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第

号
「やったぜ！！」

主な内容

８月から変わります

介護保険制度の主な改正内容
「日本女性会議2015倉敷」の
参加者を募集します
(平成27年6月1日現在)
総人口･･･14,864人(＋30)

男･･･7,602人(＋30)

個人結果を競い合うのではなく、バトンをつ
なぐチームワークが結果に表れるから、リレー
は見る人を魅了するのではないでしょうか。
６年生にとって小学校最後の運動会。最上級
生として、競技や準備に全力で取り組む姿を下
級生にしっかりと示していました。（写真は、
川越北小学校運動会の様子です。９Pでも紹介
しています。）

女･･･7,262人(±0)

世帯数･･6,175世帯(＋14)

（

）内は前月比

自己負担額

40〜74歳（一部75歳）の国民健康保険加入者

※妊産婦、６ヶ月以上継続して入院している方、介護老人福祉施設・介護
老人保健施設・障害者支援施設などの施設入所者は、対象外です。

①40〜69歳の方
1,000円
②70〜74歳の方（一部75歳） 500円
※昭和15年９月１日〜昭和15年11月30日生まれの方は誕生日の前日まで
に受診してください。

実施場所

県内の指定医療機関

そ

対象者には、①受診券 ②質問票 ③医療機関一覧表 ④案内チラシを
送付します。

の

他

日帰り人間ドック
対

象

者

広報３月号等でお知らせしましたが、まだ人数に
余裕があります。

今年度40〜59歳になられる国民健康保険税の滞納がない世帯の方

そ

定員70人になり次第締め切ります。申し込みがお済みでない方は、
健康推進課（℡３６５・１３９９）へお電話にてお申し込みくださ
い。

の

他

すでに受診票が届いている方は早めに病院に予約し、受診をお願いし
ます。キャンセルする場合は必ず連絡してください。
【注意】「日帰り人間ドック」を受診すると、内容が重複するため「特定健診」
及び町で実施する各種検診（胃がん・肺がん・腹部超音波検診・大腸が
ん検診）を受診することはできません。

あなたのお住まいの耐震化はお済みですか？
窓口へ相談

窓口へ申し込み

いいえ

専門家による無料耐震 耐震性なし 補強等の工事を行いま
しょう。
診断が受けられます。

必要に応じた耐震診断等の
対策を検討！

※耐震補強に関する補助
制度や、耐震シェルタ
ー設置費用の助成制度
も設けています。

県内では、平成23年度末時点で、昭和56年5月31日以前の木造住宅が約
11万7千戸あると推計されています。対象となる木造住宅にお住まいの方
は、無料耐震診断を受け、耐震性の有無を確認しましょう。
【問い合わせ先】耐震診断、耐震補強について
耐震シェルターについて

3

産業建設課
総務課

℡３６６・７１２０
℡３６６・７１１３

70

入 院時 の 食 事 標 準 負 担 額 の 減 額
を行っています︒昨年８月以降
に申請された方の︑現在お持ち
の国民健康保険標準負担額減額
認定証の有効期限は平成 年７
月 日までです︒
引き続き認定を受けるには︑
再度申請が必要となりますので︑
８月以降に入院予定がある方は
忘れずに申請してください︒

あなたの家は
はい
昭和56年5月31日
以前に建築（着工
含む）された木造
住宅ですか？

31

27

平成27年8月からの主な改正内容

一定以上の所得がある65歳以上の被保険者の方は利用者負担が２割になります。
一定以上の所得がある人が介護サービスを利用したときは、利用者負担が１割から２割になりま
す。この改正に伴い、要支援・要介護の認定を受けている方全員に、ご自身の負担割合（１割または
２割）が記載された「介護保険負担割合証」を発行（７月下旬頃発送予定）しますので、介護サービ
スを利用する際に利用施設等への提示が必要となります。

はい

（第１号被保険者）

再度申請が必要となりますので︑
今年の８月以降も高額な医療費
の支払予定がある方は忘れずに
申請してください︒
対象者
歳未満の被保険者の方
で︑国民健康保険税の滞納がない
世帯の方

昭和56年5月31日以前に建築された（着工を含む）木造住宅の耐震化に向け
た補助等を行っています。
地震による津波や火災等からの避難をするにも、まずは“揺れ”から自宅や自
分の命を守ることが最優先です。
自宅の耐震性が分からない方は、耐震診断を受診し、安全性を確認すること
が大切です。耐震診断は、無料で受診できます。

31

標準負担額減額認定証の
申請について

耐震診断を受けましょう

27

低所得者世帯の方を対象に︑

安心・安全な住まいに!!

