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夏休み！親子料理教室

食生活改善推進協議会が主催で
毎年開催されています。
今年は、８組16名が参加しました。
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防災特集「家庭で行える防災・減災対策」
平成31年度川越幼稚園・保育所（園）利用申請受付
東京2020オリンピック・パラリンピック

フラッグツアー

あいあい情報「アラウンド40メモリーコンサート」

（平成30年８月１日現在）
総人口…15,025人（−8）

男…7,704人（＋6）

女…7,321人（−14）

世帯数…6,514世帯（＋15）

（

）内は前月比

防災特集

災害に備えよう！
非常持ち出し品、備蓄品の準備

避難用品

非常持ち出し品、備蓄品は少なくとも１年に１度は
点検をしましょう！

生活用品

災害発生時などの非常時に持ち出す物は、家族構成にあ
わせて必要最小限に絞り込み、リュックなどに入れて、一
度背負ってみましょう。
男性は15㎏、女性は10㎏を目安として、両手を自由に
動かすことができるか確認してみましょう。また、被災後
の生活を支えるために、１人あたり７日分を目安として食
料、水、生活用品などの備蓄品を準備しましょう。
水は１人あたり１日に３リットルを目安に、長期保存可
能なものを用意しておきましょう。

もし地震がおきたら…
地震からの避難は在宅避難が基本です。地震の揺れを感じ
たり、「緊急地震速報」を確認したら、周囲の状況に応じて
あわてずに身の安全を確保し、避難しましょう。
① わが身の安全を守る！
なによりも大切なのは命。地震がおきたらまず最初に身の
安全を確保しましょう。
② 火の始末は、ちょっと待って！
揺れが激しいときは危険です。揺れがおさまってから、あ
わてず無理せず確実に火の始末をしましょう。
③ 電源をＯＦＦに！
できる限りコンセントを抜き、ブレーカーを切りましょう。
④ 扉を開けて、出口を確保する！
強い揺れで建物が歪み、戸が開かなくなることがあるの
で、避難口を確保しましょう。
⑤ 外に逃げるときはあわてずに！
外に逃げるときは、瓦やガラスなどの落下物に注意し、落
ち着いて行動しましょう。

非常持ち出し品（例）

□ヘルメット
□ろうそく

□懐中電灯
□予備の電池
□ホイッスル（笛）

□携帯ラジオ □ライター・マッチ □多目的ナイフ
□ウェットティッシュ □トイレットペーパー
□ビニール袋 □筆記用具 □救急セット
□タオル □軍手 □カイロ □常備薬

非常食糧

□飲料水

□アルファ米

□乾パン・ビスケット

貴重品

□現金 □預金通帳 □免許証・保険証のコピー
□携帯電話 □カード類 □家・車のカギ □印鑑

必要に応じて用意するもの
□衣類
（着替え） □雨具 □敷マット □マスク
□生理用品 □ラップ・アルミホイル
□ミルク
（哺乳瓶） □予備のメガネ
（コンタクト）
□ライフジャケット
（水害時）

生活用品

備蓄品(例）

□新聞紙 □洗面用具 □バケツ □ライター
□カセットコンロ（燃料） □紙食器 □ティッシュ
□ラップ・アルミホイル □雨具 □裁縫用具
□石けん □多目的ナイフ □生理用品 □軍手
□布ガムテープ □ひも □タオル □ろうそく
□敷マット □くつ・スリッパ

□衣類・靴下 □帽子
□毛布 □マスク

□肌着・下着

避難する場所などの確認をお願いします
災害によりご自身のご家庭がどのような被害を受ける可能性があるのか、どこに
避難したら良いのかを確認することが重要です。
昨年度、ハザードマップと防災情報冊子の合わさった「防災
マップ」を作成し各世帯に配布しました。「風水害」、「地
震」、「津波」といったようにそれぞれの災害の種類によって
避難する場所が異なりますので、ご確認をお願いします。

日頃から、災害時はどこに避難して、どう連絡を取りあうのか、ご家庭で話し
あっておきましょう。
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2018年９月号

○

℡３６６・７１１３

災害情報サービス等を利用し、情報収集できるようにしましょう！
防災行政無線個別受信機

町では、町内の屋外スピーカーからの放送や行政からのお知らせを建物内で聞くことができる、防災行政無
線個別受信機をお貸ししています。
平常時だけでなく、Ｊ‐ＡＬＡＲＴや災害発生時等には避難勧告や避難指示などの緊急情報を聞くことができ
ます。特に夜間や荒天時には、屋外スピーカーから流れる情報を聞き逃してしまうこともあります。個別受信
機を設置すれば、室内で放送を聞くことができますので災害発生に備え、ぜひ利用してください。
貸与対象 ①川越町に住所を置き、居住する世帯 １世帯に１台
②川越町に所在する事業所 １事業所に１台
申請方法 企画情報課窓口へお越しください。
※申請書は、町ホームページからもダウンロードできます。

利用中のみなさまへ 個別受信機は、乾電池を入れたうえで、コンセントにつないでＡＣ電
源を使用してください。ＡＣ電源を使用する場合、乾電池はほとんど消耗しませんが、いつ
の間にか乾電池が消耗し、短時間しか使用できなくなることや、長期に渡って乾電池を機械
に入れたままにしておくと、液漏れによる故障の原因となります。１年に１回程度、新しい
乾電池へ取り替えをお願いします。
※乾電池は単１〜単３のサイズが使用できます。（機械の前面下部のふたの内側に切替方法の記載があります。）

○

川越町メール配信サービス
緊急情報や気象情報（警報）、生活安全情報、役場からのお知らせなどをあらかじめ登
録されたメールアドレスに配信します。
登録方法 ＱＲコードより登録またはt-kawagoe-mie@sg-m.jpまで空メールを送信する
と、登録用ＵＲＬがメールで届きますので、そちらにアクセスして登録を行っ
てください。

□水
（１人１日３Ｌ） □アルファ米
□乾パン・ビスケット □缶詰 □レトルト食品
□調味料 □お菓子類

衣類等

家庭で行える防災・減災対策

９月１日は、大正12年に起きた関東大震災の教訓を忘れないために、また、この時期多い台風に備えるため
に、昭和35年から『防災の日』として定められています。この日を含む１週間を防災週間、１か月を防災月間
といいます。
毎年全国的に、この『防災の日』にあわせて防災訓練が行われています。町でも９月２日㈰に各地区で防災
訓練を実施しますので、ご参加ください。
みなさんもご家族の方などと防災についての話し合いや、ご家庭に備蓄してある防災グッズの確認などしま
しょう。

非常食糧

ご近所で声を掛け合い、助け合いましょう。
⑥ 避難は歩いて荷物は最小限に！
避難をするときは、貴重品のほか非常用品、食料、水など荷物を最小限にして原則
歩いて避難しましょう。車での避難は緊急車両の通行の妨げになります。

