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写 真 で 見 る な が く て

ラジオ体操交流会
1月9日
（木）
、イオンモール長久手にて
「ラジオ体操交流会」
が開催され、約70人が参加し
ました。交流会では、ラジオ体操1級指導士による正しいラジオ体操講座と、市内で活動する
ラジオ体操登録グループの紹介をしました。ラジオ体操講座では、講師から動きひとつひと
つの効果を丁寧に指導してもらいながら実践し、みんなで楽しく取り組むことができました。
本市では健康づくりのためラジオ体操第一の普及に取り組んでおり、現在86団体、延べ
1,649人が
「ラジオ体操グループ」
の登録をしています。新たに登録をしたいグループや興味
のある人は健康推進課までお問い合わせください。
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2019年版

「市民一人ひとりに役割と居場所があるまち」
を目指して、市民のみなさんの力

を各分野で活かしたまちづくりを進めようと、さまざまな取り組みを進めています。
2019年1年間で行われた目玉となる事業を中心にご紹介します。

まちづくり協議会【たつせがある課】
「まちづくり協議会
（まち協）
」
とは、地域が主体性を持って、地域特有の課

題に取り組む地域コミュニティを構築するため、地域に根ざした自治会や子

ども会、
シニアクラブ、企業、
ＮＰＯ、各種活動団体等をネットワーク化した組織
です。

西小学校区および市が洞小学校区では、既にまちづくり協議会が設立さ

れており、地域でのつながりづくりを目的とした事業など、地域の課題解決に
向けた取り組みが進められています。

北小学校区では、設立に向けた準備会の中で検討を進めており、
「防災」
を

テーマとした交流会が開催されました。

南小学校区では、設立に向けたキックオフイベントを開催し、設立への機運

醸成を図っています。

西まち協あいさつ運動

北まち協交流会
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市が洞まち協オープンイベント

南まち協キックオフイベント

リニモテラス運営協議会【たつせがある課】
2021年度にリニモ長久手古戦場駅北側のリニモテラス内に開設を予定している
「リニモテラス公益施設

（仮称）
」
の設計および管理・運営案を検討し、その内容を市に対して提案を行う団体です。
２週間に1回程度
集まって、施設に必要な機能や将来的に自分たちでも管理がで

きる施設の規模等について話し合いを重ねています。

今年度は、市民のみなさんにリニモテラスを知ってもらうため

にイオンシネマを使って映画上映会を行ったほか、
イオンモール
長久手と連携し夏祭りを実施しました。

その他にも定期的な活動として、毎月第１土曜日にリニモ長久

手古戦場駅北側周辺の清掃活動
「クリーンアップ作戦」
、月３回程

度いずれも金曜日に協議会スタッフが公益施設建設予定地に簡

易テントを立て、近くを通りかかる市民とリニモテラスについて
語り合う
「やってみようにいってみよう」
も実施しています。

中央2号公園で行われた夏祭りの様子

市民まちづくり計画の推進 【経営企画課】
2018年度、ながくて未来図
（第6次総合計画）
で描く、目指す10年後のまちの姿を実現するために、市民

で取り組む
「市民アクション」
をまとめた
「市民まちづくり計画」
をつくりました。
2019年度からは、チームごと

に市民アクションを実施しており、
11月にはチームの主催で、学生の

力を活かしたまちづくりを進める

ため
「第1回長久手市学生交流会」
が開催されました。

今後も、新たな仲間を巻き込み

ながら各チームがアクションを起

こしていきます！

古戦場公園再整備事業ワークショップ 【生涯学習課】
2018年度から今年の1月までの間に市民ワークショップ

を8回開催し、古戦場公園内でさまざまな活動を行う市民組織
の設立に向けて取り組んでいます。

市民ワークショップ参加者には、引き続き、市民主体のイベ

ント等を通して、
自分たちで何ができるかということを検討して
いただき、市民組織を設立したいと考えています。

※11月30日に実施したイベントの詳細については、P13を

参照ください。
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市内一斉防災訓練を振り返って
0安心安全課 ☎56-0611
ながくて

長久手小学校

長湫地区長久手小学校区
自治会連合会

た

記事ID 13774

なか

田中 会長

防災訓練は予想もしない事態が起きたとき、慌てず身の安全を確保
しながら避難できるよう、あらかじめ体験しておく大切な訓練です。地
震が起きた際は
「あわてないこと」
「身の安全を確保すること」
が最も大
切です。時間の経過とともに防災意識が低くなっていくことは否めませ
ん。普段から近隣の人と顔見知りになり、地域の協力体制を
作っておきたいと考えています。

西 小 学 校

身体障害者福祉協会による車いす体験

東 小 学 校

長久手市消防団による放水訓練

西小学校区
まちづくり協議会

よし

だ

𠮷田 会長

数年来同じ訓練内容で、同じ事の繰り返しと思われている人もいるこ
とかと思います。まちづくり協議会として、住民同士での災害時の情報確
認、40mm消火栓を使用した初期消火等の共助ができるか、各家庭内で
の自助と発災後の避難生活のあり方等を話し合っていただき、地域みん
なで助け合える社会になるように、今後も訓練を考えたいと思います。

い

大草区

とう

伊藤 区長

元号が令和に変わり最初の市内一斉防災訓練でした。昨年同様
に大草区・北熊区・前熊区・岩作区の各区会役員の方々、そして炊き
出し訓練に協力いただいた人、消防団、愛知医科大学、市役所職員
の協力により、当日に各セクションをそれぞれに担当し、避難者の
受入をそつなくこなすことができました。防災訓練の案内をより拡
充し、
参加者の拡大につながれば良いと思います。

愛知医科大学看護学部による
女性・子どもの目線で防災を考えてみよう

校区特化訓練会場

長久手ニュータウン

陸上自衛隊による応急救護訓練
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まつ もと

長久手ニュータウン
松本 さん
支え合い活動

今年の防災訓練は住民同士での安否確認、
自衛隊による防災講習会
を行いました。その中でさまざまな課題に気づきました。特に日頃から
身近なお隣さんやお向かいさんとの声かけやお付き合い、
また各自の
災害に対する心構えが、
「いざ」
という時の判断力や行動力に繋がり、混
乱を減らすことになると思います。
課題を解消するためにも継続的に訓練を行って経験を重ねる
必要があると思いました。

11月17日
（日）
に小学校区単位で実施した市内一斉防災訓練。その振り返りとして、各小学校の取り組みの様子を紹介
するとともに、各会場責任者のみなさんのコメントを紹介します。

北 小 学 校

長湫地区
北部自治会連合会

ほそ がや

細萱 会長

災害に想定内はありません。頻発する大災害を、いつか我が身
と感じつつ、多くの人に参加いただきました。みんなでシェイクア
ウト訓練を皮切りに、栄徳高校出題の防災クイズに頭をひねり、
ＡＥＤの使い方を覚え、災害時の倒木撤去訓練、放水訓練を実施
しました。また、避難行動要支援者の安否確認を行いました。
日頃からの、住民同士、顔の見える関係の構築にも役立った
と感じています。

長久手市応急救護ボランティアによる心肺蘇生訓練

なか むら

南 小 学 校

愛知県立大学による
世界各国の防災事情と多文化防災の展示

市が洞小学校

南小学校区自治会連合会

南小学校区では実際に発災したことを想定した訓練として、一時避難
場所で黄色いタオルによる安否確認と自主防災倉庫の内容確認を行い
ました。特に、黄色いタオルによる安否確認訓練を重点訓練とし各１６自
治会で取り組みました。
その後、南小学校の体育館で愛知県立大学の世界各国の防災事情と
多文化防災、避難所保育園、防災用品の展示などの訓練を実施し、
参加者は互いの防災意識を高め合うことができました。

市が洞地区自治会連合会

しん

や

新宅 会長

安心メールによる前日の案内メール、当日の開始メールとサイレン吹
鳴が功を奏し、訓練開始がよくわかったとする意見が多く、安心メール
の有用性を再認識、更なる普及に力を入れていきます。
今年は想定外の台風、豪雨が重なり、発電機の準備や家庭での備蓄
品、非常持出品の展示に関心が高かったです。災害時要支援者の安否
確認においては、平時からの隣近所のコミュニケーション
の大切さを課題とします。

こ

参加団体からのコメント

中村 会長

子づれ備災クラブ

陸上自衛隊による人命救助訓練

が

古賀 代表

毎月開催している
「防災サロン」
の報告とサロンで話題となった
「避難所でのごみ問題」
「子どもの特性」
に関する
展示をしました。
避難所では、多世代、多様な人々が生活します。そして、避難所の運営には唯一の正解はありません。日頃から、
避難所での生活、
どこで避難生活を送るかなどを各家庭で考え、地域で話し合っておくことが大切です。
今回の展示が一つのきっかけになれば幸いです。
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か？
知っています 高額医療・高額介護合算療養費制度
医療費と介護サービス費の両方を利用している世帯の負担を軽減する制度です。
国民健康保険

0保険医療課 ☎56-0618

記事ID 4893

後期高齢者医療制度
介護保険

0保険医療課 ☎56-0617
0長寿課 ☎56-0613

記事ID 472

同じ医療保険の世帯内で、2018年８月から2019年７月までに支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、下表の
基準額を超えた場合、その超えた金額が支給されます。

介護
サービス費

医療費

自己負担は
基準額まで！

基準額を超えた
金額を支給します
※支給額が５００円を超えない
ときは支給されません。

申請手続きについて
計算対象期間の末日時点
（原則７月３１日）
に加入している医療保険の窓口で申
請してください。
市国民健康保険または愛知県後期高齢者医療制度に加入し、支給対象となる
人には、2020年３月以降
（予定）
に通知します。
申請に必要な書類については、通知文をご覧ください。
計算対象期間中
（2018年８月から2019年７月）
に加入していた医療保険または介護保険が変わった
人
（転出入、就職、退職等）
は通知できない場合があるので、自己負担額が基準額を超えていないか
ご自身で確認してください。申請手続きには、変更前の保険者の「自己負担額証明書」の添付が必要
です。変更前の保険者に申し出てください。

