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Prologue

ます。

ス感染が判明し、生活が一変し

同居する弟の新型コロナウイル

段と変わらない日々。しかし、

極力控えていること以外は、普

でいました。仕事以外の外出を

ラシ製作などの仕事に取り組ん

感染予防に気を付けながら、チ

制作業を営む川内雅樹さんは、

ていた今年１月、一色町で広告

ルス感染症の
「第３波」
が到来し

染するとは…」
。
新型コロナウイ

かりしていた。まさか自分が感

を着け、手の消毒もしっ

出するときは必ずマスク

時々息苦しさを感じることもあ

らず不安だったそうです。また、

が、症状がいつまで続くか分か

嗅覚は４日ほどで回復しました

ける感覚だけがあった」。味覚と

ても同じ。固形物が喉を通り抜

カレーを食べても卵焼きを食べ

いのか辛いのかも分からない。

食事はするけど、麻婆豆腐が甘

のようだった。お腹が減るから

味もにおいも感じず、ただの水

われます。「ジュースを飲んでも

の晩から、味覚・嗅覚障害に襲

ですが、ＰＣＲ検査を受けた日

始めは無症状だった川内さん

り「症状に加え、外出できない
状況で精神的にかなり辛かった。

う」と新型コロナウイルス感染

や重症の方は本当に大変だと思

軽症でも辛いのだから、中等症

濃厚接触者となった川内さん

症の恐ろしさを語ります。

味覚・嗅覚 障 害 を 発 症

は、両親と一緒に保健所に行き、

自宅隔離中は一切の外出がで

感染して感じた人の温かさ

駐車場に停めた車の中でＰＣＲ
検査を受けました。「検査結果を
待つ間は不安で、陰性であって
結果は家族全員陽性。発熱など

きないため、買い物もできませ

ほしいと願っていた」
。
しかし、
の症状があった母と弟はホテル

日間乗り切るこ

ん。「日用品は買い置きのものが
あり、何とか

日間の

療養、父と川内さんは

１０

自宅隔離となりました。
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「
外

経験者が語る
コロナの恐ろしさ

ブログで自宅隔離中の様子を記し、
保健所から提供された食事の写真も
公開した

発生から１年以上たった現在も、
いまだ世界中で猛威を振るい続ける新型コロナウイルス感染症。
ワクチン接種が進められていますが、多くの方の接種が完了するまでには、
まだまだ時間がかかります。
収束へ向けた道筋が少しずつ見え始めた今こそ、
コロナと向き合う必要があります。
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セージを届けてくれたりもして、

関係者の方たちが励ましのメッ

たことを連絡した友人や仕事の

関前に置いてくれたり、感染し

かった。近所の方が手料理を玄

てくれるから、本当にありがた

絡すれば冷凍の弁当を家に送っ

とができた。あと、保健所に連

題し、実際に体験したことや感

語ります。「徒然コロナ日記」と

す風潮も何とかしたかった」と

悪者にされ、感染したことを隠

はなかった。それに、感染者が

ていたので、実名公表に抵抗感

合いには感染したことを明かし

紹介することにしました。「知り

た川内さんは、隔離中の生活を

けなければいけないと思った』

元に寄せられました。「『気を付

と、さまざまな声が川内さんの

じたことをブログで発信。する

うれしい」。公表後「実は自分も

じるきっかけになったのなら、

当事者意識を持ち、危機感を感

構。多くの方がコロナに対して

あったけど、そう思われても結

だ からこそ 、 苦し ん で い る 感 染 者 に

寄り添う気 持 ち が 大 切

つれづれ

人の温かさを感じた」そうです。

自身のＳＮＳで感染を公表し

と若い世代の人からも反応があ

感染していた」と友人に明かさ

感染体験を 発 信

たところ「体験談をぜひ発信し

った。売名行為だという批判も

川内 雅樹 さん（一色町）

てほしい」という声を多数受け

れたこともあったそうです。「気
になることがあれば保健所など
に相談してほしいけれど、不安
な気持ちや悩みを聞いて寄り添
うことは自分にもできる。感染
予防をしていたとしても、誰し
も感染する可能性がある。社会
全体で感染者を支えていく雰囲
気になってほしい。そして、若
い人でも症状は出るし、感染し
たら本当に辛い。油断せずに感
染予防に取り組んでほしい」と
願っています。
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誰しも感 染 す る 可 能 性 が あ る 。

Chapter ０１

西尾市の感染状況

「 第３波 」
「 第４波 」で 感 染 者 が 急 増

困 難 に 立 ち 向 かう医 療 スタッフ

西尾市では、２年４月４日に初めて新型コロナウイルスの感染者が発生しました。そ
れから１年余りで１,０００人近い新規感染者が発生。
「第３波」
の２年１１月からの３か月間と、
感染力が強い変異株がまん延した「第４波」
の今年４月以降に、感染者が急増しています。
感染患者を受け入れている市民病院では、医師や看護師などの医療スタッフが懸命に
ウイルスと闘っています。

西
尾市は、人口
万人当たりの

新型コロナウイルスの感染者

数（感染率）が西三河地域で上位。特

に、若年層の間で感染が広がってい

ます。救急外来で市民病院に運ばれ

てきた感染患者の中には「会食した」

「久しぶりに遠方の家族に会った」と

いう方たちも。「コロナ慣れ」して感

染しやすい行動をとってしまう方が

増えているのかもしれません。

感染患者が入院できないことも

中程度の症状の患者を受け入れる

２次救急病院である市民病院では、

新型コロナウイルス感染症の流行当

初、軽症から中等症の感染患者を受

け入れていました。しかし、重篤な

ひっぱく

患者を受け入れていた近隣病院の病

床が逼迫してきたため、現在は重症

患者の一部を受け入れています。一

度入院すると退院まで早くても２週

間ほどかかることもあり、市民病院

の病床も逼迫。日によっては救急外

来に運ばれてきた患者が入院できな

重症患者も受け入れて
いる市民病院

１０

西尾市の感染症患者発生状況
（２年４月～３年５月）

年代別感染者数

１１人

２７人

１０１人

４０代
１４８人

西三河地域の感染率
市町村名
知立市
西尾市
豊田市
みよし市
碧南市
幸田町
岡崎市
刈谷市
安城市

１０代未満
１０代

５９人

１５０人

８９人

７３人

５０代

２００人

７５人

７０代

６０代

新規感染者数

９０代以上

８０代

合計

９６７人
３０代

４５２

１００人

２０代

感染率
５８４．９７
５６１．４５
553.13
５２９．１６
５０１．５０
４７１．６２
４６５．９４
４２８．４０
３８８．９５

１７４

１１９
９３

※２年３月時点の人口で推計

２００人

５４
５０人

１８４人

７
０人

０ ０

１３

２３

１８
４ ２

１０

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月
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す。医師や看護師は医療用マスクや

他の病棟とはまるで別世界のようで

病棟は、院内感染の予防策がとられ、

を受け入れている市民病院の６階東

新型コロナウイルス感染症の患者

の対応に追われています。

で働くスタッフは、日々変わる状況

つからなかったりすることも。現場

かったり、重症化しても転院先が見

ることに集中しています。

中でも、一人一人をしっかり看護す

担がかかるとのこと。難しい状況の

担っており、普段以上に心身への負

換など、看護以外の業務も看護師が

全体の清掃・環境整備、シーツの交

ため、病室の清掃はもちろん、病棟

医師と看護師以外は病棟に入れない

意している」と髙田看護師。また、

から、患者さんの表情の変化にも注

していて、互いの声が聞こえづらい

用マスクやフェイスシールドを装着

も見逃さないようにしている。医療

滴の投与状態を確認して少しの変化

状に合わせて対応しています。

ラジオ体操を勧めるなど、患者の症

の患者には、筋力低下を防ぐために

うにしている」と髙田看護師。高齢

常に声を掛けてストレスを減らすよ

いる。何か困ったことがないかとか、

と不安を口にする患者さんが増えて

るなどして病室で過ごしています。

せん。家族にも会えず、テレビを見

西尾も例外ではない

「今、世界中、日本中で起きてい

る危機的な状況は、西尾も例外では

ない。『自分は大丈夫』と思わず、い

今回の特集記事は、６月１日現在の情報を基に作成しています。新型コロナウイルス
感染症に関する最新情報は、市ホームページや各公式ＳＮＳなどでご確認ください。

「『早く帰りたい』『家族が心配だ』

帽子、エプロン、フェイスシールド、

普段と違う状況の中で看護に集中

ゴーグルなどを装着し、接する患者
が変わるごとに交換しています。
「毎日が必死」。
６階東病棟で勤務

つ、どこで感染してもおかしくない

と強く認識してほしい」と、真剣な

入院中の生活
入院中の新型コロナウイルスの感

する髙田絢看護師は、汗だくになる
ほどの慌ただしい日々を送っていま

市公式Twitter

市公式Facebookページ
「広報にしお」

西尾市LINE
公式アカウント

市ホームページ

表情で訴える髙田看護師。一日も早

髙田 絢 看護師

染患者は、病室の外に一切出られま

市民病院 ６階東病棟 副主任

す。「酸素濃度や心電図モニター、点

新型コロナウイルス感染症に関する最新情報

i

い新型コロナウイルス感染症の収束

６階東病棟に入る看護師。感染予防
が徹底され、他の病棟とは「別世界」

を信じて、今日も患者と共にコロナ
と闘っています。
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Chapter ０２
ワクチン接種

感染症収束の鍵
ワクチン 接 種
西尾市では４月に高齢者の新型コロナウイルスワクチン接種が始まり、７月中旬以降は
６４歳以下の方の接種も順次始まります。接種が進んだ一部の国では、マスクを着用せずに
外出できるようになるなど、感染症収束の
「鍵」
となるワクチン。医療従事者として実際に
接種した医師に、副反応などの状況を聞きました。

クチン接種後に現れる副反応

「ワクチンは接種すれば感染をし

接種後も感染予防が必要

市民病院の内分泌内科医長である川

なくなる万能薬ではない。重症化の

は人それぞれ」と語るのは、

久保充裕医師です。医療従事者であ

予防策として自分を守る一つの方法

「
ワ

る川久保医師は、すでにワクチンを

感染予防を続けることが必要」とも

語る川久保医師。ワクチンの接種後

発熱したりすることがあるそうです。

２回目の接種後に免疫反応によって

種後は筋肉痛や倦怠感を感じたり、

川久保医師によると、ワクチン接

していても感染してしまう人はいる。

感染を予防してほしい。でも、注意

るために、３密を回避するなどして

「自分だけでなく、大切な人を守

広げない」ための行動が重要です。

も「コロナにならない・させない・

しかし、無症状の場合もあり「過度

なった人を責めてはいけない。私た

自分が打てる順番が来たら接種を」

な量が供給されるため「焦らずに、

を乗り越えようと呼び掛けています。

保医師は西尾市民一丸となって危機

それを忘れてはいけない」と、川久

ちが闘っているのはコロナウイルス。

と語ります。

また、ワクチンは西尾市にも十分

に心配する必要はない」と語ります。

焦らずに順番が来たら接種を

と捉え、気を緩めずに今まで通りの

川久保 充裕 医師
２回接種しています。

市民病院 内分泌内科 医長
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今 こそ 、コロナと向 き 合 おう

新 型 コロナウイル スワクチン 接 種
接種方法

接種券が届いてからの流れ

対象者 １２歳以上の方
接種方法 市が接種券を発送します。接種券が届いた
ら、予約の上、集団接種会場または個別医療機関で
接種してください。
●集団接種
場所 ▶常設会場…旧吉良支所 ▶巡回会場…文化会
館、西尾勤労会館、市立看護専門学校、コンベンシ
ョンホール、オティックス鉄心ホール（中畑町）
※日程は広報にしお６月号と同時に配布した「西尾
市新型コロナウイルスワクチン接種のご案内」チ
ラシに掲載。一部日程の追加・変更あり。市ホー
ムページでも確認可
●個別接種
接種できる医療機関 広報にしお６月号１２ページに掲
載。酒井クリニック（☎６３・４１５５／西幡豆町）を追加。
市ホームページでも確認可

