川越中学校

特 集

自然教室

実行委員のみなさん

川越中学校１年生

自然教室
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昼食は︑クラス別に集ま
り︑持参したお弁当を食べ
ました︒コロナ禍で普段は
黙食ですが︑久しぶりに︑
みんなと外で食べる食事
に︑笑顔がこぼれていまし
た︒

21

２日目は︑単元テストや
フォトフレーム製作体験︑
野外炊飯が行われました︒
フォトフレーム製作体験
は︑講師を招き︑クラス別
に研修室で行われました︒
各々が事前に選んだ見本を
伊勢型紙にあわせて切り︑
完成させました︒

⑨フォトフレーム完成！

⑧フォトフレーム作成中

⑦クラストーキング

⑥川中オリンピック腕力王

⑤講師・先生と代表生徒で
ダンス披露

④川中オリンピック国際王

③みんなで昼食

①②植物を観察・スケッチ

午後からは︑体育館での
行動︒集団行動やダンス教
室︑そしてバランス王や漢
字王など︑全 種目に生徒
たちがエントリーして競技
する﹁川中オリンピック﹂
が行われました︒

５月 日〜 日の２日間︑川越中学校１年生が三重県営鈴鹿青少年センター︑鈴鹿青少年の森で︑自然教室を実施
しました︒
学校とは違った環境での集団活動を通して︑人間的なふれあいを深め︑中学校生活で﹁仲間づくり﹂﹁信頼関係﹂
の土台を築くことなどを目的としています︒
鈴鹿青少年の森に到着し
て︑これから始まる１泊２
日の自然教室に胸を踊らせ
ていました︒
班ごとに分かれた自然観
察では︑自然の中にいる動
植物を観察しました︒班長
を中心にみんなで声を掛け
合い︑スケッチに記録して
いました︒初めて見る動植
物に︑驚いていた生徒もい
ました︒

自然教室１日目の最後に
は︑クラストーキングが行
われました︒
話の中で多かったのは︑
﹁北と南別々の小学校が集
まる中で︑仲良くなれるか
が心配だった﹂という内容
でしたが︑締めくくりの言
葉には﹁心配だったけど︑
みんな仲良くできている﹂
と発言がありました︒
入学してから２か月と
経っていませんでしたが︑
それを感じさせないほど︑
自然教室では声を掛け合
い︑助け合っていました︒
自然教室の最後には︑野
外炊飯が行われました︒メ
ニューは﹁カートンドッ
ク﹂︒炭やコンロを必要と
せず︑牛乳パックを燃やし
て作るホットドックです︒
牛乳パックに火をつけ
て︑出来上がりを楽しみに
するみんなの顔が印象的で
した︒
完成したカートンドック
を見てとても満足そうで︑
自然教室の貴重な思い出と
なりました︒
この２日間の自然教室を
通じて仲間の絆や助け合い
の大切さなど色々なことを
感じたことは︑これからの
学生生活にきっと役立つこ
とかと思います︒

⑩２日目の昼食作り
⑪完成が待ち遠しい！
⑫ケチャップをかけて完成
⑬おいしくできたカートン
ドック

実行委員の感想
自然教室では︑全力・協力・思考力の大切
さを学びました︒
全力で取り組み︑協力し︑クラス関係なく
声を掛け合い応援し合いました︒
自然教室の経験を活かし︑自分ができるこ
とを考え行動する力をつけていきたいです︒
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国民健康保険からのお知らせ

国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険の被保険者のみなさまへ

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方への
保険税(料)の減免や傷病手当の支給
〇保険税(料)の減免

現在お持ちの高齢者受給者証や限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の有効期限は７月31日

〇傷病手当金の支給

（国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険）

（国民健康保険・後期高齢者医療保険）

次の要件を満たす方は、保険税（料）が減免される場合

勤務先から給与の支払いを受けている被保

険者で、新型コロナウイルス感染症に感染

があります。減免対象は令和４年４月１日から令和５年
３月31日までに納付期限が到来する保険税（料）です。

※介護保険は、第１号被保険者
（65歳以上）
が減免対象です。
■対象要件

与の支払いがなかった方に傷病手当金を支給
します。

■支給対象期間
仕事を休んだ期間のうち、最初の３日間
を除いた日数（勤務予定がなかった日は除く）
■支給額
１日当たりの支給額×支給対象期間の日数
※申請には、医師の意見書や事業主の証明
が必要になります。

新型コロナウイルス感染症により、世帯の主な生計

維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方

⑵保険税(料)が一部免除になる世帯の方

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主

な生計維持者の収入減少が見込まれ、次の①〜③すべ
てに該当する世帯の方（介護保険は①③のみ)

