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12月18日㈯町制施行60周年記念式典フィナーレの写真。
町は去年５月１日で町制施行60周年を迎えました。
これからも、みなさんが「住みたい」、
「住み続けたい」と
思えるまちづくりを目指します。
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総人口…15,474人(+26)

男…7,986人(+11)

女…7,488人(+15)

世帯数…7051世帯(+11)
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春

寺本 清春

城田町長と寺本議長に対談形式で
昨年の振り返りと、今年の抱負を語
っていただきました。
町長
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議長
町長
議長
町長

議長

明けまして、おめでとうご
ざいます。
おめでとうございます。
今年も対談ということでよ
ろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨年の大きなイベントとし
ては、東京２０２０オリンピ
ック・パラリンピックがあり
ました。感染防止対策として、
無観客で実施される競技もあ
りましたが、代表選手の活躍
に、世界中が歓喜し、盛り上
がりました。日本の金メダル
獲得数は 個で参加国の中で
３位、メダル総数では 個と、
日本がこれまで１つの大会で
獲得したメダル数で過去最多
となりました。そういった中、
新型コロナウイルス感染症の
猛威は、私たちの生活に影響
を与え続けました。当町も８
月 日から緊急事態宣言の対
象となり、町民の皆様をはじ
め、事業者の方も多くの我慢
や苦労があったことと思います。
学校では、夏休みが終わり
いつもなら子どもたちのたく
さんの笑顔で、新学期がスタ
ートするはずでした。しかし、
緊急事態宣言を受け、しばら
くの間は分散登校やオンライ
ンでの授業となり、子どもた
27

町長 防災・減災対策については、
町民の皆様から様々な声をい
ただいていますので、しっか
りと取り組んでいきます。
議長は昨年の出来事で何か
印象に残っていることはあり
ますか？
議長 私は、子ども議会ですね。
初めて実施した子ども議会で
したが、事前学習で、子ども
たちが一生懸命取り組む姿勢
も含めて、子ども議会本番で、
学校や公園の施設、交通安全、
新型コロナウイルス感染症対
策に関する質問など、子ども
たちならではの柔軟な発想、
新たな視点に驚きました。子
ども議会を通じて、議会の仕
組みだけでなく、町政に関し
ても学んでいただけたと思い
ます。子ども議員の皆さんが
将来、まちづくりの中心とな
って活躍していただくことを
期待しています。
町長 これからも子どもたちと意
見交換ができる機会をつくり、
子どもたちの声を町政に反映
して、より良い川越町にして
いきたいですね。
当町は昨年の５月１日に町
制施行 周年を迎えました。
これまで町民の皆様の町政へ
のご理解とご協力、そして先
人の方々のたゆまぬ努力によ
って現在の川越町があります。
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川越町長

談

城田 政幸

新
川越町議会議長

対

ちだけではなく、先生や保護
者の方も対応に苦慮されたと
うかがっています。最初は戸
惑いを感じた方も多かったと
思いますが、一昨年は、全校
で一斉休業を強いられたこと
を考えると、環境や技術の進
歩により、子どもたちの学び
の場を確保できたことはよか
ったと思います。
町長 そうですね。感染防止対策
について、仕事面では、テレ
ワークやオンライン会議など
が普及しました。日常生活に
おいては、商業施設や飲食店
での入場制限の実施やパーテ
ーションの設置、入店時のマ
スクの着用、手指消毒が徹底
されました。最初は、慣れな
いことばかりでしたが、一人
ひとりが『感染拡大を防ご
う』という気持ちで協力し合
い、今では感染防止対策も日
常のことになりつつあるので
はないでしょうか。
議長 そうですね。町議会でも傍
聴者の人数制限にご協力をお
願いし、議場等にパーテーシ
ョンを設置するなど、感染対
策を行ってきました。
町長 町でも一昨年に引き続き、
感染防止対策のため、規模の
縮小や中止にした行事が多く
あります。町民の方と直接お
話しできる貴重な機会ですの
で、早くコロナ禍前のように、
行事やイベントができること

これからも活気があり、安
全で安心して笑顔で暮らせる
まちにしていくためには、町
民の皆様との協働のまちづく
りが必要です。
「人と人」、「人と地域」
の繋がりを大切にし、川越町
に住み続けたいと思える、愛
着がもてるまちづくりを皆様
とともに進めていきます。
そして、移りゆく時代の流
れや環境の変化、多様化する
生活様式などにも柔軟に対応
し、町民の皆様の利便性の向
上に努めてまいります。
議長 私たちも、町民の皆様に議
会の取り組みについて、関心
を持っていただけるように情
報を発信しながら、新たなこ
とにもチャレンジしたいと思
います。
町長 行政、議会がともに、町民
の皆様の声を反映できるよう
今年も頑張っていきましょう。
本日はありがとうございまし
た。
ありがとうございました。
議長