【問い合わせ先】総務課

９月１日は「防災の日」

【申し込み・問い合わせ先】企画情報課 ℡３６６・７１１２
町ホームページ http://www.town.kawagoe.mie.jp

○

防災みえ.ｊｐメール配信サービス

三重県より、警報や注意報、災害情報をあらかじめ登録されたメールアドレスに配信します。
登録方法 a@bosaimie.jpまで空メールを送信すると、登録用ＵＲＬがメールで届きますの
で、そちらにアクセスして登録を行ってください。

○

雨量や河川水位の確認

町のホームページから、雨量や朝明川・員弁川の水位を確認することができます。
確認方法 トップページ ＞ 防災・防犯 ＞ 防災 ＞ 雨量・水位状況（防災みえ.ｊｐへ）

○

災害用伝言板サービス

○

災害用伝言ダイヤル（171）

お使いの携帯電話、スマートフォンから「災害用伝言板」を利用し、伝言の登録・確認が行えます。

災害用伝言ダイヤルは、地震など災害発生により、被災地への通信が増加し、つながりにくい状況になった
場合に提供が開始される声の伝言板です。「忘れてイナイ（171）？」などと覚えてください。
伝言の録音「１７１」➡「１」➡連絡を取りたい被災地の方の電話番号を市外局番からダイヤル➡伝言を入れる
伝言の再生「１７１」➡「２」➡連絡を取りたい被災地の方の電話番号を市外局番からダイヤル➡伝言を聞く
2018年９月号

２

災害時や地域の情報などを聞くことができ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︒

町内ケーブルテレビ﹁情報満載！かわごえ﹂で放映中の﹃かわごえキラキラ体操﹄で︑いきいき元気に
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防災特集

自動交付機・サービスコーナーでの

９月末まで

役場に設置している自動交付機及び土・日のサービスコーナーによる証明書等交付サービスは、９月30日
㈰をもって終了します。
自動交付機で使用していました「かわごえタウンカード（印鑑登録のカード）」は、窓口での印鑑登録証
明書取得で必要となりますので、大切に保管してください。
10月１日以降の役場閉庁時の証明書等取得は、コンビニ交付サービスをご利用ください。
※利用には利用者証明用電子証明書（数字４桁の暗証番号）を搭載したマイナンバーカードが必要です。
○利用時間
○コンビニ交付サービスで取得できる証明書等
証明書等の種類
住民票の写し（謄本・抄本）
住民票記載事項証明書

取得できる人
本人及び同世帯の方

200円
450円

戸籍の附票の写し

住所・本籍がともに川越町に
ある本人及び同一戸籍の方

印鑑登録証明書

本人（印鑑登録している方）

町・県民税所得証明書
町・県民税（非）課税証明書
町・県民税納税証明書

本人（最新年度のみ）

戸籍謄本・抄本

ぜひ受診してください！

後期高齢者健康診査
健康診査はもう受けられましたか？
まだ、受診していない方は、ご自身の健康管
理のためにもぜひ受診してください。
対 象 者 後期高齢者医療制度に加入の方
（８月31日までに資格取得された方）

受診期間 11月30日㈮まで
持 ち 物 ①受診券、②保険証、③質問票
健 診 料 ５００円または２００円
（受診券に記載されています。）

【問い合わせ先】
三重県後期高齢者医療広域連合
℡０５９・２２１・６８８４
町民保険課 ℡３６６・７１１５

川越町敬老会

長寿をお祝いする敬老会を開催します。
式典とアトラクションを行いますので、お
誘いあわせのうえ、ご出席ください。
対 象 昭和23年９月17日以前にお生まれ
の方
日 時 ９月17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
記念品はご自宅にお届けいたします。
同一世帯でも配達事情によりお届け日が
前後する場合があります。
【問い合わせ先】
福祉課 ℡３６６・７１１６

５

交付手数料

2018年９月号

200円

午前６時30分〜午後11時

※年末年始（12月29日〜1月3日）
及びメンテナンス日を除く。
※９月４日㈫はメンテナンスのた
め終日利用できません。
※マイナンバーカードは、申請か
ら受け取りまで２か月ほどかかり
ます。早めの申請をお勧めします

【問い合わせ先】
町民保険課 ℡３６６・７１１５

選挙の投票立会人を募集します
川越町選挙管理委員会では、住民の皆さんに政治や選挙に
関心を持っていただくと同時に、選挙をより身近なものに感
じていただくため、選挙時に投票所で公正に投票が行われる
よう立ち会っていただく「投票立会人」を募集します。
○資格要件

川越町の選挙人名簿に登録されている方

○立会日時・場所・報酬
種類
場所

選挙当日
ご自身が投票する投票所

期日前投票
期日前投票所

（選挙人名簿に登録された投票所）

（川越町役場）

期日前投票期間

立会日

投票日当日

（告示日翌日〜投票日前日）
のうち、希望する日

時間

投票時間
午前7時〜午後8時
（集合）午前６時30分
（解散）午後８時30分頃

投票時間
午前８時30分〜午後８時
（集合）午前８時10分
（解散）午後８時10分頃

報酬

10,700円/日

（源泉所得税を控除）

9,500円/日

（源泉所得税を控除）

※詳しくは町ホームページをご覧ください。

○募集期間 随時
○申込方法
「投票立会人登録申込書」に必要事項を記入のうえ、持
参、郵送のいずれかにより川越町選挙管理委員会に申し込み
ください。
申込書は、役場１階総合窓口と総務課で配布するほか、町
ホームページからもダウンロードできます。

【申し込み・問い合わせ先】
〒510-8588 川越町大字豊田一色280番地
川越町選挙管理委員会(総務課) ℡３６６・７１１３

住宅の耐震化・耐震シェルター設置に関する補助制度
町では、木造住宅の無料耐震診断を行っていますが、耐震診断以外にも補強設計・補強工事・除
却工事等に関しての補助制度があります。
また様々な理由により耐震補強ができない場合、地震による家の倒壊から命を守る空間を確保す
るための耐震シェルター等の設置に関しての補助制度もあります。

■木造住宅耐震補強設計に関する補助
対

象

・耐震診断において評点が0.7未満と診断された旧基準木造住宅について、評点を1.0以上にする補強
設計

補助金の額 ・設計費用の3分の2の額と16万円を比較して、いずれか少ない額

■木造住宅耐震補強工事に関する補助
対

象

補助金の額

・耐震診断において評点が0.7未満と診断された旧基準木造住宅について、評点を1.0以上とする工事で、
補強設計を反映したもの
下記の合算額
・１棟当たりの耐震補強工事に要する経費の３分の２の額＋15万円と75万円を比較して、いずれか少
ない額
・耐震補強工事に係る費用の11.5％（上限41.1万円）
※耐震補強工事とあわせて行うリフォーム工事については、リフォーム工事の３分の１の額と20万円
を比較して、いずれか少ない額

