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～国民健康保険に加入している方へ～

保険証が切り替わります
　現在お持ちの保険証の有効期限は、９月 30 日（水）
です。新しい保険証は、９月下旬までに世帯主の方へ簡
易書留で郵送されます。受け取った保険証の内容に変更
等がある場合は、住民課へ届出をお願いします。
　有効期限の切れた保険証は、住民課または各地区コミュ
ニティセンターへ返却していただくか、個人情報の取り
扱いに注意して破棄してください。

～社会保険等へ加入された方へ～

国民健康保険の脱退は手続きが必要です
＊持ち物　社会保険等へ加入された方全員分の新しい保

険証（コピー可）、国民健康保険の保険証、
認印

※社会保険等へ加入後、国民健康保険証を使って医療
機関等を受診された場合、医療費の保険者負担分を
返還していただくことになりますので、ご注意くだ
さい。

【問い合わせは】
住民課保険年金係　TEL391-1121　FAX394-3423

こもガク 2020 をオンラインで開催します
　「菰野を知り、菰野の未来を考えるきっかけに」とはじ
まった「こもガク」。新型コロナウイルス感染症の影響が
懸念される中、今年は新たな試みとしてオンラインで開
催します。
　町内各所で行われる体験型ワークショップ「こもガク
塾」と、工場見学ができる「オープンファクトリー」を、
Web 会議システム Zoom を使いオンラインで対話しな
がら行います。また、YouTube の「こもガクチャンネル」
では、塾やオープンファクトリーの様子をご覧いただけ
ます。この機会に菰野の魅力を発見し楽しい時間をお過
ごしください。
＊と　き　９月 27 日（日）　10：00 ～ 16：00

（YouTube 「こもガクチャンネル」）
【問い合わせは】菰野町商工会内
こもガク実行委員会事務局　TEL393-1050　FAX393-4270

【掲載担当】観光商工推進室　TEL391-1129　FAX391-1193

「真向法体操」短期教室
　４つの動作で足腰の動きを柔軟にし、誰でも生涯自立
した生活ができる心やからだづくりを目指す教室です。
動きやすい服装でお越しください。
＊と　き　10 月９日、30 日、11 月 13 日、27 日
　　　　　12 月 11 日、25 日、１月８日、22 日（全８回）
　　　　　 （すべて金曜日）９：30 ～ 10：30
＊ところ　菰野町 B&G 海洋センター２階
＊対　象　20 歳以上の方
＊受講料　１回 800 円
＊講　師　樋口　和男  氏
＊持ち物　ヨガマット（バスタオルでも可）、タオル、飲み物
＊定　員　10 名
＊申込開始　９月 16 日（水）

【申し込み・問い合わせは】
元気アップこものスポーツクラブ　TEL/FAX394-5018

【掲載担当】社会教育課　TEL391-1160　FAX391-1195

菰野町議会議員選挙立候補予定者説明会
＊と　き　９月 25 日（金）　14：00 ～
＊ところ　役場本庁４階会議室

【問い合わせは】
菰野町選挙管理委員会　TEL391-1101　FAX394-3199

献血にご協力をお願いします
　現在、新型コロナウイルス感染症拡大を受け、献血の
実施機会が減り、献血者が少なくなっています。輸血用
血液は人工的に作ることができないため、全て献血でま
かなわれています。輸血を待つ人のために、献血にご協
力をいただける方は事前に予約の電話をお願いします。

400ml
全血献血

成分献血

血しょう
成分献血

血小板
成分献血

年　齢

男性：17 ～ 69 歳
女性：18 ～ 69 歳

18 ～ 69 歳
男性：18 ～ 69 歳
女性：18 ～ 54 歳

　※ 65 ～ 69 歳の方は 60 ～ 64 歳の間に
　　献血経験がある方のみ

体　重 50kg 以上
男性：45kg 以上
女性：40kg 以上

受付時間
10：00～11：45
13：00～17：30

10：00 ～ 11：00
13：00 ～ 17：00

　※上記以外にも採血基準がありますので、詳しくは三
重県赤十字血液センターホームページ（http://www.
bs.jrc.or.jp/tkhr/mie/index.html) をご覧いただくか、
下記までお問い合わせください。