接種券が到着

医療機関で接種

集団接種会場で接種

医療機関で予約

集団接種会場を選択

インターネットで予約

電話で予約

☎

３２・０８３２
午前９時～午後
５時（毎日）

西尾市LINE
公式アカウント

西尾市ワクチン
接種予約サイト

西尾市ワクチン接
種コールセンター

※ワクチンコールセンターに電話する際は、
掛け間違いにご注意ください。

今後の接種券発送スケジュール
６０歳～６４歳 ７月中旬

５９歳以下 ７月下旬以降、年代ごとに順次発送

基礎疾患をお持ちの方の接種を優先します
対象者 １２歳～５９歳
（４年３月３１日現在）で、次の疾患
を持っている通院・入院中の方
◦呼吸器、心臓、腎臓、肝臓、血液の病気
◦糖尿病
◦免疫の機能低下または異常
◦神経疾患または神経筋疾患
※免疫の異常に伴うもの、身体機能が衰えた状態
◦染色体異常
◦重症心身障害
◦睡眠時無呼吸症候群
◦重い精神疾患または知的障害
◦BMI３０以上の肥満
※BMI＝体重
（㎏）÷身長（m）÷身長（m）

※判断に迷う場合は、事前にかかりつけ医にご相談
ください。
申請開始日 ６月１５日㈫
申請方法
▶インターネット…あいち電子申請
・届出システムで申請
▶直接…接種を行っている市内の医 あいち電子申請
・届出システム
療機関で申請書を記入し、提出
▶郵送・ファクス…申請書を西尾市保健センター
（〒４４５―００７１西尾市熊味町小松島３２／ＦＡＸ５４・７８６６）
へ。申請書は市ホームページでダウンロード可
その他 接種券は７月中旬から、受け付け順に郵送し
ます。

問合先
◆西尾市の接種に関すること
西尾市ワクチン接種コールセンター（☎３２・０８３２）
◆接種の効果や副反応に関すること
愛知県新型コロナウイルス感染症健康相談窓口（☎０５２・９５４・６２７２）
※月～金曜日の夜間と土・日曜日専用…（☎０５２・５２６・５８８７）
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市ホームページ

厚生労働省
ホームページ

Chapter ０３
危機を乗り
越えた先に

再 び 、手 と 手 を 取り合 える日まで
親しい友人との食事、遠方で暮らす家族とのふれあい、楽しみにしていた学校行事…。
新型コロナウイルスが私たちから奪っていったものは、枚挙にいとまがありません。

でも、「止まない雨はない」。このままみんなで感染予防に取り組み続けることができれ
ば、以前は当たり前に思っていた「普通」
の日々、マスクで表情が隠されることなく、手と
手を取り合える日々が、今を乗り越えた先に待っています。

染予防にご協力いただいています。

あらゆる場面で市民の皆さんには感

尾市でも家庭、仕事場、学校など、

数や死亡者数を維持しています。西

み、世界的にみて低い割合の感染者

ウイルスの感染予防に取り組

本では多くの人が新型コロナ

感染予防に気を付けて生活すること

くなるわけではありません。今後も

うに、ワクチンを打ったら感染しな

した。また、川久保医師が述べたよ

数は、減少と急増を繰り返してきま

でも、新型コロナウイルスの感染者

気を抜くことはできません。これま

が少しずつ見え始めました。しかし、

日

重ねて起こったコロナに関する市

な中でも多くの市民の方が冷静に行

っしゃると思います。しかし、そん

の回避などを継続してください。自

指の消毒、３密（密閉・密集・密接）

手洗いとうがい、マスク着用、手

が大切です。

動してくださっています。市内で医

分や大切な人の命と健康を守るため、

の不祥事に、憤りを覚えた方もいら

療崩壊など致命的な状況に至ってい

今一度、感染予防の徹底をお願いし

窓口に相談してみてください。

一人で抱え込まず、身近な人や相談

て暗い気分になってしまった場合は、

ょう。もし、どうしても不安が募っ

を行い、前向きに生活していきまし

を過度に恐れず、適切な感染予防策

約１パーセントです。感染すること

パーセントで、死亡する人の割合は

内、重症化する人の割合は約１・６

と、新型コロナウイルスの感染者の

す。厚生労働省ホームページによる

な知見が少しずつ深まってきていま

新型コロナウイルスに関する科学的

感染発生から１年余りが経過し、

正しく、コロナを恐れる

ます。

ないのは、皆さんのおかげです。

今一度、感染予防の徹底を
終わりが見えなかったコロナ禍も、
ワクチン接種の開始で収束への道筋

小まめな手洗いとうがい、マスク着用、手指
の消毒など、基本的な感染予防の継続が大切
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特集

今 こそ 、コロナと向 き 合 おう

日本料理 福長

杉浦 成司 さん（吉良町）

西尾中学校 前期生徒会長

外出時には、マスクを着けるのは
もちろん、消毒液やせっけんを携帯
して感染を予防。店が空いている時
間に買い物するなど、なるべく人混
みを避けるようにもしています。遠
出して遊びに行くことは難しくなり
ましたが、東幡豆の海岸を散歩しな
がら貝を拾うなど、自然とふれあっ
て楽しんでいます。コロナが収束し
たら、東京ディズニーランドやユニ
バーサル・スタジオ・ジャパンに家
族で遊びに行きたいですね。

こんなときだからこそ「人と人と
のつながり」を大切にして学校生活
を送ることで「今と未来をつなげよ
う」と呼び掛けています。また、給
食の前に手指を消毒するなどの感染
予防を委員会活動を通じて実施。Z
oomを使ったリモート全校集会を
開催するなど、やりたいことは工夫
して行っています。コロナが収束し
たら、友達と話しながら給食を食べ
たり、大声で体育大会の応援合戦を
したりするのが楽しみです。

知也 さん・ 希美 ちゃん・ 美智子 さん

コロナの流行前に比べると今の売
り上げは４０パーセントほどで、かな
り厳しい状況です。店内ではアクリ
ル板を設置し、常に換気。二酸化炭
素濃度を検知できるセンサーを設置
し、濃度が濃くなったら入店を制限
するなど、対策を徹底しています。
お客さんがにぎやかに料理を楽しん
でくれることが、職人としてなによ
りの喜びです。一日も早くコロナが
収束し、そんな光景がたくさん見ら
れるようになることを願っています。

迫田 煌至 さん（３年）

心と心の距離を密に

新型コロナウイルスに感染した経

験を通して「人の温かさを感じた」と

語ってくれた川内さん。「人と人との

つながり」を大切にして学校生活を

送ることで「今と未来をつなげよう」

と呼び掛けている西尾中学校の迫田

さん。２人の言葉からは、互いに思

いやりの心を持ち、みんなでコロナ

に立ち向かおうという、前向きな意

思を感じられました。

どんな危機に対しても、一人で立

ち向かうのは難しいものです。ソー

シャルディスタンスを確保して一人

一人の体と体の距離が離れている今

だからこそ、心と心の距離を近づけ

ていく必要があるのかもしれません。

雨の後には虹がかかる

家族や友人と笑い合う他愛のない

会話、大切な人の肌から感じる温か

なぬくもり。コロナを乗り越えた先

では、そんな「普通」で「なんでもな

い」と思っていた瞬間を、以前より

大切に、きらきらとした輝きを感じ

ながら過ごせるはずです。

大切な人たちと気軽に手と手を取

り合える、そんな明るい日常を取り

戻すために、希望を胸に、一丸とな

ってコロナに立ち向かいましょう。
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天野さんご一家（東幡豆町）

７月23日㈷に開幕する東京2020オリンピック・パラリンピック
には、西尾市ゆかりの６選手が日本代表候補に選出されています。
４年に一度の大舞台。世界に挑む選手の皆さんに向けて、西尾
からエールを送りましょう。
東京2020オリンピック

女子バレーボール

▶試合日程…７月25日㈰～８月８日㈷

▶試合会場…有明アリーナ

2

1

井上

3

田代

4

鍋谷

東谷

1奥村麻依選手／ミドルブロッカー

4田代佳奈美選手／セッター

2鍋谷友理枝選手／アウトサイドヒッター

5東谷玲衣奈選手／アウトサイドヒッター

3井上琴絵選手／リベロ

※全選手エアリービーズに所属

相手の多彩な攻撃を素早い反応でブロック。ミ
ドルブロッカーであるが、後衛でのレシーブも得
意で「諦めない」
「負けたくない」という強い気持
ちの持ち主
守備・攻撃ともに何でもこなすオールラウンド
プレーヤー。彼女の代名詞「招き猫サーブ」は相
ほんろう
手チームを翻弄する。得点を決めた後の渾身のガ
ッツポーズもお見逃しなく！

5

抜群の安定感でチームを引っ張る司令塔。前回
大会・リオデジャネイロオリンピックでメダルを
逃した悔しさを知るからこそ、今大会に懸ける想
いは人一倍強い。

相手のコートへ豪快にスパイクをたたきつける
エアリービーズの大砲。持ち前の明るさと驚異の
身体能力でチームを鼓舞するムードメーカー。今
後の伸びしろに期待大

東京２０２０オリンピック・パラリンピック日本代表候補選手

西尾市ゆかりの

守備範囲の広さはVリーグでトップレベル。海
外で得た経験を生かし、圧倒的な運動量でどこま
ででもボールを追いかけ、守備でチームを支える
エアリービーズの守護神。
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東京2020パラリンピック

女子ボート競技

▶試合日程…８月27日㈮～29日㈰

▶試合会場…海の森水上競技場

挑戦者の立場で臨む
競技の紹介と魅力
ボート競技は後ろ向きに進む競技です。スタートで競り
負けると、先に進む選手が見えない状態で追いかける展開
に。反対に飛ばしすぎても後半に疲れが出てしまいます。
相手を諦めさせることも勝負の分かれ目になるため、選手
の心理を想像しながら観ると、競技の奥深さを楽しめると
思います。
水上を滑るように進むのは気持ちよく、その姿も魅力の
一つ。努力が報われやすい競技のため、安定して漕げるよ
うになったり、タイムが速くなったりすることなどに達成
感を得ることもできます。
大会の目標
私自身はまだまだ修正できる点がたくさんあり、伸びし
ろしかない挑戦者の立場であることが強みだと感じていま
す。大会が安全に開催された際は、１秒でも速くゴールし、
１つでも順位を上げることが目標です。

市川友美選手（米津町出身）

1979年生まれ。三菱ＵＦＪビジネスパートナー株
式会社に勤務。2,000メートルを１人で漕ぐＰＲ
Ｉ女子シングルスカルに出場
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ふるさと西尾へのメッセージ
地元ＬＯＶＥです！ 今はコロナでなかなか帰れません
が、うなぎや抹茶スイーツを食べたり、海へ行ったり矢作
川をゆったりと眺めるなど、西尾を満喫できる日を楽しみ
にしています。

国民健康保険・後期高齢者
医療保険・介護保険 のお知らせ
国保税の軽減措置

介護
介護保険
介護

福祉医療費受給者証の更新

後期高齢者福祉医療費受給者証の
有効期限が３年７月 日㈯までの方
に、７月上旬に案内を郵送します。
後期高齢者福祉医療は、後期高齢
者医療に加入している障害者や市
県民税非課税の一人暮らしの要介
護認定４・５の方、認知症の方な
どの医療費を助成する制度です。
該当する可能性があると思われる
方はご相談ください。
保険年金課（☎ ・２１０６）

国保税の軽
減は所得に応
じて自動的に
適用されます
が、所得の申
告 が 必 要 で す。
また２年中に
世帯に所得が
ない場合は国
保税が減免さ
れます。納期
限までに申請
してください。
保険年金課（☎ ・２１０３）

後期
後期高齢者医療保険
後期

新しい保険証を送付

８月１日㈰から使える後期高齢者
医療保険の保険証を、７月中旬にお
送りします。

保険料の軽減措置

保険料の基礎控除額が一律 万円
から、所得に応じた金額に変更され
ます（最大 万円まで）。

保険料のコールセンターを開設

31

他

第１号被保険者（ 歳以上の方）の
介護保険料を算定する際の基準額を
５３００円に変更します。
年 間 の 保 険 料 額 は、 ７ 月 中 旬 に
「介護保険料納入通知書兼特別徴収
通知書」や「介護保険料特別徴収通知
書」などでお知らせします。
長寿課（☎ ・２１１８）

保険料の基準額を変更

６５

７月中旬に 通 知 書 を お 送 り し ま す 。
納付額や保 険 料 な ど を ご 確 認 く だ さ い 。

国保
国
民健康保険（国保）
国保

新しい高齢 受 給 者 証 を 送 付
歳以上の国保加入者の医療費の
自己負担割合を、前年所得に応じて
再判定します。８月１日㈰から使え
る新しい高齢受給者証を、７月中に
お送りします。

定証」を発行しています。
▼限度額適用認定証…国保税に未
納がなく、所得を申告している
世帯の方
※ 歳～ 歳の方は、高齢受給
者証が認定証の代わりです。
課税所得が１４５万円以上６
９０万円未満の方や市県民税
非課税世帯の方は、認定証が
あれば、さらに限度額が下が
ります。
▼標準負担額減額認定証…市県民
税非課税世帯の方
保険証、認定証（お持ちの方）、高
齢受給者証（お持ちの方）、過去１
年間の入院日数が分かる書類（
日を超えて入院した方のみ）
各認定証の更新を希望する方は、
申請してください。

