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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
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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。
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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︒
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