広報ながくて

ヒマワリ
（テディベア）
／

8月7日
（金）
（長久手市役所）

2020
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。
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長久手「いいね」賞表彰式
今回、表彰されたみなさんの活動内容は、次のとおりです。
すず

き

ない き

やすし

内木 靖 さん

まさ とし

鈴木 正利 さん

グリーンロード沿い
の清掃活動
う

さ

み

とし え

くろ かわ

くに え

古賀 国江 さん

市が洞交差点で交通安全
見守り活動とあいさつ運動
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自宅周辺での清掃
活動

かわ ぐち

み

ち

こ

川口 美智子 さん

手書き文化、絵手紙文化を
地域に広める活動

が

けい こ

黒川 佳子 さん

長配三丁目アクティブシニア交流会を
立ち上げ、地域のシニア世代の交流の
場としてサロン活動を展開

宇佐美 淑江 さん

こ

※写真撮影時のみマスクを外しました。

杁ケ池公園および周辺地域の
ゴミ拾いや長久手小学校の児
童に茶道や礼儀作法を教授

ひょうどう

たか こ

兵藤 孝子 さん

「ほたるの里緑道」の植栽の
手入れ、落ち葉拾い活動

よし

だ

いっ ぺい

𠮷田 一平 市長

写 真 で 見 る な が く て
長久手「いいね」賞の表彰式を７月２１日
（火）
に実施し、個人12人と3団体のみなさんを表彰しました。

長久手「いいね」賞は、市民を元気づけてくれた人や地道な活動をとおして社会貢献している人などを市民

2人以上からの推薦を受けて表彰するものです。市民同士が褒め、互いを認め合うことで、幸福度アップを図る

ことを目的としています。

推薦は、随時、政策秘書課で受け付けています。みなさんの周りで
「いいね」
という活動をされている人の推薦

をお待ちしています。

無料学習サポート
「わくわく学習」さん

西小校区共生ステーション
での小中学生を対象とした
無料の学習指導

あお やま

なお みち

たか ぎ

のぶ ひろ

い とう

髙木 修宏 さん

ふか や

まさ なお

たつ お

伊藤 達夫 さん

平成こども塾で日本の伝統
文化や生活文化、食の大切
さを伝える活動

長配三丁目アクティブシニア交流会を
立ち上げ、地域のシニア世代の交流の
場としてサロン活動を展開

深谷 正直 さん

平成こども塾で日本の伝統
文化や生活文化、食の大切
さを伝える活動

青山 直道 議長

ます もと

※当日は欠席

や

え

こ

増本 八重子 さん

絵手紙をとおして、地域の
高齢者、子どもたちに手書
きの大切さを広める活動

つどい場きららの里 さん
高齢者の居場所作りや親子が
使える場所の運営

なないろカフェ
バンバン さん

500円ランチの提供
や地域の高齢者の
居場所作り活動

ほら ぐち

さだ ゆき

洞口 貞行 さん

自宅周辺での清掃活動
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市と市民の力で開催しています!

オレンジクーテカフェ
0長寿課 ☎56-0639

記事ID 12150

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。

リニモテラス公益施設
現場説明会 ＆ 青空会議

記事ID 12509

0たつせがある課 ☎56-0641

新たな繋がりをデザインする場、
リニモテラス公益施設の建
設がスタートしました。市民全員、誰でも物作りの楽しさを感

じられる場です。自分たちも物作りに参加してみたい、体験し
てみたい、
という市民を募集します。

なないろカフェバンバン

それに先立ち、施工監理者による現場説明会を開催します。

1９月４日
（金）
13：00〜

また、合わせて開館後の運営や事業などについて話し合う、

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

らくカフェ

リニモテラス運営協議会による青空会議を行います。
1９月12日
（土）
10：00〜12：00
2長久手中央２号公園

59月8日
（火）
までにたつせがある課に電話

1９月16日
（水）
17：30〜

らっ か せい

2小規模多機能事業所楽家晴
（草掛1-1）

またはメールで申込

0楽家晴 ☎64-3860

リニモテラス公益施設施工
ワークショップ参加者

長久手の「喫茶オレンジ」
19月19日
（土）
14：00〜
2福祉の家1階

ボランティア活動室1

0社会福祉協議会 ☎62-4700

大募集

リニモテラス公益施設の施工に関わって
いただく人を募集しています。一緒に施設の壁塗
りなどをやりませんか。詳細は市HPへ。

きららの里

まちセンカフェ（交流サロン）

19月27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）

0たつせがある課 ☎56-0602

記事ID 10126

「今、必要な子育て支援」社会で何が起こっても子育ては

ノンストップ！
！今、市内で
「子育てシェア」
という新しい形の

東山地区里山散策会

子育て相互支援が始まろうとしています。
「今、困っている

記事ID 13379

0みどりの推進課 ☎56-0552
き ぼう

や つ だ

木望の森や谷津田が広がる福井・東山地区の旧

山口道を散策し、秋の美しい里山風景を楽しみま
せんか。

19月22日
（火･祝）
10：00〜12：00
2平成こども塾、
周辺の里山

G草花の解説を聴きながらの散策
315人
（先着）

f動きやすい服装、
長靴、
水筒
59月1日
（火）
〜17日(木）
に

みどりの推進課窓口または電話で申込

K協力：ながくて里山クラブ

4

広報ながくて 2020 年 9 月号

こと」、
「 こんなものあったらいいな」
を、みんなで語りま
しょう！あなたも、わたしも、おとなりさんも、みんなで子育

て参加！初のリモート開催です。
こ が

（NPO法人ながいく理事）
ゲストスピーカー 古賀めぐみさん
19月19日
（土）
10：00〜11：30
2オンライン開催

インターネット環境があればどこでも参加可能

325人
（先着）

59月12日
（土）
までにメール
（machisencafe@gmail.com)

