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ゆ め
で
っ
か
い
「
果
実
」
を収穫しよう

特集

いちご農家、始めました

いちご農家、
始めました

甘

くておいしい、いちご。実は西

尾市のいちご生産量は県内トッ

プクラス。しかし、近年は他の多く

の農作物と同じく、農家の高齢化や

作付面積の減少という問題に直面し

ています。

西尾のいちご業界を盛り上げ、未

来へつないでいきたい。そのために

若いいちご農家を増やしたい。そん

な思いがきっかけで、３年前に始ま

ったのが「いちごスクール」です。

いちごスクール

いちごスクールは新しくいちご農

家を始めようという人をサポートす

る取り組み。スクール生はＪＡ西三

河いちご部会所属のベテラン農家の

下で１年間、農業の楽しさや厳しさ

を体感します。さまざまな経験を積

みながら、自分のビニールハウスを

確保したり、農具をそろえたりと、

農家として独り立ちするのに必要な

準備を進めるのです。

昨年５月、決意を胸に４人の男女

がスクールに参加しました。年齢も

経歴もまったく違いますが、皆「こ

れから先、いちご農家として生きて

いく」という志を抱いています。
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いちごスクール３期生

左から／小林 雅人さん（吉良町）、鈴木 凌河さん（西幡豆
町）
、木村 志穂里さん（吉良町）、鈴木 妙子さん（富山町）

高品質で
大人気

西尾産のいちご
西尾市のいちご生産量は県内トップクラス。冬
場でも温暖で日射量が多いことが、いちご栽培に
適しているからです。市内で栽培されているいち
ごの品種は主に２つ。酸味と甘みのバランスが絶
妙で、円すい型が特徴の
「紅ほっぺ」
と酸味が少な
あきひめ

めで甘みが強い
「章姫」
です。大きくて赤いものや
先端が平らになっているもの、赤いつぶつぶがハ
ッキリしているものが、甘みが強くておいしいい
ちごです。

紅ほっぺ

部会員数と作付面積の推移
いちごスクール
３期生加入

９５

６５歳

３年

部会員数（人）

元年

章姫

部会員の平均年齢

６１歳

８９
８２
１７．４

７６

１７．２

作付面積（ha)

７７
１６．５

１６．３
１５．７

29
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30

元

２

３

スクール生の１年

スクール生はベテラン農家の指導

の下で、苗の管理やハウスの準備、

いちごの収穫・選別・パック詰めな

どを行いながら、座学の研修を受け

たり、自分のハウスを建てるための

融資相談をしたりします。

いちごを育てるのに必要な知識や

経験を得ながら、ＪＡ西三河の職員

が土地探しから資金計画まで手厚く

サポートしてくれるため、農業未経

験者でも安心して受講することがで

きます。

いちごスクール生の１年
親株の栽培管理

次年度の親株管理

苗の管理
ハウスの準備
ハウスの管理
収穫、選別、出荷
害虫駆除
座学
６月

８月

１０月

１２月

２月

５月

ずっと心のどこかにあった
農業をやりたいという気持ち
以前は栄養士として、市内の老人保健施設で働いていました。実
家が花の農家だったこともあって、ずっと心のどこかに農業への思
いがあったように思います。
栄養士の仕事で悩みを感じることがあって、転職を考えたときに、
真っ先に選択肢に出てきたのが農業でした。軽い気持ちで親に相談
したら
「いちごスクールっていうのがあるよ」って教えてくれて、そ
れから１年半悩み抜いた末、いちご農家になる決意をしました。当
面の目標は、小さい規模のハウスで、確実に収穫できる技術を身に
付けること。早く一人前の農家になりたいです。

木村 志穂里さん

稼げる農家になってほしい
尾﨑 敏彦さん
（吉良町／木村さんの受け入れ先）
木村さんには「稼げる農家になってほしい」と思っていて、安定した収入がある農

家になれるように指導しています。収入が安定しなければ、どんな夢や希望があっ
ても農業を続けることはできません。安定して稼ぐための技術を身に付けてもらう
ため、時には厳しく指導します。木村さんを受け入れてから約１年経ちますが、知
識も技術も最初の頃とは雲泥の差。きっと数年のうちに、彼女の畑で大粒のいちご
がたくさん実っているのを見られると思っています。
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やるなら今が最後のチャンスだと
思って飛び込んだ
以前は東京近郊の半導体部品を扱う会社で営業をしていました。
子どもを育てるなら自然の多い環境が良いとずっと考えていて、４０
歳になる節目の年に「農家になろう」と決意しました。
この地域は自然が豊かなだけでなく、住んでいる人が温かいので、
農家としてやっていくには最高の環境だと思います。農業という仕
事には、植物の生命力を感じられたり、日々新しい発見があったり
と、デスクワークにはない魅力があります。
５年後くらいには、現役でいちご農家をされている皆さんと肩を
小林 雅人さん

並べられるような農家になりたいです。

私が教えてもらうことも
内藤 善基さん
（吉良町／小林さんの受け入れ先）
スクール生のおかげで、いちご部会の平均年齢が下がって、部会の活動が活性化

しています。スクール生は部会に新しい風を入れてくれる存在です。いちごスクー
ルでは座学も取り入れて農業の基礎知識を学んでいるので、現役でいちごを育てて
いる農家が長年の経験を基に行っている作業を、科学的な根拠を基にして見直すこ
とができるのが強みだと思います。いちごの栽培方法は私が教える立場ですが、教
えられることもありますね。
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補助金をフル活用

あります。農家の方は、作物に愛情

家が増えることを歓迎する雰囲気が

農業の世界では同じ作物を育てる農

なるため、喜ばれません。しかし、

えることはライバルが増えることに

一般的な業種では、同業他社が増

農者を支えてくれるのが、国などか

の費用がかかります。そんな新規就

をパックに詰める作業場など、多額

度管理をする設備や収穫したいちご

万円。それ以外にも、ハウス内の温

を作るのにかかる金額は約３０００

を栽培する一般的なビニールハウス

１つに資金問題があります。いちご

新規就農者が抱える大きな問題の

をかけて育て、できた作物に誇りを

新規就農者を支える
農家の不思議な絆

持ち、この地域の農業がずっと続い

らの補助金です。ＪＡ西三河いちご
スクール担当
の日比さんは

です。とはいえ、効率良く作物を育

歩を踏み出す若者の背中を支えるの

で、ありがたいです」と語ります。

新規就農者を応援してくれているの

死活問題。幸いなことに、今は国が

るかないかは、新規就農者にとって

「補助金があ

てる工夫を秘密にしていることも。

卒業後も安心

仲間でもありライバルでもある、不

利用できる制度をフルに活用し、資

いちごスクール１期生

らけ。もし、いちごスクールでできたつながりがなかったら、

米津 健さん（米津町）

とか初の収穫を乗り越えられました。

いちごスクール２期生

それでも、スクールでできた横のつながりに助けられて、何

榊原 薫さん（桜木町）

いちご農家になれなかったのではと思います。

て欲しいと願っています。そのため、
新たに
農家と

思議な関係で農家の絆は結ばれてい

金面の不安を減らせるよう、ＪＡ西

して一

るのです。

三河担当者や市職員などが、生産者
と密に連絡を取り合っています。

いちごスクール卒業生の声

自分一人では無理だったと思う

いちごスクールを卒業して、今年初めて１人でいちご栽培

をしました。スクールを卒業したとはいえ、経験不足で何を

どうしたら良いのか分からず、後手に回ってしまいました。

いまだに支えられています

分からないことがあると、いちごスクールの際の受け入れ

農家に相談しています。まさに「師匠」と呼べる存在です。

初めて１人で栽培したときは、いちごができる気がしませ

んでした。いちご栽培は、スクールを卒業しても迷うことだ
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齋藤さんは「以前は『農家』では

げる側だったのが、今は上げる側に

「以前はいちご農家の平均年齢を下

長を務めた齋藤和義さん
（新村町）
は

Ａ西三河いちご部会の産地振興委員

いちごスクール立ち上げの際、Ｊ

培するのも良い。価値観の違い

し、自分の手の届く範囲内で栽

くする経営者を目指しても良い

って、どんどん栽培規模を大き

考え方も変わってきた。人を雇

ル生に指導していたが、自分の

なく『経営者』になれ、とスクー

なった。若い人が増えて、みんなも
を認められるようになった」と

それぞれの思うままに

良い刺激を受けている」と目を細め
語ります。

農業をしたいと思えるように

ます。
いちごスクールが開始された当初
は「何をどう教えたら良いのか分か
らない」と、受け入れ農家側の不安

新しい技術と新規就農者の存在が合

わされば、農業の未来は明るいとい

えるかもしれません。しかし、それ

は新規就農者があればこその未来。

一人でも多くの若者が「農業をした

い」と思えるよう、農業の魅力を次

人がしていた作業を機械化したり、
より効率的な

の世代に伝えていく必要があります。

もあり、なかなか受け入れ先が決ま

方法を探した

ハウスに実った特大の「果実」を収

らなか

りと、いちご

穫するいちごスクール生は、西尾の

うです。

め

に限らず農業は確実に進化していま

農業を照らす太陽のような存在とい

ゆ

しかし、最近は部会の雰囲気も変わ

す。既存の農家が守り続けてきた伝

えるのかもしれません。

西尾のいちごの未来

りつつあり、スクール生の受け入れ

統や経験に、機械化や効率化などの

ったそ

を快諾してくれる農家も増えました。

7

JA西三河
YouTube
チャンネル

ジでダウンロード可

JA西三河
ホームページ

書などはＪＡ西三河ホームペー

生の特集動画をYouTubeで配信中です。

５年６月～６年５月

研修期間

３年６月にスタートした第３回いちごスクール

対 満１８歳以上の方

動画を配信中

いちごスクールの参加者を募集

齋藤 和義さん
（新村町）

申 ９月３０日㈮までに、申込書と履

歴書をＪＡ西三河指導販売課

（☎５６・５２７２／寄住町）へ。申込

買 い 物 などの 移 動 に便 利

一色町内を巡回するいっちゃんバスは、
２００円で１日に何度でも乗車で
きるとても便利なバスです。自宅付近からスーパーまで行くのも簡単。
いっちゃんバスに乗って一色町公民館などに行けば、名鉄西尾駅や吉良
吉田駅、碧南駅方面に向かう路線バスに乗り継ぐこともできます。
問 地域つながり課
（☎６５・２１０７）

