広報ながくて

江戸古式水鉄砲作り/
7月4日
（日）
（平成こども塾）

新型コロナワクチンの市役所西庁舎集団
接種会場では、13か国語通訳機能がある
タブレット端末での対応や、聞こえない・
聞こえにくい方は筆談等で対応しています。
詳しくは、健康推進課
（63-3300）
までお問
い合わせください。

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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写 真 で 見 る な が く て
7月11日
（日）
、平成こども塾で
「竹とんぼをつくろう」
が開催されました。参加者は竹に
ヤスリをかけたり、穴をあけるなど親子で楽しそうに作っていました。誰が一番遠くまで飛
ばすことができたかな。
平成こども塾のイベント情報は、子育て支援アプリでも配信しています。
子育て支援アプリの詳細は市HPへ
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市と市民の力で開催しています!

9月は世界アルツハイマー月間です。0社会福祉協議会 ☎62-4700

0長寿課 ☎56-0639

「そろそろ認知症のことも心配・
・
・。
「
」自分には関係ない・
・
・でも周りで時々聞くようになったし、
自分の親のことは
心配かも。」そんなさまざまな人が集い、
話を聞き、
認知症を理解するための勉強会やカフェを開催します。

オレンジクーテカフェ
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。

「認知症のこと、きちんと知ってほしい・
・
・」
そんな思
いからボランティアで活動する長久手市オレンジ

クーテサポーターのみなさんが、講義や寸劇体験な
ど工夫して、
講座を開催します。

（内容、費用等も各カフェに問い合わせください。
なお、感染症予防のため、参加人数を制限する場
合があります。）

なないろカフェバンバン
19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」
1９月１８日
（土）
14：00〜
2福祉の家2階

認知症サポーター養成講座

集会室

1９月19日
（日）

14：00〜15：30
（13：30〜受付）
2福祉の家2階 集会室
330人

5９月１０日
（金）
までに社会福祉協議会または長寿課

へ電話で申込。
（定員に空きがあれば当日受付可）
。

世界アルツハイマー月間
特別展示

テーマ／知ってほしい、わたしの気持ち

0社会福祉協議会 ☎62-4700

福祉の家交流ストリートで、認知症の人の気持ちを

きららの里

また、認知症のことを気軽に相談できる
「ちょこっと

理解するための展示を開催します。

1９月２６日
（日）
11：00〜

相談」
や、
ミニ映画会なども開催予定。詳細は社会福

0きららの里
（山本：☎090-1230-4684）

19月1日
（水）
〜30日
（木）

2きららの里
（岩作中根57-1）

学ぼう！〜認知症のこと〜

テーマ／施設での対応を知ろう！

祉協議会へ。

「あかつきの会」

〜認知症家族交流会〜

1９月８日
（水）
10：00〜11：00

9月は学習会と交流会を行います。

330人
（先着）

2福祉の家2階

2福祉の家2階

集会室

59月3日
（金）
〜９月７日
（火）
に社会福祉協議会へ

電話で申込。

19月24日
（金）
13：30〜15：30

集会室

3認知症の人を介護している家族

G
【学習会テーマ】
「施設の違いを知ろう」

【交流会テーマ】
「腹が立ったときどうする！？

〜認知症介護の知恵袋〜」

お の うち なお み

【講師】尾之内 直美 氏
（認知症の人と家族の会理事・愛知県支部代表）

59月17日
（金）
までに社会福祉協議会に電話で申込。
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スマホ講座〜オンラインミーティング編〜

パソコン講座〜年賀状作成編〜

0シルバー人材センター ☎62-9100

0シルバー人材センター ☎62-9100

110月1日〜22日
（毎週金曜）
（全4回）

110月1日〜11月12日
（毎週金曜）

10：00〜11：30

2高齢者生きがいセンター2階

（全6回）
13：30〜15：30
※10月22日休講
2高齢者生きがいセンター2階 会議室

会議室

3市内在住の60歳以上の人 12人
（抽選）
L2,000円(教材費、
設備費等含む)

3市内在住の60歳以上の人 14人
（先着）

Fアンドロイドスマホ
（アイフォーン不可）

L3,000円(教材費、
設備費等含む)

59月10日
（金）
までにシルバー窓口に申込。

Fパソコン
（Windows8、
10）

当選者のみ
「参加決定通知」
を発送。

59月6日
（月）
からシルバー人材センターに申込。

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

みんコラ（一部市民の手伝い募集）

59月3日
（金）
9：00〜(株)長久手温泉に電話で

申込
（先着）
。

筋力アップの体操、
①②栄養ミニセミナー、
③けん玉

スポーツボイス
〜男の声を取り戻せ！〜

① 19月21日（火）9：30〜10：30

腹式呼吸や声帯のストレッチなどインストラク
ターと一緒に、楽しくボイストレーニングしま
しょう。
19月28日
（火）
13：30〜15：00
2福祉の家
L300円

2名古屋トヨペット長久手店（熊田125）

② 19月28日（火）9：30〜10：30
2トヨタモビリティ東名古屋

機能回復訓練室

長久手（武蔵塚910）

③ 19月3日、17日（金）13：30〜14：30
2ネッツトヨタ中部

（卯塚一丁目401）

プラザ長久手店

モールdeウォーキング

男のNOSS
日本舞踊の動きをスポーツにした、下肢筋力向
上が期待される新感覚エクササイズ。
19月7日、
10月5日
（火）
13：30〜14：30
2福祉の家

ディーラーde健康づくり（駐車場無）

研修室

けん玉で健康づくり教室

歩くための筋力と姿勢を整えるトレーニング、
健康ミニ
セミナー、
ウォーキング
19月22日
（水）
10：30〜、13：30〜

（各回15分前から受付）

2イオンモール長久手4階

イオンホール

短時間集中で、
けん玉を使った全身運動と筋力トレーニングを行います。

1①9月7日
（火）
10：30〜11：30

②9月15日
（水）
13：30〜14：30
③9月29日
（水）
13：30〜14：30

2福祉の家

集会室

59月3日
（金）
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）

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。
9月1日
（水）
〜10日
（金）
は屋外広告物適正化旬間です。
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
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市内史跡めぐり講座
0生涯学習課 ☎56-0627

