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号
おさない はしらない しゃべらない もどらない

主な内容

川越町・朝日町・三重県

合同総合防災訓練
９月２１日(日) 午前８時 開始
津波避難訓練として、朝日町に避難します！
(平成26年7月1日現在)
総人口･･･14,699人(＋9)

男･･･7,490人(＋11)

７月14日㈪川越幼稚園で、地震・津波を想定し
た避難訓練が行われました。園児たちは、揺れか
ら身を守ったり、第１避難場所（園庭）や第２避難
場所（役場４階）への避難など、先生の指示に従い
落ち着いて取り組んでいました。また、園から保護
者の皆さんへ一斉メールを配信し、園児たちの待つ
役場で引き渡し訓練も行われました。

女･･･7,209人(−2)

世帯数･･6,063世帯(＋9)

（

）内は前月比

児童扶養手当や特別児童扶養手当を受けている方は、毎年８月に現況届（所得状況届）を提出
する必要があります。この届けは、受給者と児童の生活状況等について審査をし、引き続いて手
当を受けることができるかどうかを決定する大切な届けです。この届けを提出しないと平成26年
８月からの手当を受けることができなくなりますので、必ず提出してください。
また、２年間、届けの提出がないと受給資格がなくなりますので、ご注意ください。

8：00

訓練開始の合図（Ｊ－ＡＬＥＲＴ起動によるサイレン吹鳴、エリアメール等）

8：05

地区毎に朝日中学校（朝日町大字柿2838）へ避難開始

9：00～

朝日中学校に到着後、受付を行い、
地区毎に消火訓練や応急手当訓練に取り組む

８月は受給資格証の更新月です！

10：20

自衛隊ヘリによる物資輸送訓練（見学）

福祉医療費助成制度

10：40

川越町長、朝日町長による訓練講評

10：50

炊き出しによる非常食の配布後解散

℡３６６・７１１６

福祉医療費助成制度とは、障がい者、子ども及び一人親家庭等の方が通院、入院して支払った
医療費（健康保険対象の医療費に限る）を町が助成することにより、対象者の福祉の向上を目的
とした制度です。受給資格の対象者に該当し、受給資格証を受け取っていない方は、福祉課まで
手続きにお越しください。

■受給資格対象者
分

対

象

受給資格証の更新手続き

者

・身体障害者手帳１〜４級をお持ちの方
・療育手帳最重度〜中度（Ａ１〜Ｂ１）をお持ちの方
・精神障害者手帳１級をお持ちの方（通院のみ）

・上記障害者医療費の対象の方で後期高齢者医療
65歳以上障害者医療費
被保険者証をお持ちの方

子ども医療費

・義務教育終了までの児童（15歳年度末）

一人親家庭等医療費

・配偶者のいない方で20歳に達した月末までの子どもを
扶養している親とその子ども
・20歳に達した月末までの父母のいない子ども
（子どもが学生の場合、申請により20歳年度末まで）

自動更新
８月下旬頃までに新しい
受給資格証を送付します。

８月中に更新手続きが必要
詳細は、個人あて通知を
ご覧ください。

健康保険適用となった医療費の自己負担額が助成されます（高額療養費、各健康保険の附加給
付、他の法令の規定による公費負担の給付を控除した額を助成します）。
!!ご注意ください!!
学校（園）管理下でのけがなどに対する（独）
日本スポーツ振興センター災害共済給付対象は

助成の対象となりません。

※平成26年１月２日以降に転入された方など、本町で所得の確認ができない方は、所得課税証明書の
提出をお願いする場合があります。
※住所、加入医療保険、振込先等が変更になった場合は届出が必要となります。
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地区名

※

送迎先（予定）

※

地区名

送迎先（予定）

当新田

伊藤自動車前

南 福 崎

南福崎斎場

北福崎

北福崎墓地前

豊田一色

国道１号バス停（豊田一色）

亀

須

亀須公民館前

高

松

フラワーショップ平田前

亀

崎

亀崎地区公民館

豊

田

豊田墓地前

上

吉

望海橋前

天

神

国道１号バス停（天神）

※送迎先は変更になる場合があります。

がん検診による、早期発見がポイントです。

■対象医療費

【問い合わせ先】福祉課

※訓練終了後、参加者はバスにより各地区へ送迎します。

︻問い合わせ先︼
総務課 ℡３６６・７１１３

訓練開始前の案内放送（防災行政無線）

【提出・問い合わせ先】福祉課

障害者医療費

合同総合防災訓練を行います

7：30

各手当を受給中の方は、現況届（所得状況届）を次の期間内に提出してください。
○児童扶養手当
８月４日㈪〜８月22日㈮
○特別児童扶養手当 ８月11日㈪〜８月22日㈮
いずれも午前８時30分〜午後５時15分 ※土・日曜日を除く
※詳細は、個人あて通知をご覧ください。