栄生漁港

フ

リ

ー

乗

降

一色西部小
文

区

満国寺南

一色高校 JA西三河
岡崎信
一色
高須病院 用金庫
高校西

中部小北

養ケ島

細川

一色高校北

文

間 西部小前
治明南

開正住宅

いきいき健康プラザ

いっち

味浜西

一色中部小

ゲンキー

Mikawaya

池田西

スギ薬局

池田南

Aコープ
コメリ

一色大宝橋
西尾信用金庫
JA西三河
カーマ
クスリのアオキ
間浜橋

文

大宝橋

一色南部小
ゲンキー
西塩浜

池田

赤羽根口

諏訪神社南

ドラッグ ドミー
スギヤマ

野田

一色町公民館
間浜

松木島

ふれんどバス

文

一色東部小
一色さかな広場

大塚

JA西三河

佐久島行
船のりば

一色中西

酒手島

文

一色中

いっちゃんバスの起点は
「一色町公民館」
。ここで
名鉄東部交通バス（一色
線）やふれんどバスに乗
り継ぐこともできます。

深見クリニック

↑吉良吉田駅方面

（一 交通
バス
色線
）

名鉄
東部

いっ
ち
ゃ
んバ
ス

ス

クスリのアオキ
満国寺前

一色中町

南部小北 一色本町

ゃんバ

スーパーの入り口のすぐ
そばにバス停があります。

文

名鉄東部交通バス（一色
線）に乗れば、市民病院
へ直通で行けます。

）
線
色
一

治明北

西尾駅方面↑
ス（
バ
通
交
部
東
鉄
名

寺津・平坂・碧南駅方面↑

バス
んど
ふれ

路線図

千間集会所
生田公民館

千間南

生田南

間

乗降区

フリー
フリー乗降区間では、バ
ス停以外の場所でも乗り
降りできます。バスが見
えたら、手を挙げるなど
して合図してください。
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いっちゃんバスのおすすめポイント
！ ２００円で何度でも乗車できる！
いっちゃんバスの運賃は２００円。降車時に「のりつぎ券」を受け取
ることで、当日に限り、いっちゃんバスと六万石くるりんバスに
何度でも乗車できます。２回目以降の降車時は、のりつぎ券を提
示してください。

運転手からのりつぎ券
を受け取ってください。

一色町公民館からのおおよその所要時間
施

！ 他の交通機関に乗り継ぎ、遠くへお出かけ！
いっちゃんバスに乗って一色町公民館などに行けば、西尾駅方
面へ向かう名鉄東部交通バス（一色線／１乗車２００円）や、吉良吉田
駅・碧南駅方面に向かうふれんどバス
（１乗車２００円）に乗り継げ
ます。西尾駅へ行けば、近くにあるヴェルサウォーク西尾はもち
ろん、六万石くるりんバスや名鉄東部交通バスに乗り継いでおし
ろタウン・シャオや市民病院、藤田医科大学岡崎医療センターに
も行けます。

設

名

所要時間

西尾駅・
ヴェルサウォーク西尾

２０分

おしろタウン・シャオ

２５分

市民病院

３０分

碧南駅

３０分

吉良吉田駅

１０分

藤田医科大学
岡崎医療センター

５５分

名古屋駅

１時間１０分

※待ち時間や徒歩での移動時間を除く。

こんなときはどうすればいい？
バスを利用したいけど、

？ いつ、どこで乗ればいいか分からない…
皆さんの日常的な移動ニーズに合わせて発着時刻や乗継情報な
どをまとめた
「マイ時刻表」を作成します。必要な方は、地域つな
がり課
（☎６５・２１０７）へご連絡ください。

いこまいかーで行ける場所

？ 家から遠くてバス停まで行けない…

お住まいの小学校区 行き先（バス停）

タクシーに乗って自宅から拠点的なバス停などに行けるサービ
ス、おでかけタクシー「いこまいか―」
が便利です。１乗車３００円で
乗ることができ、降車時に「のりつぎ券」を受け取ることでいっち
ゃんバスに無料で乗り継げます。利用希望者は、事前に地域つな
がり課
（☎６５・２１０７）で登録してください。

一色西部

西部小前

一色南部・一色中部
・佐久島しおさい

一色町公民館

一色東部

松木島

※佐久島しおさい学校区は、佐久島行
船のりばから運行します。

その他の情報

市内共通１日乗車券

バス車内で「西尾市内共通

１日券」（５００円）を購入す

れば、当日中はいっちゃんバ

スと六万石くるりんバス、名

鉄東部交通バス（市内乗降限

定）に何度でも乗車できます。

運転免許を自主返納
した方への支援

７５

歳以上で１年以内に自動

車運転免許証を自主返納した

方は、約５年間、六万石くる

りんバスといっちゃんバスに

無料で乗車できます。また、

免許返納後に、

・２１９

いこまいかーに２００円で乗

車できます。

申込・問合先

危機管理課（☎

６）へ。

コミュニティバスの
位置と混雑状況が分かる

無料で利用できる西尾市バ
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スロケーションシステムで、

バスの現在

の位置や混

雑状況が分

かります。

西尾市バスロケー
ションシステム

６５

あなただけのマイ時刻表
を作成します。

一色Ｂ＆Ｇ海洋センタープールの解体工事を市が行い、予定していた工事が

２年１１月

株式会社エリアプラン西尾

きら支所棟の買い取り予定日延期による増加費用／約２,０５０万円

３年１月

株式会社エリアプラン西尾

工事一時中止に伴う増加費用の支払いを求めて平成３０年８月に提起された訴
訟の判決で認められなかった費用／約２,６４０万円

４年３月

株式会社エリアプラン西尾

契約解除に伴う指定管理者取り消し処分の取り消し

これまでの経緯と契約解除後の課題

契約は、お互いに合意した
上で解除することが望ましく、
市は、ＳＰＣに何度も協議を
呼び掛けましたが、ＳＰＣは
資産経営課
（☎ ・２１５６）
協議自体に応じませんでした。
この状況で契約を続けること
は、市民のためにならないと
判断し、４年３月 日付で西
尾市方式ＰＦＩ事業契約を解
問題を早期解決するため、「市
したのが本契約締結を市議会
除しました。
の希望する変更内容での事業
で審議する直前だったことな
実施」と「市の希望する変更に
ど、多くの問題点を抱えてお
よって発生する損害賠償等の
り、契約成立当時から市民の
今後の課題
債務の確定」を求めて、名古
間では反対意見が多くありま
今後は、下表の訴訟の解決
屋地方裁判所に民事調停を申
した。
と、契約解除に伴う損害賠償
し立てました。その後、約２
額の確定をしていくことにな
年間調停を続けましたが、公
事業の凍結・見直し
ります。裁判になれば、判決
正中立な第三者が立ち合った
が確定するまでには長い時間
協議でも、市とＳＰＣ双方の
がかかることが想定されます
主張の隔たりを埋められませ
が、できるだけ早い解決に向
んでした。その結果、お互い
けて努力します。
の信頼関係を回復できないま
西尾市方式ＰＦＩ事業とし
ま、３年７月に調停は不成立
て実施する予定だった公共施
となりました。また、調停を
設の運営や維持管理は、利用
続ける間も、ＳＰＣからは合
者である市民の皆さんに不便
理性を欠くと思われる金銭の
が生じないよう、４月から新
支払いを求められ、それを拒
むと、訴訟が提起されました。 たな指定管理などにより、業
務を実施しています。その他、
吉良中学校の校舎建て替えに
契約の解除
向けた基本計画の策定と地盤
調査を行います。
今後も、市民の声を反映し
た市政の実現を目指してまい
りますので、ご理解、ご協力
をお願いします。

６５

このような経緯や市とＳＰ
Ｃ双方の信頼関係を考えると、
事業の継続は難しいと言わざ
るを得ず、市は、契約の解除
を決めました。

ＰＦＩ事業 の契約 を解除

14

12

問

そうした民意を受けて平成
年の市長選挙で当選した中
村市長は、事業の凍結・見直
しを表明しました。市民から
多くの意見を聴くため、意見
交換会や懇談会、市民アンケ
ートを実施。出された意見を
反映した見直し方針を策定し、
その内容での事業実施をＳＰ
Ｃに求めました。ＳＰＣが主
に市内企業で構成されていた
ため、市は事業の見直しに向
けて丁寧な合意解決を目指し
ました。しかしＳＰＣは、市
民に寄り添って事業を遂行し
ようという前向きな姿勢では
ありませんでした。
年に市は、ＰＦＩ事業の

※PFI事業で施設の解体などを担う会社 できないことで得られなかった利益／約１,２００万円

株式会社西尾地域開発

元年１２月

訴 訟 の 概 要 ／ 請 求 内 容

告

原

提訴時期

契約成立 当 時 の 状 況

28

市は
「公共施設再配置」
の取
り組みを進めるため、平成
年に特別目的会社
（ＳＰＣ）
の
株式会社エリアプラン西尾と
特定事業契約、いわゆる「西
尾市方式ＰＦＩ事業契約」を
締結し、ＰＦＩ事業を実施し
てきました。このＰＦＩ事業
契約は、総額約１９８億円、
契約期間は 年、 施設の解
体や５施設の新設、 施設の
改修、７施設の運営、１６０
施設の維持管理を行うという、
全国でも類を見ない壮大なも
のでした。
極めて大きな契約であるに
も関わらず、この契約は民意
が反映されているとは言い難
いものでした。巨大かつ長期
のプロジェクトを一企業に委
ねることで市が抱えるリスク
が極めて大きくなること、契
約締結までの市とＳＰＣの協
議内容を明らかにしなかった
こと、仮契約書の内容を公表
29

３１

公共施設
再配置
30

31

10

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

ももいろクローバーＺアルバムツアー・祝典～いこまい西尾市～
人気アイドルグループ、ももいろクローバーＺのコ
ンサートが開催されます。
対 高校生以上
時 ６月１１日㈯
場 文化会館
￥ ８,９００円
（全席共通）

他 チケットの市民優先販売を予定。チケットは１人２

枚まで。販売数量や購入方法など、詳しくは決まり
次第、ツアー公式サイトや市ホームページなどでお
知らせします。
問 観光文化振興課
（☎６５・２１６９）

ももいろクローバー Z のコンサートが西尾市で開催される経緯
今回のコンサートは、ももいろクローバーＺが町お
こしや地域活性化のために全国各地で行っていた 「一
大事ツアー」の開催地に西尾市が立候補したことで実
現しました。西尾市が立候補するきっかけを作ったの
は、ももいろクローバーＺのファンの大学生の方が市

吉良氏８００年祭
対 小学生以上
時 ６月５日㈰

役所に送った１通のメール。若者の自由な発想を実現
したいという強い思いが原動力になっています。
コンサートはコロナ禍もあって延期が続き、今回は
当初予定されていた２年１０月から、約２年越しでの開
催。待望のコンサートを、ぜひお楽しみください。