70

平成27年度介護保険制度改正のお知らせ

65歳以上の方

限度額適用認定証の申請
について

8,500円

26

歳未満の方の高額な医療費
の支払いを一定の限度額にとど
めるには︑国民健康保険限度額
適用認定証が必要です︒
昨年８月以降に申請された方
の︑現在お持ちの認定証の有効
期限は平成 年７月 日までです︒
引き続き認定を受けるには︑

自己負担額

31

受給者証に記載されている一部
負担金の割合で医療機関を受診
していただきます︒一部負担金
の割合は︑平成 年中の所得に
応じて判定しています︒

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︒

7月〜11月

実施期間

27

70

年金収入
＋
その他の合計所得金額

本人の合計所得金額
160万円以上

いいえ

同一世帯の65歳以上の方の

２割負担

単身世帯
280万円

＜ 2人以上世帯
346万円

はい

１割負担

いいえ

※合計所得金額

年金・給与収入、事業収入等から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した額

高額介護サービス費の一部の上限額が新しくなります。
同じ月に利用した介護保険の利用者負担が一定額を超えたときに支給される「高額介護サービス
費」の利用者負担段階区分（所得などに応じた区分）に、現役並み所得者が新設され、新しい限度額
が設定されました。

現

行

利用者負担段階区分

改
限度額

●一般

37,200円（世帯）

●住民税非課税世帯

24,600円（世帯）

・合計所得金額及び
課税年金収入額の合計
が80万円以下の方

15,000円（個人）

・老齢福祉年金受給者

●生活保護受給者など

15,000円（個人）

正

後

利用者負担段階区分

限度額

●現役並み所得者

44,400円（世帯）

●一般

37,200円（世帯）

※現役並み所得者

同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の方が

いて、世帯内の65歳以上の方の収入の合計が単身で383
万円以上、2人以上で520万円以上の方

低所得の方で施設及びショートステイ利用者の食費・居住費の負担軽減の基準が変わります。
住民税非課税世帯の方で、介護保険施設及び短期入所サービス（ショートステイ）を利用している
方の食費・居住費補助の認定要件に、預貯金等の資産を勘案することが加えられ、次のア、イのいず
れかに該当する場合は、補助を受けることができません。
ア 住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税を課税されている場合
イ 住民税非課税世帯（世帯分離している配偶者も住民税非課税）でも、預貯金等が一定額（単身で
1,000万円、夫婦で2,000万円）を超える場合

【問い合わせ先】 町民保険課

℡３６６
・
７１１５

2

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︒

者

℡３６６・７１１５

高齢受給者証を更新します

象

町民保険課

特定健康診査は、自覚症状が出にくい生活習慣病を
早期に発見するための健診です。

特定健康診査
対

問

歳以上の被保険者の方は医療機関を受診する際︑﹁保険証﹂と

７月から健診が始まります

からのお知らせ

﹁高齢受給者証﹂を窓口で必ず提示してください！

年に1度の健康チェックのチャンス

現在お持ちの高齢受給者証の
有効期限は平成 年７月 日ま
でとなりますので︑新しい高齢
受給者証を７月末までに送付し
ます︒８月からは送付する高齢

国民健康保険

「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

24

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

30

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

32

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

?マイナンバー制度は１
? ? ? ? ? ? ? ?０月スタート
????????????????
??
???????????????????????
スケジュールをみんなで把握しましょう
?????????????????????????
年

個人に通知カードが送付
法人に法人番号が付与

28

29

年１月〜 平成

２

マイナンバーの利用開始
個人番号カードの交付開始

２

３
個人ごとの
ポータルサイトの運用開始

［全国共通ナビダイヤル］９：30〜17：30（土日祝日・年末年始を除く）

一部ＩＰ電話等でつながらない場合は℡０５０・３８１６・９４０５、
外国語対応（英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語）は
℡０５７０・２０・０２９１におかけください。
ナビダイヤルは通話料がかかります