区

川越町・朝日町・三重県

９月２１日(日)午前８時００分から、川越町防災訓練として、朝日町・三重県と合
同で津波避難をメインとした合同総合防災訓練を行います。皆さんの積極的な参加を
お願いします。
当日は各地区自主防災隊や消防団の指示に従い、速やかに避難を行ってください。

当日の流れ

川越診療所は土曜診療を行い︑月曜が休診になっております︒

■提出期間

9/21

℡３６６・７１１６

がん検診のお知らせ
子宮頸がん検診（個別検診）を実施しています
期 間
内 容
受け方

平成27年1月31日まで
子宮頸がん細胞診（20歳以上の方）
受診券、個別検診記録票、受診料（1,800円）、保険証を持って、
地域指定医療機関にて個別受診となります。
申込方法 健康推進課に電話またはホームページでお申し込みください。

子宮頸がん・乳がん(マンモグラフィー)検診の無料クーポン券の送付について
がん検診推進事業として、対象となる方に、子宮頸がん検診または、乳がん検診
（マンモグラフィ）の無料クーポン券を送付しました。
この機会にぜひ受診してください。

【問い合わせ先】健康推進課（健康管理センター）℡３６５・１３９９
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災害時や地域の情報などを聞くことが出来る防災行政無線個別受信機を無償貸与しています︒詳しくは企画情報課までお問い合わせください︒

「児童扶養手当現況届」
「特別児童扶養手当所得状況届」

もしもの時に備え︑積極的に訓練へ参加しましょう︒

提出をお忘れなく！

農地パトロールを
実施します
川越町農業委員会では︑耕作放
棄になっている農地︑違反転用し
ている農地のパトロールを継続し
て行っておりますが︑８月を﹃農
地パトロール月間﹄とし︑町内全
域のパトロールを実施します︒
特に︑耕作放棄地は農作物の生
産能力の低下だけでなく︑雑草の
繁殖による火災や病害虫の発生要
因となり︑隣接の住民や農地に悪
影響を及ぼします︒
農地の所有者︑農地を借りて耕
作されている方は︑農地の適正な
管理をお願いします︒

米農家の皆さまへ
稲刈りの時期となりました︒農作
業をされる方は︑農業機械で道路を
走行する際︑機械に付いた土などを
落としてから走行していただきます
ようご協力をお願いします︒
また︑稲刈り後の稲わらは︑その
まま放置しますと大雨等で水路に流
れ込み︑つまりの原因となりますの

川越町郷土資料館

た る が た とっく り

が行われていました︒この資

を利用した酒造りや醤油造り

は水質の良い朝明川の伏流水

徳利です︒かつての川越町で

今回紹介する資料は︑樽形

再開します︒

今月から
﹁今月の一品﹂
を

樽 形 徳 利

今月の一品

日〜

日に展示した資料を︑

示した時の様子です︒

写真は三重県総合博物館で展
※

ご覧ください︒

スにて展示します︒ぜひ一度

越町郷土資料館の展示スペー

展﹂と題して︑役場１階の川

﹁ＭｉｅＭｕからの里帰り

７月

︵ＭｉｅＭｕ︶で６月

今月は︑三重県総合博物館

たのか︑考えてみてください︒

す︒ぜひどんな意味で描かれ

描かれた内容だと推測されま

はそれぞれ意味が込められて

す︒表に描かれている図柄に

使用されたものだと思われま

災害時や地域の情報などを聞くことが出来る防災行政無線個別受信機を無償貸与しています︒詳しくは企画情報課までお問い合わせください︒

川越町敬老会のご案内
長年にわたり︑社会を築
き上げてこられたご高齢者
の方々をお祝いする敬老の
日に︑町では長寿をお祝い
する敬老会を開催します︒
お誘いあわせのうえ︑ご
出席ください︒
なお︑記念品はご自宅に
お届けします︒
敬老会の会場では受け取
ることができませんのでご
注意ください︒

世界で唯一の被爆国である
わが国にとって︑核兵器の廃
絶は︑国民の共通の願望です︒
原爆を投下された当時の様
子を撮影した写真などを展示
料は︑豊田地区にあった藤谷

