
2017

No.646

January
1

特　集 わたしたちのリニモ

広報ながくて

　　みんなでもちつき！ /12月1日（色金保育園）



The Linimo in our town

2 広報ながくて　2017年 1月号

集
特

0経営企画課 ☎56-0600
記事ID9430

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=9430


3

　今月号は、リニモの波及効果、経営状況、そして
リニモを応援してきた取り組みについてご紹介します。



「長久手ブランド」の定着

１ 

商業地の平均価格

　長久手市の地価は商業地、住宅地ともに高い数値であ
り、平成28年地価公示の結果では、ともに名古屋市に次
いで県内で2位という結果になっています。

2  波及効果
　リニモの整備及び周辺開発に伴う経済波及効果につい
ては、リニモの建設や公的施設の整備、あるいは沿線にお
ける区画整理事業等に伴う用地造成や施設建設等に係る
事業費として、多額の資金が投入されてきましたが、これ
までに誘発されてきた生産額や今後もたらされる生産額
は、それ以上の効果があると期待されています。
　また、沿線の事業所・店舗等における年間売上額や、
今後整備される店舗など様々な波及効果が見込まれます。

4 広報ながくて　2017年 1月号

※平成28年地価公示

長久手市の地価

571,000
171,000
166,000

名 古 屋 市
平均価格（円/㎡）市町村名

長 久 手 市
知 立 市

1
2
3

県内順位

住宅地の平均価格

※平成28年地価公示

168,900
132,600
128,100

名 古 屋 市
平均価格（円/㎡）市町村名

長 久 手 市
刈 谷 市

1
2
3

県内順位

瀬 戸 市
尾張旭市

イオンモール長久手のオープン時には市内外から多くの人が訪れました   
（平成28年12月9日撮影）

■
■

■
■

55,000円
96,000円

豊 田 市
日 進 市

95,500円
118,300円参考（住宅地）
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3  人口の著しい増加
　長久手市の人口は、リニモ開業後の11年間においても、
着実に増加してきました。開業直後の平成17年4月の人口
42,871人は、平成28年4月の55,680人へと増加しました。
　平成27年国勢調査の結果を見ても、県内での人口増加
率が1位、全国で見ても6位と、長久手市に転入してくる人
が多数いることがわかります。
　また、厚生労働省の研究機関である国立社会保障・人口
問題研究所の平成25年3月全国市町村の将来人口では、
他の市町村が人口減少社会を迎える中、長久手市は2040
年になっても人口が増加するとされています。

久長「、もて見を査調種各のどな昇上価地、加増口人　 手
ブランド」はすっかり定着してきたと考えられます。

122.2

平成17年
42,871人

平成28年
55,680人

12,809人

長久手市

92.5愛知県

98.1

沿線市
(長久手市を含む）

人口増加率
10.7%

長久手市、沿線市及び
愛知県の将来推計人口
（2010年を100とした場合）

リニモとまちなみ

県内1位・全国6位
（平成27年国勢調査）

H52年
（2040）

H47年
（2035）

H42年
（2030）

H37年
（2025）

H32年
（2020）

H27年
（2015）

H22年
（2010）



経営状況と経営支援

１ 経営上の課題～足かせとなる「長期借入金」～
　先月号でお伝えしたとおり、リニモの乗客数は、愛知万
博開幕翌年の平成18年度からの9年間で、約250万人増
加しています。
　この状況にも関わらずリニモが苦戦を強いられてきた
のは、開業時の借入金返済が経営上の重荷になってきたか
らです。
　そもそもリニモは、開業時に車両の購入や改札機シス
テムの整備などに356億円が必要でした。そのうち2割の

71億2千万円は自治体と民間企業の出資を受けましたが、
残りの8割は長期借入金を組んで調達しました。その額は、
284億8千万円で、毎年の借入金返済額は元利合わせて
10億円を超えていました。
　そこで、愛知県と沿線市では、債務超過や資金不足に陥
る前に、初期投資に伴う長期借入金返済負担を会社経営か
ら切り離し、財務構造の抜本的な改善を図るため、経営支
援を行ってきました。

6

計356億円

出資金
71億
2千万円

借入金
284億
8千万円 10億円超

毎年の
借入金返済額

※端数処理を行っていますので、合計が合わない場合があります。

広報ながくて　2017年 1月号

出資金 借入金

その他の市 2.1%
5億9千万円 

名古屋市 9.2%
26億2千万円 

名古屋市 9.2%
6億7千万円 その他の市 2.1%

1億5千万円 

長久手市 9.7%
27億6千万円 

愛知県 30.9%
87億9千万円 金融機関 48.2%

137億2千万円 

長久手市 9.7%
6億9千万円 

愛知県 30.9%
22億円 民間企業 48.1%

34億3千万円

名古屋市 9.2%
26億2千万円 

名古屋市 9.2%
6億6千万円 

長久手市 9.7%
27億6千万円 

愛知県 30.9%
87億9千万円 金融機関 48.2%

137億2千万円 

長久手市 9.7%
6億9千万円 

愛知県 30.9%
22億円 民間企業 48.1%

34億3千万円

藤が丘駅の朝のラッシュ時の様子
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2 経営支援の状況

3 結果～長期借入金完済～

　平成25年度までの当面の債務超過と資金不足を回避
するため、県と沿線市が協調し、平成20年から平成25年
度の6年間で115億円を支援しました。具体的には、自治
体に返済する借入金を株式に変えて返済負担を減らし
たり、金融機関に返済する長期借入金の返済原資を現金
出資するといった支援を行いました。

　二度にわたる経営支援の結果、長期借入金は完済し、
返済負担は解消されました。
　また、減額処理の実施に伴う減価償却費の減少などに
より、営業損益は平成27年度に黒字化し、当期純損益に
ついても平成29年度に黒字化の見込みとなっています。
　今後の車両などの大規模な設備更新に備え、資金をしっ
かりと蓄える必要があります。

第一次経営支援（平成20年～平成25年度）    115億円
　初期投資に伴う長期借入金返済負担を会社経営から
切り離し、財務構造の抜本的な改善を図るため、第二次経
営支援を行いました。平成26年から平成28年度にかけて
県と沿線市、民間企業が協調し、163億円を支援しました。
　

第二次経営支援（平成26年～平成28年度）    163億円

リニモ開業10周年感謝祭の様子（平成27年3月15日、リニモ車両基地にて）

 愛知高速交通（株）の決算書類より（損益計算書中の営業損益）

△20.8
△18.8

△15.5 △14.7 △13.8 △12.7 △11.8

H27年度
0

（億円）

H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

第一次経営支援 第二次経営支援

リニモの収支
  2.1
億円
＋

リニモからのお知らせ 0愛知高速交通（株） ☎61-4781

　リニモでは、平成28年3月から「manaca」などの交通系ＩＣカードが利用できるようになりました。
　なお、リニモカードは、平成28年5月をもって利用が終了しました。払戻しは、藤が丘駅（始発～終発）、愛・地球博記念公園駅
（8:00～18:30）、八草駅（始発～終発）の3か所の窓口で、当面の間、無手数料で実施します。



～リニモを応援してきたみなさんの取り組み～

8 広報ながくて　2017年 1月号

　一言で言うと、リニモの応援団です。愛知万博が終了し、
リニモのために市民として何かできないかを考え、仲間と
一緒に立ち上げました。立ち上げ後、リニモを活かしたまち
づくりに取り組んできました。

「リニモねっと」とは？

　リニモウォーキングの運営サポートなど、いろんな活動を
してきましたが、代表的なものをひとつ挙げるなら、リニモ
10周年写真集の「リニモとまちと私たち」を愛知高速交通
（株）と協働で発行したことです。
　月日が経つと昔の写真などが消えてしまうことに危機感
を持っていたことや、メンバーにプロの写真家である岡本
明彦さんをはじめ、写真好きの人が多いこともあり、企画し
ました。これまでのリニモとまちなみの様子が記録されて
いる写真集になっています。

これまでの取り組みを教えてください

　私たちだけでなく、リニモを応援している団体がこれだけ
の短期間にいくつもできるのは、大変貴重なことだと思い
ます。それだけリニモが魅力的なのでしょう。今後もますま
す利用しやすく、愛着を持ってもらえるリニモになるように、
リニモ応援団として取り組んでいきます。

今後のリニモについて

　この活動は、平成25年に長久手市役所にインターン
シップで職場体験したゼミの先輩が、リニモ活性化の提案
を仲間といっしょに行ったことがきっかけです。上原ゼミ
では、初期のメンバーが卒業してからもリニモ活性化の取り
組みを続けています。

リニモ活性化の活動をはじめたきっかけは？

　「リニモ駅ナカショップ」を夏季に3日間、開催しました。
これは、リニモの駅構内に飲食物やグッズの販売、ゼミ生に
よる工作ブースなどを出店する取り組みです。少しづつ来て
くれる人や出展してくれる団体も増えてきて、認知されてき
たかなと感じています。

月2を」会流交るす流交が民住域地、生学と業企「、は後今　
3日（金）にモリコロパークの地球市民交流センターで開催
予定です。就活について気になっている学生やその保護者
のみなさんと、企業のみなさんが交流するイベントになって
いますので、ぜひお越しください。

今年度の取り組みを教えてください

　毎回リニモに乗るたびに、リニモから見る景色の美しさや、
浮いて走っていることの面白さを感じます。こういうことが
少しでも多くの人に知ってもらえるように、私たちも頑張っ
ていきたいです。

今後のリニモについて

リニモねっと代表　

愛知淑徳大学ビジネス学部 上原ゼミの学生のみなさん

「
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先月・今月号と２回にわたってリニモの特集を行いました。今月号は、あまり知られていない経営状況、市民のみな
さんの取り組みについて紹介しました。今後も、リニモについては定期的に市民のみなさんにお伝えしていきます。
長久手市はこれからもリニモと共に成長していきます。

まとめ

公共交通応援隊とは？

　平成28年３月に開催した公共交通交流会では、
子どもが絵を描いた紙でＮ―バスをラッピングする
企画やリニモを作って乗ろうといった企画を行い、
約260人の子どもたちが参加してくれました。
　また、夏休みにはＮ－バスを使ったツアーや、
11月にはＮ－バスのバス停をクイズにした
スタンプラリーなどのイベントも行いました。

　公共交通応援隊は、長久手市の公共交通を盛り上げるために
集ったグループです。その中で、私が所属するキッズイベントグ
ループでは、子ども向けのイベントを企画・運営しています。将来の
公共交通利用者である子どもに公共交通に親しみを持ってもらう
ことや、子どもが大人になった時に思い出してくれるような思い出
づくりを目的としています。

これまでの取り組みを教えてください

　リニモが出来てから10年以上が立ち、リニモも
地域に浸透してきたと思います。リニモをはじめとした公共交通に
親しみを持ってくれる人が増えるとうれしいですね。

　愛知万博の時のボランティア活動がきっかけで発足しま
した。万博閉幕後も万博の理念を継承し、郷土の住みよい
まちづくりを進めようと考え、集まった団体です。いくつか
ある部会の一つに、リニモ部会があります。

今後のリニモについて

「ＮＥＸＰＯ」とは？

　リニモ部会が、現在メインで行っている活動 「、は ありがとうクリーン」と
「リニモギャラリー事業」です。
　「ありがとうクリーン」とは、リニモ沿線合同大学祭（以降、リニ祭）の学生と
連携して行ってきたリニモの清掃活動です。NEXPOからリニ祭に提案し、今で
はリニ祭が主体的に活動してくれています。ＮＥＸＰＯはサポート役として積極的
に参加しています。平成２５年度から毎年2回行っています。
　「リニモギャラリー事業」とは、はなみずき通駅と杁ヶ池公園駅に、それぞれ
約1か月間、地元の子ども達の作品などを駅の通路に展示し、地域のみなさ
まに見ていただく事業です。平成18年から毎年春と秋に展示を行っています。

これまでの取り組みを教えてください

　リニモは、万博で大役を果たし、
今では地域の足としてなくては
ならないものです。私たちも駅
の美化などを始め、様々な形で
リニモを支えていきます。

今後のリニモについてＮＥＸＰＯ
（長久手・万博継承会）　
リニモ部会会長

公共交通応援隊 キッズイベントグループ

松原敏之さん

人見昭さん
ひと み あきら

まつ ばら とし ゆき
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http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=9551




広報ながくてのスマホ配信もリニューアル

12

インデックスの導入

記事ID 9721

　「広報ながくて」をカラー化に踏み切ってから丸4年。4年の歳月を経て、市民の
みなさんにより親しまれるような広報を目指して、リニューアルを行います。
　全体のデザインを見直しましたので、見慣れるまでご不便をお掛けしますが、
ご了承ください。ご感想やご意見は、以下のとおりお寄せください。

