広報ながくて

当月号に掲載している事業等については、新型コロナウイルス
感染症の影響により変更・中止となる場合があります。
最新情報については市HPをご確認ください。

トノサマガエル／6月11日
（木）
（長久手市役所裏）
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写 真 で 見 る な が く て

青空コンサート
や ざこ もと かど

いちろく や

5月22日
（金）
、岩作元門にある一六屋呉服店前の広場で
「青空コンサート」

が開催されました。

コロナ禍で家から出られない、集まれない、コンサートに行けない、自粛

生活中のみなさんに音楽を通じて癒しのひとときを提供しようと、文化の家

創造スタッフの若手アーティストが、
３密を避け、ソーシャルディスタンスを
保ちながら生演奏を行いました。イタリアのバルコニー・コンサートをイメージ

した、
この
「青空コンサート」
。演奏が終わると、
どこか遠くの方から拍手の音が
聞こえ、演奏を行った創造スタッフたちも顔をほころばせていました。
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早速ですがリニモテラスクリーンアップ作

知り合いに会いますね︒

まれて︒最近ではどのイベントに行っても

くれて︑そこでまた新たなつながりが生

合った 人 が 新 し い イ ベン ト に 誘って

関 われ るの が 新 鮮で し た ︒そこで 知 り

なりがちで︒だからいろいろな人たちと

す︒だから︑楽しそうだな︑興味あるなってイベ

それも﹁まちづくり﹂の一環なのかなって思いま

みんなのつながりの輪がどんどん広がっていく︒

た くさん あ りま す ︒そ ういうのに 参 加 す る と ︑

し︑子どもも大人も楽しめるイベントが本当に

るんですよ︒四季を感じられるイベントも多い

くて︑長 久 手 市って本 当にイベントが 充 実して

情報課職員︵以下情︶ 今日はよろしくお願いし

戦に参加したきっかけを教えてください︒

引っ越してきて１年で︑どのイベントに

ントがあったらぜひ積極的に参加してみてくだ

ます︒

昨年の8月にリニモ長久手古戦場駅北側

行っても知り合いがいるってすごいで

さい︒普段あまり関わることのない世代の人と

リニモテラス﹂で観光

にある長久手中央２号公園で開催された
﹁ながくて夏祭り
交流協会の人に声をかけていただいたの

情

すね︒

出会うきっかけにもなって面白いですよ︒

なって︑ちょうど探していたんです︒

たよう な イ ベ ン ト が こ っ ち で も な い か

地域でも清掃活動に参加していたので︑
似

引っ越してきたんですが︑前に住んでいた

﹁まちづくり﹂に参加できてるなって︒

会とつながれてるなあって実感できます︒

いですね︒ちょっとした 地 域 貢 献でも社

のために何かできているっていうのがい

すけど︑子どもたちも楽しみながら地域

がきっかけです︒同年の4月に長久手市に

では︑リニモテラスクリーンアップ作戦は

社会とのつながり⁝︒つながりって聞
くと﹁人と人﹂って思いがちですけど︑

ぴったりのイベントだったんですね︒
イベントに参 加してみてどうでしたか？

社会とつながってるって︑そこに自分

社会とのつながりって大切ですよね︒

した︒

の居場所があるってことですもんね︒
それでは︑市民のみなさんへメッセー

知り合いはたくさん増えましたか？

とてもよかったです︒つながりが増えま

情

中村

それに︑子 どもも一緒に参 加してるんで

中村 よろしくお願いします︒
情

中村

情

中村

情

中村 たくさん増えました︒子育てはそれだけで

あると 思 うんですけど ︑実は狭い範 囲の

とちょっとハードルが高く感じてしまう

中 村 ﹁まちづくり﹂とか﹁ 社 会 貢 献 ﹂
って聞 く

ジをお願いします︒

中での話なんです︒知り合うのは︑同じ歳

かもしれませんけど︑実はそんなことな

つながりの輪が広がりそうなイメージが

くらいの子 どもがいるママやパパたちに
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in

わたしのまちづくり
「市民主体のまちづくり」と言われてみなさんは何か具体的なイメージがありますか？
ここでは、主体的に活動している市民に情報課職員が取材したことを紹介します。

なってリニモ長久手古戦場駅北側の建設予定地や
隣接する長久手中央２号公園で毎月第1土曜日清掃
活動を行っていました。

なか むら

ま

き

中村 麻希 さん

今回は︑リニモテラスクリーンアップ作戦に

ため、
リニモテラス運営協議会のメンバーが中心に

参加されたのをきっかけに︑市内のさまざまな

リニモテラス公益施設（仮称）
に愛着を持ってもらう

イベントに参加している中村さんにお話を伺

いました︒

リニモテラスクリーンアップ作戦とは
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このアイコンはみなさんに手伝ってほしい事業につけています。
詳細は事業担当課にお問い合わせください。

市と市民の力で開催しています!

ながくて・学び・アイ講座（9・10月開講）

記事ID 14575

0生涯学習課 ☎56-0627

講師も受講生もお互いに学び合うための、公募の講師による講座です。

2019年度に市役所が行った行事、
事業の数は、広報に掲載しているもの
だけでも約1,000ありました。
2020年度は、市民のみなさんと市
職員が共に企画運営に携わり、今まで
以上に市民の力で実施できないかを
一緒に考え、見直しを進め、可能なもの
から市民主導型へ順次切り替えるため
の準備の1年としていきます。その上
で、市民の力でできないものであれば、
事業によっては2021年度以降の事業
の見直しや中止、廃止も視野に検討し
ていきます。