﹁

﹂がなまったもの
machine

【６月１７日現在】５６７名
【問い合わせ先】生涯学習課

環境

ー

18

世紀末のイギリス人トーマ

『あいさつ＋１』
（ぷらすわん）参加者数

だといわれています︒だとす

多数のご応募ありがとうございました。

ス・セントが発明したという

朝きたら まずはおはよう あいさつだ

﹂を何と呼
machine

あいさつは みんなのきもち つたわるよ

ると︑当時の人たちはミシン

あいさつを はずかしがらず してみよう

説が有力です︒日本には幕末

あいさつは 共通の 合言葉

以外の﹁

あいさつは みんなをつなぐ 合言葉

の１８５４︵安政元︶年︑２

ただいまと 母がかえると ほっとする

んでいたのでしょうか︑気に

おはようと いつもいってて 気持ちいい

度目の黒船来航時に江戸幕府

あいさつは こころの気持ちが 晴れになる

なるところです︒

あいさつを したらかえして いい気持ち

への献上品として初めて伝え

「おはよう」の 声と笑顔の ランドセル

られました︒明治に入ると︑

応募作品を紹介します。

ミシ ン

日本でも和裁用のミシンが多

川柳コンクール

10

今月の一品

く発明されました︒しかし︑

あいさつ・声かけの風景

商品化されることはなく︑洋

１．かぼちゃの煮物は身と皮に分け、身はつぶし、
皮は細かく刻む。
２．アイスクリームに１を混ぜ、冷やし固める。

【問い合わせ先】
生涯学習課 ℡３６６・７１４０
総合体育館 ℡３６４・２０００（月曜休館）

川越町郷土資料館

裁用のミシンが広く普及する

《作り方》

・天候等の理由により使用を休止する場合が
ありますので、ご了承ください。
・小学３年生以下の小人が入場する場合は、
保護者同伴でお願いします。
（保護者の方も水着で入場いただきます。）
・紙おむつでの入場はできません。
（水遊び用おむつも不可です。）
・場内に飲み物の自動販売機はありません。
・場内では係員の指示に従ってください。

役場１階の町民ホールで
は︑このコーナーで紹介し
た資料と一緒に関連資料も
展示しています︒役場にお
越しの際は︑ぜひご覧くだ
さい︒

自転車も車両の一つです。
自転車運転中も
必ず一時停止を行いましょう。

■注意事項

︶年に国産第１号の手回し

コー
エコ ナ

7

○運動の重点
１ 子どもと高齢者の交通事故防止
２ 全ての座席のシートベルトと
チャイルドシートの正しい着用の徹底
３ 自転車の安全利用の推進
４ 飲酒運転の根絶

10：00〜12：00頃

町民水泳大会のため、利用できません。

ようになり︑１９２１︵大正

食材を無駄なく使ってごみを減らしましょう！

７月11日㈯〜20日㈪

※天候により、期間を延長する場合があります。

★８月９日㈰

ミシンが完成しました︒

・かぼちゃの煮物…適量
・バニラアイスクリーム…200ml
（カップアイス１個分）

夏の交通安全県民運動

１００円
５０円

︻問い合わせ先︼
生涯学習課
℡３６６・７１４０

《材料（１～２人分）》

川越町から排出される
ごみの約45％が一般ごみ
で、そのうち30％が生ごみ
です。生ごみとして排出さ
れるものの中には、調理く
ずの他に、作りすぎて余っ
たり、食べきれずに残され
た料理も含まれます。
ということで今回は、か
ぼちゃの煮物のリメイクレ
シピを紹介します。