ながくてPRまつり
（仮称）
出店者・出演者募集

本市には隠れた史跡がたくさんあります。実際に史跡

0市観光交流協会 ☎080-5299-7595

をめぐり歩いて歴史を身近に感じましょう。1日目は石
作神社周辺、
2日目は古戦場公園周辺をめぐります。

110月7日、
14日
（木）
9：30〜12：00
（全2回）

例年11月に実施してきた
「市民まつり」
。今年は、新型

コロナウイルス感染症を考慮し、関係団体が連携した
新たな形式での実施を予定しています。

27日／長久手交流プラザ

多目的室集合
14日／長久手市郷土資料室集合

この中でも、市観光交流協会が11月14日
（日）
に実施

3市内在住・在勤・在学の18歳以上の人

への出店、
出演者を募集します。

15人
（先着）

59月15日
（水）
〜30日
（木）
に、申込用紙を協会窓口

G
【講師】長久手市郷土史研究会

する
「ながくてPRまつり
（仮称）
」
内の市民の大交流会

L600円

（市役所東分庁舎２階）
に持参。

F筆記用具、
飲み物、
帽子、歩きやすい服装

59月1日
（水）
9：00〜生涯学習課窓口または電話で

k申込用紙は協会窓口およびHP、

申込。9月9日
（木）
から市外の人も申込可。

たつせがある課窓口で配布。

ながくて・学び・アイ講座（11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

59月1日
（水）
〜20日
（月・祝）
に生涯学習課窓口
（平日のみ）
、
ハガキ
（消印有効）
、市HPで申込。ハガキの書き方等の

詳細は市HPまたは広報ながくて5月号へ。

講

座

名

❿ 水墨画入門講座

講

師

日本水墨画
美術協会会員
わかやま しげる

若山 茂

日

時

11/6、13、20、27
（土）
10：30〜12：00

場

所

文化の家
美術室
（1・3回目）
展示室
（2・4回目）

水・墨・筆のみで描く水墨画の筆法とその魅力を理解し、
楽しみ方を会得する。
310人 L1,750円 F筆
（中・小）
、
墨汁、下敷
（フェルト）
、
筆洗器、
皿
（白）
、文鎮

はじめてのリフレッシュ

⓫ フラダンス教室

LeiLiko

ふくおか

かずみ

福岡 和美

11/10、24、12/8、22
（水） 文化の家 展示室
10：00〜11：30
（４回目のみ美術室）

コロナ禍で運動不足になりがちな毎日。やわらかい動作のフラダンスで気分をリフレッシュしましょう！
！
315人 L1,200円 F動きやすい服装、
飲み物、
タオル Kお子さん連れ可

人生のおカネの不安を
⓬ 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

11/11、12/2、1/6、
2/3
（木）
10：00〜11：30

文化の家 美術室

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、
入出金の表をエクセルでできるようにする。
310人 L1,640円 F筆記用具

⓭ 楽しいミュージックベル

音楽療法士

もりかわ

せいこ

森川 晴子

11/30、12/7、14、21
（火） 文化の家
光のホール
14：00〜15：30

クリスマスソングを演奏してみませんか。楽譜が読めなくてもベルを握って振るだけです。楽器演奏は究極の脳トレ。
310人 L1,240円 F飲み物 Kお子さん連れ可
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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。

秋の里山散策会

0みどりの推進課

☎56-0552

かつては山口林道と呼ばれた廃道が、近年の整備で

ハイキングをできるようになりました。秋のひととき、
山口道の散策を一緒に楽しみませんか。

19月26日
（日）
10：00〜12：00

19月28日
（火）10：00〜12：00（9：30〜受付、雨天中止）

320人
（抽選）

G草花の解説を聴きながらの散策

2旧集出荷選果場
（前熊前山104）

2平成こども塾、
周辺の里山

59月15日
（水）
までに市HPから申込。

310人
（先着） f動きやすい服装、
長靴、
水筒

17日
（金）
に抽選結果をメールで返信。

59月1日
（水）
〜24日(金）
に、みどりの推進課窓口

または電話で申込。

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

ながら、
沿線に設置されている花カゴに花を植えます。
110月2日
（土）
10：00〜12：00

K協力：ながくて里山クラブ

ガーデニング講習会

0みどりの推進課

19月25日
（土）

☎56-0552

2あぐりん村

①10：00〜12：00②13：30〜15：30
2旧集出荷選果場
（前熊前山104）

320人
（先着）

L1,000円
（材料費含む/当日集金）

雨天時は10月3日
（日）
に順延。

芝生広場
および香流川沿線

3各回20人
（抽選）

59月15日
（水）
までに市HPから申込。

59月1日
（水）
〜22日
（水）
に市HPから申込。

市民の力で開催しています!

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。

9月みんなの掲示板

510月号への掲載は、
9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。

グラウンド・ゴルフ交流会

ベビー・キッズリトミック体験会

高齢者向けの生涯スポーツのグラウンド・ゴルフ
に参加してみませんか。日頃の運動不足の解消、
健康維持に最適です。

19月14日
（火）
、28日
（火）

親子でリトミックを楽しみませんか♪

110月8日
（金）
9：10〜12：00

①ベビー9：50〜②キッズ10：50〜
2文化の家 講義室

g用具はシニアクラブで用意します。お気軽にどうぞ。

L500円

0☎61-3434
（渡邊）

0mimioyako@gmail.com ☎090-7036-9347

2長久手スポーツの杜
L100円

3初心者歓迎

K雨天の場合は次週に延期

3①お座り期〜今年度1歳になる方②今年度2〜3歳になる方
K詳しくは｢リトミックmimi｣のブログで

5メールまたは電話

フラダンス体験会★

しあわせマルシェVol.7

1①9月16日
（木）
②9月30日
（木）

19月29日
（水）
10：00〜15：00

南国の雰囲気を感じながら一緒に楽しく踊りませんか?
♬赤ちゃん連れも大歓迎です★

10：00〜11：30
2文化の家 舞踊室
L500円

38名 女性

gフラダンス

5メールでご連絡お願いします！

0tsurut̲asako14@icloud.com

美味しいものでしあわせ♡体験できるしあわせ♡いい
もの見つけてしあわせ♡ご来場をお待ちしています！

2中島工務店長久手スタジオ１、
２階

kながくてアートフェスティバルの会場です。
0インスタグラム
「しあわせマルシェ」
で検索

☎080-3631-4862
（吉田）

9月24日
（金）
〜30日
（木）
は結核予防週間です。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