小和田哲男氏記念講演会

午後１時３０分～４時

問 文化財課
（☎５６・６６６０）

場 西尾コンベンションホール

演目／講師 ▶桶狭間合戦後の松平元康と吉良義昭／
小和田哲男氏 ▶戦国時代の吉良荘／小林輝久彦氏
定 ２５０人
（抽選）
資料代 １,０００円
申 ５月１７日㈫
（必着）までに、往復はがきに必要事項を
記入の上、文化財課「記念講演」係（〒４４５－０８４７亀沢
町４８０／岩瀬文庫内）へ。申し込みは１枚のはがきで
１人まで
必要事項 ▶往信文面…参加者の郵便番号・住所・氏
名・電話番号 ▶返信宛名面…参加者の郵便番号・
住所・氏名
11

小和田 哲男氏
西尾市シティプロモーショ
ン特命大使、吉良氏８００年祭
実行委員会特別顧問。戦国
時代史研究の第一人者で、
ＮＨＫ大河ドラマの時代考
証を担当したり、テレビ番
組などに出演したりと、多
方面で活躍中

市職員を募集
（Ｂ日程）
採用予定日 ５年４月１日
１次試験日 ▶筆記…７月１０日㈰ ▶実技…７月１２日
㈫～１４日㈭
申 ５月９日㈪～2６日㈭に、職員採用試験申込システム
で申し込み。募集要項は市ホームページでダウンロ
ード可
他 ①エントリーシートと動画で選考し、合格者のみ１
次試験を実施
②今年度実施する他の採用試験に申し込み不可
募集職種

予定人員

保育・教諭職

25人程度

年

受

齢

験

③５年３月31日㈮までに資格・免許を取得（更新）で
きない場合は不採用
問 人事課
（☎65・2152）

市ホームページ

資

資

格

格

昭和５2年４月２日 保育士資格と幼稚園教諭免許の両方
以降に生まれた方 を有する、または取得見込みの方

カーボンニュートラル推進事業者支援補助金
カーボンニュートラルを推進するため、省エネルギ
ーを目的とした設備更新などに必要な経費の一部を補
助します。
対 市内に工場や事業所を有する中小企業者など
対象経費 合計３０万円を超える、省エネルギー診断費
と省エネルギー診断に基づいて実施する次の①～④
の経費
①省エネルギー化のための設備更新費
②太陽光発電などのクリーンエネルギー設備導入費
③カーボンニュートラルに向けた計画策定費
④設備の使用エネルギー量を計測するための機器導
入費
補助金額 対象経費の３分の１（上限１２０万円）

市民病院で

FreeWi-Fi が利用できます
時 ４月１日㈮から
接続時間 午前６時～午後９時
場 外来待合、病棟
問 市民病院医事課
（☎56・3171）

申問 ７月１日㈮～１０月３１日㈪に、申請書を商工振興課

（☎６５・２１５８）へ。申請書
は市ホームページでダウン
ロード可

市ホームページ

カーボンニュートラルとは

？

二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量と吸収量を
同じ（実質ゼロ）にすること。２０５０年までに世界全体で
温室効果ガスをゼロにする必要があるといわれており、
世界各国で取り組みが進められている。

陸上自衛隊

「第10音楽隊」演奏会
時 ５月２８日㈯

場 一色町公民館

午後１時３０分開場、２時開演

内 陸上自衛隊
「第１０音楽隊」による演奏会
定 ２５０人
（先着）

申 ５月６日㈮～２８日㈯に、文化会館または一色町公民

館へ。専用フォームからも申し込み可
問 一色町公民館
（☎７２・３４１１）

専用フォーム
12

副市長
山口瑠美子

座右の銘は
『一期一会』
出会いは必然。その時々の縁を大切にしています。
４月１日に山口瑠美子副市長が就任しました。西尾
市初の女性副市長の、まちづくりにかける思いをお伝
えします。
るようなまちづくりをしてい
きます。

若者の活躍を
新しいことに取り組むとき
には、若者の発想が大切だと
考えています。若い職員から、
どんどんアイデアが出て、そ
れが実現するような流れを作
りたいです。私自身も県職員
時代に、大きなプロジェクト
を任された経験を通して成長
できたと感じています。若い
職員が成長できる機会を提供
し、今まで以上に活気のある
市政運営ができるようにして
いきます。

13

住み続けたいまちへ
副市長に就任した、山口瑠
美子です。副市長として、一
日でも早く西尾市に溶け込め
るよう、まい進していきます。
私が感じる西尾市の魅力は、
人が温かく、観光資源が豊富
で、おいしいものが多いこと
です。良く言えば「地域の中
に何でもある」のですが、そ
うであるがためにやや内向的
な側面もあると感じています。
西尾市は大きな可能性を秘め
ているまちです。市内外の方
に西尾の魅力を実感してもら
い、住みたい、住み続けたい、
行ってみたいと思ってもらえ

経歴／昭和５６年愛知県庁入庁、東京事務所産業誘致課長、経済産業局産
業部産業振興担当課長など
性格／明朗闊達
（めいろうかったつ）
趣味／テニス、ゴルフ、フィットネス、野球・サッカー観戦
好きな食べ物／うなぎ、いちご、赤ワイン

Rumiko Yamaguchi

30

27

10

10

相談プラザ

下

町

平 坂

一

色

米 津

横須賀

望の西尾信用金庫の店舗名を記
入の上、市観光協会プレミアム
付き西尾観光券受付デスク（〒
４４５ー０８５２花ノ木町４ー
）へ。
引換方法 ７月１日㈮～ 日㈯に、
左表の西尾信用金庫の店舗へ。
新型コロナウイルスの感染状況に
より販売延期の可能性があります。
市観光協会（☎ ・７８８２）

引き換え店舗

31

問

他

64

食べて・巡って・買って楽しむ

10

プレミアム付き西尾観光券

市観光協会に加盟する市内の対象
施設で利用できる「プレミアム付き
西尾観光券」を販売します。
￥１セット１万３０００円分（１０
００円分 枚）を１万円で販売
販売数 １万５０００セット（１人
１セットまで／抽選）
使用期間 ７月１日㈮～ 月 日㈪
利用可能店舗 飲食店、宿泊施設、
レジャー施設、小売店など
※市観光協会ホームページで確認
可
申▼インターネット…５月 日㈫午
前９時 分～ 日㈪午後４時に、
市観光協会ホームページで申し
込み。
▼郵送…５月 日㈫～ 日㈮（消
印有効）に、住所・氏名・年齢
・性別・電話番号・引き換え希
13

30

57

30

市観光協会
ホームページ

親子で観光体験

記念日に西尾を贈ろう！
食材選びや観光をしながら、家族への感謝の気
持ちを伝える料理作りなどを体験します。
対 小・中学生と保護者
申 ７月１日㈮までに、特設ホームページへ。
～
海の日 ～
～

自然の恵みと醸造を学ぶ
時 ７月16日㈯ 午前10時～午後
１時
場 塩田体験館
内 塩づくりを体験し、塩むすび
や溶かすとみそ汁になるみそ
まるを作ります。
定 16組
（抽選）

山の日

問 ＮＰＯ法人やらまいか人まちサポ

ート

牧野（☎090・3830・9696）

山で楽しむ西尾の幸
時 ８月11日㈷ 午前９時～午後
１時
場 東幡豆海岸、愛知こどもの国
内 トンボロ干潟で生き物を観察
し、地元食材を使ったピザを
作ります。
定 20組
（抽選）

特設ホームページ

敬老の日 ♥

職人の技と伝統の味
時 ９月17日㈯ ①午前10時30分
～午後２時30分 ②午前11時
30分～午後３時30分
場 子育て・多世代交流プラザ
内 うなぎの養殖場を見学し、う
なぎの炭火焼きやメッセージ
入りえびせんべいを作ります。
定 各回10組
（抽選）

14

自然豊かな島 暮 ら し

地域おこし協力隊

池部 彰 さん
豊川市出身。島内でゲ
ストハウスを経営する
夢に向けて活動中

◦マスクの着用
◦会話を控えめに

の徹底をお願いします。

情報
イベント
はこちら
佐久島公式
ホームページ
問 佐久島振興課（☎７２・

９６０７／さくナビ内）

右／魚が釣れて喜ぶ池部さん 左上／島民からい
ただいた野菜 左下／草刈りなどで島内を整備

池

Boom!!

最終結果は１２チーム中６位
来シーズンへ期待が高まるチームの成長
レギュラーラウンドを20勝13敗の６位で終え、ファ
イナルステージ進出を逃したエアリービーズ。若手主
体となった今シーズン、コロナ禍も重なり苦しい試合
が続きましたが、応援してくれた皆さんの声援を力に、
選手たちは最後まで諦めずに戦い抜きました。

西尾市とエアリービーズは、
ホームタウンパートナー協定を
締結しています。
問 スポーツ振興課
（☎５４・０００２）

キャプテンコメント
コロナ禍でも多くの方に応
援していただき、感謝の気持
ちでいっぱいです。６位とい
う悔しい結果でしたが、積み
上げてきた力を発揮できた試
合もあり、チームとして成長
できたと思います。
リーグは終了しましたが、
ここからまた新たなスタート
です。今まで以上に「エアリ
ービーズが見たい！」と思っ
てもらえるよう、みんなで成
長して帰ってきます。今後も
変わらぬご声援をよろしくお
願いします。
No.10

ミドルブロッカー／キャプテン
ふみ か

森谷 史佳 選手

15

4

×

エアリービーズ
2021-22 V.LEAGE DIVISION1 WOMEN

皆さんこんにちは。昨年７月に佐久島の地域
おこし協力隊に就任した池部彰です。今号から
隔月で、共に活動する隊員の森田篤史と 月に
新たに着任した安江つぐみと順番に、佐久島で
の体験や感じたことを伝えていきます。

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、

島の風
日記

島に住んでまず感じたこと、それは自然の豊
かさ。三河湾から吹く風に揺れる木々や波の音、
鳥や虫の鳴き声。街灯が少なく、星がきれいに
見える時間は心が落ち着く。
海に囲まれていて、釣りのポイントが多いの
も魅力的。タケノコメバルやアジなど魚の種類
が豊富で、毎回どんな魚に出会えるかワクワク
する。今は島での暮らしを本当に満喫できてい
る。でも、移動手段が船だったり、病院がなか
ったり島ならではの不便さがあるのも確かだ。
島では島民と一緒に神社の草刈りや清掃、船
へのごみの積み込み作業などで汗を流す日々。
島民との会話も増え、野菜や魚などを頂くこと
も。おがげで自炊が増えて、健康的になった。
さて、いよいよ大勢の観光客が島にやって来
る季節が近づいてきた。「佐久島は楽しい」と感
じてもらえるよう、準備して待とう

渡船に乗るときは

佐久島発

まち の ニュース
３

新たなにぎわいの創出と観光振興
１9 おいでっきオープニングイベント、名鉄西尾・蒲郡線利用促進大会、にしがま号発車式

「おいでっき」のオープニングイベントが開催されま
西 尾駅東歩行者通路を活用した多目的交流スペース
した。大道芸やコンサート、ハンドメイドマルシェが行われたほか、名鉄西尾・蒲郡線利用促進大会

