広報ながくて

新型コロナウイルスに感染した人・濃厚接触者に
指定された人は、外出しないようにお願いします。
市では親族らの助けが得られないお困りの世帯へ、
食料や日用品等を届ける支援を行っています。
詳しくは、健康推進課
（63-3300）
までお問い合わ
せください。

2021
ト博ウォーク／
3月18日
（木）
（トヨタ博物館）
当月号に掲載している事業等については、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
※写真撮影時のみマスクを外しました。

いち

ほら しょうがっこう てい がく ねん じ どう

げ こう

み まも

たい

市が洞小学校低学年児童下校見守り隊

ちょう し

おお さわ

たか あき

市が洞小学校の下校児童に随行し、下校時の安全
確保活動

大澤 孝明 教育長

こん どう

ひさ お

近藤 久男 さん（代理）
長久手の伝統野菜
「真菜」
を自家採種で長年作り続
けている
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だ はん

丁子田班

おく だ

とも ひろ

奥田 知弘 さん

グランドゴルフをとおして、
地域住民の交流の場を作
る活動

せ がわ

まさ お

瀬川 征夫 さん

西 小 学 校 防 犯コミュニ ティの
リーダーとして防犯パトロール
や児童の登下校の見守り活動

よし

だ

いっ ぺい

𠮷田 一平 市長

いわ ぶち

じゅん

岩渕 準 さん

杁ケ池の水質改善活動
や絶滅危惧種マメナシの
保護・育成活動

写 真 で 見 る な が く て
長久手
「いいね」
賞の表彰式を3月２3日
（火）
に実施し、個人13人と2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、秘書課
（☎56-0603）
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。
いち

ほら しょうがっこう てい がく ねん じ どう

げ こう

※当日欠席された人
み まも

たい

市が洞小学校低学年児童下校見守り隊
かた ひら はん

片平班
市が洞小学校の下校児童に随行し、下校時の安全
確保活動
かわ もと

ひろ み

の

川本 黄美 さん

登校児童の見守り活動、
ゴミ
拾いによる地域の美化活動

こま むら

かず ひろ

駒村 和廣 さん

市内の景観保護、美化活
動と絶滅危惧種マメナシ
の保護・育成活動

ひら の

さい とう

まこと

桃ノ木自治会周辺でゴミ拾い、
防犯パトロール、高齢者を対象
としたサロン活動
こん どう

だ

野田 フミエ さん

平成こども塾で、木や竹など
を使った創作や日本の生活
伝統文化を教える活動

せい いち

平野 誠一 さん

桃ノ木自治会周辺でゴミ拾い、
防犯パトロール、高齢者を対
象としたサロン活動

すぎ え

斉藤 誠 さん

まつ だ

市が洞交差点から丁子田
交差点までの歩道や片平
二丁目公園の清掃活動

たつ み

近藤 辰美 さん

絵手紙教室やイベント活動
をとおして、絵手紙の楽し
さや面白さを伝える活動

ま

ゆ

み

松田 真由美 さん

なお たか

杉江 尚孝 さん

平成こども塾で習字、
さし絵、
日本の生活伝統文化を教え
る活動

あお やま

なお みち

青山 直道 議長

い とう

みち よ

伊藤 道代 さん

平成こども塾で習字、
さし絵 、体 験 学 習 の
講師として活動
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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社会福祉協議会 ☎62-4700

認知症の心配のある人やその家族、認知症

リニモテラス公益施設
オープニングイベント
0たつせがある課 ☎56-0641

に関心のある人や福祉の専門職などが集い、交

6月1日のオープンに向けてリニモテラスを体感できるイベ

連絡ください。

15月30日
（日）
11：00〜16：00

流する場です。参加希望者は事前に各カフェへ

なないろカフェバンバン
15月7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」
15月15日
（土）
14：00〜
2福祉の家2階

集会室

0社会福祉協議会 ☎62-4700

きららの里

ントを開催します。詳細はリニモテラスHPへ。

2リニモテラス公益施設ほか
L一部有料ブースあり

花植え・たねダンゴ体験講習会
0みどりの推進課 ☎56-0552

「たねダンゴ」
は、土のダンゴに花や野菜のたねをつけて作り、

花壇やプランターに植えて育てる、新しいたねまきの手法です。

16月5日
（土）
10：00〜12：00

2旧集出荷選果場
（前熊前山104）
320人
（抽選）

55月19日
（水）
までに電話またはメールで申込。

①氏名、
②住所、
③電話番号を明記。

15月23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）

香流川 花植えウォーク
0みどりの推進課 ☎56-0552

香流川沿線
（あぐりん村から上流 往復約4km）
を歩きなが

「あかつきの会」

〜認知症家族交流会〜
0社会福祉協議会 ☎62-4700
15月28日
（金）
13：30〜15：00
2福祉の家2階

集会室

3認知症の人を介護している家族

55月21日
（金）
までに社会福祉協議会に電話

で申込。

H

0環境課 ☎56-0612

15月30日
（日）
※小雨決行

受付①8：50〜 ②9：20〜 ③9：50〜
2集合場所 北小学校
f清掃活動できる服装、
軍手、
ごみばさみ、

タオルなど

K愛知中央ライオンズクラブ主催
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15月15日
（土）
10：00〜12：00

雨天時は5月22日
（土）
に順延。
2あぐりん村 芝生広場・香流川沿線
320人
（先着）

5 5月6日
（木）
9:00〜14日
（金）
に電話又はメールで申込。

①氏名、
②住所、
③電話番号を明記。

ガーデニング講習会

ごみゼロ

530運動

ら、
沿線に設置されている花カゴに花を植えます。
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（旧ハンギングバスケット講習会）
0みどりの推進課 ☎56-0552
15月29日
（土）①10：00〜12：00②13：30〜15：30
2旧集出荷選果場
（前熊前山104）

