
1716 広報ながくて　2020年 1月号

1月
日 月 火 水 木 金 土

・広報紙に掲載している情報を一覧にしたものです。ただし、一部の掲載を省略しています。
・行事名後の丸囲みの数字は広報紙の該当ページを、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：a2　 は2月号1ページの意味 )
・子ども・親子向けイベントピンク色、シニア向けイベント緑色

青少年児童センター→青児
下山児童館→下児
上郷児童館→上児

西児童館→西児
南児童館→南児
市が洞児童館→市児 2月の主なイベントイベントカレンダー

1日(土)
10:00訓練生実習作品の販売z
10:00味噌作り体験y
10:00サイエンスフェスティバルz
13:30炭の装飾品を作ろうt
13:30古戦場公園再整備事業
　　　市民報告会y
14:00劇団前進座 歌舞伎講座s18:30
2日(日)
10:00マリンバ作りt
14:00劇団前進座 立廻り体験s

4日(火)
13:30映画で生活支援サポーターに
　　　ついて考えようz

5日(水)
10:00リズムあそび・ぴょんぴょんu

6日(木)
13:30剪定講習会v
14:00午后の佇みr-

7日(金)
13:30もっとパソコンを楽しもうw

8日(土)
14:00劇王 2020r-18:30
14:00愛知県立大学講座【全 2回】z
9日(日)
10:00月釜茶会C4
13:30まち活パーティーx
15:00劇王 2020決勝戦r-

10日(月)
13:30ＨＡＰＰＹヨガ講座y

11日(火・祝)
11:30うたのたねw^14:00
13:00 8市町合同就職ガイダンスx17:00    
14日(金)
10:00リズムあそび・ぴょんぴょんu
19:00 JAZZ長久手w^

15日(土)
10:00味噌作りt
10:00おもしろパンを作ろう！u
14:00市合唱団定期演奏会v^

16日(日)
10:00ひな人形作りt

22日(土)
10:00竹林整備t
14:00ながくて寄席r-
17:30金星と冬の星座を楽しもうt

23日(日・祝)
10:00書道・さし絵講習会t
13:30スポーツ講演会o

28日(金)
13:30シルバー人材センター
　　　入会説明会v

29日(土)
14:00前進座創作歌舞伎w^

10:00 鏡開きu^
10:00 シネマで逢いましょうv^14:00
10:30 おはなし会u
13:30 地域ブランディング
         シンポジウムx
14:00 あのドクターに　あのお話しをE

  9:30 ネイチャー探検隊v
10:00 まちセンカフェx
10:00 古戦場公園再整備事業
         市民ワークショップy
11:00 ブックスタートのおはなし会u
12:00 ガレリアコンサートr
14:00 おはなし会u
14:00 長久手ふるさとかるた大会x
14:00 喫茶オレンジl
15:00 乳幼児向けおはなし会u

  9:45 小中学生陸上教室o
10:00 環境基本計画
          ワークショップ④x^
10:00 絵画コンクール　表彰式r
10:00 豆腐作りを体験しようu^
10:30 英語のおはなし会u
11:00 きららの里l
13:30 クッキングv
17:00 ままごとs-19:00

10:00 いきいき倶楽部
　　　　（老人憩の家「椿荘」
　　　岩7地区）w
10:00 幼児教室（南児）v
10:00 ボランティア講座
　　　　【全 6回】y^
10:00 スマホ講座【全 4回】s^
13:30 いきいき倶楽部
　　　　（市が洞小校区
　　　共生ステーション）w
19:00 第 5回長久手市スポーツ
          推進計画市民部会z^

10:00 いきいき倶楽部
          （楓老人憩の家）w
19:00 ごみの減量説明会i

10:00 いきいき倶楽部
　　　（蟹原シーズンズ）w
10:00 いきいき倶楽部
　　　　（老人憩の家「椿荘」
　　　岩6地区）w
10:00 幼児教室（上児、南児）v
13:00 なないろカフェバンバンl
13:30 あかつきの会w
13:30 シルバー人材センター
　　　入会説明会v

10:00 いきいき倶楽部
　　　　（長配三丁目集会所）w
10:00 シネマの楽しみr14:00
10:30 親子で遊ぼう教室
　　　【全 3回】t^
14:00 ラジオ体操交流会y^

  9:45 図書館を
　　　利用してみよう！x
10:00 いきいき倶楽部
　　　（丸山住宅集会所）w
14:00 講演会「理解の数だけ
　　　笑顔が生まれる」z^

10:00 いきいき倶楽部
         （睦老人憩の家）w
10:00 図書修理ボランティア
　　　養成講座【全 3回】y^
10:00 幼児教室（青児、西児、市児）v
13:30 いきいきライフパーティーw
14:00 いきいき倶楽部
         （上川原集会所）w

  9:30 骨密度測定会y^
10:00 いきいき倶楽部
         （長久手ニュータウン
          集会所）w
10:00 ボラ活z
11:00 乳幼児向けおはなし会u
20:00 ふらっとクインテットr

10:00 いきいき倶楽部
         （丁子田集会所）w
10:00 創作ワークショップ（2）y
10:00 幼児教室（西児）v
11:00 音楽デリバリー（上児）v
14:00 スポーツボイスw
18:00 らくカフェl
19:00 第 5回初クラ講座v^

10:00 いきいき倶楽部
　　　（老人憩の家「永和荘」）w
10:00 めりーらいん講座y
10:00 幼児教室（青児、市児）v
10:00 絵画コンクール　作品展
　　　【～ 26日】r
13:30 いきいき倶楽部
　　　（色金老人憩の家）w
19:00 ごみの減量説明会i