①事業収入や給与収入など収入の種類ごとのいずれかが、

※申請方法など詳しくは、町ホームページを

前年と比べて10分の３以上減少する見込みである。

ご覧いただくか、お問い合わせください。

②前年所得の合計所得が1,000万円以下

（国民健康保険・後期高齢者医療保険）

③減少が見込まれる種類の所得以外の前年所得の合計

町民保険課

が400万円以下

（介護保険） 福祉課

℡３６６・７１１６

「ボッチャ」を体験してみよう！

生活・介護支援サポーターとは？

東京2020パラリンピックの競技

福祉の担い手として活動していただく方です。

受講料は無料で、町内在住・在勤の方が対象です。

第１回

７月31日
（日)

「サポーター

午前10時〜正午

はじめの一歩」

講師：大阪教育大学

第２回

８月31日
（水)

教授

午前10時〜正午

「地域での子どもの見守り」
講師：福井県立大学

第３回

新崎国広

吉弘淳一

教授

９月28日
（水） 午前10時〜正午

「介護保険・障害福祉サービスについて」

※受講修了後、受講証明書をお渡しします。

地域包括支援センター
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℡３６５・９９９９

てください。

新しい高齢受給者証を７月末までに送付します。

８月以降は、新しい高齢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、前年の所得に応じて判定します。

限度額適用認定証

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。

８月以降も引き続き認定を受けるには、再度申請が必要です。引き続き高額な医療費の支払い予

定がある方は忘れずに申請してください。

低所得者世帯の方へ
（標準負担額減額認定証）

入院時の食事標準負担額の減額を行っています。

８月以降も引き続き認定を受けるには、再度申請が必要です。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。

７月から特定健康診査がはじまります

対象の方へは、受診券、医療機関一覧、案内チラシ等を送付しますので、ご確認ください。

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

を守るために受診し、年に一度、生活習慣を振り返るきっかけにしてください。
対

生活・介護支援サポーター養成講座

代交流事業への参画など、無理のない範囲で、地域

高齢受給者証が更新されます。医療機関を受診する際は、保険証と高齢受給者証を窓口で提示し

℡３６６・７１１５

参加者を募集! 参加・体験

地域での見守り活動やサロン活動での支援、多世

70歳以上の被保険者の方へ

（感染疑いを含む）し、仕事を休んだ期間の給

※個人事業主の方は対象外となります。

⑴保険税
（料）
が全額免除になる世帯の方

までです。

象

者

から気軽に参加できて楽しむことができる競技です。
■日

時

７月24日（日)

■場

所

総合体育館

午前10時〜正午（予定)
申込用QRコード

多目的ルーム

■対

象

者

小学生以上の方

■参

加

費

無料

※次の①か②に該当する方は対象外

①妊産婦の方②６か月以上継続して入院や介護老人福祉施設、介護老人保健施設、障
受診期間

昨年日本で開催された東京2020パラリンピック

の競技「ボッチャ」を体験してみませんか。小学生

40〜74歳（一部75歳を含む）の国民健康保険加入の方

害者支援施設などに入所されている方
７〜11月

※昭和22年９月１日〜11月30日生まれの方は、誕生日以降は受診できませんので早
めに受診してください。

医療機関一覧をご覧ください。

受診場所

自己負担金 40～69歳

１,０００円
70～74歳(一部75歳)
５００円
※自己負担金は、受診後に本人が申請し、簡単な健康指導を受けると全額助成されます。
詳細は、受診から２〜３か月後に送付される申請書をご覧ください。
町民保険課 ℡３６６・７１１５
（健康相談について）健康推進課 ℡３６５・１３９９

まちづくり活 動 団 体 助 成 事 業を募 集します

■申 込 期 限

７月20日（水）
まで

■申 込 方 法

申込フォーム、電話、申込書の持参

町の魅力を高める活動に対して、まちづくり活動団体助成金を交付します。

■当日持ち物

体育館シューズ、動きやすい服装、

応募要件等の詳細については、町ホームページをご覧ください。

飲み物

生涯学習課

℡３６６・７１４０

町では、協働のまちづくりを推進するため、町内で活動する団体等が実施する地域の課題解決や

募集期限：８月１日（月）まで
企画情報課

℡３６６・７１１２

2022年7月号

4

対象者が拡大されました！！

体験型
「避難所設営訓練」

参加者

募集

大きな災害時などでは、長期間避難所で生活を送らないといけない場合があります。そん

な状況に備えて、家族で避難所生活を体験してみませんか。

実際に自分たちで避難所の設営からはじめて、災害時に何が必要なのか家族で考えてみま

しょう。
１．日

時

８月５日
（金）午後６時から６日
（土）午前10時まで

２．場

所

川越町総合体育館

３．訓練内容

※１泊２日

参加者募集

20家族（１家族４人まで）

◀ 申込用QRコード

上履き、飲み物、宿泊用具等

提・

求む!!ヘルスメイト

聞いてみよう！

💕

ええやん 里親座談会
「里親ってなんだろう？」

資格や経験は必要ありません。

参 加 費
申込方法
申・

いきいきセンター
７月22日
（金）

町内在住の18歳以上の方
５名

2,500円（実習費)