3各回20人
（抽選） L1,000円
（材料費含む/当日集金）
55月19日
（水）
までに電話またはメールで申込。

①氏名、②住所、③電話番号、④受講時間の第一希望およ

び第二希望を明記。

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。

ながくて・学び・アイ講座
（7月開講） 0生涯学習課 ☎56-0627
公募の講師が企画し、講師も受講生もお互いに
「学び合う」
講座です。
3市内在住・在勤・在学の18歳以上の人

55月6日
（木）
〜20日
（木）
に生涯学習課窓口、HP

または郵送
（消印有効）
で申込。本人に限る。
1人で2講座以上の申込が可能ですが、はがき
1枚につき1講座のみ有効。
【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子ども連れの場合は
お子さんの生年月日
K7人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。
※費用は、受講料＋教材費の合計です。

地域いきいきライフ推進事業
0長寿課 ☎56-0639 ㈱長久手温泉 ☎64-3511

男性限定教室
55月2日
（日）
9：00〜(株)長久手温泉に電話で申込
（先着）

男のNOSS
日本舞踊の動きをスポーツにした新感覚エクササイズ
15月11日
（火）
13：30〜14：30
2福祉の家

男のけん玉
短時間集中で有酸素運動と下肢筋力アップ
15月18日
（火）
13：30〜14：15
2福祉の家

fけん玉
（持っていない人は購入可）

みんコラ（一部市民の手伝い募集）
筋力アップの体操、
栄養ミニセミナー

コロナ禍で今後に不安を持つ人が多い今、将来

①

お伝えします。

②

に備える家計の管理方法を、初歩的なところから
17月1日、
8日、15日、29日
（木）

③
し みず

み ね

【講師】NPOくらしとお金navi 清水 美峰
320人

L1,300円

Kお子さん連れ可

F筆記用具

育てて楽しい！使って楽しい！暮らしに活かせる
薬草ハーブを実習を交えて学びましょう。
17月6日、
13日、20日、27日
（火）

よし だ

やす よ

【講師】
ハーバルセラピスト 吉田 康代
315人

L3,700円

Kお子さん連れ可

15月18日
（火）
9：30〜10：30

2名古屋トヨペット長久手店 駐車場無
15月25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

15月７日、
21日
（金）
13：30〜14：30
2ネッツトヨタ中部

プラザ長久手店 駐車場無

モールdeウォーキング
ながくてハーモニー体操、
ウォーキング

2 今こそはじめよう！
薬草ハーブのある暮らし

10:00〜11:30
2文化の家 美術室

研修室

ディーラーde健康づくり

1 コロナに負けない！
FPが教えるパワー家計

10:00〜11:30
2福祉の家 研修室

研修室

F筆記用具

15月19日
（水）
13：00〜、14：00〜

（各回10分前から受付）

2イオンモール長久手4階

イオンホール

けん玉で健康づくり教室
短時間集中で有酸素運動と下肢筋力アップ
15月28日
（金）
10：30〜11：30
2紫雲殿

長久手離宮

55月2日
（日）
9：00〜(株)長久手温泉に電話で申込
（先着）
fけん玉
（持っていない人は購入可）

【Jアラート・全国一斉情報伝達訓練】 15月19日
（水）
11：00〜
g音声放送およびサイレンが鳴ります。 0安心安全課 ☎56-0611

2市内10か所に設置してある防災行政無線

5

スマホ講座〜オンライン会合アプリ編〜

学ぼう！〜認知症のこと〜

0シルバー人材センター ☎62-9100

テーマ／当事者の声を聴いて考えよう。

16月4日〜25日毎週金曜10：00〜11：30

0社会福祉協議会 ☎62-4700

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）

認知症であってもなくても、共に考えてみませ
んか？

L2,000円(教材費、
設備費等含む)

15月19日
（水）
14：00〜15：00

55月14日
（金）
までにシルバー窓口に申込。

320人
（先着）

2福祉の家1階ボランティアプラザ

Fアンドロイドスマホ
（アイフォンは不可）

55月14日
（金）
までに電話で申込。

当選者のみ
「参加決定通知」
を発送。

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。

市民の力で開催しています!

5月みんなの掲示板

56月号への掲載は、
4月30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。

住宅の屋根・外壁
塗り替えセミナー

1５月16日
（日）
9：30〜11：30
2長久手市文化の家2階

講義室2

3参加無料・どなたでもOK 定員14名

g塗り替え工事をする前に、
消費者が知っておく

べき知識をわかりやすく説明します。

5事前予約を電話で・受付は当日まで

親子の楽しい時間と場所をご提供します♪
15月13日・20日
（木）

9：40〜10：40／10：50〜11：50
2北小校区共生ステーション
32歳児親子5組

g歌、
楽器、手遊び、体操、製作、パネルシアターなどの

音楽溢れるリトミックが盛りだくさん♪

L体験500円

ベビーと一緒にリフレッシュ♪

きた☆きたウォークラリー

☎0120-689-419

15月7日
（金）
、19日
（水）
、31日
（月）
、

6月8日
（火）
10：30〜11：30
25月19日は西小校区共生ステーション
他は北小校区共生ステーション

3首すわり3ヶ月〜12ヶ月ベビーと保育者 各5組まで
g5月7日、
31日／ベビママヨガ

5月19日、
6月8日／ベビーダンス

K単発参加OK☆

5まずはメール下さい☆詳細ご案内いたします
0wappy5556@gmail.com

教えてくださ〜い!! ロケ場所
「近場も宇宙の一部だ！」
ありきたりではなく、絵に
なる・写真になる場所を教えて下さい。当日参加
応募採用の人に写真講座特典有

6

親子リトミック♪体験

0一般社団法人市民講座運営委員会

L初回体験300円
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活動室１

5電話予約

Kどちらかの日程で1回です

0☎090-9198-8190
（コモダ）

☆謎解きウォークラリー
「勇者の伝説 迷宮にかくされた宝を探せ」
☆スタンプラリー「スタンプマンを探せ」
15月16日
（日）
受付13：00〜14：30
2北小校区共生ステーション
g北ステを中心に香流川沿いで謎解きや