■木造住宅除却工事に関する補助
対

象

補助金の額

・耐震診断において評点が0.7未満と診断された旧基準木造住宅について行う除却工事
・１棟当たりの除却工事に要する経費の３分の２の額と30万円を比較して、いずれか少ない額

■耐震シェルター設置に関する補助
対

象

・耐震診断において評点が0.7未満と診断された旧基準木造住宅
について行う耐震シェルターの設置工事

耐震シェルター
・設置費用の３分の２の額と25万円を比較して、いずれか少ない額
補助金の額
三重県型シェルター
・設置費用の３分の２の額と40万円を比較して、いずれか少ない額

旧基準木造住宅とは
・昭和56年５月31日以前に完成(着工を含む)した在来軸組工法、伝統的
工法、枠組壁工法の住宅
・延べ面積の過半の部分が、住宅の用に供されているもの
■注意事項
○耐震診断において評点が0.7未満と判定された旧基準木造住宅について、0.7以
上となるように簡易補強する工事についても、補助制度があります。
○補強設計・補強工事(簡易耐震補強工事を含む)の補助事業は、平成31年２月末
までに事業を完了する必要があります。
○耐震改修を行った場合に固定資産税(家屋)を減免する制度があります。
○事後申請は受付できません。各補助金を申請される際は事前に必ずお問い合せ
ください。

【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

産業建設課
総務課

家具の転倒防止

〜できることからはじめよう〜
過去の地震で、多くの方が倒
れてきた家具の下敷きになって
亡くなったり、大けがをしてい
ます。大地震の時には、「家具
は必ず倒れるもの」と考えて、
対策をしましょう。
寝室や子ども部屋にはできる
だけ家具を置かない、背の低い
家具にするなど、転倒・落下防
止策をとりましょう。また、倒
れた家具が出入口をふさがない
ように、家具の向きや配置を工
夫しましょう。
なお、高齢の方や障害のある
方のみの世帯などに、無料で家
具固定を行っています。

【問い合わせ先】
総務課 ℡３６６・７１１３

℡３６６・７１２０
℡３６６・７１１３
2018年９月号
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証明書等交付サービスが終了します。

いつ起こるかわからない大地震に備え、住宅の耐震化を行いましょう！

下水道に接続しましょう！

モップ、雑巾、タオル、ハンカチ、衣類など

○残飯・固形物
水をきれいにする微生物が栄養として取り込
みにくく、水処理に支障をきたします。
野菜くず、固形石けんなど

○油類
油は温度が低くなると固まり、配管を詰まらせる
原因となります。また、揮発性・引火性の高いもの
は火災や爆発の原因になる恐れがあります。
食品油、エンジンオイル、灯油など

○有害・有毒な薬品
配管を溶かしたり、水をきれいにする微生物
に影響を与えます。
アルコール類、シンナーなど

【問い合わせ先】
上下水道課 ℡３６６・７１１８
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2018年９月号

９月10日㈪〜14日㈮
電話による申し込み
24名（託児15名）

９月18日㈫〜28日㈮（土・日、祝日を除く）
午前８時30分〜午後５時15分
受付場所 幼稚園希望者⇒学校教育課
保育所
（園）
希望者⇒第１希望の保育所(園)または福祉課
◎対象となるのお子さん
町内に住所を有し、ご家族またはそれに代わる方に、送り迎えをしていただける幼児

【申し込み・問い合わせ先】
健康推進課 ℡３６５・１３９９

ボランティア募集！！

ブックスタート
あなたの手芸力、お貸しください！
絵本を通じ、親と子のふれあいと豊かな心を育むこ
とを応援するために１歳６か月児
を対象に絵本の無料配布を行って
います。
そこで、お子さんに絵本を渡す
ための手提げ袋を手作りしていた
だける方を募集しています。
生地は用意します。手提げかばんのサイズなど、詳
しくはお問い合わせください。
【問い合わせ先】
健康推進課 ℡３６５・１３９９

公共下水道事業計画変更案の縦覧
について
町の公共下水道事業に関する、北勢沿岸流域下水道
（北部処理区）流域関連川越町公共下水道事業計画変
更案の縦覧を行います。
案

件

川越町公共下水道事業計画の見直し

期

間

９月５日㈬〜18日㈫
午前８時30分〜午後５時15分
※土・日、祝日を除く

場

所

上下水道課

【問い合わせ先】
上下水道課 ℡３６６・７１１８

３歳児 平成27年４月２日生〜平成28年４月１日生
４歳児 平成26年４月２日生〜平成27年４月１日生
５歳児 平成25年４月２日生〜平成26年４月１日生

※定員・託児とも申し込み多数の場合は、
お子さんが第１子の方を優先。

保育時間（休園日は土・日、祝日、春・夏・冬休み）

生年月日

午前８時30分〜午後１時30分（水曜日は午後１時）
午前８時30分〜午後２時

（

〃

午後１時30分）

午前８時30分〜午後２時30分（

〃

午後２時）

◎対象となるお子さん
町内に住所を有し、ご家族またはそれに代わる方に、送り迎えをしていただける乳幼児で、保護者
の就労や疾病等により保育の必要性の認定を受ける乳幼児
※保育の必要性の認定を受ける主な事由とは、就労、妊娠・出産、疾病・障がい、介護・看護、災害復旧、求職活動、就学等です。

開

保育所
（園）

対象月年齢

北部保育所

生後６か月〜５歳児

中部保育所

１歳児

南部保育所

生後６か月〜５歳児

〜５歳児

ひばり保育園 生後６か月〜５歳児

【問い合わせ先】

所

時

間

（休所日は日、祝日、年末年始）

午前７時30分〜午後６時30分
(ただし、土曜日は
午前７時30分〜午後５時30分)

午前７時〜午後７時

幼稚園について
学校教育課
保育所
（園）
について 福祉課

℡３６６・７１２１
℡３６６・７１１６

※午前８時30分までと午後４時以降
は、保育を必要とする事由及び保育必
要量により保育の延長を必要とする場
合のみの利用となります。就労等によ
り土曜日の保育を利用する場合は、別
途手続きが必要です。
※保育所には、施設ごとの定員及び年
齢ごとの受入れ人数に限度がありま
す。受入可能な人数を超える申し込み
があった場合、ご希望の保育所（園）に
入所できないことがあります。