を願っています。
議長
私も同じ思いです。コロナ
の影響が大きかった１年でし
たが、他に印象に残っている
ことはありますか？
町長
熱海で発生した大規模な土
石流ですね。多くの方が被災
されましたが、映像を見たと
きの衝撃、あらためて、災害
の恐ろしさを思い知らされま
した。当町は、町内に２つの
河川と海岸がありますので、
大雨による洪水や台風による
高潮、地震による津波などに
より浸水する危険性のある地
域です。昨年の７月には、新
たな避難施設として、北部保
育所敷地内に２階建ての避難
施設を整備しました。災害時
には、園児だけでなく近隣住
民の方も避難できます。また、
今年の３月には、現在整備を
進めております亀須地区内の
津波避難タワーが完成する予
定です。今後も、三重県や近
隣市町、関係機関とも連携・
協力しながらまた、防災訓練
も予定していますので、防
災・減災への理解・関心を高
め、町民の皆様とともに、災
害に強いまちづくりを進めて
いきたいと思います。
議長
防災・減災対策については
町民の皆様の関心が高い分野
ですので、町議会としても、
引き続き、対策の強化をお願
いしたいと思います。

町民の皆様へ
町長
日頃から、町行政にご理解、
ご協力を賜り厚く御礼申し上げ
ます。本年も町民の皆様が安全
で安心して暮らせるまちづくり
を最優先に取り組んでまいりま
す。引き続き、皆様とともに、
魅力あるまちづくりを進めてま
いりますので、なお一層のご協
力を賜りますようお願いします。
皆様のご健勝とご多幸を祈念
いたしまして、年頭のあいさつ
とさせていただきます。
議長
コロナ禍で不安もある状況で
はありますが、議員一同、町民
の皆様の声を大切にし、議会が
担う職責を果せるよう精いっぱ
い務めてまいりたいと思います。
町民の皆様には、さらなるご
支援とご協力を賜りますようお
願い申し上げますとともに、こ
の一年が、皆様方にとって幸多
き年でありますよう心よりお祈
りいたしまして新年のごあいさ
つといたします。

年
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新春特集

成人式への思い
今年の新成人を代表して成人式実行委員のみな
さんに成人式に対する思い︑今年の抱負などを伺
いました︒
ことを成人式実行委員一同︑
期待しています︒
中学校卒業後︑私たちは
それぞれの道を進んできま
したが︑新しい世界を知り︑
視野が広がるにつれて︑地
元川越町にしかない魅力や
安心感を感じることもあり
ます︒
成人式では︑小学校や中
学校生活を共有し合った懐
新型コロナウイルスの感染 か し い 友 人 と の 再 会 を 楽 し

まで支えてもらった方々へ

今年の抱負ですが︑これ

拡 大 が 懸 念 さ れ な が ら も ︑ 成 みにしています︒
人式を迎えられることに︑感
謝しています︒
歳の誕生 の 感 謝 を 忘 れ ず ︑ 主 体 的 に

ち新成人が一人の大人として
の自覚を持つきっ か け に な る

町制施行

そして︑自分の行動に責

周年

日に

式典では︑これまで町の発展
周年を迎えた報

に寄与されてきた先人の方々
に︑町制施行

とうを行いました︒
城田町長の式辞と寺本議長が
あいさつを述べた後︑一見知事
をはじめご来賓の方々より祝辞
をいただき︑寄せられたお祝い
のメッセージと祝電を披露しま
した︒
そして︑町の発展に寄与され
た自治功労者の方々の表彰が行
われ︑功労者代表の早川正幸さ
んより謝辞が述べられました︒

健人

川越南小学校
穴田

川越北小学校
生川 絵美瑠

いです︒中学生になるとみんなとは違

った！﹂と言って終われるようにした

ブ活動で忙しくなると思いますが︑ダ

るダンスも続けていくので勉強やクラ

たいです︒また︑小学校から習ってい

をたくさんつくって学校生活を楽しみ

私は︑中学生になって新しい友だち

う中学校へ行く友だちがいます︒その
ンスも一生懸命がんばります︒

私は︑残りの小学校生活で﹁楽しか

友達と楽しい思い出を作って︑小学校

校の間に克服して︑中学校に行きたい

僕は︑苦手だった社会の歴史を小学

悠馬

私は︑勉強するときと楽しむときの
です︒そして︑サッカー部の活動と勉

平田

川越北小学校

生活を充実させたいです︒

川越南小学校

切り替えをしっかりとして︑残りの小
強の両立をめざし︑よい中学校生活を

翔大

学校生活を過ごしていきたいです︒中

内田

学校では︑新たなことに進んでチャレ
送れるよう︑がんばります︒

川越北小学校

ンジしていきたいと思います︒

川越南小学校

私は︑残りの小学校生活で勉強と運

績がとれるようにがんばりたいと思っ

までに得意に変えて︑中学校でいい成

僕は︑国語が苦手なので︑卒業する

怜音

動の両立を果たしていきたいです︒中

ています︒他にも︑今習っているバス

渡邊

学生になったときのために︑今のうち

ケをがんばって︑中学校でも続けてい

杏虹

から両立させることを意識しておき︑

研屋

中学校では︑日々の生活を楽しいもの
きたいです︒
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にしたいです︒

