
写真で見るながくて
たつせがあるフォーラム
～市民、市職員が一緒に進めるまちづくりへ～

「市民の力を活かすまちづくり」
…その途中（前編）

【写真】 給食中に突然、戦隊コスプレの演奏者が登場！／2月12日　長久手小
（詳しくは裏表紙の下を見てください）
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たつせがあるフォーラム
～市民、市職員が一緒に進めるまちづくりへ～
　２月８日（土）、長久手に今年はじめて雪が降り積もった極寒の日、福祉の家の集会室はこれまでにない熱気
に包まれていました。
　コミュニティデザイナー山崎亮さんを迎え、市民のみなさんと、市長をはじめ市職員が入り混じってのフォー
ラムが行われ、約120人がそれぞれの「自分のまちへの想い」を語り合いました。
　このフォーラムをきっかけに、若手市民と、市の若手職員「長久手おむすび隊」による協働プロジェクトを始
動させ、新たな視点と発想で、長久手の地域課題の解決に取り組んでいきます。

写真で見るながくて

2 014年3月号 03



　市が掲げる３つのフラッグ（政策の
基本理念）の１つ目が「一人ひとりに役
割と居場所のあるまち」です。かつて
は誰もが地域にあった役割や居場所
を取り戻し、みんなが互いに助け合い、
生きがいを持って暮らせるまちを目指
しています。
　そんなまちを作っていくために、市
では、各分野で市民のみなさんの力を
活かしたまちづくりを進めようとさま
ざまな取り組みを進めています。ちょ
うど１年前の広報紙でもこうした取り
組みを紹介しましたが、今回はその続
編として、主にこの１年間の状況や新し
い取り組みなどについて、今月号と来
月号の連載で紹介します。

　文化の家の運営を、市民と行政が一緒に学びながら、企画・運営の課題を確認したり、具体的な改善
策を考えたりして、市民を交えた新しい施設の運営の形を模索するため、平成25年度から4本の柱を立
ててプロジェクトをスタートさせました。　【文化の家】

　今後は、この1年の取り組みの成果を基にプロジェクトを再編し、さらに文化の家のことを市民に知っ
てもらえるような取り組みや、事業への市民参加を推進する仕組みづくりを検討していきます。

文化の家  市民参画プロジェクト
（夢さがし★発見★実現★文化の家プロジェクト）

「
市
民
の
力
を
活
か
す
ま
ち
づ
く
り
」…
そ
の
途
中

つながり

　プロジェクトの核として、約20人の市民と市職
員とが月１回集まり、文化の家のあり方について
活発な議論を交わ
しています。テーマ
の一つである「施
設利用と市民優先
予約制度」について
の報告書を年度内
に作成予定です。

　たくさんの人に文化の家のことを知ってもら
おうと、文化の家への夢を語りあうワークショッ
プと、文化マス
タープランを
学ぶ勉強会を
行い、合計で
90人が参加し
ました。

　文化の家の「森のホール」の舞台が動く様子な
どを見てもらい、施設の全容を学んでいただくツ
アーを行い、35人が参
加しました。また、市民
モニターに文化の家の
公演などを実際に見学、
体験してもらい、率直な
意見を聞きました。

　市民がさまざまなアイデアを出し合い、自ら主体
となってイベントを企画・運営する“アイデンカフェ”。
昨年8月の「な
がくて納涼まつ
り」にあわせ
て、コンサート
等を催す「花火
deナイト」を行
いました。

1 ワーキンググループ 2 アイデンカフェ

3 ワークショップ 4 舞台見学ツアー・モニター制度

特集

［前編］
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福 祉 ーふくしー

　認知症について正しく理解し、認知症の人
やその家族を温かく見守る応援者を養成す
るため、講師役であるキャラバンメイトと連携
し、平成19年度から講座を開催しています。
　今年度は、市民や市内の小学5年生及び中
学2年生を対象に11回講座を行い、934人が
参加しました。引き続き養成講座を開催して
いきます。　【長寿課】

認知症サポーター
の養成

　「地域福祉」の推進に
向けて、市民と市職員・社
会福祉協議会職員とが
共に学び、地域の現状や
課題について話し合うと
ともに、自治会・民生委員
児童委員等との連携・情
報共有の場として、昨年
12月から始めています。
　「認知症」、「引きこもり」など、毎回テーマを設定し、テーマ
への理解を深めるとともに、地域でできる取り組みを考えてい
ます。
　西小校区と北小校区で各３回開催しており、今後も月１回
程度のペースで継続しながら、他の小学校区でも開催してい
く予定です。　【福祉課】

地域福祉学習会

　高齢者の生きがいや健康づくりを目的に行っている長生学園（長島温泉への日帰
り親睦旅行）を、今年度から実行委員会形式で行いました。実行委員会には、公募
で集まった元気な高齢者10人が参加し、準備や当日の運営を行いました。
　来年度も同様な形で行い、絆を深められるような行事にしていきます。 【長寿課】

長生学園の市民スタッフでの運営

　在宅の高齢者が抱える「電球の取替え」や「庭の
草取り」などの日常のちょっとした困りごとを、100
円または500円のワンコインで、元気な高齢者が
有償ボランティアとしてお手伝いする事業です。
　この事業は、
昨年6月1日から
スタートし、平成
26年1月末時点
で、54件の実績
がありました。引
き続き利用者や
有償ボランティア
の拡大を図って
いきます。
【長寿課】

ワンコインサービス

　住民の健康
づくりを進める
ための方法を
住民部会で検
討しつつ、計画
の推進活動を
行っています。
　平成25年度
は住民部会を8回行ったほか、元気マン体操の普及のため校
区運動会（南小）やスポーツの祭典に参加、市内小学校（3校）
で喫煙防止教室の寸劇、健康展での計画周知のための活動な
どを行いました。
　また、今年度長久手市健康づくり計画（第2次）を策定し、一
層の健康づくり活動の推進を進めていきます。 【健康推進課】

長久手市健康づくり計画
住民部会
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防災・防犯・交通安全 ーぼうさい・ぼうはん・こうつうあんぜんー

「市民の力を活かすまちづくり」…その途中  ｜前編｜特集

　これまで一つの小学校を会場として行っていた防災訓練について、各地域に
おける防災力の向上や、防災における課題を見つけることなどを目的として、す
べての小学校区で市内一斉に訓練を行い、3,000人以上が参加しました。
　訓練の内容は、あらかじめ決められたものではなく、計画段階から自治会連合
会や区などが主体となって検討して実施しました。
　また、自治会等が主体となった自主防災講習会も各地で盛んに実施され、平成25年度の実施回数は、50回に迫る
勢いとなっています。　（※市内一斉防災訓練の振り返りを、今月号の12,13ページで特集しています）  【安心安全課】

市民主体の防災訓練

　ＭＪＭとは「まちは 自分で 守る」の頭文字をとったものです。地域を自分たちで守っていくにはどうすればよい
かについて、自治会連合会の役員などが集まり、「防災」や「防犯」を切り口に、検討を重ねています。
　平成25年度は、1月末までに自治会活動についての会議を4回、消防団活動についての会議を4回実施してお
り、ここでの議論がきっかけとなって、市内一斉防災訓練が実現しました。

ＭＪＭ会議
エム     ジェイ   エム

M                   J                    M

　小学校の通学路が安全かどうか、各小学校のＰＴＡが行っている通学路安
全点検に、市職員、時には警察署員が加わって現地確認をしています。
　実際の通学路等を一緒に歩いて考えることで、危険箇所を様々な視点から
とらえることができ、問題を迅速に解消したり、保護者に子ども自らが身を守
ることについて考えていただいたりする機会となっています。
　平成25年度は4小学校で、計17回実施しました。今後も学校に呼びかけ、安
心安全なまちづくりを展開していきます。　【安心安全課】

市民とともに進める通学路安全点検

　市民の自主的な
防犯活動を推進す
るため、自主防犯団
体設立のための情
報提供や活動支援
物品の貸与などを
行っています。

　また、防犯ボランティアとしてのスキルアップを目
指した講座や団体同士の連携づくりのための連絡
会議などを行っています。
　現在、市登録自主防犯団体は20団体あり、うち2
組の団体が、平成25年度から新たに登録して活動
を始めました。今後も、地域の防犯力を高めるため、
様々な形で支援を行う予定です。　【安心安全課】

自主防犯ボランティア
団体の設立・活動支援

　市内では、｢若者｣「自
転車」が関わる交通事
故が多いことから、市
内の学生団体に「秋の
交通安全キャンペーン」
に協力してもらい啓発
活動を行ったり、県立
芸術大学の大学院生に
市オリジナルの自転車安全利用周知啓発チラシをデザイン
してもらったりしています。
　今後も、大学や市民団体と協力しながら、効果的な啓発
活動を行っていきます。　【安心安全課】

交通安全啓発への
大学生の協力
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広報・広聴 ーこうほう・こうちょうー

　家庭の主婦を中心と
して結成された市女性
消防クラブは、現在6支
部（上郷東・上郷西・岩
作・長湫・草掛・下山）
107人のメンバーで、初
期消火の重要性の周知

や市民の防火意識向上のため、防災訓練などに積極
的に参加し、炊き出し訓練や初期消火指導などを行っ
ています。
　また、応急救護ボランティアは、市民への応急手当の
普及啓発活動を行っており、平成25年度は、自治会の
方々など市民に対し
応急手当の講習を6
回行い、181人が受
講しました。
【消防署】

消防や救護活動に
おける市民参加

　市が行っている事業
について、各回テーマを
設定し、担当部署から事
業の進捗や課題を説明
した後、参加者から提案
などを受けて議論を深
めます。行政と市民が共
に市政を学び、一緒にまちづくりを進めていくための
勉強会です。
　平成25年度は、「マイレール・リニモ」など5つのテー
マで、計3回開催しました。　【情報課】

市政まなび舎

　市政・広報モニター制度は、これまで毎年10人に委嘱し、1年間継続的に意見
を聴いていましたが、平成25年度から、よりたくさんの人から幅広い意見を聴く
ため、インターネットを活用した簡易な方法に変更しました。
　1月末時点で96人がモニターとして登録し、主に広報媒体に関して、ほぼ月１
回のペースで意見を聞いています。　【情報課】

市政・広報e-モニター「ながモニ」

　広報媒体の作成に市
民が参加することで、よ
り幅広い視点からの情
報発信を行うことをねら
いとしています。
　平成25年度は、前年度の課題だった記者の負担軽
減や年齢・性別層の拡大を図るために制度を改善しま
した。市民記者ホームページに記事を掲載し、広報紙
で紹介を行う形とし、17名が登録して、約170記事（1
月末時点）が掲載されています。また、市民記者の勉
強・交流の場「市民記者わいわいサロン」を3回実施
し、記者のスキル向上を図っています。　【情報課】

市民記者

　中央図書館の運営にあたり、たくさんの市民ボラン
ティアが活躍しています。
　返本作業や書架整理を行うボランティアとして７
人、破損した図書の修理を行うボランティアが10人登
録し、気持ち良く使える図書館を維持するため活動を
行っています。
　また、読み聞かせの
イベントにもボランティ
アが活躍しており、乳
幼児向け、小学生向
け、英語等、さまざまな
おはなし会を定期的に
行っています。　【中央図書館】

図書館運営への
市民参加
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経営管理課　☎56-0600

　平成25年8月号広報で、新しいまちのかたちづくりのための「市民目線で幸せを測る長久手独自の
モノサシづくり」について特集しました。今回は、この取組の経過や今後の予定について報告します。

記事 ID 5080

　長久手が目指すまちづくりの方向性：一人ひとりの幸福度が高い「日本一の福祉のまち」
　①市民生活や地域社会の状況を把握できているか？
　②まちづくりは目指す方向に向かって上手く進んでいるか？
　理想の長久手としていくために、このような点をだれもが確認できる「道具」が必要です。
そのために、市民目線による「ながくて幸せのモノサシづくり」に取り組んでいます。

「ながくて幸せのモノサシづくり」とは？

　昨年8月、関西大学の草郷孝好教授を講師に招き、キックオフイベントとして「地域
づくり講演会」を開催し、「幸せのモノサシづくり」への取組を始めました。
　それに続き、本格的なモノサシづくりに先駆けて「今のながくての生活と幸せを測ろ
う！」をテーマに、有志の市民と若手の市職員それぞれ約10人が参加し、「ながくて幸
せ実感調査隊」を結成しました。
　調査隊では、市民へのインタビューや7回のミーティングを重ね、現在実施している
「ながくて幸せ実感調査」のアンケート票づくりを行いました。（9ページ参照）
　アンケートの後は、調査結果の集計や分析を行い、みなさんにお知らせしつつ、みな
さんと地域の未来を語り合い、みなさんと描く未来の姿に向かっているかを確認して
いくためのモノサシづくりに取り組んでいきます。

「ながくて幸せのモノサシづくり」の取組状況は？

ステップ
第1 平成25年度

「今のながくての
生活と幸せを測ろう！」

★ながくて幸せ実感調査
　●市民の生活の現状と課題を調べる
　●アンケート調査票の作成
　　→5,000人対象のアンケート調査
　●市民の声集め
　　→市民インタビュー

ステップ
第2 平成26年度～

「幸せのモノサシを
つくりあげよう！」

★幸せのモノサシづくり
　●調査結果から見える今のながくての姿
　　→発表会
　●（仮称）ながくて未来の語り合い
　●幸せのモノサシづくり
　　→市職員、市民へのヒアリング  など

市民と市職員による「ながくて幸せ実感調査隊」で活動中

「ながくて市民の声集め in 市民まつ
り」の来場者から「幸せ」に関する
たくさんの生の声を集めました

ミーティングの様子
アンケート票づくりで「こんなこと質
問したい！」が提案されました
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　市では、長久手に住むみなさんの幸せの実感について調査するため、住民基本台帳から無作為で抽出した18歳以上
の市民5,000人を対象に「ながくて幸せ実感アンケート～みんなでつくろう幸せのモノサシ～」を実施しています。みなさ
んの生活の状況、さまざまな生活場面における行動や実感、地域との関わりを中心とした内容で、有志の市民と若手の
市職員が一緒に考えてアンケート票を作成しました。アンケート票が届いた方は、回答を記入の上、同封の返信用封筒で
３月24日（月）までに投函をお願いします。