講

座

名

手足ポカポカ！

⓭ 冷え・むくみ対策アロマ講座

講

師

ナードジャパン
アロマセラピスト
にしうら

こ

西浦 ひろ子

日

時

9/3、10、17、24
（木）
10：00〜11：30

費

用

3,300円

F筆記用具、フェイスタオル1枚、
〈4回目〉バスタオル1枚、短パンか太ももまで上げられるズボン

あがり症ノックアウト

⓮ 話し方トレーニング

かみ や

た ろう

神谷 太郎

9/3、17、10/1、15
（木）
9：30〜11：00

1,240円

F筆記用具

月
開

⓯ 初めての着付け
今あるもので、一歩ずつ

講

0生涯学習課 ☎56-0627

59月開講講座：7月1日(水)〜20日(月）
、10月開講講座：8月3日(月)〜20日(木)各月20
日消印有効。生涯学習課窓口または郵送で申込。本人に限る。はがき1枚につき1講座の
み有効。申込後のキャンセル不可。
【あて先】
〒480-1196
（住所不要）
生涯学習課
「ながくて・学び・アイ講座」
【裏面】①講座番号と講座名②氏名、ふりがな、年齢③郵便番号、住所④電話番号⑤ＦＡＸ
番号⑥在勤・在学者はその旨⑦お子さん連れの場合はお子さんの生年月日
K最低開講人数以上の受講生がいないと開講しません。応募多数の場合抽選。講座の詳細
はチラシ･HPへ。
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2021年成人式
実行委員 H 記事ID 14418

2市役所西庁舎3階 公民館
3市内在住・在勤・在学の18歳以上の人

F〈1回目〉浴衣と着付小物一式、
〈2〜4回目〉着物と着付小物一式（第4回のみ名古屋帯） k幼稚園以上のお子さん連れ可

1月11日
（月・祝）
に実施予定の成人式の
実行委員を募集します。

⓰ 楽しいハーモニカ

18月中旬〜1月下旬
57/31までに電話、郵送、
メール
3市内在住の平成12年4月2日
〜平成13年4月1日生まれの人
男女各10人程度
K詳細は市HPへ

すず き

しょうこ

鈴木 昌子

もりかわ

ひで お

森川 英雄

9/3、10/8、11/5、26
（木）
1,700円
14：00〜15：30

9/4、11、25、10/2
（金）
13：30〜15：00

1,340円

F筆記用具、
「複音ハーモニカ C調･21穴」
（ない人は7,000円で購入できます。）
日本知育玩具
協会認定講師

⓱ よいおもちゃの
選び方・与え方
（体験講座） 伊藤
い とう

9/8、10/13、11/10
（火）
ゆ み こ
1,400円
由見子 10：00〜11：30

Fなし k0〜3歳のお子さん連れ可

⓲ 簡単でおしゃれ！
ストール＆マフラー講座

コメント

似合う洋服の
見つけ方
す

み

よ

ＳＵＭＩ
ＹＯ

10/4、11、25
（日）
10：30〜12：00

900円

Fストール、マフラー、卓上鏡

クラフトテープで

⓳ ゴットアイかごを編もう

あ や こ
10/7、21、11/4、18
（水）
3,200円
川上 亜矢子 10：00〜11：30

かわかみ

企画
受付

準備
講師

チラシ
づくり

会場
設営

片付け

式典
運営

⓴ 健康と音楽

講

// こんなことをやってほしい //

音楽療法士

開

月

メジャー、鉛筆、マスキングテープ kお子さん連れ可
10 F木工用ボンド、はさみ、洗濯ばさみ10コ程度、

Fなし（必要な方は飲み物） kお子さん連れ可

はじめての手編み
（かぎ針・棒針）

もりかわ せい こ

森川 晴子

かいぬま のぶ こ

貝沼 信子

10/7、21、11/4、18
（水）
1,200円
14：00〜15：30

10/15、22、11/12、26（木）
2,300円
13：30〜15：00

Fものさし、はさみ、筆記用具、かぎ針（6号程度）、棒針（10号程度）※編み針は初回のみ貸出可 kお子さん連れ可

“ウルトラ”初心者のための
ピアノレッスン講座

10/14、21、28、11/4
（水）
2,200円
岡田 みどり 10：00〜11：30

おか だ

Fなし

市民の力で開催しています!

7月みんなの掲示板
5 8月号への掲載は、7月3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。
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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。

親子リズム体操＆骨盤調整ヨガ

記事ID 3963

1７月8・15・22・29日
①9：45〜10：30 ②10：45〜11：45
①2〜3歳のお子さんとママの身につく 2福祉の家 3各20名
（先着順）l１回各600円
リズム体操 ②骨盤調整ヨガで下半身む K体操だけ、
ヨガだけの参加もOK
（ヨガは子連れ可）
くみ・腰痛も解消！
5morira.724@softbank.ne.jp 担当sawa

長久手市の
財政状況を
考えよう

みなさんは長久手市の財政状況をどのように把握していますか？
人口もお店も増えている長久手市。
「それなら、市が自由に使える
お金もたくさんあるだろう」
と思われる人も多いと思います。
しかし、本当にこれからも今の行政サービスを維持していけるの
でしょうか？今回は家計簿に例えて、長久手市の財政状況をお伝え
します。

10年前と比べてみる。

一般会計予算を、
１年の収入が552万円※
（月平均46万円）
として家計簿を作成しました。
※厚生労働省実施の
「平成30年国民生活基礎調査」
平均所得額より

収
市税▶
使用料・諸収入など▶
国庫支出金・▶
県支出金
市債▶

給料
パート収入
預貯金切崩
扶養・児童手当等
銀行からの借入
合
支

人件費・予備費▶

出

食費
医療費・保育料・学費

公債費▶

ローン返済

物件費▶

光熱水費・被服費

積立金・貸付金など▶

維持補修費・▶
普通建設事業費など

親の介護費
預貯金・投資
家の修繕費、家財購入
合

支出

計

扶助費▶

補助費等・繰出金▶

収入

入

計

2010年

2020年

194,369円 261,716円
24,954円 30,256円
28,806円 20,821円
64,914円 124,272円
24,755円 22,935円
337,798円 460,000円
2010年

2020年

76,333円 104,999円
49,453円 86,658円
16,214円 13,030円
64,546円 94,009円
49,642円 107,897円
1,181円
6,632円
74,978円 52,226円
337,798円 460,000円

人口増加や市街地整備などにより、市税収入が大きく増加しました。さらに、市が実施する事業規模
が大きくなったことで、国や県からの補助金等も増加してきました。
人口増加等に伴う行政規模の拡大により人件費や物件費が増加してきました。また、
こどもの増加
により子育て支援関係の扶助費が増加し、高齢者の増加により介護保険や後期高齢者医療の特別
会計への繰出金も増加しました。一方で、普通建設事業費などの経費は減少してきました。