基礎控除額の変更

収入減少などで保険税（料）
の納
付が困難な場合は、減免などの制
度を利用できることがあります。
各保険の担当にご相談ください。
保 険 年 金 課（ ☎ ・ ２ １ ０ ３、
☎ ・２１０５）、
長寿課（☎
・２１１８）

保険税
（料）
の減免

６５

額

準

基

軽減

７月 日㈪～８月 日㈫ 午前８
時時 分～午後５時 分
電話番号 ０５７０・０１１５５８
保険年金課（☎ ・２１０５）

６５

３３

６５

６５

９０
国保税の基礎控除額が一律 万円
から、所得に応じた金額に変更され
ます（最大 万円まで）。

６５

４３

問

問

問

４３万円＋（５２万円×加入者数）
２割
＋１０万円×（給与所得者等の数－１）
４３万円＋（２８万５,０００円×加入者数）
５割
＋１０万円×（給与所得者等の数－１）
４３万円
７割
＋１０万円×（給与所得者等の数－１）
給与所得者等…給与所得者または年金所得者

１５ ３１

限度額適用 認 定 証 ・ 標 準 負 担 額
減額認定証 の 申 請
国保の医療費が高額な場合に、医
療機関での支払いが限度額までとな
る「限度額適用認定証」や、入院時
の食事代が減る「標準負担額減額認

３３

６５

６５

１２

４５

７4

４３

受診の際に保険証と一緒に
提示が必要。利用期間は、
７０歳の誕生日の翌月（１日
が誕生日の方は誕生日の
月）から７５歳になるまで。

問

時

問

７０

今年度の
主な
変更点
７０

新しい高齢受給者証
（薄だいだい色）
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はや

し

お囃子・影絵劇場「かぐや姫」
時 ８月２２日㈰

午後１時３０分開場、２時開演
場 文化会館小ホール
定 １５０人
￥ ▶一般…２,５００円 ▶高校生以下…１,５００円 ▶親子
ペア
（一般１人と高校生以下１人）…３,５００円
申７月１０日㈯午前１１時から、ＴＩＧＥＴ専用ページで
申し込み
他 車いす席を希望する方は
「車いす座席希望」を選択し
てください。

問 文化会館
（☎５４・５８５５）、市観光文化振興課（☎６５・

２１９７）

ＴＩＧＥＴ
専用ページ

高齢者の肺炎球菌予防接種
●定期接種
対 ２３価肺炎球菌ワクチンを接種したことがなく、次の
①②のいずれかに該当する方
① 今 年 度 中 に６５・７０・７５・８０・８５・９０・９５・１００歳
になる方
②６０歳～６4歳で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫の機能
に障害がある方（身体障害者手帳１級相当、免疫
はヒト免疫不全ウイルスによるものに限る）
場 市内の医療機関。かかりつけ医が市外にいる方など
は市外の医療機関でも接種可。市外での接種を希望
する方は受ける１０日前までに予診票・定期高齢者肺
炎球菌予防接種
（市外接種）依頼申請書を保健センタ
ーへ。申請書は市ホームページでダウンロード可
￥ 2,500円
※生活保護世帯・住民税非課税世帯は無料

●任意接種
対 定期接種対象者以外の６５歳以上の方で、過去５年以
内に肺炎球菌の予防接種をしておらず、これまでに
市の助成を受けて接種したことがない方
場 市内の医療機関
助成額 3,000円
※生活保護世帯や住民税非課税世帯の方は８,０００円
接種券の発行 電話で保健センターへ。
◆共通事項
接種期間 ７月１日㈭～４年３月３１日㈭
接種方法 医療機関へ個人で予約し、予診票または接
種券を提出してください。
生活保護世帯 直接福祉課へお問い合わせください。
他 医療機関は市ホームページで確認可
問 西尾市保健センター（☎５７・０６６１）

環境学習講座
対 小学生以上

申問 ７月５日㈪～２６日㈪に、環境保全課（☎３４・８１１１

￥ ▶西尾のお茶で染め体験…１組５００円

／クリーンセンター内）へ。

▶その他…無料
講

座

名

開 催 日 時

場

所

内

容

定 員
（先着）

８月９日㉁
午前１０時～正午

いきもの
ふれあいの里

食品として利用できない茶を使って手
親子
拭いを染めます
１０組２０人

ごみの分別＆
ぼかしの使い方講座

８月１２日㈭
午前１０時～１１時３０分

クリーンセンター

資源ごみの分別方法とぼかしの使い方
を学びます

ウナギ博士になろう

８月１８日㈬
午前１０時～正午

一色うなぎ漁業
「一色産うなぎ」について学びます
協同組合
（一色町）

西尾のお茶で染め体験

２０人
親子
１０組２０人

プラスチックが生き物に与える影響と
親子
どこへいく？
８月２８日㈯
クリーンセンター
リサイクルの方法を学びます
１０組２０人
プラスチックごみの真実！ 午前１０時３０分～１１時１５分
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にしお自然環境再発見！

子どもフォトコンテスト

西尾ならではの景観を再発見し、自然環境保全の意
識を高めるきっかけにするため、子どもたちが撮った
写真を募集します。
対 小・中学生
内 ①西尾で見つけた自然の写真
②西尾で見つけた生き物の写真
申 ８月２日㈪～１０月２９日㈮に、応募票、ＣＤ－Ｒなど
に保存した作品のデータを環境保全課（〒４４４・０５３１
吉良町岡山大岩山６５／クリーンセンター内）へ。応

『新編西尾市史

資料編３

募票は同課に用意。市ホームページでダウンロード
も可。①・②それぞれ１人１点まで応募可。未発表
の作品に限る。
他 副賞・参加賞あり。提出された作
品は１２月５日㈰開催予定の環境ウ
ェイブ２１などで掲示します。作品
のデータは返却しません。
問 環境保全課
（☎３４・８１１１）
市ホームページ

近世１』を刊行

西尾の歴史や文化を明らかにする『新編西尾市史』の
３冊目となる
「資料編３ 近世１」を刊行します。西尾
藩や城下町、木綿・鋳物・雲母・塩田・海運・川船と
いった地域の特色ある産業、神社や寺院などに関する
古文書や書籍約３００点を活字化し、解説しています。デ
ジタル版ＣＤと大判カラー刷り西尾城図の付録付き。
窓口での販売 ７月１０日㈯から、岩瀬文庫、一色学び
の館、尾﨑士郎記念館、塩田体験館へ。
※祝日を除く月曜日は休館
郵送での販売 本の代金を現金書留か郵便為替で市史
編さん室
（〒４４５・０８４７亀沢町４８０）へ。送料着払いで
お送りします。

￥ ４,０００円
購入特典 ８月１０日㈫までに購入した方に、発刊記念
特別展（１２月
４日㈯～４年
２月２７日㈰に
岩瀬文庫で開
催）の図録引
換券を進呈
問 文化財課（☎
５６・８７１１／岩
瀬文庫内）

軽自動車税を改正
軽自動車を取得した際にかかる環境性能割と毎年４
月１日時点で軽自動車を所有する方にかかる種別割が
改正されます。
●環境性能割の見直しと軽減措置の延長
対 自家用乗用車で、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、
排ガス基準★★★★達成のガソリン軽自動車
税率区分 下表のとおり
対象車種（燃費基準） １２月３１日まで ４年１月１日から
電気軽自動車
非課税
非課税
天然ガス軽自動車
２０３０年度基準
非課税
非課税
８５％達成
ガソリン ２０３０年度基準
非課税
非課税
軽自動車
７５％達成
２０３０年度基準
非課税
１％
６０％達成
上記以外、２０２０年度基準
１％
２％
未達成車

●車種別のグリーン化特例（軽課）
対 新車で購入した電気軽自動車、天然ガス軽自動車、
排ガス基準★★★★達成のガソリン軽自動車
取得期間 ４月１日～５年３月３１日
軽課年度 取得の翌年度
軽減率 下表のとおり
問 税務課
（☎６５・２１２５）
用 途
自家用
乗用車
営業用
乗用車

貨物

対象車種（燃費基準）
電気軽自動車
天然ガス軽自動車
電気軽自動車
天然ガス軽自動車

軽減率

２０３０年度基準９０％達成

５０％

２０３０年度基準７０％達成

２５％

電気軽自動車
天然ガス軽自動車

７５％

７５％
７５％

市ホーム
ページ
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もうすぐ夏休み！

遊びはしっかり、宿題もきっちり
夏休み応援企画

宿題お助け隊

夏休みの宿題で苦労する子も多い読書感想文やポス
ターの描き方などを学びます。
対象・開催日時など 下表のとおり
講

座

名

対

象

開

申問 ７月１０日㈯から、一色学びの館
（☎７２・３８８０）、子

育て・多世代交流プラザ（☎７３・４４８７）へ。
他 保護者の同席可
催

日

時

場

所

７月２４日㈯
①午後１時３０分～２時３０分
②午後３時～４時

一色学びの館

小学生

７月２７日㈫
午前９時３０分～１１時

①小学１～３年生
②小学４～６年生

作文の書き方を ①小学１～３年生
学ぼう
②小学４～６年生

読書感想文の ①小学１～３年生
書き方を学ぼう ②小学４～６年生
ポスターを
描こう
習字を書こう

定員
料金
（先着）
各６人

無料

子育て・多世代
交流プラザ

１０人

５００円

７月２８日㈬
①午前９時３０分～１０時１５分
②午前１０時３０分～１１時１５分

子育て・多世代
交流プラザ

各１０人

５００円

７月２９日㈭
①午前９時３０分～１０時１５分
②午前１０時３０分～１１時１５分

子育て・多世代
交流プラザ

各１０人

５００円

夏休み子どもリサイクル体験会
対 小学生とその保護者
時 ８月１日㈰

①午前１０時～正午

②午後１時～３時

内 菓子の袋や牛乳パックを使った工作、クイズ形式の

ごみ分別体験会

定 各１０組
（先着）

申 ７月１２日㈪～２４日㈯午前９時～午後３時に、リサイ

クルプラザ（☎３４・８１１４／クリーンセンター内）へ。

問 環境業務課（☎３４・８１１２／クリーンセンター内）

夏休み親子陶芸体験教室
対 小・中学生とその保護者

※小学４年生以上は付き添いなしも可
午後１時３０分～４時
場 文化会館
内 厄よけのシーサーを作ります。
定 ４０人
（先着）
時 ８月１日㈰
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￥ ▶小・中学生…１,２００円

▶大人…２,０００円
申問 ７月２５日㈰までに、参加者全員の氏名・電話番号
を文化会館（☎５４・５８５５／✉n-bunka@katch.ne.jp）
へ。

問 観光文化振興課
（☎６５・２１６９）

２０２１西尾キャンペーンレディを決定
仕事はバレエダンサーを
しています。趣味は釣り
と料理。特技は書道です。

岩瀬 琴美さん
出身 西尾市
星座 みずがめ座
性格 目標を達成するまで粘り
強くとことん取り組む
頑張りたいこと 海外での生活
が長く、西尾について知らな
いことがたくさんあります。
大好きな西尾の魅力を皆さん
と一緒に発見したいです。

好きな食べ物はうなぎの
肝。チャームポイントは
笑顔です！

市内のおすすめスポット
は寺部海岸。夕日が沈む
時間は最高！

調子 紗也さん

水谷 美穂さん

出身 西尾市
星座 みずがめ座
性格 誰よりも明るい
頑張りたいこと 西尾で生まれ
育った私だからこそ伝えられ
る西尾の魅力を伝えます。

出身 半田市
星座 てんびん座
性格 好奇心旺盛、面白いこと
が大好き
頑張りたいこと コロナ禍が明
けたとき「西尾のあそこに行
きたい」と思ってもらえるよ
うな濃い情報を発信していき
たいです。

夏本番！ 西尾 の観光スポットを盛り上げます
観光文化振興課【公式】チャンネル

動画を続々配信中

西尾の魅力や観光情報を、市職員が全力
で紹介するＹｏｕＴｕｂｅ観光文化振興課
【公式】チャンネル「ニシオノオト」。開設
してから１年が経ち、これまで配信した動
画は50本以上。これからもますます充実し
た内容をお届けしていきいます。
ぜひチャンネル登録をし
てください。
更新日 毎週金曜日 午後
７時
ニシオノオト
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黄色いコス モ ス ？

夏の思い出を
佐久島で！！

佐久島で海釣り
佐久島は１年を通じて
いろんな魚が捕れる釣り
の名所です。初心者でも
チャレンジしやすい堤防
もあります。

佐久島発

オオキンケイギク

◦マスクの着用
◦会話を控えめに
の徹底をお願いします。

問 佐久島振興課（☎７２・

９６０７／さくナビ内）

５月から８月にかけて河川敷に広がる花畑。
黄色のコスモスに似たきれいな花の正体は特
定外来生物の「オオキンケイギク」です。
海外から日本にやってきた当時は、鉢植え
や花壇、道路の法面緑化などに使われていま
したが、平成 年に特定外来生物に指定。島
でも見つけ次第、根っこを残さないように抜
き取り、種が飛ばないように袋に入れて処分
しています。この花は一度定着すると国内の
在来種を追いやり、辺りの風景を変えてしま
う恐れがあるからです。
大浦海水浴場には、冬になると強い風が吹
き、砂が吹き上げられた陸地側に砂がたまる
場所があります。海に漂った種から発芽した
のかは確かではありませんが、繁殖力の強い
花がその場所にひょっこりと顔を見せるので
す。また、海水浴場からの風の通り道になる
道沿いにその姿を見つけることができます。

新型コロナウイルス感
染症の感染拡大を防ぐた
め、佐久島渡船をご利用
の際は、

特定外来生物法は移動・栽培・飼育・販売・
野外に放つことが禁止されているため、家に

渡船に乗るときは

持ち帰ったりしないでください。

＜佐久島公式ホームページ＞
https://sakushima.com/
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Boom!!

