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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
　令和３年 12 月 10 日時点で菰野町に住民登録がある以
下の世帯を対象に、一世帯あたり 10 万円を給付します。
＊対　象
　①世帯構成員全員が令和３年度分の住民税均等割が非
　　課税の世帯（生活保護世帯を含む）
　　※住民税が課税されている方の扶養親族等のみから
　　　構成される世帯は給付されません。
　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
　　し、①の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
・①の世帯については、町から給付金の振込先等を確認
　する確認書を令和４年２月中に世帯主様宛てに送付す
　る予定です。内容や記入事項をご確認の上、返送して
　ください。返送された確認書の内容に基づき、給付の
　判定、振り込みを実施します。
　※令和２年度に実施された特別定額給付金と同じ口座
　　での受け取りを希望される方は、口座番号等の記入
　　と添付書類の提出が不要です。
・②の世帯については、手続きの流れや詳細な要件等を
　今後町ホームページおよび各戸に配布するリーフレッ
　トにてご案内する予定です。
・詳しくは、町ホームページをご覧ください。

【問い合わせは】臨時特別給付等に関する国のコールセンター
TEL0120-526-145
総務課　TEL391-1111　FAX391-1188

暮らしの便利帳の配布について
　令和４年１月に町の行政情報や地域情報を掲載してい
る冊子「暮らしの便利帳」を更新し、発行しました。２
月以降、協働発行事業者である（株）サイネックスがポ
スティングにより町内全世帯へ配布を行います。ぜひご
活用ください。

【問い合わせは】（株）サイネックス・ネットワーク
TEL06-6191-0061　FAX06-6767-3670
企画情報課　TEL391-1105　FAX391-1188

令和３年度子育て世帯への
臨時特別給付金の申請について

　子育て世帯に対し、昨年 12 月 24 日から順次、児童一
人あたり 10 万円を２回に分けて給付しています。児童
手当を受給している方（公務員を除く）は申請不要です。
それ以外の方（高校生のみを養育している方や公務員等）
は申請が必要です。期日を過ぎると申請することができ
ません。申請がお済みでない方は、お早めの申請をお願
いします。
＊対　象　高校生相当以下の児童（平成 15 年４月２日～
　　　　　令和４年４月１日生まれ）を養育している方
　　　　　※所得制限以上の方は給付されません。
＊申請期限　３月 31 日（木）
・詳しくはご自宅に郵送された案内文書や町ホームペー
　ジをご覧ください。

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

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うイベント等の中止・延期について
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、各種イベント等は中止または延期となる可能性があり
ます。イベント等の開催状況については、町ホームページ（新型コロナウイルス感染症関連ページ）等
で事前にご確認ください。また、防災ラジオ等でも随時お知らせしています。

第３回よもやま歴史教室
日本古代のマイナンバー制度～戸籍・計帳と疫病対策～

＊と　き　２月 19 日（土）14：00 ～ 16：00
＊ところ　役場本庁４階　会議室　　　  
＊受講料　200 円（受付時に徴収）※高校生以下は無料
＊講　師　愛知県立大学 教授 丸山 裕美子 氏
＊申込不要
・詳しくは１月後半号折込チラシをご覧ください。

【問い合わせは】
社会教育課  TEL391-1160   FAX391-1195

第 24 回民話語り　こもの菊発表会
主催／民話語り こもの菊　後援／菰野町教育委員会

＊と　き　３月６日（日）
　　　　　午前の部（定員 36 人）　10：00 開演
　　　　　午後の部（定員 36 人）　13：30 開演
＊ところ　菰野地区コミュニティセンター　多目的ホール
＊演　目　みょうがの宿、爺さまと狐、吉沢村の仏体さんなど
＊申込期間　２月 16（水）～３月１日（火）（先着順）　＊入場無料

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、
中止となる場合があります。

【申し込み・問い合わせは】
民話語り こもの菊代表 加藤 善子さん TEL/FAX393-3370

【掲載担当】社会教育課　TEL391-1160　FAX391-1195
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申込不要・参加無料