2010
8
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2020

これからはこれまでのように税収は伸びない。

0財政課 ☎56-0606

50年前の長久手市は、見渡す限り田んぼと畑、山林
が広がるのどかな田舎でした。昭和40年代以降、土地
区画整理事業により市の西部が良好な市街地として整
備されたことで、人口は増加。税収は年々増加してきま
した。
しかし、今後は、土地区画整理事業の収束に伴い、
税収の伸びは鈍化する見込みです。

しかし、増え続ける支出。
本市の人口推計によると、今後もしばらくは人口
が増加し、子どもの数はわずかに減少するものの、
高齢者の数は大きく増加すると見込まれます。
今後は、人口増加により既存の事業費は増加し、
高齢化の進行に伴う認知症対策、孤独死対策や公
共施設の老朽化といった新たな行政課題にも対応
していく必要があります。

使い方を考える。
現時点では、本市財政の健全度を測る指標はいずれも健全です。
しかし、今後支出のみが増え続けると財
政は破綻します。財源が限られる中、人口減少社会を見据えて、お金の使い方を考えていく必要があります。

来月号以降では、医療費や公共施設の使用料についてお知らせします。
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リニモテラス公益施設（仮称）
の建設が始まります !!
0たつせがある課 ☎56-0641

記事ID 14216

外観
イメージ

内観
イメージ

市では、
リニモ長久手古戦場駅前のリニモテラスに、
新たな拠点施設「リニモテラス公益
施設 ( 仮称 )」を建設します。
この施設は、
木造・平屋で中には中央部分に天井の高い大廊下があり、
これに面してカフェ
や４つの個室（フリースペース）があります。市民のみなさんを始め多くの人たちのにぎわ
いの場となるよう今年度整備を進め、
2021年度のオープンを目指します。

Ｑ2 どこにできるの？
A2 リニモ長久手古戦場駅の北側です

Ｑ1 この施設の目的は？
A１ 施設コンセプトを紹介します

新たなつながりをデザインする場
４つのテーマを軸にしながらも、
その枠にとらわれず多様なテーマ・
分野とのつながりのデザインが可能なプラットフォームとします。

▶４つのテーマ
大学
連携

公民連携

多文化
共生

による管理運営

観光
交流
子育て
支援

まちの玄関口

広報ながくて 2020 年 7 月号

建設
予定地

イオンモール
長久手
ロイヤル
ホームセンター
長久手中央
長久手店
2 号公園
広場
駅前
場
長久手古戦
横道
古戦場南

Ｑ3 整備のスケジュールは？
A3 主な予定を紹介します
・2020 年 7 月頃：建設工事着手
・2021 年 3 月 ：工事完了
・ 〃
6 月頃：施設オープン ( 予定 )

▶期待する効果
新しいコミュニティ
の形成

イオンモール
長久手

古戦場公園

エリアマネジメント

※この施設の建設には、
市民のみなさんにも
関わっていただける機会をつくります。
詳細は追ってお伝えします。一緒に施設
づくりをしませんか！？

公園西駅周辺土地区画整理事業

保留地分譲

0区画整理課

☎62-4467

公園西駅周辺土地区画整理事業において、保留地分譲を行っています。受付方法が以下の2通りあります。

1 先着順による保留地分譲
分譲保留地の面積および価格
保留地
番号

街区番号

画地
番号

面積
（m2）

3

585.51

5

9街区

15

10街区

6-3

286.99

36

17街区

1-2

211.23

記事ID 12935

2 入札による保留地分譲（法人のみ）
分譲保留地の面積

記事ID 14570

分譲価格
（円）

街区番号

84,898,950
33,577,830
28,938,510

画地
番号

面積
（m2）

15街区

1-1〜1-6

1,407.67

1随時受付中 8：30〜17：00

①各日の8：30について
8：30の時点で同一保留地に複数の申込があった場合は
抽選。この時、8：30よりどれだけ前に並び始めたかは考
慮しません。
②8：30以降の受付について
同時に同一保留地に複数の申込があった場合は抽選。

1受付期間／8月20日
（木）
〜9月8日
（火）
8：30〜17：00
入札日／9月30日
（水）
K詳細はお問い合せください。

K問い合わせまたは申込があった際に、商談中・契約済
の場合があります。

共通事項

2区画整理課窓口

（尾三消防本部長久手消防署3階）

▲駅前広場周辺

5区画整理課または市HPにある各要領をご覧の

うえ、必要書類を区画整理課窓口に提出。なお、
必要書類に不備、不足があった場合は、申込を
受け付けられません。

メンテナンスによるコンビニ交付システム停止 17月23日
（木・祝）
〜26日
（日）
終日

0市民課 ☎56-0607 記事ID14638
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このままでは海の生き物が危険です！
プラスチッ ク ご み を 減 ら そ う

0 環境課 ☎56-0612

記事ID 14589

ペットボトルから日用品にわたり、
プラスチックは、
わたしたちの毎日の生活に欠
かせないものです。便利な一方で、
ポイ捨てなど不適切に処分されたプラスチック
ごみが海の環境を汚し、
海の生き物にも悪影響を及ぼしています。
このままでは、
2050 年には、
海のプラスチックごみは魚の量を上回ることが予測
されています。
わたしたち一人ひとりが毎日の暮らしの中でプラスチックごみを減らしていく行
動を実践しましょう！