「ながくて幸せ実感アンケート」にご
協力ください

ながくて幸せ実感調査隊の活動　～ながくて幸せ実感アンケート票作成までのストーリー～

第1回

第2回
第3回
第4回

第5回

第6回
第7回

平成25年
10月28日
11月25日
12月9日
12月20日

平成26年
1月26日
2月6日
2月12日

幸せのモノサシづくりや幸せ実感アンケートのねらいを知り、将来の長久手
の望ましい姿について話し合いました。
幸せ実感アンケートで質問したいこと、確認したいことについてグループワーク
で検討し、発表しました。
第2、3回で出し合った「こんなこと質問したい」をメンバーが投票し、アンケート
項目を選定しました。
第4回の選定をもとに作成したアンケート票に対して、改めてメンバー各自で
意見を出し合い、質問内容の修正や削除、追加などの検討を行い、アンケート
票を修正しました。

修正内容を確認し、メンバーから市長にこれまでの活動報告をして、調査隊で
作成したアンケート票を手渡しました。

幸せ実感アンケートの結果については、取りまとめ次第報告します。

～ 有志の市民と若手の市職員とで考
えたアンケートです！ ～

ながくて幸せのモノサシと幸せ実感アンケートについて、詳しくは市　でもお知らせしています。

市民の
声集め

平成25年
11月10日

「ながくて市民の声集め in 市民まつり」と題し、来場者に自身の幸福度と長久手
の幸福度、それぞれの理由を尋ねました。

　全国から55の自治体が参加する「住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体連合」＝通称「幸せリーグ」。平成25年6
月5日の設立を経て立ち上がった実務者会議の状況をお知らせします。

第1回実務者会議
平成25年7月24日
（荒川区役所）

【幸福度指標に関する事例報告】
荒川区民総幸福度（GAH）、北海道斜里町「幸福度アンケート調査」、
三重県松阪市「市民幸せ調査」、京都府京丹後市「幸福に関する取り組み」
【グループディスカッション】
地域の幸福や独自の取組について意見交換しました。この段階では荒川区が幸福度指標案
を提示しているものの、指標の活用を確立している自治体はありませんでした。

第2回実務者会議
平成26年1月9日
（荒川区役所）

【グループディスカッション】
「幸福度（調査）」、「幸福度（活用）」、「定住人口増加」、「町おこし」のテーマに分かれ、今
後の活動に向けて議論しました。長久手市は幸福度（調査）に参加しましたが、そのグループ
では共通の幸福度調査票を作成してはどうか、類似調査の自治体間比較を行ってはどうか
など、様 な々提案がありました。今後は、これらの提案を成果にしていくための検討を行います。

「幸せリーグ」の状況をお知らせします
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経営管理課　☎56-0600
記事 ID 5400

　市内の公共交通は、リニモ、Ｎ－バス、名鉄バスが市民の足を支
えているほか、近隣市が運営するバスの市内乗り入れなど、たくさ
んの交通事業者が連携してより利便性の高い公共交通を実現す
るため、さまざまな事業に取り組んでいます。

バスロケーションシステムの導入
　バス停で待っているとき、「バスはいつ来るの？」、「バスは今どこを走っているの？」と思ったことはないでしょうか？そんな
不安を解消するのが、３月１日からＮ－バスと名鉄バスで導入される「バスロケーションシステム」です。これは、バスの現在
位置や遅れ時間などの運行状況を、携帯電話やパソコンで確認できるシステムです。
　このシステムにより、いつでもどこでもバスの運行状況を確認でき、バス停でも安心してバスを待つことができるように
なります。

31から バスの走行位置や遅れ時間などがすぐわかる！

長久手市役所

10：40　藤が丘始発発車前

09：40　藤が丘ほぼ定刻で運行中

09：30　名鉄バスセンター1つ前を発車（約2分遅れ）

発時刻　行先（経由）運行状況[09：30現在]

長久手市役所　停

バス停に貼ってある
ステッカーのQRコードを携帯電話、
スマートフォンで読みとるだけ！

10：40　藤が丘
始発発車前

09：40　藤が丘
ほぼ定刻で運行中

09：30　名鉄バスセンター
1つ前を発車（約2分遅れ）

発時刻　行先（経由）
運行状況[09：30現在]

長久手市役所　停

2 014年3月号10

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5400


　４月１日から、愛知医科大学病院と藤が丘をつなぐ路
線が新設されます。
　これにより、愛知医科大学病院への利便性はもちろん
ですが、長久手高校生をはじめ周辺に住むみなさんの利
便性も向上します。
　ダイヤ等の詳細は、3月上旬から名鉄バス　（http://
www.meitetsu-bus.co.jp/）で確認するか、名鉄バス
㈱名古屋営業所（62-7677）へ問い合わせてください。

　３月１０日から、リニモの定期券のインターネット予約
サービスが始まります。
　これにより、駅窓口で待つことなく、速やかに定期券
を受け取ることができるようになります。
　通勤、通学でリニモを現在ご利用の人もこれからご
利用になられる人もぜひ活用してください。
　インターネット予約等の詳細は、リニモ　
（http://www.linimo.jp/）で確認するか、愛知高速
交通㈱（61-4781）へ問い合わせてください。

名鉄バス
愛知医科大学病院線新設

※新規路線申請中

41から 愛知医科大学病院と藤が丘が
路線バスでつながる！

リニモ 定期券のインター
ネット予約サービスが開始

310から 通常運賃より　　　　 お得です！
通勤 約3割
通学 約6割

リニモと名鉄バスの運賃が改定
　リニモと名鉄バスは、４月１日の消費税引き上げに
伴い、運賃が改定されます。
　運賃等の詳細は、リニモは　（http://www.
l i n imo . j p /）で確認するか、愛知高速交通㈱
（61-4781）へ問い合わせてください。また、名鉄バス
は、名鉄バス㈱名古屋営業所（62-7677）へ問い合
わせてください。

路線図 本館前

平和橋

下鴨田
南原山

藤が丘
（④番のりば）

愛知医科
大学病院

長久手文化の家北

研究棟前
隅田

山桶

愛知医科
大学

長久手市役所

長久手高校

長久手市
文化の家

情報課　☎56-0601

記事ID 3960

　第７回アンケートを12月10日～16日の期間で行い、96人中65人から回答いただきました（回答率67.7％）。結果
の詳細は市　で公表しています。

12月にリニューアルした市ホームページについてテーマ

市政・広報e-モニター 「ながモニ」第7回アンケートの結果

※四捨五入の関係で比率の合計が100％にならない場合があります。

良い
まあ良い
どちらともつかない
あまり良くない
良くない

1人（1.5％） 0人（0.0％）

19人
（29.2％）

36人
（55.4％）

9人
（13.8％）

以前のホームページと比べ、
「情報の探しやすさ」の印象
はどうですか？

Q2

良い
まあ良い
どちらともつかない
あまり良くない
良くない

2人（3.1％） 0人（0.0％）

27人
（41.5％）

29人
（44.6％）

7人
（10.8％）

以前のホームページと比べ、
「全体の見た目（デザイン）」の
印象はどうですか？

Q1

良い
まあ良い
どちらともつかない
あまり良くない
良くない

2人（3.1％） 0人（0.0％）

27人
（41.5％）

22人
（33.8％）

14人
（21.5％）

以前のホームページと比べ、
「トップページの作り（項目の配
置など）」の印象はどうですか？

Q3
7人（4.4％）

42人
（26.6％）

33人
（20.9％）29人

（18.4％）

21人
（13.3％）

9人（5.7％）
7人（4.4％）
6人（3.8％）

4人（2.5％）

市ホームページをもっと楽しくし
ていくために、どのような仕組み
やコンテンツがあると良いと思い
ますか？（あてはまるもの３つまで）

Q4

新しい情報をどんどん
発信していくこと
市の情報だけでなく、近隣
市町の情報や、商業施設の
情報なども掲載していくこと

マンガやアニメを使って情報
を発信していくこと

利用者のニーズに沿った情報
検索の方法を充実させること

ゲーム形式で情報を知ること
ができるコンテンツを設ける
こと

情報の受信だけでなく、利用者
からも情報を発信できること

市のホームページは「楽しく」
しなくても良い

動画を使った情報を発信して
いくこと

フェイスブックやツイッター
などのＳＮＳと連動すること
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なが
なび
ぃ

直撃が

一斉防災訓練を
ふりかえって
安心安全課　☎56-0611

記事ID 4949

　昨年１１月１７日に行った平成２５年度の防災訓練は、こ
れまでのように１つの小学校を会場として行うのではな
く、市内全ての小学校を会場として一斉に訓練を行いまし
た。初めて行ったこの一斉防災訓練について、防災訓練運
営会議の議長で、ＭＪＭ（まちは 自分で 守る）会議の議長
でもある林邦夫さんに、広報ナビゲーター「ながなびぃ」の
クーテシガーナが聞きました。

　　今日はよろしくお願いします～☆。
　　昨年11月に、初めて市内一斉の防災訓練を行った
ということですが、どんな風に行ったのですか？

　　共通の訓練として、地震が起こったと想定して、ま
　　ず、みなさんに各小学校に避難してもらい、避難者
名簿を記入してもらう訓練を行いました。その後は、炊
き出し訓練、応急手当訓練、初期消火訓練などを行い
ました。どのような訓練を行うのかは、自治会役員など
を中心に各校区で考えてもらったものです。

　　地域の人が自分たちで考えて訓練を行ったんです
　　ね。どのくらいの人が参加したのですか？

　　市全体で市民2,966人、参加していただいた団体や
　　市職員も合わせると3,327人もの人が参加しました。

　　本当にたくさんの人が参加したんですね！
　　訓練としては上手くいきましたか？ 

　　上手くいったと思っています。市内一斉に訓練を行
　　うことで出てくるさまざまな課題を見つけることが
ねらいだったので、課題がたくさん見つかったという意
味で、良い訓練だったと思っています。

　　例えばどんな課題が見つかったんですか？

　　どの校区でも出た課題として、高齢者や障がい者
　　など、避難するのに手助けが必要な人（※）への対
応があまりできなかったということが挙げられます。来
年度の訓練では今回の反省を活かしていきたいと考え
ています。

　　なるほど。そのほかの課題はどうですか？

　　自治会に加入していない人の参加が少なかったで
　　す。実際の災害時には当然そういった人も避難さ
れてくるため、今後は、自治会未加入者にも強く呼びか
けていきたいと思います。

　　確かに、3,327人って多そうにみえるけど、実際に
　　災害が起きたら、全市民（50,000人以上）が被災
しますからね。

　　そのほかにも、避難所を運営していく時は誰が責任
　　者になるのか？という課題もあります。場合によって
は、自治会連合会長などにある程度の責任を持っていた
だくことも必要だと思っています。しかし、そのためには、
自治会連合会長などがちゃんと避難所運営できるよう
な体制を作っておくことが必要だと考えています。

　　地域の人たち自身で避難所を運営することを、あら
　　かじめ考えなければならない、ということですね。

　　そうです。そうしないと、災害時に市職員だけでは
　　とても対応しきれない、ということが今回の訓練
で改めて分かりました。

　　今回の一斉訓練でたくさんの課題が見つかった
　　わけですが、今後はその課題に対応していくこと
になるのですか？

　　今回見つかった課題を、一気に全部解決することは
　　できないと思いますが、今後も訓練を続ける中で、
毎年少しずつでも解決していくことが重要だと考えてい
ます。

　　では、来年度も市内一斉で防災訓練を続けていくので
　　すね。

　　もちろん行っていきます。具体的な内容はこれから
　　検討しますが、避難訓練を行い、受付で避難者名簿
を作成するという流れは今年度と同じだと思います。し
かし、今年度よりも上手く進めるための工夫が必要だ
と思いますし、各校区が自ら計画して行う訓練について
も、今年度よりもレベルアップした内容を考えていく必
要があると思います。
　今後もこうした防災訓練を続けることで、私たち、一
人ひとりが防災意識を高めていくことが大切だと考え
ています。

　　訓練を重ねて、みんなの災害への意識を高めて、
　　はじめて災害に強いまちができあがっていくので
すね。
　今日はお話を聞かせていただき、どうもありがとうご
ざいました！ 

～訓練で見つかった課題とは？～

パート2

（※「避難行動要支援者」といいます。災害が発生し又は発生する恐
れがある場合に、自ら避難することが困難な人で、その円滑かつ迅
速な避難の確保を図るために、特に支援を要する人のこと。以前は
災害時要援護者という名称でした。）

避難所資機材設営訓練（南小学校） 搬送訓練（西小学校）
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　　今日はよろしくお願いします～☆。
　　昨年11月に、初めて市内一斉の防災訓練を行った
ということですが、どんな風に行ったのですか？

　　共通の訓練として、地震が起こったと想定して、ま
　　ず、みなさんに各小学校に避難してもらい、避難者
名簿を記入してもらう訓練を行いました。その後は、炊
き出し訓練、応急手当訓練、初期消火訓練などを行い
ました。どのような訓練を行うのかは、自治会役員など
を中心に各校区で考えてもらったものです。

　　地域の人が自分たちで考えて訓練を行ったんです
　　ね。どのくらいの人が参加したのですか？

　　市全体で市民2,966人、参加していただいた団体や
　　市職員も合わせると3,327人もの人が参加しました。

　　本当にたくさんの人が参加したんですね！
　　訓練としては上手くいきましたか？ 

　　上手くいったと思っています。市内一斉に訓練を行
　　うことで出てくるさまざまな課題を見つけることが
ねらいだったので、課題がたくさん見つかったという意
味で、良い訓練だったと思っています。

　　例えばどんな課題が見つかったんですか？

　　どの校区でも出た課題として、高齢者や障がい者
　　など、避難するのに手助けが必要な人（※）への対
応があまりできなかったということが挙げられます。来
年度の訓練では今回の反省を活かしていきたいと考え
ています。

　　なるほど。そのほかの課題はどうですか？

　　自治会に加入していない人の参加が少なかったで
　　す。実際の災害時には当然そういった人も避難さ
れてくるため、今後は、自治会未加入者にも強く呼びか
けていきたいと思います。

　　確かに、3,327人って多そうにみえるけど、実際に
　　災害が起きたら、全市民（50,000人以上）が被災
しますからね。

　　そのほかにも、避難所を運営していく時は誰が責任
　　者になるのか？という課題もあります。場合によって
は、自治会連合会長などにある程度の責任を持っていた
だくことも必要だと思っています。しかし、そのためには、
自治会連合会長などがちゃんと避難所運営できるよう
な体制を作っておくことが必要だと考えています。