介護予防運動教室
  筋力アップ体操などを行います（各回１時間半程度）。

と　き ところ

田口新田 ２月 16 日（水） ９：30 ～ 田口新田公会所

宿　野 ２月 17 日（木）13：30 ～ 宿野公会所

谷 ２月 23 日（水） ９：30 ～ 谷公会所

池　底 ２月 24 日（木） ９：30 ～ 池底集落センター

菰野第二区 ２月 24 日（木）13：30 ～ 菰野第二区公民館

奥　郷 ２月 25 日（金） ９：30 ～ 奥郷構造改善センター

【問い合わせは】
元気アップこものスポーツクラブ  TEL/FAX394-5018
健康福祉課介護高齢福祉係  TEL391-1125  FAX394-3423

申込不要・参加無料

元気づくり運動教室
　軽運動やストレッチ体操などを行います（各回１時間
半程度）。

と　き ところ

田　光 ２月 16 日（水）13：30 ～ 田光公会堂

吉　沢 ２月 22 日（火）13：30 ～ 吉沢集落センター

潤　田 ２月 25 日（金）13：30 ～ 潤田集落センター

【問い合わせは】
元気アップこものスポーツクラブ  TEL/FAX394-5018
健康福祉課健康づくり係　TEL391-1126　FAX394-3423

申込不要・参加無料

みんなの運動サロン
　介護予防運動を主目的としたサロンです。

と　き ところ

２月 17日（木）

10：00 ～
11：00

鵜川原地区コミュニティセンター

２月 18日（金） 永井集落センター（竹永地区）

２月 22日（火） 菰野地区コミュニティセンター

２月 24日（木） 朝上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、タスポニーボール、飲み物

※セラバンド、タスポニーボールをお持ちでない方は
貸し出します。

すくすく広場
＊と　き　２月 21 日（月）
　　　　   ９：30 ～ 11：00　随時身体計測
　　　　  11：00 ～ 11：20　お楽しみ会
＊ところ　北部子育て支援センター　
＊対　象　就園前の子どもとその保護者
＊内　容　身体計測、手遊び、紙芝居など

北部子育て支援センターの利用時間について
　２月３日（木）、10 日（木）、17 日（木）は、午後か
ら幼児健診会場となるため、北部子育て支援センターの
利用時間は下記のとおりとなります。
＊利用時間　９：00 ～ 11：30

【問い合わせは】北部子育て支援センター TEL/FAX396-0707

ハンドマッサージでリラクゼーション
＊と　き　３月４日（金）９：30 ～ 12：00
＊ところ　けやき２階　子育て支援センター　
＊対　象　就学前の子どもを持つ保護者
　※以前に体験された方はご遠慮ください。
＊定　員　５名（先着順）　＊申込開始　２月 22 日（火）

【申し込み・問い合わせは】
子育て支援センター　TEL391-2214  FAX394-3423

赤ちゃんと産後ママのほっとサロン
＊と　き　２月 16 日（水）
　　　　  ９：30 ～ 11：30　随時身体計測、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、動きやすい服装でお越しください。

＊ところ　北部子育て支援センター　
＊対　象　生後６か月までの子どもとその保護者
＊内　容　身体計測、体操、各種相談
＊持ち物　母子健康手帳、バスタオルまたはおくるみ、飲み物

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

菰野地区地域サポーター養成講座受講者募集
　「家事支援」「買い物支援」などの生活支援サービスの
担い手となり、困っている地域の人々の暮らしを支える
人材を養成する講座です。
＊と　き　２月 24 日（木）、３月３日（木）
　　　　　10：00 ～ 11：30
　　　　　※可能な限り両日参加をお願いします。　　
＊対　象　菰野地区にお住まいの方　
＊定　員　15 名　　　＊参加無料
＊申込期限　２月 21 日（月）※定員に達し次第終了

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

子育て中の女性のための健康づくり体験
　
　女性を対象に、健康運動指導士によるボールエクササ
イズでシェイプアップ体操を行います。
＊と　き　３月７日（月）10：00 ～ 11：15
＊ところ　B&G 海洋センター体育館　　＊参加無料
＊持ち物　体育館シューズ、飲み物、タオル、マスク
＊申込開始　 ２月 16 日（水）
　※託児をご希望の方は、３月２日（水）までにお問い
　　合わせください。託児料は１人目 550 円、２人目以
　　降は１人につき 220 円です。

【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】
健康福祉課健康づくり係　TEL391-1126　FAX394-3423



（3）

子宮頸がん・乳がん個別検診について
◆子宮頸がん個別健診
＊対　象　①子宮頸がん個別検診を申し込まれた女性
　　　　　　（平成 13 年４月１日以前生まれの女性）
　　　　　②平成７、12年度生まれの女性（無料クーポン）
◆乳がん個別検診
＊対　象　①令和３年４月１日時点で 42 ～ 58 歳（昭和