注意

医療費と介護サービス費を合算する場合の自己負担限度額

（所得区分は、2019年７月３１日現在のものです）

７０歳未満を含む世帯（表１）※１
所得区分

限度額

課税所得６９０万円以上 ２１２万円
上位所得 課税所得３８０万円以上 １４１万円

一般

課税所得１４５万円以上

６７万円

課税所得１４５万円未満

６０万円

市民税非課税

７０歳以上の世帯（表２）

３４万円

所得区分
現役並み
所得
一般

限度額

課税所得６９０万円以上

２１２万円

課税所得３８０万円以上

１４１万円

課税所得１４５万円以上

６７万円

課税所得１４５万円未満

５６万円

Ⅱ Ⅰ以外

市民税
非課税 Ⅰ 世帯全員の所得が一定基準以下
（年金収入８０万円以下等）

31万円
19万円

※２

※１…対象世帯に７０歳〜７４歳と７０歳未満が混在する場合、
まず７０〜７４歳の人の自己負担額合計に限度額
（表２）
を適用した後、
残る負担額と７０歳未満の人の自己負担合計額を合わせた金額に限度額
（表１）
を適用する。
※２…介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は３１万円。
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令和元年度長久手市表彰・感謝状
0総合政策課 ☎56-0603

記事ID 13865

市では、市政の振興に寄与された人を表彰しています。受賞者は次のとおりです。

表彰
地方自治の部
じん の かず こ

神野和子さん（上川原）、
き むらよう じ

よし だ ひで き

田秀樹さん（作田二丁目）、

木村洋二さん（東原山）

感謝状
地方自治の部
よし だ わたる

わたなべみさお

田亘さん（北浦）、 渡邉操さん（山野田）、

い はらしげ こ

くつ な ま さ こ

伊原誉子さん（長配一丁目）、 沓名眞佐子さん（久保山）、
まきたま き

あおやまゆう こ

牧珠希さん（下川原）、 青山祐子さん（中池）

教育文化の部
なが く て し

こ

かいれんらくきょうぎ かい

長久手市子ども会連絡協議会、
なが く て し

長久手市ジュニアリーダーズクラブ

福祉の部
むら た まさ お

ご とうその え

村田正男さん（根の神）、 後藤園江さん（岩作中脇）

保健衛生の部
すず き かおる

にしむらなるひろ

鈴木薫さん（池田）、 西村成弘さん（東浦）、
まつばらたかし

ひがしかたかなめ

東方要さん（市が洞二丁目）、 松原隆さん（岩作八瀬ノ木）、

いまむらせつ こ

今村節子さん（岩作中島）

ボランティアの部
なが く て し き ぼう

かい

しゅ わ

わ

かい

長久手市希望の会、ながくて手話サークルゆび話の会、

なが く て てん じ

かい

長久手点字サークル、がんこおやじの会、

なが く て し か よう げいのうあいこう かい

こ そだ

ちい

て

長久手市歌謡芸能愛好会、子育てネットワーク小さな手

確定申告書等は、自分で正しく作成して、早めに提出しましょう
0昭和税務署 ☎052-881-8171

記事ID 3311

お知らせ

令和元年分の所得税および復興特別所得税の確定申告、贈与税の申告書の提出期限・納付期限は３月

１６日
（月）
、個人事業者の消費税および地方消費税の確定申告の提出期限・納付期限は３月３１日
（火）
です。
※確定申告が不要でも、市民税・県民税の申告が必要な場合があります。市民税・県民税の申告については、広報１月号
のP１０、
１１に掲載しています。詳しくは、税務課
（５６-０６０８）
まで。

スマホで申告できます
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」でスマートフォンによる令和元年分の申告

書の作成ができます。

「確定申告書等作成コーナー」では、税額などは自動計算され、受付時間の制限や待ち時間も

ありません。

給与が複数ある人や公的年金などの雑所得がある人もご利用いただけます。

税務署でID・パスワー
ドを取得
（過去に取得している場合は
そちらをご利用いただけます。
）

スマートフォンで
「確定申

告書等作成コーナー」に

アクセスし、案内に従って
申告内容を入力

作成した申告書をデータ
送信
（e-TAX）
または印刷

して郵送で提出

スマートフォンによる申告は下記からご利用ください。

「確定申告書等作成コーナー」
http://www.keisan.nta.go.jp
※パソコンによる申告も引き続き利用できます。

所得税の確定申告をしなければならない人
❶ 事業所得・不動産所得・一時所得等がある場合
その年中の事業所得など各種所得金額の合計額が社
会保険料控除など各種所得控除額の合計額を超える人

❷ 給与所得がある場合
・ その年中の給与の収入額が2,000万円を超える人
・ 給与を1カ所から受けている人で、給与所得や退職所
得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える人
・ 給与を2カ所以上から受けている人で、年末調整をさ
れなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以

❸ 年金所得がある場合
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差
し引くと残額がある人
（ただし、公的年金等の収入金
額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得
以外の各種の所得金額が20万円以下である場合に
は、確定申告は必要ありません）
。

❹ 譲渡所得がある場合
土地や建物などを売った時(交換を含む)は、確定申
告が必要です。

外の各種所得金額との合計金額が20万円を超える人
※所得税および復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、所得税および復興特別所得税の還付を受ける
ためには、確定申告書を提出する必要があります。
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長 久 手 市 会 場

( 2月28日まで )

3事業所得や不動産所得などがある人(株・土地・建物などの譲渡所得や贈与税の申告がある人は受付
できませんので電気文化会館会場へお越しください。)

2イオンモール長久手4階 イオンホール

お知らせ

1. 税理士による無料相談

12月17日
（月）
〜28日
（金）
(土・日、祝日を除く） 受付時間 9 : 00〜15 : 00

2. 市職員による受付

申告時間 9 : 30〜12 : 00、13 : 00〜16 : 00

を使用して申告できる人
3申告書A（給与・雑所得（年金を含む）・配当・一時所得）

2イオンモール長久手4階 イオンホール
12月17日
（月）
〜28日
（金）
(土・日、祝日を除く） 受付時間 9 : 00〜15 : 00
申告時間 9 : 30〜12 : 00、13 : 00〜16 : 00
※会場の混雑の状況により、受付を早めに終了する場合があります。
※申告書への収受印の押印はできません。
※申告期間中、市役所税務課窓口では確定申告に関する相談を受け付けていませんが、3月16日(月)
まで税務課窓口の投函箱への提出が可能です。
※イオン出入口は９：00まで開きません。9：00〜10：00は、開いている入口が限られるため、
１階駐車
場
「Ｅ」
エレベーターから４階へ上がるか、立体駐車場４階の出入口を利用してください。

マイナンバーカード出張申請窓口

0市民課 ☎56-0607

記事ID 13844

確定申告をしない人でも申請可能です。確定申告会場の窓口はマイナンバーカードの申請受付の
みとなります。

会場についての問い合わせ先
・税務課 ☎56-0608

・申告会場内携帯電話 090-8952-9847（混雑状況により出られない場合があります）
※イオンモール長久手へのお問い合わせはご遠慮ください。

電気文化会館会場 ( 3月16日まで )
12月17日
（月）
〜3月16日(月)
（土・日を除く) 9 : 15〜17 : 00
（受付は16：00まで）
2月24日(月・振休)、3月1日(日)は開催します。
2電気文化会館5階
※会場の混雑の状況により、受付を早めに終了する場合があります。

※会場は駐車場がありませんので、公共交通機関を利用してください。
※上記期間は税務署内では申告会場を設けていません。

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

1２月18日
（火）
、19日
（水）
、20日
（木）9：30〜12：00、13：00〜15：00
FＰ29の「マイナンバーカード・通知カードの臨時窓口」の F【共通】と【申請】をお持ちください。
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長久手市スポーツ推進計画
（案）
の意見募集
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。

0杁ケ池体育館 ☎63-1000 FAX63-7598
D sport@nagakute.aichi.jp

記事ID 13890

長久手市スポーツ推進計画は、
スポーツ基本法第10条
の規定に基づき、本市におけるスポーツの推進について
定めるものです。

お知らせ

2月1日
（土）
〜3月1日
（日）
（金）
19：00〜19：30
概要説明会 12月7日
2杁ケ池体育館
ミーティングルーム
募集期間

第２期長久手市まち・ひと・しごと創生
総合戦略
（案）
の意見募集

長久手市緑の基本計画
（案）
の意見募集

0経営企画課 ☎56-0600 FAX63-2100

0みどりの推進課 ☎56-0552 FAX63-2100

D keiei@nagakute.aichi.jp

D midori@nagakute.aichi.jp

記事ID 13868

現在、
「まち・ひと・しごと創生法」
に基づき、本市なりの地
方創生を実現するため、第２期長久手市まち・ひと・しごと
創生総合戦略を策定しています。
募集期間
概要説明会

計画等の
閲覧場所

2月17日
（月）
〜3月17日
（火）
12月19日（水）19：00〜20：00
2市役所西庁舎2階 第7・8会議室

● 担当課窓口

● 市役所西庁舎１階情報コーナー
● 共生ステーション

● まちづくりセンター
● 市HP

記事ID 13854

長久手市緑の基本計画は、都市緑地法第４条に規定さ
れた緑地の保全および緑化の推進に関する基本計画とし
て定めるものです。
募集期間
概要説明会

2月10日
（月）
〜3月10日
（火）
12月13日（木）19：00〜19：30
2市役所西庁舎3階 研修室

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、
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。

市が洞小学校
イメージキャラクター

第３回まち協フェスティバル
12月１日、
「 市内一斉愛Nクリーン」
に合わせて開催。健康体操、
ミニSL、
フリーマーケットも大盛況。ポン菓
子実演販売、温かい芋煮も好評でし
た。
室内では、
クリスマスコンサート、
しめ縄作り・プロペラ式竹とんぼ作
りに多くの方が参加しました。
ご来場、
ご協力くださいました皆様、
本当にありがとうございました。
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市 が 洞 小学校区まちづくり協議会
http://ichigahora.sakura.ne.jp/ (協議会HP)

■共生ステーション利用規約の見直しを進めています
開館して3年目となる共生ステーションの利用規約
を改正するよう、見直しを行っています。ついては、
こ
れまでのステーション利用経験等から不便、不都合を
感じることがありましたら皆さまのご意見を協議会事
務局までお寄せください。
ご参加ありがとう
ございました

■
「振り込め詐欺防止出前講座」
を４地区で開催
蟹原集会所、
丁子田集会所、
井堀集会所、
共生ステー
ションの4地区で延べ94人が参加して開催されました。
後をたたない特殊詐欺被害の現状、犯人の思考などを
学びました。
詐欺防止の大事さに改めて気づきました。