電話か直接窓口で申し込み

健康推進課

℡３６５・１３９９

人やなりたい人向けに座談会を開催します。こ
８月８日
（月）

場

いきいきセンター

内
申・

所

午前10時〜
（受付９時30分〜）
里親制度説明・体験談等

容

※事前申し込み必要

児童家庭支援センターまお
（ええやん♡里親）

2022年7月号

℡０１２０・５２６・１４５

世帯を支援するための給付が行われています。

℡３２７・７７００
（午前9時〜午後５時）

給付額

対象者・対象世帯

申請手続

児童１人
当たり
５万円

①②③のいずれかに該当する方
①令和４年４月分の児童扶養手当受給者の方
②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急
変するなど収入が児童扶養手当を受給している方と同
じ水準になった方
③公的年金などを受給していることにより、これまで児
童扶養手当の支給を受けていない方

① 不要
②③必要
※本給付金を１回受給した方は
申請できません。
※ひとり親世帯以外との重複受
給はできません。

令和４年３月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合
は20歳未満)を養育する父母等で、①②のいずれかに該
当する方
①令和４年度住民税均等割が非課税の方
②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和４年１
月以降の家計が急変し、令和４年度住民税均等割非課
税と同水準の収入になった方

①児童手当・特別児童扶養手当の
いずれかを受給している方は不要
②と高校生のみ養育している方
は必要
※本給付金を１回受給した方は
申請できません。
※ひとり親世帯との重複受給はで
きません。

児童１人
当たり
５万円

eeyan-satooya@apatheia.jp

申・

7

特別給付金コールセンター

の機会にぜひ、気軽にご参加ください。
日 時

℡３６６・７１１６

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て

ひとり親世帯以外

募集人数

８月〜令和５年２月
（月１回）

そこで地域で養育されている里親さんの生の

福祉課

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金の申請を忘れずに

ひとり親世帯

里親と聞くと「養子」にするというイメージ

声を聞いてみませんか？里親のことを知りたい

象

願いします。

℡３６６・７１６３

お待ちしています。

対

確認書か申請書を町が発送した日から３か月後

③新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、中止になる場合があります。

②当日入浴はできません。

健康づくりや料理に興味のある方の参加を

申込締切

【申請期限】

①災害時の状況を想定した訓練のため、空調設備はありません。

がありますが、実はそれだけではありません。

所

確認書か申請書をご提出後、およそ２週間程度で世帯主の指定口座へ振込みます。

引き続き、令和３年度分の住民税の課税状況に応じた非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を行っ

愛称です。一緒に活動してみませんか？

場

【給付時期】

ています。対象者には、２月に確認書を送付していますので、まだ手続きをしていない世帯は、手続きをお

ヘルスメイトは『食生活改善推進員』の

間

世帯全員の令和４年度分の住民税均等割が非課税である世帯（令和４年６月１日時点で町に住民票がある

令和３年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金

７月15日
（金）（郵送の場合必着）

栄養 教 室 開 催

期

【対象となる世帯】

受付窓口まで直接提出してください。

小学５・６年生のお子さんとその保護者

います。

安全環境課

給付の対象となる世帯１世帯当たり10万円

対象となる世帯に対して確認書を順次発送しています。内容を確認し同封の返信用封筒で返送するか役場

郵送で申し込みください。申込書は町ホームページと安全環境課で配布して

８．そ の 他

【給付額】

【給付手続き】

６．申込方法 申込フォームまたは、申込書に必要事項を記入のうえ、安全環境課へ持参か

７．申込期限

を給付します。

税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯」は給付の対象外です。

②避難所設営訓練

④非常食体験（１日目夕食・２日目朝食）

５．持 ち 物

新たに令和４年度住民税が非課税となった世帯に対しても、１世帯当たり10万円の現金（臨時特別給付金）

※「すでに給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯と当該世帯の世帯主であった者を含む世帯」と「住民

①１泊２日の避難所宿泊体験

定員

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、原油価格や物価高騰に対する国の緊急総合事業として、

世帯）

③防災クイズ・防災講話
４．募集対象

住民税非課税世帯等臨時特別給付金

子ども家庭課

℡３６６・７１３０
2022年7月号
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令和５年４月１日採用
職

種

一般事務職
（障害者対象含む）

技術職員

保育士・
幼稚園教諭

参議院議員通常選挙

採用予定人員

年齢及び資格要件

若干名

・高等学校卒業程度の学力を有する方（令和５年３月31日までに卒業見込みを含む）
・平成５年４月２日以降に生まれた方
【障害者対象の方は下記の基準も必要となります】
・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
・活字印刷文による採用試験の出題に対応できる方

若干名

（土木・建築）

川越町職員募集のお知らせ

若干名

・高等学校卒業程度の学力を有する方（令和５年３月31日までに卒業見込みを含む）
・昭和58年４月２日以降に生まれた方
・保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を有する方（令和５年３月31日までに取得見
込みを含む）