【予約・問い合わせは】
　献血ルーム　サンセリテ　TEL0120-39-5863

【掲載担当】
　健康福祉課健康づくり係　TEL391-1126　FAX394-3423
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申込不要・参加無料

みんなの運動サロン
　介護予防運動ボランティアと一緒に運動を行います。

と　き ところ
９月17日（木）

10：00 ～
11：00

鵜川原地区コミュニティセンター

９月24日（木） 朝上地区コミュニティセンター

９月29日（火） 菰野地区コミュニティセンター

＊対　象　運動の制限をされていない方
＊持ち物　セラバンド、飲み物

※セラバンドをお持ちでない方は貸し出します。
※新型コロナウイルスの感染予防として、しばらくの

間はお住まいの地区以外の運動サロンの参加は控え
てください。運動サロンを実施していない竹永地区
にお住まいの方は、１地区のみの参加としてくださ
い。

【申し込み・問い合わせは】
　社会福祉協議会　TEL394-1294　FAX394-3422

すくすく広場
＊と　き　９月 23 日（水）
　　　　   ９：30 ～ 11：00　随時身体測定
　　　　  11：00 ～ 11：20　お楽しみ会
＊ところ　北部子育て支援センター　多目的ルーム
＊対　象　就園前の子どもとその保護者
＊内　容　身体測定、手遊び、紙芝居など

【問い合わせは】北部子育て支援センター　TEL/FAX396-0707

木にふれよう・木で遊ぼう
　木のボールを転がしたり、昔懐かしいけん玉などの木
のおもちゃで自由に遊ぶことができます。
＊と　き　９月 17 日（木）、18 日（金）、19（土）
　　　　　９：00 ～ 16：00
＊ところ　北部子育て支援センター　多目的ルーム
＊対　象　就学前の子どもとその保護者

親子で歯みがきタイム
　子どもの歯みがきを歯科衛生士がサポートします。
＊と　き　９月 16 日（水）　10：45 ～ 11：30
＊ところ　けやき２階　健診コーナー
＊対　象　就学前の子どもとその保護者
＊持ち物　歯ブラシ、タオル、コップ

※詳しくは親子健康カレンダーをご覧ください。

こもっこ広場（ミニ）
＊と　き　９月 16 日（水）　9：30 ～ 10：30
＊ところ　けやき２階　健診コーナー
＊対　象　生後７か月から 11 か月の子どもとその保護者
＊内　容　歯みがき指導、月齢に合わせた遊び
　　　　　身体測定、各種相談
＊持ち物　母子健康手帳、歯ブラシ（使っている方）
　　　　　タオル、ガーゼハンカチ

※詳しくは親子健康カレンダーをご覧ください。

赤ちゃんと産後ママのほっとサロン
＊と　き　９月 18 日（金）
　　　　　9：30 ～ 11：30　随時身体測定、各種相談

10：00 ～ 10：30　赤ちゃん体操
　　　　　　　　　　ママのリラックス体操（１回目）
10：30 ～ 11：00　赤ちゃん体操
　　　　　　　　　　ママのリラックス体操（２回目）

※体操は同じ内容で２回実施します。ご都合の良い時  
　間帯にお越しください。

＊ところ　けやき２階　健診コーナー
＊対　象　生後６か月までの子どもとその保護者
＊内　容　身体測定、体操、各種相談
＊持ち物　母子健康手帳、飲み物
　　　　　バスタオルまたはおくるみ

【問い合わせは】
子ども家庭課　TEL391-1124　FAX394-3423

がん検診等および各種健康診査の
実施見合わせについて

　新型コロナウイルス感染症の影響により、菰野町の集
団・個別がん検診および、四日市市、菰野町、川越町、
朝日町の医療機関での健康診査を見合わせています。
・各種がん検診（集団・個別いずれも）
・30 代健診　　　　
・骨粗しょう症検診
・菰野町国民健康保険の特定健康診査
・後期高齢者健康診査
・健康増進法健診
　まだ、検（健）診を受けられていない方は、ご不便を
おかけします。現在、気になる症状がある方、経過観察
中の方は、かかりつけの医療機関へご相談ください。
　今後、新型コロナウイルス感染症の状況に応じて、各
種検（健）診を再開する場合があります。再開については、
おしらせ版、町ホームページ、防災ラジオ等で周知します。
今年度中に再開する場合は、送付済みの受診券一式が必
要となりますので、必ず保管してください。