問 スポーツ振興課（☎５４

・０００２）

2021-22シ ー ズ ン
試合日程が決定！

エアリービーズ

2021-22シーズンに向けたトレーニングに密着
昨シーズンはファイナルラウンド４位と悔しい結果となったエア
リービーズ。新シーズンに向けたトレーニングに密着しました。
スクワット…脚全体と尻を強化

▶
粘り強くボールをひろえる足腰を目指す福留選手

鏡の下の方に目線を置い
て、あごが上がらないよう
姿勢をキープするのがポイ
ント。トレーニング後の達
成感とおいしいごはんをモ
チベーションにしています。

もも

サイドヒップベント…軸足の尻と内腿を強化

▶
地味なことが大切と励む森谷選手（左）と積山選手（右）

尻を横にスライドさせな
がら、内腿を締めるのがポ
イント。きついトレーニン
グの時には好きな音楽を流
して気分を上げたり、時に
は無心で励んだり、さまざ
まな方法で集中しています。

今年はホーム西尾で開
幕。熱い試合をお届けし
ます。応援よろしくお願
いします。
●西尾大会（開幕戦）
時 10月16日㈯・17日㈰
場 総合体育館
対戦相手 ＰＦＵブルー
キャッツ

公式Twitter
て

指し
連勝を目
開幕２ ります!!
頑張

No.19
17

リベロ

さと み

福留 慧美 選手

No.24

ゆ

アウトサイドヒッター
き

兵頭 由希 選手

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、行事・イベントを中止・
延期することがあります。最新情報は市ホームページで確認してください。

ＳＤＧｓをカードゲームで
学びます。
人（先着）
申問７月 日㈯～ 日㈯まで
に、一色町公民館（☎ ・
３４１１）へ。

親子で稲刈り体験と
おはぎづくりに挑戦！
小学生以下とその保護者
８月 日㈯ 午前９時 分
～正午
※雨天中止
西三河事務センター
（斉藤町）
稲刈り体験と西尾産のもち
米を使った一口おはぎ作り
組 人（抽選）
１組２００円
７月 日㈮までに、郵便番
号・住所・参加者全員の氏
名・お子さんの年齢・電話
番号を農水振興課（✉ nous
）へ。
ui@city.nishio.lg.jp
農水振興課（☎ ・２１３
５）

地に行き、間伐体験や木工
工作を行います。
人程度（抽選）
申問 月 日㈬までに、住所
・氏名（ふりがな）・性別・
生年月日・電話番号を企画
政策課（☎ ・２１５５／
ＦＡＸ ・０２１２／✉ kikaku
／〒４４
@city.nishio.lg.jp
５ ―８５０１住所不要）へ。
６５

回はず夢ウオーク「トンボロ干

２１

潟、三河の海と船溜まりコース」

第

定

８月 日㈯ 午前８時 分
～ 時受け付け
※荒天中止
名鉄こどもの国駅からトン
ボロ干潟を巡る約９キロメ
ートルを歩きます。
①小学生以下は保護者同伴
②完歩者には、にしがま線
応援団グッズを進呈。トン
ボロ干潟踏破者には、はず
夢ウオークピンバッジを進
呈
幡豆公民館（☎ ・０１３
０）

３０

８日㈷・ 日㈬・ 日㈬・
日㈰・ 日㈬・ 日㈰
午前９時 分～午後３時
※雨天中止
塩田体験館
塩田で昔ながらの塩作りを
体験します。
各日 人（先着）
▼高校生以上…５００円
▼小・中学生…３００円
申問７月９日㈮午前 時から、
塩田体験館（☎＆ＦＡＸ ・３
３７３／✉ enden@city.ni
）へ。
shio.lg.jp
企 画 展「 一 色 の 塩 づ く り
の歴史と人びとのくらし」

７月 日㈯～８月 日㈰
※８月９日㉁を除く月曜日
は休館
佐久島を含む一色地区を中
心とした、塩作りの歴史と
人びとの暮らしを紹介
・３
８８０）

場問一色学びの館（☎

と西尾市の環境問題」

誰でもわかる！「ＳＤＧｓ

矢作川の水源地を親子
で体験しよう

63

定

小学生とその保護者
８月 日㈯ 午前８時集合
午後５時帰着
集合場所 市役所
バスに乗って矢作川の水源

7

２１

１０

７２

30

５６

６１

３１

６５

１６

時

１０

2８

20

3０

内

他

問

６０

対

J
A

２１

２９

７２

10

２０

１０

小学生以上
※小学生は保護者同伴
８月７日㈯・ 日㈯ 全２
回 午前 時～正午
子育て・多世代交流プラザ
西尾市の環境問題の講演と
２１

申

２９ １８

9

３２

２２

内 場

￥ 定

時
内

０歳児からのロ ビ ー コ
ンサート

１０

３０ ２５ １１

１０

問

時 対

内

就園前のお子さんとその保
護者
７月 日㈬ 午前 時開場、
時 分開演
文化会館
バイオリンとフルートの演
奏やトーク
１００人（先着）
５００円（高校生以上）
申問７月 日㈰までに、参加
者全員の氏名・電話番号を
文化会館（☎ ・５８５５
）
／✉ n-bunka@katch.ne.jp
へ。

２５

夏休み塩田体験
２１

対

時

内 場

５４

７月 日㈬・ 日㈰・ 日
㈬、８月１日㈰・４日㈬・

２８

３０ １４

１１

対

時

１０

内 場

￥ 定

時
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糟谷悟

小学生マラソン教室

トヨタ紡織陸上部

０／総合福祉センター内）
へ。土・日曜日を除く。

がんサポートほっとライン

～午後５時に、ＮＰＯ法人
やらまいか人まちサポート
（☎ ・３９２３／ＦＡＸ ・
０２３０／✉ saposen@k
）へ。月曜日を
atch.ne.jp
除く。
長寿課（☎ ・２１２０）

認知症介護家族交流会

７月 日㈬ 午後１時 分
～３時 分
市役所
介護の悩みを話し合います。
長寿課（☎ ・２１２０）

８月の献血

３０

３０

８月１日㈰ 午前 時～
時 分、午後１時～ 時
おしろタウン・シャオ
福祉課（☎ ・２１１４）

１０

4

５３

認知症の家族を介護してい
る方

６５

６５

氏

３０

小学３～６年生
①７月 日㈯、②８月７日
㈯・③ 日㈯・④ 日㈯
全４回 午後４時～ 時
分
※②③④は雨天延期
総合グラウンド
人（抽選）
２０００円
７月２日㈮～ 日㈰に、申
込書を総合体育館へ。申込
書は同体育館に用意。市ス
ポーツ協会ホームページで
も申し込み可
同協会（☎ ・００５７／
総合体育館内）
がん患者とその家族
毎週火・木曜日 午前 時
～正午、午後１時～４時
※土曜日も不定期で開催
がんのピアサポーターによ
る電話相談
相談専用ダイヤル ☎０５２
・６８４・８６８６
火～土曜日の午前９時 分
～午後５時に、ＮＰＯ法人
ミーネット事務局（☎０５
２・２５２・７２７７）へ。
西尾市保健センター（☎
・０６６１）

時
問 内 場

２８

30

高額介護サービス費の負担 収入要件（年収） 上限額
上限額が８月から変わります。
約1,160万円以上 14万100円
現役並み所得相当の利用者
約770万円以上
は、世帯で４万４，４００円だっ 約1,160万円未満 ９万3,100円
た上限が、右表のように細分
約383万以上
４万4,400円
約770万円未満
化されます。

６５

介護保険施設を利用した時の食費や居住費などの負担限度
額が８月から一部変わります。また、認定の要件となる預貯
金額等の基準も、所得段階に応じたものに変わります。

時

問 場

問
対

11

問 長寿課
（☎６５・２１１９）

３５

母子福祉センタ ー
親子クッキング 講 座

高齢者生活支援サポー
ター養成講座

高額介護サービス費の負担上限額の見直し

５６

負担限度額認定の要件等変更

１０

３０

５７

時 対

内

２８

５

１０

申

高校生以上
７月 日㈭・ 日㈯ 午前
９時 分～ 時 分
市役所
高齢者の困りごとを支援す
るボランティアの基本的な
心構えを学びます。
人
（先着）
７月 日㈬までの午前９時
３０

３１

１１

６５

時 対
申 ￥ 定 場
問

ひとり親家庭の親子
７月 日㈰ 午前 時～午
後１時
総合福祉センター
おにぎらずやフルーツサン
ド、夏のデザートを作りま
す。
６組（先着）
１５００円
申問７月 日㈪～ 日㈪午前
９時～午後５時に、市社会
福祉協議会（☎ ・５９０

19

３０ ２９

２８

２１ ３１

２５

１２

問

時 対

内 場

５０

申

１１

19

５６

持ち物

時 対

内 場

￥ 定

定員
内容
日時・期間
費用

場所

問合先
その他
申込

対象

県在宅重度障害 者 手 当
の所得状況届の 提 出
県在宅重度障害者手当を受
給している方は、８月上旬に
郵送する所得状況届を提出し
てください。
８月 日㈫までに、福祉
課（☎ ・２１１３）へ。

国民健康保険高額療養費

保険年金課
（☎ ・２１０３）

１０

１３

支給申請手続きの簡素化

自衛官など

１０

は在宅の 歳以上のみの世
帯の方
※要支援・要介護認定を受
けた方がいる世帯を除く。
民生委員が、訪問や電話で
居住実態や緊急連絡先など
を確認します。
長寿課（☎ ・２１２１）

問 西尾市立図書館（☎56・６２００）

募集種目 ①航空学生 ②防
衛大学校学生（一般） ③防
衛医科大学校医学科学生
④防衛医科大学校看護学科
学生
申時①９月９日㈭まで ②
月 日㈬まで ③ 月 日
㈬まで ④ 月６日㈬まで
自衛隊岡崎所（☎０５６４
・ ・ ０ ０ ９ ５）、 市 総 務
課（☎ ・２１６４）

６５

１０

交通事故に遭ったら届け出を

▶作者…十河奏翔さん
（吉田小学校２年／当時）
▶読んだ本…にじいろのさかな
６５

国民健康保険（国保）加入者
で高額療養費に該当し、国
保税に未納がない方
高額療養費の申請が初回の
みで済みます。該当世帯に
は案内を送付。２回目以降
は指定された口座に自動的
に振り込まれます。
保険年金課
（☎ ・２１０３）

シルバーカード調査に
ご協力ください

国民健康保険・後期高齢者
医療保険の加入者や、福祉医
療受給者が交通事故に遭い、
保険などを使って治療を受け
る場合は、警察以外に保険年
金課へ届け出が必要です。加
害者と示談を結ぶ場合は、そ
の前に必ず届け出てください。

２７

５８

読書感想画
３年度中に 歳以上になる
在宅の１人暮らしの方また

問

内

ウオーキング
スキルアップ教 室

１４

元年度教育長賞受賞作品
７４

６５

内 本を読んで心に残った場面や好きな場面

６５

１５

１１

を描いた作品
申 ７月２８日㈬～９月３日㈮に、作品の裏に
応募票を貼って各図書館へ。応募票は各
図書館に用意
他 ①読む本と画材は自由 ②用紙は四つ切
画用紙。幼児・園児は八つ切画用紙可
問