　　地域の人たち自身で避難所を運営することを、あら
　　かじめ考えなければならない、ということですね。

　　そうです。そうしないと、災害時に市職員だけでは
　　とても対応しきれない、ということが今回の訓練
で改めて分かりました。

　　今回の一斉訓練でたくさんの課題が見つかった
　　わけですが、今後はその課題に対応していくこと
になるのですか？

　　今回見つかった課題を、一気に全部解決することは
　　できないと思いますが、今後も訓練を続ける中で、
毎年少しずつでも解決していくことが重要だと考えてい
ます。

　　では、来年度も市内一斉で防災訓練を続けていくので
　　すね。

　　もちろん行っていきます。具体的な内容はこれから
　　検討しますが、避難訓練を行い、受付で避難者名簿
を作成するという流れは今年度と同じだと思います。し
かし、今年度よりも上手く進めるための工夫が必要だ
と思いますし、各校区が自ら計画して行う訓練について
も、今年度よりもレベルアップした内容を考えていく必
要があると思います。
　今後もこうした防災訓練を続けることで、私たち、一
人ひとりが防災意識を高めていくことが大切だと考え
ています。

　　訓練を重ねて、みんなの災害への意識を高めて、
　　はじめて災害に強いまちができあがっていくので
すね。
　今日はお話を聞かせていただき、どうもありがとうご
ざいました！ 

避難してきた市民（長久手小学校）

炊き出し訓練（東小学校） 体育館内の様子（市が洞小学校）

避難所受付訓練（北小学校）
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市民記者の記事どんどんふえてるよ～☆ 情報課　☎56-0601
記事ID 3936

　今月も長久手市内外の冬
の美しい風景や興味深いイ
ベントの様子をたくさん紹
介してもらったよ。

ひなミッドと地上絵

「草掛防犯ガード隊」
便り（第１３号）

寒さ一番  健気な椿

「門かぶせの松」の剪定 新春親子凧揚げ大会

冬のモリコロパーク庭園散策

「ナッキー」の巨大キャップモザイクアート
市内に雪の滑り台登場！

白鳥庭園散策ファーストサーブ さん

http://nagakute0.wp-x.jp
市民記者ホームページ

で検索市民記者

モリゾー1104 さん ながくて 戦災う！
雲山和尚とは？

いくさ  わざわ

　「長久手の戦い」で戦死した人をと
むらった和尚さんの話をはじめ、長
久手の旧街道も一つ一つ紹介中！

ながくて　旧街道をゆく　やざこ道編、山口街道（猿投道）編

2014.02.08 
たつせがあるフォーラムに参加して

エコキャップ運動って
なんだろう？

玖號（きゅうごう） さん

たつせがあるフォーラムに参加し
ての記者さん自身の想いと、エコ
キャップ運動についての深い考察。

浮き島

ユリの木の生命力

山ちゃん さん
　杁ケ池公園で見られる自然の強
さや面白さを記事にしてくれたよ。
浮き島は長い年月かけて自然にで
きたんだね。

古地図でたどる長久手の地名

ぼんたさん

　地図と今に残る地名から昔の長久
手を分析。現状からは想像できない
ような地形だった場所もあるんだね。

　記事が公開されたらすぐに「ながなびぃ」のツイ
ッターでお知らせしているよ。こちらもフォローし
てね。
ID: @naganavii http://twitter.com/naganavii

アセンブル管弦楽団
第三回定期演奏会

　皆様の御来場を団員一同お待ちしており
ます。入場無料。全席自由。
　4月6日（日）13：30開場　14：00開演
　文化の家　森のホール
　ベートーヴェン「エグモント」序曲
チャイコフスキー「くるみ割り人形」抜粋　
ドヴォルジャーク　交響曲第８番。指揮者
宗川諭理夫　　工藤（090-1750-1917）

み んなの 掲示板3月
MAR. 情報課　56-0601

▶１枚の申請で、広報紙とホームページに
　掲載できます。
▶申請期限は発行日の前月５日までです。
▶同一の申請者が年度内に３回まで掲載で
　きます。　詳しくは、市　を見てください。
　4月号への掲載は、3月5日（水）までに
　申込。用紙は情報課や市　で配布。

記事 ID 3963 春休み親子・孫で楽しむ紅花染め体験
　紅花染めのピンク色と黄色を染料にする
ところから体験してみませんか。お一人でも
参加できます。
　3月26日（水）①10：00～12：00②13：00～
15：00
　福祉の家　工房１
　３歳以上各回定員15名（先着順）
　500円～　　持ち込み布も可。
　坂下（090-8155-0066）

０～３歳ころころくらぶリトミック体験会
　音楽専門講師陣によるピアノを使ったリ
トミックサークルの体験会です。
　3月17日（月）10：00～、11：00～（4月以降
も有り）
　長久手交流プラザ　多目的室
　500円
　メールか電話（夜間のみ）で申込。先着各
12組。　　
　宮島（72-7554　p93032@md.ccnw.ne.jp）

「赤ちゃん講座」
～赤ちゃん・幼児と共に～

　0才の赤ちゃんからほとんど不自由なく話
せるようになる3・4才の子ども達までのこと
ばの習得の道筋をたどってみませんか？
　3月5日・12日（水）10：00～11：00
　福祉の家　ボランティアプラザ
　市内及び近隣地域の0～4才の親子10人。
事前申込要。
　浅井弘子（090-2579-6529）

親子でよーい★どん！親子リズム体操体験会
　年齢や成長段階に合わせて親子で楽しく動きます。友達と
触れ合い体を使い、お子様の可能性を広げます。要電話申込。
　3月14日または28日（金）　11:15～12:00
　長久手交流プラザ
　H23.4月～H24.12月生まれのお子様とママ。
先着各15組。
　親子ふれあい体操・リズム・手遊び・体を
使った遊び・紙芝居等
　500円　　平林（090-7314-6555）
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こ の 紙 は そ の ま ま 取 り 外 し 、壁 等 な ど に 貼 っ て ご 活 用 く だ さ い

下肢静脈瘤について 東名病院　大塚　光二郎

の適応となります。治療には手術が必要になります。下肢静
脈瘤の手術にはいくつかの方法があり、医学の進歩に伴い局
所麻酔下で行う治療法もあります。当院では愛知医科大学
病院血管外科の医師が毎週木曜日午前、夕方に下肢静脈瘤
の専門外来をおこなっており、下肢静脈瘤に対する手術も施
行しています。
　下肢静脈瘤でお悩みの方、下肢静脈瘤の
原因、治療法について詳しく知りたい方は
どうぞ気軽に受診してください。

　足のふくらはぎ周辺の血管がボコボコふくれる、皮膚が
黒くなる(色素沈着)、場合によっては傷(潰瘍)ができて治ら
ない・・・・。それは「下肢静脈瘤」という病気の可能性が高
いと思われます。下肢静脈瘤には「足がだるい」、「痛む」、
「重い」、「疲れる」、「ほてる」、「かゆい」、「むくむ」、「夜足が
つる(こむら返り)」といった症状があります。ボコボコした
血管のふくらみによる美容的観点で悩む人もいます。下肢
静脈瘤の原因は足の静脈の弁の機能が損なわれる事で血
液が逆流し血管(静脈)がふくれてしまう事でおこります。検
査は主に超音波検査(エコー)を用い、診断は比較的容易で
す。下肢静脈瘤は悪性の病気ではないので、必ずしも治療
を必要とするわけではありません。しかし色素沈着、潰瘍
がある場合や下肢静脈瘤に伴う症状がつらい場合は治療

3月の納期限はありません

納期一覧月

診療案内日 間夜

日進市休日急病診療所
☎73-7555
午前9時～午後4時30分
（昼休憩1時間あり）診療時間

日進市蟹甲町中島22
（中央福祉センター内）　所 在 地

内科・小児科 診療科目

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

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。
高度救命救急センター ☎62-7500

愛知医科大学病院 時間外診療

記事 ID 1197

3保 健 ガ イ ド

13：30集合 妊婦母子健康手帳交付

パパママ教室
（１回目）

10日（月）
24日（月）9：45集合

24日（月）１０：３０受付～１１：３０終了

4 日（火）
15 日（土）9：１５受付～11：３０終了

13：１５受付～15：３０終了

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

と き 対 象　予

予

内 容（　  は要予約）
健康推進課 ☎63-3300

（　 は対象）

　パパママ教室
（2回目）※予約は土日のみ

　離乳食教室

　妊婦訪問

BCG接種

転入者予防接種等
説明会

こんにちは
赤ちゃん訪問

妊婦（訪問は妊娠中１回）

妊婦と産後1年未満の産婦

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）

訪問は予約制です。
（希望者は健康推進課へ連絡してください）

3～4か月児健診受診前

14日（金）

25日（火）

１０：00～１１：３０

１０：00集合

市内委託医療機関で受診してくだ
さい。受診の前に、市内委託医療
機関へ予約してください。

H25 年9月16日～H25年9月30日生
H25 年10月1日～H25年10月15日生 

主に第１子（４～５か月）をもつ
保護者（乳児同伴可）

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）

5 日（水） 9：１５～10：15受付18 日（火）

予

予

　妊産婦歯科健康診査予

予
防
接
種

母
子
保
健

【市内委託医療機関で接種してください（接種の前に市内委託医療機関へ予約してください）】
ヒブ、小児用肺炎球菌　　生後2～60月に至るまで

4種混合、三種混合、不活化単独ポリオ　　生後３～９０月未満
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

日本脳炎　　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
二種混合　　小学６年生
子宮頸がんワクチン　　小学校6年生～高校1年生

麻しん・風しん混合第2期と二種混合の実施期間は平成26年3月31日までとなります。まだ接種を
終えていない方は早めに接種を受けてください。実施期間を過ぎた場合は実費（有料）になります。

11/1から小児用肺炎球菌のワクチンが7価から13価に変わりましたが接種方法は変わりません。

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。

3月

記事
I D
1100

記事
I D
1192
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ま 話題ちの な が く て フ ォ ト ギ ャ ラ リ ー

　恒例の「長久手新
春ふれあいマラソン

大会」がモリコロパークで行われました。10km、5kmと小学
生2kmのマラソンの部、みんなで楽しく走るジョギングの部が
行われ、市内外から集まった約１，４００人の参加者は、思い思
いのペースで楽しんでいました。

寒風の中、
みんなでマラソン

　市の健康診
査を受けて保
健指導の必要

があった市民を対象とした健康教室が行われました。今回
初めて、愛知医科大学と長久手温泉の協力を得て行われ、
専門家の講義の後、実際に体操したり、温泉に入浴（希望
者）したりしてメタボの予防について学びました。

メタボ予防の
健康教室

　２回目の開催となる「リニモ沿
線合同大学祭」が愛・地球博記念
公園で開催されました。テーマは
“地域へ出かけるきっかけづくり”。
ステージでは、「長久手応援ソン
グひろめ隊」による歌と踊りをは
じめ、さまざまな演目が披露され
たほか、美味しい食べ物や楽しい
工作のブースなど、地域の魅力が
大集合し、会場は大勢の人でにぎ
わいました。

リニモ沿線地域の魅力が大集合 1 19日2 16日

日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

30 31

23 24

25 26 27 28 29

3月の

2 9 日

こどもファーム結成式（こど
も塾）

市民9人制バレーボール大会
長久手古戦場桜まつり
まちセンまつり
竹の食器「モーニングセット
づくり」（こども塾）
ガレリアコンサート vol.118

あったか昼食会【初回】

キッズ放送隊結成式（こども
塾）

春の市民テニス大会

里山で春のチョウを見つけよ
う！（こども塾）
カブトムシの幼虫探しと飼育
箱作り（こども塾）

鯉のぼり作り（こども塾）
長久手フォレスト合奏団第10回
記念演奏会「絆をつないで」

タケノコ掘りと調理体験（こ
ども塾）

モグラから野菜を守る「風
車」を親子で作ろう（こども
塾）

10：00

9：00
10：00
10：00
10：00

11：00

10：30

13：30

9：00

9：30

13：30

10：00
14：30

10：00

10：00

平成25年度長久手の民俗
資料展～なにに使った道具
かな？～【26日まで】
いきいき倶楽部（丁子田集
会所）
幼児教室（西児童館）
いきいき倶楽部（色金老人
憩の家）
くらしの講座

9:00

10:00

10:30
13:30

14:00

図書リサイクル市【9日まで（※3日
は休館）】
リニモ早春ウォーキング
竹イス作りをしよう（こども塾）
国際交流フェスタinながくて
2014

9：00

9：30
10：00
10：00

長久手市劇団 座★NAGAKUTE 
第25回公演「ねぼすけさん」
リニモ車両基地見学会

14：00

9：40
13：40

生涯を通じた健康づくりセミ
ナー

10：00

工作「まきまきビーズ」（青少年児
童センター、上郷・南児童館）
長久手市劇団 座★NAGAKUTE 
第25回公演「ねぼすけさん」

14：00

19：00

リニモ早春ウォーキング
英語の絵本のおはなし会
ホタルの幼虫の選別と放流（こ
ども塾）
愛知医科大学運動療育センター講演会
住民起業支援講座（基礎理解セミナー）
工作「まきまきビーズ」（西児童館）
観望会「冬の星空と木星を楽し
もう」（こども塾）

9：30
10：30
13：30

13：30
14：00
14：00
18：00

福祉講演会と見守りサポーター
ながくて養成講座（初級）

9：30

いきいき倶楽部（さつき
荘）
幼児教室（青少年児童セン
ター）
市民協働プロジェクトチー
ムワークショップ

10：00

10：30

19：00

いきいき倶楽部（草掛集会
所）
春休みリニモツアーズ
いきいき倶楽部（永和荘）
春休みボランティアに学ぼう
講座「炭をやいてみよう！」

10：00

10：40
13：30
13：00

おもちゃづくり・とんとん
幼児教室（上郷児童館）
富良野ＧＲＯＵＰ公演２０
１４冬「マロース」
カルテットの魅力は一生モ
ノ！Vol.4シベリウス

10：30
10：30
18：30

20：00

乳幼児向けおはなし会
ボランティア交流会
映像鑑賞会　

11：00
13：00
10：00
14：00

春休みリニモツアーズ12：40

歩けあるけ運動
応急手当講習会
リニモ早春ウォーキング
春の里山を楽しもう（こども塾）
男女共同参画講演会〈「好きなこ
と」をカタチに～何かを始めたい
と思っているママたちへ～〉
「布ぞうり」を作って履いて楽し
もう（こども塾）