【問い合わせは】
健康福祉課健康づくり係　TEL391-1126　FAX394-3423

不妊治療費助成事業について
　町では、特定不妊治療（体外受精、顕微授精）費助成事業、
第２子以降の特定不妊治療に対する助成回数追加事業、
一般不妊治療（人工授精）費助成事業、不育症治療費助
成事業を実施しています。保険診療によるもの、食事代、
入院費、文書料および凍結保存にかかる費用等は助成の
対象外です。
　助成の対象となる条件や助成額等は治療内容によって
異なります。詳しくは町ホームページ（http://www2.town.
komono.mie.jp/www/contents/1001000000613/
index.html）をご覧ください。

【問い合わせは】
子ども家庭課　TEL391-1124　FAX394-3423
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高齢者のための転倒予防教室
　体力の低下や転倒による骨折を予防するための運動教
室です。下肢筋力強化と同時に全身運動にもなるノル
ディックウォーキングを中心に実施します。
　体力別に時間帯を分けていますので、２コースのうち、
どちらかをお選びください。
＊と　き　10 月１日から 12 月 24 日までの木曜日また
　　　　　は金曜日（全 12 回）
　　　　　①初心者コース　10：00 ～ 11：30
　　　　　②経験者コース　13：30 ～ 15：00
＊ところ　晴天時は屋外、雨天時はけやき２階（ホール
　　　　　または運動指導室）
＊対　象　介護認定を受けていない 65 歳以上の方
＊内　容　ストレッチ、ノルディックウォーキング（晴
　　　　　天時）、バランストレーニング（雨天時）
＊持ち物　飲み物、タオル、マスク、運動できる服装、　
　　　　　ノルディックポール（お持ちの方）、ウェスト
　　　　　ポーチまたはリュックサック、帽子
＊定　員　各コース 15 名（先着順）
＊申込期間　９月 16 日（水）から 24 日（木）

※申込受付後に日程表等の必要書類を発送します。
※持病のある方は、主治医にご相談の上、ご参加くだ

さい。また、新型コロナウイルス感染症の発生状況
により、中止となる場合があります。

【問い合わせは】
健康福祉課介護高齢福祉係　TEL391-1125　FAX394-3423

精神科医師による精神保健福祉相談
＊と　き　９月 30 日（水）13：30 ～ 15：30
＊ところ　三重県桑名庁舎（桑名保健所）
・相談に時間がかかりますので必ず予約をしてください。

また、相談の時間と部屋は予約時に確認してください。
・保健師によるこころの健康相談は随時承ります。

【申し込み・問い合わせは】桑名保健所地域保健課
TEL0594-24-3620　FAX0594-24-3692

歴史こばなしを販売しています
　町では、菰野町にまつわるこばなしを収録した「歴史
こばなし」を販売しています。全８集あり、皆さんの住
んでいる地域にまつわるおはなしも見つかるかもしれま
せん。
＊販売場所　役場本庁３階　企画情報課、道の駅 菰野
＊販売価格　1,500 円／冊

【問い合わせは】企画情報課　TEL391-1105　FAX391-1188

健康増進普及月間です
　令和２年９月１日から 30 日までの１か月間は健康増
進普及月間です。生活習慣病は日常生活のあり方と深く
関連していることから、健康の保持、増進を図るために
は運動習慣や食生活の改善が大切です。
　運動、食事、禁煙など毎日の生活習慣を今一度、見直
してみませんか。健康相談、栄養相談は随時受け付けて
いますので、お気軽にご相談ください。