また︑式典のフィナーレにはご来賓の方々と︑町
の未来を担う子どもたちと一緒に︑町の新たなスタ
ートを祝して︑祝砲がはなたれました︒
第二部の記念講演会では︑町内出身でオリンピア
ンの小椋久美子さん︑テレビ出演などで活躍の尾木
川越﹂︑尾木直樹さん

直樹さんにそれぞれ講演していただきました︒小椋
久美子さんは﹁笑顔の原点

は﹁みんなでつくろう！子どもが育つ地域社会﹂を
テーマに笑顔の大切さ︑人と地域のつながりの大切
さについて講演していただきました︒

り組んでいきます︒

たいと思えるまちづくりに︑みなさんと一緒に取

地域のつながりを大切にし︑住みたい・住み続け

これからも川越町は︑人と人のつながり︑人と

安
伊
内
小
早
早
星
水
森
山

●自治功労表彰者

記念式典・記念講演会

今年３月に小学校を卒業し、中学校生活が始まる小学６年生を代表して、児童会役員のみなさんに抱負
を伺いました。
（敬称略）
これからも勉強にスポーツなどさまざまなことに挑戦していくみなさんの活躍を期待しています。

たくさんの笑顔に包まれて開催できました
昨年の５月１日に町制施行
周年を迎え︑新型コロナウ

イルス感染症拡大防止の観点
から開催を延期していました
記念式典・記念講演会が︑町
月

民のみなさんと関係各所のご
協力により︑昨年

が︑ご来賓の方々からたくさ

りながらの開催となりました

の人数の制限などの対策をと

拡大防止対策のため︑入場者

新型コロナウイルス感染症

開催されました︒

今年の抱負

告や敬意と感謝の意を込めて黙

60

18

んの祝福の言葉をいただきま
した︒

60

しています︒成人式が︑私た 任と誇りを持っていきます︒

代と変わらない日々を過ご

人 を 迎 え た 実 感 が な く ︑ 未 だ したいです︒

日を迎えたというものの︑成 社 会 に 貢 献 で き る よ う 過 ご

多くの新成人が
20
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成人式実行委員のみなさん
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税務課からのお知らせ

令和４年度 高等学校・大学等入学予定者、在学生対象

川越町奨学金のご案内

■奨学生の資格

提出期限は３月15日㈫

①奨学金を受ける方が保護者と生計が同一の場合は、保護者が町内に住所を有すること、生計が
同一でない場合は、当該奨学金を受ける方が町内に住所を有すること
②令和４年度に、高等学校か大学等に在学する方
③奨学金を受ける方及び同一の生計に属する全ての者の所得の合計額が、川越町奨学金条例施行
規則で定める基準等に適合していること
④奨学金を受ける方及び同一の生計に属する全ての方に町税の滞納がないこと
⑤町奨学金以外の奨学金の貸与を受け、またはその予約をしていないこと

■貸与額と付与額

奨学金の種類

※１

修学資金

（貸与月額）

入学予定(在学)校

※２

就学支度金

(入学時一時金)

高等学校

10,000円

30,000円

短期大学(２・３年課程)

30,000円

50,000円

大

50,000円

100,000円

学

■申請方法

※１修学資金は無利子で、それぞれ該当する額の半年
分を４月及び10月に一括貸与します。
貸与期間は当該各校の正規の最短修業期間を修了す
る日の属する月までとします。
※２就学支度金は、入学日の属する年の４月に付与し
ます。高等学校か大学等における正規の修業期間の
初年度の当初から奨学生となった方のみ対象となり
ます。

申請書、必要書類を持参
※申請書、必要な書類の案内等は、１月７日㈮から学校教育課にて配付します。
■提出期限 ３月25日㈮ 午前８時30分〜午後５時15分 ※土・日曜日、祝日を除く。
【申・問】

学校教育課

令和４年４月採用

℡３６６・７１２１

会計年度任用職員募集

資格要件

◆地方公務員法第16条に定める欠格条項に該当しない方（①〜⑥）
◆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（②〜⑥）

募集期限

①１月28日㈮ 郵送の場合は28日必着
②〜⑥１月14日㈮ 郵送の場合は、14日必着

〒510-8588

そ の 他

・勤務条件等は町ホームページでご確認いただくか、下記へお問い合わせください。
・町指定の履歴書は町ホームページからダウンロードできます。また、各提出先でも配付しています。
・複数の職種へ重複しての応募はできません。
・採用予定人数は、欠員状況等により変更になる場合があります。