　「広報ながくて」のアプリ配信が、より便利に、より身近にご利用いただけるようにスマートフォ
ンアプリ「マチイロ」での配信に変わります。
発行日の通知が直接アプリに届くほか、スクラップ機能を使って画面を切り取り、そのままSNS
やメールでシェアすることもできます。
※現在のアプリは2月1日（水）をもって配信終了します。

※ダウンロード、利用ともに無料ですが、データをダウンロードする際の通信料は個人負担です。
また、アプリ内の広告は長久手市とは関係ありません。

　必要な情報が探しにくいとご意見をいただいておりましたので、「シニアの広場」、「子育ての広場」、「文化の家」、
「スポーツ」、「イベント」、「募集」、「お知らせ」の分類でインデックスを表示することにより、検索性の向上を図りました
（特集など一部のページには表示していません）。

定例の情報の整理

　より見やすく、より多くの情報をみなさんにお届けするために、
定例の情報となっていた部分を以下のように統合や移動を行い
ました。
・施設案内
→毎年12月号のみの掲載とします。

・保健ガイド、ドクターからあなたへ、今月の納期限
→裏表紙の1ページ手前に固定（今回は31ページ）

・ 　統計情報、各種相談
→　イベントカレンダーの下に（今回は16,17ページ）

・（大見出しとしての）イベントとお知らせの一覧ページ
→　お知らせコーナーとして統合（今回は27ページより）

【広報紙へのご意見・ご感想 】
　よりよい広報紙作りに努めていきたいと考えて
おりますので、お気づきの点や広報の感想をお寄
せください。
【項目】①広報紙の感想②良いと感じた記事③悪い
と感じた記事④広報紙で取り上げてほしいこと
⑤郵便番号・住所⑥氏名・ふりがな⑦電話番号
※⑤～⑦は任意
【提出方法】
１.市HPの広報ながくての投稿（問い合わせ）フォーム
２. 所定の公共施設にあるご意見箱に投函
３. 直接持参、郵送、ＦＡＸ、電子メール

【アプリで読むには】
①App Store・Google Play から「マチイロ」を検索し、ダウンロード
②お住まいの地域など簡単な設定をします。
③最新号が配信されます。 iPhone Android

「広報ながくて」のリニューアル

記事ID 3972

0情報課 ☎56 -0601

0情報課 ☎56 -0601

お
知
ら
せ

広報ながくて　2017年 1月号

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=9721
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=3972
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Nピア（長久手市サービスコーナー）の場所が変わります 0市民課 ☎56-0607
記事ID 9565

　今月からながくて地域スマイルポイント事業の対象活動が拡大します。

ステップ１　登録申請書を福祉施策課または社会福祉協議会（福祉の家）に提出して、スマイル手帳を受け取ってください。
ステップ２　市民活動に参加してポイントを貯めてください。
ステップ３　貯まったポイントは、QUOカードまたは図書カード（上限 10,000 円）に交換ができます。

　みなさんも、スマイルポイント事業に参加しよう！

アピタ長久手店の改装に伴い、Nピアを下記のとおり移転します。

アピタ長久手店 2階
南側エレベーターのすぐ西側

業務時間▶10:00～19:00

【活動の例】
福祉施設での傾聴、保育園おた
すけたい、図書館ボランティア
など
※報酬が発生する活動や懇親
のための活動、担当課で活動内
容が確認できないものは対象外

市民団体が自主的に実施する奉仕活動（無報酬）
対象となる市民団体：５人以上で構成され、１人以上が市内在住であること　
※保険への加入（無料）が必要です
【活動の例】
道路・河川など公共施設における清掃　など

・全部事項証明書（戸籍謄本）
　個人事項証明書（戸籍抄本）
・除籍謄本、抄本
・戸籍の附票

・小牧、長久手の戦い  （英語版含む）
・リニモが見た！小牧、長久手の戦い
・文化の家　公演チケット

これまでの対象活動 新たに対象となる活動

+

　3市内で市民活動に取り組む18歳以上の人（市外居住者も参加できます。）

業務内容

南出入口

北出入口

東
出
入
口

Nピア

サービス
カウンター

エスカレーター

エスカレーター

エスカレーター

1月25日（水）まで

1月26日（木）　休業　　

1月27日（金）　から

市民向け　発行物
・住民票、除票
・印鑑登録証明書
　（印鑑登録証を持参。ただし、登録業務は除く）
・住民記載事項証明書
・字名地番変更証明書
　（変更時に住民票、本籍のある方）
・市制施行による変更証明書
　（市制施行時に住民票、本籍のある方）
※住民票の広域交付についての業　　務は行いません。
　長久手市に本籍のある人向け発行物

その他販売品

N

1階

アピタ長久手店 1階
アピタサービスカウンター横

0福祉施策課 ☎56-0553ながくて地域スマイルポイント事業に参加しよう！

市民団体のみなさんへ
事前に福祉施策課に申請が必要　です。
まずはお気軽にお問い合わせください。

▶

▶

記事ＩＤ8385

※移転の準備のため

▶

お
知
ら
せ

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=9565
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=8385


公共施設等総合管理計画
記事ＩＤ9549

0財政課　☎56-0606

体育館

公共施設等
総合

管理計画と
は 　本市が管理する公共施設等の全体を把握し、長期的な視点で、更新・長寿命化・

再配置などを財務的なコントロールの下で計画的に行うための基本計画です。
本市においても、今年度末までに策定予定です。

全ての公共建築物及び道路、橋、
下水道施設などの公共インフラ

今は…
老朽化

一斉に建設 一斉に更新・修繕が必要

しかし

国から全ての自治体へ
平成28年度末までに
「公共施設等総合
管理計画」の策定
要請がありました。

説明会開催のお知らせ説明会開催のお知らせ アンケート調査にご協力を 意見募集（パブリックコメント）

公共施設等
とは…

高度経済
成長期

財源の確保が
難しい

　広く市民のみなさんからのご意見
をいただくために、18歳以上の人を対
象に無作為抽出の市民意識調査（ア
ンケート）を実施します。
　1月中に行いますので、郵便が届きま
したら、ご回答にご協力お願いします。

　説明会やアンケート調査で市民の
みなさんのご意見を反映して計画の
案を作成します。
　この計画（案）について、市民のみ
なさんからの意見を伺う意見募集（パ
ブリックコメント）を2月に行います。
　ご意見をお待ちしています。

今後の予定今後の予定

道路・橋・
下水道など学　校

市役所

日本の現状

税収減・
社会保障
費の増大

pick u
p

　公共施設等総合管理計画の、中間ま
とめについての説明会を開催します。
　お気軽にご参加ください。
1 1月 22日（日）10:00～
2 西庁舎 3階　研修室
g 計画の概要の説明及び意見交換

図書館

超高齢・少子
人口減少社会に

お
知
ら
せ
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　パブリックコメントとは、政策を行うために決める様々な計画などが、決定する前に、
広く市民のみなさんから意見を募集する手続きのことです。
　このパブリックコメントを行うことで、計画が完成する前に、より多くの意見を集め
ることができ、市の政策にみなさんの意見を活用することができます。
　計画（案）に対するご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。
※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。

計画（案）の閲覧場所
●担当課窓口
●西庁舎１階情報コーナー
●市ＨＰ

0生涯学習課　☎56-0627　D gakushu@city.nagakute.lg.jp古戦場公園再整備基本計画（案）の意見募集
　歴史文化を継承し、郷土の歴史を学び親しむ場として、国指定史跡「長久手古戦場」を始め、長久手古戦場野外活動施設を
含めた古戦場公園一帯を有効活用できるようにするため、古戦場公園再整備基本計画を策定します。

概要説明会

記事ID 9572

税に関する作文コンクール表彰 記事ID 6525

　市及び昭和納税貯蓄組合連合会では、市内の中学生を対象に、平成 28年度「税に関する作文」コンクールを行いました。
応募総数は68作品で、審査の結果20作品（うち4作品は2部門）が入賞しました。

　市内に源流があり、本市を東西に貫く香流川を、次世代に継承する財産とするため、
「長久手市香流川整備計画」を策定しました。
　現在、香流川の中上流域で、植栽整備を推進しています。香流川と周辺環境が一体
となった整備を進めていくにあたり、市民のみなさんのアイデアを伺うワークショッ
プを行います。現地確認を行いますので、動きやすい服装でお越しください。

0収納課 ☎56-0610

0土木課　☎56-0621

　
最優秀賞 優秀賞
    水野　若奈さん　（長中 1年）　 　田端　彩花さん　（北中 3年）

 青山　琴音さん（北中 1年）
入　選
    淺井　香帆さん　（長中 1年）　小玉　桃子さん　（長中 1年）　
　山城　碧さん　　（長中 1年）　 春日井　美月さん（北中 3年）　
　加藤　智己さん　（北中 3年）　川本　愛華さん　（北中 3年）
　　正道　麻裕さん　（北中 3年）
佳　作
 梅村　杏さん、後藤　隆志さん、服部　心音さん（以上長中 1年）　
　伊賀　なの香さん（南中 3年）
　　朝倉　香乃さん、里見　和奏さん、藤川　愛花梨さん（以上南中 1年）
　岩﨑　優希さん、田中　紗希子さん（以上北中 3年）
　　柳原　梨央さん（北中 1年）

　
長久手市長賞
    山城　碧さん　（長中 1年）
入　選
    川本　愛華さん　（北中 3年）
佳　作
    淺井　香帆さん　（長中 1年）
水野　若奈さん　（長中 1年）

パブリックコメントとは

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（62-1451）、メールなどで提出

1月12日（木）～2月10日（金）
11月14日（土）10:00～11：00　2西庁舎2階　第７・8会議室

募 集 期 間 1月10日（火）～2月10日（金）閲 覧 期 間

みずの　　わかな

あさい　　 　か　ほ こ だま　　ももこ

やましろ　 みどり かす が　い　　　み　つき

かとう　　とも き かわもと　　　まな か

しょうどう　　 まひろ

うめむら　 あん ご とう　　たかし はっとり　　ここね

い が　　　　　　か

あさくら　　　か の さと み　　　わかな ふじかわ　 あ か り

いわさき　 ゆうき たな か　　 さ き こ

やなぎはら　　　り お

やましろ　 みどり

かわもと　　まなか

あさい　　　か ほ

みず の　　わかな

市主催部門入賞 昭和納税貯蓄組合連合会主催部門入賞

た ばた　　あやか

記事ID 9591香流川ワークショップ

11 月 22日（日）10:00～12：30 2福祉の家2階　会議室　l無料
51月4日（水）から土木課に電話またはメールにて申込。先着24人。

あおやま　　こと ね

H

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

15

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=9572
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1月
日 月 火 水

          
　
 

  6:30 左義長
10:30 長久手市成人式
          
　
 

　

 

 

・広報紙に掲載の情報を一覧にしたものです。ただし、相談など一部に掲載を省略しています。
・子供・親子向けイベントをピンク色、シニア向けイベントは緑色で表記しています。
・行事名後の丸囲みの数字は広報紙の該当ページを表しています。さらにその後の
　四角囲みの数字は過去の広報紙に掲載していることを表しています。(例：　 は2月号の意味 )

12月
20

31

イベントカレンダー

9

16

23

30

2

10:00 幼児教室（下山児童館）

10:00 幼児教室（下山児童館）
10:30 おもちゃづくり・とんとん
　　　 「くるくるメリー」

10:00 リズムあそび・
　　　 ぴょんぴょん

10:00 リズムあそび・
　　　  ぴょんぴょん
10:30 文化の家館内ツアー
11:00 高齢者の地域活動参加への
　　　    マッチングを図る
　　　 合同説明会

 

3

10

17

24

31

12月

21

21

23

23

25

27

28

　

　

 

 

11:00 乳幼児向けおはなし会　

10:00 映像鑑賞会     
10:30 親子で遊ぼう教室【初回】

  0:00 「木造　恵比須天・大黒天
　　　 二像」の公開
  9:30 お正月遊び
11:00 乳幼児向けおはなし会

　｠

          N ピア休業日 
  9:30 住宅借入金等特別控除の
13:30 確定申告相談会 　
11:00 ながふく商店（福祉の家）
　

 

4

11

18

25

10:00 いきいき倶楽部
　　　（丁子田集会所）　
  

20

10:00 いきいき倶楽部（老人憩の家　　
　 　　 「さつき荘」）
10:00 幼児教室（青少年児童センター、
　　　  西・南・市が洞児童館)
10:00 アクア教室【初回】
13:30 いきいき倶楽部（老人憩の家　　
　　　  「永和荘」）

