「いい歯の８０２０」

毎年恒例の親子料理教室を開催します。
この夏休みは、親子で料理を楽しみませんか？
と

き

８月７日㈮

午前９時30分〜午後１時

と こ ろ
対

象

いきいきセンター３階

栄養指導室

町内在住の小学１〜６年生の親子

（先着16組、初参加の方を優先）
締め切り
参 加 費

※兄弟で参加の場合は１人につき250円追加

エプロン・三角巾・食器拭き用布巾２枚
子ども用スリッパ

主

催

川越町食生活改善推進協議会

【申し込み・問い合わせ先】
健康管理センター

5

歯が20本以上ある方は、ぜひご応募ください。
応募期間
対 象 者

℡３６５・１３９９

９月５日㈯まで

県内在住の昭和10年11月５日以前生まれ

で、20本以上歯があり、全身的に健康な方
応募方法

所定の応募用紙（審査票）により、所定

の歯科医院で歯の健診（審査）を受けます。応募
のための健診は無料です。応募用紙は健康管理セ

500円（２人分）

当日までに健康管理センターへ持参

持 ち 物

日頃から歯の健康に留意され、80歳以上で自分の

８月５日㈬

１組

はちまるにいまる

ンター（いきいきセンター内）にあります。
表

彰

審査結果はご本人に通知します。優秀者

の中から特別表彰受賞者を選出し、11月８日㈰の
三重県歯科保健大会で表彰されます。応募者全員
に参加賞を、また、特別表彰受賞者には記念品を

贈呈します。

【問い合わせ先】
三重県歯科医師会

℡０５９・２２７・６４８８

【問い合わせ先】
企画情報課
℡３６６・７１１２

農地パトロールを実施します。
川越町農業委員会では、荒廃農
地の発生防止や解消、違反転用の
防止と早期発見のため、町内全て
の農地を対象に『農地パトロー
ル』を８月に実施します。
特に、耕作放棄地は雑草の繁殖
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、草刈を行うな
ど農地の適正な管理をお願いしま
す。
【問い合わせ先】
町農業委員会（産業建設課）
℡３６６・７１２０
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400

シンボルマーク

国道１号北勢バイパス（垂坂町〜山之一色町）開通
記念シンポジウム来場者募集
開催日時 ７月24日㈮ 午後２時〜４時
場
所 四日市市文化会館第２ホール
内
容
第１部 基調講演
演題「北勢バイパスの早期ネットワーク化がもたらす地域の経済発展」
講師 三重大学名誉教授 渡邉悌爾（ていじ）さん
第２部 パネルディスカッション
テーマ「北勢バイパスへの期待」
コーディネーター 三重大学名誉教授 渡邉悌爾さん
主

パネリスト

催

国土交通省中部地方整備局道路部長、鈴鹿市長、四日市市長ほか

北勢バイパス建設促進期成同盟会

（四日市市、鈴鹿市、朝日町、川越町、菰野町）

入場無料・要申し込み
７月13日㈪までに申込用紙に住所、氏名等を記入の上、郵送（当日消印有効）、
ファックス、Eメールで申し込みください。申込用紙は、四日市市ホームページか
らダウンロードしてください。
申し込み・問い合わせ先
〒510-8601 四日市市諏訪町１番5号
四日市市役所 都市計画課
toshikeikaku@city.yokkaichi.mie.jp ℡354・8194 ℻354・8404

4

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︒

夏休み！親子料理教室
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方︵要宿泊︶︒後日︑感想文︵
字詰め原稿用紙１〜２枚︶を提出
していただきます︒
応募締切
７月 日㈮ 午後５時まで
応募方法
応募動機・住所・氏名・年齢・
連絡先を明記し︵様式不問︶︑
﹁日本女性会議２０１５倉敷応
募﹂と書いて︑直接または郵送︵当
日消印有効︶
︑FAX︑電子メールの
いずれかで応募してください︒