スタンプラリー！（1時間程度）

Lこども無料、
おとな100円

K雨天中止。徒歩・自転車でお越しください。
0☎090-4259-8188
（唐澤）

15月29日
（土）
10時受付、雨天の場合翌30日
2長久手温泉ござらっせ入口
32〜3名

5メール又は電話

0satoshimizutani0808@softbank.ne.jp

☎090-3858-3383

5月 各種相談
内 容（ 予 は要 予 約 ）

と き

と こ ろ

談

11日
（火）

13:30-16:30

不 動 産 相 談

12日
（水）

13:00-16:00

行

政

相

予司 法 書 士 相 談
予法

律

相

消 費 生 活 相 談
人

権

相

談

20日
（木）

20日
（木）
火〜土
（3〜6日は除く）

年金相談（予約優先）

予成

年

後

見

9:00-12:00

地域共生推進課（56-0551）
市役所西庁舎 2 階 悩みごと相談室

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

予 生活困窮者相談

ボ ラ ン ティア 相 談

市役所本庁舎 2 階 打合せ室 1

6日（木）、20日（木）
13:30-16:30
25日（火）

談 13日（木）、27日（木） 13:00-16:00

相続・遺言手続相談

13:30-16:30

消費生活センター
（64-6503）
福祉の家 1階 相談室 電話相談も可
福祉の家 1階 相談室

21 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）

予 1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）

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）

市役所北庁舎 2 階 会議室 5

子ども家庭課（56-0633）

市役所本庁舎 2 階 子ども家庭課

家庭児童相談室専用ダイヤル
（63-9500）

こどもの発達相談室
（前熊前山 173-3）

子ども家庭課 療育支援係
専用ダイヤル（62-8812）

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）

水曜

13:30-16:00

27 日
（木）

13:30-16:30

性 相 談
14日（金）、28日（金） 10:00-15:30
（男性も相談可）

家庭児童相談室
虐 待 等 相 談・通 告

月〜金 ※

9:00-17:00

予ひ と り 親 家 庭

月〜金 ※

10:00-15:30

達

相

談

予約制

予 子育て相談（就学前児童） 14日
（金）、20日（木）
予 こころ の 相 談 室

社会福祉協議会（62-4700）

9:00-16:00

予女

予発

問 合 先

9:00-17:00
予約時調整

平日 9:00-16:30 要予約 ※

予 こころの健康相談

24日
（月）

14:00-16:00

税務相談（事業者対象）

18日
（火）

10:00-16:00

金融相談（事業用資金）

18 日
（火）

10:00-12:00

予 職業適性検査＆就職相談

20 日
（木）

14:00-16:00

（相談日以外もお気軽にお問い合わせください。）

子ども家庭課（56-0633）

※ … 3日（月・祝）、4日（火・祝）、5日（水・祝）は実施しません。

統計情報
2021年4月1日

人口 現在（先月比）
総人口
男 性
女 性
世帯数

60,035 −104
29,729 −56
30,306 −48
24,725 ＋52

交通事故（人）

月間異動数（3月）
転
入
転
出
出
生
死
亡
うち孤独死・孤立死※

638
758
44
28
1

死 亡
重 傷
軽 傷

犯罪 発生状況（件）

3月 2021 年 前年同期
累計
0
1
20

1
2
53

0
0
63

刑法犯
うち侵入犯

3月 2021 年 前年同期
累計
18
0

56
1

74
6

※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。

６月１日は「人権擁護委員の日」です。人権擁護委員は、法務大臣から委嘱された、まちの身近な相談パートナーです。
本市でも人権相談を行っています。詳細は上記へ。 0福祉課 ☎56-0553
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みなさん、少し一緒に考えてみませんか？
0企画政策課 ☎56-0634

今起こっていること…
ひきこもり、不登校、DV、孤立死。今、日本では、多くの人が誰にも「助けて」と言えず、さまざ
まな悩みを抱えています。また、高齢の親が、地域から孤立して、ひきこもりの状態にある中高
年のこどもの生活を支える｢8050問題｣、
子育てと親の介護を同時に担う｢ダブルケア｣など、個
人や世帯が抱える課題は、複合化・複雑化しています。
それらは市内でも身近に起きています。
《長久手で起きている事》
ひきこもり相談

51 人（2019 年度）

妊娠時の不安率

不登校

85 人（2019 年度）

老々介護

38.9％（2019 年度）

約 200 人（2016 年度）

しかし、これらの人たちも、氷山の一角でしかありません。どこに相
談していいかわからない、相談できる人が周りにいない、誰にも「助
けて」と言えない人がおそらく他にも大勢いるのです。市役所は「相
談があった」
、
｢問題が発覚した」ときに対応はできますが、声が上
がるまではその現状をなかなか知ることはできません。イラストの
水面下に隠れている人たちのことは、把握ができないのです。

市役所で把握できて
いる人たち
困っているけど
誰にも相談
できていない人たち

一方でこんなことも…
来る超高齢社会、
さらには南海トラフ大地震。これからも住みよい長久手であるには、
これらを
乗り越えていかなければなりません。

大災害
人口減少

どうすれば誰もが安心して
暮らすことができるんだろう。

高齢化

広報ながくて 2021 年 5 月号

今、あなたにできることを考えよう！
誰もが安心して暮らしていくには、市役所の力だけでなく、みなさん同士で協力し、助け合って
いく必要があります。

でも、よく知らない人と助け合えますか？
悩みを打ち明けられますか？

あなたの “いつも” をチェックしてみませんか
□ 知らない人とはあいさつをしていない
□ 近所のことを知らない
□ ちょっとした困りごとを周りに相談したことがない
□ 周りに気になる人がいるが見て見ぬふりをしている
□ 人とのかかわりをもちたくない
あなた自身が悩んだときに、誰かに相談できる。誰かが悩んだときに、
あなたに相談できる。そんな つながり が大切です。