■第１次試験

■受 付 期 間

配・提・

【一般事務職・技術職員】
【保育士・幼稚園教諭】

〈日 時〉９月18日
（日） 午前９時20分〜

〈場 所〉いずれも川越町役場２階大会議室

７月29日（金）までに申込書を提出（郵送の場合は必着）

℡３６６・７１１３

〒510−8588

就学義務猶予免除者等中学校
卒業程度認定試験
この認定試験は、就学義務猶予免除者等を
対象とし、中学校卒業程度の学力があるかど
うかを認定するために国が行う試験です。合
格した方は、高等学校へ入学志願できます。
【対
象】
病気等やむを得ない理由により、義務教育諸
学校への就学を猶予や免除された方等
【試験日時】
10月20日
（木） 午前10時〜午後３時40分
【試験会場】
三重県吉田山会館
（津市栄町一丁目891番地）
【試験科目】
国語、社会、数学、理科、外国語（英語）
【受付期限】
９月２日（金）※消印有効
三重県教育委員会事務局
℡０５９・２２４・２９１３

9
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① 平成16年７月11日以前に生まれた方

② 令和４年３月21日以前から町内に住所がある方
令和４年３月22日以降に他の市区町村から転入された方は、前住所地で投票してい

！注意！

ただくことになります。前住所地の選挙管理委員会へお問い合せください。

世帯の有権者の入場券が同封されています。入場券には投票でき
る投票所が記載されています。

投票日当日には記載された投票所で投票してください。

※入場券に記載されている投票所以外では投票できません。
投票日に投票所に行けない方は

入場券がない？
！
入場券が届かなかったり、紛失
した場合は、投票所の受付係に
お申し出ください。
選挙人名簿に登録されている確
認ができれば投票できます。

■期日前投票の期間及び時間
期

間
所

７月９日（土）まで
川越町役場１階

午前８時30分〜午後８時

町民ホール

※新型コロナウイルス感染症の感染防止のために積極的な期日前投票のご利用をお願いします。

川越町大字豊田一色280番地

参加者
募 集

日本国籍を有する人で、次の①と②の要件を満たし、川越町の選挙人名簿に登録されている方です。

場

午前８時30分〜午後５時15分（土日、祝日除く）

総務課

川越町で投票できる方

投票日当日に仕事や用事等で、投票所に行くことができない方は、期日前投票ができます。

〈日 時〉８月21日（日） 午前９時20分〜

※試験申込書は総務課で配付

たの貴重な一票を大切にし、棄権することなく投票しましょう。

入場券は、世帯ごとに封書で郵送しています。封筒には、同一

⑴ 地方公務員法第16条に定める欠格条項に該当しない方
⑵ 採用後に、川越町またはその近郊に居住できる方
⑶ 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

投票時間 午前７時〜午後８時

参議院議員通常選挙が７月10日（日）に行われます。私たちの意思を政治に反映させるため、あな

入場券・投票所

・昭和58年４月２日以降に生まれた方
※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。

全職種共通
資 格 要 件

７月10日
（日）

川越町選挙管理委員会事務局（総務課）

℡３６６・７１１３

はち まる にい まる

「いい歯の８０２０」

【対
象】
次の①②すべてに該当する方
①昭和17年11月5日以前生まれの県内在住の方
②20本以上歯がある健康な方
【応募方法】
所定の歯科医院で歯の
健診（審査）
を受診
※応募のための健診は無料
【応募締切】
９月５日（月)
【表
彰】
優秀者の中から三重県知事表彰、中日新聞社表
彰、三重県歯科医師会会長表彰、三重テレビ放送
表彰の特別優秀賞等を選出し表彰
※応募者全員に参加賞、特別表彰受賞者には記
念品を贈呈
三重県歯科医師会 ℡０５９・２２７・６４８８
健康推進課
℡３６５・１３９９

新型コロナウイルスワクチン集団接種が始まります
ワクチンの種類

モデルナ社製またはファイザー社製

対象者

４回目
３回目

接種場所

３回目接種から５ヶ月経過した①60歳以上の方②18歳〜59歳で基礎疾患を有する

方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方 ※申請された方
２回目接種から５ヶ月経過した18歳以上の方

接種予約のご案内

いきいきセンター

予約方法

⑴ホームページ「集団接種の予約について」から予約
⑵コールセンターへ電話で予約

℡３６３・２５６７（平日８：30〜19：00、土日８：30〜17：15）

※ネット予約、電話予約が難しい方は健康推進課窓口で承ります（平日８：30〜17：00）
。
個別接種については、町ホームページでご確認ください。医療機関へ直接予約になります。
※町内の医療機関での個別接種はファイザー社製ワクチンです。
健康推進課

