
知多市長定例記者会見次第
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地域ねこの不妊手術費用をふるさと応援寄付金で募ります

猫と人が安心して、穏やかに、共に暮らせるまちを目指し、飼い主のいない猫への不妊手術費用を、
ふるさと応援寄付金（クラウドファンディング）を活用して募り、地域ねこ活動の拡充を図ります。

４ 目標金額

１００万円 内訳 オス猫 ６千円 × ５０匹 ＝ ３０万円
メス猫 １万円 × ７０匹 ＝ ７０万円

お問い合わせ
環境政策課 環境政策チーム 鳥居（0562-36-2661）

５ 掲載サイト

ふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」（サイト運営会社：株式会社トラストバンク）で提供されている
クラウドファンディング型でふるさと納税を募る仕組みを活用します。

【URL】https://www.furusato-tax.jp/gcf/1714（募集開始後閲覧可能）

資料１

３ 募集期間

７月２１日（木）～１０月１９日（水）

２ 寄付金の使い道

地域ねこへの不妊手術費用補助金拡充に活用します。
なお、４年度は知多市環境美化活動推進基金に積み立て、５年度以降に活用

する予定です。

１ 地域ねこ活動とは

飼い主のいない猫に不妊手術を施し、地域の中で管理したうえで、一定のルールに基づいたエサやりやトイレの設置
等を適正に行い、猫にとっても人にとっても住み心地の良い環境を作り出す取組み。
知多市では、令和元年度から地域ねこ活動に伴う不妊手術費用への補助金を創設し、昨年度までに２７２匹分の補助

を行ってきましたが、依然として飼い主のいない猫の問題解決には至っていません。

https://www.furusato-tax.jp/gcf/1714


資料２

新舞子ビーチフェスティバルを３年ぶりに開催します

▲令和元年度花火大会

お問い合わせ
商工振興課 観光・eスポーツチーム 西山（0562-36-2664）

来場者が安全安心に楽しんでいただけるように感染症対策を講じたうえで、夏の終わりを飾る知多市
の一大イベント「新舞子ビーチフェスティバル」を３年ぶりに開催します。

１ 開催日

８月２７日（土）（予備日８月２８日（日））
午後３時～６時 新舞子アオハルＤＡＹ
午後７時～７時４５分 花火大会

２ 会場

新舞子マリンパーク（花火大会会場は、ブルーサンビーチ。出店コーナー、飲食エリ
アは、ファミリースポーツ広場）

３ 催し内容

〇新舞子アオハルＤＡＹ（小中高生が主役のパフォーマンスステージ）
コロナ禍などの影響で発表の場を失っている子どもたちに、ビーチフェスティバル

のステージで青春の１ページを刻んでもらいたいと、今年度はじめて企画したもの。
出演者は、愛知県内在住の小中高生で構成される団体・個人

〇花火大会
音楽とシンクロさせたミュージック花火や、台船から打ち上げるスターマインと水中

花火、約１，８００発が新舞子の夜空と海を鮮やかに彩ります。
〇その他
地元業者による出店コーナー、フォトコンテスト

４ 新型コロナウイルス感染症対策

〇飲食の制限 ブルーサンビーチの売店は午後４時３０分で閉店します。以降は、ファミリースポーツ広場の出店
コーナー・飲食エリア以外での飲食（水分補給以外）は禁止します。

〇規制退場の実施 花火大会終了時の混雑を緩和するため、規制退場を実施します。時間差の退場にご協力ください。



資料３

ちた梅子マラソンの参加者を募集します

▲ちた梅子マラソンの大会ロゴマーク

お問い合わせ
生涯学習スポーツ課 生涯スポーツチーム 平手（0562-33-3362)

種目 距離 対象 参加費

マラソンの部

１０km
高校生以上

3,000円

５km 2,500円

３km 中学生 無料

ジョギングの部 ２.８km
高校生以上 500円

中学生以下 無料

新型コロナウイルス感染症の影響により２年度から開催を延期していた「ちた梅子マラソン」の参加
者を募集します。

１ 大会開催日

１１月２０日（日）（雨天決行）

２ 大会会場

佐布里緑と花のふれあい公園、佐布里池周辺

４ 募集内容

〇定員 ２，４００人
〇種目・対象・参加費 表のとおり

５ 申込期間

８月１日（月）～９月１１日（日）
ネットでの申し込みは９月１６日（金）まで

６ 申込方法

ちた梅子マラソン実行委員会事務局、ゆうちょ銀行、郵便局、
インターネット「RUNNET」「e-moshicom」

３ 大会の魅力

本大会のマラソンコースは、知多市が誇る緑豊かな絶景の中を走り抜けられるよう
設定。走りがいがある坂道の多いコースですが、ゴール間際のラストには、疲れを吹
き飛ばす佐布里池の絶景が待っています。



資料４

知多市歴史民俗博物館 企画展「教科書のあゆみと懐かしの学び舎」

概 要

子どもたちの学習を支えた江戸時代から現代までの教科書の中で、国語と算数
の「よみ・かき・そろばん」を中心に展示します。
また、写真や資料、旧木造校舎模型などから、昔の学校の様子をあわせて紹介