今日からあなたにできること
・あいさつ、声掛けをしよう
・イベントに参加してみよう
P4〜6 に市民が中心となって行っているイベントを
掲載しています。ぜひ参加してみてください !!
・困ったら相談してみよう
P7 に各種相談の情報を掲載しています。

顔見知りを
増やそう

・困っている人には声をかけてみよう

将来も住みよい長久手であるために
最初の一歩を踏み出そう。
５月は、自転車・二輪車安全利用月間です。自転車に乗る際には、交通ルールを守りましょう。自転車は車両の仲間です。
乗れば車両、降りておせば歩行者 0安心安全課 ☎56-0611

お知らせ
募
集
0情報課 ☎56-0601
市民記者は、行政の一面的な視点では伝えきれない、長久手市
の魅力やまちづくりに関する課題などを市民のみなさんの視点で
切り取り、さまざまな角度から読者に伝えます。
まちがもっと身近に
なり、みんなでまちのことを考えるきっかけになる広報を目的とし
ています。

応募に関する詳細は市HPへ。

NEWS119 尾三消防

0尾三消防本部（予防課）☎0561-38-7236
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。

公式LINEはじめました !
イベント情報や消防に
関する情報を配信します。

尾三消防組合
公式キャラクター

「サンビーくん」
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集中
友達募

尾三消防組合では、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大防止に伴い、
感染リスクを抑えながら地域住民の
火災予防思想の向上に努めるととも
に、防 火 安 全 対 策を推 進していくた
め、
「ＳＮＳを活用した情報発信」を開
始しました。
この公式Ｌ
ＩＮＥでは、登録者に対し
て火災予防広報をはじめ、消防に関す
る情報やイベント情報を配信してまい
ります。
消防に関する情報をお届けします
ので、積極的に公式LINEの登録をお
願いします！

2021年度当初予算

〜 誰ひとり取り残さない、
地域まるごと支え合い予算 〜

0財政課 ☎56-0606

予算 の 概要
新年度予算は、新型コロナウイルス感染症の影響により、市税の減収が見込まれる中、行政改革指針に基づく事業の見直
し等により歳出削減に努めました。一方で、変化していく社会情勢にも的確に対応しながら行政運営を行っていくため、第6
次総合計画「ながくて未来図」に掲げた事業は着実に実施していくこととし、関連する事業に重点的に予算を配分した編成
としました。
各会計種別ごとの予算規模や主な事業は、以下のとおりです。詳細は市HPへ。
会計名

2021年度

2020年度

差

引

増減率

一般会計

203億4,000万円

204億4,000万円

△1億円

△0.5％

特別会計

89億8,531万円9千円

90億2,927万円6千円

△4,395万円7千円

△0.5％

企業会計

22億8,211万9千円

29億9,807万5千円

△7億1,595万6千円

△23.9％

316億743万円8千円

324億6,735万円1千円

△8億5,991万3千円

△2.6％

合

計

特別会計とは、一般会計と財布を分けて、収支を管理しているものです。
（例）国民健康保険特別会計
企業会計とは、地方公営企業法の財務規定等を適用した会計です。
（例）下水道事業会計

予算 の 主要・新規事 業
新年度の主要・新規事業をテーマ別に紹介します。
基本目標

子どもが元気に育つまち

子ども医療費支給事業の実施

子ども医療費の入院医療費助成を、18歳までに拡大します（所得制限あり）。

小中学校施設大規模改修事業の実施

事業費 約4 億2,672 万円

事業費 約3,265 万円(西小)、約1 億3,234 万円(南小)

西小学校の校舎改修工事に向けた設計と、南小学校の校舎改修工事を実施します。
基本目標

みんなで未来へつなぐ 緑はまちの宝物

あぐりん村再整備事業の実施

あぐりん村の既存施設の改修工事を実施します。
基本目標

事業費 約1 億3,724 万円

誰もがいきいきと安心して暮らせるまち

青少年児童センター施設整備事業の実施

事業費 約4,655 万円

地域共生社会推進事業の実施

事業費 約4,174 万円

青少年児童センターの特定天井対策工事を実施します。
介護・障がい・子ども・生活困窮・ひきこもりなど、世代や分野を問わない課題に
対応するため、重層的支援体制を構築します。
基本目標

いつでもどこでも 誰とでも 広がる交流の輪

リニモテラス公益施設管理事業の実施

事業費 約3,454 万円

リニモ長久手古戦場駅北側にリニモテラス公益施設を開所します。
基本目標

あえて歩いてみたくなるまち

下川原下山１号線整備事業の実施

下山交差点から下山橋まで東側歩道を連続的に整備するため、用地を購入します。

中央２号公園改修事業の実施

長久手中央２号公園のグレードアップ（再整備）工事を実施します。

事業費

1億4,233万円

事業費 約1 億1,199 万円

【自衛官等の募集】詳細は自衛隊愛知地方協力本部ＨＰへ。0自衛隊瀬戸地域事務所 ☎0561-83-3181
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長久手市職員を募集します !

0人事課 ☎56-0604
0情報課 ☎56-0601（情報職のみ）

募

長久手市職員採用候補者試験を次のとおり行います。詳細は市HPへ。

集

1

2

いつも笑顔で
あいさつができる人

長久手市の
まちづくりに対して
「思い」
を持てる人

求める
人物像

採 用 年 月 日 令和4年4月1日
募集職種

募集人数

一般事務

4人程度

一般事務
（障がい者）

若干名

土木技師

1名

保育士

若干名

受

験

資

格

・ 平成8年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法に基づく短期大学以上を
卒業した人または令和4年3月卒業見込みの人。

・ 昭和61年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法に基づく高等学校以上を
卒業した人または令和4年3月卒業見込みの人。
・ 身体障害者手帳等、療育手帳等、または精神障害者保健福祉手帳等の交付
を受けている人。
・ 平成3年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法に基づく短期大学以上の
土木課程を卒業した人または令和4年3月卒業見込みの人。
・ 平成3年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法に基づく短期大学以上を
卒業した人または令和4年3月卒業見込みの人。
・ 保育士資格を有する人または令和4年3月31日までに資格取得見込みの人。