検索

超過料金１時間につき

２００円
１００円

﹁ミシン﹂の語源は英語の

環境

かぼちゃアイス

などで

２時間あたり

大人（高校生以上） 小人（中学生以下）

s e w i n g m a c h i n﹂
eの

ー

エコ

リメイク

国税庁

政府広報オンライン

金

﹁

コーナ
エコ

マイナンバー

■料

水泳教室のため、子ども用及び児童プールを
利用できません。（25ｍプールは利用可）

今月紹介する資料は﹁ミシ

０５７０・２０・０１７８

１０：００〜１６：００

★７月27日㈪〜７月31日㈮
10：00〜11：30

ン ﹂ で す ︒ ﹁ LEAD
﹂という

詳しいことは

コールセンター

７月18日㈯〜８月31日㈪

下記日時はご利用できません

ロゴから外国製のように見え

情報連携により事務が確実かつスムーズになり、国民の負担が軽
減されます。

１２：００〜１６：００
１０：００〜１６：００

るかもしれませんが︑昭和初

４

平
日
土・日・祝

期に作られた国産の手回しミ

行政機関が持つ自分のマイナンバー等の情報をいつ、どことやり
とりしたのか等の情報を、自宅のパソコン等から確認できるように
なります。

７月１日㈬〜７月17日㈮

シンです︒

３

４
地方公共団体等も
含めた情報連携開始

平成28年１月より、マイナンバーの利用が始まります。従業員
は、事業主にマイナンバーを報告し、事業主は、健康保険・雇用保
険・年金などの手続きに必要な書類に記載します。（あくまでも一
例です。）

■利用時間

ミシンの歴史を紐解くと︑

29

年７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︒

月〜 平成 年１月〜 平成

10

平成27年10月５日以降、住民登録の住所へ世帯ごとに「通知カー
ド」が順次郵送されます。「通知カード」は、自分のマイナンバー
を報告する時に使ったり、「個人番号カード」の交付申請をする時
に使ったりしますので、大切に保管してください。
法人には13桁の法人番号が付与され、10月以降国税庁から書面に
て通知されます。番号は公表され平成28年１月から税申告時に記載
することが予定されています。

町民プールのご案内

℡３６６・７１４０

6

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︒

平成
27

１

１

プールの季節がやってきました!!

５月

日に百歳を迎えられた

城田美代子さんに︑同日町長か
らお祝い状と副賞が贈呈されま
した︒ご本人はもとより︑ご家
族にもとても喜んでいただきま
した︒
お元気の秘訣は︑いろいろな
ことを明るく前向きに考えて過
ごすことだそうです︒食事もご
自分でとられていて︑好物はバ
ナナとお肉
城田さん︑いつまでもお元気
でお過しください︒

﹃断裂回廊﹄
加藤廣／著

逢坂剛／著

朱川湊／著

白川道／著
０﹄
夏川草介／著
葉室麟／著

又吉直樹／著

堀川アサコ／著

﹃大奥の座敷童﹄

﹃春雷﹄

﹃神様のカルテ

﹃神様が下りてくる﹄

﹃夢幻のビィ﹄

桜木紫乃／著

﹃それを愛とは呼ばず﹄

﹃利休の闇﹄

新 着 図 書

夏休みの宿題はお早めに！

７・８月の図書室では︑課
題図書や自由研究に役立つ本
などを集めて︑入り口近くで
特集しています︒人気の本は
早い時期に貸出されてしまい
ます︒貸出中の本は返却待ち
もできますので︑まずは一度
図書室へ足をお運びください︒
また︑読みたい本がどこに
置いてあるのかわからない︑
どんな本を読んだら良いかわ
からない等︑疑問・質問があ
りましたら︑お気軽にカウン
ターの職員にお尋ねください︒