がん検診のお知らせ

自覚症状が出る前に早期発見！

大腸がんの死亡数は50年前の約７倍になっており、
女性のがんによる死亡原因の第１位です。大腸がん
は、肥満、運動不足、喫煙などの生活習慣による影響
が大きいとされており、50歳代から増加傾向にありま
す。早期は自覚症状が乏しいがんですが、検診で早期
発見すれば100％治るがんです。ぜひ、この機会に町
の検診を受診してください。
また、大腸がん無料クーポン券対象者（昭和52年４
月2日〜昭和53年４月1日生まれの方）は、無料で受
診できます。
また、胃がん・肺がん・腹部超音波検診も行なって
います。お住まいの地区の日程をご確認ください。
注意！ 平成28・29年度に受けていない検診は、申
し込みが必要です。町ホームページまたは健康推進
課へ申し込みください。（大腸がん・前立腺がん検
診の申し込みは９月14日㈮まで。）
【申し込み・問い合わせ先】
健康推進課 ℡３６５・１３９９
診療所
℡３６５・０７７６

検診名

日

程

受
時

付
間

大腸がん検診

前立腺がん検診

９月26日㈬
27日㈭
28日㈮
10月12日㈮
13日㈯

９月27日㈭
28日㈮
10月13日㈯

午前９時〜11時30分/午後１時〜３時
10月12日㈮のみ午後５時〜７時もあり。
※大腸がん検診については
クーポン対象者無料

検診料

各500円

対

象

昭和54年3月31日
以前に生まれた方

昭和54年3月31日
以前に生まれた男性

内

容

便潜血検査2日法
（検便）

血液検査

場

所

いきいきセンター

胃がん・肺がん・腹部超音波検診日程
９月 天神・亀崎・当新田 10・11月 高松・上吉
12・１月 豊田
※10月以降の検診予約については対象者に個別に
通知します。
2018年９月号
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○布類
ポンプに衣料品等が絡まると故障の原因とな
ります。

申込期間
申込方法
定
員

幼稚園希望者⇒川越幼稚園及び学校教育課
保育所
（園）
希望者⇒各保育所(園)及び福祉課

受付期間

所︵園︶

ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、紙お
むつなど

（オムツ、おしり拭き、バスタオル、着替えなど）

配付場所

育

○水に溶けない紙類
詰まりの原因となります。
「トイレに流せる」おし
りふき等も多量に流すと詰まりの原因になります。

※託児のある方は託児グッズ一式

川越幼稚園・保育所（園）利用申請を受け付けます

申請書及び利用（手続き）の案内等の配付は９月3日㈪から行います。

保

〈下水道に流してはいけないもの〉

時

園

下水道は、衛生的で快適な環境を守る重要な施
設です。
しかし、正しく使わないと宅内排水管や下水道
管などで詰まりや悪臭が発生したり、汚水が逆流
しあふれ出す場合があります。
以下のことに注意し、下水道の正しい使用をお
願いします。
また、下水道管の破損やポンプの詰まりの修繕
費用は、原因者に負担いただく場合があります。

９月26日㈬ 午前10時〜
（受付 午前９時30分〜）
場 所 いきいきセンター２階 乳児相談室
対象者 平成30年３月1日〜６月30日生まれの
お子さんの保護者
内 容 離乳食前半期の調理実習と試食（保護者のみ）
持ち物 母子手帳、筆記用具、エプロン、三角巾、
食器ふき用ふきん
日

平成31年度

稚

下水道へ接続をされている方へのお願い

離乳食教室（３〜６か月児）

幼

町内ケーブルテレビ﹁情報満載！かわごえ﹂で放映中の﹃かわごえキラキラ体操﹄で︑いきいき元気に
!!

下水道は、身近な川や用水路の汚れを防止するな
ど、生活環境に大きな役割を果たしている施設です。
各ご家庭や事業所から排出される汚水は下水道管を
通り、処理施設できれいな水に処理され川や海に流
されます。
下水道が整備された地域では、すみやかに下水道
へ接続することが下水道法により定められています。
まだ下水道に接続がお済みでない方は、お早めに下
水道へ接続し、より良い自然環境をつくっていきま
しょう。
下水道へ接続するには、宅内排水設備の下水道へ
の切り替え工事が必要です（工事費用は施主負担）。
工事をする場合は、「川越町公共下水道排水設備
工事指定業者」が行うよう条例で定められています
ので、必ず町指定業者に依頼をお願いします。

前半

『あいさつ・声かけの風景』

「川柳コンクール」作品募集

親の﹁もう助からんから︑皆い

東京2020オリンピック・パラリンピック開
催にあたり、東京2020オリンピック・パラリ
ンピック フラッグツアーが各都道府県で実施
されています。三重県には９月１日〜28日の
期間滞在し、北勢地区代表として、川越町と
四日市市にフラッグがまわってきます。
川越町出身のオリンピアン小椋久美子さん
が、川越町にオリンピックフラッグ・パラリ
ンピックフラッグを運んでくれます。
フラッグがまわってくるにあたり、川越町
ではフラッグの引継ぎと中学生に向けた小椋
さんの講演会を開催します。ご観覧には参加
引換券が必要です。
また、フラッグを川越町役場で展示します
ので、ぜひご覧ください。

フラッグ訪問イベントおよび中学校訪問イベント
と き ９月25日㈫ 午前10時30分〜正午
ところ あいあいホール
人 数 先着100名
引換券配布場所
生涯学習課（あいあいセンター１階）
引換券配布期間 ９月３日㈪〜18日㈫

フラッグ展示
期 間 ９月27日㈭ 午後１時〜28日㈮ 午後５時
ところ 役場１階エレベーター前
主 催
フラッグ訪問イベントおよび中学校訪問イベント：
東京2020組織委員会/三重県/川越町
フラッグ展示：東京都/東京2020組織委員会/JOC/JPC
℡３６６・７１４０

【問い合わせ先】生涯学習課

皆さんのご家庭で不要になった小
型家電に含まれるリサイクル材が、
2020年に開催される東京オリン
ピック・パラリンピック競技大会の
入賞メダル（金・銀・銅メダル約
5,000個）に活用されることになり
ました。
東京2020組織委員会が主催する
このプロジェクトに、川越町も参加
します。町民の皆さんにも、このプ
ロジェクトへの積極的なご協力をお
願いいたします。

無料電話相談会

回収日時及び回収場所

対象となる家庭用小型家電
電池・電気で動く使用済み電化製品。例えば…
デジタルカメラ

トースター

プリンタ

掃除機

各地区の粗大ごみの収集日時及び収集場所にて
回収します。（個人情報を含む小型家電除く。）

法務局休日相談所

津 地方 法務局では、「全国一 斉！法務局休日相談
所」を開設します。相談は法務局職員、司法書士、土
地家屋調査士、公証人、人権擁護委員がお受けします。
土地・建物の相続や売買などの登記に関すること、
土地の境界に関すること、戸籍・国籍の届出や人権
問題に関することなど、お気軽にご相談ください。
相談は無料で、秘密は厳守いたします。予約優先
となりますが、当日受付も可能です。
と き 10月７日㈰ 午前10時〜午後４時※予約優先
ところ じばさん三重４階（四日市市安島一丁目３番18号）
【予約・問い合わせ先】
津地方法務局四日市支局総務課 ℡３５３・４３６５