申 込 方 法 5月6日（木）〜20日（木）に人事課窓口または郵送（18日（火）消印有効・書留郵便）で提出。
採 用 年 月 日 ①令和3年10月1日予定 ②令和3年9月1日予定
募集職種

募集人数

①情報職

1名

②弁護士

1名

受

験

資

格

・ 昭和62年4月2日以降に生まれた人で、令和3年3月31日時点で、民間企業
における情報システム分野での実務経験等を5年以上有している人。
・ 昭和39年4月2日以降に生まれた人。
・ 弁護士資格を有し、弁護士名簿に登載されている人。

申 込 方 法 5月6日（木）〜6月4日（金）に人事課窓口または郵送（6月2日（水）消印有効・書留郵便）で提出。
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シ

の

広

訪問理美容サービス事業

場

0長寿課 ☎56-0631

自力で理美容院に行くことができない在宅の
人に、訪問理美容サービス費用を助成します。

家具転倒防止事業

A
B
3 次の①〜③のいずれにも該当する□または□

0長寿課 ☎56-0631

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り付けを行います。

Gタンス、食器棚、冷蔵庫、テレビなど合計4点ま
で、1点につき、取付作業費全額および器具代
上限1,000円まで補助。

5必要書類を長寿課に提出。
K 申請は同一世帯につき1回限り。

G年間4回まで（3か月で1回）1回につき3,000
円を上限に助成。

5申請書を長寿課に提出。

福祉の家の施設情報

以前に本事業を利用した人は申請不可。

0福祉の家 ☎64-6500

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。

使用料・手数料の適正化方針

長久手市公契約条例の制定

0財政課 ☎５６-０６０６ FAX６３-２１００

0行政課 ☎５６-０６０５ FAX６３-２１００

使用料および手数料の適正化に関する方針を策定
し、公共サービスを利用する受益者の費用負担を、算
定方法、行政との負担割合の観点から明確にし、減免
適用を含め統一基準をつくります。

公契約条例とは、公契約に関する基本方針を定め、
発注者と受注者の責務を明らかにし、公共事業等の品
質の確保、働く人の適正な労働環境の確保を目的とし
て制定するものです。

zaisei@nagakute.aichi.jp

gyosei@nagakute.aichi.jp

募集期間

5月7日（金）〜6月7日（月）

募集期間

５月７日（金）〜６月7日（月）

概要説明会

15月9日（日）10：00〜
2福祉の家 集会室

概要説明会

1５月８日（土）10：00〜
2市役所北庁舎2階 第5会議室

● 共生ステーション

● 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

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
※個別回答はせず、個人情報に留意した形で、市HPなどに公表します。

5/14〜20は「ギャンブル等依存症問題啓発週間」一人ひとりが依存症という病気を正しく理解し、
依存症患者を孤立させないことが、回復の手助けとなります。 0健康推進課 ☎63-3300

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

●温泉スタンドの休止日 5月10日（月）

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

●月曜日休館（祝日の場合は翌平日）

● 担当課窓口

集

●満65歳以上の人のみの世帯
（世帯分離の同居者がいる場合は対象外）
●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Ａ、
Ｂ判定の人
●介護保険の要介護3〜5の人
※対象者が居住する市内の住宅が対象

の人。
①介護保険施設、グループホーム、有料老人
ホームなどの施設に入所していない人
②病院に入院していない人
③月25日以上の短期入所または宿泊を2か月
以上継続していない人
A
□介護保険の要介護3〜5の人で、寝たきり状
態または認知症の所定の状態の人
B
□身体障害者手帳1〜2級（内部疾患障がい
を除く）の人