【問い合わせは】
健康福祉課健康づくり係　TEL391-1126　FAX394-3423

菰野清水を販売しています
　町では、潤田浄水場の深井戸から汲みあげた原水をペッ
トボトルに封入した菰野清水を販売しています。
＊販売場所　役場本庁２階　水道課、道の駅 菰野
＊販売価格　140 円／本（ペットボトル 500ml）
　※水道課で一度に96本以上購入する場合、120円／本になります。
・売上金の一部は、地域振興活動と自然環境保全活動の

助成金に充てられます。
【問い合わせは】水道課　TEL391-1132　FAX391-1198

介護職員初任者研修
＊と　き　11 月２日（月）から令和３年２月 22 日（月）
＊ところ　みずほ寮（大字菰野 5833 番地１）
＊対　象　18 歳以上の方
＊受講料　35,225 円（テキスト代含む）
＊申込期間　９月 15 日（火）から 10 月 15 日（木）

※詳しくはみずほ寮ホームページをご覧ください。
　（http://www.mizuho-ryo.net）

【申し込み・問い合わせは】
三重郡老人福祉施設組合みずほ寮　TEL394-1121　FAX394-5868

【掲載担当】
健康福祉課介護高齢福祉係　TEL391-1125　FAX394-3423

　
菰野町救命サポート事業所標章交付制度
　消防署では、不慮の事故などの救命活動に使用する
AED（自動体外式除細動器）の緊急時貸し出しにご協力
いただける事業所を募集しており、67 か所の事業所に
登録いただいています。
　今後さらなる救命の輪を広げるため、ご協力いただけ
る事業所はご連絡ください。

Net119 緊急通報システム
　Net119 とは聞くことや話すことに不安がある方が、
スマートフォン等を使用して音声によらない 119 番通報
ができるシステムです（利用には登録が必要）。登録に関
する相談等については消防署までお問い合わせください。

【申し込み・問い合わせは】
消防署　TEL394-3239　FAX394-5766

メールアドレス：komonofd119@m3.cty-net.ne.jp

菰野町行政情報メールについて
　緊急情報、気象情報、火災情報など、従来の情報に加え、
区や地域ごとの情報も受信できます。まだ登録されてい
ない方は、菰野町行政メールをこの機会にぜひご登録く
ださい。
　新規登録・登録内容の変更は、下記のアドレスへメー
ルを送信し、返信メールの内容に従って行ってください。
　送信先アドレス：t-komono@sg-p.jp
＊迷惑メール対策をされている方は、下記のドメインま
たはメールアドレスを受信許可してください。許可され
ていないと行政情報メールの受信ができません。
　ドメイン：@sg-p.jp
　メールアドレス：komono@sg-p.jp

※町ホームページのＱＲコードからも登録、変更がで
きます。

【問い合わせは】
菰野町行政情報メールコールセンター　TEL0570-783-773

【掲載担当】安全安心対策室　TEL391-1102　FAX394-3199
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菰野町ホームページ アドレス (URL)  http://www.town.komono.mie.jp/　菰野町電子メールアドレス　keyaki@town.komono.mie.jp

　庁舎案内　役場本庁　391‐1111　　休日・夜間　391‐1112　　　各課へは直通電話(ダイレクトイン)をご利用ください

広報菰野おしらせ版は視覚に障がいのある方（障害者手帳をお持ちの方）へ「声の広報」をお届けすることができます。
役場企画情報課へお問い合わせください。
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観光産業課……391‐1144
  観光商工推進室…391‐1129
農業委員会……391‐1145
環境課…………391‐1150
学校教育課……391‐1155
  そうだんでんわ(教育相談)    391‐1158
社会教育課……391‐1160
  国体推進室……340‐0180
消防本部………394‐3211
消防署…………394‐3239
≪各地区コミュニティセンター≫
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　・消防署    ……………… 394‐3424

大羽根グラウンド……394‐0756
Ｂ＆Ｇ海洋センター…394‐3177
町民センター…………394‐1502
体育センター…………394‐3115
図書館…………………391‐1400
  郷土資料コーナー……391‐1401
保健福祉センターけやき…391‐2211
子育て支援センターけやき…391‐2214
北部子育て支援センター…396‐0707
地域包括支援センターけやき 391‐2220
地域包括支援センターいきいき
  （菰野厚生病院内）………393‐1547
社会福祉協議会（けやき内）394‐1294
わかば作業所…………394‐3421
やすらぎ荘……………396‐1098
菰野町観光協会………394‐0050