（屋外で約８時間乾燥させました。）

で︑出来る限りすき込んでいただき

８６g

し︑核兵器の恐ろしさを知っ

減った １２２g
水分量

酒造の﹁藤長生︵ふじちょう

１７２g

なお︑野焼きは︑火災や近所の迷

１７０g

ますようご協力をお願いします︒

乾燥後

ていただき︑かけがえのない
生涯学習課

︻問い合わせ先︼

２５８g

せい︶﹂を入れたお酒の容器

℡３６６・７１４０

２９２g

一般ごみ︵燃えるごみ︶の約
％は生ごみです︒そして︑そ
の生ごみの大部分を水分が占め
ています︒生ごみに水分が含ま
れていると︑ごみが重くなるだ
けでなく︑焼却のための経費や
時間が余分にかかってしまいま
す︒また︑夏の暑い時季は特に
生ごみの腐敗が進み︑悪臭の原
因にもなってしまいます︒
生ごみの水分を減らすポイン
トは︑〝必要以上に水に濡らさ
ない〟ことと︑〝乾かしてから
捨てる〟ことです︒実際にメロ
ンとスイカの皮を天日に干して
水切りを行いました︒

乾燥前

惑になる恐れから問題となっており

生ごみの水分を切ってごみの減量・悪臭防止を！

地球の平和とわが国の美しい
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このように︑生ごみを乾燥
させて４割程度の重さを減量
することができました︒生ご
みの水分を減らせばごみも軽
くなり︑ごみ出しが楽になり
ます︒ごみ出しの前の一手間
で生ごみの水分をしっかりと
切って︑ごみの減量と悪臭防
止につなげましょう︒
︻問い合わせ先︼
環境交通課
℡３６６・７１６

スイカ

自然を守るため︑原爆展を開

（反差別・人権研究所みえ研究員）

28

メロン

で︑酒造りが盛んに行われた

人権一般・いのち
第２講座 ９／25㈭
13：30〜15：30 耕野 一仁さん（名張市青蓮寺住職）

30

生ごみの天日干しによる
水切り結果

明治から昭和初期に作られ︑

10／９㈭
子どもの人権
第４講座 13：30〜15：30
松岡 典子さん（みっくみえ代表）

ますので︑周辺環境に十分配慮して

外国人の人権
第３講座 10／３㈮
13：30〜15：30 韓 久さん（在日本大韓民国民団三重県地方本部）

いただきますようご協力をお願いし

同和問題をはじめとするさまざまな人権問題に対する理解を深め、その解決に向けて地域内
で自主的に取り組んでいただける人材を養成することを目的に、北勢地域「ミニ人権大学講
座」を下記の日程により開催します。
受講は無料で、どなたでも受講していただけます。単独講座（複数回）の受講も可能です。

催します︒

インターネットと人権
中野 博章さん
９／４㈭
第１講座 13：30〜15：45 開講式

所

場

日程と内容

ます︒

「ミニ人権大学講座」

℡３６６・７１１６

川越診療所は土曜診療を行い︑月曜が休診になっております︒

平成26年度北勢地域

どうぞご覧ください︒

三重県・三重県歯科医師会では、食べること・噛むことを通し、生活習慣病の予防及び
8020運動を推進することを目的にコンクールを開催します。参加者全員に参加賞が贈呈さ
れます。また、書類等による１次審査を通過すると、10月13日（月・祝）に実食審査等の
２次審査が行われ、その結果により、同日開催される表彰式において表彰されます。

福祉課

原爆展開催のお知らせ

よく噛んで食べる「生活習慣病予防料理」
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講座の内容
実施日
座

【申し込み・問い合わせ先】
三重県四日市地域防災総合事務所地域調整防災室
〒510−8511 四日市市新正４丁目21−５
℡３５２・０５５２
℻３５２・０５５３
閉講式
E-mail：ychiiki@pref.mie.jp
同和問題
10／16㈭
第５講座 13：30〜15：45 中西 良文さん

三重県四日市庁舎 ６階大会議室
（四日市市新正4丁目21−5）
申込方法 受講を希望される方は、住所・氏
名・電話番号を明記のうえ郵送、ＦＡＸまた
はメールにより８月21日㈭までに、下記へ申
し込みください。
講

応募条件 手軽に作れること、よく噛んで食べる
ための配慮がされていること、生活習慣病予防に
ついて考慮がされていることなど、詳しくはホー
ムページをご覧ください。
応募期間 ７月１日㈫〜９月６日㈯
応募資格 県内在住者（共同制作歓迎）
応募方法 応募用紙に記入のうえ、完成品１人
分の写真（Ｌ判）を添え、下記応募先まで郵送
してください。応募用紙は、電話で申し込む
か、三重県歯科医師会ホームページから印刷で
きます。