7

9月 各種相談
内 容（ 予 は要 予 約 ）

と き

と こ ろ

談

14日（火）

13:30-16:30

不 動 産 相 談

8日（水）

13:00-16:00

行

政

相

予司 法 書 士 相 談
予法

律

相

市役所本庁舎2階 打合せ室1

2日（木）、16日（木）
13:30-16:30
28日（火）

地域共生推進課（56-0551）

談 9日（木）、30日（木） 13:00-16:00

相続・遺言手続相談
消 費 生 活 相 談

16日（木）

市役所西庁舎2階
悩みごと相談室

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）

消費生活センター
（64-6503）

ひ き こ も り 相 談 8日（水）、22日（水） 13:00-15:00
人

権

相

16日（木）

談

13:30-16:30

予 生活困窮者相談

火〜土※
（21日を除く）

年金相談（予約優先）

17日（金）

10:00-16:00
（12:00-13:00除く）

4日（土）

10:00-11:30

予 ボランティア相談
予成

年

後

福祉の家1階 N-ジョイ
福祉の家1階 相談室 電話相談も可

9:00-16:00

水曜（29日を除く） 13:30-16:00

見

22日（水）

13:30-16:30

予 女性相談（男性も相談可） 10日
（金）、24日（金） 10:00-15:30

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

予発

達

相

談

予約制

予 子育て相談（就学前児童） 3日
（金）、9日（木）
予 こころ の 相 談 室

9:00-17:00

市役所本庁舎1階 相談室

保険医療課（56-0618）

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）

平日 9:00-16:30 要予約※
24日（金）

14:00-16:00

税務相談（事業者対象）

21日（火）

10:00-16:00

金融相談（事業用資金）

21日（火）

10:00-12:00

予 労務相談（事業者対象）

15日（水）

13:30-16:00

予 職業適性検査&就職相談

16日（木）

14:00-16:00

社会福祉協議会（62-4700）

福祉の家1階 相談室

予約時調整

予 こころの健康相談

問 合 先

（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）

※…20日（月・祝）、23日（木・祝）は実施しません。

統計情報
2021年8月1日

人口 現在（先月比）
総人口
男 性
女 性
世帯数

60,229
29,849
30,380
24,857

月間異動数（7月）
＋25
＋19
＋6
＋24

転
入
転
出
出
生
死
亡
うち孤独死・孤立死※

243
238
41
21
1

交通事故（人）
7月
死 亡
重 傷
軽 傷

2021年 前年同期
累計

1
2
0
1
2
0
13 113 138

犯罪 発生状況（件）
7月
刑法犯
うち侵入犯

18 118 143
1
7
14

※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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広報ながくて 2021 年 9 月号

2021年 前年同期
累計

わ た し た ち こ ん な 工 夫 をし て い ま す 。
お知らせ

0たつせがある課 ☎56-0602 財政課 ☎56-0606

NPO法人や任意団体などの市民団体がさまざまな活動を行う上での課題のひとつに「活動資金の確保」があります。
この課題を解決するため、さまざまな工夫をしている団体を紹介します。
長 久 手 の 歴 史や 文 化
を 研 究 する郷 土 史 研 究
会。今回、秀吉と家康が
唯一直接対決した小牧・長久手の戦いを知るうえで貴重な資料で
ある495の書簡を現代語訳化した解説書を発行します。

会
究会
研究
史研
土史
郷土
市郷
手市
長
久手
長久

Q 資金確保で工夫した点は?
出版費用などで不足する部分は、活動に共感する人から寄附を募るクラウドファンディング（市のふるさと
A 納税と連携）を活用することにしています。
Q 取り組みに至ったきっかけは?
研究会では小牧・長久手の戦いを正しく伝えたいとの思いがあります。こうしたものをお金だけを理由に
A あきらめてはいけないと思い、これに共感する人から広く寄附を集めることにしました。
く
いく
がい
なが
人な
法人
N
O法
PO
NP

市内の一軒家で「子育

てシェアの 家 ぽ ん ぽ ん 」
を開設し、主に子育てひろばや親子向け講座、昼食を提供して
います。
「長久手の親子を一人残らず笑顔に」するため、ボラ
ンティアスタッフとともに週3回活動しています。

Q 資金確保で工夫した点は ?
企業や個人からの賛助会費と、民間の助成金を活用しています。民間の助成金は、採用された数以上に不
A 採用（採用率は2割程度）となっていますが、活動内容が否定されたわけではなく、助成の目的と一致しな
かっただけなので、めげずに申請しています。

Q どういった効果がありましたか ?
民間の助成金は、申請の段階からどうやって活動を充実させていくかという視点で助言がもらえ、他の事
A 業の事例をもとに伴走型の支援がもらえる点は運営上も参考になります。
Q 大変な点は ?
助成金に頼りきりではなく、賛助会員を増やしていくことが重要と考えます。私たちの
A 活動とその必要性を知ってもらい、賛助いただけるようアピールしていくことも私たち
の課題です。