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※」
5作品目
（最終）
を掲載します！

タイトル

自治会の草むしり
ながえ

るい

作者：長江 瑠衣さん

受賞
作品

※
「みんなでつくるまち条例」
に沿ったまちづくりについて、

お
募
知
ら
集
せ

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」
を昨年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
町中で挨拶を交わせる知り合いがいたり、
ご
近所付き合いがあることは、生活をしていく上
で心強いものだ、
と感じたのがきっかけでこの
作品を描きました。
※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。

古戦場公園でイベントを開催しました

記事ID 13860

0生涯学習課 ☎56-0627

11月30日に古戦場公園で
「古戦場公園に集まって！みんなでやらんかい
（会）
」
と題して、市民主体のイベン
トを行いました。古戦場公園での活動を市民が担っていけるように市民主体の組織づくりを進めており、
ワー
クショップ参加者が実際にイベントを企画・運営しました。ミニ軍配づくりや合戦を題材にした紙芝居、的当て
ゲーム等を行い、約300人の来場者があり、大盛況でした。イベントを企画した市民の人に、イベントを終えて
の感想を伺いました。

Q

イベントを
終えての感想は？

今後も活動を続けて
いきます！途中からの
参加も大歓迎ですので、
ぜひご参加ください。

（土）
古戦場公園再整備事業市民報告会
今 2月1日
後 113：30〜15：30 2イオンモール長久手4階 イオンホール（詳細は広報1月号P25をご覧ください。）
の
（土）
第10回古戦場公園再整備事業市民ワークショップ
予 3月14日
定 110：00〜12：00 2市役所西庁舎3階 研修室（詳細は広報3月号に掲載予定です。）
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いきいき倶楽部

「あかつきの会」〜認知症家族交流会〜

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
（2月は和紙小物盆、●の
日）
、運動
（ の日）
などを行います。
日にち

時

間

場

所

2月4日(火) ● 10：00〜12：00 先達集会所
2月5日(水) ● 10：00〜12：00 茜老人憩の家
2月6日(木)

10:00〜11:30 段ノ上集会場

2月7日(金)

10:00〜11:30

老人憩の家
「椿荘」
岩6地区

2月11日(火・祝) ● 13：30〜15：30 蟹原集会所
2月13日(木) ● 10：00〜12：00 長配三丁目集会所
2月14日(金) ● 10：00〜12：00

老人憩の家
「椿荘」
岩7地区

2月14日(金)

市が洞小校区
共生ステーション

13：30〜15：00

0社会福祉協議会 ☎ 62-4700
長寿課 ☎ 56-0639

12月28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

2月18日(火)

10：00〜11：30 長湫八分会集会所

2月19日(水)

10：00〜11：30 丁子田集会所

2月20日(木) ● 10：00〜12：00 長久手ニュータウン集会所
2月20日(木)

14:00〜15:30 三旺マンション

2月21日(金)

10：00〜11：30 楓老人憩の家

2月25日(火)

0社会福祉協議会 ☎ 62-4700
長寿課 ☎ 56-0639

記事ID 12150

オレンジクーテカフェは、認知症の心配のある人やそ
の家族、認知症に関心のある人、福祉の専門職などが
集い、認知症の有無に関係なく、一緒にお茶を飲んだ
り、食事をしたりして交流を楽しみながら、相談もでき
る場です。

●長久手の
「喫茶オレンジ」
12月15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。
0 社会福祉協議会 ☎ 62-4700
●らくカフェ
12月19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
か せい

●きららの里
（土）
11：00〜15：30
12月22日
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上記連絡先に電話で申込。
10：00〜11：30 老人憩の家「さつき荘」 0 きららの里（ 山本：090-1230-4684 ）

2月26日(水) ● 10:00〜12:00 老人憩の家「永和荘」

14

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？

オレンジクーテカフェ

らっ

2月17日(月) ● 10：00〜12：00 下山集会所

記事ID 3391

2月26日(水)

13：30〜15：00 色金老人憩の家

2月27日(木)

10:00〜12:00 丸山住宅集会所

広報ながくて 2020 年 2 月号

●なないろカフェバンバン
12月28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長寿課 ☎ 56-0639

記事ID 10108

いきいきライフパーティー

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

12月12日
（水）
13:30〜15:00
2市役所西庁舎3階 研修室

1 2月20日
（木）
13：30〜15：30
2 市役所西庁舎３階 研修室
3 市内在住、在勤、在学の人 30人（先着）
G【講師】菅原 直樹さん（俳優・介護福祉士）
5 2 月14日（金）までに長寿課窓口、電話または市ＨＰで
なお き

申込。

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！

12月5日
（水）
14：00〜15：30
2福祉の家2階 研修室

介護保険地域密着型施設等
見学バスツアー
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
施設へ行き
「見て・感じて・考える」
見学バスツアーです。

12月28日
（金）
10：40〜12：00
2福祉の家2階 研修室

1 2月22日
（土）
13：30〜16：30
2 市役所正面玄関前 集合
G 見学施設：グループホーム（認知症対応型共同生活介

2月21日
（金）ござらっせ入泉料無料

あったかぁどデー

記事ID 5760

この日に限り、市民（住民登録者）
に発行される優待
カード
「あったかぁど」を提示すると、長久手温泉ござ
らっせの入泉料が無料になります
（一部制限あり）
。

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）、小規模多機能型居宅介護
3 市内在住者 20人（先着）
5 2 月３日（月）から14 日（金）までに長寿課窓口または
電話で申込。

スマホ講座
はじめてのスマホ

〜アンドロイド入門編〜

福祉の家の施設情報
0福祉の家 ☎ 64-6500

記事ID 13974

身体を使った遊びや、認知症の人の言葉を受け入れ
る体験を通して、認知症の人とのコミュニケーションを
滑らかにするコツをつかむワークショップです。見学で
の参加もできます。

すが わら

12月18日
（火）
13:30〜15:00
2福祉の家2階 集会室

0長寿課 ☎ 56-0631

0長寿課 ☎ 56-0639

0シルバー人材センター ☎ 62-9100
記事ID 3403

●歩行浴インストラクターの来所日時
（参加自由）

初めて手にしたスマホ。使い方のイロハを楽しく学び
ましょう。

2月21日(金)10:00〜11:30

1 3月6日、
13日、27日、4月3日
（金）

2月13日、27日(木)10:00〜11:30

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 10人（抽選）
F アンドロイドスマホ（アイフォン、
ドコモのかんたん
（らく

●歩行浴室・福祉浴室の利用休止時間帯
●歩行浴室の利用休止時間帯

2月5日、
12日、
19日、26日(水)10:00〜12:30

●温泉スタンドの休止日

2月3日(月)

シ ニ ア

地域いきいきライフ推進事業 「老いと演劇」のワークショップ

10：00〜11：30
（全4回）

らく）
スマホ除く）
L 2,000 円（教材費、設備費等含む）
52 月14日（金）までにシルバー窓口に申込
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2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

いきいき倶楽部
については P14 をご覧ください

10:00 幼児教室
（下児）x
10:30 大人のおはなし会 x
13:30 映画で生活支援サポーターに
ついて考えようz 1

7:00 第 523回 歩けあるけ運動 t
14:00 劇団前進座 立廻り体験 s 1

2

4

3
13:00 バス・トラック運転・
乗車体験会 z
13:30 ＨＡＰＰＹヨガ講座 y 1

9:00 マイナンバーカード等の
臨時窓口C
10:00 月釜茶会 C 4
13:30 まち活パーティー x 1
15:00 劇王 2020決勝戦 r -

9

11:30
14:00
13:00
17:00
13:30

うたのたね w ^
8市町合同
就職ガイダンスx 1
やまびこ長久手
第 2 回市民公開講座 E

9:30 マイナンバーカード出張
申請窓口【〜 20 日】k
10:00 幼児教室
（下児）x
13:30 いきいきライフ
パーティー o

16

17

2020 年1 月1日

人口 現在（先月比）
59,430
29,480
29,950
24,298

＋92
＋48
＋44
＋37

月間異動数（12 月）
277
213
54
26
0

交通事故（人）
死 亡
重 傷
軽 傷

12 月 2019 年 前年同期
累計
0
2
0
1
7
13
22 249 343

犯罪 発生状況（件）
12 月 2019 年 前年同期
累計
刑法犯 27 358 338
うち侵入盗
0
16
11

※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
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振替休日 24

25

26

2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

16

10:00 橋寛憲・小林大地美術作品展
【〜 3/1】r
10:00 幼児教室
（西児）
x
17:15 マイナンバーカード等の
臨時窓口 C
18:00 らくカフェn

10:00 幼児教室（青児、市児）x

天皇誕生日 23

転
入
転
出
出
生
死
亡
うち孤独死・孤立死※

12

18

13:30 スポーツ講演会 o 1

総人口
男 性
女 性
世帯数

5

10:00 幼児教室
（青児、市児）x
13:30 いきいきライフパーティーo
13:30 防犯ボランティア
養成アカデミー y

建国記念の日 11

10

9:30 工房 2 利用講習会 y

10:00 幼児教室（西児）x
10:00 リズムあそび・ぴょん
ぴょん u 1
14:00 スポーツボイスo
17:15 マイナンバーカード等の
臨時窓口 C

2020 年 2 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

4 日（火）

13:30-16:30

13:00-16:00
12 日（水）
6日
（木）
、
20 日
（木）
13:30-16:30
25 日
（火）

と こ ろ
市役所本庁舎 2 階 打合せ室1

談 13 日
（木）
、
27 日
（木） 13:00-16:00

予行 政 書 士 相 談
（予約は3日前までに）

20 日（木）

消 費 生 活 相 談 毎週月・火・水・金曜日 ※
人

権

年

金

予 生活困窮者相談

ボ ラ ン テ ィ ア

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

20 日（木）

13:30-16:30

21 日（金）

10:00-16:00
（12:00-13:00 除く）

火〜土(11、25日は除く)