﹃火花﹄
﹃五木寛之の金沢さんぽ﹄
五木寛之／著

■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

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︒

見て楽しい！食べておいしい！

飾り巻き寿司づくり
は緊張の面持ち
でしたが︑切り

日㈫︑中央公民館に飾り巻

き寿司マスターインストラクターの
口を開いて︑す

６月
ロール巻子さんを招いて飾り巻き寿

様子でした︒

えにホッとした

ばらしい出来ば

人が参加し︑梅雨を

司づくりが行われました︒
女性学級の
女性学級では︑
年間を通して︑学習だけではなく趣味の幅
を広げる楽しいセンスアップ教室を開催し

子どもたちに大声援！

日㈯︑川越南・北小

７月18日㈯〜８月30日㈰は
午後６時まで開館しています。

イメージした
﹁かたつむ
り﹂の巻き寿
司に挑戦しま
ています︒
来年度も︑さまざまなジャンルの講師を
お招きしていきますので︑お楽しみに︒

つばめ・おひさま両児童館では︑ご家族そ
ろって遊んでいただけるイベント﹁Ｆｕｎ♪

年度春季バレーボール大会が開催されま

５月

学校の運動会が開催されまし
た︒
朝からの晴天で気温はぐん
ぐん上昇し︑５月とは思えな
い暑い日となりましたが︑子
どもたちは︑練習の成果を発
揮し︑徒競走や団体演技など
に力一杯取り組みました︒
また︑応援に訪れたたくさ
んの方たちも︑熱のこもった
競技に大きな声援を送ってい

は図書室の休館日です。

だ よ り

ました︒

8月

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

図 書 室

小学校運動会

日

ｆｕｎ♪ファミリー﹂を︑年６回開催してい
きます︒

転がしたりして遊んでいました︒

だちどうしで見せ合ったり︑ビー玉を

完成した個性たっぷりのゲームを友

です︒

時間を一緒に過ごしていただけたよう

でコリントゲームを作りながら楽しい

員いっぱいのご家族が参加され︑親子

㈯おひさま児童館で行われました︒定

第１回﹁一緒に工作しよう！﹂が６月

日㈰︑総合体育館において平成

土
4
11
18
25
金
3
10
17
24
31
木
2
9
16
23
30

7月
日 月 火 水
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

した︒
巻き上がっ
た寿司に包丁
を入れる瞬間

６月

した︒男子５チーム︑女子７チームが参加し︑優勝を目指して白熱した試合が繰り
広げられました︒
会場には参加者の家族や
地区の方が応援に駆けつ
け︑ファインプレーの度に
歓声があがっていました︒
大会の結果は次のとおり
です︒

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︒

︻男子の部︼
優 勝 亀 崎
準優勝 当新田
︻女子の部︼
優 勝 高松
準優勝 天神
３ 位 豊田 豊田一色

開館時間 ９：00〜17：00
TEL ３６４・２５００

29

熱戦
！ 春季バレーボール大会

19

8
9

27

あいあいセンター
図書室カレンダー
30

20

100歳ご長寿をお祝い
16

第１回
はじまりました！
Fun♪fun♪
ファミリー
14

ま ち の 話 題 TOWN NEWS OF KAWAGOE
ま ち の 話 題 TOWN NEWS OF KAWAGOE

子どものひろば ～７月の行事予定～
川越町つばめ児童館
川

児

川越町おひさま児童館
祭（かわじさい）つばめ･おひさま
合同行事

７月５日
９時30分〜12時
つばめ児童館で開催！

ごみ出しルールを守ろう！

航空学生

8月1日㈯〜
9月8日㈫

資格

採用試験日

18歳以上27歳未満

1次：9月18日㈮・19日㈯の1日

試験会場

高卒（見込み含む）
1次：9月23日㈬
21歳未満

男子：随時受付
自衛官候補生 女子：8月1日㈯
〜9月8日㈫

18歳以上27歳未満

自衛官募集

受付期間

一般曹候補生

津市（予定）

男子：受付時にお知らせします。
女子：9月25日㈮〜29日㈫の1日

【問い合わせ先】〒510-0074 三重県四日市市鵜の森1-14-11（阿部ビル２階）
自衛隊四日市地域事務所
℡３５１・１７２３
自衛官募集コールセンター ℡０１２０・０６３・７９２ 正午〜午後８時（年中無休）