団体のHP（https://nagaiku.org）はこちら →

9月10日（金）〜9月16日（木）は自殺予防週間です。自殺は特別な問題ではなく、身近に起こるものと受け止め、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、予防に取り組むことが大切です。 0健康推進課 ☎63-3300
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N−バス は

将来どうなっていくの？
0安心安全課 ☎56-0611

N ーバスの今と昔・・・

昔

今

平成10 年７月に２台４ルートで、走り出した N ーバス

高齢者を無料とすることで外出を促進することや長久手町内の交通空白地帯の解消や公共施設の
利便性向上等を掲げ市民の「足」として定着することを願って始まりました。
平成 10 年度末 人口約 37,000 人（65 歳以上人口約 3,200 人）

走り出してから 20 年以上がたち、Nーバスの役割も変化してきました。

まちには人が増え、
Linimo 等の公共交通が充実し、
商業施設や病院、
公共施設も増え N−バスも５台、
８ルートとなり、
市内全域を走る市民の「足」として定着してきました。
令和２年度末 人口約 60,000 人（65 歳以上人口約 10,000 人）
N ーバスって昔からすると、
色々なところに行けるようになったね！
無料としている高齢者も３倍以上に増えているけど、
このまま将来も続けていけるの？
じゃあ、N−バスの今を調べてみよう！

N ーバスの運営について
N ーバスを運行するために、年間約１億２千９百万の経費（令和２年度）がかかっています。
利用者のみなさんからは、受益者負担として運賃（１乗車100円）をいただいています。

1 Nーバスの収支率（運賃収入 ÷ 経費）はどのぐらい？
平成 10 年度

昔 運賃収入約 174万円 ÷ 経費約２千 7 百万円＝約 6.4％

運賃
2.8%

令和 2 年度

今 運賃収入約 360万円 ÷ 経費約１億２千９百万円＝約 2.8％
この収支率を見ることで他の自治体と比較することができるんだ。
愛知県内の平均は約 10％（令和２年度）だから、比べると少し低いね！

N−バスデータ
広報ながくて 2021 年 9 月号

税金等
97.2%

［収支率］

・N−バスの乗車人数は、
約15万人（令和２年度）
※令和元年度約 22 万人
・経費の内訳：約７割が運転士の人件費、
残りが燃料や運行に係る経費
・今後、
老朽化したバス（１台約 2,000万円）の更新が順次必要

有料
21.3%

無料
78.7%

2 Nーバスは無料の人が多いの？
現在、無料の人は①中学生以下の人②65 歳以上の高齢者で
あったかぁどを持っている人③就学前の児童の保護者④妊
婦⑤各種障害者手帳を持っている人⑥被爆者手帳を持って
いる人だよ。その中でも65歳以上の人が多いんだね。

65歳以上
52.5%

64歳以下
26.2%

［有料・無料乗車率割合］

自分での移動が難しい人は、
有償で市内のNPO等による高齢者等の送迎サービスを利用
しているけど、
N ーバスだと無料なんだね！無料で乗っている人が多いから、
このまま
続けていけるのかな。

3 N ーバスは将来どうなっていくの？
これから、高齢化が進んでくると、今までどおりにはできないから、皆で考えていかないと
いけないね。利用者のみなさんからも、一定の負担をいただくことも考えないとね。
市の財政が厳しくなってくるので、今後は路線や本数を減らしたり、ルートを短くする
ことも検討したりして、
経費を減らすことを考えていかないといけないね。
今は N−バスが必要なくても、
いずれ車を使えなくなると、バスに乗るかもしれないよね。
みんなで、
N−バスを支えていかないと！

4 Nーバスの料金はどうするといいかな？
運賃収入を上げる必要があるかな。無料対象を見直すことも考えないといけないかな。
バスに無料で乗れなくなると困るよ。
そうだね。どういう方が多く無料で利用されているかを考えて、
軽減策もセットにして
見直さないといけないね。

で
そこ

市が考えていること

1. 無料対象を見直します。

・赤あったかぁど提示での無料乗車は廃止します。
・無料対象に、
介護保険法による介護認定者
（要支援も含む）と付添者１人を新たに加えます。

2. 料金の軽減策として、フリーパス（乗り放題券）や回数券を新たに導入します。
3. 車内広告掲示募集を引き続き行い、収入確保に努めていきます。

※令和３年９月現在の考えであるため、
今後変更されることがあります。

安心安全課では、
みなさんの意見をお聞きしながら、
N−バス料金体系の見直しを考えています。
ぜひ、
意見がありましたら、
安心安全課までお寄せください。よろしくお願いします。
地域貢献の一環として、名古屋外国語大学特殊講義（国際教養）受講者を募集します。詳細は大学HPへ。
19月24日〜12月24日（毎週金曜）15:00〜16:30（全13回） 0名古屋外国語大学現代国際学部 ☎0561-75-1725

お知らせ

〜 応募いただいたメッセージを紹介します 〜

0企画政策課

☎56-0634

来年１月に市制施行10周年を迎えるにあたり、普段はなかなか言葉にできない「ありがとう」などの気持ちをこ
めたメッセージを募集したところ、多くのメッセージが寄せられました。応募いただいたみなさん、ありがとうござ
いました！今月号から不定期で、その一部を紹介します。
「ありがとうの花」が咲き誇るまちになりますように。

香流川へ
長久手住民になって四十年余り、楽しかった子育ての頃、寂しかった空の巣症候群の頃、忙しかった親
の介護の頃、亡き夫の病の頃、いつも、そっと寄り添ってくれた香流川の心安らぐ水の流れと、四季折々
の景観に、心からのありがとうの言葉を。
（78歳、女性）