わたしたちにできること
プラスチックごみを減らしましょう
・買い物の時はマイバッグを使いましょう
・詰め替え用など繰り返し使えるものを選びましょう

・マイボトル（水筒）を使いましょう
・資源を分別して、
ごみを減らしましょう

こ

プラスチック製容器包装をきちんと分別しましょう

れが目印

日用品や食品を包んでいる容器や包装のことを言います。
ピンク色の市指定袋に入れてごみ出ししてください。
ポイント

1 プラスチックでも商品そのものは「もえるごみ」

ポイント

2 汚れが取れないものは「もえるごみ」
出せるもの

例

レジ袋

菓子などの
外フィルム

食品トレー

発泡スチロール

出せないもの

例

洗って異物や
臭いのとれた
プラスチックボトル

CD
CD ケース

卵やプリン
などのパック

歯ブラシ

食品用密閉容器

臭い汚れの
取れない容器や包装

おもちゃ

スプーン

詳しくは資源とごみの分別ガイドブックを確認してください。
第 4 次長久手市環境基本計画を策定中です

詳しくは市 HP へ

プラスチックごみの課題をはじめ、私たちの暮らしのために、みんなで考えましょう！
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0安心安全課

anshin@nagakute.aichi.jp

記事ID 14311

2016年4月の再編から4年が経過し、大型商業施設の開業により、市内の交通状況も変化していること
から、2021年4月に路線再編を行います。2019年度に実施した利用実態調査の結果や意見交換会での意
見を踏まえて、ルートや運賃等の基本的な考え方を示す再編方針案を作成しました。

お知らせ

Ｎ-バスについて意見を募集します!
計画等の閲覧場所

Ｎ−バス再編方針（案）の意見募集
募集期間

７月１日（水）〜３１日（金）

概要説明会

1７月12日（日）
１０：３０〜１１：３０
2 市役所北庁舎２階
第５会議室

●担当課窓口
●市役所西庁舎１階 情報コーナー
●まちづくりセンター ●市HP

●共生ステーション

意見の提出方法
意見書（任意様式可）
に該当箇所・意見・住所・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。

NEWS119 尾三消防

0尾三消防組合 ☎0561-38-0119
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。

令和２年度尾三消防組合一般会計当初予算についてお知らせします
本年度の予算額は、歳入歳出ともに36億2,021万2千円です。歳出における主要事業として、消防車（化学消防
ポンプ自動車）1台および救急車2台の更新を予定しています。そのほか、消防・救急フェスタ等のイベント開催、火
災予防の啓発活動を積極的に実施するための予算を計上しております。
科

目

予

算

額

1

分担金及び負担金

35 億 123 万 1 千円

2

使用料及び手数料

3

国庫支出金

4

▶ 歳出

▶ 歳入

款

款

科

目

予

算

額

1

議会費

141 万 8 千円

499 万 6 千円

2

総務費

32 億 593 万 7 千円

1,925 万 2 千円

3

消防費

3 億 5,521 万 6 千円

県支出金

122 万 5 千円

4

公債費

5,264 万 1 千円

5

財産収入

280 万 1 千円

5

予備費

500 万円

6

寄付金

1 千円

7

繰入金

1 千円

8

繰越金

1 千円

9

諸収入

5,670 万 4 千円

10 地方債

3,400 万円

合

計

36 億 2,021 万 2 千円

合

計

36 億 2,021 万 2 千円

当組合の主な歳入は構成市町からの分担金です。
今後も住民の安全・安心を守るため、消防広域化に
よるスケールメリットを最大限に活かした組織運営に
努めてまいります。

公立陶生病院ではパート事務職員
（医師事務作業補助）
を募集しています。詳細は公立陶生病院HPへ
0公立陶生病院 人事課 0561-82-5101 記事ID 14599
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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免・傷病手当金
0保険医療課 国保年金係 ☎56-0618・ 医療係 ☎56-0617・ 長寿課 ☎56-0613

お知らせ
シ
ニ
ア

減免
次の要件を満たす人は国民健康保険税（記事ID 10348）
・後期高齢者医療保険料（記事ID 14583）および介護保険料
（記事ID 8568）が申請により減免されます。
１. 世帯主が死亡または重篤な傷病を負った世帯
２. 世帯主の2020年中の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入が、前年中に比べ、一定以上減少するこ
とが見込まれる等の要件に該当する世帯
詳細は市ＨＰまたは7月中旬にお送りするチラシ
（国民健康保険税の決定通知書、後期高齢者医療被保険者証に同
封）
をご確認ください。

傷病手当金

記事ID 14469、14582

市国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者で被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した場
合または感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない期間において、傷病手当金を支給
（要申請）
します。詳細は市HPへ。

シ

ニ

ア

の

広

大きい
文字

場

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

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や福祉の専門職などが集い、
交流する場です。参加希望者は、事前に各カフェへ連絡ください。

●なないろカフェバンバン
17月3日
（金）
13：00〜
2なないろカフェバンバン（城屋敷114）
0 なないろカフェバンバン ☎ 57-7604

●長久手の
「喫茶オレンジ」
17月18日
（土）
14：00〜
2福祉の家1階 ボランティアプラザ活動室１
0 社会福祉協議会 ☎ 62-4700

●らくカフェ
17月15日
（水）
18：00〜
2小規模多機能事業所 楽家晴（草掛1-1）
0 楽家晴 ☎ 64-3860

●きららの里
17月26日
（日）
11：00〜
2きららの里（岩作中根57-1）
0 きららの里（ 山本：☎090-1230-4684 ）

「あかつきの会」〜認知症家族交流会〜 シルバー人材センター入会説明会
0社会福祉協議会 ☎ 62-4700
長寿課 ☎ 56-0639

記事ID 3391

ほっと一息

17月31日
（金）
13：30〜15：30
家族同士で集まって
介護の悩みを話した
2福祉の家2階 会議室
り情報交換してみま
3 認知症の人を介護している家族
せんか？
57月28日
（火）
までに社会福祉協議会に
電話で申込

14
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0シルバー人材センター ☎ 62-9100

17月31日、8月28日、9月25日
（金）
13：30〜15：00
2高齢者生きがいセンター２階 会議室
3 市内在住の６０歳以上の働く意欲のある人
K この説明会を受けた人のみ会員登録可

長久手シニアフィットネス〜感染症に負けるな!応援キャンペーン〜
0（株）長久手温泉 ☎ 64-3511

記事ID 8331

外出しづらい今、みなさんの健康を保つため、1人につき2回まで参加できる、今だけ無料の健康づくり教室を開催します。

シ
ニ
ア

3 市内在住の 60 歳以上の人
5 7月3 日（金）10:00から（株）長久手温泉（☎64-3511）に電話で申込 ※①〜㉔の中から 1人 2 つまで申込可
F フェイスタオル、飲み物、マスク
K 各教室には定員があります。マスク着用。受付は開始時間の15 分前から会場で行います。
か