30

年

【問い合わせ先】
三重県行政書士会事務局 ℡０５９・２２６・３１３７

津地方法務局

平成

三重県行政書士会では、行政書士制度広報月間に
伴う全国一斉無料相談会を実施します。
遺言・相続・契約等に関する書類の作成、各種許
認可申請等の官公署提出書類の作成、行政手続法等
に関する相談など、お気軽にご相談ください。
と
き 10月１日㈪ 午前10時〜午後４時
電話番号 ０５９・２２６・３１３７

←←
この箱にいれて
ください
パソコン

携帯電話

ルーター・モデム

ゲーム機

個人情報を含む小型家電

対象外品目及び注意点

携帯電話やパソコン等の個人情報を含むもの
については、個人情報保護等の観点から以下の
場所での回収のみとなります。
・川越町役場１階回収ボックス
・朝日町、川越町組合立環境クリーンセンタ
ー事務所窓口

・家電リサイクル法対象品(テレビ、エアコン、
洗濯機及び衣類乾燥機、冷蔵庫及び冷凍庫)や
事業系廃棄物は回収対象外です。
・携帯電話やパソコン等の個人情報を含むもの
は、必ずデータを削除してから出してください。
・回収した小型家電は個人情報保護等の観点か
ら返却することはできません。
・電池や電球、蛍光管は取り外して下さい。

※回収時間は平日午前８時30分〜午後５時15分

【問い合わせ先】環境交通課課

℡３６６・７１６３
2018年９月号
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っしょに死の﹂という当時の

34

﹁にくい台風﹂という言葉や母

れてはならない災害が昭和

生々しい体験談が書かれていま

26

川越町の歴史を語るうえで忘

︵１９５９︶年９月 日夜にこ

2018年９月号

の地を襲った﹁伊勢湾台風﹂で

９

す︒多くの犠牲やこうしたつら

【申し込み・問い合わせ先】
〒514-8526 津市中央３-１
津地方裁判所事務局総務課庶務係
℡０５９・２２６・４１７１（平日午前９時〜午後５時）

す︒当時の川越村では死者・行

申込方法 往復はがきに、①「知っててよかった！裁判所
の民事調停」参加希望、②代表者氏名・ふりがな、③代
表者住所・電話番号、④同行者（２名まで）の氏名・ふり
がな、⑤行事を知ったきっかけを明記のうえ、９月21日㈮
必着で申し込みください。

い経験から必死に立ち上がり︑

※応募多数の場合抽選。結果は返信はがきで通知。

方不明者あわせて１７４名が犠

※午後１時15分集合

と こ ろ 津地方裁判所
内
容 民事調停制度の概要紹介、模擬民事調停
裁判官による質疑応答 など
定
員 30名程度

今の川越町の発展があることを

午後１時30分〜４時

22

決して忘れてはなりません︒伊

10月10日㈬

牲になり︑そのうち 名が小学

き

生︑７名が中学生でした︒

と

勢湾台風の襲来したこの季節に︑

津地方裁判所では、10月１日〜７日の「法の日週
間」にあわせ、民事調停について理解を深めていた
だく行事を行います。

三重県行政書士会

今月紹介する資料は︑当時の

〜話し合いで円満解決〜

これからの防災について今一度

知っててよかった！裁判所の民事調停

川越小学校に通っていた児童の

津地方裁判所

考えてみてはいかがでしょうか︒

【応募・問い合わせ先】
生涯学習課 ℡３６６・７１４０

体験談や︑亡くなった友人との

『あいさつ＋１』（ぷらすわん）参加者数
【８月15日現在】１０３５名

思い出︑友人への弔いの作文を

最優秀賞
あら元気 かわす言葉で ほほゆるむ
優秀賞
おはようと 笑顔あふれる 通学路
あいさつは 子から親から 家庭から
すれ違い かわすあいさつ いい気分
入
賞
ありがとう 言える時に 何度でも
「気をつけて」 一声かけて 無事願う
あいさつで 町も心も キラキラに

『台風がいけない』

︻問い合わせ先︼
生涯学習課
℡３６６・７１４０

昨年度の表彰作品を紹介します。

伊勢湾台風犠牲児童追悼文集
まとめた﹃台風がいけない﹄と

対
象 町内に在住、在勤、在学の方
募集内容 あいさつに対する思い、あいさつの風景や
あいさつにまつわる楽しいエピソードなどの作品。
募集期間 ９月１日㈯〜30日㈰必着
作品の表彰 最優秀賞１点、優秀賞・入賞数点を決定
し、11月３日
（土・祝）
ふれあい祭で表彰を行います。
募集要領、応募用紙の取得方法
生涯学習課（あいあいセンター１階）または町ホームペ
ージからダウンロードできます。応募の詳細は、募集
要領をご確認ください。

今月の一品

いう文集です︒文集の中には

町内ケーブルテレビ﹁情報満載！かわごえ﹂で放映中の﹃かわごえキラキラ体操﹄で︑いきいき元気に
!!

「あいさつ・声かけ運動」を広く町民の皆さんに知
っていただくとともに、あいさつの大切さやあいさつ
を交わすことの楽しさについて考えるきっかけとなる
よう、毎年好評をいただいている「あいさつ・声かけ
の風景」の「川柳コンクール」を今年も実施します。

東京2020オリンピック・パラリンピック フラッグツアー

川越町郷土資料館

日︵亀須︶

石取祭
︵天神︶

沢田知可子

き

入 場 料 〈全席指定〉１階席：4,500円

２階席：4,000円

※駐車場に限りがありますので、お車は乗り合わせのうえご来場ください。

●あいあいセンター（午前８時30分〜午後５時）…発売開始日の翌日から電話予約が可能です。
●チケットぴあ（午前10時〜） ℡０５７０・０２・９９９９…音声電話予約用の電話番号です。
※Ｐコード：１２５−２４５
●マックスバリュ・サンリバー店 サービスカウンター（午前10時〜午後10時）…電話予約は行っていません。
問い合わせ先
あいあいセンター ℡３６４・２５００ ◎電話番号はおかけ間違いのないように