【期 間】
８月１日㈮〜８月31日㈰
午前８時30分〜午後５時15分
【場 所】
役場１階町民ホール

テーマ

【問い合わせ先】

【応募・問い合わせ先】三重県歯科医師会
〒514−0003 津市桜橋２丁目120−2
℡０５９・２２７・６４８８
ホームページ http://www.dental-mie.or.jp/
※8020運動とは…「80歳になっても20本以上自分の
歯をもとう」という運動です。

【と き】
９月15日（月・祝）
午前９時30分開会(午前９時開場)
【場 所】
あいあいホール
【内 容】
式典、アトラクション（大須演芸場による）
【対象者】
昭和19年９月15日以前にお生まれになった方

かむかむクッキングコンクール開催
第６回

絵本読み聞かせ会 が
変わります！

曜日︵午前
※予定を変更する場合がありま

場所︶で行います︒

の〝おはなしコーナー〟︵絵本コ

ナーで読み聞かせボランティア
すので︑広報かわごえ﹁広報カ

図書室では毎月定期的に第２

グループ﹁ピーターパン﹂によ
レンダー﹂でご確認ください︒

ーナーにある靴を脱いで上がる

川越町では６月に︑子どもと
る読み聞かせ会を開催していま

土曜日︵午後２時〜︶︑第４土

保護者・地域の方々がともに読

時〜︶に絵本コー

書を楽しむ﹁ファミリー読書週
えてお届けすることになりまし

新 着 図 書

したが︑今月から内容を少し変

間﹂が実施されました︒
学校園の取り組みを︑ご家庭
でも実践していただければと思
います︒大人も子どももいろい

小学校低学年の部
準優勝 安部 匠海
小学校中学年の部
優勝
福本 優冴
小学校高学年男子の部
準優勝 駒田 流石
３位
坂井 優汰
小学校高学年女子の部
準優勝 松岡 千夏
中学１年男子の部
準優勝 小橋 怜央
中学２・３年男子の部
優勝
松岡 佑樹
中学女子の部
３位
寺本 真菜

回 川越町クリーンデー
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災害時や地域の情報などを聞くことが出来る防災行政無線個別受信機を無償貸与しています︒詳しくは企画情報課までお問い合わせください︒

学校園 での読書 の取り組み
学校園では︑朝の読
書に加えて図書館祭り
を行うなど︑学校図書
館司書と連携し︑様々
な取り組みを行ってい
ます︒
これらの取り組みに
より︑子どもたちは︑
本を読む楽しさととも
ろな本に触れ︑今後も﹃読書の

た︒
﹃天地雷動﹄
伊東潤／著
●第２土曜日
﹃
青
玉
の
笛
﹄
澤
田
ふじ子／著
午後２時〜３時
﹃廉恥﹄
今野敏／著
読み聞かせに来てくれた皆さ
﹃寂しい丘で狩りをする﹄
んに︑それぞれが選んだ本を個
辻原登／著
別に好きなだけ読み聞かせます︒ ﹃グレイ﹄
堂場瞬一／著
●第４土曜日
﹃私の似た人﹄貫井徳郎／著
午前 時 分〜 時 分
﹃フェイバリット・ワン﹄
林真理子／著
︵前半︶季節の本などテーマを
﹃太陽の棘﹄ 原田マハ／著
決めての読み聞かせ
﹃豆の上で踊る﹄
︵後半︶個別の読み聞かせ︑絵
湊かなえ／著
本などに関する相談もお聞きし
﹃ありふれた愛じゃない﹄
村山由佳／著
場所は今までどおり︑図書室

ます︒

６月 日㈰朝日町体育館において︑第 回正伝一
真流空手道一真会大会が開催され︑組手で日頃の鍛
錬の成果をぶつけ合いました︒
川越町空手道スポーツ少年団の拳士たちも全力を
尽くし︑強豪ひしめく中︑入賞者を出すことができ
ました︒

は図書室の休館日です。

に︑本を選ぶ楽しさを

だ よ り

第

10

５

町づくり﹄を進めましょう︒

をお知らせします

川越町の情報公開件数

続いて︑北小学校市原
萌々香さん︑南小学校川島
悠里さんが︑交通事故を防
ぐための誓いの言葉を宣言
しました︒
閉会後の四日市北警察署
交通課長の講話では︑
みんなで交通ルール
を守って︑下級生の
お手本となってほし
いと話されました︒
団員のみなさんの︑
今後の活動に期待し
ています︒

9月

感じていきます︒

さん

吹奏楽部 と共演

中学校ＰＴＡ芸術鑑賞会

野村峰山

尺八奏者
７月２日㈬あいあいホールで川越中学校
ＰＴＡ芸術鑑賞会が行われました︒
今年は︑川越町出身の都山流尺八奏者野
村峰山さんを迎え︑尺八演奏︑講演に続き︑
中学校吹奏楽部と初共演しました︒
会場の生徒や保護者からは︑和楽器と吹
奏楽の異色のコラボに︑大きな拍手が送ら