℡３６５・１３９９

2022年7月号
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寄付目録贈呈と感謝状贈呈式

５月19日
（土）

高齢者等見守り活動の協力に関する協定を締結

５月24日（金）

岡村とうふ(有限会社岡村)と｢高齢者等見守り活動の協力

に関する協定｣を締結しました。

川越町にご寄付をいただいた株式会社東亜鍛工所

この協定は、岡村とうふが町内での移動販売車による巡

の代表取締役社長 渡部豊さんに対し、城田町長より
感謝状を贈呈しました。

回や訪問等の日常業務中に、高齢者、障害者、子育て家庭

てほしい」との思いが伝えられ、城田町長からは

し、支援が必要な方を早期に発見・対応できるようにする

等の何らかの異変に気づいた場合に、速やかに町へ連絡を

渡部社長からは「精神に障害のある人の役に立て

ものです。

「町が目指す障害福祉施策のため、有効に活用させ

今後も地域や事業者と連携・協力を図りながら、安心し

ていただきます」とお礼の言葉が伝えられました。

協定書を手にする西口社長
（左）
と城田町長

城田町長より感謝状を受け取る渡部社長
（左）

図 書 室
だ よ り

新 着 図 書

夏休みの宿題に
悩んだら図書室へ！

７月・８月の図書室で

は︑自由研究や読書感想

﹃六人の嘘つきな大学生 ﹄

浅倉秋成／著

文に役立つ本をたくさん

集めてお待ちしています︒

あさのあつこ／著

﹃ 彼 女が知らない隣 人たち ﹄

﹃ 幸村を討て﹄今村翔吾／著

課題図書等の人気本は貸

予約をして返却待ちがで

﹃ 剣持麗子のワンナイト推理 ﹄

出中の場合が多いですが︑

きますので︑ぜひご活用

は休館日

新川帆立／著

31

ください︒

24 25 26 27 28 29 30

柚月裕子／著

17 18 19 20 21 22 23

五木寛之／著

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
10 11 12 13 14 15 16

﹃ 夏の体 温 ﹄瀬 尾まいこ／ 著

土

１ ２

また目的の本がどこに

７月

月 火 水 木 金

﹃チョウセンアサガオの咲く夏 ﹄

日

﹃ 折れない言葉 ﹄

【夏季の開館時間延長】
７月21日
（木）
〜８月31日
（水）
午後６時まで開館しています。

役場職員人事

７月１日付の人事異動がありま

したので︑お知らせします︒

課長補佐級

●福祉課課長補佐
吉本 貴子

寺本 直貴

智哉

山北 康貴

●企画情報課課長補佐

●総務課課長補佐

●税務課課長補佐
舘

●安全環境課課長補佐

淳

奥田 雅弘

内田

片岡 紀貴

服部 裕紀

● 学校教育課課長補佐兼検査員

係長級

●学校教育課主査

●議会事務局係長

●健康推進課主査︵保健師︶

2022年7月号

中山 晴海

以上の職員は︑防災担当を兼務

主任級

●生涯学習課主任
川村美奈子

11

開館時間 午前９時〜午後５時

﹃ 人面島 ﹄ 中山七里／著

℡３６４・２５００

言っていました。

あるのか分からない︑ど

わりの成長を観察するのが楽しみと

﹃ 刑事弁護人 ﹄ 薬丸岳／著

これから順番に水やりをして、ひま

んなものを読めばいいか

あいあいセンター
図書室カレンダー

「ひまわり」の種まきを行いました。

﹃ ついでに ジェン ト ルメン ﹄

会の児童が、ウクライナの国花である

分からないなど︑疑問・

と川越北小学校と南小学校の栽培委員

柚木麻子／著

入室には
マスクの着用が
必要です

戦火が広がるウクライナを励まそう

質問がありましたら︑お

６月３日（金）

気軽にカウンターの職員

南小学校

にお尋ねください︒

ひまわりの種まき

藤谷酒店に関する資料を
寄贈いただきました

ご覧ください。

豊田にかつてあった酒 蔵﹁ 藤 谷 酒 造 場 ﹂

いますので、

と﹁藤谷酒店﹂に関する資料を豊田の藤谷

ページで公開して

隆俊さんから寄贈いただきました︒

講演会の内容は、町ホーム

寄 贈 資 料は︑藤 谷 酒 店の醸 造 していた

対談を開催しました。

﹁長生 ち(ょうせい ﹂の
) 名前が入った酒樽や
販促用の地図︑さらには酒造りで使用する

の専門家をお招きし、講演会と

﹁麹蓋 こ(うじぶた︶﹂や﹁酒槽︵さかぶね︶﹂
など︑今ではなかなか見ることができなく

田村禎章准教授

なった︑昔ながらの酒造りの道具など貴重

ユマニテク短期大学

な資料です︒

治のまちづくりに向けて、二人

かつて川越町で盛んだった醸造業の様子

題解決に取り組んでいく住民自

岩崎恭典学長

を伝える貴重な資料として︑未来へ継承し

四日市大学

生涯学習課 ℡３６６・７１４０

人口減少、少子高齢化が進む

ていくために︑大切に保管するとともに︑順

５月28日（土）

住民の支えあいで高まるまちづくり活動の極意

今、住民自らが考え、地域の課

次整理を進めていきます︒

まちづくり講演会

て生活できるまちづくりに取り組んでまいります。

■最新情報はこちらへ！あいあいセンター図書室HP https://www.town.kawagoe.mie.jp/index.php/sisetsu/library/
2022年7月号
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子どものひろば