区分

提 出 先

パートタイム
フル
タイム

7

種

採用
予定人数

各課（職種ごとの提出先へ提出してください）

共通以外の受験資格

試験内容

提出書類

提出・問合せ先
総務課
℡３６６・７１１３

①事務補助員

１名

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者
保健福祉手帳等の交付を受けている方

履歴書
手帳等の写し

②保育所看護師

１名

看護師免許を有する方

履歴書
免許証の写し

③保育所調理員

１名

④幼稚園講師

２名

幼稚園教諭免許を有する方

⑤生活支援員

２名

主に特別支援学級に在籍する小中学
生への生活支援を積極的に行える方

⑥保育士または
幼稚園講師

20名

保育士資格・幼稚園教諭免許を
有する方

2022年1月号

【町県民税申告・所得税の確定申告相談】
◆開設期間
◆受付時間
◆会
場
◆各日定員

２月１日㈫〜３月15日㈫ ※土・日曜日、祝日を除く。
※最終日は午前の部のみ
【午前の部】午前８時40分〜午前11時30分 【午後の部】午後１時30分〜午後４時30分
※午前11時30分〜午後１時30分は閉場
役場２階 第203会議室
40名(午前の部 20名、午後の部 20名)

！注意！

整理券を配付して受付を行います

感染症対策として、相談会場の混雑を避けるため、定員を設けて相談を受け付けます。相談には、
整理券が必要です。
整理券は受付当日午前８時30分から配付します。整理券をお持ちでない方は相談の受け付けができ
ませんので、ご注意ください。なお、定員に達した場合は受け付けを終了します。
※町県民税申告・所得税の確定申告相談について、詳しくは広報２月号でお知らせします。

四日市税務署からのお知らせ

提出書類を、持参または郵送してください。持参の場合は、平日の午前８時30分〜午後５時15分

職

次の期間に町県民税・確定申告の申告相談を行います。

税務課

申込方法

川越町大字豊田一色280番地

町内に住民登録のある方で、令和３年中に所得があり、所得税の確定申告の必要がない方は、原則町県民
税の申告が必要です。
この申告は国民健康保険税や非課税判定等の資料にもなりますので、所得のなかった方でも必要に応じて
申告してください。申告をしていただかないと、所得証明書等を発行できない場合があります。また、高額
療養費の軽減や国民健康保険税の軽減が認められなくなります。
なお、前年に町県民税の申告をされた方に対しては、１月下旬に申告書を送付します。

ー

面接試験

履歴書

℡３５２・３１４１

※自動音声により案内しています。相談内容に応じて
該当の番号を選択してください。

ご自宅で申告書作成が困難な方は、確定申告会場をご利用ください。下記期間中は、四日市税務署
内に会場を設けません。

＜確定申告会場＞
日
時 ２月16日㈬〜３月15日㈫ 午前９時〜午後５時 ※土・日曜日、祝日を除く。
場
所 じばさん三重６階(駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。)

◎確定申告会場への入場には、
「入場整理券」が必要です！
感染症対策として、確定申告会場の混雑を避けるため、入場整理券を配付します。入場整理券は当
日会場で配付するほか、LINEアプリを使って事前入手もできます。配付状況により後日の来場をお願
いすることもあります。

税理士による無料税務相談 （会場の入場には「入場整理券」が必要です）
子ども家庭課
℡３６６・７１３０

履歴書
免許状の写し

面接試験

確定申告書の作成等はスマホやパソコンからも
できます。詳しくは国税庁ホームページをご覧く
ださい。

【問合せ先】
四日市税務署

℡３６６・７１１４

履歴書

学校教育課
℡３６６・７１２１

履歴書・免許状
・資格証の写し

子ども家庭課
℡３６６・７１３０

｢入場整理券｣は当日会場で配付します。配付状況により後日の来場をお願いすることがあります。
(オンラインの事前発行はありません。)

２月１日㈫〜３日㈭ 午前９時30分〜午後４時(正午〜午後１時を除く）
※受付は午前９時から開始
場
所 あさけプラザ（四日市市下之宮町296番地）
相談対象 ①前年分の所得金額(青色事業専従者給与及び青色申告特別控除額の控除前または事業専従
者控除額の控除前)が300万円以下の方
②消費税課税事業者である場合には、基準期間(令和元年)の課税売上高が3,000万円以下で、
かつ①に該当する方
開設期間

2022年1月号
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ワクチン接種に関し︑行政機関をかたった﹁なりすまし﹂にご注意ください︒電話などで個人情報を求めることはありません！

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

令和３年中の所得にかかる町県民税の申告

まちの話題

TOWN NEWS OF KAWAGOE

近鉄川越富洲原駅東口モニュメントにて、朝明商工会の安藤
会長と城田町長によるイルミネーション点灯式が行われまし
た。朝明商工会によるイルミネーション事業は、今年で11回
目となります。

街頭啓発活動「犯罪被害を考える週間」

津波を想定しての避難訓練が行われまし
た。
北小の避難場所は、朝日町スポーツ施設、
南小は、四日市市の川北公園です。どちらも
約50分かかる避難場所ですが、児童たち
は、万が一に備えて、自分たちだけでも避難
できるように、避難経路を覚えようと真剣に
取り組んでいました。
南小学校
北小学校