で申込

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。

スマホ講座 スマホ入門

「あかつきの会」〜認知症家族交流会〜

0シルバー人材センター ☎62-9100

0社会福祉協議会 ☎62-4700

記事ID 3391

19月25日
（金）
13：30〜15：30

簡単・無料・便利で楽しい！おすすめシニア向け
アプリ8選

2福祉の家2階

110月2日、
9日、16日、23日
（金）

会議室

3認知症の人を介護している家族

10：00〜11：30
2高齢者生きがいセンター2階 会議室

5９月18日
（金）
までに社会福祉協議会に電話で申込

3市内在住の60歳以上の人 10人
（抽選）

月釜茶会

L2,000円(教材費、
設備費等含む)
Fアンドロイドスマホ

0生涯学習課 ☎56-0627

記事ID 5426

色金山歴史公園茶室管理棟 ☎61-3131

市文化協会(茶道部)と協働で茶会を開催します。定員あり。

（アイフォン、NTTらくらくフォン

1毎月第2日曜日 10：00〜14：30
（1月を除く）

は除く）

2色金山歴史公園茶室管理棟

59月15日
（火）
までに

シルバー窓口に申込

l一服250円
（茶菓子付き）

ながくて・学び・アイ講座（11月開講）0生涯学習課 ☎56-0627

記事ID 14136

延期になった6･7月講座
（広報4月号掲載）
のうち、
以下の6講座を募集します。
59月1日
（火）
9：00〜生涯学習課窓口またはハガキで申込。詳細は市HPへ。

講

座

名

足裏から健康になるヨガ

講
か

師
お

日

り

kaori

時

11/4､12/2､1/6､2/3(水)
10：00〜11：30

費

用

1,200円

足をもみほぐしてから、
呼吸に合わせて体を動かしていきます。
ヨガが初めての人、
体が硬い人でも大丈夫です。

やさしいヨガ2

ヨガインストラクター
さ

ち

こ

SACHIKO

11/5､12､19､26(木)
10：00〜11：30

1,640円

ヨガで体をほぐし、温めていきます。運動は苦手と感じている人でも大丈夫です。初心者向けのやさしいヨガ。

人生のおカネの
不安をなくす方法を学ぼう

ファイナンシャル
プランナー
（CFPⓇ）
い とう

きよかず

伊藤 清和

11/5､12/3､1/7､2/4(木)
10：00〜11：30

1,640円

あなた自身が送りたい人生に必要なおカネ＝資金を確保するために、
入出金の表を自分自身でできるようにする。

大人の初めてウクレレ講座

ウクレレ講師

しいはら みほこ

11/7､14､21､28(土)
18：30〜20：00

1,260円

大人のための初心者さんウクレレ講座です。ウクレレが全く弾けなくても大丈夫！

オシャレに可愛く
リボンアレンジ

リボンアレンジ講師
み

さ

と

misato

11/10､12/8､1/12(火)
10：00〜11：30

3,100円

針も糸も使わず、
可愛くリボンでアレンジします。簡単な作業でステキなバッグが作れます。

心のセルフケアを学んで
自分らしく生きる

みやむら

ち あき

宮村 千秋

11/14､28､12/12､26(土)
10：00〜11：30

1,200円

自分観察日記などから意外と知らない自分に気づき、
心の整え方を学びましょう！女性限定

【9/10〜9/16 自殺予防週間】 自殺は特別な問題ではなく、身近に起こりうるものとして受け止め、より多くの人に自殺やそれにつな
がる精神疾患についての正しい知識を理解し、自殺予防に取り組んでいくことが大切です。 0健康推進課 63-3300 記事ID9070
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9月 各種相談
内 容（ 予 は要予約）
行

