は1月5日(日)から開館。

2 岩崎城歴史記念館
G 明治の教科書自由採択時代から、検定教科書、国定教科書

と教育内容の移り変わりを紹介します。時代ごとの女子教
育についても注目し、男子と女子の教育内容を比較・検証し
ます。

課窓口または電話で申込

0 みよし市生涯学習推進課 サンライブ内
☎0561-34-3111

0 岩崎城歴史記念館 ☎0561-73-8825

【東郷町】 ファンカッション
打楽器をメインにオリジナリティ溢れるエンター

テインメントなショーを得意とする音楽グループ

「ファンカッション」。

『世界の果てまでイッテQ！』など多数テレビ番

組に出演し、ジャニーズやHKT48など芸能界で

の打楽器指導も行い、多方面で活躍しています。ハイレベルな技術と躍動
感あふれるステージで、子どもから大人まで楽しめます。

1 2月1日
（土）
14:00開演
（13：30開場） 2 東郷町民会館ホール
G【出演】ファンカッション l 一般2,000円、高校生以下1,000円

（全指定席、保護者膝上の未就学児無料）
5 東郷町民会館（火曜休み）窓口または電話で申込。チケット
ぴあでも販売
（Pコード 157-207）
。
0 東郷町生涯学習課 ☎0561-38-4111
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広報ながくて

2020 年 1 月号

【豊明市】 安心安全フェス2020
車の運転や横断歩道の横断方法が正し

いか確かめてみませんか？新たな年の初め

に、今年も家族で一緒に安全に安心してい

られるように、ぜひご参加ください。

1１月１９日（日）12：00〜16：30
2 豊明市文化会館ギャラリーおよび屋外
G 自転車のながら運転事故のVR体験、パトカー試乗体験、
子ども用警察制服試着記念撮影など

K 雨天決行・荒天中止
（一部内容が変更する可能性あり）
0 豊明市防災防犯対策課 ☎0562-92-8305

1月 保健ガイド
内容
（ 予 は要予約）

7日
（火）

親子健康手帳交付

1 月

0健康推進課 ☎63-3300
と き

対象
（ 対 は対象）

9：45集合

（火） 10：30受付〜11：３０終了 主に妊娠６か月ごろまでの初妊婦とその夫
パパママ教室
（１回目） 7日

母子保健

（水） 13：１５受付〜15：３０終了
予 パパママ教室（2回目） 8日
※予約は土日のみ
19日
（日） 9：１５受付〜11：３０終了

主に妊娠7か月以降の初妊婦とその夫

（記事ID 1100)

こんにちは
赤ちゃん訪問

３〜４か月児健診受診前

すべての赤ちゃんとその保護者
（里帰り出産で市内滞在中の人も対象となります）

転入者予防接種等
説明会

23日
（木） 10：00集合

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

（木） 10：00〜10：30受付
のびのび 下山児童館 9日
計測日※1 保健センター 23日
（木） 10：15〜10：45受付

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

予 離乳食教室

主に第１子（４〜５か月）をもつ保護者（乳児同伴可）

9日
（木） 10：00〜11：30

予 妊産婦歯科健康診査

28日
（火）

９
：
１５〜１０
：
１５受付

（記事ID 1192)

予約してから︑市内委託
医療機関で接種してください

予防接種

予 ヒブ、小児用肺炎球菌

対 生後2〜60月に至るまで

予 4種混合、不活化単独ポリオ

対 生後３〜９０月未満

予 麻しん・風しん混合、麻しん単独・風しん単独

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 水痘

☎0561-73-7555（記事ID 1197)
診療日時 日曜・祝日・年末年始（12/29（日）〜1/3（金））
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

対 １期：生後6〜90月未満、2期：9〜13歳未満

救済制度により対象以外で接種可能な場合あり

対 11〜13歳未満

予 二種混合

予 子宮頸がんワクチン 対 小学６年生〜高校1年生の女子
予 子宮検診

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。

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）

8日
（水）
、15日
（水）
、17日
（金）

予 個別子宮検診

20日
（月）
、22日
（水）
、29日
（水）
、
30日
（木）

予 乳腺検診

（記事ID 12829)

（記事ID 7147)

40歳以上の西暦奇数生まれの女性
（昨年度受診していない
2月29日までに市内委託医療機関で 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 39歳以下健診

14日
（火）
、24日
（金）

16歳から39歳の人

予 歯周病検診

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

体成分分析装置測定会

随時
（時間は要相談）

市内在住の人

あなたへ

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。
1月13日（月・祝）成人の日は開院（通常診療）
します。

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

睡眠時無呼吸症候群（SAS）
について

SAS は、睡眠中に「無呼吸」が繰り返されることにより、種々の合
併症を起こす症候群です。主な症状は、いびき、中途覚醒、日中の眠気、
起床時の頭痛です。診断には、無呼吸の回数と時間の検査が必要になり
ます。また、SAS の７割以上が肥満です。合併症には、高血圧症、糖尿病、
脂質異常症、冠動脈疾患（狭心症や心房細動）、脳血管障害等があり、様々
な生活習慣病を引き起こします。治療に関しては、肥満があればまず減
量です。それでも改善しない中等度以上の場合は、持続的気道陽圧法
（CPAP）が標準治療です。我が国の使用患者数は、約50万人を超えていて、
半数以上は60歳未満の若年です。これは、鼻マスクを一日4時間以上、週
5日以上装着することで、多くの方で日中の眠気等の自覚症状が改善さ
れます。また、軽症から中等症の方では、口腔内装置（OA）による治療が
行われます。専門の口腔外科・歯科医師によって作成されるマウスピース
です。いずれにしても、正確な診断が求められます。大学病院の睡眠科、
診断装置を有する開業医等への受診が第一歩です。