16（水）
こもっこ広場／親子で歯みがきタイム
心配ごと相談／人権相談／行政相談

17（木）
木にふれよう・木で遊ぼう
みんなの運動サロン（鵜川原地区コミュニティセンター）

18（金）
赤ちゃんと産後ママのほっとサロン
木にふれよう・木で遊ぼう／一般何でも相談
お元気サポーター養成講座

19（土）木にふれよう・木で遊ぼう

23（水）すくすく広場／心配ごと相談／人権相談

24（木）みんなの運動サロン（朝上地区コミュニティセンター）

25（金）菰野町議会議員選挙立候補予定者説明会

27（日）こもガク 2020（オンライン）

29（火）みんなの運動サロン（菰野地区コミュニティセンター）

30（水）心配ごと相談／人権相談

	９月     町の行事・催し物

三重県北勢福祉事務所の相談　
　女性相談：夫婦問題、離婚、職場の人間関係など
　電話・面接：月～金　９：00～16：00（年末年始、祝日除く）　TEL352-0557

津地方法務局四日市支局による人権 (心配ごと )相談
　月～金　８：30 ～ 17：15（年末年始、祝日除く）

TEL353-4365　FAX353-4367

相談は無料で秘密を厳守します　気軽にご相談ください

ふれあい相談センター ところ  けやき１階
TEL394-5294（直通）

一 般 相 談 専 門 相 談
種別・時間 相談日 種別・時間 相談日
一般何でも相談 　 　　   18日（金） 人権相談 16日（水）、23日（水）
10：00 ～ 15：00    10：00 ～ 15：00    30日（水）
心配ごと相談 16日（水）、23日（水） 行政相談 　　    16日（水）
10：00 ～ 15：00   30日（水） 10：00 ～ 15：00
電話福祉相談　毎週月～金  ８：30 ～ 17：00
　※ご相談いただけるのは町内在住の方となります。

　
浄化槽の維持管理について

　浄化槽は正しく管理することでその機能を発揮
し、川や海などの自然環境を汚染から守ることがで
きます。
　浄化槽管理者には、保守点検、清掃、法定検査の
実施が法律により定められています。保守点検は使
用している浄化槽の処理方式等によって決められた
期間ごとに、清掃については年１回以上、法定検査
は年１回実施する必要があります。未実施の場合、
浄化槽が正常に機能せず、悪臭や環境汚染に繋がる
可能性があります。また、指導等の対象として罰金
等が科される場合があります。
　浄化槽の適切な維持管理を行い、きれいな水環境
を維持していきましょう。

【問い合わせは】
環境課　TEL391-1150　FAX391-1193

「停電情報お知らせサービス」アプリ
　中部電力パワーグリッドでは、停電情報をスマートフォンに
お知らせする「停電情報お知らせサービス」アプリを運用して
います。登録は無料です。詳しくは下記までお問い合わせくだ
さい。

【問い合わせは】
中部電力パワーグリッド株式会社    TEL0120-985-232

【掲載担当】安全安心対策室　TEL391-1102　FAX394-3199

　
暮らしを助ける自治体アプリ

菰野町アプリの登録について
　スマートフォンの自治体プラットフォームアプリケーショ
ンとして「菰野町公式アプリ」を配信しています。このアプ
リでは、カテゴリを選択することで、町の知りたい情報だけ
を表示させたり、受け取ることができます。また、家庭ごみ
の分別辞典やごみの出し忘れ防止アラート機能、災害緊急時
の情報提供など多数の機能を備えています。
　町ホームページやおしらせ版といったこれまでの情報伝達
媒体とは違う次世代の情報発信ツールを、ぜひダウンロード
してご利用ください。
≪アプリダウンロードの方法≫
　スマートフォンで Google Play もしくは App Store で「菰
野町アプリ」と検索をすると、アプリインストール画面が表
示されますので、インストールをしていただいたら、無料で
アプリを入手、利用することができます。

【問い合わせは】　企画情報課　TEL391-1105　FAX391-1188