や白帯復刻
「にしがま号」発車式なども開催。会場は大勢の家族連れなどでにぎわっていました。

３

多くの人でにぎわう
２６・２７ 矢田のおかげん

３

地域の方の命を守る
１２ 津波避難タワー竣工式

ここをタッチ

養 かげん」が開催されました。１日目はあ
寿寺で西尾に春を呼ぶお祭り「矢田のお

いにくの雨でしたが、遊びに来た多くの家族や
子どもたちでにぎわいました。訪れた人たちは、
市指定文化財である
「天満宮御影」
や徳川家康の
か お う
花押を眺めたり、寺マルシェのキッチンカーで
好きな食べ物を買って食べたりと祭りを満喫し
ていました。

津 良町大島地区に津波避難タワーが建設さ
波への備えとして、一色町生田地区と吉

れ、それぞれ現地で竣工式が開催されました。
式では、タワーの愛称や看板デザインを考案し
た小・中学生の表彰も行われ、子どもたちは笑
顔で賞状と記念品を受け取っていました。タワ
ーは今後も整備が進められ、８年度までに合計
１０基が建設される予定です。
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ここをタッチ

３

このマークが付いている記事は、Catalog Pocketアプリで追加
写真を見られます。右のコードからダウンロードしてください。

みんなで一緒に「火の用心」
２ 防火パレード

３

笑顔でダンス
１２ レク・ダンス講習会

西 防本部までパレード。道行く人たちに、
尾中央幼稚園の年長児４１人が園から市消

大きな声で
「火の用心」と呼び掛けていました。

３

満開の河津桜といちごを味わう
１９ 桜ウオーキング＆いちご狩り

レ れ、約３０人が参加しました。参加者は、
ク・ダンス講習会が中央体育館で開催さ

ゆったりとした動きやコミカルな動き、リズム
カルな動きなどを取り入れた振り付けを講師か
ら習得し、ダンスに挑戦。懐かしい音楽に合わ
せて時折口ずさみながら踊るなど、マスク越し
でも分かる笑顔で楽しみながら、体を動かして
いました。

３

初体験に親子で熱中
21 元日本代表に教わろう！ ラクロス体験

ここをタッチ

総 満開の河津桜を堪能。そのまま歩いてい
合体育館をスタートし、ふれあいの道で

ちご狩り園を訪れ、春の味覚を楽しみました。

３

ヒット曲を披露
２６ 山本リンダコンサート＆トークショー

ここをタッチ

男 る「元日本代表に教わろう！

一 んが大勢の観客を前に「こまっちゃうナ」
色町公民館で開催。歌手の山本リンダさ

や
「狙いうち」
などのヒット曲を披露しました。
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子ラクロス元日本代表の清家悟さんによ
ラクロス
体験」が、西尾勤労会館で行われました。参加
した親子15人は地面に落ちたボールをスティッ
クで拾ったり、パスやキャッチをしたりするな
ど基本的な動作を練習。最後はキーパーとゴー
ルの間を狙いすましてシュートを決めるなど、
初めての体験を楽しんでいました。

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。

動から問われていること
歴史学者の講演会と対談
１５０人
（抽選）
６月 日㈮
（必着）までに、
往復はがきに必要事項を記
入の上、
岩瀬文庫（〒４４５
―０８４７亀沢町４８０）
へ。１枚のはがきで２人ま
で申し込み可
必要事項 ▼往信文面…参加
者の郵便番号・住所・氏名
・電話番号 ▼返信宛名面
…参加者の郵便番号・住所
・氏名
◆共通事項

の 人」に登場する安達盛
長などに注目して、歴史を
考察します。
２５０人（先着）
５月６日㈮～ 日㈰に、西
尾市資料館または一色町公
フォーム
民 館 へ。 Google
でも申し込み可
一色町公民館（☎ ・３４
１１）
２２

語りと音楽による
グリーフケア講座
６月４日㈯・ 日㈯ 午後
１時 分～３時 分
文化会館
家族や友人、ペットを亡く
した悲しみを、語りとバイ
オリンの音色で癒やします。
人（先着／両日参加でき
る方を優先）
申問５月 日㈭～６月 日㈮
に、氏名・電話番号を文化
会館（☎ ・５８５５／✉
）へ。
n-bunka@katch.ne.jp

元気いっぱい
子ども司書養成講座
図書館の貸し出しカードを

持っている小学５年生～中
学生
６月 日㈰～９月４日㈰
西尾市立図書館
司書の仕事を体験
人（抽選）
５月 日㈯～６月５日㈰に、
申込書を各図書館へ。申込
書は各館に用意。西尾市立
図書館ホームページでダウ
ンロードも可
西尾市立図書館（☎ ・６
２００）
１５

天体観望会

５６

５月 日㈯、６月４日㈯
▼太陽観望会…午後２時～
４時 ▼夜間観望会…午後
７時～８時 分
太陽の黒点やプロミネンス、
月、二重星などを観察
中学生以下は保護者同伴
場問 寺 津 ふ れ あ い セ ン タ ー
（☎ ・１１７７）
３０

申 定
問

２６

２８

２１

５８

７２

３

申 定 内 場 時

問

時

内

他

・２４５９）

『明治殉教絵詞』

５月 日㈰ 午後２時～３
時 分
※ 分前開場
一色町公民館
ＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿

学び大学歴史講演会「鎌
倉時代の三河と西尾」

５６

Googleフォーム

２５

３０

特別展「三河大浜騒動１５

３０

問岩瀬文庫
（☎

１６

１３

３０

１２

５４

３０

３１

０ 年 ～ 近 代 化 の 光と影～」

５月 日㈯～８月 日㈬
※６月 日㈫～７月１日㈮
を除く。
休館日 祝日以外の月曜日、
５月 日㈭、６月 日㈭
岩瀬文庫
１５０年前に起こった「三
河大浜騒動」を紹介
●展示解説講座
５月 日㈯、７月 日㈯
午後１時 分
岩瀬文庫
各 人
（先着）
５月７日㈯から、岩瀬文庫
（☎ ・２４５９）
へ。
●記念シンポジウム
７月２日㈯ 午後１時 分
文化会館
テーマ 再考！ 三河大浜騒
３０

１９

時

内 場

定

１０

２２

３０ ３０

２０

対

申 定 内

時

内 場

１４

２８

１４

３０

５６

時

内 場

時

申 定 場

場 時
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きょうりゅうとあ・そ・ぼ♪

①２００円 ②③５００円
申問①不要 ②③５月 日㈫
から、子育て・多世代交流
プラザ
（☎ ・４４８７）へ。
同プラザＬＩＮＥ公式アカ
ウントからも申し込み可

午後２時～３

時
幡豆ふれあいセンター
幡豆音頭などに合わせ、盆
踊りのように踊ります。
人（先着）
申問５月 日㈮～７月１日㈮
に、氏名・電話番号を文化
会館（☎ ・５８５５／✉
へ。
n-bunka@katch.ne.jp)
こくちーずプロでも申し込
み可
①未就学児は保護者同伴
②浴衣での参加可

１０

も可。電子申請・届出シス
テムでも申し込み可

シルバーカード調査

７４

７３

親子で踊ろう！
幡豆の踊り体験会
７月２日㈯

電子申請・届出
システム

①４年度中に 歳以上にな
る在宅の１人暮らしの方
②在宅の 歳以上のみの世
帯の方
※要支援・要介護認定を受
けている方を除く。
５月中旬～８月末
民生委員が、自宅を訪問ま
たは電話し、居住実態や緊
急連絡先などを確認します。
長寿課（☎ ・２１２１）
７４

６５

対

内 場

ボッチャ体験会

５０
５７

内 時

問

こくちーずプロ

３１

５４

１３

１８

１１

５４

１１

①どなたでも ②③小学生
以下と保護者
６月４日㈯ ①午前９時～
午後３時 ②午前 時～
時 ③午後１時～２時
子育て・多世代交流プラザ
①恐竜フィギュア色塗り体
験 ②③恐竜フィギュア色
塗り体験、発砲スチロール
で作った恐竜が展示されて
いる工房の見学
① 人
（先着） ②③各５組
（先着）

市商工振興課
（☎６５・２１６８）

対
時
内 場

１０

子育て・多世代交
流プラザＬＩＮＥ
公式アカウント
問 西尾みなみ商工会
（☎３２・１１４１／吉良町）

￥

時

定

４８

対

￥ 定 場 時

８０

義理と人情に生きた幕末の侠客
「吉良の仁吉」
をしのんで行わ
れる、人情味あふれる祭りです。周辺道路が歩行者天国となり、
中高生のパフォーマンスなどさまざまなイベントが行われるほ
か、たくさんの飲食・物販店が出店します。
時 ６月５日㈰ 午前９時～午後４時
場 源徳寺、福泉寺とその周辺
（吉良町）
他 臨時駐車場あり。駐車台数に限りがあるため、公共交通機関
をご利用ください。

３０

他

小学生以上。小学生以下は
保護者同伴
６月 日㈯ 午前９時
総合体育館
人（抽選）
▼高校生以上…１人１００
円 ▼中学生以下…１人
円
申問５月 日㈬～ 日㈫に、
申込書をスポーツ振興課
（☎ ・０００２／ＦＡＸ ・
１３２１／✉ sports@city.
）へ。申込書は
nishio.lg.jp
同課に用意。申込書は市ホ
ームページでダウンロード
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持ち物

定

仁吉まつり
第４０回

定員
内容
日時・期間
費用

場所

問合先
その他
申込

対象

午後１時～３時

午前１０時～１１時３０分
防災気象情報の活用方法と
津波・洪水ハザードマップ

６月１２日㈰

午前１０時～正午
ケガなどの応急処置と
ロープワーク体験

６月１２日㈰

午後１時～２時３０分
住宅耐震改修の必要性と
家具転倒防止対策

６月１８日㈯

午前１０時～１１時３０分

療中の方（透析治療を受
けている方を除く）
②ＨｂＡ１ｃ値５・６％以
上の方
③最高血圧１４０㎜ 以上、
または最低血圧 ㎜ 以
上の方
５月 日㈮ 午前９時 分
～正午
西尾市保健センター
管理栄養士による個別相談
３人（先着）
申問相談日の１週間前までに、
西尾市保健センター（☎

・０６６１）へ。
治療中の方は主治医に相談
の上、申し込んでください。

ウオーキング
スキルアップ教室

５月 日㈭ 午前９時 分
～ 時
中央体育館
正しい歩き方や継続させる
こつなどを学びます。
人（先着）
申問５月 日㈬までに、西尾
市保健センター（☎ ・０
６６１）へ。