政

相

と き

と こ ろ

談

8日
（火）

13:30-16:30

不 動 産 相 談

9日
（水）

13:00-16:00

予法

律

相

17 日
（木）

相

17 日
（木）

談

予 生活困窮者相談

火〜土
（22、23日を除く）

年 金（ 予 約 優 先 ）
予 ボランティア相談
予成

年

後

相

13:30-16:30

福祉の家 1階 相談室 電話相談も可

社会福祉協議会（62-4700）

福祉の家 1階 相談室

18 日
（金）

10:00-16:00
（12:00-13:00 除く）

市役所本庁舎 1階 相談室

保険医療課（56-0618）

5日
（土）

10:00-11:30

福祉の家 1階 ボランティアプラザ

ボランティアセンター
（61-3434）

13:30-16:30

市役所本庁舎 1階 相談スペース

尾張東部権利擁護支援センター
（0561-75-5008）

10:00-15:30

市役所本庁舎 2 階 打合せ室 1

11 日
（金）
25 日
（金）

談 10日（木）、17日（木） 11:00-16:00

家庭児童相談室
虐 待 等 相 談・通 告

月〜金

予ひ と り 親 家 庭

月〜金※

予 子育て相談（就学前児童） 10日
（木）、25日（金）
予 こころ の 相 談 室

消費生活センター
（64-6503）

9:00-16:00

24 日
（木）

見

性 相 談
（男性も相談可）
達

市役所西庁舎 2 階 悩みごと相談室

水曜（23、30日を除く） 13:30-16:00

予女

予発

9:00-12:00

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

消 費 生 活 相 談
権

悩みごと相談室（56-0551）

談 10日（木）、24日（木） 13:00-16:00

相続・遺言手続相談

人

市役所本庁舎 2 階 打合せ室 1

3 日（木）、17 日（木） 13:30-16:30

予司 法 書 士 相 談

問 合 先

市役所西庁舎 1階 子育て支援センター

9:00-17:00

市役所本庁舎 2 階 子ども家庭課

10:00-15:30
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 打合せ室 1

たつせがある課（56-0641）

平日 8:30-17:15 要予約 ※
25 日
（金）

14:00-16:00

税務指導（事業者対象）

15 日
（火）

10:00-16:00

金融相談（事業用資金）

15 日
（火）

10:00-12:00

労務相談（事業者対象）

16 日
（水）

13:30-16:00

予 職業適性検査&就職相談

17 日
（木）

14:00-16:00

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

予約時調整

予 こころの健康相談

子ども家庭課（56-0633）

（相談日以外もお気軽にお問い合わせください。）

※…21日
（月・祝）、22日
（火・祝）
は実施しません。

統計情報
2020年8月1日

人口 現在（先月比）
総人口
男 性
女 性
世帯数

59,863
29,697
30,166
24,573

交通事故（人）

月間異動数（7月）
＋48
＋23
＋25
＋9

転
入
転
出
出
生
死
亡
うち孤独死・孤立死※

232
211
53
26
1

死 亡
重 傷
軽 傷

7月 2020 年 前年同期
累計
1
1
1
5
1
1
27 138 150

犯罪 発生状況（件）
刑法犯
うち侵入犯

7月 2020 年 前年同期
累計
16 114 208
1
13
9

※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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新型コロナウイルス感染症
不安を感じたら相談してください！
！
熱や風邪の症状があったり、体調がすぐれなかったりするときは外出を控

えましょう。また、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者になったら、保

健所から不要不急の外出を控えるよう、自宅待機の指示があります。そう

なると、外出ができなくなり、買い物など生活面での困りごとが出てきます。

そんな時のために、相談窓口がありますので、ぜひご相談ください。
相談
窓口

健康推進課／0561−63−3300
平日9：00〜17：00

無症状であっても新型コロナウイルスに感染している
場合があります。特に若い世代の人たちは、感染しても

無症状な場合も多く、気が付かないうちに誰かにうつ

してしまう可能性もあります。ですから、特に症状がな

い場合も、マスクの着用・ソーシャルディスタンス

の確保・アルコールによる手指消毒といった感染

症対策をお願いします。

飲食店や販売店などの店舗は、

接触確認アプリＣＯＣＯＡを活用

利用者の検温や複数人で共有

し、検査の受診など保健所

感染防止対策を徹底してくだ

につなげてくだ

するものの消毒などを行い、
さい。

の早期サポート

さい。

9月20日〜26日は
「動物愛護週間」 この機会に、身近な動物についてもう一度考えてみましょう。
0環境課 56-0612 記事ID13329
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使用料に
ついて考えよう

公共施設を利用する人に負担してもらう使用料。
市が継続的に行政サービスを提供していく上での貴重な財源と
して、社会情勢の変化や受益者負担の原則に基づいた使用料の

0財政課 ☎56-0606

見直しが求められています。

公共施設ではさまざまなサービスを提供しています。
市民の健康増進、
文化活動の促進、
市民活動の場の提供などを目的に、
さまざまな公共施設を運営してい
ます。
スポーツ施設…杁ケ池体育館、
スポーツの杜、
テニスコートなど
文化施設…文化の家、
色金山歴史公園茶室など
市民活動施設…公民館、
交流プラザ、
まちづくりセンターなど
これらの公共施設はその施設を利用する人と利用しない人がいることから、
運営経費の一部を使用料とい
う形で利用者に払ってもらっています。

文化の家 森のホール
午後1〜5 時 27,000 円

公民館 研修室
1 時間 600 円

色金山歴史公園 茶室
3 時間（午後） 420 円
スポーツの杜 野球場・多目的広場
3 時間 2,160 円

福祉の家 集会室
1 時間 510 円
交流プラザ 多目的室
1 時間 510 円

杁ケ池体育館
アリーナ 全面
3 時間 2,160 円

まちづくりセンター 集会室 1
1 時間 510 円

長久手古戦場野外活動施設
和弓場 4 時間
（午後・夜間）150 円

杁ケ池テニスコート 1 面
2 時間 430 円

※料金は一例です。使用する時間帯等によって異なります。

広報ながくて 2020 年 9 月号

施設の運営にいくら
かかっているんだろう？

使用料収入でまかなうのは運営経費の5％。
使用料を徴収している公共施設の年間の運営経費は約8億円。一方で、
年間の使用料収入は約4,000万
円で、
運営経費の5％を使用料でまかなっています。そして、
残りの95％には税金が充てられています。
利用する人（使用料）としない人（税金）、それぞれの負担割合は適切なのでしょうか。

窓口業務などの
人件費
運営経費

光熱水費

清掃などの
日常管理

8 億円 ⬅ 使用料収入 4,000 万円

施設などの
保守点検

施設の
修繕費等

残りは税金でまかなっています。

使用料の積算根拠が不明確。
施設の開館から何十年と経過し、
開館当初の積算根拠がわからな
い使用料があります。現在の使用料は、
施設の運営コストや価値に
見合った料金設定となっているのでしょうか。

かかる運営コストに
対して使用料は
適切なのかな？

大きな料金改定がされていない。
消費税の転嫁などの見直しはされていますが、
本質的な使用料の
改定は行われていません。施設や設備の機能強化、
老朽化に伴う改
修経費の増加、
社会情勢の変化による維持管理経費の増加など、
さま
ざまな環境変化に対応した料金設定となっているのでしょうか。