と夢の共演を楽しんでいました︒

交通少年団入団式

北小学校交
通少年団 名︑
南小学校交通
少年団 名の団員
を代表して︑北小
学校舘萌々香さん
と︑南小学校小川
倫太朗さんが︑星
野輝夫交通少年団
長から団旗を授与
されました︒

７月１日㈫︑中央公民館におい
て︑川越町交通少年団入団式が開
催されました︒

平成25年度の

川越北・南小学校６年生が入団

とても優しかった﹂﹁いい経験になった﹂

また︑吹奏楽部の生徒も︑﹁野村さんが

れていました︒

読み聞かせ
川越診療所は土曜診療を行い︑月曜が休診になっております︒

土
6
13
20
27
金
5
12
19
26
火 水 木
2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30
日 月
1
7 8
14 15
21 22
28 29

11

８月
29

■最新情報はこちらへ！あいあいセンター図書室HP http://www.town.kawagoe.mie.jp/library/index.shtml
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８月31日㈰までは
午後６時まで開館しています。

30

土
2
9
16
23
30
日 月 火 水 木 金
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24
31 25 26 27 28 29

６月29日㈰、町内各地区で第
15回川越町クリーンデーが実施
されました。空き缶、ビンやペ
ットボトル、粗大ゴミ、草木な
ど、集められたゴミは、合計
4,850㎏にもなりました。
早朝からたくさんの方にご参
加、ご協力いただきありがとう
ございました。今後も環境美化
への取り組みにご協力をお願い
します。

【７月16日現在】５２０名
【問い合わせ先】
生涯学習課 ℡３６６・７１４０

10

30

開館時間 ９：00〜17：00
TEL ３６４・２５００

15

同じ作者の本を
紹介するブックトーク

『あいさつ＋１
（ぷらすわん）』参加者数

本の魅力を
コメントカードで紹介
２５
１
１６
８
件数

℡３６６・７１１２
【問い合わせ先】企画情報課

不存在
０

合計
開示 部分開示 非開示 取下げ
区分

10

拳士たちが好成績!!

「川柳部門」応募作品を紹介します。

図 書 室

あいあいセンター
図書室カレンダー

空手道スポーツ少年団

ご参加ありがとうございました！

多数の方にご応募いただきありがとうございました。

90

コンクール

ま ち の 話 題 TOWN NEWS OF KAWAGOE

「おはよう」は きらきらひかる あいことば
こだわるな 上下のない あいさつを
おはようは 元気になれる 合い言葉
元気よく 大きな声で あいさつを
あいさつは 心やさしく やるべし
人々と すれちがうとき あいさつだ
夕やけが おちるころには 虫も鳴く
あいさつは みんなが笑顔に なることば
あいさつが げんきにできる またあした
ほほえみの 心のきずな あいさつよ

69

あいさつ・声かけの風景

平成 年度

就学義務猶予免除者等

40

26

︻試験科目︼
国語・社会・数学・理科・
外国語︵英語︶
︻願書受付期間︼
８月 日 〜９月 日
︵消印有効︶
︻問い合わせ先︼
三重県教育委員会事務局
高校教育課キャリア教育班
℡０５９・２２４・２９１３

改正されました

四日市市火災予防条例

昨年︑京都府福知山市で発生

した花火大会の火災を踏まえ︑

りません︒また︑催し︵イベン

は︑管轄の消防署︵分署︶に届

け出なければなりません︒

●露店等が１００店以上出店さ

れる屋外の催し︵イベント︶は

﹁指定催し﹂に指定され︑その

主催者は︑防火担当者を定めて

火災予防上必要な計画を作成し

管轄の消防署︵分署︶に提出し

なければなりません︒

︻提出・問い合わせ先︼

28
㈭

16
㈫

「ジィー」という音に

危険性はありません

台風や強風の後など、切れた電線には絶対に
触らないでください。
切れた電線や強風によるビニールの巻き付き
等を発見されましたら、下記連絡先までご通報
をお願いします。
また、湿度の高い状態の時には、鉄塔付近や
電柱から「ジィー」という音と光がでることが
ありますが、これによる危険性はありません。
これは、強風により運ばれた海水の塩分が鉄
塔や電柱のガイシに付着して発生するもので、
雨で洗い流されることにより音や光は自然にな
くなります。
【連絡先】
中部電力㈱桑名営業所
①鉄塔関係
℡０５９４・２３・８１３４
②電柱関係
℡０５９４・２４・５６０９
電線に注意