対 小学３年生以下

７４

65 31

７月 日㈭ 午前９時 分
～ 時
中央体育館
効率的で正しい歩き方、継
続させるコツなどを学びま
す。
人（先着）
申問７月５日㈪～ 日㈬に、
西尾市保健センター（☎
・０６６１）へ。
定

募集

対
内

問

対

３０

５７

時

内 場

５０

20

場所 西尾上矢田北部土地区
画整理地区内の、市が取得
する土地
●施設概要
種別 認可幼保連携型認定こ
ども園
定員 ２８２人以上
敷地 ７０００平方メートル
程度（市から事業者に無償
貸与）
建物 事業者が建設
●事業計画
▼３年度…事業者選考
▼４年度…施設設計（事業
者）
▼５・６年度…施設建設
（事業者）
▼７年度…開園
申問８月２日㈪～ 日㈫に、
保育課（☎ ・２１１０）
へ。募集要項と申込書は、
同課に用意。市ホームペー
ジからダウンロードも可
３１

市民病院一般任期付職員

病院経営の分析、改革・改
善に関して豊富な実務経験
を有する方
病院事業の経営改革、経営
改善のための指導、助言、
計画立案などを行います。
◆共通事項
１人
任用期間 ４年４月１日～６
年３月 日（予定）
選考方法 書類審査、プレゼ
ンテーション、個別面接
提出書類 ①申込書 ②論文
（Ａ４用紙４枚以内）
申問７月１日㈭～ 日㈮に、
提出書類を市民病院管理課
（☎ ・３１７１）へ。
募集要領と申込書は市民病
院管理課に用意。市民病院
ホームページからダウンロ
ードも可。勤務条件などは

お問い合わせください。

環境事業所
会計年度任用職員

４月１日現在で 歳以上の
方。学生可
７人程度
勤務期間 ７月～９月
※応相談
勤務日時 月～金曜日の週３
日程度 午前８時 分～午
後５時
勤務内容 ごみの収集など
賃金 時給１２９１円
※通勤費を別途支給
選考方法 書類審査、面接
申問７月１日㈭～９月 日㈮
に、電話連絡の上、履歴書
と印鑑を環境事業所（☎
・５８５８）へ。

５５

１８

１０

３０

対

定

対

内

定

他

市営住宅の入居 者
●中野郷住宅（中原町）
間取りなど ３ＤＫ、水洗
家賃 ８８００円～１万７３
００円
●味浜住宅（一色町味浜）
間取りなど ２ＬＤＫ、水洗
家賃 ２万２５００円～４万
４３００円
●富好住宅
（吉良町富好新田）
間取りなど ２Ｋ、水洗
家賃 ８０００円～１万５８
００円
◆共通事項
募集戸数 各１戸
申問７月６日㈫～ 日㈫に、
建築課（☎ ・２１４６）
へ。
詳しくは市ホームページを
ご覧ください。
６５

幼保連携型認定 子 ど も
園の設置・運営 事 業 者

６５

●タレント・アクイジション
・ディレクター
医療分野での実務経験が豊
富で、医師確保に関し有用
な人的つながりを有する方
医師確保のための大学医局、
医療機関との協議や連携、
調整などを行います。
●マネジメント・インプルー
ヴメント・ディレクター

３０

野焼きは、煙や悪臭などで近隣の方の生
活環境に影響を及ぼしたり、燃え移りによ
る火災の原因になったりします。
家庭や農作業で出たごみは、燃やさずに
クリーンセンターへ持っていくなど適切に
処理してください。
※農業者などが行うやむを得ない焼却行為
は例外として認められる場合もあります。
問 環境保全課（☎３４・８１１１／クリーンセン
ター内）

３１

５６

野焼きは原則禁止
！

対

内

他

認可幼保連携型認定こども
園の設置と運営を行う事業者
を募集します。

21

持ち物

１３

市ホームページ

定員
内容
日時・期間
費用

場所

問合先
その他
申込

対象

（☎０７０・６６７７・９
９０７）

７月 日㈬・ 日㈬、８月
日㈬ 午後１時 分～４
時 分
各日３人（先着）
●一色支所出張相談
７月 日㈮・８月 日㈮
午前 時～午後３時
各日５人（先着）
◆共通事項
相談時間は１回 分
申問相談日前日までに、商工
振興課（☎ ・２１６８）
へ。
１４

耐震無料相談会

月 日㈭・ 日㈮ 午前
９時 分～午後３時 分
市役所
耐震改修などの相談
建築課（☎ ・２３８１）

春の叙勲受章者が内閣府か
ら発令されました。産業振興
功労の杉田愛次郎氏（上町）
が旭日小綬章、地方自治功労
で黒栁和義氏（西浅井町）が
旭日双光章、金融業功労で近
藤実氏（道光寺町）が旭日双
光章、郵政業務功労で鈴木敏
明氏（西幡豆町）が瑞宝単光
章を受章されました。
秘書広報広聴課（☎ ・２
１７１）

春の叙勲

１６

65

市立看護専門学校
オープンキャンパス

若者の就職相談
歳～ 歳で仕事に就いて
いない方、またはその家族
●市役所出張相談

３０

５０

２８

６５

時

２５

３０

１０ ３０

30 １５

公安系公務員
就職合同ガイダンス
高校生以上とその保護者
７月 日㈯ 午後１時～４
時
市消防本部
警察官や消防士、自衛官、
刑務官、海上保安官の就職
説明会
市消防本部消防総務課（☎
・ ６ ２ ５ ０）、 自 衛 隊 愛
知地方協力本部岡崎出張所

５４

高校生以上。保護者の同伴
可
７月 日㈮、８月 日㈮
①午前９時～ 時 分 ②
午前 時 分～正午 ③午
後１時～２時 分 ④午後
２時 分～４時
※ 分前から受け付け
市立看護専門学校
学校概要説明・４年度入学
試験の説明・学校紹介・看
護体験・在校生との交流会
※各回とも同じ内容
各回 人程度（先着）
申問７月９日㈮午前９時から、
市立看護専門学校（☎ ・
８８００）へ。ホームペー
ジからも申し込み可
３０ ２０

市コミュニティ バ ス 車
内モニターへの 広 告

・

2４

定

時

定

他

２７

30

６５

３０

４９

7

問

１０

３０

市立看護専門学校
ホームページ

３０

１０

３０

３０

１５

時 対
内 場

六万石くるりんバス・いっちゃんバスの乗車時に、
手帳の提示に代えて障害者手帳アプリ
「ミライロＩ
Ｄ」が利用できます。手帳の提示と同様に、無料で
乗車できます。
対 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉
手帳をお持ちの方
時 ７月１日㈭から
利用方法 アプリをダウンロードして手帳を撮影、
必要事項を登録。バスの降車時に起動して画面を
運転手に提示してください。
問 地域つながり課（☎６５・２１０７）

対

対

１５

２１

６５

問

56

モニター設置路線 市街地線、
三和線・室場線、平坂中畑
線、寺津矢田線
広告の放映 １枠当たり 秒
の動画または静止画を、各
路線の始発から最終便まで
１日当たり約４２０回放映。
枠は最大４枠まで連結可。
モニターのサイズは約 イ
ンチ
募集枠数
枠

「障害者手帳アプリ（ミライロＩＤ）」が使えます

時

内 場

定

１５

２１０７）へ。

問 地域つながり課
（☎６５・２１０７）

３０

申問地域つながり課（☎

六万石くるりんバス・いっちゃんバスで

22

対象

日時・期間

費用

持ち物

場所

申込

内容
その他

定員
問合先

MANABIフェスタ（一色学びの館）
古本の無料リサイクルバザー

時 ７月３０日㈮～８月３１日㈫

※なくなり次第終了
場 一色学びの館
内 古本・古雑誌を配布

午前９時～午後７時

ワクワク☆おはなしフェスティバル

時 ７月３１日㈯

①午前１０時３０分～１０時５０分
１１時～11時２０分
場 一色学びの館
内 いつもと一味違う、特別なおはなし会
定 各回８人
（先着）

②午前

クイズを解いて工作セットをゲットしよう！

クイズ配布 ７月１７日㈯～８月１日㈰
工作セット交換 ７月３０日㈮～８月１日㈰
※なくなり次第終了
場 一色学びの館
内 本の貸出時にクイズを配布。回答を提出した方に
工作の材料をプレゼント

読み語り

茨木のり子の世界

時 ８月１日㈰ 午後２時～３時
場 一色町公民館
内 茨木のり子の作品を朗読で楽しみます。
定 １５０人
（先着／要整理券）

子ども一日司書

対 小学４～６年生
時 ７月３０日㈮ 午後１時～４時
場 一色学びの館
内 カウンター業務や棚整理などを通して司書の仕事

を学びます。

定 ６人
（先着）
申問 ７月１０日㈯から、直接一色学びの館（☎７２・

３８８０）へ。11日㈰からは電話でも申し込み可

はずっとまつり（幡豆図書館）
豆本を作ろう

対 中学生以上
時 ８月２８日㈯ 午後２時～３時３０分
内 『銀河鉄道の夜』の豆本を作ります。
定 １０人
（先着）

つくってあそぼ！
対 小学生以下

からくり工作

※小学3年生以下は保護者同伴

時 ８月２９日㈰ 午前１０時３０分～正午
内 からくり工作を作って遊びます。
定 １０人
（先着）

今月の

納期

▶固定資産税・都市計画税………第２期
▶国民健康保険税
（普通徴収分）…第１期
▶介護保険料
（普通徴収分）………第１期
▶後期高齢者医療保険料（普通徴収分）…第１期
納期限

８月２日㈪

口座振替の方は残高を確認し
てください。再振替は不可

問 収納課
（☎６５・２１３２）
23

司書ってどんな仕事？

体験してみよう

対 小学３～６年生
時 ８月２９日㈰ 午後１時３０分～４時３０分
内 カウンター業務やクイズを通して司書の仕事を学

びます。

定 ６人
（先着）

◆共通事項
申問 ７月１７日㈯から、直接幡豆図書館（☎６２・
６５８８）へ。１８日㈰からは電話でも申し込み可

天体観望会
時 ７月１７日㈯、８月７日㈯

▶太陽観望会…午後２時～４時
▶夜間観望会…午後７時～８時３０
分
内 太陽の黒点やプロミネンス、月、
金星、火星、木星、土星、星団、
二重星などを観察・撮影
場問 寺津ふれあいセンター（☎５８・
１１７７）

第67回市民体育大会の出場者を募集
対 市内在住または在勤、在学のアマチュア競技者

￥ ▶ソフトボール…１チーム６,000円
（一般）、3,000円

（協会）
▶ゲートボール…１人２００円
▶少林寺拳法…１人1,０00円
▶グラウンドゴルフ…１人500円
▶インディアカ…１チーム1,０00円
▶ドッジボール…１チーム１,０00円（小学１・２年
生）
、
２,０00円
（小学３～６年生）、４,０00円（一般）
▶スポーツウェルネス吹矢® …1,000円
種
目
陸上競技
剣道

ソフトテニス

種
別
小学生・中学生・一般の各男女
小学生・中学校・高校・一般の各男女
小学生男女
一般男女、シニア
中学校男女
高校男女

卓球

▶その他…無料
申 各申込期限までに、申込書を総合体育館（ＦＡＸ54・
7762）、中央体育館（ＦＡＸ56・0456）、鶴城体育館（ＦＡＸ
５５・０１６９）、一色Ｂ＆Ｇ海洋センター（ＦＡＸ74・0021）、
吉良野外趣味活動施設（ＦＡＸ３２・１６０３）、幡豆公民館
（ＦＡＸ62・2800）へ。申込書は各施設に用意。市スポー
ツ協会ホームページでダウンロードも可
他 １０月１日㈮午後７時に、総合体育館で総合開会式を
行います。
問 市スポーツ協会（☎６５・00５７／総合体育館内）
開 催 日
１０月２日㈯
１０月１０日㈰
９月2５日㈯
９月2６日㈰
１０月２日㈯
１０月1６日㈯