23回ショパン国際ピアノコンクールinASIAの全
国大会に出場す
るにあたり役場
を訪れ、城田町
長に出場の抱負
を語りました。

活動の充実のために使わせていただ

開館時間

TEL ３６４・２５００

1月

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

は休館日

7
14
21
28

1
8
15
22
29

14

10
30

新 着 図 書

日 月 火 水 木 金 土

年始休館のお知らせ
１月４日㈫まで
臨時休館 成(人式のため︶
１月９日㈰

午前9時〜午後５時

だ よ り

﹃舞風のごとく﹄
あさのあつこ／著
﹃民王 シベリアの陰謀﹄
池井戸潤／著
﹃ペッパーズ・ゴースト﹄
伊坂幸太郎／著
﹃涅槃 上下﹄
垣根涼介／著
﹃さよならも言えないうちに﹄
川口俊和／著
﹃砂に埋もれる犬﹄桐生夏生／著
﹃輝山﹄
澤田瞳子／著
﹃かぞえきれない星の︑
その次の星﹄ 重松清／著
﹃アルテミスの涙﹄下村敦史／著
﹃嗤う淑女二人﹄ 中山七里／著
﹃透明な螺旋﹄
東野圭吾／著

きます。

図 書 室

﹁大人のための朗読会﹂
のお知らせ

各校において特別支援教育や読書

あいあいセンター
図書室カレンダー

日常のあわただしさ
から離れ﹁ことば﹂や
﹁声﹂の持つお話の世界へ出かけ
てみませんか？
︽涙活︾素敵なお話とＢＧＭが
織りなす﹁やさしい世界﹂に身を
置いて︑ココロが温かくなるやさ
しい涙︑流してみてください︒
朗読 松岡由香さん
朗(読アーティスト )
日時 ２月５日㈯
午前 時 分〜正午
場所 あいあいセンター４階会議室
定員 先着 名 事(前申込不要 )
小さなお子さま連れでの
※
参加はご遠慮ください︒

寄付をいただきました。

イベントに参加される方へお願い

読書活動推進のために、200,000円の

きません︒

な支援が必要な児童生徒の教育や、

・発熱︑咳など体調不良の方は入場で

朝明ライオンズクラブから、特別

入室にはマスクの
着用が必要です

記入にご協力ください︒

ライオンズクラブ寄贈

・マスクは必ず着用してください︒

12月15日(水)

休館中の返却は︑あいあい
センター入り口横の返却ポス
トをご利用ください︒

ポストに標示↓

1 1 月3 0 日( 火)

ショパン国際ピアノコンクール出場

・会場入り口での検温︑名前・連絡先

川越郵便局、川越富洲原郵便局、四日市郵便局、川
越町で、住民サービスの向上や地域の活性化などを目
的とした包括連携協定を締結しました。
これまでも郵便局員のみなさんには「地域の見守り
活動」などで協力をいただいていますが、この協定の
締結により、さらに幅広い分野での連携・協力を行っ
ていきます。

1 1 月1 6 日( 火)

表敬訪問

12月 ８ 日 ( 水 )

でお越しください︒

日本郵便株式会社と
包括連携協定を締結

９月の臨時休業の影響もあり、例年より遅い
開催となりましたが、新型コロナウイルス感染
症対策を行いながら、合唱コンクールが開催さ
れました。
生徒たちはそれぞれのクラスでの練習の成果
を発揮し、美しい歌声を披露しました。

南小学校避難訓練
北小学校避難訓練

町内在住の安田梨乃さん(鈴鹿高専２年生)が第

町消防団 合同訓練

町消防団は、四日市市北消防署朝日川越分署と合同
で公設連携訓練を行いました。
この訓練は、消防団と消防署との連携強化を目的と
しており、朝日川越分署の消防隊員指導の下、放水訓
練と、ホース接続訓練が行われました。

12月 13日(月)

11月 26日 ( 金 )

1 2 月 ４日 ( 土 ) ・ ５日( 日 )

イオンモール四日市北店で三重県、県警察、(公社)みえ犯
罪被害者総合支援センター、四日市市、菰野町、朝日町と共
催し、三重県が定める「犯罪被害を考える週間」の啓発活動
が行われました。
犯罪被害者やそのご家族への支援の必要性について、みな
さんに理解を深めてもらうため、パネル展示や啓発物品の配
布等を行いました。

12月５日(日)

川越中学校
合唱コンクール

■最新情報はこちらから！あいあいセンター図書室HP https://www.town.kawagoe.mie.jp/index.php/sisetsu/library/

９
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1 2 月 ４日 ( 土 )