改修して新しく
なったのに何十年も
前の金額と一緒で
いいのかな？

使用料の見直しを進めます。
運営経費のうち、
利用者が負担すべき経費を明確にすることで、
サービスを利用する人と利用しない人、
ど
ちらも納得できる料金設定にしたいと考えています。そのために必要な使用料の算定基準の作成、
それに
基づいた使用料の見直しを進めています。
2020年度中に内容を詰め、
2021年度に使用料改定の議案を提出、
2022年度から新しい料金体系での運
用を目指します。

9月21日〜30日 秋の全国交通安全運動 秋から日没時間が早まり、交通事故に遭う危険性が高まりますのでご注意ください。
0安心安全課 56-0611 記事ID10380

NEWS119 尾三消防
お知らせ

地震による通電火災を防ごう！

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。
※通電火災について、詳しくは尾三消防組合HPで
ご確認ください。

○通電火災とは？
大規模な地震などにより停電が発生し、その後電気が復旧した際に発生する火災のことをいいます。東日本大震災で
は本震による火災のうち、過半数が電気関係の出火でした。

シ ニ ア

○なぜ通電火災が発生するのか？
観賞魚用ヒーターやオーブントースターなどを使用中に地震が起こると、揺れの影響で
可燃物がヒーター部分に接触し、停電から復旧した際に、再度通電することにより、可燃物
が過熱されて出火するためです。

感震ブレーカーが
通電火災の防止に
効果的です！

○通電火災を防ぐには？
地震が発生した際には、電気の電源を遮断することが必要ですが、外出中や避
難時に余裕がないときなどは電気を遮断することができません。このような時
に、感震ブレーカーは電気を自動で遮断してくれます。

感震ブレーカーには、さまざまなタイプがあります。
電気工事が必要となるタイプ

分電盤
タイプ
(内蔵型)

分電盤タイプ(後付型)

自分で取り付けるタイプ

コンセント
タイプ
(埋込型)

コンセント
タイプ
(差込型)

※市では感震ブレーカー設置費用の補助を行っています。詳細は安心安全課（☎56-0611）へ。

シ

ニ

ア

の

広

場
高齢者優待事業
記事ID 3361

地震等の災害時に、
タンスなどの転倒による被害を防
ぐため、家具転倒防止器具の取付けを行っています。
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︒

10

3 下記のいずれかに該当する人

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

0長寿課 ☎ 56-0631

記事ID 3374

６５歳以上の人全員に、
１，
０００円分のマナカチャージ券
を年度につき１枚交付します。また、運転免許証の自主返
納者には、返納してから１年以内の申請で、
５，
０００円分の
マナカチャージ券を１人１回限り交付します。

3 本市に住民登録している６５歳以上の人
F 身分証明書、申請による運転免許の取消通知書（自主返納者）
5 ３月３１日（水）までに長寿課窓口で申込。

福祉の家の施設情報
0福祉の家 ☎ 64-6500

記事ID 3403

●歩行浴室（水・金・日）
・福祉浴室（火・木・土）の利用休止時間帯

9月16日、30日(水)10:00〜12:30
9月11日、25日(金)10:00〜12:30

●温泉スタンドの休止日

9月7日(月)

広報ながくて 2020 年 9 月号

出典:｢感震ブレーカーの普及啓発｣(経済産業省)

大きい
文字

家具転倒防止事業
0長寿課 ☎ 56-0631

簡易
タイプ

敬老事業

0長寿課 ☎ 56-0631

寝具・洗濯乾燥事業

75歳以上の人を対象に敬老事業を行います。対象者
には9月上旬に記念品を郵送します。下記の人には敬老
金についての案内も同封しています。
敬老金
（受取期間：9月23日
（水）
〜12月25日(金))
対

象

内

数え 88 歳（昭和8年生まれの人）
数え100 歳（大正10 年生まれの人）

利用者宅を訪問して寝具を預かり、洗濯乾燥後にお届けします。

1 10月15日
（木）
、16日
（金）
※日時は指定不可
3・満65歳以上のひとり暮らしの人

・満75歳以上の人のみの世帯
（後期高齢者世帯）
・満65歳以上の人で、介護保険の要介護3以上の寝た
きり状態または認知症の所定の状態の人
・身体障害者手帳1〜2級の人
１人１回につき各寝具1枚、合計３枚まで

容

5,000円
30,000円

例年文化の家で開催する催事は、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止のため、中止となります。

記事ID 3369

シ ニ ア

0長寿課 ☎ 56-0631

記事ID 3379

L 掛布団・敷布団各310円、羽毛布団380円、毛布80円
※いずれも1枚分の金額

5 9月1日（火）〜11日
（金）
に長寿課に申請書を提出。

地域いきいきライフ推進事業
0長寿課 ☎ 56-0639

記事ID 10108、8331

記事ID 8331
長久手シニアフィットネス
0長寿課 ☎ 56-0639 （株）長久手温泉 ☎ 64-3511

60歳以上の市内在住者が対象です。11月、12月の
プログラムは、市役所、福祉の家で9月8日
（火）
から配
布するチラシをご覧ください。
59月23日(水）〜30日（水）までに申込用紙を持参