会
総合グラウンド
中央体育館

場

西尾公園テニスコート

申込期限
９月８日㈬
８月2５日㈬

９月１５日㈬

西尾東高校、西尾公園テニス
コート
総合体育館
９月８日㈬

小学生・中学生・一般の各男女、ラージボール
１０月３日㈰
高校男女
９月1１日㈯
弓道
中学校男女
１０月２日㈯
総合体育館 弓道場
一般男女
１０月３日㈰
小学校女子（６人制）
７月2１日㈬・2４日㈯
一般男（６人制）
９月５日㈰
中央体育館
１０月２日㈯
バレーボール 中学校男女（６人制）
高校男女（６人制）
１０月１６日㈯
ママさん（９人制）
１０月３日㈰
総合体育館
ソフトバレーボール トリム、レディース
１０月１７日㈰
中央体育館
柔道
小学生・中学校・高校・一般の各男女
1０月1０日㈰
中央体育館
小学校男女
７月2７日㈫～３０日㈮ 中央体育館
高校男女
９月１８日㈯
西尾高校
バスケットボール 中学校男女
１０月２日㈯・３日㈰ 鶴城体育館
９月2６日㈰、
中央体育館、総合体育館、鶴
一般男女
１０月１0日㈰・１７日㈰ 城体育館
アーチェリー 一般男女
１０月３日㈰
善明市民運動広場
８月2９日㈰、
矢作川西尾緑地 ほか
一般男子
９月５日㈰・1２日㈰
１０月３日㈰
坂田球場
ソフトボール 小学生
中学校女子
１０月２日㈯・３日㈰ 一色中学校
高校女子
１０月1６日㈯
西尾東高校
テニス
男女
１０月３日㈰
善明市民運動広場
ゲートボール 一般男女
１０月３日㈰
古川ゲートボール場
バドミントン 小学生・一般の各男女
９月2６日㈰
総合体育館
少林寺拳法
小学生、中学生、高校、一般の各男女
１０月2４日㈰
中央体育館
小学生クラブチーム
１１月１３日㈯
総合グラウンド
小学校
７月２１日㈬・２６日㈪ 市内小学校
サッカー
中学校
１0月上旬
西尾中学校
フットサル
１２月５日㈰
中央体育館
グラウンドゴルフ 一般男女
１０月１１日㈪
矢作古川公園
インディアカ 混合、女子、シニア混合
１０月３日㈰
中央体育館
ドッジボール 小学１・2年生、小学３～６年生、一般
８月２９日㈰
総合体育館
スポーツウェルネス吹矢 一般男女
１０月２日㈯
総合体育館

９月１日㈬
７月７日㈬
８月2５日㈬
９月２９日㈬
９月２２日㈬
１０月６日㈬
９月２２日㈬
７月１４日㈬
８月2５日㈬
９月２２日㈬

７月２８日㈬

９月2２日㈬
９月８日㈬
９月１日㈬
９月２２日㈬
８月2５日㈬
７月７日㈬
８月2５日㈬
８月2５日㈬
９月１日㈬
７月２８日㈬
９月８日㈬
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相談は全て無料。先着順。相談日が祝日の場合は、原則休み
時 日時・期間 場 場所 内 主な相談内容 予 予約方法 問 問合先

市民 相 談
行政評価苦情申立

登記相談

児童生徒心配ごと相談

時 ７月１９日㈪、８月２日㈪午後１時30分
〜３時 場 市役所 内 市の苦情対応に納得で
きない場合の相談 予問 行政評価委員会事
務局（☎６５・２１５５／企画政策課内）へ。

時 ８月１１日㈬午後１時〜４時 場 市役所 内
土地の売買や相続など 問 市民課（☎６５・
２１98）

時毎週月〜金曜日午前９時〜午後４時内
いじめや不登校など※面談可 場問 適応指

年金相談
時 ８月５日㈭・１９日㈭・２６日㈭午前１０時
～正午、午後１時～４時 場 市役所 内 厚生
・国民年金の相談・手続き 予問 ７月２０日
㈫から、保険年金課（☎６５・２１０４）へ。

消費生活相談
時 毎週月～金曜日午前９時〜午後４時 場
消費生活センター（市役所会議棟内）内 悪

質商法や多重債務問題（面談のみ）、クー
リングオフなど※予約優先。電話相談可
予問 消費生活センター
（☎65・2161）へ。

司法書士法律相談

導教室（中央ふれあいセンター内☎57・
0555／一色町公民館内☎73・4572）
DV相談

時 ８月１３日㈮午後１時３０分〜４時 場 市役
所 内 紛争の目的の価格が140万円以下の
民事相談※１人30分以内、５人まで 予問

時 毎週月〜金曜日午前８時30分〜午後５
時 場 市役所 内 配偶者などからの暴力 問 家
７月１６日㈮から、市民課
（☎６５・２１98）
へ。 庭児童支援課
（☎56・3113）

行政相談

育児・虐待相談

時 ８月１３日㈮午前10時〜正午 場 市役所 内
国の仕事や手続き、サービス全般に対す
る苦情や要望 問 市民課（☎６５・２１98）

時 毎週月〜金曜日午前８時30分〜午後５
時 場 市役所 内 子どもの発達や育児全般、
児童虐待※電話相談可 問 家庭児童支援課
（☎56・3113）

人権困りごと相談
場時 ▶吉良支所…８月６日㈮▶一色支所

育児相談
時 毎週月〜金曜日午前８時30分〜午後５
時 場 子育て支援センターやつおもて（八
ツ面保育園内） 内 未就学児の育児、生活
習慣、心配ごとなど 問 子育て支援センタ
ーやつおもて
（☎57・2602）

時 ７月２０日㈫午後１時〜４時 場 市役所 内
労働条件や解雇、賃金などの労働問題※
予約制 予問 前日の正午までに、商工振興
課
（☎６５・２１６８）へ。

…８月１３日㈮▶幡豆いきいきセンター…
８月２０日㈮▶総合福祉センター…８月２１
日㈯ 時 午後１時３０分〜４時 内 いじめ、虐
待、セクハラなどの相談※一色支所と総
合福祉センターは弁護士が同席 問 市民課
（☎６５・２１98）

創業支援相談

内職相談

時 毎週月〜金曜日午前８時30分〜午後５
時 場 商工振興課 内 新規創業の相談 問 商工
振興課（☎６５・２１６８）

時 毎週金曜日午前10時〜午後３時 場 総合
福祉センター 内 内職の紹介と事業所の登
録 問 福祉課（☎６５・２１14）

西三河福祉相談センター（☎0564・27・
2779／岡崎市明大寺本町）
へ。

市税夜間納税相談

障害者虐待相談

児童相談

労働相談

時 ８月１２日㈭午後５時１５分〜８時 場 市役
所 内 市税の相談・納付 問 収納課（☎６５・
２１29）

市税休日納税相談
時 ７月１８日㈰午前８時３０分～正午 場 市役
所 内 市税の相談・納付 問 収納課（☎６５・

２１29）

市民特別法律相談
場時 ▶幡豆支所…８月５日㈭▶市役所…

▼

８月1０日㈫・2４日㈫▶寺津ふれあいセン
ター…８月１４日㈯▶一色支所…８月１９日
㈭ 吉良支所…８月２６日㈭ 時 午後１時３０
分〜４時 内 法律的専門知識が必要な相談
※１人３０分以内、各日５人まで 予問 ７月
16日㈮から、市民課（☎６５・２１98）へ。
行政書士書類作成相談
時 ８月１８日㈬午後１時３０分～３時３０分 場
市役所 内 官公署に提出する相続などの書
類作成 問 市民課（☎６５・２１98）

児童巡回相談
時 ８月５日㈭午前10時〜午後３時 場 市役
所 内 療育手帳に関する相談※予約制予問

時 毎週月〜金曜日午前８時30分〜午後５
時 毎週月～金曜日午前９時〜午後４時 場
（福祉課内） 市役所 内 児童の性格や家族関係、学校生
時 場 障害者虐待防止センター
内 障害者に対する虐待など 問 障害者虐待
活など※電話相談可 問 家庭児童支援課
防止センター
（☎６５・２１17）
（☎56・0324）

こころの相談

ひとり親家庭相談

時 毎週月～土曜日午前９時〜午後５時※
水曜日は正午まで 内 精神障害者と家族の
困りごと 場問 地域活動支援センターめだ
か工房（☎54・6775／矢曽根町）

時 毎週月～金曜日午前８時３０分～午後５
時 場 市役所 内 ひとり親家庭の困りごとや
（☎６５・２１79）
自立生活 問 家庭児童支援課

身体障害者相談
時 毎月第１・４月曜日午前９時〜正午 場
総合福祉センター 内 身体障害者と家族の
（☎６５・２１13）
困りごと 問 福祉課

結婚相談
時 毎週火曜日と毎月第１・３日曜日午後
１時〜３時 場 総合福祉センター 内 結婚相

手の紹介※申込金500円と写真２枚必要
問 市社会福祉協議会総務課（☎56・5900
／総合福祉センター内）
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0563・６５・２383）

西尾警察署「住民コーナー☎５７・０１１０」や名古屋法務局西尾支局「人権相談☎５７・２６２２（毎週水・木曜日午前１０時〜午後４時）」、
西三河県民生活プラザ「法律相談☎０５６４・２７・０８００（第２水曜日午後２時〜３時／要予約）
」もご利用ください。

25

カルチャー

三大備長炭が並ぶ店内。炭以外にコンロ
（七輪）なども取り揃えられている

店舗は昭和７年築とは思えないほ
どの美しい状態が維持されている

「良いものを長く使う」という価値観
明治から続く炭の専門店「三河屋」

さん

浅井 叔代

購入できないため、茶を楽しむ常

ぬぎ炭」はこの近辺ではなかなか

った先は、まるでクーラーを効か

連客からは「ずっとお店を続けて」

蒸し暑い夏の日。のれんをくぐ
せた部屋のように、涼しい風が流

とお願いされているそうです。

三河屋の店舗は昭和７年に建て

れ、何とも言えない懐かしさで訪
れた客を包み込みます。

年を迎えます。

た。でも長く住むうちにこの家の

「昔は古い家で嫌だなと思ってい

られ、間もなく築

屋」にはさまざまな炭と炭を扱う

良さに気付いた」と浅井さん。約

明治から続く炭の専門店「三河
ための道具が取りそろえられてお

年前、店の前の道路が拡幅され

度前後で焼き上げ、温度を下げる

顔で語ります。備長炭は１２００

だよ」と店主の浅井叔代さんは笑

足すようなら、備長炭の方がお得

時間燃え続けるから、何度も炭を

燃え尽きてしまう。備長炭は長い

するときに、普通の炭だとすぐに

いに来ます。「家でバーベキューを

いる店を始め、一般の方も炭を買

焼き肉など炭火焼きを売りにして

た。その椅子は土間の火鉢を囲む

いして椅子に加工してもらいまし

かった家の梁を、大工さんにお願

ん。曳き家の際に壊さざるを得な

いたいという気持ちが強い浅井さ

維持しました。良いものを長く使

し、ほぼ建てられたままの状態を

したくないと、曳き家で家を動か

くから続くこの家をできるだけ壊

道を選択。しかし、浅井さんは古

る際、周囲の店舗や家は取り壊す

や

時に灰をかけて少しずつ冷ますた

形で置いてあり、お茶友だちが集

ひ

め、普通の炭と比べて水分が少な

う憩いの場となっています。浅井

続く店舗は昔と変わらないたたず

歴史や文化が生まれます。備長炭

火がつきにくいですが、一度つけ

大きなものはインテリアとしても

のように長く燃え続ける西尾の歴

良いものを長く使えば、そこに
利用できます。三河屋では他にも

史と文化の火は、決して消えるこ

まいで街に彩りを与えています。

さまざまな種類の炭を取り扱って

とはないでしょう。 （斎藤泰三）

ば一定の温度で長く燃え続けるの

おり、茶の炭手前で利用する「く

が特徴。除湿や脱臭効果もあり、

ようなキンキンと高い音がします。 寧な手入れのおかげで、古くから

はり

く硬くなります。その証拠に、た

さんの物を大切にする気持ちと丁

炭もキログラム単位で販売。鰻や

り、紀州、土佐、日向の三大備長

９０

たくとまるで金属をたたいたかの

２０
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市防災マスコット
「ぼうサイくん」

新しくなりました

ハザードマップ

問 危機管理課
（☎６５・２１3８）

各地域の災害の危険性を示したハザードマップを災害種別ごとに作成しています。そのうち
「津波ハザードマップ」と「洪水ハザードマップ」の内容が新しくなりました。

津波ハザードマップ

ハザードマップを確認

元年７月に県が指定した「津波災害警戒区域（イエロ
ーゾーン）
」
を表示しています。これは、津波浸水想定

今回紹介したマップ以外にも「土砂災害」
「ため池」
ハザードマップがあり、
「津波」
「洪水」
「土砂災害」ハザ

の浸水深に、津波が建物などに衝突した際の水位上昇
分を加えた
「基準水位」を着色で示したものです。浸水
面積が増えたことで、避難対象地域に住崎四丁目、矢

ードマップは、危機管理課で配布しています。また、
市ホームページで全てのハザードマップを確認するこ
とができます。
ハザードマップには避難の心得や情報の入手先、避
難所と非常持ち出し品などに関する役立つ情報が満載
です。自宅や学校、職場の危険性を確認し、いざとい