特別障害者手当・障害児福祉

手当・経過的福祉手当の変更

手当の額が４月分から次の
とおり変更されました。

福祉課（☎

・２１１３）

経過的
B 種 １万6,030円 １万6,0００円
福祉手当

出前認知症カフ ェ 「 ケ
ひ な た け
アラーズカフェ日向家」

組
（先着）
申問５月 日㈬～ 日㈮午前
９時 分～午後３時に、子
育て支援センターくさの実
（☎ ・８３１１／くさの
実保育園内）へ。申し込み
は保護者のみ可

糖尿病・高血圧のため
の栄養相談
次の①～③のいずれかに該
当する方
①糖尿病または高血圧を治

３０

５７

A 種 ２万1,780円 ２万1,7５0円
障害児
B 種 １万6,030円 １万6,0００円
福祉手当
C 種 １万4,880円 １万4,8５0円

時
日

他
時

内 場

定

１９

１８

６５

認知症の方や介護している
家族、医療・福祉などの専
門職の方
５月 日㈬ 午後１時～４
時
総合福祉センター
認知症の方を介護している
方の息抜き、交流、認知症
介護相談
２００円
長寿課
（☎ ・２１２０）

３０

１１

A 種 ３万4,200円 ３万4,１５０円
特別障害
B 種 ２万8,400円 ２万8,３５０円
者手当
C 種 ２万7,350円 ２万7,３００円

熊丸みつ子さんと遊ぼう
就園前のお子さんと保護者
６月７日㈫ 午前 時 分
～ 時 分
中央体育館
子育てトークや体を使った
遊び
１０

５０

内

４月分から

手当名 種別 ３月分まで
問

６５

３０

６月１１日㈯

避難所運営と感染症対策

２７

２５

１１

午後１時～３時
土砂災害マイ・ハザードマップ
６月１８日㈯
を作ってみよう！

Ｈｇ

書を危機管理課（☎６５・２１３８／
ＦＡＸ５３・７５１２／ ✉bousai@city.
nishio.lg.jp）
へ。申込書は同課
に用意。市ホームページでダウ
ンロードも可
他 一部のみの受講可

２７

６月１１日㈯

Ｈｇ

３０

５７

定

災害備蓄の自助・共助・公助

９０

場 市役所
定 各６０人
（先着）
申問 各講座の５日前までに、申込

１１

３０

５６

カ リ キ ュ ラ ム
時

定 内 場

防災カレッジ
５０

対

対
時
内 場
問 ￥
時 対
内 場
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子どもの遊びに関する知識
と技術を学びます。
人
（先着）
申問５月９日㈪～６月 日㈬
に、ファミリー・サポート
・センター
（☎ ・５００７
／総合福祉センター内 へ)。
生後６か月以上のお子さん
の託児あり（６月９日㈭ま
でに要予約）。

～３時
市役所
認知症を正しく理解し、認
知症の方やその家族を見守
るための知識を学びます。
人（先着）
日㈪までに、長寿
・２１２０）へ。

内 場

風しん抗体検査と
予防接種費用を助成

課（☎

申問５月

１６

６５

６月の献血
６月５日㈰ 午前 時～正
午、午後１時 分～４時
おしろタウン・シャオ
福祉課
（☎ ・２１１４）

ファミサポ講習 会
「子どもの遊び」

５７

認知症サポーター養成講座

分

者のみ）を、西尾市保健セ
ンター（☎ ・０６６１）へ。
●県の助成
妊娠を予定または希望する
女性やその夫、同居してい
る方
※妊娠中や出産経験のある
方、風しんにかかったこ
とがある方、風しん抗体
検査・予防接種を受けた
ことがある方を除く。
実施期間 ５年３月 日㈮ま
で
助成額 費用の全額
抗体検査を受ける前に、西
尾保健所（☎ ・５２４１
／寄住町）へ。
◆共通事項
西尾市保健センター（☎
・０６６１）

音訳ボランティア
養成講座
（初級）

３０ １０

分

６月６日～２７日の毎週 室場
ラージボール卓球
月曜日 全４回
小学校

５７

５月 日～７月 日の毎週
火曜日 全 回 午後１時
分～３時 分
総合福祉センター
広報紙などを音訳するため
の知識や基礎を学びます。
人（先着）
申問５月 日㈫～ 日㈮午前
９時～午後５時に、市社会
福祉協議会（☎ ・５９０
０／総合福祉センター内）
へ。土・日曜日を除く。
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１０

２６

２０

２４

１０

市内在住・在勤の方
５月 日㈪ 午後１時

３１

５７

６月８日～２２日の毎週 横須賀
水曜日 全３回
小学校

定

対

申

１５

３０
問 スポーツ振興課
（☎５４・０００２）

内

定

２３

３０

●市の助成
４年４月１日以降に検査接
種し、次のいずれかに該当
する方
①妊娠を予定または希望す
る女性やその夫、同居の
方
②妊娠中の女性の夫や同居
の方
※風しんにかかったことが
ある方や、他の助成制度
を利用した方を除く。予
防接種の対象は、事前に
抗体検査で抗体価が基準
値以下であった方のみ
助成額 ▼抗体検査…上限３
０００円 ▼予防接種…上
限５０００円
申時５年３月 日㈮まで
抗体検査・予防接種を受け
た後に、振込先が分かるも
の・印鑑または本人確認書
類・抗体検査結果・領収書
・予診票の写し（予防接種

定

歳以上
６月 日㈭ 午前９時
～ 時 分
総合福祉センター

時午後７時～９時
定 各３０人
（先着）
￥▶高校生以上…１回１００円
▶中学生以下…１回５０円
持 体育館シューズ、タオル、飲み物

対

申

問

時

３０

内 場

１０

３０

１６

１１

１８

３０

６月９日・１６日・３０日 幡豆
の毎回木曜日 全３回 小学校

３０

６５

時
問 場
時 対
場

夏のスポーツ教室

他

時 対

小学生以上 ドッヂビー・
ファミリー
バドミントン

３０
６月７日～７月５日の 平坂
毎週火曜日 全５回 小学校
小学４年生
ショートテニス
以上

７月６日～２７日の毎週 一色中部
水曜日 全４回
小学校
ファミリー
バドミントン

１０

会場
時

５６

５６

持ち物

日
目
種
象
対

定員
内容
日時・期間
費用

場所

問合先
その他
申込

対象

市営住宅の入居 者
●宮浦住宅
（米津町）
階数など ２階、３ＤＫ、水
洗
家賃 ２万１０００円～４万
１２００円
●神ノ木住宅（吉良町上横須
賀）
階数など 平屋、２Ｋ、水洗
家賃 ３７００円～７３００
円
◆共通事項
募集戸数 各１戸
申問５月６日㈮～ 日㈮に、
建築課
（☎ ・２１４６）
へ。
夏休み児童クラブの利用者

後６時 分の間で、保護者
などの就労状況に応じて必
要な時間
※午前７時 分～８時は早
朝保育。午後６時～６時
分は延長保育
期間を通じて１万４５００
円
※おやつ代が期間を通じて
１５００円、早朝保育料
が月額５００円、延長保
育料が月額５００円、別
途必要
申問６月３日㈮までに、申請
書・就労証明書などを、子育
て支援課
（☎ ・２１０８）
または各児童クラブへ。申
請書は５月 日㈪から、同
課と各クラブに用意。市ホ
ームページでダウンロード
も可
①就労や家庭、定員の状況
により入会できない場合や
希望に添えない場合あり。
②冬休み以降の長期休暇の
利用は、その都度募集 ③
中央児童クラブでは申請書
を配布・受け付けしません。
西尾市歯科医師会加入の歯
科医院で歯科健診を受け、
主治医に推薦してもらう。
西尾市保健センター（☎
・０６６１）

都市再生推進法人の
指定が受けられます
まちづくりの推進を活動目
的とし、市内に事業所があ
る法人
※その他にも条件あり。
まちづくりの担い手を都市
再生推進法人に指定し、そ
の活動を支援します。指定
を受けた法人は、まちづく
りのコーディネートなどを
していただきます。
申問都市計画課（☎ ・２１
４５）へ。

５７

軽自動車税
（種別割）
の
減免制度
４月１日現在障害者手帳を
お持ちの方
※障害の程度や使用目的で
対象外の場合あり。
軽自動車税（種別割）を減免
します。すでに減免を受け
ている方で、申請内容に変

更がある場合は再申請して
ください。
申問５月 日㈫までに、自動
車運転免許証・車検証・障
害者手帳を税務課（☎ ・
２１２５）へ。生計同一証
明書や常時介護証明書が必
要な場合あり。
①障害者１人につき１台
（普通自動車を含む）まで。
②福祉タクシーチケットの
利用者は対象外 ③「構造
が専ら身体障害者などが利
用するためのもの」に該当
する軽自動車も対象となる
場合あり。

５月の納期

６５

軽自動車税全期分
納期限 ５月 日㈫
口座振替の方は残高をご確
認ください。再振替は不可
収納課（☎ ・２１３２）
３１

償却資産と 償却資産と
して課税 して課税

建 築 年
変更前

償却資産と 家屋とし
して課税 て課税

・２１２８）

変更後

税務課（☎

課税
方法

令和３年
４年以降
以前

事業用のテント倉庫に対す
る固定資産税の課税方法が
５年度から変わります。

テント倉庫の課税方法が変更

６５

３０

８０２０達成者

６５

３１

６５

問
対

他

対

他

問

内

問

１3

３０ ３１

６５

１６

３１

３１

内

対

内

３０

昭和 年３月 日以前生ま
れの方で、自分の歯を 本
以上お持ちの方。過去に表
彰された方を除く。
応募方法 ５月 日㈫までに、
２０

３０

１８

６５

保護者や同居の親族が就労
などで保育できない小学生
７月 日㈭～８月 日㈬
保育時間 午前７時 分～午
２１

￥

他

対

対

時
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健康遊具を設置
八ツ面山公園、一色地域文
化広場
実業家の前澤友作氏のふる
さと納税を活用して、健康
遊具を設置しました。
秘書政策課
（☎ ・２１５４）

広域ごみ処理施設整備事業に

役所
各 人（先着）
環境業務課
（☎ ・８１１２）

工事するときは届け出を

埋蔵文化財（遺跡）所在地で

５０

埋蔵文化財の所在地で住宅
建築などの工事を行う場合
は事前に届け出てください。
①埋蔵文化財所在地は市ホ
ームページで確認可 ②発
掘調査が必要な場合があり
ます。時期によってはすぐ
に着手できないこともある

ため、早めに届け出てくだ
さい。
申問工事着手の 日前までに、
文化財課（☎ ・２４５９
／岩瀬文庫内）へ。

給付型奨学金

３０

３４

2トレーニングに挑戦
時 月～金曜日 午前９時３０分～午後４時３０分
（入れ替わり制）
内 マシンを使った有酸素運動や筋力トレーニング、ストレッ
チをします。医師・管理栄養士に相談することもできます。
￥ １回３１０円
申 同プラザ
（☎６５・０１１１）
へ。利用は週２回まで