とう

しずか

バランスディスクで転倒予防
（加藤 静）

筋力やバランス力を向上させ、転倒しにくい体を作ります。

1①7月14日
（火）
、②21日
（火）
、③28日
（火）
10:15〜11:15
2福祉の家 機能回復訓練室
まる

こ

かつ また

ひ

ろ

こ

跳ばないトランポリン
（勝股 比呂子）

直径１ｍのハンドル付きトランポリンでバランス力、
脚力向上を目的とします。

1⑭7月21日
（火）
、⑮31日
（金）
10:00〜11:00
2福祉の家 研修室

み

ほ

タオルストレッチ
（丸子 美穂）

かわ

全身の筋肉をほぐしゆるめます。タオルの使い方次
第で自分に合ったストレッチ法を紹介します。

ぐち

けい

こ

いやしのヨガ
（川口 慶子）

体の左右バランスの乱れを整えながら、縮まっている
ところをじんわりと伸ばします。

1④7月14日
（火）
、⑤21日
（火）
、⑥28日
（火） 1⑯7月17日（金）、⑰24日（金・祝）、⑱31日（金）
10:30〜11:30

10:30〜11:30
2福祉の家 集会室

2福祉の家 集会室
なが

お

ふ

み

こ

からだのばしモビバン体操
（長尾 富美子）

や

まち

こ

1⑦7月14日
（火）
、⑧17日
（金）
、⑨28日
（火） 1⑲7月17日（金）、⑳24日（金・祝）、㉑31日（金）
10:15〜11:15

10:00〜11:00

2福祉の家 機能回復訓練室

2福祉の家 研修室
き

だ

まさ

たか

棒びくす®
（木田 雅子）

ヒノキ棒を使って筋トレ、ストレッチ、有酸素運動など
を行います。

1⑩7月22日
（水）
、⑪29日
（水）
13:30〜14:30
2福祉の家 集会室

たつ

かわ

こ

自分のペースで一生涯続けていける太極拳。心と体
を整えていきましょう。

1⑫7月22日
（水）
、⑬29日
（水）
2福祉の家 機能回復訓練室

りき

や

歩き方で見られる年齢が変わります。姿勢を意識して
無理せず続けるコツをお伝えします。

1㉒7月24日
（金・祝）10:00〜11:00
2福祉の家 研修室
毎日コツコツ健康作り教室

バランス力向上の太極拳
（辰川 とき子）

13:15〜14:15

ぎ

10歳若く見える歩き方講座
（高城 力也）

こ

（火）13:30〜14:30
1㉓7月28日
2福祉の家 集会室
いきいきライフパーティー

（木）13:30〜14:30
1㉔7月30日
2イオンモール長久手4階 イオンホール

精神科医師による相談 18月6日
（木）
13：30〜、14：30〜 2瀬戸保健所豊明保健分室
57月30日（木）までに電話で申込 0瀬戸保健所 健康支援課 0561-82-2158 記事ID13294

申込や縦覧等の窓口・電話受付は︑原則開庁時間に限ります︒

寝たきりにならないための筋力づくりや体幹トレーニ
ングなどにチャレンジします。

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

特殊ゴムバンドでストレッチや筋トレをサポートしま
す! 肩凝りや腰痛を予防・改善できます。

かめ

バランスボール
（亀谷 町子）

15

みんコラ（民間企業コラボレーション） 福祉の家の施設情報

シ ニ ア

0長寿課 ☎ 56-0639

記事ID 10108

0福祉の家 ☎ 64-6500
(株)長久手温泉

民間企業とのコラボレーションとして店舗の空きスペー
スで楽しく無理なく心地よく身体を動かします。認知症予
防の脳トレ運動や関節の運動を楽しく行います。

17月21日
（火）
9：30〜10：30
2名古屋トヨペット長久手店 駐車場無
17月28日
（火）
9：00〜10：00
2ネッツトヨタ東名古屋 長久手店 駐車場無

記事ID 3403

64-3511

福祉浴室は、
（火）
（木）
（土）
歩行浴室は、
（水）
（金）
（日）
のみ利用可能
●歩行浴インストラクターの来所日時
（事前予約制）

17月10日、17日、31日(金)10:30〜11:30
57月2日(木)10:00から長久手温泉に電話で申込
3各日、男女各5人※1人１回

●歩行浴室・福祉浴室の利用休止時間帯

7月1日、8日、15日(水)10:00〜12:00
7月9日(木)、23日(木・祝)10:00〜11:30
7月10日、17日、31日(金)10:00〜12:00

いきいきサロン
0長寿課 ☎ 56-0639

記事ID 11674

市内在住の65歳以上の人を対象に、介護サービス事業所などの専門職による、健康づくりに役立てていただくた
めのサロンを開催しています。新規の参加希望者は各サロンまで問い合わせください。
手作りつづらパン
シ

ル

ビ

ア

支留比亜
コーヒーで
脳トレサロン
長久手
ロコモサロン

このアイコンはみなさんに手伝ってほしい事業につけています︒
詳細は事業担当課にお問い合わせください︒
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なないろカフェ
バンバン

きららの里

G子どもたちと一緒に、パン作りをします。
1第1・2水曜日 10：00〜12：00

2つづら古民家
0NPO法人つづら ☎ 78-2043

Gスーパーや、喫茶店内で、書写や脳トレ、

2フレンドタウン長久手店内
0藤ヶ丘つぼハウス和 ☎ 052-776-7776

軽い運動を行います。
1月2回水曜日 13：30〜14：30

Gコケない・ボケない・丸まらないための

オリジナルメニューをみんなで行います。

1第1・３月曜日 11：00〜12：00

Gボランティアを講師とした教室
1カラオケ 第1水曜日
リフレッシュ体操 第2金曜日
俳句 第3火曜日
映画鑑賞 最終月曜日
（いずれも13：00〜15：30）

Gみんなで昼食を作り、手芸、おしゃべりなどを
楽しみます。
1毎週火曜日 11：00〜13：00

なごみ

なごみ

2藤ヶ丘つぼハウス和
0☎ 052-776-7776

2なないろカフェバンバン
0☎ 57-7604

2きららの里
0☎ 090-1230-4684

L1 回につき 100 円から 300 円。そのほか、材料費などがかかる場合があります。
K「うたおう会 茜」
「うたおう会 楓・長六」
「社のつどい場」
については、
今後の状況を見て、
開催する予定です。