図 書 室
だ よ り

新 着 図 書

石田衣良／著

あさのあつこ／著

﹃にゃん！﹄

﹃爽年﹄

﹃さざなみのよる﹄

木皿泉／著

﹃小萩のかんざし﹄

北村薫／著

﹁知る︑行く︑
つながる︒
熊本・大分と東北キャンペーン﹂

９月の図書室では︑昨年度に引

き 続 き 三 重 県 立 図 書 館をはじめ

と す る 県 内の 図 書 館 と 連 携 し ︑

﹁知る︑行く︑
つながる︒熊本・大分

と東 北キャンペーン﹂を 開 催しま

す︒

各 地 域の観 光パンフレットなど

を 図 書 室 入口に設 置 してありま

すので︑ぜひ足 を 運んでみてくだ

窪美澄／著

﹃じっと手を見る﹄

など 自 然 災 害による被 害 があり

﹃カットバック﹄今野敏／著

さい︒

ました ︒災 害にあった 時にどのよ

﹃震える教室﹄近藤史恵／著

今年は猛暑のうえ︑各地で水害

うに行 動したら良いのか︑日ごろ

下村敦史／著

は図書室の休館日です

﹃黙過﹄

土
6
13
20
27

から心構えをしておくことが大切

金
5
12
19
26

﹃オリンピックへ行こう！﹄

木
4
11
18
25

真保裕一／著

水
3
10
17
24
31

です︒

10月

火
2
9
16
23
30

天童荒太／著

日 月
1
7 8
14 15
21 22
28 29

東北・九州に関する本と併せて

９月

﹃ペインレス 上下﹄

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
30 24 25 26 27 28 29

TEL ３６４・２５００

震災・防災に関する本の特集もし

８月１日㈬〜４日㈯に中山公
園陸上競技場(岐阜県)で行われ
た東海総体（インターハイ）の
アーチェリー（男子団体戦）に
おいて、海星高校・打田琉稀さ
ん（天神地区）がみごと準優勝
に輝きました。

ていますのでこちらもご利用くだ

あいあいセンター
図書室カレンダー
開館時間 午前9時〜午後5時

全国的な猛暑を受け、熱中症予
防・学習環境の向上のため、
北・南小学校の全教室にエアコン
が設置されました。

平成30年11月17日㈯

※未就学児のご入場はご遠慮ください。

祝！高校総体準優勝！

小学校にエアコンが
設置されました

杉山清貴

と こ ろ あいあいホール

さい︒

14

80〜90年代のポップスシーンを
彩った、杉山清貴「さよならのオー
シャン」、沢田知可子「会いたい」、
辛島美登里「サイレント・イヴ」、中
西保志「最後の雨」、４人の豪華ア
ーティストがおくる名曲の数々をお
楽しみください。

午後４時30分開演(午後４時開場)

9月６日㈭

前売券発売所

足上げ祭

2018年９月号

中西保志

平成30年

８月 日

︵高松︶

︵天神・豊田地区︶

11

「アラウンド40メモリーコンサート」

前売り開始

７月 ・ 日

︵豊田︶
８月５日㈰、あいあい映画会
「シング」の上映会終了後、来
場者を対象に、あいあいホール
ロビーにて、ハピ★ママによる
出張カフェが開催され、たくさ
んの親子連れで賑わい、交流を
深めていました。

公演

と

30

あいあい映画会＆
ハピ★ママ出張カフェ

1１月

辛島美登里

29

!!

〜今も音楽シーンで活躍する
４人の豪華アーティストによるスペシャル・ライブ〜

■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/index.php/sisetsu/library/
2018年９月号

10

災害時や地域の情報などを聞くことができ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︒

７月 日︵当新田︶

７月

町内ケーブルテレビ﹁情報満載！かわごえ﹂で放映中の﹃かわごえキラキラ体操﹄で︑いきいき元気に

21

22

町指定無形民俗文化財

稲熱 いもち

まちの
まつり

ま ち の 話 題 TOWN NEWS OF KAWAGOE

子どものひろば

〜９月の行事予定〜

川越町つばめ児童館

川越町おひさま児童館

臨時休館のお知らせ
９月25日 は電気設備工事のため、休館となります。

９

15

19

40
50

自己負担あり︶

７

10
５

月

2018年９月号

12

災害時や地域の情報などを聞くことができ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︒

自衛官の募集

日㈯午前９時〜

30 10

場 所
三重県立総合医療センター
内 容 講義・演習・施設実
習・就職相談
申込期間
９月 日㈮〜 月 日㈮
受講料 無料 ︵損害賠償保険等の

月６日㈯︑②

月 日㈯

10

︻申し込み・問い合わせ先︼
三重県ナースセンター四日市
サテライト
℡０５９・３２５・７１７０

①

時〜４時

10 20

行政書士制度広報月間

時

日㈰︑③

①ララスクエア四日市︑

10 10

行政書士による無料相談会

日

所

いずれも午前

場

遺言・相続・契約・離

③イオン四日市尾平店

容

②日永カヨーショッピングセンター︑

内

婚・示談等での書面作成︑クー

リングオフ︑成年後見など︒

三重県行政書士会四日市支部

︻問い合わせ先︼

℡０５９・３４０・５９５６

月１日〜7日

14

定 員
①１４０名︑② 名︑③ 名
場 所
四 日 市 市 消 防 本 部２ 階 防 災 セ
ンター ※自家用車乗入不可
受付期間
月 日㈫〜 日㈮
午前８時 分〜午後５時 分

20

︵土・日を除く︶

１

12

定
※員になり次第︑締切︒
受講手続
四日市 市 消 防 本 部 予 防 保 安課
または各消防署・分署にて配布して
いる申込書に必要事項を記入し提
︵テキスト代は受講当日徴収︶
出︒
︻申し込み・問い合わせ先︼
四日市市消防本部予防保安課
℡３５６・２００８

10

12

介護職員初任者研修

39

70

10

日 時
月 日㈮〜 月 日㈭
所 三重県社会福祉会館
員
名

３

11

８ 21

５

10

受付期間
９月 日㈫〜 日㈮

10

日㈫午後５時︶

18

︵電子申請は9月

11

採用種目
①自衛官候補生
②防衛大学校学生一般
③防衛医科大学校学生

日㈰

30

28

場
定

31

24

願書請求
四日市市消防本部予防保安課
または各消防署・分署へ
︻申し込み・問い合わせ先︼
︵一財︶消防試験研究センタ
ー三重県支部
℡０５９・２２６・８９３０
予備講習会︵乙種第４類︶
日 時
月４日㈭・ 日㈮
いずれか１日︵両日とも同内容︶
午前９時〜午後５時
場 所
四日市市消防本部２階防災セ
ンター ※自家用車乗入不可
申 請
四日市市消防本部予防保安課
または各消防署・分署にて配布
している申込書に必要事項を記
入し︑会場受付に提出
受講料 １︐０００円
︻問い合わせ先︼
四日市市消防本部予防保安課
℡３５６・２００９

25

202711

28

30

10

1010

９

︵医科・看護科︶

27

※いずれか１日

10

７

30

11

試験日
① 月 日㈪〜

18

30
11

ごみ出しルールを守ろう！

21

防火管理講習

40

29 亀崎・亀須
・当新田

18・25

※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

② 月 日㈯・ 日㈰
③医 科
月 日㈯・ 日㈰
看護科
月 日㈯
場 所
①陸上自衛隊久居駐屯地
②津市及び四日市市 ︵予定︶
③津市 ︵予定︶
受験資格
① 歳以上 歳未満の方
②③高卒または高専３年次修
了 ︵ い ず れ も 見 込 み を 含 む ︶し た
歳未満の方
受付期間
①通年
②③９月５日㈬〜 日㈮
︻問い合わせ先︼
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