対

問 定
内
他

1健康度測定を受ける
時 ▶月・木曜日…午後０時１５分～２時４０分
▶水曜日…午前９時～１１時
内 問診や身体・体力測定を行い、健康状態や生活習慣を確認
します。
￥５２０円
申 利用日の１週間前までに、同プラザ
（☎６５・０１１１）へ。

環境業務課（クリーンセン
ター内）
、
都市計画課、各支
所
※市ホームページでも閲覧
可
西尾市、岡崎市、幸田町の
ごみの焼却処理を共同で行
う広域的な施設の整備事業
に関わる各案への意見など
を考慮した資料を公表
※意見書は受け付けません。
●説明会
①５月 日㈫ 午後７時
②５月 日㈰ 午後２時
①クリーンセンター ②市

利用方法

２２ １７

専門のスタッフの指導を受けながら、自分に合ったトレー
ニングができます。利用には健康度測定の受検が必要です。
対６５歳以上の方、４０歳～６４歳の方でメタボリックシンドロー
ムまたはその予備群の方など
問西尾市民げんきプラザ
（☎６５・０１１１）

係る計画段階環境配慮書・都市

日㈬～６月９日㈭

１１

場

内

時

場

西尾市民げんきプラザ

６５

計画の構想段階評価書の縦覧

５月

自分に合ったトレーニングで健康に

場
内
問
時

５６ ６０

次の①～⑤の全てに該当す
る高校生
①市内在住
②高等学校などに在学
③成績優秀（３年度の成績
が５段階評価でおおむね
３・２以上）で品行方正
④経済的理由で修学が困難
⑤他の奨学金を受給してい
ない（貸与型を除く）
能力があるにもかかわらず、
経済的理由で修学が困難な
方に奨学金を支給します。
１００人
奨学金の額 月額９０００円
※返還不要
提出書類 申請書、学校長の
推薦書、成績証明書、家庭状
況調書、同一世帯内で所得
のある方全員の所得証明書、
世帯全員の住民票の写し
申問６月１日㈬～ 日㈭に、
提出書類を教育庶務課（☎
・２１７２）へ。募集要
項と提出書類は教育庶務課
に用意。市ホームページで
ダウンロードも可
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持ち物

内

定

６５

定員
内容
日時・期間
費用

場所

問合先
その他
申込

対象

３９

３０

２０人

８月７日㈰

夏休み昆虫教室

３０人

８月２１日㈰

水辺の生きもの探検隊

３０人

８月２８日㈰

親子のアイデア工作

２０人

の所得証明書、夫婦の市税
納税証明書、住居の新築・
購入等の契約書と領収書の
写し、市長が必要と認める
書類
申問５年３月 日㈮までに、
提出書類を秘書政策課（☎
・２１５４）へ。申請書
は同課に用意。市ホームペ
ージでダウンロードも可

梅雨時のキノコを探そう

防災無線などを用いた
緊急情報の伝達試験

に間違いがあれば正しく直
すように、申立人に代わっ
て市に意見を述べます。
申問苦情申立書を行政評価委
員会事務局（〒４４５ー８
５０１住所不要／☎ ・２
１５５／ＦＡＸ ・０２１２／
✉ kikaku@city.nishio.lg.jp
／秘書政策課内）へ。代理
人による提出も可。申立書
は同事務局、各支所、各ふ
れあいセンターなどに用意。
市ホームページでダウンロ
ードも可
①申し立ては苦情に関わる
市の処理を知った日から１
年以内の事柄に限る。ただ
し、正当な理由があれば１
年を過ぎても可 ②判決や
採決で確定した事項、裁判
所で係争中の事項、行政不
服審査法の規定による不服
申し立てを行っている事項
などは、申し立て不可

７月２４日㈰

５月 日㈬ 午前 時
防災無線や戸別受信機、防
災ラジオで、全国瞬時警報
システム
（Ｊアラート）の試
験放送を流します。
危機管理課
（☎ ・２１３８）

行政評価委員会を
ご利用ください

「人権擁護委員の日」
特設相談所

６５

①６月１日㈬ ②６月３日
㈮ 午後１時 分～４時
①総合福祉センター、一色
支所、幡豆いきいきセンタ
ー ②吉良支所
市民課（☎ ・２１９８）、
名古屋法務局西尾支局（☎
・２６２２）

昔なつかしい草花あそび

１１

遊びに行

こう！！

いきものふれあいの里では、四季折々の植物や昆虫・鳥・川魚など
たくさんの生き物たちと出会えます。また、ハイキングや米作り、工
作など、多彩な講座に参加するのもおすすめです。

３１

６５

市政に対して自らの利害に
関わる苦情がある方
※未成年者や市外在住者、
外国人、法人も可
申し立てできる事柄 市が行
う仕事とその仕事に携わる
職員の行為で、申立人の利
害に関わる事柄
市の対応や処理に納得でき
ないときや不満が残るとき
に、申し立てに基づいて公
正中立の立場で調査し、市

２０人

６月５日㈰

１８

みんなで

定員
（先着）

名

座

５６

３０

６５

講

日 に ち

他

時

場

問

５７

６５

内 時
問
対

内

1

結婚新生活支援 補 助 金
次の①～④の全てに該当す
る夫婦
①婚姻の日の 年前から婚
姻後２年以内に、住居の
新築、購入などを契約し
た
（する）
②結婚した日の年齢が共に
歳以下
③夫婦合算所得が５００万
円未満
④補助対象の住居が市内に
あり、その住居に住民登
録があり、その住居に住
んでいる
※その他にも条件あり。
補助金額 最大 万円
提出書類 婚姻届受理証明書
または婚姻後の戸籍謄本、
夫婦の住民票の写し、夫婦
対

いきものふれあいの里へ遊びに行こう

問 いきものふれあいの里
（☎５２・０２６６）

申 開催３週間前の午前８時３０分から、いきものふれあ

いの里へ。
※開催時間はいずれも午前９時３０分～１１時３０分
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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

行政書士書類作成相談

子ども・若者総合相談

時 ５月1６日㈪、６月６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／秘書政策課内）へ。

時 ６月1５日㈬午後１時３０分～３時３０分 場
吉良支所 内 官公署に提出する相続などの
（☎６５・２１98）
書類作成 問 市民課

時 毎週火～土曜日午前１０時～午後７時 内
日常の悩みや不登校、ひきこもり、就労
（☎６５・5200／
などの相談 場問 コンパス
中央ふれあいセンター内）

年金相談
場時 ▶市役所…６月２日㈭・2３日㈭▶吉
良支所…６月９日㈭ 時 午前１０時～正午、
午後１時～４時 内 厚生・国民年金の相談
・手続き 予問 ５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。
労働相談
時 ５月17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。
創業支援相談
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）

若者の就職相談
対 １５歳～４９歳の未就職者またはその家族
場時 ①市役所…５月１１日㈬・２５日㈬午後

１時３０分～４時３０分②吉良支所…５月２７
日㈮午前１０時～午後３時 内 就職への不安
や悩み 定 ①各日３人②各日５人 予問 相談
日前日までに、商工振興課（☎６５・２１６８）
へ。
市税夜間納税相談
時 ６月９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 ５月２２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…６月２日㈭▶寺津ふれ

▼

あいセンター…６月４日㈯▶市役所…６
月１４日㈫・２８㈫▶一色支所…６月1６日㈭
吉良支所…６月2３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 ５月16
日㈪から、市民課（☎６５・２１98）へ。

司法書士法律相談
時 ６月1０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

児童生徒心配ごと相談
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

５月１6日㈪から、市民課
（☎６５・２１98）
へ。 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）
登記相談
時 ６月８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）

行政相談
時 ６月1０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
（☎６５・２１98）
る苦情や要望 問 市民課

人権困りごと相談
場時 ▶吉良支所…６月３日㈮▶一色支所
…６月1０日㈮▶幡豆いきいきセンター…
６月１７日㈮▶総合福祉センター…６月１８
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）

内職相談
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）

障害者虐待相談
時 毎週月〜金曜日午前８時30分〜午後５
（福祉課内）
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

防止センター
（☎６５・２１17）
こころの相談

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）

DV相談
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
庭児童支援課
（☎56・3113）

育児・虐待相談
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）

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）

児童巡回相談
時 ６月２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
西三河福祉相談センター（☎0564・27・
2779／岡崎市明大寺本町）
へ。

児童相談
時 毎週月～金曜日午前９時〜午後４時 場
市役所 内 児童の性格や家族関係、学校生
活など※電話相談可 問 家庭児童支援課
（☎56・0324）

ひとり親家庭相談
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地域課（☎56・
5900／総合福祉センター内）

がい こく じん そう だん まど ぐち

外国人相談窓口
ひ

し やくしょ

あ

ひ

が

ご ぜん

じ かん

日にち 市役所が開いている日／時間
べ と な む ご
ご ぜん
じ
ぷん
ご ご
じ
▶ベトナム語…午前８時３０分〜午後５時
ぽ

る

と

る

ご

べ

と

じ

ご

ご

と

が

じ

▶ポルトガル語…午前９時～午後１時／
ないよう
せいかつ
こま
そうだん
内容 生活で 困っていることを 相談
な

む

ご

ぽ

る

る

ご

い

できます。ベトナム語・ポルトガル語以
がい

て

れ

び でん わ つうやく

つか

ば しょ

外はテレビ電話通訳を使います。／場所
と

あ

さき

し やくしょ

かい

ち いき

・問い合わせ先 市役所２階 地域つな
か
でん わ
がり課（電話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。
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カルチャー