いきいき倶楽部
0長寿課 ☎ 56-0639

記事ID 4740

65歳以上の人を対象に、老人憩の家や地域の集会所での健康チェック、創作活動、運動などを行います。詳細は
市HPへ。今月号をもって、いきいき倶楽部についての広報紙掲載を終了します。
来月以降の予定等につきましては、市HPまたは市役所等で配布するチラシをご確認ください。

広報ながくて 2020 年 7 月号

コーナ ー

F
【共通】運転免許証などの本人確認書

消防職員採用候補者

イベント

類、通知カード、住民基本台帳カード
(ある人)

0尾三消防組合 総務課
☎

0561-38-7202

【受け取り】個人番号カード交付・電子
記事ID 14495

印(ゴム印等不可) ※顔写真は無料

採用年月日 2021年4月1日

でお撮りします。

採用人数 6人程度

第76回国民体育大会 冬季大会
記事ID 14052

アイスホッケー競技会が開催されます。

および電子証明書の有効期限通知書

第一次

9月19日
（土）

第二次

10月19日
（月）
、22日
（木）

58月11日（火）〜9月4日（金）に尾三消
防組合総務課に申込書を本人が持参。

K受験資格等、詳細は尾三消防組合HPへ

アイスホッケーを身近に感じてもらえ
るよう随時情報を発信していきます。
広報ながくてでは、競技関係者へのイ
集予定です。

11月27日(水)〜31日(日)
2モリコロパーク アイススケート場

0愛知県公立大学法人 総務課
☎ ６４-１１１４

記事ID 14636

経済的に困窮している県立大学および
県立芸術大学の自宅外通学生を支援す

７・８月のスポーツイベント
0杁ケ池体育館 ☎ 63-1000
記事ID 14475

12月31日(木)まで

金額

個人一口5,000円、法人一口

10,000円
（何口でも申込可）
方法 インターネット
（クレジットカード
決済）
または振込

新型コロナウイルス感染症対策として、
市内に居住し、2020年5月1日時点で市
の住民基本台帳に登録されている単身
学生に、おこめ券4,400円分を配布し
ます。
市の住民基本台帳に登録されている
19歳〜24歳の人へは、既に案内書類を
送付しました。それ以外の年齢の人はお
問い合わせください。

花火のマナー
0みどりの推進課 ☎ 56-0552
記事ID 557

公園で花火をする際は、次のことに注
意し、近隣住民などの迷惑にならないよ
うにしましょう。

●20時以降は花火をしない

募

お 知らせ

集

0生涯学習課 ☎ 56-0627
記事ID 4412

本市の無形民俗文化財である警固祭

●花火のごみは必ず持ち帰り、火の始末

自宅で眠っている衣裳がありましたら、寄
贈をお願いします。衣裳は市で保管し、警
固祭りの際に貸し出します。寄贈の際は

をする

マイナンバーカード臨時窓口
0 市マイナンバーコールセンター
☎ 63-0178
市民課 ☎ 56-0607

公園の器物破損等があった場合は市役所
か警察に、
花火や夜間のバスケットボール
等の迷惑行為は警察に通報ください。
※古戦場公園、色金山歴史公園、杁ケ池

記事ID 14579

りの参加者用の衣裳が不足しています。

F衣装、印鑑

く上がる花火はしない

くらし環境

警固祭りの衣裳

衣装の確認をします。

●民家の近くではロケット花火などの高

公園は花火禁止です。

マイナンバーカードの受け取りは予約
制です。申請のお手伝いもできます。

17月8日(水)17：15〜19：00

12日
（日）
9：00〜12：40

2市役所本庁舎１階 市民課

【放送大学10月入学生募集】
テレビやインターネットで幅広い授業科目の受講が可能です。
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

申込や縦覧等の窓口・電話受付は︑原則開庁時間に限ります︒

室募集等についてはこちら

期間

記事ID 14562

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

７・８月のスポーツイベント、
スポーツ教

るため、基金への寄附を募集しています。

0みどりの推進課 ☎ 56-0620

お知らせ

ンタビュー、試合のルール、見どころを特

「学生緊急支援基金」への寄附

単身学生世帯へのおこめ券配布

集

本市で第76回国民体育大会冬季大会

【電子証明書更新】
マイナンバーカード

試験日

募

0冬季国体推進室 ☎ 56-0643

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

G職種 消防職

文化・スポーツ

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。
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詳細は市HPへ。

農地の管理は適切に

新型コロナウイルス感染症の影響に
より収入が減少し国民年金保険料の納

0税務課 ☎ 56-0609

お知らせ

記事ID 3283

固定資産税・都市計画税が農地として
課税されている土地は、肥培管理状態が
よくないと、翌年度から農地として認定
されなくなる場合があります。土地の利
用状況について調査するため、職員が確
認に回ります。
また、農地転用を申請し許可された場