7：00
9：00
9：30
10：00
10：00

13：00

春の野鳥観察をしよう（こども塾）
愛知・長久手学～大学の先生とバスツアー
に行ってみませんか？〈〈豊田市コース〉〉
介護保険地域密着型施設見学バスツアー
小学生料理教室
工作「まきまきビーズ」（下山児童館）
絵本・紙芝居の読み聞かせ
★ブックスタート事業 乳幼児向けおはなし会
アートスクール戯曲セミナー優
秀短編戯曲上演会
リニモ車両基地見学会

9:30
9:30

10:00
13:30
14:00
14:00
15:00
19:00

9:40
13:40

いきいき倶楽部（睦老人憩
の家）
いきいき倶楽部（長配三丁
目集会所）
ガーデニング講習会

10：00

13：30

13：30

5 日（土）

12日（土）

13日（日）

11日（金）

20日（日）

27日（日）

19日（土）

26日（土）

6日（日）

イイべべ ンントトカレンダーカレンダー

アートスクール発表会【16
日まで】
ガレリアコンサート　
vol.117

10：00

11：00

リズムあそび・ぴょんぴょん
（２・３歳）

10：30

23

24

19
26

27

26

24

24

24

24

27

27

27
21

1

1

17 2

6 2

9

27

2

6 2

24 12

6 2

6 2 6 2

6 2

9 2

9 2

20 2

4 2

17 2

6 2

9 2

17 2

20

21

24

春休みリニモツアーズ10：10

幼児教室（下山・南児童館）10：30

24

24
24

26

27

20
6

16 1

10 5

9 2

9 2

9 2

7 2

2

6 2

23

23
23

23

23

24
24

24

24
24

24

26
27

27

23

23

国際交流サロン
フィリピン

13：00

認知症家族交流会
演劇鑑賞会

13：30
13：30

書道・さし絵講習会（こど
も塾）
市民公開講座
小学生向けおはなし会
リニモ車両基地見学会

10：00

10：00
14：00
9：40
13：40

24

25

26

25

25

25

25

25

25

21

23

19

19

25

秋分の日

・広報紙に掲載の情報を一覧にしたものです。ただし、相談など一部の掲載を省略しています。
・子ども・親子向けイベントはピンク色の字、シニア向けイベントは緑色の字で表記しています。カレンダー内に表記の時間は催し等の開始時間です。
・行事名の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。さらにその後に小さな数字で「　」などが書いてある場合は、過去の広報紙に
掲載していることを表しています（例えば　は、1月号の意味）。

愛知・長久手学～大学の先生とバスツアーに
行ってみませんか？〈〈瀬戸＆長久手コース〉〉
ながくて環境フェアinながくてエコハウス
竹林整備をしよう（こども塾）
愛知淑徳大学・長久手市連携講座
「色から読み解く『源氏物語』」～人
物を彩る衣装と植物～【初回】
まちセンカフェ〈あそびの中で育つ力〉
長久手市卯塚墓園整備基本設
計（案）の意見募集

9：30

10：00
10：00
13：30

13：30

29

217

116

1224

27
26

26

29

4月号折込
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ま 話題ちの な が く て フ ォ ト ギ ャ ラ リ ー

　恒例の「長久手新
春ふれあいマラソン

大会」がモリコロパークで行われました。10km、5kmと小学
生2kmのマラソンの部、みんなで楽しく走るジョギングの部が
行われ、市内外から集まった約１，４００人の参加者は、思い思
いのペースで楽しんでいました。

寒風の中、
みんなでマラソン

　市の健康診
査を受けて保
健指導の必要

があった市民を対象とした健康教室が行われました。今回
初めて、愛知医科大学と長久手温泉の協力を得て行われ、
専門家の講義の後、実際に体操したり、温泉に入浴（希望
者）したりしてメタボの予防について学びました。

メタボ予防の
健康教室

　２回目の開催となる「リニモ沿
線合同大学祭」が愛・地球博記念
公園で開催されました。テーマは
“地域へ出かけるきっかけづくり”。
ステージでは、「長久手応援ソン
グひろめ隊」による歌と踊りをは
じめ、さまざまな演目が披露され
たほか、美味しい食べ物や楽しい
工作のブースなど、地域の魅力が
大集合し、会場は大勢の人でにぎ
わいました。

リニモ沿線地域の魅力が大集合 1 19日2 16日

日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

30 31

23 24

25 26 27 28 29

3月の

2 9 日

こどもファーム結成式（こど
も塾）

市民9人制バレーボール大会
長久手古戦場桜まつり
まちセンまつり
竹の食器「モーニングセット
づくり」（こども塾）
ガレリアコンサート vol.118

あったか昼食会【初回】

キッズ放送隊結成式（こども
塾）

春の市民テニス大会

里山で春のチョウを見つけよ
う！（こども塾）
カブトムシの幼虫探しと飼育
箱作り（こども塾）

鯉のぼり作り（こども塾）
長久手フォレスト合奏団第10回
記念演奏会「絆をつないで」

タケノコ掘りと調理体験（こ
ども塾）

モグラから野菜を守る「風
車」を親子で作ろう（こども
塾）

10：00

9：00
10：00
10：00
10：00

11：00

10：30

13：30

9：00

9：30

13：30

10：00
14：30

10：00

10：00

平成25年度長久手の民俗
資料展～なにに使った道具
かな？～【26日まで】
いきいき倶楽部（丁子田集
会所）
幼児教室（西児童館）
いきいき倶楽部（色金老人
憩の家）
くらしの講座

9:00

10:00

10:30
13:30

14:00

図書リサイクル市【9日まで（※3日
は休館）】
リニモ早春ウォーキング
竹イス作りをしよう（こども塾）
国際交流フェスタinながくて
2014

9：00

9：30
10：00
10：00

長久手市劇団 座★NAGAKUTE 
第25回公演「ねぼすけさん」
リニモ車両基地見学会

14：00

9：40
13：40

生涯を通じた健康づくりセミ
ナー

10：00

工作「まきまきビーズ」（青少年児
童センター、上郷・南児童館）
長久手市劇団 座★NAGAKUTE 
第25回公演「ねぼすけさん」

14：00

19：00

リニモ早春ウォーキング
英語の絵本のおはなし会
ホタルの幼虫の選別と放流（こ
ども塾）
愛知医科大学運動療育センター講演会
住民起業支援講座（基礎理解セミナー）
工作「まきまきビーズ」（西児童館）
観望会「冬の星空と木星を楽し
もう」（こども塾）

9：30
10：30
13：30

13：30
14：00
14：00
18：00

福祉講演会と見守りサポーター
ながくて養成講座（初級）

9：30

いきいき倶楽部（さつき
荘）
幼児教室（青少年児童セン
ター）
市民協働プロジェクトチー
ムワークショップ

10：00

10：30

19：00

いきいき倶楽部（草掛集会
所）
春休みリニモツアーズ
いきいき倶楽部（永和荘）
春休みボランティアに学ぼう
講座「炭をやいてみよう！」

10：00

10：40
13：30
13：00

おもちゃづくり・とんとん
幼児教室（上郷児童館）
富良野ＧＲＯＵＰ公演２０
１４冬「マロース」
カルテットの魅力は一生モ
ノ！Vol.4シベリウス

10：30
10：30
18：30

20：00

乳幼児向けおはなし会
ボランティア交流会
映像鑑賞会　

11：00
13：00
10：00
14：00

春休みリニモツアーズ12：40

歩けあるけ運動
応急手当講習会
リニモ早春ウォーキング
春の里山を楽しもう（こども塾）
男女共同参画講演会〈「好きなこ
と」をカタチに～何かを始めたい
と思っているママたちへ～〉
「布ぞうり」を作って履いて楽し
もう（こども塾）

7：00
9：00
9：30
10：00
10：00

13：00

春の野鳥観察をしよう（こども塾）
愛知・長久手学～大学の先生とバスツアー
に行ってみませんか？〈〈豊田市コース〉〉
介護保険地域密着型施設見学バスツアー
小学生料理教室
工作「まきまきビーズ」（下山児童館）
絵本・紙芝居の読み聞かせ
★ブックスタート事業 乳幼児向けおはなし会
アートスクール戯曲セミナー優
秀短編戯曲上演会
リニモ車両基地見学会

9:30
9:30

10:00
13:30
14:00
14:00
15:00
19:00

9:40
13:40

いきいき倶楽部（睦老人憩
の家）
いきいき倶楽部（長配三丁
目集会所）
ガーデニング講習会

10：00

13：30

13：30

5 日（土）

12日（土）

13日（日）

11日（金）

20日（日）

27日（日）

19日（土）

26日（土）

6日（日）

イイべべ ンントトカレンダーカレンダー

アートスクール発表会【16
日まで】
ガレリアコンサート　
vol.117

10：00

11：00

リズムあそび・ぴょんぴょん
（２・３歳）

10：30

23

24

19
26

27

26

24

24

24

24

27

27

27
21

1

1

17 2

6 2

9

27

2

6 2

24 12

6 2

6 2 6 2

6 2

9 2

9 2

20 2

4 2

17 2

6 2

9 2

17 2

20

21

24

春休みリニモツアーズ10：10

幼児教室（下山・南児童館）10：30

24

24
24

26

27

20
6

16 1

10 5

9 2

9 2

9 2

7 2

2

6 2

23

23
23

23

23

24
24

24

24
24

24

26
27

27

23

23

国際交流サロン
フィリピン

13：00

認知症家族交流会
演劇鑑賞会

13：30
13：30

書道・さし絵講習会（こど
も塾）
市民公開講座
小学生向けおはなし会
リニモ車両基地見学会

10：00

10：00
14：00
9：40
13：40

24

25

26

25

25

25

25

25

25

21

23

19

19

25

春分の日

・広報紙に掲載の情報を一覧にしたものです。ただし、相談など一部の掲載を省略しています。
・子ども・親子向けイベントはピンク色の字、シニア向けイベントは緑色の字で表記しています。カレンダー内に表記の時間は催し等の開始時間です。
・行事名の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。さらにその後に小さな数字で「　」などが書いてある場合は、過去の広報紙に
掲載していることを表しています（例えば　は、1月号の意味）。

愛知・長久手学～大学の先生とバスツアーに
行ってみませんか？〈〈瀬戸＆長久手コース〉〉
ながくて環境フェアinながくてエコハウス
竹林整備をしよう（こども塾）
愛知淑徳大学・長久手市連携講座
「色から読み解く『源氏物語』」～人
物を彩る衣装と植物～【初回】
まちセンカフェ〈あそびの中で育つ力〉
長久手市卯塚墓園整備基本設
計（案）の意見募集

9：30

10：00
10：00
13：30

13：30

29

217

116

1224

27
26

26

29

4月号折込
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こ の 紙 は そ の ま ま 取 り 外 し 、壁 等 な ど に 貼 っ て ご 活 用 く だ さ い

施 設 名 開 館 時 間問 合 先 休 館 日
63-1111
62-1711
61-3411
63-8006
63-9200
62-4840
62-6230
63-1311

64-6500

63-7474
64-6400
64-5331
64-0045

61-3131
64-5374
63-1111
62-1712
62-5190
63-1000
64-3511

64-2831
62-4700
64-2333

土・日・祝

なし
月
月、1日（土）
なし
7日（金）13：00～22：00［全館清掃のため］
月
24日（月）［全館清掃のため］

月

なし
10日（月）［全館清掃のため］
なし
月

月

月
日・祝
日・祝
3日（月）、10日（月）、17日（月）、21日（金・祝）、24日（月）、30日（日）
月
3日（月）

3日（月）

月
月

市 役 所
公 民 館（ 西 庁 舎 ３ 階 ）
文 化 の 家
中 央 図 書 館
長久手市サービスコーナー（Ｎピア）
交 流 プ ラ ザ
郷 土 資 料 室
農 村 環 境 改 善 セ ン タ ー
福 祉 の 家

セ ー フ ティ ス テ ー ション
ま ち づ く り セ ン タ ー
西小校区共生ステーション
平 成 こど も 塾 　 丸 太 の 家
色金山歴史公園茶室管理棟
な が く て エ コ ハ ウ ス
子 育 て 支 援 セ ン タ ー
青少年児童センター・児童館
交 通 児 童 遊 園
杁 ケ 池 体 育 館
長 久 手 温 泉 ご ざ ら っ せ

田園バレー交流施設あぐりん村

社 会 福 祉 協 議 会
障がい者相談支援センター

農産物直売所 9:00～18:00

8:30～17:15
9:00～21:00 日・祝/9:00～17:00
※申請は9:00～17:00
9:00～22:00
9:00～19:00 土・日・祝/9:00～17:00
10:00～19:00
9:00～22:00
9:00～17:00
9:00～21:00 ※利用のない場合は17:00閉館
9:00～21:00 日・祝/9:00～17:00
※受付業務は9:00～17:00

月・水・金/10:00～22:00 火・木・土・日・祝/13:00～22:00
9:00～21:00 日・祝/9:00～17:00
9:00～17:00 水・土/9:00～21:00

9:00～17:00
9:00～17:00
9:00～17:30
13:00～16:00 土・日/9:00～16:00
9:00～21:00 日・祝/9:00～17:00
9:00～23:00

9:00～17:00

ふるさと薬膳レストラン 9:30～17:00
9:00～17:00

9:00～17:00
9:30～16:00 
※抹茶サービス（有料250円）は9:30～15:30

消 費 生 活 相 談

人 権

法律（初回相談者優先）
行 政
不 動 産 相 談
年 金

ボ ラ ン テ ィ ア
女 性 悩 み ご と

家庭教育（青少年問題含む）

発 達 相 談

家庭児童相談室
虐待・DV等相談・通告

成 年 後 見

ひとり親家庭
ひとり親就業
子育て相談（就学前児童）

　こころの相談室

こころの健康相談

決 算 指 導
金融相談（事業用資金）
労 務 相 談
法 律 相 談

消 費 税 相 談

毎週水曜日
1日（土）、8日（土）

20日(木)

13日(木)、27日(木)
11日(火)
12日(水)

20日(木)

12日（水）、25日(火)
12日(水)
26日(水)

12日(水)

5日（水）、19日（水）

月～金

27日(木)