曽根町、港町、南中根町が追加されました。

洪水ハザードマップ

う時に適切な行動を取れるように家族で話し合ってく
ださい。

元年６月～２年４月に国土交通省または県が公表し
た洪水浸水想定区域図・浸水予想図を基に作成。市内
に影響のある矢作川などの１０河川が、想定し得る最大
規模の降雨で増水し、堤防が決壊または越水した場合
の洪水の浸水区域や最大浸水深を表示しています。

レッツものづく

津波ハザードマップ

り

市ホームページ

ほんものづくり隊の企業で輝
く女性社員を紹介します。
（☎６５・２１５８）
問商工振興課
上野さんの父や
弟もフォークリ
フトを運転して
おり「かっこよ
くていつか自分
も運転したい」
という夢を実現

株式会社浅賀井製作所

上野 和美さん

自動プレスラインでの製造業務や、フォークリ
フトやクレーンでの製品の運搬などをしていま
す。会社の協力でフォークリフトとクレーンの
て
工場は新しく
トイレ
きれい。女子
も清潔です。

免許を取得でき、業務の幅が広が
って自信になっています。また、
有給休暇が取りやすく、事情が
あれば早めに帰らせてもらえま
す。子猫を拾って飼い始めた時
は、忙しい時期なのにも関わら
ず、定時で帰らせてくれました。
とても働きやすい環境です。
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みんな仲良し

ベトナム人実習生のガーさん
（左）
と話す上野さん。
「ガーさんは入社
したての頃に助けてくれた。明る
い性格で日本人とベトナム人の架
け橋的な存在」
。
会社データ

薄板での金属プレスを可能にする、高精度の金型＆プレス加
工技術を誇る。
所在地／上矢田町惣万田２－１ 問合先/☎７９・５６７４

愛知衣浦リトルリーグは設
立 年を超える伝統ある硬式
野球チームです。現在は、小
学２年生から中学１年生まで
の 人が在籍。コーチ陣やト
レーナー、父母の皆さんの手
厚いサポートの下、甲子園出
場やプロ野球選手、メジャー
リーガーなど、野球少年の夢
をチーム一丸となって追いか
けています。
一色町にある大一シーフー
ズ敷地内専用グラウンドで毎
週土・日曜日と祝日に練習し
ており、野球の技術だけでな
１４

野球少年の夢を一緒に追いかけよう

４０

愛知衣浦リトルリーグ

く、礼儀やあいさつ、相手へ
の思いやり、感謝の気持ちな
どを学んでいます。コロナ禍
ではありますが、それぞれが
感染対策に努め、何とか練習
を継続中。この難局を力を合
わせて乗り越えようとがんば
っています。
体験や見学は随時受け付け
ています。子どもたちは明る
く元気なので、初めての子も
すぐに打ち解けられます。気
軽に連絡してください。

・３７４３／天神町）

問松本（☎０９０・３３８７

お

令和２年４月生まれ
（一色町）

お兄ちゃんお姉ちゃん
たちに負けないくらい
元気で優しく育ってね。

あ

す

な

菅谷 明日菜ちゃん
令和元年５月生まれ
（寄近町）

にぃに、ねぇねに負け
ないくらい元気いっぱ
いすくすく育ってね☆

とう じ ろう

小林 藤二朗ちゃん
令和元年７月生まれ
（寺津町）

にこにこ笑顔でどうぞ
が上手なとうくん☆元
気で優しい子でいてね。

り っ か

永井 六花ちゃん

令和２年１月生まれ
（吉良町）

姉ちゃん大好きなりっ
ちゃん。わんぱく次女
がみんな大好きだよ。

キ ッ ズ ア ル バ ム

な

山本 和桜ちゃん

さ

ら

高安 紗愛ちゃん

令和元年７月生まれ
（針曽根町）

いつも笑顔いっぱいの
さらちゃんが大好きだ
よ！

ゆい と

小林 惟兎ちゃん

平成３１年４月生まれ
（永楽町）

食欲旺盛なゆいとくん
！ 病気せず元気に成
長してね！

りく と

大西 陸斗ちゃん

令和２年３月生まれ
（伊藤四丁目）

笑顔がかわいい陸斗。
たくさん食べて、元気
にすくすく育ってね。

る

か

増田 琉花ちゃん

令和元年６月生まれ
（矢田二丁目）

わんぱくニコニコるか
ちゃん！ いつまでも
兄妹仲良しでいてね！
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材料（４人前）

❶タマネギ、ピーマン、赤・黄パ
プリカを１センチメートルの角
切りにする。
❷水煮大豆を荒く刻む。
❸フライパンにサラダ油をひいて
熱し、ショウガ、ニンニクを炒
める。鶏ひき肉、酒を加えて炒
める。

ＰＯＩＮ

Ｔ

❹タマネギを加え、塩、こしょう
を振る。
❺ピーマン、赤・黄パプリカ、大
豆を入れて炒め合わせる。
❻調味料Ａを加えて炒め、ガパオ
ライスの具を作る。
❼ご飯に❻の具を盛り付けて完成。

市民の皆さんから寄せられた意見などを紹介します。

ボランティア活動用の
ごみ袋がほしい

給食用に
食べやす
い味に仕
上げてい
ます。お
とう
好みで豆
ば ん じゃ
ん
板醤を増
やしたり
、
ナンプラ
ーやバジ
ルの葉を
加えたり
すると、
本格的な
味わいに
なります
。

ガパオライス

ご飯…茶碗４杯分
鶏ひき肉…１４０ｇ
水煮大豆…６０ｇ
タマネギ…中１／２個（９０ｇ）
ピーマン…中１個（３０ｇ）
赤パプリカ…１／６個（２０ｇ）
黄パプリカ…１／６個（２０ｇ）
おろしショウガ…小さじ１／２
おろしニンニク…小さじ１／２
サラダ油…小さじ１
酒…小さじ２
塩、こしょう…少々
しょうゆ…大さじ１
みりん…小さじ１
Ａ 砂糖…小さじ１／３
豆板醤…少々
オイスターソース…大さじ１

素朴な甘みが魅力のイチジク。市内でも、多く
の生産者がおいしいイチジクを育てています。

ボランティアで道端のごみを拾って
います。たくさんごみ袋を使うため、
ボランティア活動用のごみ袋を提供し
てほしいです。

ボランティア団
体などに対して
は、市指定ごみ
袋をお渡ししています。ご
み減量課（☎３４・８１１３／ク
リーンセンター内）へお問
い合わせください。
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市指定
ご
お渡し み袋を
します
！！

MEMO

生産量は愛知県が全
国１位。ＪＡ西三河
では「いちじくスク
ール」を開催し、市
内の新規就農希望者
を支援しています。

齋藤美奈子さん（巨海町）

イチジクは栽培時に力を
使う作業がないため、女性
でも育てやすい果物です。
就農３年目で、今年初め
て本格的な収穫を迎えます。
甘くておいしいイチジクを
ぜひご賞味ください。

問 市民病院医事課
（☎５６・３１７１）

専門知識を生かして医療の安全・安心に貢献

臨床工学技士
臨床工学技士は、国家資格が必要な専門職です。医療
機器の点検や管理を行うほか、医師の指示の下での人工
呼吸器の操作、さらには手術中の機器操作の補助など、
幅広い業務を担当しています。

幅広い役割を担う
機器の管理・点検だけが臨床工
学技士の仕事ではありません。医
師の指示の下、人工呼吸器や血液
浄化装置の操作を行ったり、手術
中にレントゲン撮影装置を操作し
たりと、幅広い役割を担っていま
す。「機器の専門家である臨床工学
技士が手術に携わることで、医師
の負担を軽減でき、手術の安全性
が高まる」と河合技士。他の業務
の都合上、参加できないこともあ
りますが、外科医師から「常に参
加してほしい」と要望されたこと
もあり、河合技士は「もっと手術
に参加できるようにしたい」と語
ります。

患者さんに寄り添う

市民病院で 年近く勤務してい
る河合技士には、忘れられない出
来事があります。以前、末期がん
の患者さんが入院していたとき、
医師や看護師は忙しく、なかなか
病室を訪れることができませんで
した。「患者さんとその家族が不安
を募らせていた。少しでも力にな
ればと、時間があれば病室に顔を
出して話を聞きに行ったら、後日、
家族の方に『神様に見えた』と言わ
れた。治療ができなくても、患者
さんや家族のためにできることが
２０

医療 機 器 の 専 門 家

技士が所属しています。
「救急外来や手術などで使われ
る機器に不具合が出ないように、
事前の点検を入念に行っている」
と語ってくれたのは、臨床工学室
副室長の河合紀幸技士です。患者
さんの命に関わる機器の不具合を
防ごうと、日々の仕事に責任感を
持って向き合っています。
非常に多くの機器を扱うため、さまざま
な経験を積むことが大切。勉強会に参加
するなど、日々の努力が欠かせない。

人工呼吸器や麻酔器、輸血ポン
プ…。市民病院では、何百種類も
の医療機器が、日々患者さんの治
療のために使われています。それ
らの管理・点検を行うのが、臨床
工学技士です。市民病院の臨床工
学室には、現在、５人の臨床工学
感染症対策に使用される除菌装置を手に
する河合技士。
「最近は調整するのが難し
い特殊な機器が増えてきた」とのこと。

あるんだと分かった」。臨床工学技
士の強みの一つであるフットワー
クの良さを生かして、これからも
患者さんに寄り添っていきたいと
河合技士は考えています。

医師・看護師を支える

「西尾市民病院には、スタッフ
全員が家族のような、温かい雰囲
気がある。臨床工学技士は、医師
や看護師との連携が不可欠だけど、
とても仕事がやりやすい」と語る
河合技士。専門知識を生かして医
師・看護師を支え、医療の安全・
安心に貢献し続けます。

臨床工学室 副室長

河合 紀幸 技士
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岩瀬文庫コレクション

問 岩瀬文庫
（☎56・2459）

えんろく

塩録

江戸時代、塩の生産・販売は各藩の貴重な収入源でした。
水戸藩
（現在の茨城県）
は、文化９
（１８１２）年、平磯（現在
のひたちなか市）に塩田を築いて良質な塩の生産に成功しま
した。しかし、立地や気候に恵まれなかったためか、採算が
合わず、塩田経営は短期間で頓挫してしまいました。本書は、
きよあき
この事業を担当した水戸藩士の石川清秋が、全国各地の製塩
いりはましき
方法を調査した成果を記録したものです。入浜式塩田を高く
評価し、塩田に適した地形や天候、道具のことなど、塩作り
に関するさまざまな知識がまとめられています。
入浜式塩田とは、塩田を堤防で囲み、満潮時の海水面より
低い位置に地盤を築き、塩の満ち引きを利用して海水を塩田
の砂浜に引き込む方法です。人力で海水をくみ上げて塩田に
あげはましき
散水する揚浜式塩田と比べて労働力が大幅に削減され、生産
力も向上しました。
今から約 年前までは、一色・吉良地区の海岸部にも入浜
式塩田が広がっていたことを
ご存知でしょうか。８月 日
㈰まで岩瀬文庫で開催中の企
画展
「塩」では、古代から近代
にいたるまでの日本人の塩作
りの歩みを紹介し、市内の塩
田に関する資料も展示してい
ます。また、一色学びの館で
も７月 日㈯から８月 日㈰
まで、企画展「一色の塩づく
りの歴史と人びとのくらし」
を行います。この夏は、にし
おの
「しお」の歴史に触れてみ
てはいかがでしょうか。
７０

（１４１―４）

塩田で使用された道具を紹介している部分

１０

２９

文化財課

浅岡優

２９

図書館通信

図書館の催し

おすすめ新刊

問 西尾市立図書館
（☎５６・６２００）、吉良図書館（☎３２・３４００）
、

一色学びの館（☎７２・３８８０）、幡豆図書館（☎６２・６５８８）

『ニシオノ』クイズラリー

時 ７月１７日㈯～９月１２日㈰
場 一色学びの館
内 漫画
『ニシオノ』
から出題された、西尾にまつわるクイズ

を解きながら館内を巡ります。

他 ①小学３年生以下は保護者同伴

老いの福袋
あっぱれ！ ころばぬ先の知恵８８

②先着５００人にクリア特典を進呈
おはなしスウィーツ☆クッキング

絵本の中に入ろうよ

［作］
樋口恵子／中央公論新社

対 小学生と保護者
時 ８月７日㈯ 午後２時～４時
場 子育て・多世代交流プラザ
内 絵本に出てくる菓子を作ります。
定 ４組
（先着）
￥ ８００円
申 ７月１０日㈯から、直接一色学びの館へ。１１日㈰からは電