・随時換気をしますので︑暖かい服装

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

イルミネーション点灯

子どものひろば

1月の行事予定〜

＊対象：小学生以上＊

福祉の就職ガイダンス
開催！

20

26

年１

24

い等︒予約不要︒
日 時
２月 日㈰
午後１時〜午後４時
相談電話番号
℡０１２０・１３・４４４２
三重県司法書士会・事務局
℡０５９・２２４・５１７１

年前の昭和

70

毎年1月 日は

今から約

日に︑現存する世界最古の

26

文 化 財 防 火デー

月

木造建造物である法隆寺の金堂

が炎上し︑貴重な壁画が焼損し

ました︒そこで︑毎年この日を

中心に︑文化財愛護の意識を高

める目的で︑全国的に消防訓練

早川

わたしの一冊

生涯学習課長

Vol.４

一也

東京オリンピック混合ダブルスで日本卓球史上初の金メ

ダルを獲得した水谷隼選手の著書﹃打ち返す力﹄を紹介し

ます︒

この本を選んだ理由は︑副題の﹁最強のメンタルを手に

入れろ﹂に興味を持ったからです︒ドイツとの準々決勝で

３ゲームずつ取り合い︑最終の第７ゲームで２対９からマ

ッチポイントを合計７回も跳ね返して逆転勝利をつかみま

した︒テレビの前で手に汗握った方も多いと思います︒こ

の試合に負けていたらあの感動の金メダルはありませんで

この本には︑２対９という絶体絶命の状況で諦めること

した︒

なく︑勝利を掴むことができるメンタルの強さの源が語ら

れています︒

(講談社)

卓球の経験がまったくない方でも︑仕事や学業︑目の前

川越幼稚園

水谷隼／著

40

や点検をはじめとした防火運動

申・

『打ち返す力
最強のメンタルを
手に入れろ』

30 ㈯

の課題を﹁打ち返す力﹂を身に付ける︑最強のメンタル︑

象 平成30年４月２日〜31年４月１日
生まれのお子さんとその保護者
開放日時 10時〜11時
14日 、28日
※予約制、前日までに電話で申込み
対

ごみ出しルールを守ろう！

22

が行われます︒

幼稚園

28 南福崎

鋼のメンタルで武装する︒そのためのヒントを与えてくれ

新型コロナウイルス感染の拡大状況により行事等が中
止、変更になる場合があります。
詳しくは、町ホームページをご覧いただくかお問い合
わせください。

※再生ごみの分類
■Ａ群…新聞紙、折込チラシ
■Ｂ群…雑誌、紙類
31 亀崎・亀須
■Ｃ群…ビン類、カン類、ペットボトル、
・当新田
金物類、布類、ダンボール、
牛乳パック、スプレー缶類

国民的財産である文化財を火

℡３６５・３６２５

ぜひ手に取って︑お読みいただくことをおすすめします︒

2022年1月号

℡365・1396
℡365・1571
℡365・1502

（月）

17・24

る書籍です︒

11

ひばり保育園
子育て支援センタースマイリー

ごみ収集日程表

17 豊田・天神

３・14

９

化財の所有者・管理者︑消防機

中部保育所
南部保育所
北部保育所

20・27

関︑地域のみなさんが一体とな

未就園児とその保護者
10時〜11時30分
中部保育所 11日 、南部保育所18日
北部保育所 25日

26

り︑火災を発生させない環境作

対
象
開放日時

６・13

平日の９時30分〜15時に園庭開放を行っています。
行事の予約受付は、平日の13時〜16時
予約はご自分のお子さんの分のみで、直接保育園までお越し
ください。また、お電話での予約も受け付けます。

園 庭 開 放

保育所

○印は曜日変更

12

りや防災体制の整備が重要とな

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）

＊対象：未就園児とその保護者＊
出前保育 10時〜11時30分
対象：５歳までのお子さん
12日
高松公民館
19日
豊田一色公民館
26日
当新田公民館
たまごクラブ 10時〜11時 対象:１歳６か月までのお子さん
13日
手遊び・紙芝居など
なかよし会 10時〜 1時間程度
15日
親子ヨガ ※予約制 申 受付中
ひよこクラブ 10時〜11時 対象：１歳７か月からのお子さん
20日
音楽遊び ※予約制 申 受付中
27日
手遊び・紙芝居など

Ｂ群
Ｃ群

ります︒この機会に︑あらため

子育て講演会 2月17日
10時〜11時
演 題 「子どものほめ方 しかり方」
講 師 みっくみえ代表 松岡典子さん

ひばり
保育園

Ｂ群
Ｃ群
Ａ群
Ｃ群

て文化財防火・防災への関心を

☆２月行事予定

子育て支援センタースマイリー

四日市市消防本部予防保安課

ハーフバースデー撮影会
対象：6か月になったお子さん
11日
９時30分〜10時30分、11時〜12時
各回先着６組 ※予約制
絵本の読み聞かせ
12日
10時〜10時15分、11時30分〜11時45分
プレママ＆はじめましての会
対象：妊娠中の方、出産後初めて支援センターを利用される方
17日
14時〜15時『赤ちゃんのおもちゃを作ろう』
親子ふれあい広場 10時〜11時30分
17日
上吉公民館、24日
豊田公民館
にこにこ広場 『ねんどあそび』 対象：1歳半頃〜のお子さん
21日
10時〜10時20分 先着８組 ※予約制
身体測定
９時30分〜10時30分、11時〜12時
26日
各回先着８組 ※当日受付
わいわい広場 対象：首がすわってから6か月頃までのお子さん
27日
『ベビーマッサージ』
９時40分〜10時20分、11時10分〜11時50分
各回先着３組 ※予約制