毎週  月・水・金
7日（金）

17日(月)、25日(火)
11日（火）、27日（木）

14日(金)

4日（火）
18日（火）
19日（水）
12日（水）
25日（火）

10:00～16:00

13:30～16:30
13:00～16:00
13:30～16:30
13:00～16:00
10:00～16:00
(12:00～13:00除く）

13:30～16:30
10:00～15:30

10:00～15:00
(12:00～13:00除く）

10：00～15：00

9：00～17：00

13:30～16:30

10:00～15:30
10:00～15:30
予約時調整
予約時調整

14:00～16:00

10:00～16:00
10:00～12:00
13:30～16:00
13:30～16:00
10:00～16:00

社会福祉協議会
(62-4700)

消費生活相談
専用ダイヤル
(64-6503)

行政課(56-0605)

保険医療課（56-0618)
ボランティアセンター(61-3434)
子育て支援課
（56-0633）
生涯学習課
（56-0627）
子育て支援課
（56-0633）
家庭児童相談室
専用ダイヤル
(63-9500)
尾張東部成年
後見センター
（75-5008)
子育て支援課
(56-0616)
健康推進課
（63-3300)
瀬戸地域産業
保健センター
(84-1139)

商工会（62-7111）

福祉の家1階　相談室
電話相談も可

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2階　第1会議室
本庁舎2階　第2会議室

本庁舎1階　相談室

西庁舎3階　講義室
西庁舎3階　学習室2

福祉の家ボランティアプラザ

西庁舎3階　教養会議室

西庁舎1階
子育て支援センター

本庁舎2階　第2会議室

本庁舎1階　相談室

保健センター

瀬戸旭医師会館

商工会館

予

予
予

予
予
予
予

予

予

予

予

予内 容（　  は要予約） と　　き と　こ　ろ 問 合 先

　　
月 

施
設
案
内

　月 
各
種
相
談

3

 建　　物  
 林　　野 
 車　　両 
 そ　の　他 
 月　　計 
 26年累計   
前年同期   

0
0
0
3
3
3
4

火 

災 

（
件
）

 急　　病  
 交通事故 
 一般負傷 
 そ　の　他 
 月　　計 
 26年累計   
前年同期   

89
15
19
12
135
135
131

救 

急 

（
件
）

交通事故 （件）

1月 1
1
0

0
0
1

29
29
33

26年累計
前年同期

死亡 重傷 軽傷

統計データ

人口 平成26年2月1日現在

総人口 52,873
26,423
26,450
21,140

＋112
+59
+53
+2

男　性
女　性
世帯数

（先月比）

月間異動数 （1月）
 出　　生  
 死　　亡 
 転　　入 
 転　　出    

70
29
273
202

（予約は前日までに）
1月

1月

3
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防災コラム

問問合先　 とき　 ところ　 対象　 内容　 費用　 申込方法　そその他　Fファクス　Eメールアドレス　 ホームページ

19　2 014年 3月号

教室名 期　間 曜日 回数 時　間 会　場 受講料 対　象 定員

☆小学生バレーボール
教室1期

4/12〜7/26
（休：5/3、17、24、6/7） 土 12 15：00〜17：00 杁ケ池体育館

アリーナ 3,600円 小学3〜6年 20人（3・4年）
20人（5・6年）

親子ショートテニス
教室1期

4/12〜7/5
（休：5/3、17、24、
6/7、14）

土 8 10：00〜12：00 杁ケ池体育館
アリーナ 3,000円 小学1〜3年と

その保護者 12組

スポーツ教室（平成26年度）

第452回　歩けあるけ運動 

剣道部　教室会員募集
毎週火曜日：杁ケ池体育館柔剣道場、

　毎週金曜日：長久手中学校武道場　18:30～20:00
市内在住の小中学生　
年会費12,000円（スポーツ保険含む）、体験入部費　

1,800円

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
3月1日（土）9:00〜7日（金）20:30に受講資格の証明を

持って仮申込。電話申込不可。代理申込可（受講者本人の
証明要）。9日(日)10:00から公開抽選。当選者は15日（土）

教室開催時に直接お越しください。
問代表者：岸上　善裕　電話：62-3895
　事務局：水野　修　電話：62-0314

20:30までに申込。この日までに手続きしない場合、キャン
セルとなり補欠当選者が繰り上がります。
そ☆の教室は、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。こども（中学生以下）500
円

　スポーツ推進委員と農村環境改善センター周辺5kmを
1時間程度かけて歩きます。

3月16日（日）7:00 ＊雨天の場合は、23日（日）
農村環境改善センター

愛知医科大学病院 運動療育センター　プール開放 
3月2、9、16、23、30日（日）10:00～16:30
市内在住の15歳以上の人（中学生を除く）
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
持ち物：スイミングキャップ、市民であることを証明できるもの

チーム登録説明会	 3月30日（日）9：00～10：00
（一週間前までに書類提出要）
トレーニング講習会	 3月26日（水）19：00～21：00
（前日までに申込要）	 3月30日（日）10：00～12：00

小学校体育館開放 
　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
　		いずれの日も、土曜19：00〜21:00

ところ と　き 主な内容

長久手小 8日、22日 ファミリーバドミントン

西小 8日、22日 ビーチボールバレー

東小 22、29日 ビーチボールバレー

北小 22日 ショートテニス、バドミントン

南小 22日 ファミリーバドミントン、ミニテニス

市が洞小 8日 ビーチボールバレー、夢バレー

体育協会主催　スポーツ大会
春の市民テニス大会（ダブルス） 市民９人制バレーボール大会

と き 4月13日（日）9:00から　＊雨天中止 4月6日（日）9:00から

と こ ろ 菖蒲池テニスコート　杁ケ池テニスコート 杁ケ池体育館　アリーナ

対 象 市内在住・在勤・在学の中学生以上 市内在住・在勤・在学者で構成されたチーム

料 金 1組3,000円。当日集金 1チーム2,000円。当日集金

申込方法 4月12日（土）正午までに杁ケ池体育館にある所定用紙で申込 3月23日（日）午後4時30分までに杁ケ池体育館にある所定用
紙で申込

問杁ケ池体育館　63-1000 記事ID	5248スポーツ

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5248


20   2 014年 3月号

　年齢・経験年数、演奏レベルなどの枠を超え、音楽と楽
器が好きな方なら誰でも自由に参加できるバリアフリー
なコンサートです。楽器がずっとさみしく押入れで眠って
いる人や最近楽器を始めたばかりの人、久しぶりに吹い
てみたいけど吹奏楽団に入るにはちょっと…と考えてい
るあなた！この機会にぜひ一緒に楽しみましょう！

5月25日（日） 開始14:45
森のホール
【演奏参加費】一般（大学生含む）：1,500円、高校生：
1,000円、中学生以下：無料　※公開リハーサルの見学、
コンサートの鑑賞は無料
3月1日（土）〜5月24日（土）に下記に申込。

自由演奏会inながくて実行委員会
090-9910-6184　http://jiyuu-nagakute.jpn.org/

円楽・たい平　二人会
ゲスト マギー司郎 記事ID	5287

　テレビで大人気の円楽とたい平､そしてゲストにマギー
司郎を招き、爆笑連続の落語会!円楽とたい平によるトーク
ショーもあります。

【出演】三遊亭円楽、林家たい平、マギー司郎（ゲスト）
6月28日（土）14:00（開場13：30）
森のホール
フレンズ会員・一般　前売3,800円、当日4,000円

全席指定、未就学児入場不可

発売中の公演
記事ID	3214

自由演奏会inながくて

アートスクール発表会

戯曲セミナー優秀短編戯曲上演会

記事ID	5284

記事ID	5285

記事ID	5286

　文化の家で開講するアートスクールの受講生による
発表会です。日頃の練習や創作活動の成果をご覧くださ
い。次年度の受講の参考にどうぞ。
展示の部

3月11日（火）～16日（日）10：00～17：00　 展示室
絵画、子ども美術・造形、デッサン＋アート、絵本

舞台の部
3月16日（日）13：00（開場12：30）　 森のホール
フルートアンサンブル、チェロアンサンブルの愉しみ、

クラシックギター、ジュニア弦楽アンサンブル講座、クラ
シックバレエ

　演劇の戯曲(上演台本)創作を学ぶアートスクールの発
表会です。受講生が書きおろした優秀短編戯曲を舞台上
演します。【演出】はせひろいち

3月15日（土）19：00（開場18：30）　 風のホール
第1話「教室」　山本史子	作、	第2話「スイカの種」　傍

島利一	作、	第3話「さよならしようね」　山田直子	作、	第
4話「父さんと海」　足立和久	作

文化の家　施設利用抽選会
5日（水）　（ホール【森、風】	H27.3月分）　
12日（水）　（その他の施設		H26.9月分）
受付9：30〜10:00　抽選会10：00〜

光のホール

チケット
取り扱い

問文化の家　61-2888
問N  ピ  ア　63-9200（窓口販売のみ）
問チケットぴあ　0570-02-9999 問

文化の家
61-3411チケット

販売

フレンズ会員　3月1日（土）
一　　　般　3月8日（土）
前売で完売の場合、当日券は販売しません。
文化の家の電話予約は発売日の翌日から受付

3/8（土）～9(日)	 長久手市劇団座★NAGAKUTE第25回公演
	 「ねぼすけさん」
3/13（木）	 平成25年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業	
	 富良野GROUP公演2014冬「マロース」
3/13（木）	 カルテットの魅力は一生モノ！vol.4シベリウス
4/20(日) 長久手フォレスト合奏団第10回記念演奏会
	 「絆をつないで」
5/11（日）	 愛知室内オーケストラACOクラシックキッズ	
	 コンサート！in長久手
	 2月号の記事内にて開演時間の誤りがありました。
	 お詫びして訂正します。
	 正	14：30開演（14：00開場）
	 誤	14：00開演（13：30開場）
	 ワークショップイベント「オリジナル楽器をつくろう！」
	 　3月1日（土）〜（先着100名）下記に申込。
	 愛知室内オーケストラ	 電話	76-7997
	 	 FAX	050-3488-6573
	 	 info@ac-orchestra.com

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5287
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=3214
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5285
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5286
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5284
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自転車盗難
121件
（-15 件）

車上ねらい
91件

（-35 件）
侵入盗
106件
（+2件）

部品ねらい
95件

（+10件）オートバイ盗
45件
（-2 件）

自動車盗
34件

（-11 件）

ひったくり
16件

（+10件）

自販機ねらい
7件

（-6 件）

性犯罪
5件

（-1 件）

強盗
2件

（-2 件）

振り込め詐欺
1件

（+1件）

（　）内は対前年比

（　）内は対前年比

（　）内は対前年比

南小
168件
（-2 件）

西小
95件

（+4件）

長久手小
85件

（+4件）

北小
73件

（-16 件）

市が洞小
61件

（-37 件）

東小 41件
（-2 件）

平成25年重点犯罪種（重点犯罪種：住民の身近に起こる犯罪11罪種区分）
〈犯罪種別の犯罪発生件数〉

〈小学校区別犯罪発生状況〉

523件
（-49 件）

〈年齢別死傷者数〉

子ども（～15歳）
31人（-11 人）

高齢者（65歳～）
53人（+7人）

一般
（25～64歳）
313人（+10人）

若者
（16～24歳）
129人（-1 人）

年 17.73 件）と愛知県平均の 13.04 件を上回り、近隣
の尾張旭市（13.58 件）、日進市（12.96 件）、豊明市
（12.01 件）、瀬戸市（10.59 件）、東郷町（9.76 件）
より高い数値でした。

　平成25年中の本市の交通事故件数は2,358件（対前年
比－40件）（内訳：物損事故1,944件（－50件）、人身事故
414件（＋10件））で、人身事故死傷者数は526人（＋5人）
と、前年と比べてほぼ横ばいでした。また、前年中、残念な
がら本市にて、交通死亡事故が1件発生し、1名の方の尊い
命が失われました。
（※交通死亡事故とは、交通事故に遭った人が24時間以内に死亡し
た事故のこと）
　年齢別死傷者数では、子どもの事故は減少しましたが、
若者はほぼ横ばい、一般と高齢者の事故は増加しました。

　平成 25 年中に市内で発生した重点犯罪は 523 件で、
前年より 49件（8.6％）減少しました。 刑法犯犯罪率（人
口千人当たりの犯罪件数）では、本市は 16.28 件（前

犯　罪

交通事故

ガレリアコンサート　vol.117
NewTones～2台のヴァイオリンによる春の嵐！

ガレリアコンサート　vol.118
長久手フォレスト合奏団「絆をつないで」
長久手フォレスト合奏団10年の歩み

記事ID	3103

記事ID	3103

　オリジナルアレンジで、クラシックから民謡、タンゴまで
様々なジャンルの音楽をお届けします。	コンサートでは春
の嵐のように激しい中に新しい出会いやときめきが見つ
かるかも！？
	【出演】	NewTones（ニュートンズ）【中川香（ヴァイオリン）、
松本一策（ヴァイオリン）、菅原拓馬（ピアノ・鍵盤ハーモニカ）】

3月11日（火）11：00　 アトリウム

　結成10周年を迎え、応援してくださったすべての皆さ
まに感謝の気持ちを込めて、10年間の思い出とともに演
奏をお届けします。

4月6日（日）11：00　 アトリウム

映像鑑賞会　屋根の上のバイオリン弾き（1971・米）179分 記事ID	3051

　ロシア革命前夜のユダヤ人迫害を背景に、ウクライナ
のユダヤ人一家の生活を描いたミュージカル。J・スタイン
のブロードウェイ劇をもとに映画化。1971年アカデミー
賞の三部門を受賞した傑作。（字幕上映）

3月20日（木） 10：00 / 14：00　
光のホール

平成25年犯罪・交通事故の発生状況　問安心安全課　56-0611 記事ID	3308

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=3051
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=3103
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=3103
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=3308


ひろば
シニアクラブにはいりませんか

　長久手市シニアクラブ連合会は、あなたのシニアライ
フを応援します。
　市内には各地区に20のシニアクラブがあり、心とか
らだの健康づくりを進める運動、高齢者が相互に支援
する友愛活動をすすめる運動や花のあるまち・ゴミのな
いまちづくりを進める運動などに取り組んでいます。あ
なたの楽しみがここにあります。ぜひ一緒に笑顔になり
ましょう♪興味のある方はぜひご連絡ください。詳しく
は市社会福祉協議会　でお知らせしています。
　市内在住のおおむね60歳以上の人