予 1日
（土）

毎週水曜

市役所西庁舎 2 階 悩みごと相談室

9:00-16:00

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

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

※このページはそのまま取り外し、
壁などに貼ってご活用ください。

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

木

金

14:00
18:30
10:00 幼児教室（南児）x
13:30 パソコン講座
【全 6 回】w 1

6

7
10:00 幼児教室（上児）x
10:00 リズムあそび・ぴょん
ぴょん u 1
19:00 JAZZ 長久手 w ^

10:00 シネマの楽しみ
r
14:00

13
10:00 リズムあそび・ぴょん
ぴょんw
11:00 乳幼児向けおはなし会 x
13:30「老いと演劇」
のワーク
ショップ o

1

10:00 杁ケ池公園チップ散布体験会 u
10:30 おはなし会 x
14:00 愛知県立大学連携講座
【全 2 回】z 1
14:00 劇王 2020
r18:30

8

10:00 こーひーぶれいくw
10:00 おもしろパンを作ろう！u 1
10:00 まちセンカフェ y
11:00 ブックスタートのおはなし会 x
13:30 いきいきヨーガ教室 u
14:00 市合唱団定期演奏会 v ^
14:00 喫茶オレンジ n
14:00 おはなし会 x
14:00 瀬戸旭医師会・陶生病院
合同市民フォーラムz
15:00 乳幼児向けおはなし会 x

あったかぁどデー o
10:00 幼児教室（南児）
x
19:30 座☆ＮＡＧＡＫＵＴＥ
公開稽古 s

9:00 応急手当普及員講習
【〜 29 日】y
10:00 リズムあそび・ぴょん
ぴょんw

西小校区
共生ステーション休館 C
味噌作り体験y 1
訓練生実習作品の販売 z 1
サイエンスフェスティバルz 1
古戦場公園再整備事業
市民報告会 y 1
劇団前進座
歌舞伎のいろはs 1

14

20

21
10:00
10:40
13:00
13:30
13:30

幼児教室（上児）
x
スポーツボイスo
なないろカフェバンバンn
あかつきの会 n
シルバー人材センター
入会説明会 v 1
19:00 コーラス体験教室r

15
10:00 ファミリー・サポート
登録講習会 w
10:30 英語のおはなし会 x
11:00 きららの里 n
13:00 住まいの耐震相談会 z
13:30 介護保険地域密着型施設等
見学バスツアー o
13:30 クッキング x
14:00 ながくて寄席 r -

3日(火)
10:30 みんなあつまれ ! !
あそびのひろば w
14:00 ボランティア事業等説明会 z
4日(水)
19:00 その場小説 r
6日(金)
10:00 スマホ講座【全 4 回】o
18:00 ボランティア事業等説明会 z
7日(土)
10:00 親子防火・防災
体験ツアー y 17:30 創造スタッフ企画
「創奏」r 1
8日(日)
10:00 月釜茶会 C 4
11:30 ワーテルロー音楽祭
s1
14:30
13 日 ( 金 )
9:30 ママ・ジョブ・あいち
出張相談 y
14 日 ( 土 )
9:30 ＮＡＦファーム
寄せ豆腐づくりs
10:00 古戦場公園再整備事業
市民ワークショップm
14:00 愛知淑徳大学連携講座
【全 2 回】A
21 日 ( 土 )
14:00 アトムへの伝言
v^
19:00
22 日 ( 日 )
10:30 家庭体験
ボランティア交流会 z
14:00 アトムへの伝言 v ^

22

10:00 花植え体験講習会 z
12:30 愛知医科大学運動
療育センター講演会 z
14:00 前進座創作歌舞伎w ^

28

27

1日(日)
10:00 親子防火・防災体験ツアー y
10:00 ボランティア事業等説明会 z

土

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

市が洞小校区
共生ステーション休館 C
11:00 乳幼児向けおはなし会 x
13:30 剪定講習会 v 1
14:00 午后の佇み r -

3月の主なイベント

27 日 ( 金 )
13:30 シルバー人材センター
入会説明会 v 1

29

※ …11 日（ 火・祝）
、
24 日（月・振休）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
27 日
（木）
14 日
（金）

28 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 8 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

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）

予発 達 相 談 6日
（木）
、
20 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） 13 日
（木）
、
18 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

19 日（水）

14:00-16:00

決算指導（事業者対象） 4 日
（火）
、
10 日
（月）
10:00-16:00
18 日
（火）
、25 日
（火）
金融相談（事業用資金）

18 日（火）

問 合 先

尾張東部権利擁護支援センター
（0561-75-5008)

10:00-12:00

市役所本庁舎 2 階 子ども家庭課

17

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

2月 1日
（土）
2月 8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
はし ひろ のり

こ ばやし だい ち

橋寛憲・小林大地

美術作品展

記事ID 13823

美術系創造スタッフの２人が作家として作っている

作品と、文化の家に
「面白い空間」
を作ろうと行ってきた
仕事を展示します。

12月19日
（水）
〜3月1日
（日）

※2月25日（火）は休館
10：00〜19：00（最終日は17：00まで）
2 展示室 ほか

G【出展】橋 寛憲、小林大地
l 無料

文化の家 施設利用抽選会
◆ 5日
（水） ホール【森、風】 2021年
◆ 12日
（水） その他の施設
2020年

2月分
8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 13871
長久手市合唱団
ニューセンチュリーコーラスNagakute
コーラス体験教室

男女四つの声で美しいハーモニーを創り上げる。あ

なたもそんな体験をしてみませんか ？

12月28日
（金）
19:00〜20:30
2 音楽室
316歳以上の人 30人（先着）
G発声の基本、ハーモニーの創り方から試唱まで
やまもと たかひで

【指揮】山本高栄

l 無料
0090-7040-1761

つじ

ニューセンチュリーコーラスNagakute 辻

即興パフォーマンス＆トークライブ

記事ID 13979

おお とも よし ひで

いしいしんじ×大友良英
「その場小説」

小説家・いしいしんじが即興で書いていく小説に、音

楽家・大友良英が即興で伴奏を付ける
「その場」
で生ま
れたものを楽しむトーク＆ライブです。

13月4日
（水）
18：30開場 19：00開演
2 風のホール
G【出演】いしいしんじ（作家）、大友良英（ギター／作曲）
l 一般1,000円 ※全席自由 ※未就学児入場不可

広報ながくて 2020 年 2 月号

シネマの楽しみ

記事ID 10322

30年後の未来に起こるトラブルを、回避しようと大

奮闘！映画の中の未来
（2015年）
、1980年代に考えて
いた未来とは･･･。

12月13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Ⅱ」
（1989年・108分）
l 無料 ※全席自由
3各回80人

ご

ご

たたず

午后の佇みシリーズ2020
ロン・メイヤーピアノ弾き語り
〜映画音楽、名曲を歌う〜

記事ID 13842

優雅なピアノ演奏、心に響く歌声で、聴く人の心をわ

しづかみにします！！青春時代のあの曲、
この曲を聴い
て、その時代にタイムスリップすること間違いなし！！

15月28日
（木）
13：30開場 14：00開演
2 風のホール
G【出演】ロン・メイヤー
l 一般1,000円 ※全席自由 ※前売券はお菓子付き

ＮＡＦファームで育てた大豆で
寄せ豆腐づくり

記事ID 13975

豆腐マイスターが教える豆腐づくり。簡単おからサ

ラダも作ります。出来上がった豆腐のお土産付き♪

13月14日(土)9:30〜12:30
2 食文化室
3親子（5歳以上）または一般（小学5年生以上は、子ど
もだけの申込可） 20人
（先着）
の ば けい こ

G【講師】野場圭子（豆腐マイスター）
Fエプロン、三角巾、タオル、ふきん
l 1,500円（当日支払い）
52月4日（火）から文化の家1階受付で申込。
翌日から電話申込可。

長久手市劇団 座☆NAGAKUTE
記事ID 13635
公開稽古

3月の本公演を控え、普段見ることのできない秘密

の稽古をのぞいてみませんか？ 稽古と本番でどれくら
い変化するか比べてみるのも面白いかも！

12月21日(金)

19:30〜21:30（19:00受付）

2 舞踊室
52月1日（土）から文化の家受付で申込。翌日から電
話予約可。

320人（先着）

文化の家発売中の公演
2/6（木）午后の佇み〜ヴァイオリンと
ピアノで贈る珠玉の名曲集〜
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 大野えり
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）ながくて寄席 林家三平落語会
「牛若丸」
2/29（土）前進座創作歌舞伎
3/7（土）創奏
3/8（日）ワーテルロー音楽祭
3/21（土）、
22（日）座☆NAGAKUTE定期公演
「アトムへの伝言」

スポーツイベント

0杁ケ池体育館 ☎63-1000

スポーツ

第523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市が洞小学校周辺を1時間
程度かけて歩きます。

12月2日
（日）
7：00集合
※雨天の場合は中止

2市が洞小学校グラウンド

記事ID 13888

愛知医科大学 運動療育センター プール開放
マナーやルールを守って利用してください。

12月2、9、16、23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

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月で終了し
ます。

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

今まで、1人７００円を本市が負担し、利用者は無料で
利用していただいていましたが、
４月より愛知医科大学
運動療育センターの受付窓口で１００円をお支払いいた
小学校体育館開放
（校区体育委員主催イベント） だくことになりました。

どの学校でも気軽に参加できます。室内履き、運動
のできる服装でお越しください。小学生以下は、保護
者同伴でお願いします。
※いずれの日も、土曜日の19 : 00〜21 : 00
ところ

と

き

主な内容

長久手小学校

15日

ファミリーバドミントン

西 小 学 校

15日

ビーチボールバレー

東 小 学 校

1、8、15、22、29日 ビーチボールバレー

北 小 学 校

8、22日

ショートテニス、バドミントン

南 小 学 校

15日

ファミリーバドミントン、ミニテニス

市が洞小学校

22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
2020年

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）

12月19日(水)19：00〜21：00
2月23日(日)10：00〜12：00
52月1日(土)〜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、運動のできる
服装、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 13825

ソフトテニス教室

13月1日から12月20日の第1・3・5日曜日 ※雨天中止による予備日なし
一般の部 8：00〜12：00 小・中学生の部8：00〜10：00
2市民テニスコート
：市内在住・在勤・在学の15歳以上の人
（2020年4月現在）
および市ソフトテニス連盟加盟者
3一 般 の 部（定員40人）

中学生の部（定員10人）
：2020年度において市内中学校ソフトテニス部員
（保護者または部顧問の了承を得ること）
小学生の部（定員10人）: 2020年度において小学5･6年生
（保護者の了承を得ること）
※定員を超えた場合、前年度受講者優先 ※ラケットを所有していない人には無償貸与有
l一般：5,000円（市ソフトテニス連盟加盟者は4,000円）中学・小学生：2,000円
※スポーツ保険料、ボール代を含む ※返金不可
52月9日（日）9：00から杁ケ池体育館窓口で申込。先着順。代理申込可。