三角巾を使った応急手当を体験するセーサルさん

避難所でのリラックス方法を学ぶグループのメンバー

防災の知識を身に付け命を守りたい
外国人防災ボランティアグループを設立

エルナニ・セーサル さん

「これはケガの手当てを教えて

明は、メンバーの１人がポルトガ

ル語に通訳して、全員が理解でき

「消火器の使い方を身に付けら

もらっている時の写真。こっちは
の写真」。優しい笑顔で活動中の写

れたので、いざ火事が起きてもす

るように工夫しました。

真を見せながら説明してくれたの

ぐ使えると思う」と誇らしげに活

シェイクアウト訓練をしている時

は、エルナニ・セーサルさんです。

人防災ボランティアグループを設

住民が多い県営緑町住宅で、外国

か」が分かるようになるなど、メ

らいいのか」「必要なものは何なの

さん。災害時に「どこに避難した

動の成果を教えてくれたセーサル

立。ブラジルなど南米出身の方た

ンバーそれぞれの防災への意識が

年、外国人

ち７人と一緒に活動しています。

高まったそうです。また、最初は

セーサルさんは平成

セーサルさんはペルーで生まれ

外国人だけだった参加者も、徐々
育ち、

―サルさん。大切な友人たちに、

何も知らなかった」と振り返るセ

が起きたらどうするか聞いたら、

で育ったブラジル人住民に、地震

たことでした。「災害が少ない地域

は、ブラジル人住民と仲良くなっ

年前。グループを作ったきっかけ

避難所の位置を教えるなど、地域

ループのメンバーが日本人の方に

たい」とも語るセーサルさん。グ

何かあったら助けられるようにし

宅には高齢の日本人住民も多い。

なで食べることもあったとか。「住

まり、それぞれの国の料理をみん

強会の後にいろいろな国の人が集

県営緑町住宅に住み始めたのは

いざという時にどうすればいいか

「コロナが収束したら外国人が

ました。内容は、避難所での健康

に招いて勉強会や訓練を行ってい

ボランティアグループなどを講師

１か月に１回程度、赤十字の西尾

新型コロナウイルスの流行前は

人と外国人をつなぐ架け橋になっ

セーサルさんたちの活動が、日本

なく地域社会との繋がりもつくる。

自分や周囲の人たちを守るだけで

ーサルさん。防災を学ぶことで、

バーを増やしたい」と意気込むセ

集まる場所にチラシを配り、メン

管理やケガの手当て、心肺蘇生な

ています。

（矢田七帆）
どさまざま。難しい日本語での説

う、グループを設立しました。

自分たちで防災の知識を学べるよ

で重要な存在になっています。

に日本人が増えていきました。勉

歳の時に来日しました。

２６

知ってほしい。そんな気持ちから、

２２

２１
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市防災マスコット
「ぼうサイくん」

LINEで確認

防災無線の放送内容

問 危機管理課
（☎６５・２１3８）

1西尾市LINE公式アカウントを友達登録

防災無線の放送内容をLINEで受信できます。緊急
情報
（緊急安全確保、避難指示、高齢者等避難）は、受
信設定に関わらず登録者全員に配信します。

LINEアプリの「友だち追加」からQR
コードを読み取る。
西尾市LINE公式アカウント

2メニューから
「受信設定」
を選択

西尾警察署から…

3
「防災／くらしの安全」
にチェック
聞き逃したり、遠
方にいたりしても、
文字で内容を確認で
きます。

レッツものづく

り

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
「仕事が楽しい」と
生き生きと働く神
谷さん。部品の組
み付けから検査、
箱詰めまでにかか
る時間は約３０秒。
スピーディーな作
業の中でも、正確
さを心掛けている。

株式会社オティックス

神谷 美優 さん

車のエンジン部品の組み付けと検査を担当して
います。この工場での最終工程となるため、不
良品を出さないよう正確な作業を意識していま

ゃ

集中だに

す。高校生の時にインターンシップ
く、
やす
得し
喫
取
満
が
を
年休
イク
のバ ます♪
味
趣
てい
でき

に参加し、社員さんが丁寧に接して
くれてとても楽しかったので、どう
しても入社したいと思いました。
ミスをしても先輩が優しく改善
点を教えてくれるなど、周りの
人に助けてもらいながら安心し
て働けています。
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エンジン部品を検査する神谷
さん。傷がないか、正しく組
まれているかなどを真剣に確
認する。
会社データ

開発から生産までを一貫して行う自動車部品の一次サプライ
ヤー。自動車産業のモビリティの進化に貢献
所在地／中畑町浜田下１０ 問合先/☎５９・６４８１

西尾ブレイズは創部 年目、 トルとカテゴリーに分かれて
市ドッジボール協会所属のク いるため、低学年でも試合を
ラブチームです。市内の小学 楽しむことができます。また、
生約 人が所属。ドッジボー 学校の垣根を越えた友達やた
ルの技術だけではなく、走り くさんの思い出をつくれます。
込みや体幹トレーニングなど、 毎週土・日曜日に、矢田小
子どもたちの基礎的な運動能 学校などで練習しています。
力向上にも取り組んでいます。 現在、新メンバーを募集中で
近年では、県大会優勝、３ す。初心者や未経験者でも大
度の東海大会優勝、２度の全 丈夫。ぜひ一度見学や体験に
国大会出場でベスト８などの お越しください。
問西尾ブレイズ事務局 岩瀬
実績があります。
（☎０９０・８５４５・７
ドッジボールは３～６年生
６９５／✉ nishioblaze20
のオフィシャル、４年生以下
／寺津町）
のジュニア、２年生以下のリ
08@gmail.com

基礎的な運動能力向上を目指す

３０

西尾ブレイズ

１５

く

令和２年５月生まれ
（宮町）

いつも元気なりく！
これからも笑顔いっぱ
いで大きくなーれ！

け い と

加藤 希弦ちゃん

令和元年１０月生まれ
（刈宿町）

柔軟性を持ち合わせ困
難も希望に変えられる
子になりますように♪

りく

星野 陸ちゃん

令和元年８月生まれ
（西幡豆町）

やんちゃなリクくん☆︎
元気いっぱいに成長し
てね〜！

ゆう せい

キ ッ ズ ア ル バ ム

り

垣田 琉玖ちゃん

げん と

羽田野 舷渡ちゃん
令和２年５月生まれ
（東幡豆町）

元気いっぱいのげんち
ゃん！ 毎日癒やしと
幸せをありがとう。

しょう た ろう

二橋 佑成ちゃん

佐々木 昭太朗ちゃん

いつもニコニコ笑顔の
佑成。たくさん食べて
大きくなってね！

いつも元気な昭太朗！
ニコニコ笑顔ですくす
く育ってね！

令和元年１０月生まれ
（中畑町）

令和元年１１月生まれ
（南中根町）

ゆう せい

鈴木 優誠ちゃん

令和２年９月生まれ
（吉良町）

食べるのが大好きなゆ
うくん。元気に大きく
なってね☆

ほ

の

か

杉浦 穂乃花ちゃん
令和２年１１月生まれ
（住崎町）

これからいろいろある
かもしれないけど元気
で明るい子に育ってね。
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材料（４人前）
コッペパン（小）…4個

きな粉…大さじ２
砂糖…大さじ１と１／２
塩…１つまみ
揚げ油…適量

Catlog Pocketアプリで
「西尾市 給食」
と検索
右のコードでアプリをダウンロード

り出し、油が切れるまで待つ。
❻❶をまぶして完成
※きな粉以外にも、ココアや抹茶
など、いろいろな味にアレンジ
できます。

過去のレシピを公開中

iOS

ＰＯＩＮ

Ｔ

給食でお
なじみの
きな粉揚
げパンで
す。牛乳
と一緒に
食べても
おいしい
です。と
ても簡単
に作るこ
とができ
ます。

Android

西尾の未来の農業を担う、
新規就農者を紹介します。
問 農水振興課
（☎６５・２１３５）

めざせ！

市民の皆さんから寄せられた意見などを紹介します。

きな粉揚げパン

❶きな粉と砂糖と塩を混ぜる。
❷鍋で油を熱し、
１７５℃程度になっ
たらコッペパンを入れる。
❸きつね色になったら、ひっくり
返す。
❹カラッと揚がったら、油から取

アグリの
tea

カーブミラーを設置して
くれませんか。

茶

運転中、カーブで対向車が見えにく
い場所があります。道路にカーブミラ
ーを設置してくれませんか。

髙須 博康 さん（上町）

カーブミラー
は、町内会から
要望があった場
合に、現地を調査した上で
設置しています。まずは、
該当地区の町内会に相談し
てください。
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の栽培・製造を始めて３年
目です。大学卒業後、京都
のお茶屋さんで２年間働き、実家
の「髙芳園製茶」に戻ってきました。
まだまだ分からないことばかりで
すが、いつか品評会で入賞できる
ように、日々勉強中です。店では
茶葉だけでなく手摘み石臼びき抹
茶ソフトクリームも人気です。気
軽にお立ち寄りください。

茶

問 市民病院医事課
（☎５６・３１７１）

早期発見・早期治療が大切

乳がんから自分の命を守る

D

女性が患うがんの中で最も多く、身近な病気の乳がん。
「もしかしたら、自分も…」と不安な気持ちになる方も多い
のではないでしょうか。そんな不安をなくすためにも、検
診や乳 が ん ド ッ ク を 受 け て く だ さ い 。
んドックを始めています。従来よ
りも痛みが少なく、立体的な角度
から細かな病変を発見しやすい３
マンモグラフィー（乳房Ｘ線診
断）を導入。医師による問診や皮
膚のへこみやむくみがないかを確
認する視触診、マンモグラフィー
検査、エコー検査をすることで、
正確な診断ができます。
検診者への負担が少ない設備を導入。安心かつ
正確な検査で状態を把握し、診断をしている。

乳が ん と は

１１

乳がんは、乳腺にできる悪性の
腫瘍です。現在、女性の 人に１
人が発症するといわれています。
女性が発症するがんの中で最も罹
患者が多く、身近な病気です。乳
がんの発症は 代から増え始め、
代〜 代が最多。他のがんと比
べて、若い世代に多いことが特徴
です。
乳がんを放置すると、他の臓器
に転移してしまい、最悪の場合は
死に至る可能性があります。しか
し、早期に発見できれば決して治
らない病気ではありません。検診
や乳がんドックを受け、自分の体
を知ることが、自分の命を守るこ
とにつながります。
30

充実 し た 設 備 と 正 確 な 検 査

60

市民病院では、元年度から乳が

また、異常があった場合
に乳腺外科へつなぐことも
できます。同じ病院で治療
を受けることで患者さんの
負担も軽減。治療を早く始
められれば完治の可能性を
高められます。

女性チームがサポート
乳がんドックや検診は、女性の
医師とスタッフが検査を担当して
います。自分の乳房を見たり、触
ったりして体の変化に気付けるケ
ースもありますが、しこりの位置
や大きさ、進行の度合いによって
対応は変わるため、専門家の診断
が不可欠です。不安なことがあれ
ば、何でも相談してください。

自分の体を守る
乳がん検診は「怖い」「恥ずかし

い」「痛い」などの印象があり、な
かなか足を運びにくいもの。しか
し、発見や治療が遅れることで、
自分だけでなく家族の生活も大き
く変わってしまうかもしれません。
「私は大丈夫」と思わず、専門家
による正確な診断を受けて、自分
の命を守ってください。