川越町指定給水装置工事
事業者及び公共下水道排
水設備指定工事店の指定

次の事業者を新規に指定しま

したので︑お知らせします︒

合資会社そあにえ水道工事店

松野 功

▽事業者名

▽代表者

▽住所

鈴鹿市林崎町1066・1

▽電話番号
℡383・3857

︻問い合わせ先︼

℡３６５・３６２５

四日市市北消防署

問い合わせ先 ひばり保育園
子育て支援センタースマイリー

℡３６６・７１１８

9

月〜金曜日の９時30分〜15時に、園庭・支援ホールの開放を行っています。
いつでもお弁当を持ってきて子育て支援センター室内で食べていただけます。
お友達同士お誘い合わせのうえ、ぜひ遊びに来てください。
（園にみえた際には、まず正面玄関にてノートに記名をしてください。）

㈭

放送大学では、平成26年度第２学期（10
月入学）の学生を募集中です。
放送大学はテレビ等の放送やインターネ
ットを利用して学ぶ通信制の大学です。
心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科
学など、幅広い分野を学べます。
働きながら学んで大学を卒業したい、学
びを楽しみたいなど、様々な目的で幅広い
世代、職業の方が学んでいます。
【出願期間】８月31日㈰まで
【資料請求(無料)先】
放送大学三重学習センター
℡０５９･２３３･１１７０
放送大学ホームページでも受け付けてい
ます。

上下水道課

問い合わせ先 川越町子育て支援センター（つばめ児童館内）
℡３６６・０８００（月曜日〜金曜日 ９時〜15時）

お知らせ

＊対象：未就園児とその保護者＊
対象：１歳までのお子さん
10時〜 教えて看護師さん
対象：０歳〜１歳半までのお子さん
10時〜 身体測定 給食あり（給食予約制）
対象：１歳７ヶ月以上のお子さん
10時〜 身体測定 給食あり（給食予約制）
10時〜
対象：０歳〜５歳のお子さん
天神公民館
８月13日
高松公民館
豊田一色公民館 ８月27日
当新田公民館

10 30

13

朝日川越分署

困っていることや悩んでいること、
なんでもご相談ください。

ベビークラブ
８月 ７日
たまごクラブ
８月19日
ひよこクラブ
８月26日
出前保育
８月 ６日
８月20日

子育て支援センタースマイリー

ごみ出しルールを守ろう！

10

10月生募集

開館時間 ９時〜17時 休館日 日曜・祝日
問い合わせ先 おひさま児童館 ℡３６１・１０７０

ひばり
保育園

18・25

３

放送大学

℡３７７・４９４５

８月生まれのお誕生会
８月 ４日
10時〜11時
お祝い会とお誕生日カード製作 申し込み：受付中
身体測定
８月12日 、19日
９時30分〜11時30分
絵本の読み聞かせ 読み聞かせボランティア「ピーターパン」
８月27日
10時30分〜11時
子育て行事
８月25日
10時〜11時
「袋づくり」 申し込み：８月 ４日 より 先着30組
おしゃべりサロン 10時30分〜11時
○ひよこさん 対象：０歳〜１歳半頃のお子さん
８月８日
○うさぎさん 対象：１歳頃からのお子さん
８月15日
○ぞうさん
対象：２歳頃からのお子さん
８月22日
ベビーマッサージ 対象：２ヶ月〜はいはいできるまでのお子さん
８月20日
10時〜11時30分
申し込み：８月 ４日 より（電話受付可） 先着６組

直接児童館へお越しください。
お願い 申し込みは、

１ 豊田一色・
北福崎
８ 高松・上吉

次のように改正されました︒

＊対象：未就園児とその保護者＊

４・11

■Ｂ群…雑誌、紙類
■Ｃ群…ビン類、カン類、ペットボトル、
金物類、布類、ダンボール、
牛乳パック

●催し︵イベント︶にて︑コン

つばめ児童館内

17

11 南福崎

ト︶にて︑コンロや発電機等を

川越町子育て支援センター

２・ ５・ ９ Ａ群
Ｃ群
12・16・19
22・26・30 Ｂ群
Ｃ群
（月）

■Ａ群…新聞紙、折込チラシ

４ 豊田

７・14

ロや発電機等を使用する場合

開館時間 ９時〜17時 休館日 日曜・祝日
問い合わせ先 つばめ児童館 ℡３６１・５６３６

21・28

※再生ごみの分類

使用して露店等を開設する場合

９月20日

６

指定日

は︑消火器を準備しなければな

９月10日

万華鏡を作ってみよう！
…8月20日 より申し込み受付
おりがみ遊びをしよう！
…8月27日 より申し込み受付
アロマ工作…９月６日 より申し込み受付
※行事予定は変更となる場合があります