20

広報ながくて 2020 年 2 月号

2020年

前期 硬式テニス教室

スポーツ

13月から7月の各月第1・3・5日曜日
（全12回）
第1部 9：00〜10：45 第2部 10：45〜12：45
2菖蒲池テニスコート
（ハード）
3長久手市スポーツ協会テニス協会会員および市内在住、在勤、在学の中学生以上の人 定員各部50人(抽選)
l6,000円 ※スポーツ保険料、スポーツ協会テニス協会年会費含む
2月16日
（日）
9：15から10：30までに杁ケ池体育館で支払い。※返金不可
52月12日（水）17：00までに申込用紙を杁ケ池体育館窓口またはFAX(63-7598/要着信確認)で申込。

スポーツ講習会「いきいきヨーガ教室」
12月15日
（土）13：30〜15：00
（13：00受付） 2愛知医科大学 体育館
ドリンク、運動のできる格好
3市内在住、在勤、在学の方（小学生以上） F上履き、タオル、
52月8日（土）までに杁ケ池体育館窓口または電話で申込 0愛知医科大学 運動療育センター ☎61-1809
K車で来られる人は、病院立体駐車場を利用し、駐車券を会場受付でスタッフに提示。

杁ケ池公園チップ散布体験会

0杁ケ池体育館 ☎63-1000

記事ID 13832

杁ケ池公園では、雨などで地面の土が流れてしまい、滑り台の土台や木の根
がむき出しになっています。
この対策として、市民ボランティア
「緑化プロジェクト」
が、剪定枝チップを撒
いて、土壌流出を防止する事業を行っています。楽しくカラダを動かして、公園
も心もスッキリ！

12月8日（土）10：00〜13：30（雨天の場合は解説のみ）
2杁ケ池体育館ミーティングルーム
330人 F軽作業ができる服装

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
誰でもわかる！自然農法セミナー

みんなのアトリエたねのいろ作品展

長久手に伝わる仏の美を知ろう

農薬や化学肥料に頼らない栽培方法の基本を
学ぶセミナーです。興味のある方からプロの方ま
で、お気軽にご参加下さい。

2才〜88才たねのいろ会員の今年度の成果発
表です。ぜひご覧下さい。

長久手の寺社にある仏についての説明と、仏
教美術の世界について詳しく解説します。

12月28日
（金）
〜3月1日
（日）
9 : 00〜17 : 00
2長久手中央図書館2Ｆギャラリー
G絵画造形作品展
K最終日のみ15:00終了
5本田 tane@qs.pupu.jp

12月16日
（日）
10：00〜12：00
2長久手市役所西庁舎3階 研修室
3先着20名
G長久手市生涯学習課 学芸員 川出康博氏によ
る講演
5長久手市郷土史研究会 羽生田
（電話 090-6927-8883）

1第1回3月22日
（日）
2まちづくりセンター 3定員10名
G年間5回開催 l各回500円
52月29日までに電話で申込・先着順
0藤田 090-7959-8881

表情筋トレーニング＆美姿勢レッスン

猫の譲渡会

プレようちえん♪体験会

年だからとあきらめないで！筋肉は何歳からで
もきたえられます。楽しく顔・身体を動かし若々し
く年を重ねましょう。

引き取り手のいない猫の、里親さんを募集し
ます。
（ 当日の引き渡しはありません）

経験豊富な先生達と楽しい時間を過ごしませ
んか♪ 幼稚園のミニバージョン ! !

12月25日、3月24日
（火）
10：00〜12：00
2市役所西庁舎和室 3女性
G表情筋を鍛えてお顔のリフトＵＰ、簡単筋トレ
で若々しい身体作り
l1回1,000円 5電話
0電話 090-3442-8355 松下

12月16日
（日）
13：30〜15：30
2ながくてエコハウス多目的室
3長久手市近郊にお住まいで20歳以上の方
l去勢・避妊費用やワクチン等の費用
K駐車場は市役所第2駐車場をご利用下さい。
0木村（電話78-1544）

12月21日
（金）
、18日・25日
（火）
ＡＭ1時間
2西共生ステーション、杁ケ池栄建ホール
3未就園児1〜2才、10名
G歌、
楽器、
返事、
製作、
パネルシアター、
リトミッ
クなど盛りだくさん♪
l300円 5要予約 コモダ 090-9198-8190

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

2月みんなの掲示板

53月号への掲載は、3月5日(木)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。
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子育て支援アプリ実証実験開始
長久手市に在住・在勤・在学の人を対象に、子育て関連情報の発信と

0情報課 ☎56-0601

利用者レビューや口コミ機能等の実証実験を行います。

記事ID 14001

ご利用開始までの流れ

1

まずはアプリを
ダウンロード

2

子育てに役立つ
イベント情報の配信

プロフィール
（お住まいの地域、
子どもの年齢等）
を登録

3

利用開始

Tap!

子どもの年齢に応じたイベントを配信。イベ
ント情報は同じ子育て世代の人たちのコメ
ントと一緒に確認できます。

Tap!

暮らしに安心をプラスする
地域情報の配信
防災や防犯等の情報を、お住まいの地域に
絞り込んで配信。短いスキマ時間でご確認い
ただけます。

した
登録 日に
を当
予定 ュ通知
プッシ

目まぐるしい毎日の
スケジュールを管理

Tap!

その日に開催されるイベント情報をチェック
できるから、お出かけしたい日のイベントを
スムーズに見つけることができます。

実証実験のご意見等は、
アプリ内から入力できます。みなさんからのご意見等は、今後の参考とさせていただきます。
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子育てコンシェルジュ
0子ども未来課 ☎56-0615

0教育総務課 ☎56-0626

記事ID 9421

1 2 月15日（土）10:00〜12:00
2 適応指導教室N-ハウスあい
5 通学している学校か教育総務課窓口
または電話で申込。当日参加可。

話にてご確認ください。）
時間帯：月〜金曜日（祝日を除く）９：００〜１６：００
（時間応相談）
3 未就学児の保護者、これから子育てを考えている人など

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 8114

リズムあそび・
ぴょんぴょん
記事ID 8201

みんなあつまれ!!
あそびのひろば
「てくてくクラス」
記事ID 8212

ファミリー・サポート
登録講習会
064-5280
記事ID 8451

き

記事ID 1463

ところ

記事ID 417

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。

5 子ども未来課窓口（不在の場合があるので、まずは電

と

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。

こーひーぶれいく

本市では、子育て関係の施設やさまざまなサービスが
ありますが、
どんな場合にどの施設を利用したらよいか
迷うことはありませんか。また、子育てをしていく中で、
さまざまな悩みを抱えることもありませんか。
このような場合、子育てコンシェルジュがお話を伺い
ながら、家族の状況に応じた施設やサービスの案内、関
係機関へつなぎます。

行事名

● 食に関するイベントについて

子 育 て

子育ての広場は、
紙面の都合等により2020年4月号をもって掲載を終
了します。
また、
平成こども塾一般（抽選）プログラムについては、
2020年
1月号をもって掲載を終了しました。今後は市HPまたは子育て支援アプ
リ等をご活用ください。
（アプリの詳細についてはP22をご覧ください）

0子育て支援センター ☎56-0638
対

象

申込方法

2月20日
（木）
10:00〜11:00

市が洞児童館

市内在住の
就園前の幼児と保護者

不要

2月27日
（木）
10:00〜11:00

南児童館

市内在住の
就園前の幼児と保護者

不要

※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。
3月3日
（火）
10:30〜11:30

子育て
支援センター
多目的ルーム

市内在住の2歳0か月〜
就園前まで（3月3日現在）の
幼児と保護者

2月3日
（月）
10：00〜申込。
電話申込可。先着12組。

G 親子で触れあい遊びと「成長の記録」作りを楽しみます
F 子どもが写っている L 版の写真 1 枚、最近計測した身長と体重の数値がわかるもの、お茶や水（親子ともに）
2月22日
（土）
10:00〜15:00
（依頼会員は午前のみ）

エコハウス
多目的室

依頼会員：市内在住、在勤、在学の人 2月15日（土）までに申込。
※託児希望の場合は、12日（水）まで
援助会員：市内在住の人

※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、2月22日
（土）
9:00〜14:00は臨時休館です。
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就学通知書は届きましたか
子 育 て

0教育総務課 ☎56-0625

記事ID 389

今年4月に小学１年生、中学１年生になる子がいるご家庭へ、
「就学通知書」
を１月中に発送しています。この通知書は入学式当
日に必要ですので、
まだ手元に届いていない人、氏名などに誤り
がある人は、
すぐに連絡してください。
また、市立の小・中学校以外の学校(国立、私立)へ入学する場合
は、入学許可書を添えて教育総務課へ届け出てください。
【入学式日程】小学校：4 月6 日
（月）中学校：4月7 日
（火）

中央図書館 おはなし会
行事名

日

ブックスタートのおはなし会

0中央図書館 ☎63-8006
2中央図書館２階 ＡＶルーム

記事ID 13815

時

対

15日
（土）
11：0０〜11：30

象

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）

6日
（木）
11：
００〜11：30
＊ブックスタート事業併用日
15日
（土）
15：
００〜15：30

乳幼児向けおはなし会

乳幼児とその保護者

20日
（木）
11：
００〜11：30
◎育児相談：保健師
8日
（土）
10：3０〜11：30

おはなし会

15日
（土）
14：0０〜14：30
22日
（土）
10：3０〜11：30

英語のおはなし会
大人のおはなし会
（読書会）

4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

児童館の行事

記事ID １１０３５

0子ども未来課 ☎56-0616
行事名・対象時間 青少年児童センター
☎62-1712
対象・定員
工作
「あみあみ
コースター」

右の開始日から１週間程度
3小学生各館20人

幼児教室

110:00〜11:00

手遊び、工作、
読み聞かせ、体操など

自由参加。詳しくは、じどうかんだよりをご覧ください。

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

8日
（土)〜

8日
（土)〜

8日
（土)〜

22日
（土)〜

8日
（土)〜

8日
（土)〜

12日
（水)◎
26日
（水)※

4日
（火)◎
18日
（火)◎

14日
（金)
28日
（金)※

5日
（水)◎
19日
（水)