日

場

時

月

11

所

25

日

㈬

午後１時から

三重県生涯学習センター

４階大研修室

まで

㈪

︵津市一身田上津部田1234︶

日

24

申込受付期間

８月

※当日消印有効

問い合わせ先

三重県青年司法書士協議会

℡０５９８・２３・４６３８

﹁妊娠したら解雇﹂は違法です︒

労働局にご相談ください！

妊娠・出産・産休の取得等を

理由に解雇すること︑退職を強

要すること︑契約を更新しない

ことなどは︑男女雇用機会均等

問い合わせ先

三重県下水道公社総務課

法等で禁止されています︒

妊娠等を理由に不利益取扱い

を受けたり︑困ったことがあっ

たら︑三重労働局雇用均等室へ

ご相談ください︒

匿名可︑相談は無料です︒

問い合わせ先

三重労働局雇用均等室

℡０５９・２２６・２３１８

︵松阪市高須町3922︶

℡０５９８・５３・２３３１

http://www.mie-kousha.or.jp/

子どもの笑顔のために

司法書士による 全国一斉

養育費相談会

三重県青年司法書士協議会と

小林由美子

役場職員人事

福祉課主監

片岡 武彦

７月１日付の人事異動があり

総務課課長補佐

森山 靖士

ましたので︑お知らせします︒

税務課課長補佐

水越 貴昭

町民保険課課長補佐

水道技術管理者

服部 容子

水谷 友昭

企画情報課係長

水谷 晋也

上下水道課課長補佐兼検査員兼

福祉課係長

竹盛 智子

小崎由紀子

健康推進課栄養士︵主査︶

上下水道課係長

野﨑 ゆみ

以上の職員は︑防災担当兼務

税務課主任

放送大学では、平成27年度第２学期
（10月入学）の学生を募集中です。
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。
【大学説明会】（申し込み不要）
７月18日㈯、８月８日㈯
午後２時〜４時
三重県生涯学習センター
【第１回出願期間】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付

全国青年司法書士協議会では︑

放送大学

10月生募集

養育費に関する相談会を開催し

自宅で学べる通信制の大学

ます︒面談相談・電話相談とも

17

に無料です︒また︑秘密は守ら

17

れます︒

㈰

時

８月２日

時〜午後４時

10

日

午前

面談相談場所

水遊びグッズを作ろう！ ９時30分〜11時
７月21日
中部保育所
７月22日
南部保育所
７月23日
北部保育所

27

※再生ごみの分類
■Ａ群…新聞紙、折込チラシ
■Ｂ群…雑誌
■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

３ 南福崎
17 豊田一色
・北福崎
24 高松・上吉

採用種目

年度

＊対象：未就園児とその保護者＊

20・27

平成

毎週火曜日から木曜日
９時３０分から１１時まで
園庭を開放しています。

℡３６５・３６２５

12

︵津市丸之内養正町 番 号︶

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

Ｂ群
Ｃ群

25・28

三重県司法書士会

出前保育
10時〜
対象：０歳〜５歳のお子さん
７月 １日
上吉公民館
７月 ８日
豊田公民館
７月22日
高松公民館
７月29日
豊田一色公民館
在園児さんとあそぼう
対象：平成26年４月〜平成27年３月生まれのお子さん
７月 ３日
10時〜
なかよし会（予約制）
対象：０歳〜５歳のお子さん
７月 ４日
手作りアロマ
たまごクラブ
対象：０歳〜１歳半までのお子さん
７月 ６日
10時〜 手作りアロマ（予約制）
７月21日
10時〜 身体測定・給食あり（予約制）
ひよこクラブ
対象：１歳７か月以上のお子さん
７月 ９日
10時〜 手遊び、紙芝居など
７月16日
10時〜 手作りアロマ（予約制）
７月23日
10時〜 身体測定・給食あり（予約制）
誕生会・園行事（予約制） 対象：６・７月生まれのお子さん
７月13日
10時〜

川越町立保育所
手あそび・おはなし ９時30分〜11時
７月 ７日
中部保育所
７月 ８日
南部保育所
７月 ９日
北部保育所

子育て支援センタースマイリー

６・13

電話相談

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）

ひばり
保育園

26

14・18・21

指定日

２・９・16 13 亀崎・亀須
・当新田
23・30

Ａ群
Ｃ群

４・７・11

下水道排水設備工事
責任技術者試験

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。

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

Ａ群
Ｃ群 １・29

ごみ収集日程表

粗大ごみ

原則として 原則として
木曜日
水曜日

15

℡０１２０・５６７・３０１

＊対象：未就園児とその保護者＊
おやこＤＥリズム
対象：２歳頃からのお子さん
７月 ２日
10時30分〜11時
７月生まれのお誕生会
７月 ６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
７月 ７日 、14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」
７月 ８日
10時30分〜11時
合同サロン
７月10日
10時〜11時 「救急救命法」
申し込み：７月６日 より 先着15名
いきいきセンター２階大研修室 ※完全託児
子育て行事
７月13日
10時〜11時 「なつまつり」
申し込み：７月６日 より 先着30名
パパ・ママワーク
７月15日
10時〜11時
申し込み：７月６日 より 先着12名
いきいきセンター２階大研修室 ※完全託児