毎日コツコツ健康作り教室
ご自身の身体の状態にあわせて、日常生活で役立つ
知識を学ぶ教室です。

19月22日
（火・祝）
13：30〜15：00
2福祉の家2階 集会室
59月3日（木）14:00〜 (株)長久手温泉に電話で

男性限定教室はじめます！

今まで女性が多くて参加しづらかった…という人も気軽
に足を運んでみてください。

59月3日（木）
14:00〜(株)長久手温泉に電話で申込
（先着）
ＮＯＳＳ
（日本・踊り・スポーツ・サイエンス）

日本舞踊の持つ
「和」
の動きにスポーツ科学の要素を
取り入れたエクササイズです。

110月6日
（火）
13：30〜14：30
2福祉の家2階 研修室
G講師：一般社団法人 西川会
けん玉教室

足腰の強化や、脳の活性化にも効果的なけん玉。
楽しみながら、
体や脳を鍛えましょう！

申込
（先着）

※10月以降は申込方法が変わります。詳細は市役所、福祉の
家で9月8日
（火）
から配布するチラシをご覧ください。

19月15日
（火）
、25日
（金）
13：30〜14：30
2福祉の家2階 研修室
G講師：高橋 賢一氏 L1,000円（けん玉代・初回のみ）
たか はし

けん いち

みんコラ

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。

19月15日
（火）
9：30〜10：30
2名古屋トヨペット長久手店 駐車場無
19月29日
（火）
9：30〜10：30
2ネッツトヨタ東名古屋 長久手店 駐車場無

●モール de ウォーキング
イオンモール長久手で先月まで実施していたみんコラを
好評につき、毎月実施することになりました！今回はイオン
モール内でウォーキングを行います。

19月16日
（水）
13：00〜
2イオンモール長久手4階 イオンホール

9月24日
（木）
〜30日
（水）
は
「結核予防週間」 G結核は早期発見と正しい治療で治ります。
１年に１回は胸部エックス線検査を受け、
２週間以上せきが続く場合は医療機関を受診しましょう。 0瀬戸保健所健康支援課 0561-82-2157 記事ID8909
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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

学の18歳以上の人 15人
（先着）
おお おか さと み

G講師：大岡智美 氏
l1,500円（内300円教材費）
Fwindows10のノートパソコン（ワード
2013以降が使えるもの）
、筆記用具

59月2日（水）9:00〜生涯学習課窓口

くらし環境
申

2市役所西庁舎3階公民館 学習室1・2
3文字入力ができる市内在住･在勤･在

または電話で申込。9月10日
（木）
から

秋の市内史跡めぐり講座

0生涯学習課 ☎ 56-0627
記事ID 14729

市内には隠れた史跡がたくさんありま

市外の人も申込可。

☎

近に感じましょう。1日目は御旗山周辺、

☎

記事ID 9028

シェイクアウト訓練とは、大地震発生時
に、それぞれの参加者が、その場に応じて
身の安全を確保する訓練であり、誰でも
気軽に参加できる新しい形の防災訓練

安全行動を各自で約１分間行います。
１．
姿勢を低く ２．
頭を守り ３．
じっとする

052-931-4068
記事ID 10503

健康・福祉

お くさ じょう

2日目は大草城跡周辺をめぐります。

110月6日、13日
（火）
9:30〜12:00

26日 市役所西庁舎3階 研修室集合
13日 福祉の家集合

3市内在住・在勤・在学の18歳以上の人
15人
（先着）

G講師：長久手市郷土史研究会
l600円
F筆記用具、飲み物、帽子
59月2日（水）9:00〜生涯学習課窓口
または電話で申込。9月10日
（木）
から
市外の人も申込可。

10月は行政書士制度広報月間です。
それに合わせて、無料相談を行います。

1１０月2日
（金）
13：00〜16：00
2市役所西庁舎3階 学習室2
G● 土地開発許可、農地転用許可、建設

業許可、車両登録、官公署に提出する
許認可などの申請手続について

● 成年後見、相続について

申

052-683-6683

10月1日は法の日です。それに合わせ
て、無料相談を行います。
１組30分。

1１０月２日
（金）
10：00〜16：00
2市役所西庁舎３階 学習室1
G● 土地や建物の相続、遺言、売買、贈
与などの登記に関すること

● 会社や法人の設立や増資などの登記
に関すること

パソコン講座初級

● 破産手続、民事再生手続、成年後見申

0生涯学習課 ☎ 56-0627
記事ID 14728

暮らしで役立つ実用ワード
自治会回覧や写真入りの挨拶ハガキを
作って、生活や趣味に活かせるワードを
ゆっくり学習します。

110月7日、14日、21日、28日

立、相続放棄手続など裁判所に提出す
る書類作成に関すること

● 法律相談
（ただし、140万円以下の民
事紛争に限る）

5052-683-6686（予約専用）に電話で
申込。

0福祉課 ☎ 56-0553

父等の戦没した旧戦域を訪れて慰霊
追悼を行うとともに、同地域の住民と友
日本遺族会が実施します。希望者は愛知
県遺族連合会
（052-231-6504）
に申込。

地域
（時期）
マリアナ諸島
（11月18日〜24日）
ミャンマー・タイ
（11月27日〜12月5日）
東部ニューギニア
（12月15日〜22日）
ビスマーク諸島
（12月15日〜22日）
台湾・バシー海峡
（2月1日〜7日）
マーシャル諸島
（3月6日〜14日）
フィリピン
（2次）
（3月12日〜19日）
中国
（3月22日〜30日）
西部ニューギニア
（1月15日〜24日）
東部ニューギニア
（2月10日〜17日）
ミャンマー
（2月24日〜3月4日）