話でも申し込み可

本と雑誌のリサイクル

時 ７月２４日㈯

時～午後４時

午前１０時～午後６時、７月２５日㈰

午前９

場 吉良図書館
内 ２年度に除籍した本や雑誌のリサイクルを行います。
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６５歳以上の割合「高齢化率」が世界
一の日本。８８歳「ヨタヘロ期」のヒグ
チさんが、お金、働き方、家、介護
など、明るく生きるための知恵とユ
ーモアをつづった痛快エッセイ

７

月の休館日

[全館共通]
５日㈪・１２日㈪・１９日㈪・
２６日㈪
図書館
ホームページ

８
August

健診など

西尾地区の方は西尾市保健センターで、一色・吉良・幡豆地区の方は吉良保健センタ
ーで受けてください。都合で受けられない場合は、１週間前までにご連絡ください。

乳幼児など
健診・相談

※母子健康手帳と事前に配布した各健診問診票（健診のみ）を持参の上、お越しください。

対象

西尾地区

一色・吉良・幡豆地区

時 ７月３０日㈮、８月６日㈮

４か月児
健康診査

令和３年
４月生まれ

１歳児
育児相談

時 2６日㈭
令和２年 時 ５日㈭・1９日㈭
８月生まれ 受 午後０時55分〜２時30分 受 午後０時55分〜２時30分

１歳６か月児
健康診査

令和元年
１２月生まれ

２歳児
歯科健康診査

令和元年 時 ２日㈪・１１日㈬・23日㈪ 時 １６日㈪
６月生まれ 受 午後０時55分〜２時1０分 受 午後０時55分〜２時1０分
平成３０年

３歳児健康診査 ４月生まれ

内容・持ち物など

時 １８日㈬
・２７日㈮
受 午後１時１０分〜２時20分
受 午後１時１０分〜２時20分

時 ４日㈬・2５日㈬、９月１

日㈬

受 午後１時〜２時15分

時 ３日㈫
受 午後１時〜２時15分

対象者には日時を指定して個別
に通知。通知に記載された受付
時間にお越しください。都合の
悪い方はご連絡ください。

時 1０日㈫・１７日㈫・２４日㈫ 時 ２０日㈮
受 午後１時〜２時15分
受 午後１時〜２時15分

おめでとう相談

内 母乳・育児相談、測定など
時 １８日㈬
生後４か月 時 ５日㈭・2４日㈫
持 バスタオル１枚
受 午前９時３０分〜10時５０分 受 午前９時３０分〜1０時５0分
まで
申 西尾市保健センターへ。

助産師相談

内 出産や授乳、育児の相談など
妊婦、
時 ５日㈭・2４日㈫
時 1８日㈬
持 バスタオル１枚
産後６か月
（産婦のみ）
受 午前９時30分〜1０時５0分 受 午前９時30分〜1０時５0分
申 西尾市保健センターへ。
までの産婦

育児相談

乳幼児

内 乳幼児の発達や育児の相談な
時 １９日㈭
時 1８日㈬
ど
受 午前９時30分〜１０時４０分 受 午前９時30分〜1０時４０分 持 バスタオル１枚
（２歳未満）
申 西尾市保健センターへ。

オンライン
育児相談

妊婦、
乳幼児

時 ３日㈫・1０日㈫・１７日㈫・３１日㈫
受 ①午前９時 ②午前１０時 ③午前１１時

内 出産や乳幼児の発達、育児の

相談など（Zoomを使用）

定 各１人
（先着）
申 市ホームページで申し込み。

離乳食
もぐもぐ教室

時 ６日㈮・２７日㈮
内 離乳食の話
令和３年 受 ①午前９時30分〜９時４５ 時 2６日㈭
持 ４か月児健診で案内済み
１月生まれ
分 ②午前１０時３０分～１０ 受 午前１０時１５分～１０時３０分
申 西尾市保健センターへ。
時４５分

さくらんぼ
クラブ

多胎児の親 時 １７日㈫
子、多胎妊 受 午前９時４５分〜１０時
娠中の妊婦 場 西尾市保健センター

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため「新し
い生活様式」を取り入れて保健事業を実施します。開催
予定の事業の変更などは、市ホームページで確認してく
ださい。お子さんの発育や発達、子育ての悩みなどは電
話で相談できます。

内 親同士の交流、育児相談など
申 西尾市保健センターへ。

保健センターに行くときは ①来所前に体温を測定して
ください。②家族に発熱や咳などの症状がある方は来
所を控えてください。③マスク着用でお越しください。
④付き添いはお子さん１人に保護者１人まで。
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問合先

西尾市保健センター
（☎５７・０６６１／ＦＡＸ５４・７８６６）

対象

日時

受付時間

場所

内容

定員

持ち物

申込

その他

注意事項

妊婦
健診・相談

対象

日時・場所など

内容・持ち物など

場時 西尾市保健センター…月～金曜日

母子健康手帳
の交付と妊婦
相談

妊婦

マタニティ
クラス

初産婦

内 母子健康手帳の交付と妊娠中の相談
持 妊娠届出書、マイナンバーカード（個人番号
※祝日を除く。
受 午前８時３０分～１１時３０分
カード）または通知カード、本人確認できる
書類（自動車運転免許証など）
※都合が悪い場合はご連絡ください。
吉良保健センターでは交付しません。他 代理人の場合は委任状が必要
内 講話「母乳の話」
、沐浴の手順など
定 対面１２人（先着）
、オンライン５人（先着）
持 母子健康手帳（対面のみ）
申 ▶対面受講…７月２０日㈫から、西尾市保健セ

時 １２日㈭
受 午前９時４０分〜９時５５分
場 西尾市保健センター

時
妊娠６～９ ８日㈷
受 ①午前９時10分〜９時２５分
パパママ教室 か月の初産 時30分～９時45分
婦とその夫 場 西尾市保健センター

ンターへ。▶オンライン受講…７月２０日㈫～
８月４日㈬に、西尾市保健センターへ。

内 講習（妊娠中・育児の話、夫婦の役割）
、体験

②午前9

実習（もく浴・世話）など

定 １６組（先着）
持 母子健康手帳、バスタオル１枚
申 ７月２６日㈪から、西尾市保健センターへ。

暴風警報が、事業実施日の午前８時の時点で発令中の場合、午前の事業は中止。
午前１１時の時点で発令中の場合、午後の事業は中止。代替日などはお問い合わせください。

成人など
相談

健康相談

予防接種

対象

日時・場所など

時 1９日㈭
市内在住 受 午前９時３０分〜１０時３０分
※医師の相談は１０時から
の方
場 西尾市保健センター

内容など
内 健康や栄養・歯などの相談
申 西尾市保健センターへ。

指定医療機関に予約して、予診票を持参の上、接種してください。
予診票がない方は、保健センターにお問い合わせください。

子育てコラム

熱中症予防のポイント
熱中症は、梅雨の時期や室内、夜間でも発生しています。また、
マスク着用により熱中症のリスクが高まります。低年齢の子ども
ほど症状をうまく言えないため、大人が気を付けてあげましょう。
◦急に熱くなる日や湿度が高い日、気温30度以上の日は注意
◦休憩や水分補給は小まめに。
◦吸湿性や通気性の良い素材の服を選ぶ。
◦屋外では、帽子の着用など日よけ対策をする。地面からの照
り返しの熱にも注意
◦車内の置き去りは、短時間でも絶対にしない。
◦室内でも油断せず、エアコンを活用。必ず換気すること。
◦十分な睡眠と食事をしっかりとる。
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５

初夏を知らせる新緑の茶園

１

まち の ニュース

八十八夜

杉浦亜美さん

内田帆南さん

永田美織さん

立

ふん

春から数えて八十八日目、八十八夜行事が稲荷山茶園で行われました。伝統のかすり姿に扮した西
かんれいしゃ
尾キャンペーンレディ2020の皆さんが寒冷紗に覆われた茶畑に入り、一番茶となる新芽の摘み取り
を披露。会場では抹茶などの無料配布も行われ、訪れた方たちはまばゆく光る茶畑を眺めながら初夏の兆
しを感じているようでした。

知ってる!? 「西尾の抹茶」４つの生産ポイント

1棚式覆下栽培
新芽から被覆材を離
し、生育に合わせて遮
光率を高めることによ
り旨味成分のテアニン
の多い茶葉を栽培

2手摘み

てん

約40ヘクタールの茶
園が広がり、伝統的な
「しごき摘み」で丁寧
に摘み取る。学校茶摘
みは80年の歴史がある。

3三河式碾茶乾燥炉

4御影石で臼挽き

蒸し度・温度・乾燥
度合の管理が可能。茶
葉本来の品質を活かし
た製法により、安定し
た品質のてん茶を生産

１分間に60回転以下
を目安に茶葉を挽く。
時間をかけ高熱を発生
さないことで色や香り、
風味のある抹茶を製造

「西尾の抹茶」
を知って・見て・味わって!!
今年の作柄は例年並みで、１週間程度早く収穫。収穫量は若
抹茶のレシピ
はこちら
干少なめですが、高品質な茶葉を生産できています。また、コ
ロナの影響で学校茶摘みや摘み手の手伝いがいない影響は大き
く、収穫作業に苦労しました。
西尾の抹茶は生産面積こそ少ないですが、高品質なてん茶の
収穫量としては全国トップクラスです。家庭にあるヨーグルト 西尾茶協同組合
やアイスに振りかけて、ぜひ本物の味を楽しんでみてください。 ホームページ
西尾茶業クラブ会長

赤堀正光さん

問 農水振興課
（☎65・2135）
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休日診療案内
※暴風警報や特別警報、南海トラフ地震に関する情報（臨時）が発令中の場合などは、休診となります。

西尾市休日診療所

在宅当番医

５５・０８００

熊味町小松島１２
（西尾市保健センター西隣）

診療日

日曜日、祝日、年末年始

４日㈰

内科・小児科

休日診療所

受付時間

西尾口 駅

診療時間

総合福祉
センター

午前８時４５分〜１１時３０分
午後１時〜４時３０分

西 尾駅

午前９時〜正午
午後１時〜５時

歯科
受付時間

保健所
警察署

市役所

西尾郵便局

23日㈷
25日㈰

午前９時〜正午

救急医療情報センター

５４・１１３３

２４時間対応で、受診可能な医療機関を紹介します。

♯８０００

０５２・９６２・９９００

夜間に、お子さんの急病について相談に応じます。
受付日時

18日㈰
22日㈷

税務署

健康保険証、医療費受給者証、診療費など

小児救急電話相談

11日㈰

法務局

診療時間

午前８時４５分〜１１時３０分

持ち物

西尾市保健センター
西尾市医師会館
ハローワーク西尾

診療時間

午前９時〜正午、午後１時〜５時

７月
つつい整形外科
☎59・7800
羽塚西ノ山一丁目
整、リウ、リハ
復明館 水谷眼科
☎5４・2222
眼
丁田町
黒部眼科
☎62・2340
眼
西幡豆町
なかざわ記念クリニック
☎５4・３115
整
寄住町洲田
三村医院
☎５6・0220
気・耳、アレ
住吉町３丁目
宍戸整形外科
☎56・8177
整、リウ、リハ
塩町

8月
かとう皮フ科
☎54・9900
１日㈰
皮、形外、アレ
徳次町下十五夜
西村皮フ科
☎5４・１２３９
8日㈷
皮
今川町下落
小野田整形外科クリニック
☎5４・３０２２
9日㉁
整、麻、リウマチ
丁田町上ノ切
山尾病院
☎5６・８５１１
15日㈰
消内、肛外、内、外、整 桜木町５丁目

毎日午後７時〜翌朝午前８時

cover

SNSなど

広報にしお No.１５０６
デルとして協力してく
れたのは、新型コロナ
ウイルスに関する業務を行っ
ている健康福祉部に所属の職
員。
「向き合おう」
という特集
の意図に合わせて、真剣な眼
差しをカメラのレンズに向け
てくれました。

西尾市LINE公式
アカウント

Catalog Pocket

広報にしお

にしおじかん

モ

西尾データ<人口>

編集後記
男が生まれたのは去年１月、中国で新種のウイルス
が発生したと報道され始めた頃でした。
「コロナ前」
を知らない彼は、ほとんどの人が顔を半分隠している今の
世界をどう感じているんだろう。せめて家の中では、表情
豊かにたくさん話し掛けてあげたい。そんな親の都合なん
て知らないよとばかりにクルリと背を向け、１歳児はあっ
ちへこっちへ勢い良く駆けていくのでした。
（金原拓矢）

長
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６月１日現在

前月比

男性

８６，84７人

１人

女性

８４,2３９人

-５５人

計

１７1,０８６人

-５４人

世帯数

６6,３０１世帯

４７世帯

150６

７月号（2021年）

vol.
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