休館日 日曜日、祝日
川越町おひさま児童館 ℡３６１・１０７０

22・25

℡３５６・２０１０

＊対象：未就園児とその保護者＊

いっしょにあそぼう！

（木）

高め︑みんなで文化財を守りま

つばめ
児童館内

グラウンドゴルフ、17日

１・ ４・８
10・15・18

しょう︒

川越町子育て支援センター

２日

２

指定日

これから就職活動を行う予定
の学生や一般の方々を対象に
﹁福祉の現場で働く魅力﹂を知
っていただくために︑オンライ
ンでの就職ガイダンスを開催し
ます︒
高 齢 者・障 害・児 童 養 護・保 育
所・社会福祉協議会の各分野に
ついて︑実際に福祉の現場で働
く職員の方々に説明していただ
きます︒
日 時
１月 日
午後１時 分〜午後３時 分
開催方法
Ｚｏｏｍ オンライン形式 )
申込方法
Ｇｏｏｇｌｅフォームで必要
事項を入力
ＵＲＬ

☆２月の主な行事

℡３６１・５６３６

25・28

原則として
木曜日

https://forms.gle/
災や震災などの災害から守り︑
uJw9oAZbSsDfQ7A9 後 世 に 伝 え て い く た め に は ︑ 文

休館日 日曜日、祝日
川越町つばめ児童館

おやこであそぼ

スポーツday グラウンドゴルフ
12日
15時20分〜16時30分
申 当日15時〜 定員10名

14・18・21

原則として
水曜日

三重県社会福祉協議会
三重県福祉人材センター
℡０５９・２２７・５１６０

つばめday‼、22日

＊対象：小学生以上＊

1

４・ ７・11

粗大ごみ

相続・遺言に関する
県下一斉電話相談会

16日

おはなしの時間 〜絵本の読み聞かせ〜
毎週月曜日 11時15分〜
※31日 はウクレレ歌あそび
支援センター活動日 10時10分〜11時30分
おひさま広場(川越町子育て支援センター)
25日
だれでも参加できます。
ぽかぽか(ひばり保育園子育て支援センタースマイリー)
11日
だれでも参加できます。
18日
０歳のお子さん
いっしょにあそぼう！
20日
10時10分〜 だれでも参加できます

○印は曜日変更

月

埋立ごみ

三重県司法書士会では︑相
続・遺言に関する無料の電話相
談会を開催します︒
相談内容
遺産相続の悩み︑遺言書の書
き方︑司法書士を紹介してほし

☆２月の主な行事

＊対象：未就園児とその保護者＊

月

卓球デイ
７日 、28日
15時30分〜16時20分
29日
すべての開館時間で使用できます。
『お皿の絵付け体験をしよう！』
対象：小学生
15日
14時〜14時50分
先着10名 申 受付中 ※材料費300円(当日支払)
つばめday‼『ジャンボカルタを作ろう！』
対象：小学生
19日
15時30分〜16時20分 先着５名 申 ５日 〜
おやこであそぼ『新聞紙で遊ぼう』
対象：年少〜年長児とその弟妹と保護者
25日
15時30分〜16時20分 先着５組 申 11日 〜

原則として
火・金曜日

曜日

再生ごみ

℡365・5851

2022年1月号

10

ワクチン接種に関し︑行政機関をかたった﹁なりすまし﹂にご注意ください︒電話などで個人情報を求めることはありません！

川越町おひさま児童館

一般ごみ

月

感染状況により行事等が中止︑変更になる場合があります︒ 最新情報は︑町ホームページをご覧いただくか︑お問い合せわせください︒

川越町つばめ児童館

種別

広報カレンダー

保

教

健

親

子

室

行事・催し・その他

かわごえパワーステーション※事前申し込み必要 令和４年 川越町成人式
11日 、25日
両日とも２部制で開催
９日
13：30開式（13：00開場）
①９：40〜10：40 ②10：50〜11：50
あいあいホール
※足腰が弱ったと感じる方
大人のための朗読会
いきいきセンター２階
２月５日
10：30〜12：00
申込･問合せ先 健康推進課 ℡365･1399
あいあいセンター４階会議室