12月

20

20

21
26

10:00 いきいき倶楽部（睦老人憩の家)
10:00 幼児教室（西児童館）
10:00 文化の家絵画コンクール
　　　 （一般の部）受賞・入選作品展
          【～22日】
13:30 いきいき倶楽部（草掛集会所）
13:30 防犯ボランティア
　　　 養成アカデミー
19:00  JAZZ　長久手～やっぱり　        
　　　 ジャズはイイ！

12月

20

20

21

25

31

  9:30 住宅借入金等特別控除の確定
13:30 申告相談会 
10:00 いきいき倶楽部
         （長湫八分会集会所)　
10:00 幼児教室（青少年児童センター、
　　　 市が洞児童館）
10:30 給食センター見学試食会
13:30 いきいき倶楽部
　　　（色金老人憩の家）
13:30 栄養改善教室

12月

11月

20

20

21
31

12

19

  9:30 消防出初式　 
10:00 110 番の日広報イベント
12:00 ガレリアコンサート　 

  7:00 歩けあるけ運動　
  9:00 応急手当講習会
  9:00 マイナンバーカード・通知カードの
　　　 休日窓口　

  8:30 長久手新春ふれあい
　　　 マラソン大会
10:00 公共施設等総合管理計画に
　　　 ついての説明会　
10:00 香流川ワークショップ
14:00 長久手市合唱団
　　　 ニューセンチュリーコーラス
　　　 Nagakute第19回定期演奏会
15:00 「劇本Ⅱ～劇王アジア大会東海　
　　    地区予選～」

  9:00 マイナンバーカード・
          通知カードの休日窓口
10:00 みんなで杁ケ池公園を守ろう
13:30 起業支援塾受講者による事業     
　       計画発表会
14:00 座☆NAGAKUTE第29回公演
             「アゲイン-怪人二十面相の
           優しい夜-」
　

12月

12月

14
15

23

24

24

26

11月

11月

26

27

29

29

30

1

8

15

22

29

1210月

27

27

振替休日

成人の日

元旦

折込

11月26

統計情報

16

人口 平成28年12月1日
現在（先月比） 

総人口 　56,432 +112
+61
+51
+71

男　性 　28,110
女　性 　28,322
世帯数 　22,852

交通事故（人）
死亡 重傷 軽傷

11月
28年累計
前年同期

0
0
0

2
8
11

40
334
387

11 月：火災 件 数
建　　物 2
林　　野 0
車　　両 0
そ の 他 0
月　　計 2
28年累計 10
前年同期 8

11月：救急 件 数

急　　病 100
交通事故 16
一般負傷 28
そ の 他 20
月　　計 164
28年累計 1,717
前年同期 1,651

と き と こ ろ内 容（　は要予約）予
行    政
不 動 産 相 談     

予生活困窮者相談

予行 政 書 士 相 談

予司 法 書 士 相 談

予交 通 事 故 ・
相 続 等 相 談
※予約 3日前までに

人　　　　　　　権

13日（金）、16日（月）、
27日（金）

23日（月）

毎週火・水曜日
(3、4日を除く)
6日（金）、20日（金）

10日（火） 13:30-16:30
13:00-16:00

13:30-16:30

10:00-16:00

13:30-16:30

10:00-16:00
(12:00-13:00除く）

  9:00-16:00

10:00-15:00
(12:00-13:00除く）

13:30-17:00

福祉の家1階 相談室 電話相談も可
福祉の家1階 相談室

本庁舎1階 相談室

本庁舎2階 打合せ室1

西庁舎2階 市民相談室

1月 各種相談 （※相談日以外もお気軽にお問い合わせください。）

11日（水）

17日（火）

5日（木）、19日（木）
予法律（初回相談者優先） 13:00-16:0012日（木）、26日（木）

19日（木）
火～土（1～4、10日を除く）

20日（金）

消費生活相談

多　重
債　務

一　般

年    金
広報ながくて　2017年 1月号



木 金 土

・広報紙に掲載の情報を一覧にしたものです。ただし、相談など一部に掲載を省略しています。
・子供・親子向けイベントをピンク色、シニア向けイベントは緑色で表記しています。
・行事名後の丸囲みの数字は広報紙の該当ページを表しています。さらにその後の
　四角囲みの数字は過去の広報紙に掲載していることを表しています。(例：　 は2月号の意味 )2月 1日(水)

16:00 市役所庁舎消防訓練　
2日(木)
13:30 市民税・県民税の申告会場
　　　 （福祉の家）
3日(金)
11:00 ながふく商店（市役所）
13:30 市民税・県民税の申告会場
          （杁ケ池体育館）
4日(土)
10:00 味噌作り体験
10:00 防災ボランティアコーディネーター
　　　　スキルアップ講座
10:00 司法書士による市民公開講座
11:00 ながふく商店（アピタ長久手店）
13:30 炭の装飾品を作ろう
5日(日)
10:00 ゴビチャンド作り
10:00 血圧改善教室【初回】　
9日(木)
10:00 ファミリー・サポート登録講習会
12日(日)
10:00 茶会　
16日(木)
  9:30 確定申告【3月15日まで】
17日(金)
11:00 ながふく商店（市役所）
18日(土)
10:00 クイックブレッドをつくろう
10:00  味噌作り
10:00 愛・ながくて夢ネット地域講演会
19日(日)
10:00 みんなで杁ケ池公園を守ろう
10:00 ひな人形の壁掛けを作ろう　
22日(水)
13:30 栄養改善教室
24日(金)
13:30 シルバー人材センター入会説明会
25日(土)
10:00 竹林整備
26日(日)
10:00 書道・さし絵講習会
11:00 ながふく商店（福祉の家）

2月の主なイベント

12月

6月

13

19

19

19

20

20

22

22

22

22

22

22

23

26

11月

27

27
27

27

29

　

　

 

5

12

19

26

 

11:00 乳幼児向けおはなし会　21

10:00 映像鑑賞会     
10:30 親子で遊ぼう教室【初回】

12月

25

28

  0:00 「木造　恵比須天・大黒天
　　　 二像」の公開
  9:30 お正月遊び
11:00 乳幼児向けおはなし会

　｠

12月
21

28
29

          N ピア休業日 
  9:30 住宅借入金等特別控除の
13:30 確定申告相談会 　
11:00 ながふく商店（福祉の家）
　

 

20 6月

6月

20

20

6月

20 6月

10月

21

28

12

11

18

25

10:00 いきいき倶楽部（睦老人憩の家)
10:00 幼児教室（西児童館）
10:00 文化の家絵画コンクール
　　　 （一般の部）受賞・入選作品展
          【～22日】
13:30 いきいき倶楽部（草掛集会所）
13:30 防犯ボランティア
　　　 養成アカデミー
19:00  JAZZ　長久手～やっぱり　        
　　　 ジャズはイイ！

19

11月26

12月29

23

12月
11月

21

21

21
21

21

27
27
29

29

30

7

14

21

28

　

10:00 鏡開き
11:00 ながふく商店（アピタ長久手店）
11:00 「ノージーのひらめき工房」　　
14:30 公開録画　　　 　   
14:00 工作（青少年児童センター、　
　　    上郷・南・市が洞児童館）

  6:00 左義長　
  9:30 ネイチャー探検隊
10:00 古戦場公園再整備基本計画　
　　　 (案)概要説明会
10:00 カラダスリム教室【初回】
10:30 おはなし会
12:00 ガレリアコンサート
14:00 第15回　あのドクターに　　
　　　 あのお話を　

12月13
15

20

21

21

24

31

  8:45 小・中学生持久走大会
10:00 窯業高等技術専門校訓練生実習
　　　  作品（やきもの）校内販売
10:30 英語のおはなし会
14:00 劇団むう「森のともだち」
14:00 工作（西児童館）
14:00 座☆NAGAKUTE第29回公演
19:00 「アゲイン-怪人二十面相の
　　　 優しい夜-」

12月

12月

21
21

21
21

32

12 10月

19

　

6

13

20

27

11:00 ながふく商店（市役所）　
6月20

11:00 ながふく商店（市役所）
　 6月20

10:00 幼児教室（上郷児童館）21

  9:30 住宅借入金等特別控除の
13:30 確定申告相談会 
10:00 幼児教室（上郷、南児童館）
13:30 認知症家族交流会
13:30 シルバー人材センター
　　　 入会説明会
18:00 コーラス体験教室

　

20

20

21

24

10:00 ながくてフォトレポ
10:00 まちセンカフェ新年会
10:00 愛知医科大学公開講座
10:00 竹林整備
13:30 クッキング
13:30 お母さんのためのコミュニケー
　　　 ション術活用講座
14:00 おはなし会
14:00 工作(下山児童館)
15:00 乳幼児向けおはなし会
15:00「劇本Ⅱ～劇王アジア大会　       
19:00  東海地区予選～」

6月20

13

17

問 合 先 と き と こ ろ 問 合 先内 容（　は要予約）予

市民相談室（56-0551）

社会福祉協議会(62-4700)

保険医療課（56-0618)

5日（木）、26日（木）

27日（金）

17日（火）
17日（火）

10:00-16:00
10:00-12:00

11:00-16:00

9:00-17:00

予約時調整

家庭児童相談室専用ダイヤル
(63-9500)

商工会（62-7111）

子育て支援課(56-0616)

健康推進課（63-3300)

尾張東部成年後見センター
（75-5008)

西庁舎1階 子育て支援センター

北庁舎2階 第 5会議室

本庁舎1階 相談室

保健センター

12日（木）、19日（木）

10:00-15:30 子育て支援課（56-0633）
西庁舎1階 子育て支援センター
西庁舎2階 第7会議室

18日（水）
25日（水）

平日 8:30-17:15　要予約

26日（木）

月～金

毎週 月・水・金

13:30-16:30

10:00-15:30

14:00-16:00

女 性 相 談

予発 達 相 談

予成 年 後 見

予ひ と り 親 家 庭

家 庭 児 童 相 談 室
虐待等相談・通告

予子育て相談（就学前児童）
予こころの相談室

予こころの健康相談

税務指導（事業者対象）
金融相談（事業用資金）

瀬戸旭医師会館

商工会館

瀬戸地域産業保健センター
(84-1139)

13:30-16:30
(7日のみ10:00-11:30）

ボランティアセンター
(61-3434)福祉の家１階 ボランティアプラザ7日（土）、11日（水）、

24日（火）ボ ラ ン テ ィ ア

※このページはそのまま取り外し、
   壁などに貼ってご活用ください。
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市民税・県民税の申告は3月15日(水)までに
所得税(国税)の確定申告については、2月号広報に掲載予定です 0税務課 ☎ 56-0608 記事ID 3308

所得がなかった人でも、
次に該当する人は申告の必要があります。

今年の申告会場（2月16日～3月15日）は
西庁舎からJAあいち尾東長久手支店2階
研修室に変更になります。（お車は市役所駐車場へ）

・国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定
に必要と思われる人
・国民年金保険料の免除申請をする人
・障害者自立支援法の福祉サービス、自立支援医療(精神通院・
更生)の受給が必要な人
・児童扶養手当、県遺児手当の受給を受ける人
・各種健康診査の負担金の減免を受ける人
・公営住宅、就学援助などの申請をする人
・平成29年度(平成28年分)の所得証明書や非課税証明書が
必要な人

29年1月1日現在、本市に 
居住していた

28年中、給与所得者（サラ
リーマンやパート）だった

勤務先から本市に給与支
払報告書が提出されてい
る（提出の有無は勤務先に
確認を）

所得税の確定申告をすれ
ば、所得税が戻ることがあ
ります。確定申告をした場 
合、市・県民税の申告は不
要です

28年中に収入があった（障 
害・遺族年金、雇用保険の
給付金などを除く）

1事業・不動産収入があった
2譲渡所得があった
3給与の年収が2,000万円
を超えた
4主な給与以外の給与収入や
その他所得などがあった
5雑所得などがあった（公
的年金等の収入合計が
400万円超や個人年金を 
受けていたなど）
6生命保険の満期返戻金な 
ど上記に当てはまらない
所得があった

　平成29年度市民税・県民税は、平成29年1月1日に長久手
市に住所がある人に対して、平成28年中の所得をもとに課税
されます。
　下のフローチャートは申告が必要かどうかを目安として調
べるものです。必要な人は期限までに申告をお願いします。