募

3次のいずれかに該当する在宅の人。

計画等の
閲覧場所

シ ニ ア

ニ

ア
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コーナ ー

より詳細な情報は、
市HPで見るこ
とができます。

健康・福祉

イベント

ています。計画の進捗状況の管理や、次

0介助犬総合訓練センター

期計画策定に向けた検討を行うため、推

64-1277

今年はほじょ犬の日に開催します。ほ
じょ犬の日にちなんだ内容の動画や、オ
ンラインならではの視聴者参加型企画な
どを配信します。

募

スポーツ教室の募集、
スポーツ
イベント等についてはこちらから
ご確認ください。

15月22日
（土）
14：00〜
2オンライン

3市内に住所を有している１８歳以上７5
歳未満の人
（５月１日現在）
※ 市議会議員・市職員・市付属機関等の
委員を除く

G任期 2023年3月31日まで
募集人員

若干名

5５月３１日（月）までに申込書と小論文
（
「地域福祉の私の考え」
を８００文字以

集

（必着）
で提出。

K選考委員会による審査後、応募者全員

くらし環境

介助犬フェスタHP

2021
リニモ春風ウォーキング
申

0東部丘陵線連絡協議会

052-954-6127

成年後見セミナー

0尾張東部権利擁護支援センター
☎

0561-75-5008

各回で配布するポイント券を集めると、
オリジナルピンバッジをプレゼント！ 詳

「成年後見制度」
は認知症や知的障害、
精神障害等で判断能力が不十分な人の

細は市HPへ。

1５月１５日
（土）

財産や権利をまもるための制度です。

16月5日
（土）
13：30〜16：30
2東郷町いこまい館 多目的室A、オンラ

スタート：芸大通駅
ゴール：藤が丘駅 約９ｋｍ

５月２２日
（土）

イン配信あり
（一部講演のみ）

3会場 :150人、オンライン:定員なし
G一部：講演「ものがたりでわかる成年

スタート：陶磁資料館南駅
ゴール：長久手古戦場駅 約９ｋｍ

後見制度〜身近な事例を挙げて成年
申

進委員を募集します。

内）
を地域共生推進課窓口または郵送

イベント

☎

活動計画・地域自殺対策計画が策定され

介助犬フェスタ2021
☎

子育てに関する情報については、
市HPまたは
「子育て支援アプリ」
（QRコードからダウンロード）
等を
ご活用ください。

第２次長久手市地域福祉計画・地域福祉

給食センター見学試食会

0給食センター ☎ 62-3910

講師：渡辺 哲雄氏
パネリスト：弁護士、市民後見人 他

1６月18日
（金）
10：30〜12：15
2給食センター
3市内在住、在勤、在学の人で食育な
1団

体4人まで。12人
（先着）
※未就学児の
参加はご遠慮ください。

l290円(実費)当日集金
55月7日(金)〜21日(金)の8:30〜16:45
に電話またはFAX(62-5029)で申込。

K徒歩・自転車・乗り合わせでご参加くだ
さい。

わた なべ てつ お

二部：パネルディスカッション

施設見学と給食の試食会を行います。

どに関心がある個人または団体

後見制度の光と闇を語ります〜」

55月31日（月）までにセンターに電話、
FAXまたはセンターHPで申込。

募

集

第２次長久手市
地域福祉計画等推進委員
0地域共生推進課 ☎ 56-0551
住み慣れた地域において誰もが安心
して暮らせるまちをつくっていくために、

に結果を文書で通知

第９回市民芸能フェスタ
参加団体
0生涯学習課 ☎ 56-0627
11月7日
（日）
に文化の家で行う市民芸
能フェスタに参加する団体を募集します。
詳細は市HPへ。

3以下の条件を満たす団体 5団体

●団体の主たる活動場所が長久手市内
●構成員は5人以上で過半数が市内在
住、在勤、在学である

●団体の代表者が18歳以上

●平日の実行委員会(5回程度)への代表
者の参加

●前日のリハーサルへの参加

55月6日（木）9：00〜26日（水）17：00に
生涯学習課窓口に申込書を提出。応募
多数の場合は、参加実績の無い団体を
優先。

国保運営協議会委員
0保険医療課 ☎ 56-0618
3長久手市国民健康保険の被保険者で
満２０歳以上満７1歳以下の人
（7月1日
現在）

※市議会議員・市職員・市付属機関等の
委員を除く

G募集人数 1人

※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。
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任期

7月1日〜2024年6月30日

業務内容

国民健康保険に関することの

審議等
1回8,000円

55月20日（木）までに応 募 用 紙を保
で提出

K選考結果は文書で通知

観光案内所スタッフ
☎

080-5299-7595

いて、公開抽選による宅地
（保留地）
分譲
を行います。
（12画地2,275万円〜）

56月2日（水）〜16日（水）に区画整理
課窓口（尾三消防本部長久手消防署

K分譲宅地（保留地）の面積および価格
等詳細は市HPへ。

設等に設置する観光案内所で、長久手の

くらし環境

スマホアプリ決済で
市税の納付ができます
0収納課 ☎ 56-0610
スマホのアプリで市税の納付が可能に
なりました。いつでも、
どこでも、納付が

マイナンバーカード臨時窓口

できます。

0 市マイナンバーコールセンター

対象税目

制です。申請のお手伝いもできます。

とができます。詳細は市HPへ。

オオキンケイギクを見つけたら
0環境課 ☎ 56-0612

定されています。
特定外来種は、栽培、運搬、販売、野外
に放つことなどが禁止されています。
オオキンケイギクの開花時期は、5月か
ら6月頃までです。庭などで自生している
のを見つけたら、飛散に注意しながら抜
き取りましょう。

固定資産税・都市計画税、軽自動車税
（種別割）
、市県民税
（普通徴収）
、国民健
康保険税
利用可能アプリ
PayB、LINEPay、PayPay

15月12日
（水）
17：15〜19：00

K詳細は市HPへ。

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

「防災士」資格取得費用の
一部助成

23日
（日）
9:00〜12:40

類、通知カード、住民基本台帳カード(あ
る人)
【受取】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
※顔写真は無料で撮影。
【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

0安心安全課 ☎ 56-0611
日本防災士機構の認証資格である
「防
災士」
の資格取得に要した費用を一部助
成します。詳細は市HPへ。

3
●市内に住所を有する人
●防災士として、市内の自主防災組織ま
たは地域の防災力向上のための活動
をする意思のある人
●長久手市税を滞納していない人

定期的な除草をお願いします
0環境課 ☎ 56-0612
毎年、雑草に関する苦情が数多く寄せ
られます。雑草は、放置しておくと不法投
棄や不快な虫の発生、交通に支障がでる
など、近隣住民に迷惑がかかることがあ
ります。
土地の所有者や管理者は、近隣住民に
迷惑がかからないよう、1年を通した計画
を立てて、早めの除草をお願いします。

【5月31日は
「世界禁煙デー」
】 世界保健機関は毎年5月31日を
「世界禁煙デー」
と定め、また日本でも5月31日〜6月6日までを
「禁煙週間」
とし、さまざまな禁煙推進活動が行われています。 0健康推進課 ☎63-3300