（水）
全4回 13：30〜15：30

※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。
12
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記事ID １１７０４

l10万円（参加費）
3戦没者の遺児

0愛知県司法書士会

記事ID 11875

申

戦没者遺児による
慰霊友好親善事業
申

好親善をはかることを目的とした事業を

司法書士無料法律相談
☎

052-954-6149

1９月１日
（火）
12：00〜12：01
G参加者は、正午の時報を合図に、次の

0愛知県行政書士会

み はた やま

0愛知県防災局災害対策課支援グループ

です。

行政書士無料相談

す。実際に史跡をめぐり歩いて歴史を身

あいちシェイクアウト訓練

申込期限
9月9日
9月18日
10月6日
10月6日
11月23日
11月6日
1月8日
1月12日
11月6日
12月2日
12月16日

申

車両通行の妨害となることもあります。

お 知らせ

骨密度等測定会

0健康推進課 ☎ 63-3300
19月24日
（木）、10月30日（金）
13:00〜15:30
（受付は30分ごと）

１回のみ参加可

2保健センター2階
3市内在住の20歳以上 60人（先着）
G足裏バランス測定会、体成分分析装

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

たは電話で申込。

記事ID 14711

マイナンバーカードの受け取りは予

19月9日(水)17：15〜19：00

27日(日)9：00〜12：40

K素足で測定します。

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

文化・スポーツ

類、通知カード、住民基本台帳カード

９・１０月のスポーツイベント
0杁ケ池体育館 ☎ 63-1000
記事ID 14475

９・１０月のスポーツイベント、スポーツ
教室募集等についてはこちら

まりが強化されます。活動範囲は、違法駐
車対策上、重点的に取り締まる必要があ
る道路、地域としています。新たに追加
される重点地域は、はなのき通り以南の

約制です。申請のお手伝いもできます。

59月8日(火)9:00〜健康推進課窓口ま

９月１日より、駐車監視員による取り締

(ある人)
【受け取り】個人番号カード交付・電子
証明書発行通知書兼照会書(はがき)
【申請】個人番号カード交付申請書、認
印(ゴム印等不可) ※顔写真は無料
でお撮りします。
【電子証明書更新】
マイナンバーカード
および電子証明書の有効期限通知書

市が洞三丁目、片平二丁目、丁子田、片平
となります。

お知らせ

置測定会も同日実施

車しましょう。

くらし環境

イベント

記事ID 10603

車は路上に駐車せず、駐車場や車庫に駐

南小校区共生ステーション
オープン
0たつせがある課 ☎ 56-0602

記事ID 5942

地域共生ステーションとは、地域で気
軽に集い、語らい、地域のさまざまな課題
に対する取り組みを行うための拠点とな
る
「場」
です。南小校区共生ステーション
が、
９月から開所予定です。

1９月１日
（火）
9：00〜
2杁ケ池1002（杁ケ池公園内）
K利用制限等を設けているため、事前に
市HP等をご覧のうえ、
お越しください。

ブロック塀等の安全点検

記事ID 14706

今年度多文化共生に向けた計画を策
定します。策定にあたり、愛知県との共催
でタウンミーティングを開催し、参加者
によるワークショップをとおして、課題な
どを話し合います。

110月10日
（土）
14：00〜17：00
2市役所西庁舎3階 研修室
335人（先着）
G● 基調講演「地域および学校におけ
る日本語教育について」

こ じま よし み

講師：愛知淑徳大学教授 小島祥美氏

● ワークショップ

記事ID 11824

過去の地震や台風などで、他市ではブ
ロック塀等が倒壊し、死傷者が出ていま
す。また、倒壊により避難、救助や消火活
動の妨げにもなります。
自然災害であってもブロック塀等の所
有者の管理責任が問われる場合がありま
すので、
日ごろから安全点検を行ってくだ
さい。
ブロック塀点検時のチェックポイントや
補助金制度については市HPへ。

国勢調査が実施されます
0情報課 ☎ 56-0601
記事ID 14689

国勢調査は、国内に住んでいるすべて
の人と世帯を対象とする国の最も重要な

違法駐車をやめましょう

統計調査です。

0安心安全課 ☎ 56-0611

2年国勢調査が実施されます。

記事ID 14746

F筆記用具、マスク
59月23日（水）〜10月7日（水）に申込

違法駐車は、交通渋滞や交通事故の原

用紙をたつせがある課にメール、FAX

因となるばかりか、事件・事故や災害発生

または郵送で提出。

時における消防自動車・パトカー等、緊急

2020年10月1日を基準日として、令和
9月上旬から国勢調査員がみなさんの
お宅を訪問しますので回答にご協力をお
願いいたします。また、インターネットで
の回答が便利ですので、
ご利用ください。

精神科医師による相談 110月13日
（火）
14：00〜、15：00〜 2瀬戸保健所 Gアルコール専門相談
510月6日（火）までに電話申込 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︒ 予 予約が必要なもの

0たつせがある課 ☎ 56-0641

0都市計画課 ☎ 56-0622

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

あいち多文化共生
タウンミーティングｉ
ｎながくて
申

13

香流川河川カメラの設置
0安心安全課 ☎ 56-0611

お知らせ

記事ID 14738

近年、大きな水害が毎年発生しており、

クチンは、現在2つの製品があり、接種回
数等が異なります。どちらか一方を選択

市政情報

して規定の回数の接種を完了する必要が

寄附寄贈

あります。詳細は市HPへ。

0教育総務課 ☎ 56-0625

※9月30日以前に接種した場合は自費

記事ID 14751

特定非営利活動法人日本移植支援協

日頃から大雨などの情報を確認しておく

会から臓器移植の啓発活動として市内小

必要があります。河川カメラを下川原橋

中学校の児童生徒向けに、絵本50冊の

付近に設置し、静止画による確認が可能

寄附がありました。

になりましたので、特に川の近くにお住ま
いの人は一度確認してみましょう。下記
ＱＲコードのアプリから確認できます。

寄附寄贈
0健康推進課 ☎ 63-3300
記事ID 14542

子育て

市が洞第2児童クラブの開設

狩猟免許試験
0 愛知県尾張県民事務所

☎ 052-961-7254
みどりの推進課 ☎ 56-0620
記事ID 12493

狩猟免許試験
（2020年度１回目）
試験日 11月18日(水)
申請

9月25日(金)〜10月9日(金)