記事 ID 4132

いきいき倶楽部

健康体操

市シニアクラブ連合会事務局（市社会福祉協議会ボランティアセンター内）61-3434　

　市内在住の60歳以上の人を対象とした生きがい作りと交流を目的とした講座です。どの講座も、初めて経験する人
でも気軽に参加できる内容です。
　3月1日（土）～9日（日）までに申込。電話申込可。　　福祉の家
※定員を超えた講座は3月13日（木）13:30から公開抽選。
　受講料1回200円。材料費は実費負担。
　定員に満たない場合は開講1週間前まで受付。申込者が5人に満たない場合は開講しません。

高齢者生涯学習講座

木曜・午後
［初回］4/10

火曜・午前
［初回］4/8

水曜・午後
［初回］4/9

水曜・午後
［初回］4/2

火曜・午前
［初回］4/8

10回

10回

20回

10回

20人

20人

10人

10人水曜・午前
［初回］4/9 10回

体をととのえる
ピラティス

もっとパソコンを楽しもう
～パソコン入門編～

エアロビクスで若返り

はじ めての 陶 芸

すこや か 太 極 拳

たのしくカラオケ

内　容 曜日・時間帯 回数 定員講座名

10回 20人

20人

パソコンを始められた方、これから始める方を対象に、インターネット検索、
音楽ＣＤ作成等を通してパソコン操作を楽しく学びましょう。
※パソコンは各自持ち込み（持っていない人は、こちらで用意します。）

30人
×
2クラス

日曜・午後
［初回］4/6 20回

和のフィットネス
ＮＯＳＳ 日本舞踊の動きを使った、健康のための運動です。

初めて体験される方でも気軽にできるピラティスを行います。

初めての方でもできる簡単な動きで構成されています。
椅子を使いながら個々のペースで運動します。

陶芸の基本的な技術を使って、茶碗・皿・湯呑・花器などを作ります。

太極拳八段錦と楊名時健康太極拳24式、呼吸運動を行います。

カラオケを２時間楽しみましょう。

市社会福祉協議会　62-4700　【申込先】福祉の家　64-6500　

囲碁将棋教室 グラウンドゴルフ

2 014年3月号22
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記事 ID 3382

長寿課　56-0631　

地域支援事業（介護予防事業）
市社会福祉協議会地域包括支援センター　64-1155　

記事ID 4740

福祉の家 施設の休止等

歩行浴室・福祉浴室ともに利用休止
3月11日（火)10:00～11:00

歩行浴室のみ利用休止
3月5日（水)10:00～12:00

歩行浴インストラクターの来所日時
3月20日(木)10：00～11：00

温泉スタンドの休止日
3月3日(月)

記事ID 3403

福祉の家　64-6500　

【申込先】福祉の家　64-6500　

あったか昼食会
　閉じこもりやうつ、認知症の予防を目的に開催します。楽しくワイワイした雰囲気のなかでお昼ご飯を食べ、脳トレや
創作、体操、レクリエーションも行います。必要な人には送迎も行います。
 
　4月11日～9月26日の金曜日で月2回 10:30～13:30 全12回　
　福祉の家　教養娯楽室など
　市内在住の65歳以上の人（要支援・要介護認定者は除く）。定員20人。
　毎回850円（参加料200円、昼食代650円）※食の自立支援事業利用中の方は昼食代300円
　3月1日(土)～9日(日)に福祉の家へ申込。電話申込可。定員を超えた場合は、介護になるおそれの高い人から優先的に
受付し、それ以外は13日(木)10:00から公開抽選。

長生学園日帰り親睦旅行
の実行委員募集
　平成26年度も長島温泉日帰り親睦旅行を開催予定
です。一緒に運営し盛り上げてくださる実行委員を募集
します。
　①準備スタッフ…事業計画・準備事務など　②当日ス
タッフ…当日バスの添乗など　※①、②両方の希望も可。
　市内在住でおおむね60歳以上の人。募集人数10人
程度。
　3月20日（木）までに申込。電話申込可。
　活動日数に応じ報酬あり。

　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。

10：00～12：00 丁子田集会所

13：30～15：30

老人憩の家「さつき荘」
（前熊前山）

色金老人憩の家
（岩作南島）

3月5日（水）

10：00～12：00
13：30～15：30

10：00～12：00

3月12日（水）

3月19日（水）
13：30～15：30

草掛集会所

睦老人憩の家（助六）

長配三丁目集会所

10：00～12：00

老人憩の家「永和荘」
（杁ノ洞）13：30～15：30

3月26日（水）

時間帯 場　所日にち

いきいき倶楽部 長寿課　56-0631　

記事ID 3391

　3月28日（金）13：30～15：30
　西庁舎3階　学習室1・2
　認知症の人を介護している家族。
事前申込不要。

認知症家族交流会
長寿課　56-0631　

ほっと一息
介護の問題や不安を
抱え込まず、家族同士
で集まって悩みを話
したり、情報交換をし
たりしませんか。

2 014年3月号 23

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=3382
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=3403
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=4740


子育てのひろば

行事名 ところと　き 対　象 申込方法

リズムあそび・ぴょんぴょん

3/13(木)
10:30～11:30

おもちゃづくり・とんとん
〈「キャップ・タワー」作り〉

就園前の子と保護者20組
【持ち物】
•ペットボトルのキャップ
（4個以上）、シール
•ラップの芯（直径4cm以上）
•小石など（直径5mm以内）

3月3日（月）10:00～申込。
先着順。電話申込可。

西庁舎1階
子育て支援センター

西庁舎３階研修室【2・3歳】3/4（火）
10:30～11:30 2・3歳の子と保護者 事前申込不要。

子育て支援センターの行事
記事 ID 1463

　子育て支援センター　63-1111　内516

8日（土）

15日（土）

15日（土）

12日（水） 13日（木）
育児相談18日（火） 18日（火）

育児相談5日（水）

8日（土） 8日（土）22日（土）

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

行 事 名
対 象 時 間
対 象 ・ 定 員

大 会
（各館オリジナル）
市内の小学生対象

料 理 教 室
13：30～15：30
定員：小学生20名

工 作
「まきまきビーズ」
14：00～16：00 
定員：小学生20名

幼 児 教 室
10：30～11：30
幼児とその保護者
手遊び、工作、読み
聞かせ、体操など

3月は、各館でオリジナルの大会を行います。ぜひ参加してください!!
詳しくは、児童館だより3月号を見るか、各児童館に問い合わせてく
ださい。

児童館　3月の行事
記事 ID 4748

中央図書館 おはなし会
記事 ID 5256

　中央図書館　63-8006

行事名 ところと　き 対　象

3月22日（土）
10：30～11：00 

3月15日（土）
14：00～14：30

3月20日（木）
11：00～11：30

乳幼児向け
おはなし会

★ブックスタートパック配布対象者は
市内在住の平成25年4月以降生まれの子

絵本・紙芝居
の読み聞かせ

乳幼児と
その保護者

小学生と
その保護者

幼児から
低学年児と
その保護者

2階
ＡＶルーム

3月21日（金・祝）
14：00～14：45 

英語の絵本の
おはなし会
小学生向け
おはなし会

子供から
大人まで

3月15日（土）
15：00～15：30★ブック

スタート事業日
乳幼児向け
おはなし会

市内在住の
平成25年4月
以降生まれの子
とその保護者

※ブックスタート
　パックの配布は
　1人1回限りです。

　市子ども会連絡協議会（社会福祉協議会内　61-3434）
　地域の子ども会行事（新入生歓迎会、キャンプ、クリスマス
会など）やボランティア活動(募金活動など)への関わりを通
して、地域の子どもたちが楽しく行事に参加できるようにし
たり、集団活動や仲間づくりの大切さを教えたりする組織
です。
　４月に中学１年生～高校１年生になる人で、ジュニアリー
ダーとして活動を希望する人。募集10人。
　３月31日（月）までに申込。
★市子ども会連絡協議会の協力員として行事を手伝う成人
のボランティアも募集しています。

ジュニア・リーダーズクラブ
会員募集

お好み焼きを作ります。 3月1日（土）16:00～青
少年児童センターで受付。電話申込不可。※2月
に参加した人は、申し込みをご遠慮ください。申
し込まれた場合は、キャンセル待ちになります。

春休みボランティアに学ぼう講座
「炭をやいてみよう！」
　市社会福祉協議会ボランティアセンター　61-3434

　小学生対象の体験学習。炭を作りながら環境ボラ
ンティアの活動を知ろう！
　３月26日(水)13:00～15:30
　タケル窯（集合・解散：福
祉の家１階ボランティアプ
ラザ）
　市内の小学生　
　3月19日（水）までに電話
で申込。先着20人。
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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=4748
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5256


子育てのひろば

行事名 ところと　き 対　象 申込方法

リズムあそび・ぴょんぴょん

3/13(木)
10:30～11:30

おもちゃづくり・とんとん
〈「キャップ・タワー」作り〉

就園前の子と保護者20組
【持ち物】
•ペットボトルのキャップ
（4個以上）、シール
•ラップの芯（直径4cm以上）
•小石など（直径5mm以内）

3月3日（月）10:00～申込。
先着順。電話申込可。

西庁舎1階
子育て支援センター

西庁舎３階研修室【2・3歳】3/4（火）
10:30～11:30 2・3歳の子と保護者 事前申込不要。

子育て支援センターの行事
記事 ID 1463

　子育て支援センター　63-1111　内516

8日（土）

15日（土）

15日（土）

12日（水） 13日（木）
育児相談18日（火） 18日（火）

育児相談5日（水）

8日（土） 8日（土）22日（土）

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

行 事 名
対 象 時 間
対 象 ・ 定 員

大 会
（各館オリジナル）
市内の小学生対象

料 理 教 室
13：30～15：30
定員：小学生20名

工 作
「まきまきビーズ」
14：00～16：00 
定員：小学生20名

幼 児 教 室
10：30～11：30
幼児とその保護者
手遊び、工作、読み
聞かせ、体操など

3月は、各館でオリジナルの大会を行います。ぜひ参加してください!!
詳しくは、児童館だより3月号を見るか、各児童館に問い合わせてく
ださい。

児童館　3月の行事
記事 ID 4748

中央図書館 おはなし会
記事 ID 5256

　中央図書館　63-8006

行事名 ところと　き 対　象

3月22日（土）
10：30～11：00 

3月15日（土）
14：00～14：30

3月20日（木）
11：00～11：30

乳幼児向け
おはなし会

★ブックスタートパック配布対象者は
市内在住の平成25年4月以降生まれの子

絵本・紙芝居
の読み聞かせ

乳幼児と
その保護者

小学生と
その保護者

幼児から
低学年児と
その保護者

2階
ＡＶルーム

3月21日（金・祝）
14：00～14：45 

英語の絵本の
おはなし会
小学生向け
おはなし会

子供から
大人まで

3月15日（土）
15：00～15：30★ブック

スタート事業日
乳幼児向け
おはなし会

市内在住の
平成25年4月
以降生まれの子
とその保護者

※ブックスタート
　パックの配布は
　1人1回限りです。

　市子ども会連絡協議会（社会福祉協議会内　61-3434）
　地域の子ども会行事（新入生歓迎会、キャンプ、クリスマス
会など）やボランティア活動(募金活動など)への関わりを通
して、地域の子どもたちが楽しく行事に参加できるようにし
たり、集団活動や仲間づくりの大切さを教えたりする組織
です。
　４月に中学１年生～高校１年生になる人で、ジュニアリー
ダーとして活動を希望する人。募集10人。
　３月31日（月）までに申込。
★市子ども会連絡協議会の協力員として行事を手伝う成人
のボランティアも募集しています。

ジュニア・リーダーズクラブ
会員募集

お好み焼きを作ります。 3月1日（土）16:00～青
少年児童センターで受付。電話申込不可。※2月
に参加した人は、申し込みをご遠慮ください。申
し込まれた場合は、キャンセル待ちになります。

春休みボランティアに学ぼう講座
「炭をやいてみよう！」
　市社会福祉協議会ボランティアセンター　61-3434

　小学生対象の体験学習。炭を作りながら環境ボラ
ンティアの活動を知ろう！
　３月26日(水)13:00～15:30
　タケル窯（集合・解散：福
祉の家１階ボランティアプ
ラザ）
　市内の小学生　
　3月19日（水）までに電話
で申込。先着20人。
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小・中学生（小学1～3年生については、内容がやや難しいので、保護者の補助をお願いします。）
【☆以外のプログラム】3月4日(火)9：00～電話または窓口で申し込み。

先着順。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。
【☆のプログラム】往復はがきでこども塾あてに申込。3月11日（火）までの消印有効。記入項目は①参加するお子さんの名
前・学年・学校名　②連絡先（携帯番号）　③情報は何から得たか（学校・たより・広報・メール・その他）　④参加する大人の人数

（抽選結果は25日(火)までに返信はがきで連絡します）　【あて先】〒480-1131長久手市福井1590-50  平成こども塾

行事名 と　き 費用 定員 内　　　容

　竹の食器
　「モーニングセットづくり」

4/6（日）
10:00～12：30
受付9：45

300円 15人

竹を切ったり、削ったり、くっつけたりして、カップやスプーン、ポ
ットなどのマイ食器を作ります。
企画：平成こども塾サポート隊　創作班
持ち物など：作業しやすい服装（長袖・長ズボン）

　里山で春のチョウを
　見つけよう！

4/19（土）
9：30～12：30
受付9：15

100円
20人

保護者
含む

モリコロパークの池や森でチョウを観察します。
※こども塾に集合(受付・説明)→モリコロパーク→こども塾で
解散
※雨天の時は、「写真で学ぶ里山のチョウ」をこども塾で行います。
講師：県希少動植物調査委員　髙崎保郎先生　　　
企画：平成こども塾サポート隊　自然班
持ち物など：長袖・長ズボン、運動靴・筆記用具・帽子

☆カブトムシの
　幼虫探しと飼育箱作り

4/19（土）
13：30～15：30
受付13：15

100円 20人

カブトムシの幼虫を、たい肥や腐葉土を掘り起こし、ペットボトルで
作った観察箱に入れ、観察し育ててみよう。
企画：平成こども塾サポート隊　自然班
持ち物：軍手・２ℓの飲料水のペットボトル２本・筆記用具