申告に必要な持ち物
・①マイナンバーの通知書もしくはマイナンバー記載のある住
民票の写しと運転免許証など本人確認ができるもの
・②マイナンバーカード（①、②のいずれか）
・印鑑(認印可)
・源泉徴収票など平成28年中所得がわかるもの
・生命保険、地震保険、旧長期損害保険の支払証明書(保険会社
から発行された証明書)
・医療費、社会保険料などの領収書
・医療費を補填する金額の分かるもの
・配偶者特別控除を受けようとする人は、配偶者の収入がわか
るもの
・営業等の事業所得や不動産所得などの申告をする人は、収
入、経費の明細書
・障がいの程度がわかるもの(障害者手帳等)
・国民年金保険料の支払いをしたことの証明書
・寄附先から発行された証明書等

はい・いいえの矢印に沿って進んでください

はい

はい

いいえ

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

いいえ

はい

はい

期間中、駐車場が大変混雑します。公共交通機関などをご利用ください。

次のいずれかに該当した

1月1日現在、居住していた
市区町村へ確認を

本市に市・県民税の申告は
不要です

確定申告をすれば、市・県
民税の申告は不要です
ただし、4の場合は、その他
所得等が20万円以下のと
きには、市・県民税の申告
のみ必要です

所得税の確定申告が
必要です

ただし、年金所得者で医療
費控除などの適用を受け
る場合は、所得税の確定
申告か市・県民税の申告
が必要です

確定申告、市・県民税の
申告は不要です

確定申告、市・県民税の申告
は不要です

確定申告、市・県民税の申告
は不要です

市・県民税の申告が
必要です

1医療費の支払いが一額
以上だった
2住宅ローン等でマイホーム 
を新築、購入、増改築した
3退職などにより、年末調整
が済んでいない
4災害などに遭った

次のいずれかに該当した

スタート

詳しくはお問い
合わせください

JAあいち尾東
長久手支店

申告会場

西庁舎

第 1駐車場

市役所前

第 2駐車場

本庁舎

お
知
ら
せ

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=3308
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【
申
告
会
場
】

2月2日(木) 
13:30～15:30

※市民税・県民税申告の受付のみです。　※所得税の確定申告は2月16日(木)からです。

日　　時 会　　　場

2月3日(金) 
13:30～15:30

福祉の家2階 会議室

杁ケ池体育館 会議室

～2月15日(水)
9:00～17:00

日　　時 会　　　場

2月16日(木)～ 
3月15日(水)
9:30～16:00

税務課(本庁舎1階)

JAあいち尾東
長久手支店2階(確定申告会場)

納付方法

送付者
送付書類

長久手市

・普通徴収（窓口納付、口座振替）
・特別徴収
（遺族年金、障害年金からの天引き）

・特別徴収
（遺族年金、障害年金以外
 の年金からの天引き）

納付額確認書
日本年金機構などの年金保険者

源泉徴収票

住宅借入金等特別控除の確定申告相談会 0昭和税務署 ☎ 052-881-8171

記事ID 460社会保険料控除のための納付額確認書
0【介護保険料】長寿課 ☎ 56-0613　【後期高齢者医療保険料】 保険医療課 ☎ 56-0617　【国民健康保険税】 保険医療課 ☎ 56-0618

　男女共同参画社会を表現した標語・川柳を募集したところ、小中学生の部 159点、一般の部 16点の応募がありました。
審査の結果、入賞作品として、次の作品が選ばれました。

小中学生の部

男女共同参画　標語・川柳の入賞作品

明るい選挙を目指しましょう

0たつせがある課 ☎56-0602 記事ID 8000

明るい選挙を目指しましょう 0行政課 ☎56-0605 記事ID 9563

　長久手市明るい選挙推進協議会会長の酒井都子さん（下川原）が、平成28年秋の褒
章のうち「藍綬褒章」を受賞しました。長久手市明るい選挙推進協議会では、公正な選
挙の実施や投票率向上などのために、選挙期間中や市内のイベントなどで選挙啓発
活動を行っています。

11月25日（水）～27日（金）
①受付 9:30～10:00　　説明 10:00～11:30頃　　②受付 13:30～14:00　 説明 14:00～15:30頃

2ＪＡあいち尾東長久手支店2階　研修室
F印鑑(認印可) 、源泉徴収票など平成28年中所得や控除がわかるもの、①マイナンバー通知書もしくはマイナンバー記載のある
住民票の写しと運転免許書など本人確認ができるもの ②マイナンバーカード（①、②のいずれか）、家屋（および土地）の登記事項
証明書（法務局発行）、家屋（および土地）売買契約書または工事請負契約書の写し（取得価格が分かる部分）、住宅取得資金に係
る借入金の年末残高証明書（金融機関発行）、還付先の口座等がわかるもの。
その他、店舗付併用住宅の場合は、設計図の写し、増改築の場合は、検査済証の写しまたは増改築等工事証明書も必要です。
※必要書類は、国税庁ＨＰを見てください。（税務署から相談会の案内が届いた人は、必要書類を確認の上参加してください。）

　介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険税
を納めている人に、確定申告で必要な社会保険料控除の
ための納付額確認書（平成28年中に納めた金額）を1月
下旬に送付します。確定申告等を行うまで大切に保管し
てください。

一般の部

藍綬褒章（らんじゅほうしょう）：
国や地方公共団体から依頼されて行われる公共の事務に尽力した人が受賞するもの

竹村　優希 さん

岩崎　翠柚 さん

岡山　広樹 さん

平野　貴之 さん

最優秀賞の平野さん（左）と柴田さん（右）

（長久手中）

（南中）

（北中）

（南小）

ひら の　　　　たかゆき

たけ むら　　　　ゆう き

いわ さき　 　　　み ゆ

おかやま　　　　ひろ き

ダブルスで  家事も育児も  金メダル
最優秀賞

優 秀 賞

佳　　作
加藤　八重子 さん

山田　幸子 さん

大村　あき子 さん

柴田　紀子 さん （山野田）

（片平）

（段の上）

（根の神）

しば た　　 　 のり こ

か とう 　　　や え　 こ

やま　だ　　　 さち　こ

さか　い　 みや　こ

おお むら　　　　　　　　　こ

平野　勝矢 さん （岩作三ケ峯）
ひら　の　　　　かつ　や

ありがとう　言って言われて　いい家庭
最優秀賞

優 秀 賞

佳　　作

お
知
ら
せ

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=460
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=8000
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=9563
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12① 1月  9日（月・祝）　点火時間　6：30ごろ　岩作壁ノ本御嶽神社下の高根橋付近の河川敷 （雨天時は1月15日（日）に延期）
② 1月14日（土）　　   点火時間　6：00ごろ　岩作長鶴グリーンロードの北側の農地 （雨天時は1月15日（日）に延期）

K環境保全のため、プラスチックやビニール製の門松・しめ縄、陶器、ガラスの飾りなどは燃やすことができませんので、持ち込まな
いでください。駐車場はありません。　※今年は、菅池の左義長は行われません。

0生涯学習課 ☎56-0627 記事ID 6595

さ ぎ ちょう

左義長
さ ぎちょう

（ボーイスカウト長久手第1団による実施）

岩作長鶴
グリーンロード北側の農地

〔雨天時は1月15日（日）に延期〕
前熊

グリーンロード リニモ

前熊東市民
野球場

香流川

堀越川

農業環境
改善センター

東
小学校

②

市役所

長久手
小学校

長久手岩作
郵便局

色金山
歴史公園

香流
川

御
嶽
神
社

高根橋

一方
通行

早稲田

熊張真行田

（岩二有志の会による実施）

岩作壁ノ本御嶽神社下の
高根橋付近の河川敷

〔雨天時は1月15日（日）に延期〕

①

アシ
場ニ

広
の

大きい
文字

　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、体操、創作などを行います。

記事ID 34030福祉の家　☎ 64-6500
●歩行浴インストラクターの来所日時
1月26日(木)13：00～14：00
●歩行浴室・福祉浴室ともに利用休止
1月12日、26日(木) 10:00～11:30

●歩行浴室のみ利用休止
1月11日、18日、25日(水) 10:00～12:00
●温泉スタンドの休止日
1月10日(火)

介護予防事業

福祉の家の施設情報
0長寿課 ☎56-0639
いきいき倶楽部I

記事ID 4740

日にち

1月4日(水)

1月11日(水)

時　　間

10：00～12：00 丁子田集会所

老人憩の家「さつき荘」（前熊前山）

老人憩の家「永和荘」（杁ノ洞）

10：00～12：00

13:30～15:30

1月18日(水)
睦老人憩の家（助六）

草掛集会所

10：00～12：00

13:30～15:30

1月25日(水)
長湫八分会集会所（東浦）

色金老人憩の家（岩作南島）

10：00～12：00

13:30～15:30

場　　所

0長寿課　☎ 56-0639
11月27日（金）13：30～15：30
2福祉の家 2階 会議室
3認知症の人を介護している家族
5事前申込不要

認知症家族交流会
記事ID 3391

ほっと一息
家族同士で集まって
介護の悩みを話した
り情報交換してみま
　せんか？

地域が待ってますあなたの力！ 
11月27日（金）、2月24日（金）、3月24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

シルバー人材センター入会説明会 0シルバー人材センター　☎ 62-9100

　左義長は、青竹を立てて火をつけ、古いお札や正月飾りを燃やす行事で、「どんど焼き」とも呼ばれています。今年も地元の有志の
みなさんによって、次の場所で行われる予定です。
　書き初めを竹の先に付けて、炎の中に入れたとき、高く舞い上がるほど字が上達すると言われています。
　また、この火で焼いたおもちを食べると、病気にならないとも言われています。

シ
ニ
ア

イ
ベ
ン
ト

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=4740
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=3403
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=3391
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=6595
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子 育 て の 広 場

0子育て支援課 ☎56-0616

クイックブレッドをつくろう

12月18日（土）10:00～13:00
2青少年児童センター2階 創作活動室
3市内の小学生 20人　L無料
Fエプロン、バンダナ、ハンカチ、飲み物（お茶）、ふきん
51月10日（火）から1月31日（火）までの9:00～16:00に
青少年児童センターにある申込書に記入。

みらい子育てネットながくて

記事ID 9389
0子育て支援課 ☎56-0616

劇団むう「森のともだち」

青少年児童センターで、こどものための人形劇公演を行います。
11月28日（土）14:00～15:00
2青少年児童センター（内の広場）
3市内の小学生 定員150人　L無料
5不要

記事ID 6522

中央図書館 おはなし会 0中央図書館　☎63-8006

行事名 と　き ところ 対　象

乳幼児向けおはなし会

おはなし会

★ブックスタート事業日

★ブックスタート事業併用日
 5日（木)11：００～11：30

19日（木）11：００～11：30

21日（土）15：００～15：30

14日（土）10：3０～11：30

21日（土）14：００～14：30

28日（土）10：3０～11：00

乳幼児向けおはなし会

英語のおはなし会

2階ＡＶルーム

乳幼児とその保護者

市内在住の満2歳1か月までの子とその保護者

幼児から小学校低学年までの子とその保護者

子どもから大人まで

★ブックスタート事業とは、絵本を介して親子が心ふれあうきっかけを作る活動です。当日は絵本などの入った布バッグ（ブックスタートパック）を
プレゼントします。（配布対象者：市内在住の2歳1か月になるまでの子）。※1人1回限り　　F 親子（母子）健康手帳

記事ID 9577

児童館の行事

行事名・対象時間
対象・定員

青少年児童センター
☎62-1712

下山児童館
☎62-5680

上郷児童館
☎62-0801

西児童館
☎61-1500

南児童館
☎63-5666

市が洞児童館
☎64-5621

工作「プチプチロケット」
14:00～16:00（自由参加）
定員：各館20人

幼児教室
10:00～11:00（自由参加）
対象：幼児とその保護者
手遊び、工作、
読み聞かせ、体操など

ネイチャー探検隊
9:30～11:30（要申込）
対象：市内の小学生5人

7日（土)

14日（土)

11日（水)◎
25日（水)※

21日（土)

10日（火)　
17日（火)◎

7日（土)

13日（金)◎
27日（金)※

28日（土)

11日（水)◎
18日（水)※

7日（土)

11日（水)　
27日（金)◎

7日（土)

11日（水)　
25日（水)◎

114：00～16：00
自由参加。日程等は、じどうかんだよりをご覧ください。
各館オリジナル行事開催します!!