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

マイナンバーカードの受け取りは予約

る器具で、地震の際に電気火災を防ぐこ

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

☎ 63-0178
市民課 ☎ 56-0607

やコンセントなどの電気を自動的に止め

オオキンケイギクは、
「 特定外来種」
に指

ルジュを目指しませんか ？ 詳細は協会

お 知らせ

値以上の揺れを感知すると、ブレーカー

近年、市内でも繁殖が確認されている

魅力を学びながら長久手観光コンシェ

55月15日（土）までに申込

を助成します。感震ブレーカーとは、設定

内）
に提出。

観光交流協会がリニモテラス公益施

まで。

感震ブレーカー設置に係る費用の一部

お知らせ

0市観光交流協会

公園西駅周辺土地区画整理事業にお

0安心安全課 ☎ 56-0611

集

険医療課窓口または郵送
（消印有効）

0区画整理課 ☎ 62-4467

感震ブレーカー設置費用の助成

募

報酬

公園西駅周辺で宅地を
分譲します

15

健康・福祉

ながふく障がい者プラン策定
お知らせ

0福祉課 ☎ 56-0614

離婚による年金分割

寄附寄贈

0瀬戸年金事務所

0財政課 ☎ 56-0606

☎

0561-83-2412

明治安田生命保険相互会社様より、新

誰もが安心して自分らしく暮らせるま

離婚した場合、二人の婚姻期間中の厚

ちを目指し、障がいのある人を支援する

生年金を分割して、それぞれ自分の年金

ための基本的な指針となる
「ながふく障

とすることができます。届出期限は離婚

がい者プラン
（2021-2026）
」
を３月に策

後2年以内です。詳細は日本年金機構ＨＰ

定しました。

へ。

0福祉課 ☎ 56-0553
日本赤十字社では、毎年5月を
「赤十字
社員増強運動月間」
として、活動資金募集
運動を進めています。2020年度の活動
資金は、3,153,517円でした。

G2,000円以上の協力者には、郵送で
日本赤十字社事業の情報提供があり
ます。

5自治会などで取りまとめています。個
別の人は福祉課窓口で受付。
（随時）

K金額に応じて、税制上の優遇措置が
あります。

禁煙外来治療費助成事業
0健康推進課 ☎ 63-3300
禁煙外来治療費にかかる自己負担額の

金 １００，
０００円

負った世帯、または世帯主の2021年中

寄附寄贈

の事業収入等が一定以上減少すること

0子ども未来課 ☎ 56-0615

が見込まれる等の世帯は、国民健康保
険税、後期高齢者医療保険料および介
護保険料が申請により減免される場合
があります。

市政情報

経済センサス活動調査実施
0情報課 ☎ 56-0601
すべての事業所および企業の経済活
動を全国的、地域別に明らかにする
「経済
センサス活動調査」
を全国一斉に実施し
ます。

ひまわりネットワーク株式会社様より、
子どもたちのために活用してほしいと、絵
本や紙芝居約80冊の寄贈がありました。

情報公開制度・個人情報
保護制度の運用状況
0行政課 ☎ 56-0605
2020年度中の情報公開制度および個
人情報制度の運用状況を次のとおり公表
します。

調査票は調査員が直接配布するか、国
が郵送します。
調査基準日 6月１日
（火）

寄附寄贈
0教育総務課 ☎ 56-0625
日東工業株式会社様より、教育振興に
活用してほしいと、寄附がありました。
金 5,００0，
０００円

市

（単位：件）
請 求 件 数

求期限は申請日から６か月です。

事業に役立ててほしいと、寄附がありま
した。

げ

5治療開始前に健康推進課に申請。請

り、世帯主が死亡または重篤な傷病を

しげみ

下

その他条件あり

新型コロナウイルス感染症の影響によ

わ

取

住民登録のある満20歳以上の人

保険医療課医療係 ☎ 56-0617
長寿課 ☎ 56-0613

に

丹羽 薈様より、本市の歴史文化的な

非公開決定

3申請時から助成金請求時の間、市内に

0保険医療課国保年金係 ☎ 56-0618

0生涯学習課 ☎ 56-0627

一部公開決定

を助成します。詳細は市ＨＰへ。

保険料（税）の減免

公 開 決 定

1/2
（百円未満切り捨て、上限10,000円）

金 100,000円

寄附寄贈

計画および概要版は市HPへ。

５月は
「赤十字社員増強運動月間」

型コロナウイルス対策に活用してほしい
と、寄附がありました。

長

8

8

2

1

19

教 育 委 員 会

3

1

0

0

4

選挙管理委員会

0

0

1

0

1

計

11

9

3

1

24

（2021年3月31日現在）

※議会、監査委員、公平委員会および固
定資産評価審査委員会には公開請求は
ありませんでした。
保有個人情報の開示請求件数7件

※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。
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5 月 保健ガイド
内容
（ 予 は要予約）

親子健康手帳交付

0健康推進課 ☎63-3300

13日
（木）

と き

対象
（ 対 は対象）

9：45集合

主に妊娠６か月ごろまでの初妊婦とその夫

母子保健

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）

のびのび
保健センター
計測日※1

17日
（月） 10：00〜10：30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

14日
（金） 10：00〜11：15

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

予防接種

予約してから︑市内委託
医療機関で接種してください

※子どもの予防接種は
「不要不急」
ではありません。お早めに接種をお済ませください。
１価ワクチン：生後６〜２４週 ５価ワクチン：生後６〜３２週
予 ロタウイルス 対 ※令和2年8月1日生まれ以降が対象

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 BCG

対 生後1歳未満

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

対 生後１２〜36月未満

予 二種混合

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 子宮頸がんワクチン 対 小学６年生〜高校1年生の女子
予 高齢者肺炎球菌ワクチン

※必ずコールセンターまたはwebで予約をしてください。☎0561-56-0120

成人保健

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
予 後期高齢者医療健康診査 療機関で受診してください。 後期高齢者医療制度加入者
※胃内視鏡検診のみ12月
40歳以上の人
予 個別がん検診※
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)

ドクターから

あなたへ

親知らずの抜歯

軽自動車税

納

期

問合先

第1期

収納課
☎56-0610

全期

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。
スマホアプリ決済もご利用になれます。
※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
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。

まちの保健師
保健師がさまざまな場所に出向き、
健康相談をお受けします。
詳細は市HPへ。

すずの木歯科医院

すず き

ひろ のぶ

鈴木 啓展

親知らずは、一番前の歯から数えて8番目にはえてくる奥 歯も虫歯となるリスクが上がりますし、歯周病の進行にも関
歯のことを言います。一般的には10代後半から20代前半ぐ 与する可能性があるからです。
また、正常に出ていてもよく腫
らいに出てくることが多いですが、他の年代でも出てくること れる、
よく痛む等の炎症症状が出る場合は抜歯することも考
はあります。親知らずの数は上下左右4本ある場合、必ずしも えていった方がよいと思います。
4本が揃っていない場合、
もともと親知らずが作られていない
場合もあり、人それぞれの本数、生えかたをします。