市民病院
ホームページ

50

30

岩瀬文庫コレクション

問 岩瀬文庫
（☎56・2459）

きんぴん

禽品

毎年５月 日から 日までの１週間は「愛鳥週間（バード
ウィーク）
」
です。野鳥の活動が活発になるこの時期に、鳥類
に関する正しい知識と愛護思想の普及、自然保護の大切さを
再確認するために、全国各地でシンポジウムや観察会、絵画
コンクールなどが開かれています。
本書は幕末に描かれた精緻な鳥類写生画帖です。美術的な
花鳥画とは一味違う精彩に富んだ鳥たちが、鋭い観察眼と確
けいざん
かな画力によって鮮やかに描かれています。作者は山本溪山
（章夫）
。幕末の京都で本草学の研究所
「山本読書室」を主催し
ぼうよう
た山本亡羊の六男です。
本書の中に
「異鳥」
と題された奇妙な鳥がいました。嘉永５
く げ
（１８５２）
年、京の公家の屋敷に見たことのない鳥が落ちて
きて、家臣に捕獲されたとあります。日本野鳥の会に伺った
ところ、サハリンや千島列島で繁殖する渡り鳥エトロフウミ
スズメではとのことでした。北方で暮らすこの鳥の最南記録
だと驚かれました。嵐にで
も巻き込まれ流されて来た
のでしょうか。
岩瀬文庫の庭にも、ヒヨ
ドリやメジロなどの身近な
野鳥から、池の魚を狙うア
オサギやカワセミなどの珍
客まで、実にさまざまな野
鳥が訪れます。愛鳥週間の
５月、ぜひ身の回りの鳥た
ちを観察してみては。思い
がけない「異鳥」に出会える
かも知れませんよ。
１０

卯

ー

1７

）４冊

飾り羽など、エトロフウミスズメの特徴を
よく捉えて、本物そっくりに描かれている

（

１６

岩瀬文庫 文庫長

林知左子

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）

ボランティア講座

まなびの本棚

読み聞かせにピッタリな本と出会おう

時 ６月２４日㈮

午前１０時３０分～１１時１５分

場 一色学びの館

内 読み聞かせ向きの季節の絵本や新刊絵本などを紹介
定 １０人
（先着）

申問 ５月１４日㈯から、一色学びの館へ。15日㈰からは

電話でも申し込み可

手織りでコースターを作ろう！
時 ６月２６日㈰

午後10時～１１時３０分

場 一色学びの館

内 簡単な織り機を使って、コースターを作ります。
定 １０人
（先着）

他 小学校３年生以下は保

護者同伴
申問 ５月１４日㈯から、一
色学びの館へ。15日㈰
からは電話でも申し込
み可

31

１本１本の歯のしくみと
セルフケアのお作法
［著］阿部伸一・柏井伸子／クインテッセンス出版

健康には、食べ物をかみ砕く丈夫
な歯が欠かせません。乳歯から永久
歯まで、１本１本の歯にキャラクタ
ーを持たせ、口の中での役割を紹介。
歯のケアが楽しくなる本です。

５

月の休館日

[全館共通]
２日㈪・９日㈪・１６日㈪・
２３日㈪・３０日㈪
[本館のみ]
１９日㈭

図書館
ホームページ

６
June

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

内容・持ち物など

４か月児
健康診査

令和４年 時 ３日㈮・１０日㈮・１７日㈮ 時 ８日㈬
２月生まれ 受 午後１時１０分〜２時20分 受 午後１時１０分〜２時20分

１歳児
育児相談

時 １６日㈭
令和３年 時 ２日㈭・２３日㈭
６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２年 時 １５日㈬・２２日㈬、２９日㈬ 時 １４日㈫
受 午後１時〜２時15分
１０月生まれ 受 午後１時〜２時15分

２歳児
歯科健康診査

令和２年 時 ６日㈪・１３日㈪・２７日㈪ 時 ２０日㈪
４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

３歳児
健康診査

平成３１年 時 ７日㈫・２１日㈫・２８日㈫ 時 2４日㈮
受 午後１時〜２時15分
２月生まれ 受 午後１時〜２時15分

おめでとう相談

内 授乳・育児相談、測定など
時 ８日㈬
生後４か月 時 １０日㈮・２８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 １０日㈮・２８日㈫
時 ８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

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。

育児相談

乳幼児

内 乳幼児の発達や育児の相談な
時 23日㈭
時 ８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）
※医師の相談は１０時から
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 ７日㈫・1４日㈫・２１日㈫・２８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 ３日㈮・１７日㈮
内 離乳食の話
令和３年 受 ①午前９時30分〜９時45 時 １６日㈭
持 ４か月健診で案内済み
１１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 各保健センターへ。
時45分

さくらんぼ
クラブ

多胎児の親 時 1４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拡大防止に取り組んでいます。
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 市ホームページで申し込み。

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

時 月～金曜日

母子健康手帳
の交付と妊婦
相談

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。
場 西尾市保健センター
他 代理人の場合は委任状が必要

妊婦

内 講話
「産後のママの心とからだ」、絵本の楽し

み方

マタニティ
クラス

時 ２日㈭
受 午前９時４０分〜９時５５分
場 西尾市保健センター

初産婦

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）
申時 ▶対面…５月１０日㈫から

▶オンライン…５月１０日㈫～２５日㈬

申 西尾市保健センターへ。

妊娠６～９

パパママ教室 か月の初産

開催なし

婦とその夫

暴風警報などが、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 ２３日㈭
市内在住 受 午前９時３０分〜１０時３０分
の方
※医師の相談は１０時から
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。
他 申込時に対面か電話相談かを選択

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
児童館で一緒に遊ぼう
市内に４か所ある児童館では、おもちゃや工作、塗
り絵、ボールプールなどで遊べます。また、誕生日会
やパネルシアター、リトミックなどの行事も開催。子
どもの成長を感じながら、親子で楽しく過ごせます。
利用はいつでも無料です。ぜひ、遊びに来てください。
利用対象 幼児と保護者、小・中学生
利用時間 午前９時～午後５時

中央児童館

一色児童センター

吉良児童館

幡豆児童館

児童館の場所や行事
開催予定はこちら
市ホームページ
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市 長コラム

総合計画の策定と合わせて「都
市計画マスタープラン」の次期計
画の策定に取り掛かっています。
都市計画マスタープランは、どこ
にどんな道を作るか、どんな住宅
街にするか、どこに工場を誘致す
るかなど、まちづくりの方向性を
示す重要な計画です。建物などの
ハード面で着実にまちづくりを進

一体感を持った計画に

まちづくりの主役は市民の皆さ
んであり、行政は裏方として環境
づくりに汗をかくことが本来の役

これらの計画の策定に向けて、
行政と市民がビジョンを共有し、
「チーム西尾市」として一体とな
って取り組んでいけるよう、パブ
リックコメントやワークショップ
などを通じて市民の皆さんのご意
見を丁寧にお聞きしながら、職員
が自分たちの頭で考えるよう指示
しています。

今後 の発展 への骨格づくり
未来へ 向 け て

めていくために欠かせない計画で
あり、総合計画と一体性を持つこ
とで、より効果的なまちづくりを

割です。「夢や希望の持てるワクワ
クする西尾市」を目指し、計画の
策定に取り組んでいくとともに、

「市民が主役」
のまちへ

４年度は未来のまちづくりを考
えていく中で、総合計画などさま
ざまな計画の策定に取り組みます。
これから先の西尾市の発展に向け、
中期の骨格となる計画を確立させ
る重要な節目となります。

進めていきます。
さらに、中心市街地のにぎわい
創出を図る「中心市街地活性化基

「できない理由」を探すのではなく、
「できる方法」を考える姿勢で日々
の業務にまい進します。市民の皆

市では現在、市政運営における
一番の土台となる「第８次総合計
画」の策定に取り掛かっています。
総合計画は、 年後の西尾の未来
の姿を市民の皆さんと共有し、そ
の実現に向けて総合的かつ計画的

中村 健

西尾市長

電子申請・届出
システム

③まちづくり

③うっちゃんバス

◆４月号の答え

②いっちゃんバス

８ページを
ご覧ください。

①あっちゃんバス

ヒント

市政運営の土台「総合計画」

本計画」と、あらゆる立場の皆さ
んがスポーツを楽しめる環境づく
りを整備する「スポーツまちづく

さんの市政への積極的な参加・参
画をよろしくお願いします。
ます。

りビジョン２０４０」の策定にも
官民一体となって取り掛かってい

に行財政運営を図りながら、目標
に向かって進むための指針となる
もの。市民の皆さんの意見を取り
入れ、まちづくりを進めていく上
での主な考え方や姿勢などを凝縮
した分野横断型の計画に仕上げて
いきます。

クイズ

Ｑ

一色町内を巡回するバスの
名前は？

クイズ正解者の中から３人（抽選）に、丸源
えびせんべい（一色町公民館バス停から徒
歩約５分）のえびせんべいをプレゼント
申 ５月２0日㈮までに、電子申請・届
出システムで申し込み。

広 報
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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

１日㈰
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

法務局

市役所

西尾郵便局

８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

４日㈷

１５日㈰

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

３日㈷

５日㈷

税務署

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

保健所
警察署

午前９時〜正午、午後１時〜５時

５月

日曜日、祝日、年末年始

内科・小児科

診療時間

毎日午後７時〜翌朝午前８時

cover

２２日㈰
2９日㈰

高須病院
内、胃腸、外、整、循、泌、肛
小野田整形外科クリニック
整、麻、リウ
西村皮フ科
皮
清耳鼻咽喉科
耳、小児耳
加藤眼科医院
眼
加藤耳鼻咽喉科医院
気、小、アレ
耳、
西尾病院
内 、循 内 、消 内 、呼 内 、
糖内、神内、外、整、脳外、
消・肛外、泌、麻、リハ、放
稲垣レディスクリニック
産、
婦、
小、
内

☎７２・1701
一色町赤羽
☎5４・３０２２
丁田町上ノ切
☎54・１２３９
今川町下落
☎６５・５５４0
新渡場町
☎5６・３３０８
矢曽根町赤地
☎５６・3309
矢曽根町赤地
☎５7・5138

あいちリハビリテーション病院
リハ、整、内、脳外
工藤眼科クリニック
眼

☎５2・9001
江原町西柄
☎75・3753
亀沢町

和泉町
☎５４・１１８８
横手町北屋敷

６月
５日㈰
１２日㈰

SNSなど

広報にしお

NO.１５16

穫最盛期のハウスにお邪
魔して撮影した１枚。協
力してくれたのはいちごスクー
ル３期生の木村さん。大きく実
ったいちごを見せながら「いち
ごは先端が甘いから、へたの方
から食べると良いですよ」と笑
顔で教えてくれました。

西尾市LINE公式
アカウント

Catalog Pocket

広報にしお

にしおじかん

収

西尾データ<人口>

編集後記
月から広報担当になりました。私のモットーは「ま
ちへダイブ」
。
現場の声を聴くために、たくさんの人
との交流を大切にします。そこで感じた
「これってすごい」
「初めて知った」
という情報を皆さんにお届けしていきたい
です。届くのが待ち遠しくなる広報紙を作るために、今日
もカメラを片手にまちに飛び出します！ 取材先で見掛け
たら、ぜひ気軽に声を掛けてください。
（太田正義）

４
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４月１日現在

前 月 比

男性

８６，４３９人

－８８人

女性

８４,０５４人

－６７人

計

１７0,４９３人

－1５５人

世帯数

６6,６４１世帯

+１７３世帯

151６

５月号（202２年）

vol.
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☎0563・56・2111（代表）
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