記事ID 1509

※育児相談：児童館長 ◎育児相談：保健師

2杁ケ池公園　G冬鳥の観察
　51月7日（土）9:30から青少年児童センターで受付。電話申込可。

クッキング
13:30～15:30（要申込）
対象：市内の小学生20人

21日（土)
チョコブラウニー（アンコールメニュー）
　51月7日（土）16:00から青少年児童センターで受付。電話申込不可。
　前回に参加した人が申し込んだ場合は、キャンセル待ちになります。

21

窯業高等技術専門校訓練生の実習作品（やきもの）を校内販売します。
11月28日（土）10:00～14:00　2愛知県立窯業高等技術専門校（瀬戸市南山口町538）　021-6666　記事ID6564

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=6522
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=1509
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=9389
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=9577
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=6564


※水筒 (お茶)を持って来てください。※キャンセルの連絡は、2日前までにお願いします。
※寒い時期のプログラムに参加されるときは、暖かい服装でご参加ください。

3小・中学生（小学1～3年生については、保護者の方のサポートをお願いします。）
5104円の往復はがきでこども塾あてに申込。1月7日（土）までの消印有効。 
　抽選結果は 1月21日(土)までに返信はがきで連絡します。
【あて先】〒480-1311長久手市福井1590-50　平成こども塾
【記入項目】①プログラム名　②参加されるお子さんの氏名・学校名･学年　③連絡先（携帯番号）

④情報は何から得たか（学校・たより・広報・メール・その他）⑤参加される大人の人数

平成こども塾2月の抽選プログラム　記事ID 4554

0平成こども塾 　☎64-0045

3小・中学生（小学1～3年生については、保護者の方のサポートをお願いします。）
5 1月6日（金）9:00から電話または窓口で申込。先着順。グループ・代理申込不可。
受付初日に限り、申し込むことができるプログラムは1つまで。

炭の装飾品を
作ろう

ひな人形の
壁掛けを作ろう

書道・さし絵
講習会

竹林整備

ゴビチャンド
作り

タイトル と　き 費　用 定　員 内　容

2/4（土）
13:30～15:30
＊受付13:15～

2/5（日）
10:00～12:30
＊受付9:45～

200円

300円

無　料

20人

15人

小学5年生
以上10人

こども塾のかまどを使って、缶の中に松かさやハスの実などを
入れて炭で装飾品を作る体験をしてみよう。
企画：平成こども塾サポート隊自然班　講師：炭焼き紅蓮隊
F作業しやすい服装、軍手、帽子、
　かぶせ蓋のある缶（のり缶・お茶缶等）

インドの楽器ゴビチャンド（一弦琴）を作って、演奏してみよう。
企画：平成こども塾サポート隊創作班
F作業しやすい服装（長袖・長ズボン）

2/19（日）
10:00～12:00
＊受付9:45～

2/25（土）
10:00～12:00
＊受付9:45～

300円 20人
日本の伝統文化、女の子の節句のひな人形を作ってみよう。
低学年向けのプログラムです。終了時刻が変わることがあります。
企画：平成こども塾サポート隊創作班　Fなし

2/26（日）
10:00～12:00
＊受付9:45～

300円 10人
書道・さし絵講習会と一緒に学びます。
企画：平成こども塾サポート隊創作班
F習字道具（ある方は）

長久手の里山を守るために竹林整備をしよう。
企画：平成こども塾サポート隊自然班
F作業しやすい服装、軍手、長靴、帽子

味噌作り

タイトル と　き 費　用 定　員 内　容

2/18（土）
10:00～14:00
＊受付9:45～

500円
保護者を
含む

25人

大豆やおからを材料にして味噌作りに挑戦しよう。熟成期間が必要で
あるため、味噌をお渡しするのは1年先です。こども塾に取りに来てい
ただきます。なお、未就学児は参加できません。
※こどもファーム会員も参加します。
企画：平成こども塾サポート隊食と農班
F弁当、エプロン、バンダナ、マスク、タオル、防寒着

平成こども塾2月の一般プログラム　記事ID 4554

て
育
子
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子育て支援センターの行事 0子育て支援センター ☎56-0638

行事名 と　き ところ 対　象 申込方法

市内在住の就園前の
幼児と保護者

2月2日（木）までに申込。電話申込可。
※託児（月齢6か月以降の子）
希望の場合は、1月26日（木）まで

事前申込不要

依頼会員：市内在住、
在勤、在学の人
援助会員：市内在住の人

1/24（火）
10：0０～11：00

リズムあそび・
ぴょんぴょん※

ファミリー・サポート
登録講習会
0☎64-5280

2/9（木）
10：0０～15：00
（依頼会員は午前のみ）

記事ID 1463

西児童館
記事ID 8449

1/31（火）
10：0０～11：00

上郷児童館
記事ID 9230

福祉の家 会議室
記事ID 8634

0子育て支援課 ☎56-0616

　 5月20日（土）開催予定の「2017 児童館まつり」に向けて、
企画や準備、当日の運営を行うこどもスタッフを募集します。
3市内在住・在学の小～高校生で、打ち合わせに3回以上参加でき、
　 児童館まつり当日に運営スタッフとして参加できる人。
51月6日（金）から31日（火）までに参加を希望する児童館に直接申込。

記事ID 5196

児童館まつりこどもスタッフ募集
「お母さんのための
コミュニケーション術活用講座！」

地域福祉講座

0社会福祉協議会 ☎62-4700

相手も自分も楽になれるコミュニケーション術を伝授します。
育児や職場など、様々な場面で活用できること間違いなし！

11月21日（土）13:30～16:00
2福祉の家2階 会議室
3子育て中、子育て経験のある市内在住、在勤の女性 先着18人
L500円
G講師：山本律江氏（NPO法人日本人間関係心理士協会）
51月5日（木）から社会福祉協議会窓口または電話で申込。

※各児童館に駐車場の用意がないため、徒歩または
自転車で来館できる最寄りの児童館で参加してください。

子
育
て

イ
ベ
ン
ト

2323

1月みんなの掲示板
【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。】 
52月号への掲載は、1月5日(木)までに申請書を提出してください。
広報紙への掲載可能件数は最大17件(先着順)です。詳しくは市HPをご覧ください。
※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。記事ID 39630情報課 ☎ 56-0601

「里山」講演会
　ながくて里山クラブとみどりの推進課との
共催
1①１月22日（日）、②２月26日（日）10:00～11:30
2西小学校区共生ステーション
3小学４年生以上
G①北岡明彦氏（豊田市林務課職員）森の仕組
　みと森に住む動植物②加藤博俊氏（環境省自
　然公園指導員）千年の森をつくる
5不要　0090-6092-4887横田

指ヨガ体験
　正しい呼吸と指だけのケアで、心も体も元気にな
る指ヨガを体験しませんか。
1１月19日（木）10:00～11:30
2市役所西庁舎　和風会議室
3女性　G呼吸法・指ヨガの実践をします。
l500円
5電話またはメール 
0大西090-9946-1957
m.hello@ezweb.ne.jp

　つるし雛は一つひとつに意味があり、子供や孫の
健やかな成長また五穀豊穣、食べものに困らない
よう願いをこめて作りました。
1１月5日（木）から3月26日（日）
2西小学校区共生ステーション　
G近所の手芸好きな人が集まりおしゃべりと手
　芸を楽しんでいます。
0西小学校区共生ステーション0561-64-5331

今年も可愛らしいつるし雛を飾ります

【応急手当講習会】もしものときのために応急手当や止血処置を身につけよう。
11月15日（日）9：00～12:00　2消防本部3階 講堂　0消防署 62-0119　記事ID8428

親子でリトミック体験会
　親子で楽しいリトミックをしませんか？季節感あふれるリトミック、絵本、
工作などをご用意して、お待ちしています。
11月13日（金）27日（金）9：45～　2文化の家２F講義室２
3１・２才ぐらいのお子様とママ　l１回700円　5電話・メール　
0ぽこあぽこ親子リトミック　永田090-1727-3749　sk-k@c.vodafone.ne.jp

映画「Start line」上映会
　耳、聞こえません。コミュニケーション、苦手です。ためらう映画監督が自
転車日本縦断で自身と向き合う 57日間の物語。
11月15日（日）14:00～（開場30分前）　2文化の家光のホール　3100人
l一般1300円、学生1000円　K今村彩子監督挨拶・質疑応答あり。
5電話・メール　0電話58-9011 メールinfo@wadachikaze.com

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=1463
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=8449
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=9230
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=8634
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5196
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=3963
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=8428


24

0文化の家 ☎61-3411

ホール【森、風】◆ H30. 1月分11日（水）
その他の施設◆ H29. 7月分18日（水）

文化の家  施設利用抽選会

2光のホール  受付9：30～10：00  抽選会10：00～

NAGAKUTE Cultural Center

フレンズ会員
一　　　　般

1月 7日（土）
1月14日（土）

前売完売の場合、当日券の販売はありません。
文化の家の電話予約は発売日の翌日から受付

0文化の家
0N ピ ア
0チケットぴあ

☎61-2888
☎63-9200（窓口販売のみ）
☎0570-02-9999

チケット
取り扱い

チケット
販売日

0文化の家　☎61-3411

長久手市文化の家

記事ID 9544 まちなかコンサート　
【クラシック編】
　わくわく楽しい演奏の後は、隣接する長久手温
泉ござらっせのお風呂でほっこりしてみては？
13月23日(木)19：00開演
2福祉の家　集会室　
G【曲目】ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲第12 番 
ヘ長調 作品96「アメリカ」ほか

　【出演】澤田幸江(第1ヴァイオリン) 、鈴木崇洋(第2
　ヴァイオリン)、小坂ゆかり(ヴィオラ)、高木俊彰(チェロ)
l1,000円〈全席自由、
　未就学児は入場不可〉

　【ジャズ編】
　文化の家近くのカフェで、おいしい食事と一緒
に気軽にジャズを楽しみませんか？
13月17日(金)18：00受付開始

　19：00スタート
2photovel cafe（坊の後1425番地）　
G【出演】浅井翔太（ドラム）、原務（ギター）、　　　
　 平光広太郎（オルガン）
l1,000円〈未就学児は入場不可〉
※チケット料金とは別に、当日飲食オーダーが必要
となります。

　1/18（水） ＪＡＺＺ長久手～やっぱりジャズはイイ！
           1/21（土）・22（日）

　劇本Ⅱ～劇王アジア大会東海地区予選～
　1/22（日） 長久手市合唱団ニューセンチュリー

　コーラスNagakute第19回定期演奏会
1/28（土）・29（日） 

　市劇団座☆ＮＡＧＡＫＵＴＥ第29回公演　
　「アゲイン-怪人二十面相の優しい夜-」

文化の家発売中の公演

　コーラスに興味をお持ちの人は是非この機会に。
また、コーラス経験のない人も大歓迎です。
11月27日(金)18：00～19：30
2音楽室
3歌の好きな男女先着30人(中学生以下は除く、市外の人も大歓迎♪)
l無料(要 事前申込)
G発声法の基本、美しいハーモニーの作り方、混声合唱
　 曲の試唱【指導】山本高栄（指揮）、野々山雅子（ピアノ）
F飲み物
51月5日(木)から、合唱団団長　　
辻 (090-7040-1761)へ電話にて申込。

　1月22日（日）に行われる本公演のプレイベントです。
11月8日（日）12：00開演
2アトリウム　l無料
G【出演】長久手市合唱団ニューセンチュリーコーラス
Ｎａｇａｋｕｔｅ　指揮：山本高栄　ピアノ：野々山雅子

　1月28日（土）、29（日）に行わ
れる本公演のプレイベントで朗
読をお届けします。
11月14日（土）12：00開演
2アトリウム　l無料
G【出演】あぼともこ

長久手市合唱団ニューセンチュリーコーラス
Ｎａｇａｋｕｔｅ
第5回コーラス体験教室

広報ながくて　2017年 1月号

記事ID 9545

ガレリアコンサートvol.154
長久手市合唱団ニューセンチュリーコーラス
Ｎａｇａｋｕｔｅ定期演奏会プレコンサート

記事ID 7935

記事ID 7935ガレリアコンサートvol.155
長久手市劇団座☆ＮＡＧＡＫＵＴＥ定期公演
プレイベント朗読「怪人二十面相ＶＳ名探偵明
智小五郎～江戸川乱歩　少年探偵シリーズより～」

文
化
の
家

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=9544
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=9545
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7935
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7935
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記事ID 9543文化の家の改修工事に伴う閉館期間及び抽選会　

　インディ・ジョーンズシリーズの第１作。あっと驚く仕
掛け続出の超娯楽大作！
11月12日（木）10：00開演
2光のホール
G【解説】都築義高（音楽・映画評論家）
l無料
K先着100人