します。

ＰＲポイント
市内の小学校からお借りした、昔の学校の様子がわかる資料を展示するほか、

黒板や木製の机、椅子などで昭和の教室を再現します。
また、８ミリフィルムで撮影した昭和３３年の八幡小学校の運動会の様子を上

映し、当時の学び舎の様子を振り返っていただける企画展です。

期 間 ７月１６日（土）～８月３１日（水） 午前９時～午後５時（入館は午後４時３０分まで）

会 場 歴史民俗博物館 ２階 特別展示室

休館日 月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）

観覧料 無料

▲尋常小学読本巻１ 大正６年
（知多市歴史民俗博物館蔵）

お問い合わせ
生涯学習スポーツ課 歴史民俗博物館 真田（0562-33-1571）

詳 細 別添チラシをご覧ください。

同時開催 2022夏休みクイズイベント

楽しみながら知多市の歴史・文化に親しんでもらうた
めにクイズイベントを開催しています。
クイズの全問正答者には、手作りのオリジナルのすご

ろくや、ペーパークラフトなどをプレゼントします。

▲教室再現（イメージ）



資料５

知多市ジュニア防災リーダー養成講座

概 要

「災害に強いまちづくりの推進」の観点から、大規模災害発生時に自らの安全を
確保し地域で活躍できる人材を育成するため、市内の中学生を対象に開催します。

ＰＲポイント

将来の地域の担い手となる子どもたちに、地震などの体験学習や防災カードを
使用したゲームを通じて、防災に関する知識を習得してもらうことで、災害発生
時に地域のために率先して行動できる人材を育成します。

日 時 ８月１７日（水）・１８日（木） 午前９時～午後１時３０分

会 場 消防本部（新知字西新生７３）、消防署八幡出張所（三反田１丁目４１）

対象者 市内中学校生徒 ２５人

内 容 地震などの体験学習、炊き出し訓練、防災基礎学習、防災講話、被災地とボランティアについての講話など

お問い合わせ
防災危機管理課 危機管理チーム 中山（0562-36-2638）

▲防災リーダー養成講座の様子



資料６

ヤングアダルトサポータークラブ発謎解きイベント
「謎解新聞社奇譚～消えゆく生徒会～」

概 要

中央図書館２階を使って各部屋を巡りながら謎を解いていくイベントです。
学校を舞台に起こったある事件を追うストーリーで、参加者は新聞記者として、

謎を解きながら事件の真相に迫ります。

ＰＲポイント

ヤングアダルトサポータークラブ（YASC）は、知多市在住の中高生で構成された
図書館ボランティアで、中高生向け小冊子「司書たま」の発行や、ジュニアコー
ナーのブック展などに関わっています。このイベントのストーリーや謎は、同クラ
ブが１年かけて考案したものです。
４つの部屋を使った大きな謎が４つ、ミニ情報を得るため、小さな謎が３つの計

７つの謎を用意する予定です。
イベント当日は、サポータークラブのアイデアと運営に奮闘する姿をぜひ、ご覧

ください。

日 時 ８月２０日（土）・２１日（日） 午前１０時～午後４時。入場は午後３時３０分まで

※混み具合により入場規制あり
会 場 中央図書館

入場料 無料

詳 細 別添チラシをご覧ください。

▲YASCが作成した司書たま第23号

お問い合わせ
中央図書館（指定管理者） 加藤（0562-55-4349）
生涯学習スポーツ課 生涯学習チーム 山口（0562-31-0383）

▼図書館内の様子

なぞとき きたん



資料７

キッズパラダイス
概 要

子どもたちの夏休みの思い出に残る、楽しく体験学習ができるイベントです。
知多警察署、市観光協会、市商工会、市消防本部、知多木綿連絡会などが出展す

る職業体験ブースのほか、警察、消防車両の展示など、子どもが楽しめる催しが盛
りだくさんです。また、未就学児から楽しめるコンサートなども同時開催します。

ＰＲポイント

ミニ白バイの乗車や、消火体験、子どもが楽しめる職業体験のほか、愛知県警察
音楽隊による演奏会など遊んで学べるイベントです。
今回は、「うりんこベイビーシアター」や子育て奮闘中の女性演奏家「トリオ・

クーナ」によるわくわくサマーコンサートもあり、未就学児でも楽しめます。

日 時 ８月２６日（金） 午前１０時～午後４時

会 場 勤労文化会館

イベント概要

詳 細 別添チラシのQRコードから特設サイトをご覧ください。

お問い合わせ
勤労文化会館 樫野（0562-33-3600）
生涯学習スポーツ課 生涯学習チーム 千田（0562-31-0383）

・身近なお仕事体験

・警察・消防車両の展示

・愛知県警察音楽隊、子どもコーラス「マルシュ」の演奏会

・うりんこベイビーシアター、トリオ・クーナわくわくサマーコンサート ほか

▲消火体験

・知多木綿工作体験