とみなされ、何も利用がない場合やその
まま農地として耕作している場合でも、
宅地並みの課税になります。

限度額適用認定証の更新
0①保険医療課 国保年金係
☎ 56-0618
②医療係 ☎ 56-0617

記事ID ①8936、②472

入院などで高額な医療費がかかりそう
なときには、事前に
「限度額適用認定証」
または「限度額適用・標準負担額減額認
定証」の交付を受けておくと病院窓口で

0保険医療課 国保年金係
☎ 56-0618
医療係 ☎ 56-0617

記事ID 447、469

令和2年度の国民健康保険税、後期高
齢者医療保険料の納税通知書を7月中旬
に発送します。保険税率、保険料率につい
ては下記QRへ。
後期高齢者医療

置場を含む）
の潜在的価値を有している

詳細は日本年金機構HPへ。

国民健康保険

合、実質的には宅地など
（駐車場や資材

付が困難な場合、免除申請が可能です。

国民健康保険税
後期高齢者医療保険料

の負担を減らせます。現在交付している
認定証の有効期限は７月３１日です。

夏の交通安全県民運動
0安心安全課 ☎ 56-0611
記事ID 10176

①国民健康保険

手続きが必要

７０歳未満で現在交付を受けている人お
よび７０歳以上の該当する人には、
７月下
旬に申請書を送りますので、必要な人は

アンケート調査の協力
0愛知医科大学私立大学研究
ブランディング事業 ☎

記事ID 14369

提出してください。

17月11日〜20日

②後期高齢者医療制度

≪スローガン≫

手続き不要

現在交付を受けている人には、
７月下旬に

ストップ・ザ交通事故
〜高めようモラル 守ろうルール〜

「認定証」
を送ります。

すので、
ご協力をお願いします。

●子供を始めとする歩行者の安全の確保

国民健康保険高齢受給者証

●飲酒運転等の危険運転の防止

0保険医療課 ☎ 56-0618

●高齢運転者等の安全運転の励行
し

記事ID 8846

「飲酒運転四ない運動」
1.運転するなら酒を飲まない。
2.酒を飲んだら運転しない。
3.運転する人に酒をすすめない。
4.酒を飲んだ人に運転させない。

高齢受給者証の有効期限は7月31日
（白色）
を7月下旬に郵送します。今回更
新分から大きさが変わります。
するなどして破棄してください。

国民年金の一般免除・納付
猶予制度

後期高齢者医療被保険者証

0ねんきん加入者ダイヤル

0保険医療課 ☎ 56-0617

☎ 0570-003-004
保険医療課 ☎ 56-0618

記事ID 5757

国民年金保険料を経済的理由などで
納付が困難な場合は、申請し承認される
と免除・猶予になります。

記事ID 5784

後期高齢者医療被保険者証
（青色）
の
有効期限は7月31日です。8月1日から使
用する保険証
（オレンジ色）
を7月中旬か
ら簡易書留で郵送します。
期限切れの保険証はハサミで裁断す

2020年度は7月から申請できます。

市政情報

寄附寄贈
0健康推進課 ☎ 63-3300
記事ID 14542

です。8月1日から使用する高齢受給者証

期限切れの受給者証はハサミで裁断

健康・福祉

20歳〜60歳の市民を対象に
「愛知医
科大学のイメージ及び研究に関する意識
調査」
を実施します。7月上旬に郵送しま

≪運動重点≫

るなどして破棄してください。

新型コロナウイルス対策に活用して欲
しいとして、寄附がありました。
愛知県美容業生活衛生同業組合
瀬戸支部様
フェイスシールド 60枚
株式会社ENEOSウイング様
マスク 900枚
匿名の方
子ども用マスク 8,211枚
アイディールカンパニー

いわ さき まさ お

代表取締役社長 岩崎雅夫様
フェイスシールド 50枚、
マスク 1,000枚
ひまわりネットワーク株式会社様
マスク 2,000枚

※感染症予防の観点から、可能な限り郵送での提出をおすすめします。
18

61-5396

広報ながくて 2020 年 7 月号

7月 保健ガイド
内容
（ 予 は要予約）

0健康推進課 ☎63-3300
と き

10日
（金） 13：30集合
親子健康手帳交付
22日
（水） 9：45集合
（水） 10：30受付〜11：３０終了
パパママ教室
（１回目） 22日

7 月

対象
（ 対 は対象）
妊婦

母子保健
（記事ID 1100)

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。）

29日
（水） 10：00集合

のびのび
（水） 10：15〜10：45受付
保健センター 29日
計測日※1
予 離乳食教室
予 妊産婦歯科健康診査
BCG接種

3日
（金）
９
：
１５〜１０
：
１５受付
21日
（火）

（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 麻しん・風しん混合、麻しん単独・風しん単独
予 水痘

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

17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

予 BCG
予 B型肝炎
予 ヒブ、小児用肺炎球菌
予 4種混合、不活化単独ポリオ

対
対
対
対
対

R2年1月16日〜R2年1月31日生
R2年2月1日〜R2年2月15日生

生後1歳未満
生後1歳未満
生後2〜60月に至るまで
生後３〜90月未満
第１期：生後１２〜２４月未満
第２期：小学校入学前の１年間

対 生後１２〜36月未満
対 １期：生後6〜90月未満、2期：9〜13歳未満

予 日本脳炎

救済制度により対象以外で接種可能な場合あり

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

厚生労働省の勧告を受け、
積極的な接種の 勧奨を一
時的に差し控えています。

成人健診

1日
（水）
、
2日
（木）
、
13日
（月）
、
予 集団がん検診
（木）
、31日(金)
（胸部・胃・大腸・前立腺） 16日

市国民健康保険加入者以外で40〜69歳の人
（検診によって対象制限あり）

（記事ID 7147)

予 個別特定健康診査

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

予 後期高齢者
医療健康診査

体成分分析装置測定会

随時
（時間は要相談）

あなたへ

市内在住の人

期

第2期
第1期

第1期

問合先
収納課
☎56-0610
保険医療課
☎56-0617

口座振替の人は、納期限の日に引落しますの
で残高を確認してください。
納付は便利な口座振替を利用してください。
※市税については、パソコン、スマートフォン
からクレジットカード納付もできます。

日曜・祝日の受診は
東名古屋医師会休日急病診療所

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

急な病気・ケガの時は
救急医療情報センター

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

愛知医科大学病院 時間外診療
救急でかかりつけ医が開いていない場合、
診療
を受けることができます。
まず、電話で相談してください。

☎62-3311
（代表）

なお、時間内、時間外問わず、紹介状なしで受
診する等の場合、
選定療養費が必要になること
があります。詳しくは愛知医科大学病院へお問
い合わせください。

多汗症について

東名病院

おお つか

こう じ

ろう

大塚 光二郎

みなさんも緊張や興奮をした時に
「手に汗を握る」
ことは 塩化アルミニウムや水道水イオントフォレーシスといった外
あると思います。
これは緊張性発汗（または精神性発汗）
と 用療法、ボツリヌス毒素皮内注射、手術療法（胸部交感神
言い、暑い時に出る汗（温熱発汗といいます）
と区別をして 経遮断術）等が行われています。外用療法は副作用が少なく
います。緊張性発汗の量が多いと、握っている鉛筆が指から 効果が期待でき、ガイドラインでは第一選択となる治療法
滑ったり、手で押さえている用紙が広く濡れてしまいます。