　鯉のぼり作り
4/20（日）
10：00～12：30
受付9：45

300円 20人
男の子の節句で飾る「鯉のぼり（ひごい・まごい・ふきながし）」を
親子でいっしょに作ります。　持ち物：特になし
企画：平成こども塾サポート隊　創作班

☆タケノコ掘りと
　調理体験

4/26（土）
10：00～14：00
受付9：45

300円
30人

保護者
含む

丸太の森の竹林に顔を出しているタケノコを掘り、調理して、里
山の恵みを味わいます。地主の方々のご協力で実施します。
※こどもファームの会員もいっしょに活動します。
企画：平成こども塾サポート隊　食と農班
持ち物など：長袖・長ズボン、軍手、エプロン、バンダナ、マスク

　モグラから野菜を守る
　「風車」を親子で作ろう

4/27（日）
10：00～12：00
受付9：45

300円 20人

ペットボトルを使って、風車を作り、羽根の部分に色を塗ってカ
ラフルな風車を作ります。その風車で振動を起こしてモグラお
どしを作ります。　持ち物：特になし
企画：平成こども塾サポート隊　創作班

※どのプログラムも、水筒（お茶）・タオルは各自で持って来てください。エコマネーカードがある人は持って来てください。

　平成こども塾の畑や田んぼで、野
菜や米づくりをします。年間数回は
収穫したものを使って食のプログラ
ム(クッキング体験)を行います。

4月から翌年3月までの土曜日(特定日や
悪天候時は休止)。※原則午前中に活動。
4月5日(土)10：00から「こどもファーム」
の結成式を平成こども塾で行います。

小学3年生～中学生（少なくとも
10回は参加できること。小学3年生
は原則保護者同伴）。定員30人。 

無料（材料費300円程度が必要な
場合があります）

こどもファーム会員
　習字が上手であれば字も上手に
書けます。また、習字にさし絵を入れ
て素敵な作品を作ります。みんなで
１年間練習してきれいな字を書ける
ようになりましょう。

年間6回(5,7,9,11,1,3月)。
小中学生（小学3年生以下は保護

者同伴）。 定員20人。
1回300円 

書道さし絵講習会会員
　平成こども塾のプログラムや市の
イベントを子どもたちが体験・取材
をし、ラジオ放送します。ラジオ局は
FMラジオサンキュー（84.5MHz）。
実際に放送であなたの声をみんなに
届けてみませんか。

原則月1回活動。4月12日(土)13：
30から「キッズ放送隊」の結成式を
平成こども塾で行います。

小中学生（保護者の付き添いが必
要な場合があります）。定員20人。 

無料（材料費が必要な場合があり
ます）

キッズ放送隊会員

平成こども塾の一般プログラム　問平成こども塾　64-0045 記事ID 5271

平成こども塾　平成26年度会員制プログラム募集　問平成こども塾　64-0045 記事ID 5272

【会員制プログラム共通事項】　 3月5日(水)9:00～9日(日)までに電話で申込。先着順。

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5272
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5271
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記事ID 5303

記事ID 1625

記事ID 1880

記事ID 5241

記事ID 5399

記事ID 5174

男女共同参画講演会
《「好きなこと」をカタチに～何かを始
めたいと思っているママたちへ～》
　
問たつせがある課　56-0602

　子育てをしながら、「好きなこと」
「自分のやりたいこと」をカタチに
している人たちの想いを聞いて、一
歩を踏み出す勇気とヒントをもらい
に来ませんか？

3月16日（日）10：00～12：00
（開場9：30）

西庁舎3階　研修室
事例紹介→意見交換→交流会

事例①コミュニティカフェ「Mama'
ｓCafe」他６つの事業を展開
講師：山本博子さん（NPO法人Mama'
ｓCafe理事長）

事例②おうちパン教室「ひなたぼ
こ」主宰　さいとうけいこさん
事例③「持ち寄りごはん会」＠西小校
区共生ステーション　佐藤しのぶさん
事例④子どもと家庭を支援するNPO
法人はーとねっと代表　金田綾子さん

【交流会では、Mama′ｓCafeの看板
メニュー　ワッフルも登場】

3月7日（金）までに申込。電話・メー
ルでの申込可。メールは住所、氏名、
連絡先を記入してください。先着80
人。参加費無料。

住民起業支援講座
（基礎理解セミナー）

　問産業緑地課　56-0619

　地域の課題を仕事としてとらえ解
決する「コミュニティビジネス」を学

ぶための講座を開催します。
　コミュニティビジネスに興味のあ
る人や、市内で起業等などを考えて
いる人はぜひご参加ください。

3月22日（土）14：00～16：00
学習室1.2
コミュニティビジネスに興味がある人
3月17日（月）までに申込。電話申

込可。先着20人。

まちセンカフェ

問たつせがある課　56-0602

3月まちセンカフェ〈あそびの中で育つ力〉
　テーマに沿って、気軽に語り合い、
交流する場です。
　3月は〈長久手おやこ劇場〉を迎え
ます。いろいろなコミュニケーショ
ン遊びを体験し、あそびの持つ力を
体験してみましょう。

3月1日（土）13：30～15：00
まちづくりセンター

　また、4月6日（日）にはまちづくりセン
ター登録団体の活動発表と交流のイベ
ント「まちセンまつり」を開催します。

平成26年度スタッフ募集
「まちセンカフェ」を一緒に作り上げ
ていくスタッフを募集します。

①テーマや運営の方法になどを
話し合い、知恵を出し合います。
②会場準備を始め、受付、進行役な
どを担います。

市内在住、在勤、在学で、まちセン
カフェをお手伝いいただける人

4月11日（金）までに申込書を提出。
申込書はたつせがある課、市 で配布。
そスタッフは無償ボランティアです。

ゲストスピーカー募集
「まちセンカフェ」のゲストスピーカ
ーを募集します。

日ごろの活動内容を紹介し、参加
者と語り合います。

市内で市民活動をしている団体・個人
申し込みは随時。申込書はたつせ

がある課、市 で配布。

ながくて環境フェアinながく
てエコハウス

問環境課　56-0612

　長久手の環境に触れて、見て、体
験してみませんか。
　スペシャルゲストのトークショー
のほか、ごみ収集車の展示や体験コ
ーナー、パネル展示など内容盛りだ
くさんです。

３月１日（土）１０：００～１５：００
ながくてエコハウス

そ当日のエコハウスでの資源回収
は北駐車場で行います。また、リユ
ースコーナーはお休みします。

ガーデニング講習会

問産業緑地課　56-0619

　テーマは『春先取りの寄せ植え作り
（芽出し球根を使って）』。ベランダや庭
を、色とりどりの花で彩ってみましょう。

3月19日（水）13：30～15：30 
あぐりん村　農業交流館  
講師：1級フラワー装飾技能士

グリーンアドバイザー愛知代表
伊藤珠美さん 

市内在住・在勤・在学の人  
2,700円（材料費含む）

※講習会当日に集金します。作品は
お持ち帰りできます。 

3月13日（木）までに申込。電話・
市 での申込可。先着30人。
そ6歳未満同伴不可。はさみ、手袋、
持ち帰り用の袋を持参し、汚れても
よい服装で参加してください。

応急手当講習会

問消防署　62-0119

3月16日（日）9：00～12：00
消防本部3階　講堂

記事ID 5307

記事ID 5308

〈Mama'ｓCafeの様子〉

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

で検索ながくて

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5303
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5174
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=1625
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5399
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5241
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記事ID 3357

記事ID 5280

記事ID 5276

記事ID 5288

記事ID 5298

記事ID 5355

生涯を通じた健康づくりセミナー

問長寿課　56-0631

　市と愛知医科大学と(株)長久手温
泉の提携事業として、生涯を通じた
健康づくりセミナーを開催します。

3月23日（日）10：00～12：00
福祉の家2階　集会室
講演「ロコモを知ろう～気軽にで

きるロコモエクササイズ～」
【講師】井上雅之先生（愛知医科大
学運動療育センター・理学療法士）

3月20日（木）までに申込。電話申
込可。定員100人。

愛知医科大学運動療育センタ
ー講演会

問愛知医科大学運動療育センター
　61-1809

3月22日（土）13：30～15：30
愛知医科大学本館たちばなホール
講演　「あきらめないチャレンジ」

講師：彦野利勝氏（中日ドラゴンズ前
1軍打撃コーチ・CBC野球解説者）

氏名、電話番号、電子メールアドレ
スを記入しFAXまたは電子メールで申
込。空席がある場合は当日参加も可。
FAX　63-3536　
E-mail　psr＠aichi-med-u.ac.jp

市民公開講座

問NPO法人いたみ医学研究情報セ
ンター愛知事務所　63-1585

3月21日（金・祝）10：00～12：00
愛知医科大学本館たちばなホール
テーマ：『長引く痛み、どうすれば

いいの？』
講演「“痛む膝”を覗いてみます!!」
講師　大須賀友晃先生
講演「痛みの“感じ方”の脳科学」
講師　小山哲男先生

電話かFAXまたは電子メールで
申込。定員400人。空席がある場合

は当日参加も可。
FAX　63-1599　
E-mai l　npo- i tamicenter@
pain-medres.info

愛知・長久手学～大学の先生
とバスツアーに行ってみませ
んか？

問愛知県立大学 地域連携センター
　76-8843

　長久手市や周辺市町の史跡をめ
ぐりながら歴史を学ぶツアーを開催
します。
《瀬戸＆長久手コース》

3月1日（土）9：30～16：30
藤が丘駅⇒愛知県立大学⇒瀬戸

市本地大塚古墳⇒深川神社⇒四季
乃舎(昼食）⇒定光寺⇒神明社古墳
群⇒愛知県陶磁美術館⇒愛知県立
大学⇒藤が丘駅

《豊田市コース》
3月15日（土）9：30～16：30
藤が丘駅⇒愛知県立大学⇒八草

駅⇒中世・足助城⇒桧茶屋（昼食）⇒
古代・舞木廃寺塔跡⇒猿投神社と中
世荘園故地⇒八草駅⇒愛知県立大
学⇒藤が丘駅

1人1,000円（昼食代）
電話またはメールで申込。各コー

ス先着30人。
メール：renkei@bur.aichi-pu.ac.jp

（氏名・連絡先・参加希望のツアーを記入）

平成25年度長久手の民俗資料
展～なにに使った道具かな？～

問生涯学習課　56-0627

　市郷土資料室では、資料整理した
資料の一部を展示し、文化財への関
心を高めていただくための展示会
を開催します。

3月5日（水）～26日（水）
9：00～17：00（入室は16：30まで）

市郷土資料室（古戦場公園内）2
階展示室

演劇鑑賞会

問市社会福祉協議会　６２-４７００

演目「はぐれ峠の笑いおに」
泣けなくなった鬼と、武者修行中の
親子の話。人との関わりの重要性、親
子の愛情について、劇団うりんこを招
いての演劇鑑賞会を開催します。

３月２８日（金）13:30～14:40
西庁舎３階　研修室
３月２１日（金）までに申込。電話申

込可。先着150人。

ボランティア交流会

問市社会福祉協議会ボランティア
センター　６１-３４３４

　ボランティアや受け入れ施設職員
が一堂に集まる気軽な茶話会です。
新しくボランティア登録を希望され
る団体には説明会もあります。

3月20日(木)
新規説明会：13:00～14:00
交流会：14:00～16:00

福祉の家2階　集会室
市内で活動するボランティア
3月13日（木）までに電話で申込。

先着60人。

国際交流フェスタinながくて
2014

問市国際交流協会（たつせがある
課内　56-0602）

　ミニ世界旅行を楽しんでみませ
んか？ダンスや歌などのステージ、
もちつき、留学生のお国紹介、世界
の民芸品フリーマーケットなど盛り
だくさん。 

3月2日（日）10:00～15:00
愛・地球博記念公園　地球市民

交流センター 　体験学習室ほか

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=3357
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5298
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5355
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加入への問い合わせについて
　地域の自治会がわからない場合や自治会がない地域の場合は、たつせがある課までご相談ください。

自治会に加入しましょう　問たつせがある課　56-0602
記事ID 1552

　自治会は、誰でも気軽に参加でき、一人ひとりが役割をもって地域のために活動できる最も身近な存
在です。その活動目的は、地域に住む人が日頃から親睦と交流を深め、地域の問題を話し合って解決し、
ふれあいのある快適なまちづくりを目指すことです。
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情報のあるまちづくり
　市や各種団体からの情報紙等の配布のほか、地域
の問題を取りまとめて行政への要望活動などを行っ
ています。

災害に強いまちづくり
　「いざ、という時誰か頼りになる人がいますか？」
　大規模災害が発生すると市役所の機能も十分に
発揮する事ができません。まずは、身近な自治会内
での助け合いが頼りです。いざという時に備えて交
流を深めていただくことが重要です。

ふれあいのあるまちづくり
　地域の人々が交流することは、地域活動を進めて
いくうえで欠かすことができません。校区の運動会
や夏祭りなどを実施して、子どもから高齢者まで世
代間交流を図っています。

安心安全なまちづくり
　昨今では、空き巣狙い、車上狙い、ひったくり、子ど
もを狙った犯罪など地域の安全が脅かされていま
す。また、夜道の暗い場所など市への防犯灯設置要
望も自治会を通して行います。非行や犯罪のない安
心して暮らせるまちは私たちみんなの願いです。

支え合いのまちづくり
　核家族化や高齢化が進んだ社会では、ますますコ
ミュニティの必要性が重要となります。ご近所で顔
見知りを作ることが安心安全なまちづくりの第一歩
です。

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=1552
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記事ID 3303
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等の申告は２月号を見てください。

長久手市卯塚墓園整備基本
設計（案）の意見募集

問環境課　56-0612

　卯塚二丁目にある卯塚墓園に隣
接する土地に新たに墓地を造成し、
多様な形態に応えられる墓園の整
備を予定しています。
　このたび、その新しい墓園の基本
設計（案）を作成しました。この案に
対する皆様からのご意見をお聞か
せください。
2月21日（金）～3月24日（月）
環境課、西庁舎1階情報コーナ

ー、市

平成25年度交通安全ゴール
デン通学分団

問安心安全課　56-0611

　市交通安全推進協議会では、市
立小学校児童の通学時において、特
に交通安全に心がけ、通学態度が優
れ、他の分団の模範となる分団を、毎
年優良分団として表彰しています。
　今年度から名称を「交通安全ゴー
ルデン通学分団」とリニューアルし
て表彰しました。
☆交通安全ゴールデン通学分団☆
長久手小学校…長湫9C分団 
東小学校…大草東分団 
西小学校…西浦A 1班分団、