No.577
2022. January

すくすく相談※事前申し込み必要
12日 、19 両日とも９：30〜11：30
19日 は歯科相談あり
３歳６か月児健診※事前申し込み必要
13日
受付13：10〜14：25
対象：Ｈ30.５.１〜７.15出生児
問合せ先 生涯学習課
℡366･7140
離乳食教室（３〜６か月児）
あいあいセンター ℡364･2500
26日
受付９：30〜
心配ごと相談
対象：Ｒ３.７.１〜10.31出生児
川越場外の日〜ふれあい広場朝市出張販売〜
12日
14：00〜16：00
申込期間：12日 〜19日
22日
10：00〜12：00頃
いきいきセンター１階相談室
いずれもいきいきセンター２階
川越場外車券売場
法律・心配ごと相談
一
般
26日
14：00〜16：00
問合せ先 川越場外車券売場 ℡365･5473
あいあいセンター４階会議室
胃がん・肺がん・腹部超音波（エコー）検診
対象：40歳以上の方（胃カメラは50歳以上） 問合せ先 社会福祉協議会 ℡365･0024
令和４年朝日町・川越町
１月の診療時間内（土曜受診も可能）
合同消防出初式について
人権相談 行政相談
川越診療所
28日
13：30〜16：00
※事前申し込み必要
１月９日㈰に朝日町において朝日町・
あいあいセンター４階会議室
※問診票が届いた方は、川越診療所（℡365・0776）
川越町合同消防出初式を開催いたします。
問合せ先 福祉課
℡366・7116
に都合の良い日をご予約ください。
今年度は、新型コロナウイルス感染拡
総務課
℡366・7113
※電話番号はお間違えのないようにお願いします。
大防止の観点から、規模を縮小して開催
大腸がん検診
しますので、観覧はご遠慮いただきます
福祉課での相談
対象：40歳以上の方
ようお願いします。
障害をお持ちの方やそのご家族の方の生活上
27日 、28日 、29日 、31日
の困りごとの相談に応じ、福祉制度の情報提
問合せ先 安全環境課 ℡366・7163
２月３日 、７日
供やサービス利用援助等、社会参加と自立に
受付９：00〜11：45、13：00〜15：00 向けた支援を行います。
※28日 は上記に加え17：00〜19：00も実施 障害者就業支援相談（要予約）
マイナンバーカード
いきいきセンター１階
５日 、 ２月２日
９：00〜16：00
申請・交付の日曜窓口
前立腺がん検診
知的障害
（児）
者福祉相談（要予約）
９日 、23日
対象：40歳以上男性の方
12日 、 ２月９日
９：00〜16：00
両日とも９
：00〜13：00
町民保険課
29日 、31日 、２月３日
こころの相談（精神保健福祉相談)(要予約）
※申請に必要な書類は、お問い合わせく
受付９：00〜11：45、13：00〜15：00
19日
９：00〜16：00
ださい。
一般健康診査※事前申し込み必要
予約・問合せ先 福祉課
℡366・7116
※希望者には、職員が写真撮影(無料)か
対象：30歳以上40歳未満の方
※相談日の５日前までに予約が必要です。
らオンライン申請までサポートします。
14日 、24日
受付９：00〜11：30
(事前予約制。定員になり次第受付終了)
場所：役場２階相談室
いずれもいきいきセンター２階
コンビニ交付サービス停止のお知らせ
申込･問合せ先 健康推進課 ℡365･1399 桑名保健所精神保健福祉相談（要予約）
27日
13：30〜15：30
14日 、19日
相談医師：北勢病院 山田嘉昭院長
システムメンテナンスのため、終日利用
日 月 火 水 木 金 土
場所：三重県桑名庁舎(桑名保健所）
診療所
できません。
１
予約・問合せ先
休診日
問合せ先 町民保険課 ℡366・7115
桑名保健所地域保健課 ℡0594･24･3620
２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
川越町福祉課
℡366･7116

相

1月

談

９ 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24
30 31 25 26 27 28 29

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）
12日
10：00〜12：00
役場２階相談室２Ｃ
は休診日、 は午後休診
※学会参加等により、別途休診日を設ける場合があり ※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。
ます。電話、ホームページでご確認ください。
※電話番号はお間違えのないようにお願いします。
※翌月の休診日はホームページに掲載しています。

川越診療所 ℡365･0776
川越町行政番組

情報満載！
かわごえ

予約・問合せ先
北勢地域若者サポートステーション
℡359・7280

町内ケーブルテレビで放送中！
放送 予 定 番 組

① 7：30 ② 8：30

テレビ広報、町の話題(ニュース)ほか
③12：30

問合せ先 生涯学習課

℡366・7140

第47回川越町駅伝大会中止のお知らせ

問合せ先 生涯学習課

④17：30 ⑤18：30 ⑥22：30

℡366・7140

Kawagoe

毎週日曜日

午前７時〜

り

初売り １月９日㈰

初売

初 売りのご 案 内

川越町ふれあい広場「朝市」
ふれあい広場｢朝市｣では、本年も1月９日 に初売
りを開催いたします。
地元農家が「安全・安心」
「
、新鮮」
「
、低価格」をモットー
に有機・低農薬栽培により新鮮な野菜を提供させてい
ただきます。
産業建設課 ℡366・7117

吊り天井耐震改修等の大規模改修工事
のため、下記の期間臨時休館します。
ご理解とご協力お願いします。
休館期間 １月〜12月末(予定)
※成人式はあいあいホールで実施します。

新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため今年度の駅伝大会を中止します。
ご理解いただきますようお願いします。

【１日と16日更新】
放送時間

あいあいホール臨時休館のお知らせ

午前７時〜

朝

市

場

所 「北福崎公民館｣東側交差点の角地

※１月２日㈰は臨時休業します。

編集・発行／川越町役場企画情報課 〒510-8588 川越町大字豊田一色280 ℡059･366･7112 発行日／令和４年１月１日 ホームページ https：//www.town.kawagoe.mie.jp/
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