です。ただ発汗量が多い症例では無効なことがあり、中断

このように仕事や学業に支障をきたします。
これを原発性 すると再び発汗します。
局所多汗症と言い、最も汗の多い部位は手掌や足の裏で、
わき

現在最も効果が期待できるのは胸部交感神経遮断術と

その他は腋や顔に出ます。厚生労働省多汗症治療班会議 いう手術療法です。手掌の汗は出なくなりますがほぼ全例に
による全国アンケートでは１００人に４人の頻度と報告されて 術後代償性発汗（胸、腹、背中など）が生じ、苦痛を訴える
います。
原因は確実ではありませんが、胸部の交感神経という自律

患者さんもみえます。
長久手市では愛知医大や当院でも多汗症に対して専門的

神経の一種が関係していることが判っています。治療として に対応していますのでご相談ください。

申込や縦覧等の窓口・電話受付は︑原則開庁時間に限ります︒

市国民健康保険加入者で40〜69歳の人
（検診によって対象制限あり）

後期高齢者
医療保険料

納

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

6日
（月）
、
8日
（水）
、
9日
（木）
、
予 特定健康診査
（木）
がん検診（胸部・胃・大腸・前立腺） 30日

ドクターから

税 目

固定資産税
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）
すべての赤ちゃんとその保護者
３〜４か月児健診受診前
（里帰り出産で市内滞在中の人も対象となります）

こんにちは
赤ちゃん訪問
転入者予防接種等
説明会

納 期 一 覧

納期限（7月31日）
までに
納めてください

主に妊娠６か月ごろまでの初妊婦とその夫

（水） １３：１５受付〜１５：００終了
予 パパママ教室（2回目） 15日
主に妊娠7か月以降の初妊婦とその夫
※各回定員10組
19日
（日） 9：１５受付〜11：００終了

予 妊婦訪問

の
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Vol.77 時間の使い方が分からない子ども達

「子ども達が、
やることがなくてストレスがたまる」
と聞いて、
私は少し違和感を覚えました。本来、
子どもには、
自分で工夫して遊びを見つける能力があるからです。身近に自然があれば、
小さな頃なら地面の砂を集めて、
ひた
すらお山を作ったり、雑草で引っ張りあっこをしたり。家の中でも身近にある新聞紙を丸めたり、食器をカチャ
カチャならしたりと子ども達は、
与えられたゲームやおもちゃがなくても、
遊ぶことができます。

発行／愛知県長久手市

しかし、学年が進むにつれ、計算や漢字のドリル、習い事など、次から次へと
「やること」
「やらされること」
を与えられ、いざ、
自由に使える時間ができても、時
間の使い方が分からず、誰かからの指示がないと動けない状態になってしまっ
ているのだと思います。

こうじまち

く どう ゆう いち

聞きました。工藤校長は、学校では当たり前とされる宿題や定期試験を止めるな
ど、
さまざまな取り組みをされている方で、そのときも全国から100人近くが視察に訪れていました。
工藤校長の話の中で、次の言葉が特に印象に残りました。

工藤校長は、
「学校がやるべきことは、生徒が自ら考え、判断し、決定し、
自ら行動できる、
つまり自律する力
を身につけさせることだが、今の学校は手取り足取り丁寧に教え、壁にぶつかれば手を差し伸べる。このよう
な教育を受けた子ども達は、大人になってからも、何か壁にぶつかると、
『 先生が悪い』
『 学校が悪い』
『 社会
これを聞いて、私は、
この考え方は、子どもだけでなく、大人にも当てはまることだと思いました。人生１００
年時代を迎え、定年後に続く長い時間は、誰の指示も受けず、
自分でやることを探して、長い時間を過さなけ
ればなりません。高齢になって
「指示がない」
「やることがない」
と嘆いても、誰も助けてくれません。子どもだ
けでなく、大人にも自律する力が必要な時代になっているのです。

広報ながくて4月号にて、5月17日（日）に開催と
お知らせしましたが、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、延期しました。
開催日時は、広報誌「みんなの西まち」
でお知らせ
する予定です。

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

■総会（書面表決）
のお知らせ
4 月に予定していた総会が新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、開催できなくなり大変ご迷惑をおかけしております。
すで
に各ご家庭に配布されておりますが、
この度、他の事例など参考
にしながら書面表決をもって進めさせていただきますので、
ご了
承いただきますようお願いいたします。

■今後の協議会活動の対応
ウイルス感染拡大の第２波の恐れも心配されていますので、
状況の推移を注意深く見守り、参加者の安心安全を最優先に活
動の再開については慎重に見きわめていきます。活動が可能と
なり次第、万全の注意をもって対応していきます。
よろしくご理解ご協力をお願いいたします。

長久手市地域見守り安心ほっとライン

0561-63-5556

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。

24時間
365日受付

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

合言葉は
『定時に体操』
まずは、
９時５５分にテレビをつけて
「みんなの体操」
してみませんか。

市 が 洞 小学校区まちづくり協議会

〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1 ホームページ

市が洞小学校
イメージキャラクター

FAX ／（0561）63-2100

が悪い』
と人のせいにするようになってしまう」
とおっしゃっていました。

TEL ／（0561）63-1111

「手をかければかけるほど生徒は自律できなくなり、
自分がうまくいかないことを誰かのせいにするようになる」

編集／市長公室情報課

昨年に私は、東京都千代田区立麹町中学校に出向き、工藤勇一校長の話を

西小学校区まちづくり協議会
総会延期
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らは、
「子ども達が、
やることがなくてストレスがたまっている」
という声が聞えました。

City Public Relations Magazine

新型コロナウイルス感染症対策のため、3月から５月まで学校の長期休校が続きました。その間、保護者か

広報ながくて

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