Ｂ群
22・26・29 Ｃ群

12・15・19

ごみ収集日程表

中学校卒業程度認定試験

９月 ３日

20

１・ ５・８

粗大ごみ

原則として
木曜日

Ａ群
Ｃ群

８
９

埋立ごみ

この認定試験は︑就学義務猶
予免除者などに対し︑中学校卒
業程度の学力があるかどうかを
認定するために国が行う試験で
あり︑合格した方には高等学校
の入学資格が与えられます︒
︻対象︼
病気などのやむを得ない理由
により︑義務教育諸学校への就
学を猶予または免除された方等
︻試験日時︼
月 日
午前 時〜午後３時 分
︻試験会場︼
三重県庁講堂棟３階
第１３１・１３２会議室
︵津市広明町 ︶

☆９月行事予定

ぽかぽかひろば
８月 ５日
10時30分〜
おひさまキッズ
対象：２歳半以上のお子さん
８月19日
２部制：10時〜・11時〜
申し込み：受付中 町内優先 各回先着10名
にこにこひろば
対象：０歳から歩けるまでのお子さん
８月26日
10時30分〜
わくわくひろば
８月28日
10時〜10時45分
申し込み：受付中 町内優先 先着15名
絵本の時間
〜絵本の読み聞かせ〜
毎週月曜日 11時40分〜
＊対象：幼児・小学生以上＊
レクリエーション
対象：小学生以上
８月６日
15時30分〜 ※室内で行います
受付は15時〜 先着20名
紙芝居
８月９日
11時〜
ペーパーチャレランＷＥＥＫ
対象：小学生以上
８月18日 〜23日
おひさまシアター
８月20日
15時30分〜 ※定員・申し込みはありません
オイスカ〜積み木広場〜
対象：幼児、
小学生以上
８月23日
14時〜 受付は13時30分〜 先着50名
わっしょい！夏祭り！！
対象：幼児、
小学生以上
〜夏の終わりにもうひと遊び♪〜
８月27日
14時〜
※定員・申し込みはありません
ドッジボールをしよう！
対象：小学生以上
９月３日
15時30分〜 受付は15時〜 先着40名
※雨天の場合は、
室内でソフトバレーを予定しています

月

月

川越診療所は土曜診療を行い︑月曜が休診になっております︒

ふれあい卓球デー
８月 １日 、９日 、29日
14時〜16時45分
カプラデー
８月 ２日
14時〜16時
お楽しみマジックショー
８月 ６日
14時〜 申し込み：受付中
水てっぽうで遊ぼう！
８月 ８日
15時〜 申し込み：受付中
紙芝居
８月 ９日
10時15分〜
つばめシアター
８月21日
15時〜
めざせ！チャンピオン
対象：小学生以上
８月22日
15時30分〜 受付は15時〜 先着15名
手づくり夏まつり
８月27日
15時〜 申し込み：８月13日 より

＊対象：未就園児＊

再生ごみ

8

災害時や地域の情報などを聞くことが出来る防災行政無線個別受信機を無償貸与しています︒詳しくは企画情報課までお問い合わせください︒

＊対象：幼児、小学生以上＊

一般ごみ

原則として 原則として
火・金曜日
水曜日
○印は曜日変更

曜日

月

川越町おひさま児童館

川越町つばめ児童館

種別

ィ
〜

８月の行事予定

ジ

児童館・子育て支援センター

保

広報カレンダー

健

母

と

子

No.488

すくすく相談
８月13日㈬ ９：30〜11：30
対象：生後１歳未満児
８月20日㈬ ９：30〜11：30
対象：生後１歳以上児
３歳６か月児健診
８月７日㈭ 受付13：00〜14：20
対象：Ｈ22.12.16〜Ｈ23.２.15出生児
いずれもいきいきセンター２階
問い合わせ先 健康管理センター ℡365・1399

2014. AUGUST

教

室

かわごえパワーステーション
８月12日㈫、26日㈫ 10：00〜11：30
いきいきセンター３階

人権・行政相談
８月22日㈮ 13：30〜16：00
いきいきセンター２階生活相談室
問い合わせ先

福祉課での相談
障がいをお持ちの方やそのご家族の方の
生活上の困りごとの相談に応じ、福祉制
度の情報提供やサービス利用援助等、社
会参加と自立に向けた支援を行います。
障害者就業支援相談（要予約）
８月６日㈬、９月３日㈬ ９：00〜16：00
知的障害（児）者福祉相談（要予約）
８月13日㈬、９月10日㈬ ９：00〜16：00
こころの相談（精神保健福祉相談）
（要予約）
８月20日㈬ ９：00〜16：00
予約・問い合わせ先 福祉課 ℡366・7116