お願い 申し込みは、
直接児童館へお越しください。

埋立ごみ

Ｂ群
24・28・31 Ｃ群

︵公財︶三重県下水道公社で

つばめ
児童館内

☆８月の主な行事☆
８月１日
歌あそびを楽しもう！ ※定員・申し込みはありません。

14・17・21

※当日のみの専用番号

川越町子育て支援センター

卓球デー
７月 ９日 、23日
15時30分〜16時45分
紙芝居
７月11日
11時〜
グラウンドゴルフを楽しんでみよう！
対象：小学生以上
７月15日
15時30分〜 受付は15時〜 先着20名
※雨天の場合は、ソフトバレーをします。
ペーパーチャレランWEEK
対象：小学生以上
７月21日 〜25日
おひさまシアター
７月29日
15時30分〜

３・７・10

は﹁下水道排水設備工事責任技

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

＊対象：幼児・小学生以上＊

８

術者試験﹂を実施します︒

☆８月の主な行事☆
８月５日
夏休み工作！…申し込み：７月22日 より
８月６日
水てっぽうで遊ぼう！…申し込み：７月23日 より

ぽかぽかひろば
７月14日
10時30分〜
おひさまキッズ
対象：２歳半以上のお子さん
７月21日
10時〜
申し込み：受付中 町内優先 先着10組程度
にこにこひろば
対象：０歳から歩けるまでのお子さん
７月28日
10時30分〜
わくわくひろば
７月30日
10時〜
申し込み：受付中 町内優先 先着10組程度
絵本の時間〜絵本の読み聞かせ〜
毎週月曜日 11時40分〜

７

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︒

七夕飾りを作ろう！
７月 １日
15時30分〜
申し込み：受付中 先着15名
ふれあい卓球デー
７月 ３日 、11日 、15日
14時〜16時45分
カプラデー
７月 ４日
14時〜16時
紙芝居
７月11日
10時15分〜
めざせ！チャンピオン（けん玉）
対象：小学生以上
７月24日
15時30分〜
おもちゃの診療所開診日
７月25日
９時30分〜12時
※修理してほしいおもちゃがあれば持ってきてください。
紙すきをしよう！
７月25日
14時〜
申し込み：７月11日 より 先着20名
つばめシアター！！
７月30日
15時30分〜

月

＊対象：未就園児＊

再生ごみ

原則として
火・金曜日

月

＊対象：幼児、小学生以上＊

一般ごみ

曜日

問い合わせ先 北部保育所 ℡３６５・１５０２ 中部保育所 ℡３６５・１３９６ 南部保育所 ℡３６５・１５７１

11

10

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︒

〜川越町児童館まつり〜

種別

保

広報カレンダー

健

親

相

子

すくすく相談
７月８日㈬ ９：30〜11：30
対象：生後１歳未満児
７月15日㈬ ９：30〜11：30
対象：生後１歳以上児

精神保健福祉相談（要予約）
７月22日㈬ 13：30〜15：30
相談医師：多度あやめ病院長 平田春夫
場所：三重県桑名庁舎（桑名保健所）

談

心配ごと相談
７月８日㈬

※歯の健康相談も受け付けます。

No.499

１歳６か月児健診
７月９日㈭ 受付13：00〜13：50
対象：Ｈ25.11.16〜Ｈ26.1.15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

2015. JULY

一

桑名保健所

般

胃がん・肺がん・腹部超音波（エコー）検診
対象：40歳以上の方
７月の診療時間内
川越診療所
※事前申し込みが必要です。
※問診票が届いた方は川越診療所
（℡365・0776）
に都合の良い日をご予約ください。
※電話番号は、
お間違えのないようにお願いします。
※土曜受診も可能です。