7日
（金)◎
21日
（金)※

12日
（水)
26日
（水)

クッキング

113:30〜15:30
3小学生15人
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今月のあそびは「テンプラ
（10プラス）
」。
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※育児相談：児童館長

22日
（土)

◎育児相談：保健師

G いちご大福
5 2月8 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。

50人程度
（５人未満は中止）

コーナ ー

イベント

血法、搬送法、指導法など

lテキスト代として3,700円（税込）
（初日支払い）

ママ・ジョブ・あいち
出張相談
申

0たつせがある課 ☎ 56-0641

記事ID 10557

5２月１４日（金）までに尾三消防本部ま
たは各消防署へ直接申込。

再就職を考えている女性に、カウンセ
ラーによる無料相談を年３回行っていま

くらし環境

す。
「 退職をしてからブランクが長くて不

親子で学ぶ！
防火・防災体験ツアー

かわからない」
などのモヤモヤした気持

0日進消防署

ちを相談しませんか。

申

防犯ボランティア
養成アカデミー
申

0安心安全課 ☎ 56-0611

記事ID 10760

犯罪に強いまちづくりには、地域のみ
なさんが力を合わせることが必要不可欠
です。防犯ボランティア活動の活性化を
めざして、安全なまちづくりに役立てるた
めの講座を開催します。

1２月１２日
（水）
13：30〜16：00
2日進市立図書館 視聴覚ホール
3５０人（先着）
G
●「私達のまち・家を犯罪から守りたい！

☎

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。

G心肺蘇生法（ＡＥＤの取り扱い他）、止

安」
「再就職の準備、何から始めればいい

13月13日
（金）
9：30〜12：20

0561-73-0119
記事ID 13838

13月1日
（日）
10：00〜12：00
2尾三消防本部日進消防署
3長久手市・豊明市・日進市・みよし市・東
郷町に在住する小学生以下の親子各
回１６組
（５０人程度・先着）

G天ぷら油火災の実験、子ども消防服で
の記念撮影、消防車の試乗など。

52月5日（水）から尾三消防本部日進消
防署に電話で申込。

相談時間 50分以内

2市役所本庁舎２階 打合せ室１
3３人（先着）
52月3日（月）から3月12日（木）まで
にたつせがある課窓口または電話で
申込。
※託児が必要な場合は3月6日
（金）
まで

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

〜そのための防犯環境設計とは？〜」
講師：愛知県セルフガード協会
に しな ま き

申

こ

仁科満紀子氏

工房２利用講習会
記事ID 3394

講師：愛知県防災安全局職員

5２月７日（金）までに安心安全課に電話

福祉の家の工房2には糸ノコなどの工

またはメール（anshin@nagakute.
aichi.jp）
で申込。
「アカデミー参加希
望」
の旨、住所、氏名、連絡先を明記。

申

応急手当普及員講習

0尾三消防本部消防課

☎ ０５６１-３８-７２１５
記事ID 13836

まちセンカフェ
（交流サロン）
0たつせがある課 ☎ 56-0602
記事ID 10126

12月15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定年後の地域デビューい・ろ・は
世の男性のみなさん！あなたの魅力

地域や事業所などで応急手当の普及

を地域で活かしませんか？ 本市でも絶

啓発指導を行う応急手当普及員の養成

賛活躍中のゲストが、多くの失敗体験や

講習会を開催します。

事例から学んだ地域デビューのコツを

12月27日
（木）
〜29日
（土）
9：00〜18：00
（計24時間）

2尾三消防本部
3長久手市・豊明市・日進市・みよし市・東
郷町に在住・在勤・在学で３日間とも参
加できる人。

紹介します。あなたも色々な経験を活か
して、健康でいきいきした定年後を過ご
しませんか。夫を地域に送り出したい女
性陣もぜひ参加ください！
すぎ はら こう じ

ゲスト：杉原廣二さん（男性ボランティア
研究会副会長）

作機器が備えられており、初めて借りる
場合は、利用講習会の受講が必要です。

12月16日(日)9：30〜11：30
2福祉の家 工房2
33人（先着）
52月2日(日)から12日(水)までに福祉

の家窓口または電話で申込。中学生以
下は保護者同伴。

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福祉の家 ☎ 64-6500

● 災害時の心構え
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花植え体験講習会

申

住まいの耐震相談会

申

0みどりの推進課 ☎ 56-0552

0都市計画課 ☎ 56-0622

イベント

記事ID 11640

12月29日
（土）
10:00〜12:00
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、花植え体
験講習会を開催します。緑化フェアを
契機に香流川沿線に設置した花かご
（あぐりん村からリニモ公園西駅付近）
への花植えです。

52月3日（月）から28日（金）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。

記事ID 13877

12月22日
（土）
13：00〜16：00
2イトーヨーカドー尾張旭店
（１階東入口入ってすぐATM前）

G建築士が地震に対する住まいの相談
を個別にお受けします。
「自分の住む家は、
どのくらい地震に強
いのか」
「
、どんな工法で建物を強くす
るのか」
等の相談でも結構です。お住
まいの耐震について気になることを一
度専門家に相談してみませんか。
その場で担当者が説明します。
また、相談会の参加に関わらず、なま
ず号（起震車）
による地震の模擬体験
もできます。

5相談希望者は事前にご連絡ください。
優先的に案内します。
（当日参加可）

健康・福祉

愛知医科大学
運動療育センター講演会

0愛知運輸支局

0愛知医科大学運動療育センター

052-351-5312
記事ID １３７９７

1２月１０日
（月）
13：00〜16：00
2中部トラック総合研修センター
G大型バスまたは大型トラックの運転
体験
（大型ＭＴ免許以上取得者のみ）
、
現役運転士との座談会、就職相談会
など

5愛知運輸支局ＨＰをご覧ください

☎

0561-84-1155
記事ID 6076

12月15日
（土）

14：00〜16：00
（開場13：15）

2瀬戸旭医師会館
3200人（先着）
G
「ドクターXを超える！？ 最新型ロボッ
トによる胃がん手術」
講師：公立陶生病院外科部長
まつ した ひで のぶ

松下英信 氏

5電話、FAX（0561-84-5776）また
はメール
（isikai@setoasahi.coｍ）
で
申込。名前
（ふりがな）
、電話番号、参加
人数を明記。

ボランティアセンター事業等
説明会
0市社会福祉協議会 ボランティアセンター
☎

若者・女性向け
バス・
トラック運転・乗車体験会
☎

0瀬戸旭医師会

住まいの耐震相談会を瀬戸市、尾張
旭市、長久手市で合同開催します。

本市が実施する補助制度についても、

申

瀬戸旭医師会・陶生病院
合同市民フォーラム
申

61-3434

申

☎

61-1809

記事ID 9709

12月29日(土)

12：30〜15：00
（開場12：00）

2愛知医科大学 たちばなホール
G1.痛みに負けないからだを作ろう
うし だ

たか ひろ

講師：牛田 享宏 氏
(愛知医科大学 医学部教授・運動療育
センター長・学際的痛みセンター長)

2020年度の市社協ボランティアセン
ターへのボランティア登録にかかる説明
会を開催します。センターに登録をしてボ
ランティア活動を初めてみませんか。

1①3月１日(日)10:00〜

②3月3日(火)14:00〜
③3月6日(金)18:00〜

2①福祉の家２階会議室

②、③福祉の家１階 ボランティアプラザ
活動室１

3ボランティア活動を継続または始めて
みたい団体、個人

2.痛みと運動

いの うえ しん すけ

講師：井上 真輔 氏
(愛知医科大学 医学部准教授・学際的
痛みセンター准教授)

5運動療育センター事務室に申込。当日
参加可。

家庭体験ボランティア
交流会
申

0市社会福祉協議会 ボランティアセンター
☎

61-3434

児童養護施設の子どもの育ちを支援
するために子どもたちとの交流会を行い
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広報ながくて 2020 年 2 月号

ます。子どもたちと簡単なブーケを作り

の意見を反映させるための委員を３人募

ます。子どもたちも交流を楽しみにして

集します。

います。

任期 令和2年4月から2年間

る人 5人
（先着）

52月1日（土）から社会福祉協議会ボラ
ンティアセンター窓口、
電話またはメー
ル
（nagabora@hm7.aitai.ne.jp)で
申込。

3市内在住で、18歳以上75歳未満（委
員付託時点）の人

※市議会議員ま

52月3日（月）から21日（金）までにみど
りの推進課窓口または市HPにある応
募用紙に小論文
（テーマ
「長久手市の
市街地の緑の創出について」
）
を添付
し、みどりの推進課窓口、
メールまたは

記事ID 6686

むらさき

「女性の学びと人生−
『源氏物語』の紫

のうえ

て ならい

上と
〈手習〉
−」
と題し、
『源氏物語』に登場

する
「手習」
の場面から、平安時代の女性
はどのように学び、紫上の人生に
「手習」
がどのような影響を与えたのかを考え
ます。

かめ だ

ゆ か

13月14日・21日(土)

「農のあるくらし・農のあるまち」
を目指

l年間10,000円
52月10日（月）までにみどりの推進課
窓口や市ＨＰにある申込書をみどりの
推進課窓口または郵送
（必着）
で提出。

す田園バレー事業の一環として開校した
長久手農楽校で、仲間と一緒に、農のあ
るくらし を楽しんでみませんか。

14月〜2021年1月の

水曜日 9:00〜
（実習、毎週）
金曜日 9:30〜
（講義、8回程度）

2東小学校 西側の畑（実習）
農村環境改善センター
（講義）

3基礎コース：市内在住者30人

14：00〜15：30〈全2回〉

農力向上コース：市内在住者で基礎

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)