℡３６５・５８５１

11

間

幼稚園

15 天神

週

2018年９月号

問い合わせ先

４・11

証

13

※９月29日 運動会で、未就園児は旗取りに参加できます。

10 豊田

公

身体測定・お誕生会（第１週目）、絵本・製作（第３週目 「お散歩バッグを
作ろう」）など

遊具で自由遊び、室内で手遊びや読み聞かせなど

20・27

危険物取扱者試験と
予備講習会

９時30分〜11時

（ただし、兄姉が在園児の方を除く）

19

３ 高松・上吉

応
※募者多数の場合は︑抽選
応募要件 県内に住民登録をし
ている概ね 歳未満の離職者
申込期間
９月 日㈪〜 月 日㈪必着
受講料 無料 ︵教材費実費負担︶
︻申し込み・問い合わせ先︼
三重県社会福祉協議会
福祉研修人材部福祉人材課
℡０５９・２２７・５１６０

｝

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

＊対象：２歳児(Ｈ２７.４.２～Ｈ２８.４.１生)とその保護者

11

潜在看護職員等復職研修

中部保育所
南部保育所
北部保育所

10時〜11時

18

日㈬

火曜日
水曜日
木曜日

９月13日

17

月 日㈭〜

下記の曜日に毎週おこなっています。

幼稚園

17

時

＊対象：未就園児とその保護者＊

暑いので、帽子と
お茶を忘れずに！

11

10

日

保育所

園庭開放

11

ごみ収集日程表

指定日

６・13

Ａ群 ３・31
Ｃ群
12・16・19
Ｂ群
23・26・30 Ｃ群 17

日㈯のみ

川越町立保育所・幼稚園

℡３６５・３６２５

粗大ごみ

５

２・５・ ９

危険物取扱者試験
甲(種・乙種第４種・丙種︶
日 時
月 日㈯・ 日㈯・ 日㈰

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

Ａ群
Ｃ群
Ｂ群
Ｃ群

金銭の借用書︑不動産の売買
や賃貸契約書︑遺言書などの書
類は﹁公正証書﹂にしておきま
しょう︒公正証書の相談は無料
です︒
︻問い合わせ先︼
四日市公証人合同役場
℡３５３・３３９４

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）

★平日９時30分〜15時に園庭解放を行っています。正面玄関にて
ノートに記名をしてください。
お弁当の持ち込みもできます♪おやつは禁止となります。
★予約受付は全て平日13時〜17時。予約される方は直接保育園へ
お越しください。予約開始日が休日、祝日の場合は翌日から予
約が始まります。予約は自分のお子さんの分のみとなります。

14・18・21

※甲種は 月

＊対象：未就園児とその保護者＊
たまごクラブ 10時〜
対象：１歳６か月までのお子さん
９月 ３日
手遊び・紙芝居
９月10日
手遊び・紙芝居・給食（予約制・刻み食）
出前保育
10時〜
対象：５歳までのお子さん
９月 ５日
高松公民館
９月12日
豊田一色公民館
９月19日
当新田公民館
ひよこクラブ 10時〜
対象：１歳７か月以上のお子さん
９月 ６日
手遊び・紙芝居・絵本など
９月20日
手遊び・紙芝居・給食（予約制・完全食）
在園児さんと遊ぼう 10時〜
９月 ７日
Ｈ29.4.2〜Ｈ30.4.1生まれのお子さん
９月14日
Ｈ28.4.2〜Ｈ29.4.1生まれのお子さん

10

土
※・日を除く︑５日間

親子ふれあい広場 10時〜11時30分
９月 ３日
当新田公民館、９月10日
亀崎公民館
わいわい広場
10時30分〜11時
９月 ５日
６か月頃までのお子さん
９月26日
６か月〜１歳頃までのお子さん
ベビーマッサージ 10時30分〜11時
９月 ７日
首がすわってから６ヶ月頃までのお子さん
先着５組（予約制）
身体測定
９時30分〜11時
９月11日 、18日
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」
９月13日
10時30分〜11時
にこにこ広場
10時30分〜11時
９月14日
１歳〜２歳頃までのお子さん
９月21日
２歳頃からのお子さん
パパママワーク
９月19日
10時〜11時30分 未就園児の保護者
先着12組(予約制) 託児あり
★「わいわい広場」「にこにこ広場」では、お誕生日・
ハーフバースデーのお祝いも行っています。

子育て支援センタースマイリー

埋立ごみ

日 時
①甲種防火管理新規講習
月６日㈫・ 日㈬の２日間
②乙種防火管理講習
月６日㈫
いずれも午前9時 分〜午後
３時 分
③甲種防火管理再講習
月８日㈭
午前9時 分〜 時 分

＊対象：未就園児とその保護者＊

４・ ７・11
25・28

北勢自動車協会ほか

ひばり
保育園

９

所

つばめ
児童館内

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

月

場

川越町子育て支援センター

☆10月の主な行事予定
10月27日
10時30分〜
湾岸フィルハーモニー管弦楽団演奏会♪

再生ごみ

原則として 原則として 原則として
水曜日
木曜日
火・金曜日

月

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＊

おはなしの時間〜絵本の読み聞かせ〜
毎週月曜日 11時45分〜
パステルアート〜パステルの粉を使って絵を描くよ〜 対象：小学生以上
９月 ３日 、４日
両日とも14時〜 申 受付中 各先着10名
スポーツday グラウンドゴルフ
対象：小学生以上
９月 ５日
15時30分〜16時45分
※雨天時は室内でソフトバレーをします
スポーツday 卓球
９月 ７日 、８日 、12日
14時〜16時45分
※８日 は、10時〜11時45分もあり。
紙芝居
９月 ８日
11時〜
スポーツday バドミントン
９月19日
14時〜16時45分
移動児童館〜カプラであそぼう〜
９月22日
10時30分〜12時 どなたでも参加できます。

お知らせ

町内ケーブルテレビ﹁情報満載！かわごえ﹂で放映中の﹃かわごえキラキラ体操﹄で︑いきいき元気に
!!