27
10

4 ・15
18・25

24

■Ａ群… 新聞紙、折込チラシ

４ 天神

30

30

40

40

■Ｃ群… ビン類、
カン類、ペットボトル

１ 亀崎・亀須
・当新田
８ 南福崎
29 豊田一色
・北福崎

ごみ出しルールを守ろう！

未就園児とその保護者

30

30

10 10 11

15

15 22

18

30

15

21

対

象

10 10 10
12 26

33

80

12

20

＊帽子、お茶を忘れずに＊

幼稚園

平成31年４月２日〜令和２年４月１日生まれ

５ 日(火) 中部保育所、12日(火) 南部保育所

のお子さんとその保護者

19日(火) 北部保育所

※保育所、幼稚園に通っていない年中児、

10時〜11時30分
問合せ先

18

ムページからダウンロード
可︶に必要事項を記入︵写真
を貼付︶のうえ申し込み︒
テキスト代︵①②２５００
円︶は講習当日支払い︒
※電話・郵送・Fax申込み
は不可
受講定員 ① 名︑② 名
受付期間
８月１日㈪〜８月 日㈮
︵土・日曜日・祝日を除く︶

園 庭 開 放

27

午前８時 分〜午後５時 分

象

開放日時

牛乳パック、スプレー缶類

四日市市消防本部予防保安課

対

金物類、布類、ダンボール

※町内在住︑在勤の方が対象
※定員になり次第締め切り

10

保育所

■Ｂ群… 雑誌、紙類

℡３５６・２００８

℡３６５・３６２５

7 ・14
21・28

全 国一斉

ひばり保育園
子育て支援センタースマイリー

2 ・ 5 ・ 9 Ｂ群
Ｃ群
12・16・19
Ａ群
23・26・30
Ｃ群

13

※再生ごみの分類

﹁ 相 続・遺 言 ﹂相 談 会

2022年7月号

平日の９時30分〜15時に園庭解放を行っています。
正面玄関で消毒をして、ノートへ記名してください。

1 ・ 5 ・ 8 Ｂ群
Ｃ群
12・15・19
Ａ群
22・26・29
Ｃ群

ごみ収集日程表

③ 月 日㈬まで
障がいのある
④ 月 日㈬まで
学生・生徒のための
⑤ 月５日㈬まで
企業説明会
受験資格
①② 歳以上 歳未満の方
日 時
③④⑤高 等 学 校 を 卒 業 し た
７月 日㈬
︵見込みを含む︶ 歳未満の方
午後１時 分
第１次試験
〜午後３時 分
︵受付午後１時〜午後３時︶ ①受付時にお知らせ
② ９月 日㈭〜 日㈰の指定日
※事前申し込み必要
③ 月５日㈯・６日㈰
会 場
④ 月 日㈯
四日市文化会館 展示棟
⑤ 月 日㈯
対 象
自衛隊四日市地域事務所
障害のある学生・生徒で
℡３５１・１７２３
特別支援学校・一般高等学
自衛官募集コールセンター
校・大学・短期大学・専門
℡０１２０・０６３・７９２
学校の卒業予定者︑または
卒業後概ね３年以内の方と
防火管理講習
その保護者等
特別支援学級のみ１年生・
２年生とその保護者等
ハローワーク四日市

13

＊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
６日
南福崎公民館
13日
亀須公民館
20日
亀崎説教所
ひよこクラブ 10時15分〜11時30分
対象 : １歳７か月からのお子さん
７ 日 、21日
手遊び・絵本など
なかよし会 10時〜11時30分
対象：２歳のお子さん(H31.4.2〜R2.4.1生まれ)
９日
パパ・ママと一緒に園庭で遊ぼう ※予約制
たまごクラブ 10時15分〜11時30分
対象 : １歳６か月までのお子さん
14日
手作り玩具作り ※予約制
28日
手遊び・絵本など

指定日

○印は曜日変更

専門援助部門障害者雇用担当

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）

子育て支援センタースマイリー

原則として
木曜日

℡３５３・５５６６

＊対象：未就園児とその保護者＊
親子ふれあい広場 10時〜11時30分
４日
豊田一色公民館、25日
天神公民館
身体測定 ９時30分〜10時30分、11時〜12時
６日
各回先着８組程度 ※当日受付
わいわい広場
対象：１歳半頃までのお子さん
７日
『さわってあそぼう』
10時〜10時20分、11時30分〜11時50分
各回先着３組 ※予約制
ハーフバースデー撮影会
対象：6か月になったお子さん
12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
13日
10時〜10時15分、11時30分〜11時45分
にこにこ広場『色遊び』
対象：１歳半頃からのお子さん
15日
10時〜10時20分 先着８組 ※予約制
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
19日
９時30分〜10時30分、11時〜12時 ※予約制