コースを修了し、野菜栽培に関する一
定の知識や技術があり、
自立的な栽培

2020福祉まつり実行委員H
0市社会福祉協議会 ☎ 62-4700

管理ができる人10人

※2月14日(金)時点で定員に満たな
い場合、市外の人も申込可。

l600円(初回集金)
F筆記用具
52月3日(月)9:00から生涯学習課窓口
または電話で申込。

募

2前熊溝下地内（福祉の家東）
3市内在住者。ただし、同一世帯の人が

いずれも先着

l基礎コース：12,000円
農力向上コース：15,000円

52月4日(火)から28日(金)17:00まで
にみどりの推進課窓口または市ＨＰに
ある申込書をみどりの推進課窓口に
提出。1人で複数人の申込不可。

集

福祉まつりは、幅広い年代の人に楽し
みながら福祉について知ってもらう機会
として開催しています。準備から企画・運
営する実行委員を募集します。

52月28日（金）までに社協窓口や市ＨＰ
にある申込書を社協窓口、
ＦＡＸまたは
郵送で提出。書類選考あり。

みどりの推進委員
0みどりの推進課 ☎ 56-0552
記事ID 13885

みどりの育成等に関する事項を調査審
議するみどりの推進会議において、市民
予備自衛官補および自衛官候補生の募集
0自衛隊瀬戸地域事務所 ８３-３１８１

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

講師：愛知淑徳大学 亀田 夕佳 氏

間延長可）

開抽選会2月21日）

0みどりの推進課 ☎ 56-0620

記事ID 11057

12020年4月から3年間
（2年

込不可。8区画
（1区画30㎡）
（ 抽選：公

長久手農楽校受講生

0生涯学習課 ☎ 56-0627

んか。週末には栽培指導も行います。

既にこの農園を借りている場合は申

のう がっ こう

愛知淑徳大学連携講座

しいコミュニケーションの輪を広げませ

集

に結果を書面で通知。

野菜づくりを通して健康的な生活と新

募

K書類選考を行い、選考後、応募者全員

申

記事ID 6680

たは付属機関の委員を除く

郵送
（消印有効）
で提出。

くらし環境
文化・スポーツ

0みどりの推進課 ☎ 56-0620

イベント

13月22日(日)10：30〜12：00
2福祉の家1階 工房室
318歳以上の子どもの支援に興味のあ

長久手ふれあい農園
たがやっせ利用者

詳しくは自衛隊愛知地方協力本部ＨＰをご覧ください。
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愛知県消費生活モニター
0愛知県県民生活課

募

☎ 052-954-6163
悩みごと相談室 ☎ 56-0551

記事ID 12520

集

県では、消費者を取り巻くさまざまな

お 知らせ
くらし環境

愛知県特定最低賃金の改正
0瀬戸労働基準監督署
☎

問題に対応するため、モニターとして消
費者行政の推進にご協力いただける人
を募集しています。

お知らせ

3県在住の満20歳以上の人（公務員、公
職選挙法による公職者は除く）

G日常生活の中で危険と思われる商品、
不当な表示、悪質商法、生活必需品の
価格動向などの観察・情報提供、アン
ケートへの回答、研修会への出席
（交
通費は自己負担）
など
任期 県が依頼した日から2021年3月
3 1日まで
謝礼 年額1,500円以内
（予定）

52月21日（金）
（ 消印有効）
までに所定
の応募用紙または県HPで申込。

記事ID 9319

記事ID 8310

市平成こども塾
（小中学生の自然体験
活動の実施）の諸問題を把握し、施設の
運営、事業全般に関して協議するために

業種

時間額

鉄鋼業

975円

はん用機械器具製造業

947円

電気機械器具製造業

955円

輸送用機械器具製造業

941円

※愛知県内で働く全ての労働者に適
応される愛知県最低賃金は、2019年
10月1日から926円
（時間額）
です。

サイバーセキュリティ月間

２月１日（土）〜３月１８日（水）は、サイ
バーセキュリティ月間です。
一度流出した個人情報は、完全に消す
ことはできません。
サイバー犯罪の被害に遭わないため
に以下のことを心がけましょう。

32 0 2 0 年 4 月1日現 在 、市 内 在 住 の

●最新のウイルス対策ソフトを導入する

18歳以上７5歳以下の人。ただし、本

●最新のソフトウェアに更新する

市の付属機関の委員や、本市議会議

●ＩＤを適切に管理するほか、パスワード

G
採用人数

2人

任期 4月1日から2年間

52月21日（金）までに履歴書（写真貼
付）
と小論文（テーマ「里山の自然を
生かした体験活動について」）800字
程度を平成こども塾窓口または郵送
（消印有効）
で提出。

K選考委員会による審査を行い、結果
は応募者全員に文書で通知。

広報ながくて 2020 年 2 月号

＜キャッシュレス決済について＞
最近よくお店やCMなどで
「キャッ
シュレス決済がお得」
と見かけるの
ですが、利用すればどんな場合で
もポイント還元を受けられるので
すか？

月16日から４業種で改正されました。

平成こども塾運営委員を募集します。

員および市職員でない人。

記事ID 13107

愛知県の特定最低賃金は、2019年12

記事ID 13870

0平成こども塾 ☎ 64-0045

0悩みごと相談室 ☎ 56-0551

よくある相談事例などをご紹介します。

0561-82-2103

0安心安全課 ☎ 56-0611

平成こども塾運営委員
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あなたのくらしに！
消費生活情報

を定期的に変更する
●身に覚えのない電子メールの添付ファ
イルを不用意に開かない
●無線ＬＡＮはファイル共有機能を解除し
て使用する

ウイル
ス対

策

サイバー犯罪

Q
&

A

2020年6月末まで実施予定の
「キャッ
シュレス・消費者還元事業」
ではクレジット
カードや電子マネー、スマートフォンを用
いたQRコードなどが対象となります。
ただし、キャッシュレス決済を行えば必
ず還元されるとは限りません。自分の利
用したい決済手段が対象となっている
か、決済を行う店舗も還元事業に参加し
ているかの確認が必要です。還元率もお
店により異なります。
還元方法も使用期限のあるポイントで
還元されたり、その場で割引されたりと
さまざまです。
ホームページや相談窓口で確認がで
きるので、問い合わせてみてはいかがで
しょうか。
【還元事業について】
経済産業省 消費者向け窓口

☎

0120-010975 平日10：00〜18：00

【キャッシュレス決済について】
各決済業者へお問合せください。

共生ステーション臨時休館
0たつせがある課 ☎ 56-0602
西小校区および市が洞小校区共生ス

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！

脳ドック検診費助成事業
0健康推進課 ☎ 63-3300
記事ID 1184

市では脳ドック検診の受診費用の一部

テーションの全館清掃を行うため、下記

を助成しています。

日程で終日休館します。

今年度申込をした人は、脳ドック検診受
診は2020年2月末までとなります。お早

1西小校区共生ステーション

2月1日
（土）

めに申請ください。また市外医療機関で

2月6日
（木）

でに脳ドック検診費助成金交付申請・請

受診手続きをされた人は3月6日
（金）
ま

市が洞小校区共生ステーション

求書、検診費用の領収書を保健センター

健康・福祉

Jアラート・全国一斉情報
伝達訓練
0安心安全課 ☎ 56-0611

記事ID 11760

1２月１９日
（水）
１１
：
００〜
2市内10カ所に設置してある防災行政
無線

G上記のとおり、音声放送およびサイ
レンが鳴ります。※全国的にこの情報
伝達訓練が行われます。

まで提出してください。

国民年金保険料の納付は
口座振替がお得です
0保険医療課 ☎ 56-0618
0瀬戸年金事務所
☎

0561-83-2412

記事ID 435

国民年金保険料を前納することで割引
があります。
「 国民年金保険料口座振替
納付申出書」
と納付書または年金手帳
と金融機関届出印を持参の上、希望の
金融機関または年金事務所に申し出てく

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

ださい。
なお、4月から6ヶ月・1年・2年前納を希
望するときは2月末日
（年金機構必着）
が
申込期限です。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/
kokunen.html

市 役 所 開 庁 時 間 中にマイ ナンバ ー

一般不妊治療費助成制度

カード・通知カードを受け取れない人のた

0健康推進課 ☎ 63-3300

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。

12月5日(水)、19日
（水）
17：15〜19：00

9日
（日）
9：00〜12：40

2市役所本庁舎１階 市民課
F【共通】運転免許証などの本人確認
書類、通知カード、住民基本台帳カ

共同公売
0収納課 ☎ 56-0610
記事ID 13828

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）
の公売
を愛知県と共同で行います。

記事ID 13843

めに、夜間・休日窓口を開設します。マイ

市政情報

記事ID 1095

不妊治療
（体外受精および顕微授精を
除く）
を受けられた夫婦に助成金が支給
される制度です。

3市内在住の夫婦（所得制限：夫婦合算
で730万円未満）

12月5日
（水）

入札時間13：30〜14：00
開札時間14：01〜

2名古屋南部県税事務所4階 会議室
K公売保証金について
公売に参加するには受入期間中に公売
保証金を納付する必要があります。
受入期間：詳しくは市HPをご覧ください
受入場所：市役所収納課窓口

G助 成 額：本 人 負 担 額 の 2 分 の 1 の 額
（1年度当たりの助成額は5万円まで、
継続して2年間まで）

53月19日（木）までに必要書類を健康
推進課に提出。

モリコロパークでは、4月から働いてくれる人を募集しています。花いっぱいのモリコロパークで働きませんか？
0愛・地球博記念公園管理事務所 64-1130 記事ID13894

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

マイナンバーカード・通知
カードの臨時窓口

ード(ある人)

お知らせ

記事ID 1606、10555

【受け取り】個人番号カード交付・電子
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スマートフォンで広報ながくて
令和元年 年末合同夜間パトロール実施
（北小校区）

お知らせ

目的：犯罪の多発が予想される年末において、北小校区
で活動する自治会連合会と各地区防犯ボランティア団体な
どと合同で夜間パトロールを実施し犯罪の抑制と地域の防
犯意識の向上を目指す。
（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】 第１９回 陶のまち 瀬戸のお雛めぐり 【尾張旭市】 太陽観望会・夜間天体観望会
せともののまち・瀬戸市の街中をお雛さまが華や

かに彩ります。
メイン会場の『瀬戸蔵』
に登場する、
高さ４ｍのピラミッド型巨大ひな壇
「ひなミッド」
に並
んだ約1,000体の陶磁器・ガラスの創作雛は見ご

たえ満点♪毎週末開催の「瀬戸焼のお雛さま作り
体験」
をはじめ、
イベント盛りだくさん！期間限定の

特別メニュー
「お雛ランチ＆スイーツ」
も楽しめます。

1２月１日
（土）
〜３月８日
（日）
2 瀬戸蔵 ほか
0 瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会 ☎0561-85-2730