メッセージについては、現在も募集しています。
詳細は市HPへ

0尾三消防本部（予防課）☎0561-38-7236

NEWS119 尾三消防

豊明市・日進市・みよし市・長久手市・東郷町を
管轄する尾三消防組合からのお知らせです。

家庭における防災・減災
❶家具の転倒防止対策していますか？
「家具は必ず倒れるもの」と考えて転倒防止対策を日頃から考えておく必要があります。
□ 家具が転倒しないよう、家具は壁に固定しましょう
□ 寝室や部屋の出入口付近に置く家具は背の低いものとし避難経路を確保しましょう
❷食料や飲料のストックは十分ですか？
電気やガス、水道等のライフラインが止まったときに備えて、保存の効く食料や飲料水などを普段から
備蓄しておきましょう。
□ 飲料水７日分（１人１日３リットルが目安） □ 非常食７日分（ご飯（アルファ米等）、板チョコ、乾パン、ビスケット等）
□ その他必要なもの（トイレットペーパー、マッチ、ろうそく、カセットコンロ等）
❸非常用持ち出し袋の準備はＯＫですか？
自宅が被災したときは、安全な場所に避難して避難生活を送ることになります。
非常時に持ち出すものをあらかじめリュック等に詰めておき、人数分用意しましょう。
□ 飲料水、食料品（カップ麺、缶詰、チョコレート、ビスケット等） □ 貴重品（預金通帳、印鑑、現金、健康保険証等）
□ 懐中電灯、携帯ラジオ、予備電池、携帯の充電器等
□ ヘルメット、マスク、軍手、救急用品
□ 衣類、下着、洗面用具、携帯トイレ等 ※乳児のいるご家庭は、ミルク、紙おむつ、哺乳瓶も用意しておきましょう
❹避難場所・安否確認方法はご存知ですか？
市や国のHPから防災マップやハザードマップを入手し、避難場所、避難経路を事前に
確認しておきましょう。また、
ＳＮＳの活用もおすすめです。
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広報ながくて
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シ

ニ

ア

の

広

SMART運動教室

場

0長寿課 ☎56-0639

福祉の家の施設情報

自宅でできる自重トレーニングや肩甲骨・股関
節の可動域を広げるための運動を実施します。
ま
た、管理栄養士の栄養セミナーと、運動効果の検
証として、さまざまな測定もおこないます。

0福祉の家 ☎64-6500

●月曜日休館（祝日の場合は翌平日）

9月4日（土）、5日（日）… 終日

●温泉スタンドの休止日
9月6日(月)

110月7日、
14日、21日、28日、

11月4日、18日、25日、
12月2日、9日、16日、23日（木）

お知らせ

●福祉の家新型コロナワクチン接種に
伴う、利用休止について
2機能回復訓練室、歩行浴室、福祉浴室
19月3日
（金）… 15：00以降

シ ニ ア

㈱長久手温泉 ☎64-3511

（全11回）13：30〜15：00

2福祉の家 機能回復訓練室
375歳以上の人
5 9月10日（金）17:00までに㈱長久手温泉に
電話で申込（抽選）

寝具・洗濯乾燥事業

0長寿課 ☎56-0631

自宅を訪問して寝具を預かり、洗濯乾燥後にお届けします。

1１０月２１日
（木）
3次のいずれかの人

②ダブルサイズ：掛布団・敷布団各410円、羽毛掛布団・羽毛敷布団各490円、毛布130円
※いずれも1枚分の金額。

59月1日（水）〜10日（金）に、長寿課へ申請書を提出。

Check!

「市役所の仕事」通知表の作成 〜外部評価〜

0行政課 ☎56-0605

本市では、行政サービスの向上を目指すため、実施した事業（施策）について、取組状況などを市民に示す、“「 市役
所の仕事」通知表” を作成（行政評価を実施）
しています。この通知表（行政評価）では、業務担当課の内部評価と市職
員以外の外部の方々による外部評価を実施し、外部の方々の意見・提案等を加えることで、通知表（行政評価）の客観
性と透明性を確保することに努めています。

❶９月２２日（水）
１４：００〜１６：1０
2市役所北庁舎２階 第５会議室

・ 地域振興事業 ・ 清掃センター運営事業

❸１０月１日（金）
１４：００〜１６：1０
2市役所北庁舎２階 第５会議室

・ 田園バレー事業 ・ 住宅耐震事業

❷９月２８日（火）
１５：３０〜１7：4０
2市役所北庁舎２階 第５会議室

・ 地域型保育事業支援事業 ・ 障がい者自立支援事業

❹１０月６日（水）
１５：３０〜１7：4０
2市役所北庁舎２階 第５会議室

・ 公園管理事業 ・ 任意事業（食の自立支援事業）

9月20日（月・祝）〜26日（日）は動物愛護週間です。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

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

l①シングルサイズ：掛布団・敷布団各310円、羽毛掛布団・羽毛敷布団各380円、毛布80円

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

①介護保険の要介護3〜5で、寝たきり状態または認知症の所定の状態の人
②身体障害者手帳1〜2級の人（内部疾患障がいを除く）
※１人１回につき合計３枚まで。
※入院中、施設入所中、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る人は対象外。
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長 久 手 市 任 期 付 職 員（ 弁 護 士 ）を 募 集 し ま す !

募

0人事課 ☎56-0604

2022年２月採用の長久手市職員を募集します。詳細は市HPへ。

集

採 用 年 月 日 2022年2月1日予定
募集職種

募集人数

弁護士

1人

受

験

資

格

任用期間

イベント

・昭和39年4月2日以降に生まれた人
・弁護士としての実務経験が3年以上ある人
・弁護士資格を有し、弁護士名簿に登録されている人または現在
登録されていなくても、採用日までに弁護士名簿に登録できる人