記事ID 7796映像鑑賞会
「レイダース失われたアーク」 

　２月から予定されている改修箇所をご案内します。
11月24日（火）10:30～12:00
2風のホール集合
5事前申込不要

記事ID 8757文化の家館内ツアー（毎月開催） 

試験区分

保 育 士
•昭和５6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
　卒業した人または平成２９年３月卒業見込みの人。 
•保育士資格を有する人または平成２９年３月３１日までに資格取得見込みの人。 

若 干 名

採用予定人数 受験資格

　市内外からの100点を超える
応募から選ばれた受賞・入選作品
を展示します。
【大　賞】　
　作者：熊谷 歩
　作品：正夢

　2月１日からの改修工事により、6月30日まで全館閉館予定でしたが、一部のアートリビングを１か月早く
開放できることになりました。

記事ID 9538

平成28年度文化の家絵画コンクール
（一般の部）受賞・入選作品展
11月18日（水）～22日（日）

施設名 工事期間 利用開始時期 7月分の抽選会

アートリビング
（光のホール、展示室、生活工房を除く）

多目的室（旧生活工房）、
仮称小音楽室（新設）、会議室4、5（新設）

森のホール、風のホール

光のホール、展示室

抽選会なし
7月1日以降順次受付

平成28年7月に実施済

1月18日（水）

2月1日（水）～
5月31日（水）

2月1日（水）～
6月30日（金）

6月1日（木）
から開放 1月18日（水）

7月1日（土）
から開放

育児休業代替任期付職員募集 0人事課 ☎56-0604 記事ID 9594

　育児休業を取得している職員の代替として任期付職員採用候補者試験を次のとおり行います。合格者は、採用候補
者名簿に登載し、育児休業の取得状況に応じて上位の登載者から採用されます。 任用期間は、1年以上3年未満の期
間で採用時に決定します。 詳細は、市HPに掲載している募集要項をご覧ください。

受付期間
[持参による申込 ] 1月 10日（火）から 1月 23日（月）まで８：30～17：00（土・日・祝日は除く）
[郵送による申込 ] 1月 10日（火）から 1月 23日（月）までの消印有効
※嘱託員・臨時職員の募集は 28ページをご覧ください。

社会保険労務士が年金についての疑問にお答えします。
11月20日（金）10：00～16：00　2市役所本庁舎１階相談スペース（保険医療課横）　0保険医療課 56-0618　記事ID8526

10：00～17：00（最終日16：00まで）

文化の家展示室 10：00～19：00（最終日17：00まで）

中央図書館2階ギャラリー

会　　場 時　　間

文
化
の
家

募
　
集

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=9538
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7796
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=8757
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=9543
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=9594
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=8526
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スポーツ教室

体育協会主催　創立50周年記念スポーツイベント

3市内在住・在勤・在学の人（受講者本人以外は、受講不可・教室への入室不可）
51月7日（土）9:00から杁ケ池体育館で先着順に受付。
　電話申込不可。代理申込可。（受講者本人の証明を持参すること）

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

小学校体育館開放

ところ と　き 主な内容

長久手小学校 21日 ファミリーバドミントン

西 小 学 校 14日 ビーチボールバレー

東 小 学 校 14、21、28日 ビーチボールバレー

北 小 学 校 14、28日 ショートテニス、バドミントン

南 小 学 校 28日 ファミリーバドミントン、ミニテニス

市が洞小学校 14、28日 ビーチボールバレー、夢ボール

2017年上期　硬式テニス教室

と　　き

参加資格

時　　間

参 加 費

3月から7月の各月 第1・3・5日曜日（全12回）　＊雨天中止

第1部9：00～10：45／第2部10：45～12：45 菖蒲池テニスコート 各部50人

協会会員及び市内在住、在勤、在学の中学生以上の人

5,000円　（テニス協会会員は4,500円）＊スポーツ保険・協会年間費を含む
2月12日（日）9：15から10：30までに杁ケ池体育館にて費用支払

申込方法 1月15日（日）9：00から2月11日（土・祝）12：00までに申込用紙を杁ケ池体育館窓口に提出。
FAX可（63-7598）ですが、着信確認をしてください。申込多数の場合は抽選。

定　　員

スポーツ推進委員と南小学校周辺約5kmを
1時間程度かけて歩きます。
11月15日（日）7:00集合　
　＊雨天の場合は 、29日（日）
2南小学校グラウンド

第486回　歩けあるけ運動I

愛知医科大学病院 運動療育センター　プール開放
11月8、15、22日（日）10:00～16:30
3市内在住の15歳以上の人（中学生を除く）
Fスイミングキャップ、市民であることを
　　証明できるもの
K医師などから運動を禁止されている人
　および妊娠中の人は利用不可
l無料

トレーニングルームの利用について 0杁ケ池体育館 ☎63-1000

0杁ケ池体育館 ☎63-1000 記事ID 9568

0杁ケ池体育館 ☎63-1000 記事ID 8180

※受講料のほかに「がんばらっせ長久手
スポーツクラブ」年会費が必要です。
中学生以下500円、大人1,000円

教　室
小学生

バレーボール3期 小学3～6年生 50人62/4～3/18（土）
15：00～17：00 杁ケ池体育館アリーナ 1,800円

期間・時間 受講料 対　象 定員会　場回数

と こ ろ

※予備日を含みます。

（１）トレーニング講習会
1１月２７日（金）19:00 ～ 21:00
　　１月２９日（日）10:00 ～ 12:00
l500円
51月 5日（木）から前日までに申込。定員５０人。

（２）初めて利用する方の新たな利用方法
　1月から、トレーナーの在館時間中は随時、トレーニング
機器の説明を受け、利用できることになりました。
l無料（説明後のトレーニングルーム利用は 110円必要）
Kトレーナー在館時間は必ずお問い合わせください。

【共通事項】
3中学生以下を除く市内在住、在勤、在学者　　　　 F在住・在勤・在学が確認できるもの、上靴

ス
ポ
ー
ツ

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=9568
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=8180
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ながくてフォトレポ
課題仕分けイベント
0情報課 ☎ 56-0601

記事ID 9552

起業支援塾受講者による
事業計画発表会
0たつせがある課 ☎ 56-0602

記事ID 9658

防災ボランティアコーディネーター
スキルアップ講座
0社会福祉協議会 ボランティアセンター 
☎ 61-3434

味噌作り体験
0みどりの推進課 ☎ 56-0620

記事ID 9592

まちセンカフェ新年会
0たつせがある課 ☎ 56-0602

記事ID 5706

110番の日広報イベント
0愛知警察署 ☎ 39-0110

記事ID 9581

司法書士による
市民公開講座
0愛知県司法書士会名古屋東支部
☎ 052-807-3559

記事ID 9557

より詳細な情報は、市ホームページで
見ることができます。
http://www.city.nagakute.lg.jp

検索長久手市

イベント
くらし環境

みんなで杁ケ池公園を守ろう
0杁ケ池体育館 ☎ 63-1000

記事ID 6179

　

平成28年11月23日から1月21日まで
の間、スマートフォンを使って身近な街の
課題や魅力をＨＰに投稿する「ながくて
フォトレポ」の実証実験を行っています。
これに関して、実証実験期間中に投稿
された課題の中で「自分たちでも解決で
きる課題」はないか、また「解決するために
必要なことは何か」を話し合うイベントを
開催します。

11月21日（土）10：00～12：00
2西庁舎3階　学習室1・2
3どなたでも（ながくてフォトレポを登録
していない人も参加できます）

l無料　
51月13日（金）までに情報課宛メール、
電話または窓口で申込。

おいしい手作り味噌を一緒に作りませんか。

12月4日（土）10：00～12：00
2前熊集出荷選果場
3市内在住の家族6組（１家族3人まで）
G人数に関わらず、1組につき１つ（6ｋｇ）
の味噌。参加者は、事前に配布する大
豆を煮て、体験当日に持参。

l１組3,500円（当日集金）
5１月4日（水）から18日（水）までに、申込
用紙をみどりの推進課窓口に提出。

　郵送（当日消印有効）・FAX可。申込多
数の場合は抽選。当選者のみ案内を
送付します。

住民起業支援塾の受講者各自が、起業
したい事業の内容を発表します。発表会
後には、交流会も行います。

11月29日（日）13:30～16：30
2西庁舎3階　研修室
3起業支援塾やコミュニティビジネス
に関心がある人

l無料　5不要

市民活動やボランティア活動をしてい
る人々が集い、楽しく和やかに情報交換
や交流をします。年に一度の楽しみ会も
あります。

11月21日（土）10:00～11：30
2まちづくりセンター1階　交流スペース
51月15日までにまちづくりセンター窓
口・電話（64-6400）・FAX（61-6800）
にて申込。

12月4日（土）10：00～12：00
2福祉の家1階　
ボランティアプラザ活動室1

3市内在住・在勤の人　l無料
51月5日（木）から社会福祉協議会ボラン
ティアセンター窓口または電話で申込。

杁ケ池公園では、雨などで公園の土が
流れてしまい、ベンチや滑り台の土台がむ

き出しになっています。この対策として、ボ
ランティアグループ（緑化プロジェクト）
が、剪定枝チップを散布して、土が流れ出
るのを防止する事業を行っていますので、
ぜひご協力ください。軽作業ができる服
装でお越しください。

11月29 日（日）、2月19 日（日）
　　10:00～11:30(両日とも)
2集合場所　杁ケ池体育館会議室
l無料　5不要

午前の部では、司法書士による相続トラ
ブルにまつわるお芝居が、午後の部では、
司法書士による個別相談会が行われます
ので、ぜひご参加ください。

12月4日（土）10：00～15：00
2福祉の家　2階　集会室
l無料
5申込不要。ただし、個別相談会につい
ては、相談状況によりお待ちいただく
場合があります。

1月10日は110番の日です。110番は
緊急通報の番号です。緊急性のない通報
は下記まで問い合わせてください。
0警察相談専用電話
　（平日の9：00～17：00）
　プッシュ回線＃9110または、
052-953-9110

110番の日に合わせ、広報イベントを
実施します。

11月8日（日）10:00～13:00
2ナゴヤハウジングセンター 
　　日進 梅森会場
G白バイ、パトカーとの記念撮影等

県の事業として、県内のボランティア団体等が集まり、高齢者の地域活動参加へのマッチングを図る合同説明会を開催します。
11月24日（火）11時～16時　2愛知芸術文化センター12階　アートスペースＡ・ＥＦ　0長寿課　56-0639　記事ID9575

H

コーナー
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http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=9552
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=9592
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5706
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=6179
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=9557
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=9581
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=9575
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=9658


保育園の職員募集
0子育て支援課 ☎ 56-0615

記事ID 9567、9569

給食センター
調理員パート募集
0給食センター ☎ 62-3910

記事ID 6291

募　　集

「木造 恵比須天・大黒天 
二像」の公開
0生涯学習課 ☎ 56-0627

記事ID 6703

文化・スポーツ

臨時的任用職員募集
（登録制）

0人事課 ☎ 56-0604
記事ID 498

健康・福祉 広報ながくて配達員募集
0情報課 ☎ 56-0601

記事ID 5212

長久手市医療・介護・福祉
ネットワーク（愛・ながくて
夢ネット）地域講演会
0長寿課 ☎ 56-0639

記事ID 9723

愛・ながくて夢ネットでは、市民のみな
さんが住み慣れたまちでいつまでも自分
らしく暮らし続けていくことができるよう
に、医療・介護・福祉の専門職が情報共有
して、一人ひとりにあわせた適切な支援を
行うための仕組みづくりを行っています。
その取り組みの一つとして、今後増加
が見込まれる認知症の方を地域全体でど
う支えていくのかをテーマとした講演会
を開催します。あなたも認知症について
学んでみませんか？

1２月１８日（土）10：00～12：00
2福祉の家　集会室
3市内在住・在勤・在学の人
G講演「あなたの家族が認知症になったら
どうしますか～地域で支える認知症～」 

　　講師：服部英幸氏（国立長寿医療研究
センター　精神診療部長）

l無料
5１月１０日（火）から２月１０日（金）までに、
　長寿課窓口または電話で申込。

市指定有形民俗文化財の「木造恵比須
天・大黒天 二像」が、石作神社で行われ
る初ゑびすで公開されます。（平成28年
から5年に1度の公開になる予定でした
が、公開展示の要望に応え、毎年公開す
ることになりました。）

11月5日（木）0：00～14：00
2石作神社境内（岩作宮後17）

【嘱託員（保育士）】
応募資格　保育士資格取得者
採用時期　平成29年4月以降
賃　　金　月額189,200円
勤 務 地　市立保育園のいずれか
勤務時間　月～金（祝日除く）
7:00～19:15のうち、7時間30分