親知らずだけでなく抜歯は、一時的な細菌感染がおきや
すい状況を引き起こしますし、出血を伴う手技です。重症の

上下とも正常に出ていてきれいにかみ合っている状態で 糖尿病の人は抜歯できない場合もありますし、妊娠期での難
あれば無理に抜歯する必要はないと思います。
しかし、真横 しい抜歯はできるだけ避けるべきだと考えます。血の流れを
や斜めにはえている状態や、一部しか見えていない状態、位 よくする抗血小板薬等の服用下では、抜歯後に血がとまりに
置の悪い親知らずは、抜歯することをお勧めします。
なぜな くくなります。無症状の人でも一度歯科医師会会員の歯科医
ら、親知らず自身が虫歯になりやすいだけでなく、
その手前の

院を受診し、相談してみてもよいのではないでしょうか。

「物流機械運転科」
受講生募集 訓練期間 7月2日(金)〜12月23日(木)(6か月)
320人 0ポリテクセンター名古屋港 ☎052-381-2775

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

対 個別通知します
（公民館）
場 市役所西庁舎3階

固定資産税・
都市計画税

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

予 新型コロナワクチン

※厚生労働省の勧告を受け平成
25年6月14日より積極的な接種の
勧奨を一時的に差し控えています。

対 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳

水・木・土 13:45~15:45受付
日曜日 8:45〜10:45受付
12:45〜15:45受付

納 期 一 覧

税 目

（日） 9：１５受付〜11：00終了
予 パパママ教室（2回目） 16日
主に妊娠7か月以降の初妊婦とその夫
※定員10組
27日
（木） 13：１５受付〜15：00終了

予 日本脳炎

の

納期限（5月31日）

妊婦

21日
（金） 13：30集合

予 パパママ教室（1回目）
13日
（木） 10：30受付〜11：３０終了
※定員10組

予 水痘

5 月

17

Vol.86 介助犬から学ぶこと

私が、
センターを見学に訪れた際、教えていただいたことが２つあります。
１つ目は、
ほめることの大切さ、
２つ目は、
自分の役割を楽しむということです。
介助犬は、
ほめて育てます。上手にできたときに
「すごいね」
と言ってタイミング良くほめると、
犬が自信を持ち、
楽し
く作業ができるようになるそうです。反対に失敗したときは、
叱るのではなく、
成功できるように犬の動きをフォローす
ると聞きました。
いる」
「働らかされている」
とは思っておらず、
ほめられることがうれしくて、
自分の役割を楽しんでいるそうです。確
かに指示が出たとき、
うれしそうに尻尾を振っています。
今、人間の社会は、
「ほめる」
ということを忘れてはいないでしょうか。
テレビを見ると、毎日のように特定の人を非難して、責め立てている場面が映し出されています。そうした場面
「間違えた人は、責めてもいい」
「だから間違えてはいけない」
「だったら、言われたこと以外はやらない方がいい」
と
思ってしまわないでしょうか。
家庭や学校でも、親や先生が思う枠に子どもを当てはめようとしたり、
「こうでなければならない」
「これはしちゃ
もちろん、
間違っていることは、
しっかりと指摘したり、
教えたりする必要はあります。
しかし、
大勢の前で大きな声
で指摘する必要がないこともあります。先日、
職場で抹茶を出す機会がありました。普段、
抹茶を点てたことがない
職員は、茶碗の種類を気にせず、出していました。そこに同席していた高齢女性は、私の耳元で、
「これは夏茶碗な
んですよ」
とこっそり教えてくれました。きっとその女性は、
ほめることも上手にできる方なんだろうと思います。

FAX ／（0561）63-2100

5月22日の
「ほじょ犬の日」
に、毎年モリコロパークで開催されている
「介助犬フェ
スタ」
が、
コロナ禍のため、今年もオンラインで開催されます。介助犬の素晴らしさ
を知っていただく良い機会です。ほめられて、のびのびと活躍する介助
犬の姿をぜひ、
ご覧いただければと思います。
※詳細は１４ページをご確認ください。

介助犬フェスタHP▶

◆2021年度の総会を5月23日に開催します。
感染症
拡大防止のため、
今年度も書面での表決を行います。
5月上旬に配布する広報誌「みんなの西まち・総会議
案書」をご一読いただき、各議案についての賛否を
5月20日までに添付の返信封筒にてご提出ください
ますようお願いいたします。
※ご質問・ご意見は、議決書にご記入いただくか、メール
もしくは共生ステーションでうかがいます。

https://ichigahora.jimdofree.com/ (協議会HP)

■コロナ禍のため、今年度もやむを得ず総会の開催を
中止します。

昨年度は総会が開催できなかったため、今年度も感染
状況の推移を慎重に見極めてきましたが、
ここにきて感染
の再拡大が大変心配される状況になっています。
このため、今年度も書面による表決をさせていただくこ
とといたしました。何卒ご理解いただきますようお願いい
たします。
なお、
５月中には議案等を校区内の皆様のお手元にお
届けして賛否の表決とともに、
ご意見を伺い、
ご質問をお
受けしてまいりますのでよろしくお願いいたします。

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

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

長久手市地域見守り安心ほっとライン

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

総会のご案内(書面議決)

TEL ／（0561）63-1111

ダメ」
と言ってばかりではないでしょうか。

編集／市長公室情報課

を見る度に、子ども達がこの状況をどう思って見ているのだろうか？と心配になります。
「間違えると責められる」

発行／愛知県長久手市

介助犬を見た人から、
「犬がかわいそう」
と言われることもあるそうですが、介助犬たちは、決して
「やらされて
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協会が運営しているこのセンターは、介助犬の育成を専門にした総合訓練施設としては、
日本で唯一の存在です。

City Public Relations Magazine

長久手市内に、
介助犬を育成する介助犬総合訓練センター
「シンシアの丘」
があります。社会福祉法人日本介助犬

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。