申 込 方 法 ９月１日（水）〜９月３０日（木）に人事課窓口または郵送（９月２８日（火）消印有効・書留郵便）で提出。

コーナ ー

より詳細な情報は、
市HPで見るこ
とができます。

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。

イベント
くらし環境

地域のみんなで考えよう！
避難所運営講演会
0安心安全課 ☎ 56-0611

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。

もえるごみ袋の増額予定について
0環境課 ☎ 56-0612

域のみなさんに向けたオンライン講演会

19月18日
（土）
10：00〜11：30
うら の あい
G講師：浦野 愛氏（（特非）レスキュース
トックヤード）

地震対策器具展示会
0都市計画課 ☎ 56-0622

8月号広報紙の折り込み物「大切なお
知らせ 令和5年7月からもえるごみ袋の

耐震シェルターなどの地震対策器具の

増額を予定しています！」
に記載されて

実物を展示します。実際に実物を見て、触

いる内容について、今後市民のみなさん

れ
「自分の住む家をどんな工法で地震か

と意見交換する場を設け、相談しながら

ら強くできるか」
考えてみませんか。

決めていきたいと考えていますので、決
定された内容ではありません。
なお、意見交換会の詳細については、
10月号広報紙に掲載しますので、ぜひご
参加ください。
ごみ減量に引き続きご協力ください。

１.耐震シェルターと防災ベッド
２.耐震補強材、耐震金物
３.家具転倒防止金具
４.感震ブレーカー

申

司法書士無料法律相談

0愛知県司法書士会
☎

052-683-6686

災害時に避難所運営の主体となる地
を開催します。詳細は市HPへ。

19月14日
（火）
9：00〜26日
（日）

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８日
（金）
10：00〜16：00
2長久手交流プラザ 中会議室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

● 破産手続、民事再生手続、成年後見申
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）

5本会へ電話で申込。

16：00
（休館日除く）

耐震に関する個別相談会も開催

9月26日
（日）
14:00〜16:00

※9月17日（金）17：00までに都市計
画課へ電話で予約

2福祉の家1階 交流ストリート
G展示予定器具

あいちシェイクアウト訓練
0愛知県防災局災害対策課支援グループ
☎

052-954-6149

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

※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
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身の安全を確保する訓練であり、誰でも

④高齢者や障がい者を支援したいとい

講師：公立陶生病院感染症内科主任

気軽に参加できる新しい形の防災訓練

う意志がある人

部長

です。

⑤市内の福祉有償運送事業に協力で

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

健康・福祉

0愛知県尾張県民事務所産業労働課
☎

052-961-8346

会社と社員を守るため、仕事と介護の
両立支援を導入するためのセミナーを開
催します。

110月19日
（火）
13:30〜16:00
2愛知県三の丸庁舎8階 大会議室
3中小企業等の経営者、管理者、人事労
務担当者等

30人

よし おか のり こ

G講師：吉岡 規子氏（特定社会保険労務
士、ワークライフバランスコンサルタ
ント、アイ・スマイル社会保険労務士
法人代表）

働課へFAX
（052-951-5680）
または
郵送
（消印有効）
で申込。

福祉有償運送ドライバー
認定講習会
申

0福祉課 ☎ 56-0614
1人で公共交通機関を利用して移動す
ることが困難な高齢者や障がい者のため
の、ボランティアドライバーを育成する
講習会です。

110月10日
（日）
8：10〜18：20
2市役所北庁舎2階 第5会議室
3以下のすべてに該当する人10人（選考）
①70歳以下の心身共に健康な人
（71
歳以上は要相談）
②普通運転免許を持っている人
③過去2年間に重大事故、免許停止お
よび免許取り消しが無い人

申

食生活改善推進員養成講座

0健康推進課 ☎ 63-3300
離乳食教室や、食生活のアドバイス等
を行い、地域のみなさんが健康でいきい
きと過ごせるように活動を行う、食生活改
善推進員の養成講座を開催します。

1第1回

10月25日
（月）
13:30〜15:30

第2回

11月16日
（火）
9:00〜12:00

第3回

12月3日
（金）
9:00〜12:00

3１〜３すべてを満たす人
１.市内在住の人

２.全3回の養成講座に参加できる人
３.受講後食生活改善推進員となり活
動できる人
定員30人

510月20日（水）まで健康推進課窓口
または電話で申込。

東名古屋医師会
第２回健康教育講座
0東名古屋医師会やまびこ
☎

0561-75-5512

新型コロナウイルス感染症について、
国内外の情勢、感染拡大防止対策、ワク
チン・治療薬の状況等、最新情報を分かり
やすくお話しします。

1１０月３日
（日）
14：00開演
（13:30
開場）

2東郷町民会館 ホール
3定員150人（先着）
G講演：
「新型コロナウイルスの今 どう
なってるの？どうなっていくの？？」

0福祉課 ☎ 56-0553
父等の戦没した旧戦域を訪れての慰
霊追悼および同地域の住民との友好親
善を目的として、日本遺族会が実施しま
す。希望者は愛知県遺族連合会（０５２２３１-６５０４）へ申込。

l10万円（参加費）
3戦没者の遺児
実施地域（実施予定時期）
ミャンマー・タイ
（11月19日〜27日）
フィリピン
（1次）
（12月14日〜21日）
ソロモン諸島
（1月10日〜17日）
マリアナ諸島
（2月9日〜15日）
マーシャル諸島
（3月5日〜13日）
フィリピン
（2次）
（3月11日〜18日）
台湾・バシー海峡
（3月23日〜29日）
東部ニューギニア
（2月2日〜9日）
西部ニューギニア
（2月10日〜19日）
ミャンマー
（2月24日〜3月4日）

申込期限
9月10日
10月6日
11月10日
12月2日
11月4日
1月7日
1月12日
11月25日
12月3日
12月20日

お 知らせ
くらし環境

同報系防災行政無線
0安心安全課 ☎ 56-0611
防災行政無線が、
どんな時にどのよう
な放送が流れるかご存じですか？
有事に備え、市役所やNピアで配布し
ている防災マップや、市HPで吹鳴パター
ンを確認しておきましょう。
また、放送は聞こえたけど、内容が聞き
取れなかった時や、もう一度聞きたい時
は、63-0300に電話すると放送内容が
確認できます。

9月21日
（火）
〜30日
（木）
は秋の全国交通安全運動です。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