5市販の履歴書（写真添付）と保育士証
の写しを、子育て支援課へ提出（郵送
可）。1月27日（金）までに必着。

【臨時職員（保育士・保育補助員）】
応募資格　特になし
採用時期　平成29年4月以降
賃　　金　時給950円～1,290円
※保育士資格の有無、時間帯等で時給
は変動します。
勤 務 地 市立保育園のいずれか
勤務時間
①早朝　月～金（祝日除く）　
7:00～8:30のうち、
1～1時間30分程度
②長時間　月～金（祝日除く）
14：30～19：15のうち、
2～3時間程度
③日中（保育士資格必須）　
月～金（祝日除く）
　8：15～16：45のうち、
　5～7時間30分程度
④土曜日［色金］
　8：00～18：00のうち、
　4～7時間30分程度
※勤務日数・時間については、応相談。

51月4日（水）以降に、市指定の「登録者
履歴書」を子育て支援課へ提出。保育
士資格取得者は、保育士資格証の写し
も提出。若干名を募集。採用人数に達
し次第、募集終了。

「広報ながくて」を指定区域に配る配達
員1名を下記のとおり募集します。
配達区域　前熊地区
配達開始　平成29年2月号から（1月末

に配布）
報　　酬　約14,000円（月額）
配布部数　約400部※報酬、配布部数

　は増減します。
選考方法　書類選考及び面接

3配達地域付近に在住で、おおむね65歳
以下の市民。決められた期間内に必ず
広報を配達できる人。

51月6日（金）までに、市ＨＰまたは情報
課窓口で配布する応募用紙（写真貼
付）を情報課窓口に持参または必着で
郵送。

3体力に自信があり、給食に興味がある人
G保育園給食の調理、清掃業務
　勤 務 地 　　長久手給食センター

　（岩作中権代11－3）
時　　給　920円
就業日時　8:00～12:15
※休日：土日祝日、年末年始、8月中旬のお
盆など

0まずは給食センターにお電話くださ
い。面接試験後、結果通知します。

登録制の臨時的任用職員とは、市役所
などの業務が一時的に増加した場合に、
登録をした人の中から必要に応じて随時
雇用するものです。（登録者がすべて、雇
用されるとは限りません。）

応募資格　①②ともに必須
①平成10年4月1日以前に生まれた人
　②地方公務員法第16条の欠格条項に
　　該当しない人
登録期間　登録日から3年間有効

5市HPまたは人事課窓口で配布してい
る臨時的任用職員登録用紙を窓口ま
たは郵送で提出。

平日にマイナンバーカード・通知カード
を受け取れない人のために、休日窓口を
開設します。※マイナンバーカードの受け
取りは予約制です。
また、マイナンバーカードの申請を市役
所でお手伝いします。

11月15日（日）9:00～12:40
1月29日（日）9:00～12:40

2本庁舎１階　市民課
F【共通】通知カード、運転免許証などの
本人確認書類、住民基本台帳カード
（持っている場合のみ）
【受け取りの場合】個人番号カード交
付・電子証明書発行通知書兼照会書
（ハガキ）
【申請の場合】個人番号カード交付申
請書、認印（ゴム印等不可）

　※顔写真の撮影も無料で行います。

農地中間管理機構が、農地の中間的受
皿として、農地を所有者から借り受け、農
業の担い手へ貸し付けを行っています。
ぜひご活用ください。

【農地を借りたい方の公募期間】
　1月4日（水）～2月2日（木）

【農地を貸したい方の募集期間】
　随時募集

農業委員会とは、農地法に基づく農地
の売買・貸借の許可、農地転用案件への意
見具申などを中心に、農地に関する事務
を執行する行政委員会です。
農業委員会等に関する法律が改正さ

れ、農業委員会制度が、以下のとおり、大
きく変更されました。

・農業委員会の事務の重点化
農地等の利用の最適化の推進が最も重要
な事務であることを明確化しました。

・農業委員の選出方法の変更
農業委員の選挙制と市長の選任制の
併用制度を廃止し、市議会の同意を要
件とする市長の任命制に変更されまし
た。地域の農業者や農業団体等に候補
者の推薦を求めるとともに、一般から
も広く公募を行い、市長が任命をする
ことになります。

・農地利用最適化推進委員の新設
農業委員会が委嘱し、担当地域におけ
る農地等の利用の最適化を推進のた
めの現場活動を行う農地利用最適化
推進委員を新たに設置します。

本市の農業委員会では、現農業委員の
任期終了後の平成29年7月20日から法
改正後の新体制へ移行します。今後、新委
員の任命に向け、推薦公募等の手続きを
順次進めていきます。

国民年金は、若いときに加入し保険料
を納め続けることで、年をとったときや、病
気やケガで障害が残ったとき、家族の働き
手が亡くなったときに、年金を受け取るこ

とができる制度です。
納付が困難なときは「学生納付特例制
度」や「若年者納付猶予制度」をご利用く
ださい。

3次の項目に該当する人
・知識や特技、趣味などを活かし（資格
不問）、それらを教える意欲のある18
歳以上の人（25人程度）
・開講期間中【6月1日（木）～11月30日
（木）】に、同じ曜日・同じ時間に4回以内
の講座ができる人（毎週でなくても構
いません）。

※詳細は、生涯学習課窓口や市HPにある
　募集要項をご覧ください。
51月5日(木)から20日(金)までに申込
書を生涯学習課窓口持参、または郵送
（18日消印有効）。

市役所の全庁舎及び保健センターにて
消防訓練を実施します。なお、窓口業務に
ついては通常どおり行います。

12月1日（水）16:00～16:30

「教育に関する事務の管理及び執行状
況の点検及び評価の結果に関する報告
書」の平成27年度分を作成しました。西庁
舎の情報コーナーや市HPで見ることがで
きます。
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市役所庁舎
消防訓練の実施
0財政課 ☎ 56-0606

記事ID 9562

マイナンバーカード・通知カードの
休日窓口の開設
0市民課 ☎ 56-0607
0市マイナンバーコールセンター
☎ 63-0178

記事ID 9413

農地を借りたい人、
貸したい人へ
0みどりの推進課 ☎ 56-0620
0あいち尾東農業協同組合北部営農センター
☎ 63-3360

記事ID 6555

農業委員会法の改正
0みどりの推進課 ☎ 56-0620

記事ID 9169

20歳になったら国民年金
0保険医療課 ☎ 56-0618

記事ID 6517

教育委員会の
事務点検評価報告書
0教育総務課 ☎ 56-0625

記事ID 9550

お知らせ
くらし環境

健康・福祉

平成29年度前期
ながくて・学び・アイ講座
講師募集
0生涯学習課 ☎ 56-0627

記事ID 9589

文化・スポーツ

市政情報

愛・ながくて夢ネットでは、市民のみな
さんが住み慣れたまちでいつまでも自分
らしく暮らし続けていくことができるよう
に、医療・介護・福祉の専門職が情報共有
して、一人ひとりにあわせた適切な支援を
行うための仕組みづくりを行っています。
その取り組みの一つとして、今後増加
が見込まれる認知症の方を地域全体でど
う支えていくのかをテーマとした講演会
を開催します。あなたも認知症について
学んでみませんか？

1２月１８日（土）10：00～12：00
2福祉の家　集会室
3市内在住・在勤・在学の人
G講演「あなたの家族が認知症になったら
どうしますか～地域で支える認知症～」
講師：服部英幸氏（国立長寿医療研究
センター　精神診療部長）

l無料
5１月１０日（火）から２月１０日（金）までに、
長寿課窓口または電話で申込。

市指定有形民俗文化財の「木造恵比須
天・大黒天 二像」が、石作神社で行われ
る初ゑびすで公開されます。（平成28年
から5年に1度の公開になる予定でした
が、公開展示の要望に応え、毎年公開す
ることになりました。）

11月5日（木）0：00～14：00
2石作神社境内（岩作宮後17）

【嘱託員（保育士）】
応募資格　保育士資格取得者
採用時期　平成29年4月以降
賃　　金 月額189,200円
勤 務 地　市立保育園のいずれか
勤務時間 月～金（祝日除く）
7:00～19:15のうち、7時間30分

5市販の履歴書（写真添付）と保育士証
の写しを、子育て支援課へ提出（郵送
可）。1月27日（金）までに必着。

【臨時職員（保育士・保育補助員）】
応募資格 特になし
採用時期　平成29年4月以降
賃　　金　時給950円～1,290円
※保育士資格の有無、時間帯等で時給
は変動します。
勤 務 地 市立保育園のいずれか
勤務時間
①早朝　月～金（祝日除く）
7:00～8:30のうち、
  1～1時間30分程度
②長時間　月～金（祝日除く）
14：30～19：15のうち、
　2～3時間程度
③日中（保育士資格必須）
月～金（祝日除く）
8：15～16：45のうち、
　5～7時間30分程度
④土曜日［色金］
　8：00～18：00のうち、
　4～7時間30分程度
※勤務日数・時間については、応相談。

51月4日（水）以降に、市指定の「登録者
履歴書」を子育て支援課へ提出。保育
士資格取得者は、保育士資格証の写し
も提出。若干名を募集。採用人数に達
し次第、募集終了。

「広報ながくて」を指定区域に配る配達
員1名を下記のとおり募集します。
配達区域　前熊地区
配達開始　平成29年2月号から（1月末

に配布）
報　　酬　約14,000円（月額）
配布部数　約400部※報酬、配布部数

は増減します。
選考方法　書類選考及び面接

3配達地域付近に在住で、おおむね65歳
以下の市民。決められた期間内に必ず
広報を配達できる人。

51月6日（金）までに、市ＨＰまたは情報
課窓口で配布する応募用紙（写真貼
付）を情報課窓口に持参または必着で
郵送。

3体力に自信があり、給食に興味がある人
G保育園給食の調理、清掃業務
勤 務 地 長久手給食センター

（岩作中権代11－3）
時　　給　920円
就業日時　8:00～12:15
※休日：土日祝日、年末年始、8月中旬のお
盆など

0まずは給食センターにお電話くださ
い。面接試験後、結果通知します。

登録制の臨時的任用職員とは、市役所
などの業務が一時的に増加した場合に、
登録をした人の中から必要に応じて随時
雇用するものです。（登録者がすべて、雇
用されるとは限りません。）

応募資格　①②ともに必須
①平成10年4月1日以前に生まれた人
②地方公務員法第16条の欠格条項に
該当しない人
登録期間　登録日から3年間有効

5市HPまたは人事課窓口で配布してい
る臨時的任用職員登録用紙を窓口ま
たは郵送で提出。

平日にマイナンバーカード・通知カード
を受け取れない人のために、休日窓口を
開設します。※マイナンバーカードの受け
取りは予約制です。
また、マイナンバーカードの申請を市役
所でお手伝いします。

11月15日（日）9:00～12:40
　1月29日（日）9:00～12:40
2本庁舎１階　市民課
F【共通】通知カード、運転免許証などの
本人確認書類、住民基本台帳カード
（持っている場合のみ）
　【受け取りの場合】個人番号カード交
付・電子証明書発行通知書兼照会書
（ハガキ）
　【申請の場合】個人番号カード交付申
請書、認印（ゴム印等不可）
※顔写真の撮影も無料で行います。

農地中間管理機構が、農地の中間的受
皿として、農地を所有者から借り受け、農
業の担い手へ貸し付けを行っています。
ぜひご活用ください。

【農地を借りたい方の公募期間】
　1月4日（水）～2月2日（木）

【農地を貸したい方の募集期間】
　随時募集

農業委員会とは、農地法に基づく農地
の売買・貸借の許可、農地転用案件への意
見具申などを中心に、農地に関する事務
を執行する行政委員会です。
農業委員会等に関する法律が改正さ

れ、農業委員会制度が、以下のとおり、大
きく変更されました。

・農業委員会の事務の重点化
農地等の利用の最適化の推進が最も　重要
な事務であることを明確化しました。

・農業委員の選出方法の変更
農業委員の選挙制と市長の選任制の
併用制度を廃止し、市議会の同意を要
件とする市長の任命制に変更されまし
た。地域の農業者や農業団体等に候補
者の推薦を求めるとともに、一般から
も広く公募を行い、市長が任命をする
ことになります。

・農地利用最適化推進委員の新設
農業委員会が委嘱し、担当地域におけ
る農地等の利用の最適化を推進のた
めの現場活動を行う農地利用最適化
推進委員を新たに設置します。

本市の農業委員会では、現農業委員の
任期終了後の平成29年7月20日から法
改正後の新体制へ移行します。今後、新委
員の任命に向け、推薦公募等の手続きを
順次進めていきます。