応募しませんか！

※直接の場合は︑土・日︑祝日を除
く平日の午前８時 分〜午後５時
に応募してください︒

■実施期間
６月下旬〜７月中旬

︻応募・問い合わせ先︼
〒５ １ ０ ￨ ８ ５ ８ ８
川越町豊田一色２８０番地
川越町役場 企画情報課
℡３６６・７１１２
℻３６４・２５６８

将来の川越町を担う若者の力を
活かすまちづくりを進めるため、み
なさまのご協力をお願いします。

k-kikaku@town.kawagoe.mie.jp

●全職種共通資格要件
（１）地方公務員法第16条に定める欠格条項に該当しない方
（２）採用後に、川越町またはその近郊に居住できる方
（３）外国籍の方は、永住者または特別永住者の在留資格を有する方に限ります。
※採用予定数は、欠員状況等により変更になる場合があります。
■第１次試験日時と会場 ９月20日㈰ 午前10時〜 三重県立川越高等学校
※三重県町村会が実施する三重県市町等職員採用試験を採用しています。
■受付期間及び時間
平成27年７月１日㈬〜平成27年７月24日㈮
午前８時30分から午後５時15分まで（土・日、祝日は除きます。）
※郵送の場合は、平成27年７月24日の消印まで有効

10

「日本女性会議２０１５倉敷」参加者募集

・昭和61年４月２日以降に生まれた方

川越町では︑より多くの方に男女共同参画社会について考えてもらう

・保健師免許を有する方または平成28年３月31日までに取得見込の方

ため︑﹁日本女性会議２０１５倉敷﹂の参加者を募集します︒

若干名

・昭和51年４月２日以降に生まれた方

男女共同参画社会の実現に向けた課題の解決策を探るとともに︑参加

保健師

取得見込の方
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回目を迎えます︒

名

白壁のまち﹂

数

参加人数 約２０００人
主
催
日本女性会議２０１５倉敷実
行委員会・倉敷市

保育士

●● 募集要項 ●●
３名以内

・保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を有する方または平成28年３月31日までに

地方版総合戦略とは…
我が国における、急速な少子高
齢化の進展に対応し、特に地方の
人口減少に歯止めをかけるととも
に、東京圏への人口集中を是正す
るため、国では「まち・ひと・し
ごと創生法」を制定し、今後目指
すべき将来の方向（国の長期ビジ
ョン）及び今後５年間の目標や具
体的施策（国の総合戦略）を策定
しました。
まち・ひと・しごと創生につい
ては、国と地方が一体となり、中
長期的視点に立って取り組む必要
があります。国の総合戦略を勘案
し、地域性のある基本目標や施策
を示したものを地方版総合戦略と
いいます。

町の募集人数

※技術職員（建築）については、建築に関する専門課程・科目を履修してきた方

※男女は問いません︒
※応募者多数の場合は選考します︒

若干名

参 加 費 無料
参加資格
川越町在住で２日間 参加できる

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︒

技術職員
（建築）

﹁日本女性会議﹂は︑男女共同参画に関する国内最大級のイベントです︒

校卒業程度の学力を有する方
・昭和61年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた方

者相互の交流の促進や︑情報のネットワーク化を図ることを目的に開催

は高等学校を卒業若しくは平成28年３月31日までに卒業見込の方または高等学

されます︒1975年の﹁国際婦人年﹂と︑それに続く﹁国連婦人の

・学校教育法に基づく大学、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程若しく

年﹂を記念して︑1984年に始まり︑今年で

名

10

男女︵ひと︶が集う

数

ほか

一般事務職

年齢及び資格要件

10

〜ライフステージとそれぞれの男女共同参画〜

採用予定人員

川越町では、
「川越町まち・ひ
と・しごと創生総合戦略（地方版
総合戦略）」の策定を行なってい
ます。
この地方版総合戦略の策定にあ
たって、町内在住の若者を対象に
アンケート調査を実施します。ア
ンケート用紙が送付された方はご
回答をお願いします。

10

大会テーマ﹁思いやり

募集職種

アンケートにご協力ください

●● 大会内容 ●●
開催日
月９日㈮
開会式︑記念講演︑交流会
月 日㈯
分科会︑特別報告︑
記念シンポジウム︑閉会式
開催場所
岡山県倉敷市

平成28年４月１日採用予定の町職員を募集します。受験を希望される方は、役場総務課へ試験申込
書等を提出してください。
【問い合わせ先】総務課 ℡３６６・７１１３

地方版総合戦略策定にかかる

倉 敷 市 民 会 館 ︑ ア イ ビースクエア

川越町職員 募 集 の お 知 ら せ