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

受講申込書を尾張県民事務所産業労

話またはFAX
（63-2940）
で申込。

戦没者遺児による
慰霊友好親善事業
申

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

59月1日（水）〜10月12日（火）までに

l1,500円（テキスト代。当日支払）
F運転免許証、動きやすい服装・靴
59月21日（火）までに福祉課窓口、電

お知らせ

仕事と介護の
両立支援セミナー
申

きる人

イベント

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

む とう よし かず

武藤 義和先生

15

Ｎピア（長久手市サービスコーナー）
移転

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

者に注意を呼び掛ける電話（レスキュー
コール）
をして、特殊詐欺被害防止に努め
ましょう。

お知らせ

キャッシュカードが
古いので新しいものに
交換します。

☎ 63-0178
市民課 ☎ 56-0607

0市民課 ☎ 56-0607
アピタ長久手店の改装に伴い、
Ｎピア
を移転します。詳細は市ＨＰへ。

1１０月２日
（土）
〜

移転による休業日 １０月１日
（金）

2
【現在】
アピタ長久手店１階
アピタサービスカウンター横
【移転後】
アピタ長久手店地下１階
アピタサービスカウンター横

K業務時間や内容は変わりません。

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。

1９月８日(水)17：15〜19：00

９月１１日
（土）
9:00〜１７
：
００

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 の 場 合 】マイナン

バーカードおよび電子証明書の有効

マイナポイントの
予約・申込期限の延長

期限通知書

112月28日
（火）
までの

0教育総務課 ☎ 56-0625

中央土地区画整理地内の
公園名称について
0みどりの推進課 ☎ 56-0552

請した人

Fマイナンバーカード、利用者証明用電
子証明書の暗証番号、申込決済サー
ビスの決済サービスIDおよびセキュ
リティコード

長久手中央１号公園、
３号公園および４

特定非営利活動法人アジア車いす交
流センター様より、教育振興のため、小学
校に寄附がありました。
絵本 ６冊
（各小学校１冊ずつ）

とう

2市役所西庁舎1階 市政サロン
34月末までにマイナンバーカードを申

りの中部電力パワーグリッドまで連絡く

号公園について、公園利用者等に実施し

寄附寄贈

たアンケートおよび都市公園名称選考委

0財政課 ☎ 56-0606

員会により以下の名称に決定しました。
（公園内名称看板は順次変更します。）
●長久手中央１号公園⇒大久手公園
●長久手中央３号公園⇒深田公園

匿名で、市政運営に活用してほしいと、
寄附がありました。
金 1,000,000円

●長久手中央４号公園⇒横道公園

Kマイナポイントの詳細はQRコードへ

レスキューコールをしよう
0愛知警察署 ☎ 0561-39-0110
特殊詐欺とは、
電話など対面することな
く相手を信用させ、お金やキャッシュカー
ドをダマし取る犯罪です。家族から高齢

※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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あ りが

期限

ら、電線に触ったり近づいたりせず、最寄

寄附寄贈

平日8：30〜1７
：15

※市役所の予約・申込ブースの設置

雷や台風などで切れた電線は、感電の
恐れがあります。切れた電線を見つけた

とう

申し込むことができます。

☎ 0120-985-232

あ りが

所のマイナポイント予約・申込ブースでも

0中部電力パワーグリッド旭名東営業所

市政情報

マイナポイントの予約・申込期限が9月
人でまだ申し込みをしていない人は市役

切れた電線を見つけたら

ださい。

0情報課 ☎ 56-0601

末から12月末まで延長されます。対象の

CARD

9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
と き

対象
（ 対 は対象）

8日
（水） 13：30集合

21日
（火）

母子保健

（水） 13：15受付〜15：00終了
予 パパママ教室（2回目） 15日
※各回定員10組
26日
（日） 9：１５受付〜11：00終了
訪問は予約制です。
予 妊婦訪問
（希望者は保健センターへ連絡してください）
こんにちは
３〜４か月児健診受診前
赤ちゃん訪問
2日
（木） 10：00〜10：30受付

主に妊娠６か月ごろまでの初妊婦とその夫
主に妊娠7か月以降の初妊婦とその夫
妊婦
（訪問は妊娠中１回）
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）
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

15日
（水） 10：00〜11：15

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

主に第１子（４〜５か月）をもつ保護者（乳児同伴可）

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

予 ロタウイルス １価ワクチン：出生６〜２４週 ５価ワクチン：出生６〜３２週
予 B型肝炎

生後1歳未満

予 ヒブ、小児用肺炎球菌

生後2〜60月に至るまで

予 4種混合、不活化単独ポリオ

生後３〜90月未満

予 BCG

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

第１期：生後１２〜２４月未満
第２期：小学校入学前の１年間

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。
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。

※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。

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

生後１２〜36月未満

予 日本脳炎

１期：生後6〜90月未満、2期：9〜13歳未満

予 二種混合

救済制度により対象以外で接種可能な場合あり

11〜13歳未満

予 子宮頸がんワクチン 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

場 市役所西庁舎

※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。

65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳

水・木・土 8:45〜11:45、13:45〜16:00受付
日
8:45〜11:00、12:45〜16:00受付

6日(月)、7日(火)、28日(火)、 市国民健康保険加入者以外で40~74歳の人
予 集団がん検診
(検診によって対象制限あり)
(胸部・胃・大腸・前立腺) 29日(水)
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、一部医 40歳以上の人
予 個別がん検診※
療機関で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 個別特定健康診査

成人保健

予 子宮検診
予 個別子宮検診
予 乳腺検診
予 個別乳腺検診
予 39歳以下健診
予 歯周病健診

14日(火)、
24日(金)
2月28日までに市内委託医
療機関で受診してください。
2日(木)、
10日(金)
2月28日までに市内委託医
療機関で受診してください。
13日(月)

20歳以上の西暦奇数年生まれの女性
(昨年度受診していない西暦偶数年生まれの人も可)
40歳以上の西暦奇数年生まれの女性
(昨年度受診していない西暦偶数年生まれの人も可)
16〜39歳の人