東名古屋長久手市医師会

さて、下記の日程で、
「第 21回 あのドクターに あのお話を」を開催致
します。
今回は、藤が丘北 佳クリニック 新田 佳史院長から「たかが脂肪肝
じゃないんです」と題して、佐光内科 横山 智絵子院長から「気管支
喘息について」と題して、ながくて西クリニック 遠藤 正嗣副院長か
ら「ピロリ菌と胃がん」と題して、ヒロ整形クリニック 勝野 浩院長
から「リハビリは医療保険？介護保険？」と題して、講演いただきます。
皆さんの多数のご来場をお待ち申し上げます。
にっ た

よし ふみ

よこ やま
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かつ の ひろし

1 1月11日
（土）
13：30開場 14：00開演
2 文化の家 風のホール
0 たんぽぽクリニック（☎42-4099）

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

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。

保険医療課
☎56-0617

東名古屋医師会休日急病診療所

対 生後１２〜36月未満

予 日本脳炎

収納課
☎56-0610

日曜・祝日・年末年始の受診は

R元年8月1日〜R元年8月15日生

対 生後1歳未満

第7期

問合先

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。

R元年7月16日〜R元年7月31日生

予 B型肝炎

納 期
第4期
第7期

後期高齢者
医療保険料

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
10日
（金）

BCG接種

ドクターから

税 目
市・県民税
国民健康保険税

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

予 妊婦訪問

納 期 一 覧

納期限（1月31日）
までに
納めてください

妊婦

24日
（金） 13：30集合

の

31

新年のごあいさつ

長久手市長

日時：１月1９日(日)午後３時から午後５時
場所：西小校区共生ステーション

・
「ながくて地域スマイルポイント」
の対象です。
「スマイル手帳」
をご持参下さい。

運営委員募集しています‼

長久手市地域見守り安心ほっとライン

■「第４回運営会議」
を開催します
協議会運営に関する皆さまのご意見をいただくた
め、4回目の意見交換会を行います。運営会の皆さ
まはご出席をお願いします。
〇日時 令和２年１月１９日
（日）午前１０時〜
〇場所 市が洞小校区共生ステーション

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

西小校区にお住まいで、運営会議に１年継続して出席し、一緒
にまちづくりをしてくださる方、
お待ちしています。

■ファミリーチャレンジ！！防災」
を開催しました
10月27日、災害時の一時避難場所である長湫南部公園に
て地域の皆さま70名が参加し、一時避難時の実体験をし
ていただきました。
「かまどベンチ」を使用して防災食を実
食、
トイレやテントの設営、自治会の防災倉庫見学等も行い
ました。多くのご参加ありがとうございました。

〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1 ホームページ

第10回 運営会議開催のお知らせ

http://ichigahora.sakura.ne.jp/ (協議会HP)

TEL ／（0561）63-1111 FAX ／（0561）63-2100

今年も宜しくお願い致します。

編集／市長公室情報課

迎春

市 が 洞 小学校区まちづくり協議会
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明けましておめでとうございます。
市民の皆様におかれましては健やかに新年をお迎え
のこととお慶び申し上げます。
昨年は、元号が令和に改まりました。平穏な年となると
願っていましたが、相次ぐ台風により各地で災害が発生し
ました。台風１５号では関東地方で暴風により屋根瓦が飛
ぶ被害が多く発生し、電柱の倒壊により停電が何日も続
きました。
また、台風１９号では中部地方から東北地方ま
での河川で氾濫が相次ぎ、甚大な災害が発生し、未だに
多くの方が仮設住宅で生活されています。長久手市でも
自分事として地震対策だけではなく、河川の氾濫等の豪
雨対策についても強化していかなくてはなりません。
モリコロパークでは本年１１月のWRC世界ラリー選手
権の開催や、
２０２２年のジブリパーク開業が予定されて
います。市民生活に支障が生じないよう交通渋滞等の対
策を関係機関と考えていきたいと思っています。
昨年の改選を経て、長久手市議会は新しいメンバーで
スタートしました。市議会は
「開かれた議会」、
「市民に親し
まれる身近な議会」
を目指し、議員一人ひとりが活動して
まいります。
どうか本年も市議会に対しご理解を賜り、
ご指導いた
だきますようお願い申し上げます。皆様のご健勝とご多幸
を心よりお祈り申し上げます。

City Public Relations Magazine

明けましておめでとうございます。
すこやかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
少し前の話になりますが、平成30年に長久手市が主催
して
「第１回地域共生社会推進全国サミット」
を開催し、
テーマとして、次の言葉を掲げました。
「遠回りするほど大勢が楽しめ うまくいかないことが
あるほど いろんな人に役割が生まれる」
今までの社会は、早く、
きちんとすることが求められ、
縦割りで専門家が主体でした。人口が減少するこれか
らの社会は、ゆっくり、
ごちゃまぜで待つことができる社
会です。制度は全体を見るため、結局、一人ひとりが見
えていないことがあります。地域共生は「目の前の困っ
ているたった一人をどうするか。
その人のために何がで
きるか」
を考え、行動することです。当然、行政だけでは
できません。
みんなが目的に向かって一直線に進むのではなく、隣
の人の歩みに合わせたり、遅れる人を待つことができた
りすれば、
どんな人にも役割が生まれ、
「自分にもできるこ
とがある」
と感じられる、
つながりある社会に変わっていく
ことができます。市民のみなさんと、
そうした長久手市を
作り上げていきたいと強く願っています。
年頭にあたり、みなさまのご健勝とご多幸を心からお
祈り申し上げ、新年のあいさつといたします。

長久手市議会議長

広報ながくて

2020年