14：00〜16：00
いきいきセンター１階相談室
法律・心配ごと相談
７月22日㈬ 14：00〜16：00
いきいきセンター２階生活相談室

予約・問い合わせ先
桑名保健所地域保健課
川越町福祉課

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）
７月８日㈬ 10：00〜12：00
場所：役場２階相談室２Ｃ

問い合わせ先 社会福祉協議会 ℡365･0024

人権・行政相談
７月24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

℡0594･24･3620
℡366･7116

※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。

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

福祉課 ℡366・7116
総務課 ℡366・7113

行事・催し・その他

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。

川越町消防団夏季訓練
役場
７月５日㈰ ７：30〜
※当日は、7：00にサイレンを鳴らしますので、
火災等とお間違えのないようにお願いします。

問い合わせ先 総務課 ℡366･7113
障害者就業支援相談（要予約）
７月１日㈬、８月５日㈬ ９：00〜16：00 絵本読み聞かせ会
７月11日㈯ 14：00〜
知的障害（児）者福祉相談（要予約）
７月18日㈯ 10：00〜
７月８日㈬、８月12日㈬ ９：00〜16：00
あいあいセンター図書室
（要予約）
こころの相談（精神保健福祉相談）
かわごえパワーステーション
八神純子 CONCERT TOUR2015〜あなたの街へ〜
７月15日㈬ ９：00〜16：00
７月14日㈫、28日㈫ 10：00〜11：30
７月12日㈰ 開演15：00〜（開場14：30）
いきいきセンター３階
あいあいホール
予約・問い合わせ先 福祉課 ℡366・7116
古文書講座
※足腰が弱ったと感じる方
※相談日の５日前までに予約が必要です。
７月15日㈬ 10：00〜11：30
問い合わせ先 健康管理センター ℡365・1399
場所：役場２階相談室
あいあいセンター会議室
親子陶芸教室
７月22日㈬、24日㈮
日 月 火 水 木 金 土
日 月 火 水 木 金 土
午前の部９：30〜、午後の部13：30〜
１
１ ２ ３ ４
あいあいセンター美術室
２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
５ ６ ７ ８ ９ 10 11
ソフトバレー連盟交流大会
総合体育館
７月26日㈰ ８：30〜
12 13 14 15 16 17 18
９ 10 11 12 13 14 15
子ども水泳教室（全５回）
16 17 18 19 20 21 22
19 20 21 22 23 24 25
７月27日㈪〜31日㈮
23 24
26 27 28 29 30 31
31 25 26 27 28 29
30
10：00〜11：30
町民プール
第28回川越町ソフトボール選手権
は休診日、 は午後休診 川越診療所 ℡365･0776
７月28日㈫ 19：00〜
※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。
町民野球場及び総合運動場
※電話番号は、お間違えのないようにお願いします。
ウォーキング＆体験農園
町内
７月４日㈯ ８：00〜
町民水泳大会
【７月１日〜15日分】
８月９日㈰
・特集 産業建設課
受付
９：00〜 開会式 10：00〜
「地元を元気に！プレミアム付商品券」
町民プール
・特集 生涯学習課
問い合わせ先 健康管理センター ℡365･1399

教

室

8月

7月

診療所休診日

放送予定番組

かわごえ

放送時間

① 7：30

② 8：30

③12：30

④17：30

⑤18：30

わ が 家
の 笑 顔

寺西

⑥22：30

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

川越場外の日〜ふれあい広場朝市出張販売〜
７月18日㈯ 10：00〜12：00頃
川越場外車券売場
問い合わせ先
川越場外車券売場
℡365・5473

優しいお姉ちゃん♪

kawagoe

初ディズニー
楽しかったね！

「広報かわごえ」は、再生紙を使用しています。

町内ケーブルテレビで放送中！

「夏休みは郷土資料館に行こう！」
・町の話題（ニュース） ほか
【７月16日〜31日分】
・特集 健康推進課
・Smile KIDS「南部保育所 そら組」
・町の話題（ニュース） ほか

No.352

りおん

たける

健 ちゃん（満３歳０ヶ月）

父：亮さん、母：ひとみさん

加藤

凛音

ちゃん（満２歳８ヶ月）

ゆうと

優音

ちゃん（満０歳５ヶ月）

父：雄治さん、母：来夢さん

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7月号

Kawagoe