【日進市】 岩崎城登城記念証の頒布
岩崎城主丹羽家の家紋と、マスコットキャラク

ター「にわさきくん」
が背景に描かれた登城記念証
です。
岩崎城への登城記念に1枚いかがですか。

また、2月1日
（土）
から3月22日
（日）
まで特別展

「おひなさま」
も開催しています。

1 開館時間中（9：00〜17：00）

※月曜日休館
（祝日の場合は開館）

2 岩崎城歴史記念館 事務室受付
l 1枚200円
0 岩崎城歴史記念館 ☎0561-73-8825

1【太陽観望会】

火・土・日、祝・休日

10：00〜12：00、13：00〜15：00
【夜間天体観望会】

第1〜4日曜日の日没1時間後から1時間程度
2月は18：30〜19：30

2 スカイワードあさひ8階 天体観測室
K 天候により中止となる場合あり
0 尾張旭市生涯学習課生涯学習係 ☎0561-76-8181
スカイワードあさひ ☎0561-52-1850

【みよし市】 ひな人形展
毎年恒例のひな人形展を開催します。
期間
内には、
みよし市内ひなめぐりスタンプラリー
も実施しますので、
併せてお楽しみください。
全てのスタンプを集めた先着200人に記念
品を差し上げます。

1 2月1日
（土）
〜3月3日
（火）9：00〜16：30
2 みよし市立歴史民俗資料館、石川家住宅
K【休館日】

資料館 : 月曜日
（2月24日
（月・振休）
は開館）
、2月25日
（火）
石川家住宅 : 月、火、金曜日
【スタンプポイント】サンライブ、
石川家住宅、
サンアート、
歴
史民俗資料館 ※シートは各施設で配布

0 みよし市立歴史民俗資料館 ☎0561-34-5000

【東郷町】 レクチャーミニコンサート 第6回 オペラの魅力 【豊明市】 男性限定！フラワーアレンジ講習会
東郷町オリジナル・サロン風コンサートシリー

ズです。

オペラと歴史の関係、原作など元になった文学

作品との違い、またオペラを歌う声の魅力、言葉

とオペラの関係などに触れると、より一層オペラ
が面白くなります。

12月28日（金）19：00開演（18：30開場）
おかもと しげ お
2東郷町民会館ホール G【出演】岡本茂朗(バリトン)
350人 ※未就学児入場不可 l1,000円
5東郷町民会館窓口または電話で申込
0東郷町生涯学習課 ☎0561-38-4111

日頃お世話になっている特別な人、身近
な人に花を贈りませんか？講師が丁寧に指
導しますので、初めての人でも大丈夫です！

12月13日（木）18：30〜20：00
2豊明花き市場3階大会議室
ま せ くに こ
G【講師】間瀬邦子氏（フラワーデザイナー）
330人（先着） l3,000円（当日支払い）
52月3日(月)9：00〜10日（月）16：00に、とよあけ花マルシェプロ

ジェクト係に電 話 、F A X（ 0 5 6 2 - 9 6 - 1 1 9 8 ）、またはメー ル
（toyoake@fengming.jp）
で申込。住所、氏名、連絡先を明記。
※2月10日（月）以降のキャンセル不可。当日参加できない人は、
後日材料のお渡しと引き換えに参加費をお支払いいただきます。

0とよあけ花マルシェプロジェクト係（豊明花き市場内）☎0562-96-1199
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2020 年 2 月号

2月 保健ガイド
内容
（ 予 は要予約）

6日
（木）

親子健康手帳交付

0健康推進課 ☎63-3300
と き

対象
（ 対 は対象）

9：45集合

妊婦

17日
（月） 13：30集合

（木） 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） 6日

母子保健

予 パパママ教室（2回目）
16日
（日）
※予約は土日のみ

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

2 月

の

納 期 一 覧

納期限（3月2日）
までに
納めてください
税 目
固定資産税
国民健康保険税

納 期
第4期
第8期

介護保険料

第6期

後期高齢者
医療保険料

第8期

問合先
収納課
☎56-0610
長寿課
☎56-0613
保険医療課
☎56-0617

（記事ID 1100)

予 妊婦訪問

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

こんにちは
赤ちゃん訪問

３〜４か月児健診受診前

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

3日
（月） 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。）

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。

（木）
のびのび 上郷児童館 20日
10：00〜10：30受付
計測日※1 市ケ洞児童館 25日
（火）

未就園児 ※1医師の診察はありません。
持 親子（母子）健康手帳・乳児の場合はバスタオル

日曜・祝日・年末年始の受診は

予 離乳食教室

28日
（金） 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

転入者予防接種等
説明会

4日
（火）

BCG接種

21日
（金）

９
：
１５〜１０
：
１５受付

R元年8月16日〜R元年8月31日生
R元年9月1日〜R元年9月15日生

（記事ID 1192)

予約してから︑市内委託
医療機関で接種してください

予防接種

予 B型肝炎

対 生後1歳未満

予 ヒブ、小児用肺炎球菌

対 生後2〜60月に至るまで

予 4種混合、不活化単独ポリオ

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

対 生後１２〜36月未満
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

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。

7日
（金）
、18日
（火）

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

予 個別子宮検診

（記事ID 7147)

12日
（水）
、14日
（金）
、20日
（木）
、
25日
（火）
、27日
（木）

予 乳腺検診

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

10日
（月）

16歳から39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

あなたへ

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。
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。
2月11日（火・祝）建国記念の日、24日（月）振替休日は
開院（通常診療）いたします。
（記事ID 12829)

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。

長久手市在宅医療・介護連携支援センター
（やまびこ長久手）
第２回市民公開講座
東名古屋長久手市医師会

どなたにも訪れる人生最期の時。この大切な締めくくりの時に家族や
医療・ケア関係者がどのように寄り添うべきか、いま大きな課題となっ
ています。
命の危険が迫った状態になると約 70% の人が医療・ケアなどを自分で
決めたり、望みを伝えたりすることができなくなると言われています。
「ア
ドバンス・ケア・プランニング（ACP）」という言葉をご存知ですか？意
思決定能力が低下する場合に備え、あらかじめご本人が望む医療・ケア
について、家族・医療者や介護提供者などと話し合い共有しておこうと
いう取り組みです。厚生労働省でも ACP の国内普及を図っており、「人
生会議」との愛称を発表しました。主体はあくまでも本人であり、その
意思は変化する可能性があるため、一度だけでなく繰り返し話し合うこ
とが大切です。また地域で支えるという視点から、かかりつけ医を中心
に、看護師、ケアマネジャー、介護職、ソーシャルワーカー等の多職種
で話し合い、内容をそのつど文書にまとめておく必要があります。
さて、長久手市近郊ではどのような医療・ケアを選ぶことができるの

でしょうか。病院もあれば施設もあります。もちろん、最後まで住み慣
れた自宅で生活を続ける選択肢もあります。
今回の市民公開講座では医療・介護の各分野で活躍されている人をお
招きし、それぞれの施設の詳しい実情をお話しいただきます。どこでど
う過ごすのが「自分らしく生き抜き、より良い死を迎えられる」ことに
なるのか、具体的にイメージしていただけることと思います。ご自身と
大切なご家族のために、きっとお役立ていただけることでしょう。
※参加のみなさんに長久手市の最新エンディングノートを差し上げます。
「エンド・オブ・ライフケア〜人生の最終段階における選択肢〜」
あなたは最期までどのように生きていきたいとお考えですか？

1 2月11日
（火・祝）
13：30〜16:00
（13：00開場）
2 文化の家 風のホール
0 ☎75-5512（やまびこ長久手）

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

成人健診

予 子宮検診

☎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

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

予 日本脳炎

東名古屋医師会休日急病診療所
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Vol.72 よくもそんなことが言えますね！
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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。

City Public Relations Magazine

No.683 Feb.2020

「Ｈow dear you.
（ハウ デア ユー／よくもそんなことが言えますね！）」
昨年９月、スウェーデンの高校生グレタ・トゥンベリさんが、ニューヨーク
で開催された国連気候行動サミットで、涙ながらに語った言葉です。
グレタさんは、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量を
抑えることを訴えていて、各国首脳に対し、
「生態系全体が崩壊しか
けている。私たちは絶滅に差し掛かっているのに、あなたたちが話
なことが言えますね！」
と演説し、
日本でも大きく報道されました。
1人の人間が、
１年間に呼吸で排出する二酸化炭素の量は、約320kg〜370kgと言われています。一
めには、二酸化炭素の排出量を減らすと同時に、植物の力を借りるしかありません。フランスの航空会
社は、今年１月から国内線で排出される二酸化
炭素排出量を実質ゼロにするため、植林や森林
樹齢20年の樹木が1年間に吸う
（成長する
ために固定する）
二酸化炭素の量は、表のとお
りだと言われています。つまり1人が呼吸で出
す二酸化炭素を帳消しにするためには、街路樹
にすると１人当たり４〜５本が必要ということに
なります。当然、秋になれば、葉も落ちますが、

クスノキ

49.0kg/年

ケヤキ

66.7kg/年

イチョウ

32.8kg/年

プラタナス

62.1kg/年

出所：国土交通省国土技術政策研究所社会資本マネジメント
研究センター緑化生態研究所HP

この秋、家の前の街路樹の落ち葉を自主的に集めてくださっている方々を、市内のあちこちでお見かけ
しました。
「仕方がない」
と思ってなのか、
「適度な運動になる」
と思ってくださっているのかは分かりませ
私たちの日々の暮らしは、効率や結果を求める企業活動のように、
「悪いところを切り捨てれば、必ず
いいところになる」
わけではなく、
「いいところを取り入れる
と、
悪いところもついてくる」
ものだと私は思っています。
落ち葉を二酸化炭素を吸ってくれた産物と思うのか、
ゴミと思うのかによって、落ち葉に対する見方も変わり
ます。子どもの未来のために、私たち大人は環境に対し
て何ができるのか、一緒にみなさんと考えていきたいと
思っています。

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

今月の地域伝言板はP12です。

〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1 ホームページ

んが、
まちにとっても、
ご自身の健康にとっても、非常にありがたいことだと思います。

TEL ／（0561）63-1111 FAX ／（0561）63-2100

保護等を行うと発表しました。

CO2年間固定量(樹齢20年)

編集／市長公室情報課

方で植物は、光合成によって二酸化炭素を吸収・固定する力を持っています。地球温暖化を抑制するた

発行／愛知県長久手市

すのは金のことと、永遠の経済成長というおとぎ話だけ。よくもそん