☆10月の主な行事予定☆
10月 ６日
森の広場博物館〜木の実を使った工作〜
10月24日
つばめday！！
10月27日
ＦＡＧクラブコラボ企画『昔遊びを楽しもう』

支援センター活動日 10時〜11時45分
おひさま広場（川越町子育て支援センター）
９月 ４日 、25日
どなたでも参加できます。
ぽかぽか（ひばり保育園子育て支援センター）
９月11日
どなたでも参加できます。
９月18日
０歳のお子さん

一般ごみ

曜日

月

＊対象：幼児、小学生以上＊

ふれあい卓球デー
９月 1日 、７日 、14日 、21日 、28日
14時〜16時45分
紙芝居
９月８日
10時15分〜
おやこであそぼ
対象：幼稚園児とその保護者
９月18日 『とびだせロケットを作って遊ぼう』14時45分〜
申 ９月11日 〜 先着10組
９月27日 『じゃんけんゲーム』14時45分〜
申 ９月20日 〜 先着10組
おもちゃの診療所開診日
９月22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。
レインスティックを作って演奏しよう！
対象：小学生以上
９月22日
13時30分〜
申 9月８日 〜 先着12名（材料費100円必要）
つばめday！！〜ドッジビーをしよう〜
対象：小学生以上
９月26日
15時30分〜 申 ９月12日 〜 先着16名

＊対象：未就園児の親子＊

種別

Kawagoe

健

親

広報カレンダー

子

すくすく相談
９月12日㈬ ９：30〜11：30
対象：１歳未満児
９月19日㈬ ９：30〜11：30
対象：１歳以上児

※歯の健康相談も受け付けます。

１歳６か月児健診
９月20日㈭ 受付13：00〜13：50
対象：Ｈ29.1.16〜Ｈ29.3.31出生児
２歳６か月児歯科健診
９月６日㈭ 受付13：00〜14：00
対象：H28.2.1〜H28.５.31出生児
離乳食教室 前半（３〜６か月児）
９月26日㈬ 受付９：30〜
対象：H30.3.1〜H30.6.30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

一

桑名保健所
精神保健福祉相談（要予約）
９月26日㈬ 13：30〜15：30
相談医師：北勢病院 担当医
場所：三重県桑名庁舎（桑名保健所）

前立腺がん検診
対象：40歳以上の男性の方
９月27日㈭、28日㈮
※大腸がん・前立腺がん検診いずれも
受付９：00〜11：30、13：00〜15：00
いずれもいきいきセンター
献血
９月26日㈬ 15：00〜16：30
役場１階ロビー

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
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）
９月12日㈬ 10：00〜12：00
役場２階相談室２Ｃ

問い合わせ先 健康管理センター ℡365･1399

教

※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。

室

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

かわごえパワーステーション
９月11日㈫、25日㈫ 10：00〜11：30

※足腰が弱ったと感じる方。年度途中でも参加可。

行事・催し・その他

いきいきセンター３階

問い合わせ先 健康管理センター ℡365･1399

般

相

談

防災訓練
９月２日㈰

各地区

※当日は、８：00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。

９

月

診療所休診日

胃がん・肺がん・腹部超音波（エコー）検診
心配ごと相談
対象：40歳以上の方
問い合わせ先 総務課
℡366・7113
９月12日㈬ 14：00〜16：00
（胃カメラは50歳以上）
いきいきセンター１階相談室 第56回川越町野球選手権大会
９月の診療時間内
川越診療所
法律・心配ごと相談
９月８日㈯、９日㈰、15㈯
※事前申し込みが必要です。
９月26日㈬ 14：00〜16：00
予備日：９月16日㈰
町民野球場
※問診票が届いた方は、川越診療所(℡365・0776)
いきいきセンター２階会議室
絵本読み聞かせ会
に都合の良い日をご予約ください。
９月８日㈯ 14：00〜15：00
※電話番号は、
お間違えのないようにお願いします。 問い合わせ先 社会福祉協議会 ℡365･0024
９月22日㈯ 10：30〜11：30
※土曜受診も可能です。
人権相談 行政相談
あいあいセンター図書室
大腸がん検診
９月28日㈮ 13：30〜16：00
対象：40歳以上の方
いきいきセンター２階生活相談室 町子ども会親善スポーツ大会
９月９日㈰ 開会式８：30
総合体育館
９月26日㈬、27日㈭、28日㈮
問い合わせ先 福祉課
℡366・7116
第42回バレーボールリーグ戦
℡366・7113
総務課
９月23日㈰ 開会式８：45
総合体育館
日 月 火 水 木 金 土
福祉課での相談
秋季体育大会男子ソフトボールの部
１
９月23日㈰ 開会式９：00
障がいをお持ちの方やそのご家族の方の生活上の
２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
困りごとの相談に応じ、福祉制度の情報提供やサ
予備日：９月30日㈰
総合運動場
ービス利用援助等、社会参加と自立に向けた支援 自主公演
９ 10 11 12 13 14 15
を行います。
田中彩子 ソプラノ・リサイタル2018
16 17 18 19 20 21 22
障害者就業支援相談（要予約）
23
９月30日㈰ 14：00開演（13：30開場）
25
26
27
28
24
29
30
９月 ５日㈬、10月３日㈬ ９：00〜16：00
あいあいホール
知的障害
（児）
者福祉相談（要予約）
は休診日、 は午後休診
問い合わせ先 生涯学習課
℡366･7140
９月12日㈬、10月10日㈬ ９：00〜16：00
あいあいセンター ℡364･2500
※９月20日㈭ 午前の受付は11時まで。 こころの相談（精神保健福祉相談）
（要予約）
※学会参加等により、別途休診日を設ける場合があり
９月19日㈬ ９：00〜16：00
川越場外の日〜ふれあい広場朝市出張販売〜
ます。電話、ホームページでご確認ください。
９月22日㈯ 10：00〜12：00頃
※電話番号はお間違えのないようにお願いします。
予約・問い合わせ先 福祉課 ℡366・7116
川越場外車券売場
※翌月の休診日はホームページに掲載しています。
※相談日の５日前までに予約が必要です。

川越診療所 ℡365･0776

９月30日㈰は「死亡事故死ゼロを目指す日」

放送予定番組

町内ケーブルテレビ、町ホーム
ページで視聴できます！

テレビ広報、町の話題（ニュースほか）

９月21日㈮
〜30日㈰

【９月 １日〜15日分】

かわごえキラキラ体操

【９月16日〜30日分】

ブラボーかわご縁

１

放送時間 ① 7：30 ② 8：30 ③12：30
④17：30 ⑤18：30 ⑥22：30

２
３
４

わ が 家
の 笑 顔

秋の全国交通安全運動

一人ひとりが交通安全を心がけましょう！

子どもと高齢者の安全な通行の確保と
高齢運転者の交通事故防止
夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の
交通事故防止
すべ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
飲酒運転の根絶

おにいちゃん

おにいちゃん

No.391

だいすき！

kawagoe

だいすき！

「広報かわごえ」
は、再生紙を使用しています。

かわごえ

問い合わせ先 川越場外車券売場 ℡365・5473

場所：役場２階相談室

はるちか

水越

悠誓 ちゃん（満６歳３ヶ月）
あやと

彩斗 ちゃん（満２歳０ヶ月）

寺西 あかり ちゃん（満１歳７ヶ月）

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︒
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