※試験の詳細は上記の尾張県民事務所
環境保全課にお問合せください。
※市で狩猟免許取得費等を一部補助
補助内容は、市HPまたは広報6月号
P13をご覧ください。

0子ども未来課 ☎ 56-0616
記事ID 4899

G名称 市が洞第2児童クラブ
場所

市が洞児童館内

定員

20人
（予定）

小学校区

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。
グラストップ株式会社様
除菌剤300ml 50本
株式会社豊田中央研究所様
可視光光触媒式空気清浄機 62台

市が洞小学校

5子ども未来課窓口で随時受付。
K詳細は市ＨＰへ。

マスク 3,100枚

株式会社エクスプラウド様
フェイスシールド 100枚

子どもの預かり事業
0子ども家庭課 ☎ 56-0633
記事ID 14714

10月5日（月）
（ 予定）から子どもの預
かり事業を始めます。詳細は市HPへ。

子育ての広場は、2020年4月号をもっ
て掲載を終了しました。市HPまたは
「子育
て支援アプリ」
（下記QRコードからダウン
ロード）
等をご活用ください。

2高齢者生きがいセンター1階 預かり室
3市内在住の1歳の誕生日から小学校
就学前までのお子さん（お子さん1人に
つき、1日1回3時間、月4回まで利用可）
の保護者

l1時間500円
5子育て支援センター窓口で申請。

健康・福祉

ロタウイルスの定期予防接種
0健康推進課 ☎ 63-3300
記事ID 14712

3令和2年8月1日以降に生まれた人で
10月1日以降の接種

G10月1日からロタウイルスワクチンの
定期接種が始まります。ロタウイルスワ

※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。
14

広報ながくて 2020 年 9 月号

消毒液 62本

9月 保健ガイド
内容
（ 予 は要予約）

0健康推進課 ☎63-3300
と き

16日
（水） 13：30集合
親子健康手帳交付
29日
（火） 9：45集合
（火） 10：30受付〜11：３０終了
パパママ教室
（１回目） 29日

対象
（ 対 は対象）
妊婦
主に妊娠６か月ごろまでの初妊婦とその夫

母子保健
（記事ID 1100)

（日） 9：１５受付〜11：００終了
予 パパママ教室（2回目） 13日
主に妊娠7か月以降の初妊婦とその夫
※各回定員10組
23日
（水） 13：15受付〜15：００終了
訪問は予約制です。
予 妊婦訪問
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
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）
赤ちゃん訪問
主に7歳半未満の子がいる転入世帯
転入者予防接種等
15日
（火） 10：00集合
説明会
（すでに保健センター窓口等で転入手続きをお済みの方は除きます。）
3日
（木） 10：00〜10：30受付 未就園児 ※1医師の診察はありません。
のびのび 北児童館
計測日※1 保健センター 15日
持 親子（母子）健康手帳・乳児の場合はバスタオル
（火） 10：15〜10：45受付
予 離乳食教室
24日
（木） 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

予 BCG接種
予約は1週間前まで

25日
（金） 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 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
予 麻しん・風しん混合、麻しん単独・風しん単独
予 水痘

対
対
対
対
対

R2年3月16日〜R2年4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。

市国民健康保険加入者で40〜69歳の人
2日
（水）
、
3日
（木）
、
7日
（月）
、
予 特定健康診査
がん検診（胸部・胃・大腸・前立腺） 17日
（木）
、18日
（金）
、28日
（月） （検診によって対象制限あり）

予 集団がん検診
4日
（金）
、
11日
（金）
、
30日
（水）
（胸部・胃・大腸・前立腺）

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）

予 歯周病検診
体成分分析装置測定会

ドクターから

1月31日までに市内委託歯科医院で
受診してください。
随時
（時間は要相談）

あなたへ

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

納 期 一 覧

納期限（9月30日）
までに
納めてください
税 目

納

期

問合先

国民健康保険税

第3期

収納課
☎56-0610

後期高齢者
医療保険料

第3期

保険医療課
☎56-0617

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

日曜・祝日の受診は
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

発熱のある人は事前に電話で問い合わせ
ください。

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。
9月21日(月・祝)、22日(火・祝)は開院（通常
（記事ID 12829)
診療）
します。

市内在住の人

冷たいもの、しみませんか？

今回は、ʻʻ知覚過敏”について、
お話ししたいと思います。
冷たい飲み物、
トマト、
冷や奴など、
口に含んで
「歯がしみる！」
と思うことはありませんか？
歯がしみるのは、虫歯や知覚過敏の可能性があります。
知覚過敏とは、歯周病による歯肉の退縮や歯ぎしりによって
エナメル質がすり減ってしまったりして、歯の根っこが露出して
歯がしみる症状です。
歯の表面は、
1〜2ミリ程度のエナメル質で覆われています。
そ
の内部には、
象牙質があり、
細い神経からの管が通っています。