30歳、
35歳、
40歳、
45歳、
50歳、
55歳、
1月31日までに市内委託歯 20歳、
65歳、
70歳、
75歳、
80歳の人
科医院で受診してください。 60歳、

あなたへ

知覚過敏症について

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20日(月・祝)は開院(通常診療)します。

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。
よこ い

ひで お み

横井デンタルクリニック 横井 英臣

最近、
日々の治療の中で知覚過敏を訴える患者様が非常に増 あり、
「 冷たいものや風で一瞬しみることがあるけれど、
ほとんど
えていると思います。

我慢できる」
「冷たいものや熱いもので一度しみるとその余韻が

「8020」運動の成果により高齢者になっても歯が多く残ってい 治るまで5分や10分かかるので食事ができない」
など色々です。
ることが原因と考えられ、
そのため歯肉の退縮による歯根面の露
こう もう

虫歯ではないからと放置しておくのは大変に危険です。少しで

出や、
咬耗、
摩耗による知覚過敏が急激に増えていると思います。 も症状がある場合は、
かかりつけの歯医者に相談し、適切な治療
しかし、患者様の訴える知覚過敏の程度には色々なレベルが

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

※必ずwebまたはコールセンターで予約をしてください。 ☎0561-56-0120
1日(水)、8日(水)、16日(木)、 市国民健康保険加入者で40~74歳の人
予 特定健康診査
がん検診(胸部・胃・大腸・前立腺) 17日(金)、
(検診によって対象制限あり)
27日(月)

急な病気・ケガの時は

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
集団接種

ドクターから

納 期 一 覧

税 目

予 離乳食教室

予 水痘

の

納期限（9月30日）

妊婦

9：45集合

予 パパママ教室（1回目）
21日
（火） 10：30受付〜11：30終了
※定員10組

のびのび
北児童館
計測日※1

9 月

を受けることをお勧めします。
17

Vol.90 マンダラチャート

の力量だけでなく、少年のような笑顔や27歳の若者とは思えない一本筋の通った言動など、人としての魅力も大
きいように思います。
その魅力の源は何だろうと思い、
インターネットで彼のことを検索したら、大谷選手が高校生のときに書いたと
いう
「マンダラチャート
（目標達成シート）
」
に目が留まりました。マンダラチャートとは、
３×３のマス目の真ん中に、
達成したい目標を書き、その周囲８マスに、
この目標を達成するために必要な要素を記入し、更にこの８つの要素
高校時代の大谷選手は、一番真ん中に
「８球団からドラフト１位指名をもらう」
という目標を掲げました。この
「８
球団からドラフト１位指名をもらう」
という目標を達成するために必要な８つの要素として、①体づくり②人間性③
メンタル④コントロール⑤キレ⑥スピード160キロ⑦変化球⑧運と書きました。
「運を高める」
ための８つの要素と
れる人間になると書いています。一見、
「運を高める」
とは関係のない
「あいさつ」
や
「ごみ拾い」
を挙げているのが
面白いと思いました。2年ほど前に大谷選手がインタビューで
「なぜ、
ごみを拾うのか？」
と尋ねられたとき、
「僕は
ごみを拾っているんじゃない。運を拾っているんです」
と答えているのを聞いて、私は
「若いのに、すごいことを言
ていたごみをさっと拾っていました。自分で決めた
「ごみを拾う」
という習慣をずっと続けていることが素晴しいと
思います。そこには
「やらされ感」
はありません。
一方、職場では、
「やらされ感」
という言葉をよく耳にします。例えば、長久手市役所ではあいさつ運動を行って
いますが、職員が
「あいさつは、
自分の仕事ではない」
と思えば、
「やらされ感」
でしかありません。でも、あいさつが
るきっかけとして必要であることが理解できれば、
取り組み方も変わってくるはずです。
どんなことでも、
長く続けているうちに、
当初の目的は忘れられてしまい、
「やらされ感」
になってしまうのでしょう。常に当初の目的に立ち返り、
またその目的が現状に合ってい
るか、見直すことも必要だと思います。

◆募集しています
まちづくり協議会では、協議会の運営に参加してくだ
さる方を募集しています。
「まちづくり協議会に興味
がある」
「地域のために活動したい」
など少しでも関心
のある方は、共生ステーションにいらっしゃるか、
メー
ル・電話でご連絡ください。
お待ちしています。

◆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

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

■防犯パトロールの実施を目指しています。
地域の防犯力向上のために、
防犯パトロール隊の創設
を目指しています。
このため、
７月中旬協議会役職員１２
名で小学校周辺の
「お試しパトロール」
を実施しました。
本格パトロールに向けて十分な手応えがありましたの
で、実際の活動では、パトロール隊に加えて市民のわん
わんパト、
ウォーキングパトなど多様な方法も探っていく
予定です。
メンバーの公募など本格実施に向けて準備をしてい
きますので、
この活動にご理解をいただき、
皆さま方の積
極的な参加をお願いします。

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

例年9月下旬に開催している三世代運動会は、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため、中止しました。

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

防犯につながったり、
孤独を和らげたりすること、
そして、
急激に人口が増えた長久手では、
互いに知り合い、
つなが

TEL ／（0561）63-1111

う子だなあ」
と感心した覚えがあります。つい先日も、四球を選んだ場面で、1塁に向かう途中、グラウンドに落ち

編集／市長公室情報課

して、①あいさつ②ごみ拾い③審判への態度④部屋掃除⑤道具を大切に使う⑥本を読む⑦プラス思考⑧応援さ

発行／愛知県長久手市

を達成するために必要な要素を８つずつ書いていくものです。
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彼から目が離せない理由は、
ピッチャーとバッターの二刀流の活躍やホームランの数といった野球選手として

City Public Relations Magazine

アメリカ大リーグ・エンゼルスの大谷翔平選手の活躍から目が離せません。

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。