国民年金は、若いときに加入し保険料
を納め続けることで、年をとったときや、病
気やケガで障害が残ったとき、家族の働き
手が亡くなったときに、年金を受け取るこ

とができる制度です。
納付が困難なときは「学生納付特例制
度」や「若年者納付猶予制度」をご利用く
ださい。

3次の項目に該当する人
・知識や特技、趣味などを活かし（資格
　不問）、それらを教える意欲のある18

　　歳以上の人（25人程度）
・開講期間中【6月1日（木）～11月30日
　　（木）】に、同じ曜日・同じ時間に4回以内
　の講座ができる人（毎週でなくても構
　いません）。
※詳細は、生涯学習課窓口や市HPにある
募集要項をご覧ください。

51月5日(木)から20日(金)までに申込
書を生涯学習課窓口持参、または郵送
（18日消印有効）。

市役所の全庁舎及び保健センターにて
消防訓練を実施します。なお、窓口業務に
ついては通常どおり行います。

12月1日（水）16:00～16:30

「教育に関する事務の管理及び執行状
況の点検及び評価の結果に関する報告
書」の平成27年度分を作成しました。西庁
舎の情報コーナーや市HPで見ることがで
きます。

29

　記号：　0問合せ先　1とき　2ところ　G内容　3対象　5申込方法　l費用　F持ち物　Kその他
I健康マイレージ対象事業　Hスマイルポイント対象事業

毎年1月1日に償却資産を所有している人は申告の必要があります。申告書の法定提出期限は1月31日です。
事務処理の都合上、1月20日（金）までに提出してください。　0税務課　56-0609　記事ID3273
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まちの話題 ながくてフォトギャラリー

12/3
（土）

災害時のための協定

災害時のために、ユニー（株）アピタ長久手店とイオンモー
ル（株）とは、駐車場の一部を一時避難場所として、被災者に
提供していただくための協定、イオンリテール（株）とは、被
災者に生活物資等を提供していただくための協定をそれぞ
れ結びました。

長年の感謝を

民生委員児童委員の一斉改選に伴い、退任する委員の方々
への感謝状贈呈式が行われました。市長からは感謝の意を伝
えるとともに、「退任されても地域の一員として、今までの経
験を活かし、まちづくりに携わってほしい」とお願いをしま
した。

力強く疾走

モリコロパークで、愛知県市町村対抗駅伝競走大会が行わ
れ、小学生から大人まで、市の代表選手 9人が出場しました。
選手一丸となって、たすきをつなぎ、１時間 42 分 30 秒で
ゴールしました（市の部 33 位）。冬晴れのもと、清々しい走
りでした。

ながくてのミライを語り合う

まちづくりの基本的なルールとなる「自治基本条例」。この
条例づくりにあたり、まちへの想いを条例に活かそうと語り
場カフェが行われました。楽しい雰囲気の中で、活発な議論
が行われました。

12/2
（金）12/2

（金）

11/29
（火）

11/27
（日）

イオンモール及びイオンリテールとの協定
アピタ長久手店との協定

0情報課 ☎ 56-0601 0情報課 ☎ 56-0601記事ID 3936

カエデとモミジの
違いがわかるかな？
気になる人はぜひ
ブログを見てね～♪

杁ケ池公園でサク
ラと

紅葉が見頃

市民記者の記事をぜひご覧ください! Weekly ながくて

 ●市内で行われたイベントや地域のみなさん
の活動などを、週替わりでお伝えするひまわり
ネットワークの「weekly ながくて（20分番組）」。
ケーブルテレビの12ch と125ch で毎日放送中
です。
●また、番組の主な内容は、市のホームページか
らもご覧いただけます。トップページの右側
中段の「ケーブルテレビWeekly ながくて」をク
リックしてください。

市民記者：ファーストサーブさんの記事

市民記者ホームページ
http://nagakute0.seesaa.net

で検索検索長久手市 市民記者

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=3936


まちの保健師
保健師が様々な場所に
出向き、健康相談を
お受けします。
気軽にご相談ください。
詳しくは市ホームページ
にてご確認ください。

夜間の急病・ケガは下記に問い合わせを
救急医療情報センター　☎82-1133　
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）

日進市休日急病診療所　
☎73-7555

診療時間 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
（中央福祉センター内）

（記事ID 1197)

日 間 診 療 内案休 夜

　若くて元気な頃は、生活習慣病とは縁がない方が大半
です。病院に受診する機会は、たまに風邪を引いた時くら
いでしょう。しかし、特定健診が始まる 40歳頃から、高血
圧・糖尿病・脂質異常症等が指摘され始めます。大半が
無症状のため、積極的に病院に受診することなくやり過
ごしてしまうと、大きな落とし穴になります。「病院受診
= 薬を飲み続けることになる」というイメージを持つ方
も多いですが、基本的な治療の第一歩は、生活習慣の是正
です。個々の病態に応じて、専門領域の医師から適切なア
ドバイスを受けることが肝要なタイミングです。その医
師こそ、将来にわたり、あなたの健康を管理する「かかり
つけ医」です。ゴルフで言えば、キャディーです。従って、何
よりも大切なことはお互いの信頼関係です。もちろん、人
間関係には相性があります。「この医師なら自分の命を任

せてもいい」という出会いを求めてください。
　さて、東名古屋長久手市医師会では「第15回 あのドク
ターに あのお話を」を下記の日程で開催します。普段なか
なか聞けないことも、この機会に是非いかがですか！みな
さんの多数のご参加をお待ちしています。

内容（　は要予約）予

予

と　き

親子健康手帳交付

予
約
し
て
か
ら
、市
内
委
託

医
療
機
関
で
接
種
し
て
く
だ
さ
い

妊婦

妊婦（訪問は妊娠中１回）

19日（木）　    9：45集合
　5日（木） 　13：30集合

10日（火）　
20日（金）　

19日（木） 　１０：３０～11：30終了
30日（月）  　13：１５受付～15：30終了
14日（土） 　9：１５受付～11：３０終了

パパママ教室（１回目）

こんにちは
赤ちゃん訪問

BCG接種

ヒブ、小児用肺炎球菌 生後2～60月に至るまで

９：１５～１０：１５受付

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）

転入者予防接種等
説明会 18日（水） 　10：00集合

18日（水） 　10：15～10：45受付　

離乳食教室 23日（月） 　10：00～11：30
予約してから、市内委託医療機関で受診してください。

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。）

主に妊娠7か月以降の初妊婦とその夫

主に第１子（４～５か月）をもつ保護者（乳児同伴可）
妊婦と産後1年未満の産婦

H28年7月16日～H28年7月31日生
H28年8月　1日～H28年8月15日生

主に妊娠６か月ごろまでの初妊婦とその夫
パパママ教室（2回目）

予

予

のびのび計測日予

母
子
保
健

予
防
接
種

2月28日までに市内委託医療機関で受診してください。    （昨年度受診していない西暦奇数年生まれの方も可）

（昨年度受診していない西暦奇数年生まれの方も可）
4０歳以上の西暦偶数年生まれの女性

16歳から39歳の人

子宮検診 11日（水）、16日（月）、26日（木）、27日（金）

6日（金）、24日（火）、25日（水）、31日（火）

２０歳以上の西暦偶数年生まれの女性予

予 個別子宮検診

乳腺検診予

30日（月）

20日（金）10:00～12:00（要予約）市内在住の人

39歳以下健診予
歯周病検診 1月31日までに市内委託歯科医院で受診してください。 20、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75歳の人

予 体成分分析装置測定会

妊産婦歯科健康診査予

妊婦訪問 訪問は予約制です。
（希望者は保健センターへ連絡してください）

※予約は土日のみ

対象（　は対象）

対
B型肝炎 生後1歳未満（H28年4月1日以降生まれに限る）対

対

4種混合、三種混合、不活化単独ポリオ

麻しん・風しん混合、麻しん単独・風しん単独

水痘

生後３～９０月未満対
対 第１期：生後１２～２４月未満　　

対
対 生後１２～36月未満　　

対 小学６年生　　

日本脳炎

二種混合
対 小学６年生～高校1年生　　子宮頸がんワクチン

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

（
記
事
ID
 1100)

（
記
事
ID
 1192)

未就園児　

11月14日（土）13:30開場、14:00開演　2福祉の家２階 集会室
G【第1部】（以下、講師「タイトル」の表記）
・東名病院　村瀬允也先生「加齢と不整脈」
・加藤整形外科　加藤義忠先生
「筋肉を鍛えて、元気に暮らそうーロコモパート③」
・長久手こどもクリニック　石丸美乃里先生「子供の肥満・やせ」
・スズムラ眼科医院　鈴村好人先生「眼底写真からわかること」
　【第２部】会場のみなさんとの質疑応答
K予約不要・参加費無料　0佐光内科　☎62-7011

0健康推進課 ☎63-3300

（予約なしでも計測できます）（医師の診察はありません。）

第２期：小学校入学前の１年間

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。　

親子（母子）健康手帳・乳児の場合はバスタオル持

東名古屋長久手市医師会「かかりつけ医」・・・いますか？あなたへ　ドクターから あなたへ　ドクターから

成
人
健
診（

記
事
ID 71４７)

保健ガイド保健ガイド1月

記事ID 9586

納期限（1月31日）までに
納めてください

収納課 
☎56-0610

保険医療課 
☎56-0617

国民健康保険税

後期高齢者
医療保険料

第9期
市・県民税 第4期

第7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。

税　目 納　期 問合先

1 月 の 納 期 一 覧

31

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=1100
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=1192
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=7147
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=9586
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=1197
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水なし印刷です。
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ながくてを持ち歩こう！App Store

Google Play
「マチイロ」で検索
▶ダウンロード

表紙の写真もう一枚

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。

　色金保育園で毎年恒例の「もちつき」が
行われました。年長の子どもたちが、一人
ひとり杵を持って、もちつきを体験。重たい
杵を持ちながら、周りの子たちの「よいしょ！
よいしょ！」の掛け声に合わせて、一生懸命に
おもちをついていました。

　明けましておめでとうございます。
　健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　いよいよ今年から、市の長期・総合的な方向を定める
次期総合計画の策定を本格的に始めます。総合計画
に限らず、市の計画は、市民一人ひとりに関係することです
ので、みなさんと一緒に作っていきたいと考えています。
　これからの超高齢・人口減少社会では、自分達の暮らしを
どうしていくかを小学校区くらいの単位で、一人ひとりが
「我が事」として考えていくことが求められます。同じ小学
校区に住んでいても、その多くは、それぞれが多様な価
値観を持つ、知らない人同士です。そうした市民同士で、
自分達が暮らす地域をどうしたいか、みんなで話し合い、
互いに歩み寄ることは、大変わずらわしいことで、時間が
かかります。
　しかし、時間をかけることで、顔の見える関係ができ、
意見を交わす機会が増え、多くの人が納得できるだけの
議論を重ねることができます。わずらわしさを積み重ねる
ことで、少しずつでも、地域のことを「我が事」として考える
人が増えていけば、将来にわたって長久手市は住みやすい
まちであり続けることができると思います。
　まちのことを「我が事」として一緒に取り組んでまいり
ましょう。
　年頭にあたり、みなさまのご健勝とご多幸を心から
お祈り申し上げ、新年のあいさつといたします。

新年のごあいさつ新年のごあいさつ
平 成
29年

長久手市長

　市民の皆さまにおかれましては、希望に満ちた輝かしい
新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　年末にはイオンモール長久手がオープンし、長久手古戦
場駅前に新しいにぎわいが生まれました。今年は公園西
駅にIKEAがオープンし、さらなる活性化が進むことと
思います。しかしながら、交通渋滞など日常生活への支障
が懸念されるため、注視していきたいと思っています。
　また、子育て世代を中心に人口流入が続き、一層の子
育て環境の充実が求められています。子ども達が長久手で
学び成長することで、住み続けたいと思えるまちづくりを
進めることが必要です。
　次世代を担う子ども達はもとより、すべての市民の皆
さまが豊かさや幸せをより実感できる生活の実現に
向けて、市議会では皆さまの声をまちづくりに広く反映
できるよう、議員が力を合わせ「チーム議会」として最善の
努力をしてまいる所存でございます。さらに、市民の皆さま
に議会活動をより身近に感じていただけるよう意見交換
ができる機会を積極的に設けていきたいと思っており
ます。皆さまも是非議場へもお越しいただき、議員の生の
声をお聞きください。
　どうか今年も市議会へのご理解をいただき、ご指導を
賜りますようお願い申し上げます。
　年の初めにあたり、みなさまのご健康とご多幸を心から
お祈り申し上げ、新年のあいさつといたします。

長久手市議会議長
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