よこ い

ひで おみ

横井デンタルクリニック 横井 英臣

この神経の管を薬でコーティングして塞いでしまえば、症状
は軽減されます。
歯ぎしりによる知覚過敏の場合は、就寝時にマウスピー
スをつけていただいて、エナメル質・歯周組織の破壊を防
ぎます。
知覚過敏は重症化してしまうと、歯の神経を取らなくてはい
けなくなってしまう事もあります。
ご自分の大切な歯を守るため、一度、歯科医院で相談され
てみてください。

【9/1〜10 屋外広告物適正化旬間】屋外広告物を設置するときは、事前に都市計画課に相談してください。
0都市計画課 56-0622 記事ID276

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︒ 予 予約が必要なもの

（記事ID 7147)

市国民健康保険加入者で40〜74歳の人
10月31日までに市内委託医療機関で
後期高齢者医療制度加入者
受診してください
※胃内視鏡検診のみ、一部医療機関で
40歳以上の人
予 個別がん検診※
12月まで受診可。
（検診によって対象制限あり）
（胸部・胃・大腸・前立腺）
16日
（水）
、25日
（金）
予 子宮検診
20歳以上の西暦偶数年生まれの女性
2月28日までに市内委託医療機関で （昨年度受診していない
個別子宮検診
予
西暦奇数年生まれの人も可）
受診してください。
9日
（水）
予 乳腺検診
40歳以上の西暦偶数年生まれの女性
2月28日までに市内委託医療機関で （昨年度受診していない
予 個別乳腺検診
西暦奇数年生まれの人も可）
受診してください。

予 後期高齢者
医療健康診査

の

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 個別特定健康診査

9 月

15

Vol.79 「待てない」大人

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。

長久手市では、
令和3年10月に向け、
就学前の児童への発達支援を行う児童発達支援センターの開設準備を進

発達支援に携わる方々の話を聞けば聞くほど、
子どもの問題ではなく、
子どもの凸凹しながらも、
ゆっくりと右肩
上がりで成長していくことを待つことができない、経済成長時代の
「良いものにこそ価値がある」
という考え方
から抜け出せない大人の問題だと思うようになりました。
子ども達を測るモノサシは、
勉強、
学校というモノサシ１つである必要はありません。

No.690 Sep.2020

同様の施設を運営している団体の代表者等、
さまざまな人に話を聞いています。

City Public Relations Magazine

めています。そのために私は、
今、
発達障害を研究する大学の先生、
実際に子ども達と関わる専門医師、
他自治体で

地域で子ども達に日本の文化をボランティアで教えている人が、
「脱いだ靴は揃えるんだよ」
と子どもに教えたら、
次
揃えられたことを褒める」
といったような複数のモノサシが持てるようになれば、子どもも親も楽になれると思う
のです。

やまのうえのおくら

万葉集で山上憶良が、
次のようにうたっています。
くがね

たま

なに

まさ

たから

こ

し

子に及かめやも』

銀も金も玉もどれほどのことがあろうか。
どんな宝も子どもには遠く及びはしない。
子ども達に、上も下もありません。たった1つの大切な命、大切な宝です。
一人ひとりそれぞれに良いところがあり、
その良いところを褒め、
伸ばすことができる、
そして親の悩みを救うこと
子どもは、
自然そのものです。気候の暑さ、寒さが思いどおりにならないように、子どもは大人の思いどおりに
はなりません。それを大人の意のままにしようとしていないでしょうか。便利な生活を送るうちに、
いつしか私たち大
人は、
「何でも自分の思うようになる」
と錯覚していないでしょうか。相手を思いやることや、互いに辛抱することを
忘れてはいないでしょうか。
今の社会は、
他人の失敗を許さぬ社会であり、
それが、
未来を担う子ども達を締め付けていると感じます。
会社に行く、
学校に行く、
友達と会って食事をするといった今まで当たり前だったことが、
当たり前にできなくなっ
た今回のコロナ禍を経験した今だからこそ、
今の子ども達を締め付ける社会の有り様を見直すきっかけにできたら
と思います。
子ども達が、
もっとおおらかに暮らせる長久手に変えるために、
大人はどうしたらいいのか、
一緒に考えませんか。

今年度は、総会の開催に代えて書面議決を行いま
した。
ご参加・ご協力ありがとうございました。
集計の結果は、
西小校区共生ステーションの掲示板、
西小学校区まちづくり協議会のホームページに掲載
しています。
ご確認ください。

◆三世代運動会中止

長久手市地域見守り安心ほっとライン

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

■「ご意見等」
に関する意見交換会を実施しました
２０２０年度総会の書面表決に際しては、事前の各議案
に対する質疑応答の機会もありませんでしたので、
こうし
た状況を少しでも補充するため「ご質問等」欄に意見表明
があった方１０名にご参加をいただき、
７月１９日（日）共生
ステーションで協議会との意見交換を行いました。
協議会の運営や議案等に関するご意見など２０件の質
疑応答の中で、参加者のご意見をお聞きし、
また、協議会
の現状や考え方をお伝えすることができました。
有難うございました。

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

例年9月に西小学校で開催している三世代運動会
ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため
今年度は、中止とします。

市 が 洞 小学校区まちづくり協議会

〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1 ホームページ

市が洞小学校
イメージキャラクター

TEL ／（0561）63-1111 FAX ／（0561）63-2100

ができる発達支援センターにしていきたいと思っています。

編集／市長公室情報課

しろかね

『 銀 も 金 も 玉 も 何せむに 勝れる 宝

発行／愛知県長久手市

に会ったとき、
「家で靴を揃えたら、
お父さんから褒められた！」
と、
うれしそうに話してくれたことがあったそうです。
「靴が