ひばり
保育園

℡３６１・１０７０

原則として
水曜日

自衛官募集

つばめ
児童館内

休館日 日曜日、祝日
川越町おひさま児童館

10時〜

粗大ごみ

三重県司法書士会では︑
日 時
相続・遺言に関する無料の
①甲種防火管理新規講習
︵２日間全科目の受講が必須︶ 電話相談会を開催します︒
遺産相続の悩みや︑遺言
書の書き方︑司法書士を紹
介してほしい等︑ぜひご相
談ください︒
相談料︑通話料無料日 時
８月７日㈰
午前 時〜午後４時
相談電話番号
０１２０・３３・９２７９
三重県司法書士会事務局
℡０５９・２２４・５１７１

川越町子育て支援センター

☆８月行事
４日 SUN・サン・クラブ 申 ７月21日
９日 水鉄砲合戦 申 ８月１日 10時〜
20日 おひさまシアター
25日 夏祭り 申 ８月１日 10時〜

埋立ごみ

９月５日㈪・６日㈫の２日
午前９時 分
〜午後３時 分
②乙種防火管理講習
９月５日㈪
午前９時 分
〜午後３時 分
場 所
四日市市消防本部
受講方法
四日市市消防本部予防保
安課︑各消防署・分署へ所定
の受講申込書︵消防本部ホー

℡３６１・５６３６

おはなしの時間 〜絵本の読み聞かせ〜 だれでも参加できます
毎週月曜日 11時15分〜
※25日 はウクレレ歌あそび
スポーツday グラウンドゴルフ
対象：小学生
６日
15時20分〜16時30分
申 当日15時〜 定員10名程度
紙芝居
だれでも参加できます
９日
10時30分〜
ファミリーイベント♪あそぼうよ♪ 〜想像をかたちにしてみよう〜
対象：幼児・小学生とその家族
10日
10時〜 申 受付中 定員６家族程度
ペットボトルキャップでマグネットを作ろう! 対象：小学生
13日
15時10分〜16時20分
申 受付中 定員10名
いっしょにあそぼう！
対象：０歳から未就園児の親子
21日
10時10分〜
※他にも小学生対象の「7・8月夏休みのイベント」があります。
詳しくは、児童館までお問い合わせください。
＊対象：０歳から未就園児の親子＊
支援センター活動日
おひさま広場（川越町子育て支援センター）
５ 日 、26日
10時10分〜11時30分
ぽかぽか（ひばり保育園子育て支援センタースマイリー）
12日 、19日
10時10分〜11時30分

○印は曜日変更

再生ごみ

採用種目
①自衛官候補生
②一般曹候補生
③防衛大学校学生︵一般︶
④防衛医科大学校医学科学生
⑤ 防衛医科大学校看護学科学生
受付期間
①通年
②９月５日㈪まで

☆８月行事
２日 みんなで楽しく音楽ひろば！ 申 受付中
３日 つばめday‼ 申７月20日〜
５日 ゾートロープを作ろう！ 申 受付中
23日 つばめ夏祭り 申８月１日〜
27日 ジャグリングショー 〜ジャグリアーノ〜

火・金曜日

月

７月 ８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︑お問い合わせください︒

紙芝居
だれでも参加できます
9日
９時45分〜
おやこであそぼ『水あそびグッズをつくろう！』
対象：年少児〜年長児とその弟妹と保護者
19日
14時45分〜15時20分
申 ５日 〜 先着５組
つばめday‼『水鉄砲で遊ぼう』
対象：小学生
20日
15時30分〜16時20分
申 ６日 〜 先着10名
※雨天は室内で「色水を作ってみよう」をします。
『どんぐりっくスマイルバンド』〜お琴の演奏、伴奏つき〜
だれでも参加できます
23日
11時〜11時50分
川越町地域包括支援センターキャラバンメイト
児童館・川越町地域包括支援センター
夏休み特別講座『やってみよう!お互いさまの花を咲かせよう!』
対象：小学３〜６年生
25日
14時10分〜15時10分 申 受付中 定員5名
『リサイクルつりゲーム』〜三重県環境学習情報センター〜
対象：小学１〜３年生
27日
14時10分〜15時 申 受付中 定員15名
卓球デイ
対象：小学生以上
30日
午前の部 ９時30分〜10時20分・11時〜11時50分
午後の部 14時〜14時50分・15時30分〜16時20分
※いずれも時間内で10分交替

休館日 日曜日、祝日
川越町つばめ児童館

曜日 原則として

川越町おひさま児童館

川越町つばめ児童館

一般ごみ

種別

〜7月の行事予定〜

中部保育所

℡３６５・１３９６

南部保育所

℡３６５・１５７１

北部保育所

℡３６５・１５０２

年長児も対象
開放日時

８日(金)、15日(金)
※予約制

申込・問合せ先 幼稚園

10時〜11時

前日までに電話申込み

℡３６５・５８５１
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すくすく相談 ※事前申し込み必要
13日 、20日 両日とも９：30〜11：30
20日は歯科相談あり
９：30〜10：30、11：00〜11：30
歯っぴーキッズ（歯に関するお話）開催
10：30〜11：00（定員７組）
１歳６か月児健診 ※事前申し込み必要
14日
受付13：10〜14：40
対象：Ｒ２.11.11〜Ｒ３.１.15出生児
いずれもいきいきセンター２階
申込・問合せ先