西浦A 2班分団、
西浦A 3班分団 

北小学校…岩七集会所分団、
センチュリースクエア女
子分団

南小学校…武蔵塚分団（女子） 
市が洞小学校…熊田B分団（3班）、

　　南部A分団（2班）

「資源とごみの収集カレンダ
ー」と「資源とごみの分別ガイ
ドブック」を配布

問環境課　56-0612

　平成２６年度版の「資源とごみの
収集カレンダー」と新たに作成した

「資源とごみの分別ガイドブック」を
３月中に各家庭に配布します。
　「資源とごみの分別ガイドブック」
とは詳細な分別方法やながくてエコ
ハウスの情報、資源とごみの分類表
等が記載されています。資源ごみの
出し方について困った時は参考にし
てください。収集日や分別ルールを
守って、資源やごみを出しましょう。

農地における野焼き

問産業緑地課　56-0620

　農業を営むためにやむを得ない
ものとして行われる野焼きは、法律
上野焼き禁止の例外として認められ
ています。
　ただし、近隣住宅等に配慮し、野
焼きをする際は以下のことに十分
注意してください。 
1　風の向きや強さによって、行う
時を考慮しましょう。
2　植物はよく乾かしてから燃やす
などして、煙の量や臭いが近所の迷
惑にならない程度にとどめましょう。
3　ご近所にひと声かけましょう。

市・県民税や所得税等の申告
は済みましたか

問税務課　56-0608

　市・県民税や所得税等の申告の期
限は３月１７日(月)です。申告もれの
ないようにしてください。
　市・県民税の申告は１月号、所得税

藤が丘駅長久手自転車等駐
車場料金の変更

問安心安全課　56-0611

　4月1日からの消費税の5%から
8%への引き上げに伴い、藤が丘駅
長久手自転車等駐車場の料金を以
下の通り変更します。

【自転車（一般）】
定期１か月 1,500円→1,540円
定期３か月 4,200円→4,320円

【自転車（大学生以下）】
定期１か月 1,000円→1,020円
定期３か月 2,700円→2,770円
※一時利用（100円）は変更しません。

税に関する書き初めコンクー
ル展示

問収納課　56-0610

　市内在住の小学校5・6年生を対象
に「税に関する書き初め」を募集しま
した。702点の応募があり、最優秀賞
2点をはじめ96点が入賞しました。
　入賞作品は市役所本庁舎1階ロ
ビーと、杁ケ池体育館で3月18日

（火）まで展示しています。
最優秀賞

「税金」 竹中愛実莉さん（北小5年）

「納税」 中野ほの夏さん （東小6年）
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N a g a k u t e  I n f o r m a t i o n

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

で検索ながくて

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5313
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5281
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=3303
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5316
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5277
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記事ID 414

記事ID 5273

記事ID 5297

記事ID 5294

記事ID 5249記事ID 5258
して、市障がい者自立支援協議会と
一緒に、昨年3月に作成したところ
ですが、この度、新たに就学以降の
シートを作成し追加しましたので、
お知らせします。
　希望者には、子育て支援課、福祉
課、障がい者相談支援センター（福
祉の家内）の各窓口にて、使い方の
説明を行いつつお渡ししています。

就学援助費

問教育総務課　56-0625

　市内の小中学校に子どもを通学
させるのに経済的に困っている保護
者に対し、学用品費、学校給食費等
を援助する制度があります。申込は
随時受け付けています。

生活保護を受けている人、生活保
護が停止又は廃止された人、市民税
が非課税又は減免された人、国民年
金の掛け金が減免又は国民健康保
険税が減免された人、 児童扶養手
当が支給された人、 特に経済的な
理由でお困りの人

必要な証明書（理由により異なり
ます）と印鑑を持って申込。最近の
1月あたりの収支などについて窓口
で聞き取り調査を行います。
そ【援助の内容】学用品費、校外活
動費、新入学児童生徒学用品費、学
校給食費など

寄附寄贈

  北中学校にと、公益財団法人名銀
グリーン財団様から樹木（ハナミズ
キ６本）。
問教育総務課　56-0625

　地域福祉事業の推進に役立てて
ほしいと、市社会福祉協議会に、長
久手キリスト協会様より金６，２１９
円、長久手市農業展運営協議会様よ
り金３４，８００円、故加藤兼久様より
金３００，０００円。
問市社会福祉協議会　62-4700

明るい選挙を目指しましょう

問市選挙管理委員会（行政課内　
56-0605）

　長久手市明るい選挙推進協議会
の加藤千恵委員が平成25年度愛知
県選挙管理委員会表彰を受賞しま
した。
　長久手市明るい選挙推進協議会
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。

写真

国民年金保険料の免除申請
ができる対象期間の拡大

問保険医療課　56-0618

　国民年金は、所得が少ない場合
や失業等により保険料を納付するこ
とが経済的に困難な場合、保険料の
免除を申請することができます。
　なお、平成26年4月から、申請時
点の2年1か月前の月分まで申請が
できるようになります。保険医療課
または瀬戸年金事務所（瀬戸市共栄
通4丁目6 ☎83-9045）に申請して
ください。

サポートブック「TUNAGU
（つなぐ）」

問子育て支援課　56-0633
問福祉課　56-0614

　サポートブック「TUNAGU（つな
ぐ）」は、障がいのあるお子さんや発
達が気になるお子さんが豊かな生
活を送れるようにすることを目的と

文化の家運営委員会委員募集

問文化の家　61-3411

　文化の家の芸術創造事業、文化振
興施策や円滑な管理運営等にかか
る事項について検討する委員会の
委員を募集します。募集人数２人。
任期　平成26年5月頃（第1回会
議）～平成27年3月31日
応募資格　委嘱の日時点で20歳以
上70歳以下の市内在住者／本市の
付属機関等の委員となっていない
人／市議会議員・市職員でない人
応募方法　3月14日（金）までに申込
書と小論文（テーマ：「長久手市文化
の家について」。800字以内）を提出。
申込書は、文化の家、市 で配布。

国民健康保険運営協議会
委員募集

問保険医療課　56-0618

　国民健康保険に関することを審
議する協議会の委員を募集します。
募集人数１人。
任期　平成26年5月12日～平成28
年5月11日
応募資格　長久手市国民健康保険
の被保険者で満20歳以上満70歳
以下の人／本市の付属機関等の委
員となっていない人／市議会議員・
市職員でない人
応募方法　3月20日（木）までに応
募用紙を提出。郵送可（20日消印有
効）。応募用紙は保険医療課、市
で配布。電話申込不可。

2014児童館まつり
ボランティアスタッフ募集

問子育て支援課　56-0616

　児童館まつりは、さまざまな遊び
が楽しめる、こどもスタッフが中心と
なって行う児童館のおまつりで、来
年度は5月17日（土）に行います。子
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http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=1484
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=414
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5249
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5297
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5294


問問合先　 とき　 ところ　 対象　 内容　 費用　 申込方法　そその他　Fファクス　Eメールアドレス　 ホームページ

31　2 014年 3月号

記事ID 5290

記事ID 1606

記事ID 5299

記事ID 5257
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西小校区共生ステーション嘱
託員募集

問たつせがある課　56-0602

市内在住の65歳未満の人で、心
身が健康で地域づくりに意欲と情熱
を持っている人。その他にも条件が
あります。募集人数１人。 

3月3日（月）～20日（木）に申込書
を提出。申込書はたつせがある課、
市 で配布。

交通児童遊園臨時的任用職
員募集

問子育て支援課　56-0616

施設管理（施設敷地内の清掃業
務及び自転車倉庫の整頓等）、自転
車走行の指導・監督。募集１人。 

心身ともに健康な人。平日と併せ
て、月に3～4日程度の土日勤務が
可能な人。

3月14日（金）までに登録者履歴
書(写真添付)を提出。

広報ながくて配達員募集

問情報課　56-0601

「広報ながくて」を決められた地
域の全世帯に配布。配布は5月号（4
月末）から。配達区域は北小学校以
北のエリア。配達料は月額約1万4
千円。 

配達地域付近に在住で、おおむね
60歳以下の人（決められた期間内
に必ず広報を配達できる人）

3月10日（月）までに応募用紙（写
真添付）を情報課に提出。応募用紙
は、情報課や市 で配布。選考は一
次：書類選考、二次：面接

どもと遊ぶことが好きな人や地域に
関ってみたい人などぜひ当日、会場
を盛り上げてください。

市内在住または在学の高校生以
上の人で、児童館まつり当日に、ボ
ランティアとして参加できる人  

3月10日（月）～4月11日（金）に、
お近くの児童館または子育て支援
課に申込。

教育総務課一般事務嘱託員
募集

問教育総務課　56-0625

応募時点で18歳以上65歳未満
で、パソコンの基本的な操作ができ
る人。募集１人。※地方公務員法第
16条の欠格条項に該当しない人。

３月３日（月）～１７日（月）に市販
の履歴書（写真貼付）を提出。郵送可

（17日必着）。

中央図書館嘱託員募集

問中央図書館　63-8006

平成26年4月1日で満65歳未満
の人で、司書資格及び普通自動車
第一種運転免許を有する人。募集若
干名。※地方公務員法第16条の欠
格条項に該当しない人。

３月２日(日）～２５日(火）に市販の
履歴書（写真貼付）、司書資格証明書

（写し可）を提出。募集要項は市及
び中央図書館 に掲載。

市立保育園嘱託員募集

問子育て支援課　56-0615

保育士資格取得者または、平成26
年3月31日までに取得見込みの人

3月10日（月）【必着】までに市販
の履歴書（写真添付）、保育士証の写
し（取得見込みの人は不要）を提出。

開催報告　市政まなび舎

第５回（11月24日 参加者46人）
　前半では、市の財政について、地
方債（市の借金）をテーマに行い、
地方債を発行することは借金が増
える負の面だけではなく、世代間の
負担の公平を図る機能などがある
ことを説明しました。後半では、下
水道事業の現状と将来ビジョンに
ついて取り上げ、事業費の財政負担
の状況などについて説明しました。
　いずれのテーマも財政的な面か
らの切り口で、専門的な内容もあり
ましたが、参加者からは、今後人口
が減る中での財政運営や下水道事
業の他市町との比較などたくさん
のご質問をいただきました。

第６回（2月2日　参加者87人）
　前半では、今年度からスタートし
た「ワンコインサービス」の現状を
紹介し、サービスを提供する人、受
ける人それぞれの増加等の課題も
報告しました。後半では、「広聴と
は？」をテーマに「市政ご意見箱」な
どの受付や市役所内での対応事例
を説明しました。
　ワンコインサービスでは、本事業
とシルバー人材センター・民生委
員・ボランティアセンターなどとの
連携について、広聴に関しては、担
当課が受けるご意見も含めた市民
の声を集約すべきなど、参加者から
たくさんのご提案をいただき、お互
いが学び合う場になりました。

 詳細は市 　でお知らせしています

情報課　☎56-0601
記事 ID 5197

記事 ID 5394

第 6回の様子

http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5290
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5257
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5265
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=1606
http://www.city.nagakute.lg.jp/cgi-bin/event_cal/idsearch.cgi?w_summary=5299
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その13

　市役所では、一昨年６月以来、副市長、部長数名が、自主的に毎
朝、職員の出勤時にあいさつ運動を行っています。
　あいさつ運動は、「あいさつをすること」そのものが目的ではなく、あいさつをきっかけに、上司は職員に
対して、「仕事、頑張っているね」「元気か？」などの声掛けをしてもらうためです。上司が、きちんと自分のこ
とを見てくれていることを感じると職員は頑張ることができます。同僚同士でも、「おはよう。今日は元気が
ないね。どうしたの？」などの会話から、悩んでいる同僚の気持ちを軽くすることができるかもしれません。
　職場だけでなく、家族同士、近所同士でも同じことが言えると思います。
　市役所から地域へ、そして市民同士へと「あいさつ」の輪を広げていきたいのです。

　市長は長久手をどんなまちにしたくて、そのために何に取り組
もうとしているのか。その想いを市長の語り口でお伝えします。
　みなさんと語り合うように、一緒に未来の長久手のことを
考えてみましょう。

あいさつ

まざって暮らす

　私が以前、介護の仕事をしていたとき、高齢者だけの場所に、あえて子どもや学生、近所の人、ボランティ
アを入れて「地域」を作ってきました。高齢者の中でも、特に寝たきりの人は、今日も明日もお世話をしても
らわないといけないので、いつも「ありがとう」「申し訳ないなぁ」と頭を下げてばかりいます。たつせがな
いのです。ところが、さまざまな年代の人が「まざって暮らす」と、高齢者が持っている生活の知恵が生かさ
れ、子どもたちは周りを笑顔にするなど、それぞれに「たつせ」があり、いきいきと暮らすことができます。
　市全体で見ると、既に「まざって」はいます。しかし今の状態は、ただそこに「個」があるだけで、「まざって
暮らしている」とは言えない状態です。「コミュニティが大事だ」「つながりが必要だ」と言われていますが、
本市をはじめ日本中の多くのまちは「個」の集まりであり、「地域」ではないと感じます。
　「個」が「地域」になるには、何が足らないのでしょうか。
　市民のみなさんの多くは、お互いに全く知らない「個」です。知らない者同士が、いきなり支え合うのは
無理な話です。
　知らない者同士が、つながって、「地域」になるための第一歩が、「おはようございます」といったあいさ
つ、そこから生まれるちょっとした声掛けだと私は思います。福祉では、一番大切なことです。
　知らない人にあいさつをするのは、気恥ずかしいことかもしれません。しかし、あいさつには、お金もか
かりません。市民と職員、市民同士の垣根を低くすることができる第一歩です。まずは家族から、職場か
ら、そして隣近所と、その一歩を踏み出してもらえたらと思います。

　子どもたちに身近な存在としての芸術（アート）に出会ってもらうた
め、文化の家の事業として、音楽体験プログラム「であーと」が行われま
した。
　県立芸術大学の学生４人が、演奏を行ったり、楽器の説明をしたりし
てプログラムを終えたと思いきや、コスプレ姿で演奏をしながら給食
中に各教室に乱入。小学校中に驚きと笑いと音楽が満ちあふれました。
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