※足腰が弱ったと感じる方

親子料理教室
８月８日㈮ ９：30〜13：00
対象者：小学校１〜６年生とその保護者
いきいきセンター３階

※相談日の５日前までに予約が必要です。

場所：役場２階相談室
桑名保健所

問い合わせ先 健康管理センター ℡365・1399

相

福祉課 ℡366・7116
総務課 ℡366・7113

談

心配ごと相談
８月13日㈬ 14：00〜16：00
いきいきセンター２階生活相談室
法律・心配ごと相談
８月27日㈬ 14：00〜16：00
いきいきセンター２階生活相談室

精神保健福祉相談（要予約）
８月27日㈬ 13：30〜15：30
相談医師：北勢病院長 川上 正輝
場所：三重県桑名庁舎（桑名保健所）
予約・問い合わせ先
桑名保健所地域保健課 ℡0594･24･3620
川越町福祉課 ℡366･7116

問い合わせ先 社会福祉協議会 ℡365･0024

土
２
９
16
23
30

9月

8月

診療所休診日
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川越診療所

は休診日です。
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℡365･0776

※学会等により、別途休診日を設ける場合がありますので、お問い合わせください。
※電話番号は、お間違えのないようにお願いします。

① 7：30

② 8：30

③12：30

④17：30

⑤18：30

わ が 家
の 笑 顔

予約・問い合わせ先
北勢地域若者サポートステーション
℡359・7280

行事・催し・その他
★親子で学ぼう！読書感想文のコツ
８月１日㈮ 10：00〜11：00
あいあいセンター会議室
町民水泳大会
８月３日㈰ 受付：9：00〜
開会式：10：00〜
町民プール
あいあい映画会「舟を編む」
８月３日㈰ 上映：14：00〜（開場：13：30〜）
あいあいホール
★絵画教室
８月５日㈫ 午前の部：９：30〜
午後の部：13：00〜
あいあいセンター美術室
★親子で学ぼう！
ケータイ・インターネットのルール
８月６日㈬ 10：00〜11：30
あいあいセンター美術室
絵本読み聞かせ会
８月９日㈯ 14：00〜
８月23日㈯ 10：00〜
あいあいセンター図書室
★親子陶芸教室
８月11日㈪、12日㈫
午前の部：９：30〜、午後の部：13：30〜
あいあいセンター美術室
自主公演「中村紘子＆堤剛デュオ・コンサート」
８月17日㈰ 開演：15：00〜（開場：14：30〜）
あいあいホール
★江戸の和とじ本を作ろう！
８月19日㈫ 10：00〜11：30
中央公民館工作実習室
★子ども茶道教室
８月20日㈬ 10：00〜11：30
あいあいセンター茶室
★は募集終了しました

川越場外の日〜ふれあい広場朝市出張販売〜
８月16日㈯ 10：00〜12：00頃
場所：川越場外車券売場（亀崎新田18-7）
問い合わせ先
川越場外車券売場

℡365・5473

忍者になったよ

放送時間

放送予定番組

町内ケーブルテレビ
で放送中！

※若者で無業状態にある方の就労に対するさまざま
な相談をお受けします。

問い合わせ先 生涯学習課
℡366･7140
あいあいセンター ℡364･2500

【８月１日〜15日分】
・特集 健康推進課「ヘルスメイトになるには」
・特別コーナー「中学校ブログ日記」
・町の話題（ニュース）ほか
【８月16日〜31日分】
・特集 総務課
・かわごえタウンリレー「川越町女性会」
・町の話題（ニュース）ほか

kawagoe

イタズラ大好き！

「広報かわごえ」は、再生紙を使用しています。

かわごえ

北勢地域若者サポートステーション
出張相談in川越（無料・要予約）
８月13日㈬ 10：00〜12：00
役場２階201会議室

⑥22：30

No.341

りょうか

森川

ゆうま

結真

ちゃん（満１歳３ヶ月）

父：真一さん、母：美穂さん

𠮷田

涼花

ちゃん（満３歳１ヶ月）

ゆいか

唯花

ちゃん（満５歳11ヶ月）

父：恒さん、母：真理さん

災害時や地域の情報などを聞くことが出来る防災行政無線個別受信機を無償貸与しています︒詳しくは企画情報課までお問い合わせください︒

広報かわごえ8月号

Kawagoe