健康推進課

一

℡365・1399

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（胃カメラは50歳以上）
７月の診療時間内(土曜受診も可能)
川越診療所
※事前申し込みが必要です。
※電話は、かけ間違いのないようお願いします。
※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。
※コロナウイルス感染症の状況により、検
診を中止・延期することがあります。ご
了承ください。
申込・問合せ先

診療所
休診日

健康推進課

日 月

火 水

3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24
31 25 26 27
は休診日

℡365・1399

木 金

7
14
21
28

1
8
15
22
29

土

2
9
16
23
30

は午前休診

※学会参加等により、別途休診日を設ける場合があり
ます。電話、ホームページでご確認ください。
※電話は、かけ間違いのないようお願いします。
※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

室

かわごえパワーステーション
※事前申し込み必要
12日 、26日
両日とも２部制で開催
①９：40〜10：40 ②10：50〜11：50
※足腰が弱ったと感じる方

いきいきセンター２階

申込・問合せ先

健康推進課

相

℡365・1399

社会福祉協議会

℡365・0024

人権相談 行政相談
22日
13：30〜16：00
あいあいセンター４階会議室
問合せ先

福祉課
総務課

℡366・7116
℡366・7113

放送時間

予約・問合せ先
北勢地域若者サポートステーション
℡359・7280

行事・催し・その他
ボッチャ体験教室
24日
10：00〜(受付９：30〜)
総合体育館 多目的ルーム
問合せ先

生涯学習課

℡366・7140

マイナンバーカード申請・交付の日曜窓口
10日

、24日

両日とも９：00〜13：00
町民保険課
※申請に必要な書類は、
お問い合わせください。
※希望者には、職員が写真撮影（無料）から
オンライン申請までサポートします。
（事前予約制。定員になり次第受付終了）

コンビニ交付サービス停止のお知らせ

福祉課での相談
障害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。
障害者就業支援相談 ※要予約
６日 、８月３日
９：00〜16：00
知的障害
（児）
者福祉相談 ※要予約
13日 、８月10日
９：00〜16：00
こころの相談
（精神保健福祉相談） ※要予約
20日
９：00〜16：00
予約・問合せ先 福祉課 ℡366・7116
※相談日の５日前までに予約が必要です。

場所：役場２階相談室
桑名保健所
精神保健福祉相談 ※要予約
27日 13：30〜15：30
相談医師：多度あやめ病院 金子和磨院長
三重県桑名庁舎（桑名保健所）
予約・問合せ先
桑名保健所地域保健課 ℡0594･24･3620
川越町福祉課
℡366･7116

町内ケーブルテレビで放送中！ 10分番組
放送予定
番
組

※若者で無業状態にある方の就労に対する様々
な相談をお受けします。

談

心配ごと相談
13日
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
27日
14：00〜16：00
あいあいセンター４階会議室
問合せ先

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
13日
10：00〜12：00
役場２階相談室２Ｃ

テレビ広報、町の話題（ニュース）
ほか 【１日と16日更新】

20日
メンテナンス作業のため終日利用できません。
問合せ先

町民保険課

℡366・7115

町民プール営業中止のお知らせ
新型コロナウイルスの感染拡大防止の
ため、令和２年度から営業を中止してい
ますが、施設の劣化が進み、利用者の安
全確保が難しいため、本年度以降につい
ても当分の間営業を中止します。
問合せ先

生涯学習課

℡366・7140

あいあいホール臨時休館のお知らせ
大規模改修工事のため、12月末(予定)
まで臨時休館しています。
ご理解とご協力をお願いします。
問合せ先

生涯学習課

℡366・7140

ウクライナ
人道危機救援金 募金箱
受付期間延長のお知らせ
９月30日
（木）
まで

① 7：30 ② 8：30 ③12：30
④17：30 ⑤18：30 ⑥22：30

︵公財︶
三重県市町村振興協会

Kawagoe

この宝くじの収益金は市町村の明る
く住みよいまちづくりに使われます︒

７月11日
（月）
〜20日
（水）

【運動の重点】
１.高齢者と子どもの交通事故防止
２.横断歩道における歩行者優先の徹底
３.シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
４.飲酒運転の根絶
夜間に散歩やウォーキングをするときは、反射材を着
用しましょう。
暑さで注意力が散漫になり、事故の危険性が高まります。
よく睡眠をとり、ゆとりを持って道路を通行しましょう。

ロシアによるウクライナ侵攻が長期化
し、引き続き深刻な人道危機に直面して
おり、受付期間を延長しています。
みなさんのご協力をお願いします。
・役場２階 会計課窓口
・いきいきセンター
・あいあいセンター

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︑お問い合わせください︒

広報かわごえ７月号

広報カレンダー