10:00 ぴょんぴょんv
10:00 リズムあそび・ぴょん
　　　ぴょんu
10:40 スポーツボイスw
19:00 ごみの減量説明会i

10:00 いきいき倶楽部
　　　（段ノ上集会場）w
10:30 給食センター見学
　　　　試食会x^
19:00 第 6回初クラ講座v^

10:30 みんなあつまれ !! あそびの
　　　ひろばt^

10:30 大人のおはなし会u
13:30 創作ワークショップ（1）y

10:00 幼児教室（下児）v
13:30 いきいき倶楽部
　 （蟹原集会所）w
13:30 災害時看護師等
　　　 ボランティア研修会y^
19:00 ごみの減量説明会i

10:00 いきいき倶楽部
　　　（長湫八分会集会所）w
10:00 幼児教室（下児）v
13:30 いきいき
　　　　ライフパーティーw
18:00 ままごと　学生向け
　　　ワークショップs-

13:30 いきいき倶楽部
　 （茜老人憩の家）w

10:30 成人式x^

  0:00 恵比須天・大黒天公開z
  9:30 お正月遊びu^

  6:00 左義長z  6:30
  7:00 第 522回　歩けあるけ運動o

  8:30 新春ふれあいマラソン　　-

11:00 座☆ＮＡＧＡＫＵＴＥs14:00

  9:00 マイナンバーカード等の
　　　休日窓口B
10:00 ごみの減量説明会i
13:00 ままごとs-15:00
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  9:30 住宅借入金等特別控除
13:30 の確定申告相談会k
10:00 いきいき倶楽部
　　　（老人憩の家「さつき荘」）w
13:30 創作ワークショップ（3）y
19:00 ごみの減量説明会i

  9:30 住宅借入金等特別控除
13:30 の確定申告相談会k
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統計情報

人口 2019年12月1日
現在（先月比） 交通事故（人）

軽　傷
重　傷
死　亡 1

1
22

2
6

227

0

犯罪 発生状況（件）

32 331 319

13
315

2019年
累計

前年同期

月間異動数（11月）
転　　　　入

出　　　　生
死　　　　亡 刑法犯

2 16 10うち侵入盗

2019 年
累計

前年同期

※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。

11月

11月

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。）

月～金※

23日（木） 13:30-16:30

9:00-17:00

10:00-15:30毎週 月～金※

31日（金） 14:00-16:00

平日  8:30-17:15 要予約

と き と こ ろ 問 合 先内 容（　は要予約）予

予成 年 後 見

予ひ と り 親 家 庭

10:00-12:0021 日（火）

予こころの相談室

予こころの健康相談

家 庭 児 童 相 談 室
虐待等相談・通告

10:00-16:00

10:00-15:3010日（金）
24日（金）

女 性 相 談
　（男性も相談可）
予

予約時調整9日（木）、14日（火）予子育て相談（就学前児童）

21日（火）

家庭児童相談室専用ダイヤル
(63-9500)

　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)

市役所西庁舎1階 子育て支援センター

市役所本庁舎2階 子ども家庭課

市役所本庁舎2階 子ども家庭課　　 子ども家庭課（56-0633）

保健センター

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)

健康推進課(63-3300)

税務相談（事業者対象）
金融相談（事業用資金）

子ども家庭課（56-0633）

子ども家庭課（56-0633）

商工会館 商工会（62-7111）

転　　　　出

うち孤独死・孤立死※ 1 10:00-16:00
（12:00-13:00 除く）年    金     市役所本庁舎1階 相談室 保険医療課（56-0618)17 日（金）

と き と こ ろ 問 合 先内 容（　は要予約）予

市役所西庁舎2階 悩みごと相談室

悩みごと相談室（56-0551）

消費生活センター
（64-6503）消 費 生 活 相 談

13:30-16:3014 日（火） 市役所本庁舎2階 打合せ室1

13:00-16:009日（木）、23日（木）

行 政 相 談
不 動 産 相 談

13:30-16:3016 日（木）
9:00-16:00 社会福祉協議会 (62-4700)

予生活困窮者相談
人    権 福祉の家1階 相談室 電話相談も可

福祉の家1階 相談室

行 政 書 士 相 談
（予約は3日前までに）
予

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

火～土(2、3、4、14日は除く)

問 合 先

司 法 書 士 相 談 13:30-16:3016日（木）、28日（火）予

ボ ラ ン テ ィ ア     福祉の家１階 ボランティアプラザ ボランティアセンター
(61-3434)13:30-16:00　毎週水曜（1、29日除く）

予法 律 相 談

　9:00-12:0016 日（木）

毎週月・火・水・金曜日
　 ※1日（水）・3日（金）13日（月・祝）・

31日（金）はお休みです

市役所西庁舎2階 第7会議室
市役所北庁舎2階 第5会議室

13:00-16:008 日（水）

10:00-12:0016 日（木）予

総人口 　59,338 ＋26
＋15
＋11
＋8

男　性 　29,432
女　性 　29,906
世帯数 　24,261

219

45
38

200

発 達 相 談 11:00-16:009 日（木）、16日（木）予

職 業 適 性 検 査
＆ 就 職 相 談

たつせがある課
(56-0641)市役所本庁舎2階 打ち合わせ室1

※…1～3日、13日（月・祝）は実施しません。 

※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。