37年４月２日～昭和56年４月１日生まれ）
かつ偶数年齢の女性

　　　　　②昭和 55 年度生まれの女性（無料クーポン）
《各検診共通事項》
＊受診期限　２月 28 日（月）
＊ところ　三重郡、四日市市の指定医療機関
・①②の方には申し込みの有無に関わらず、６月末に受
　診券を個別送付しました。
・詳細は受診券同封の案内文をご覧ください。
・検診を希望する方で受診券等をお持ちでない方は、健
　康福祉課までご連絡ください。

課税世帯
非課税
世帯

69 歳まで 70 歳
以上一般 国保

子宮頸がん 1,800 円 500 円 200 円

乳がん（マンモ）2,600 円 1,000 円 200 円

成人男性の風しんの抗体検査と予防接種
　風しんの発生およびまん延を予防するため、令和３年
度末まで下記の方が風しんの抗体検査および予防接種の
対象となっています。
　令和３年１月までにクーポン券の利用を確認できてい
ない方には、４月初旬に再度クーポン券を送付しました。
医療機関または職場等の健診にクーポン券を持参し、風
しんの抗体検査を受けてください。詳しくはクーポン券
に同封されている通知文をご確認ください。
＊対　象　昭和 37 年４月２日～昭和 54 年４月１日生まれの男性
＊受診期限　抗体検査　２月 28 日（月）
　　　　　予防接種　３月 31 日（木）
＊料　金　無料（無料クーポン券が必要です）

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

四日市建設高等職業訓練校  訓練生募集
　木造建築科の職業訓練生（建築大工の養成）を募集します。
＊訓練期間　２年間（４月入校）、毎週水曜日（昼間８時間）
＊入校資格　建築の仕事に携わりながら建築技術・技能者を

志す意欲のある方
＊料　金　入校金 10,000 円、授業料 11,000 円（月額）、

PTA 年会費 15,000 円
＊申込期限　３月 18 日（金）　　＊定　員　10 名程度
・入校を希望する方は、所属する事業所を通じて申込書
　を提出してください。

【申し込み・問い合わせは】四日市建設高等職業訓練校
TEL059-354-1531　FAX059-351-7358

【掲載担当】観光商工推進室　TEL391-1129　FAX391-1193

大人のためのラジオ体操健康講座
　皆さんおなじみのラジオ体操のより効果的な方法を紹
介します。申し込みは１人につき１コースまでで２日間
参加していただきます（①と②は同じ内容です）。

コース と　き
大人のためのラジオ体操
①コース

３月23日（水）、
　  30 日（水）

13：30 ～ 14：30
※受付は講座開始
　10 分前から行
　います。

大人のためのラジオ体操
②コース

３月28日（月）、
　  29 日（火）

＊ところ　菰野地区コミュニティセンター　多目的ホール
＊持ち物　運動ができる服装、タオル、飲み物、マスク
＊定　員　各コース 20 名　＊申込期限　３月 10 日（木）
　　　　　※応募者多数の場合は抽選（新規の方を優先）

【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】
健康福祉課健康づくり係　TEL391-1126　FAX394-3423

けやきでお茶飲み会
　
　認知症予防につながるレクリエーションを行います。
皆さん一緒に楽しみましょう。
＊と　き　３月８日（火）13：30 ～ 14：30
＊ところ　菰野地区コミュニティセンター　ホール　
＊参加無料
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、飲食は
　ありません。また、感染拡大状況により中止となる場
　合があります。
・お茶飲み会は「認知症サポーター」がサポートしてい
　ます。

【問い合わせは】
地域包括支援センター TEL391-2220 FAX391-2219

スポーツ奨励金の交付について
　
　町では、各種スポーツの全国大会や国民体育大会に出
場した場合などに、必要な経費の一部補助を行っていま
す。申し込み方法など、詳しくは下記までお問い合わせ
ください。

【申し込み・問い合わせは】
社会教育課 TEL391-1160 FAX391-1195

みんなで一緒に！ SS ピンポン
　音の出るボールを卓球台のネットをくぐらせるように
打ち合います。どなたでも参加できます。
＊と　き　２月 26 日（土）13：00 ～ 16：30
＊ところ　B&G 海洋センター２階　
＊参加費　100 円
＊持ち物　体育館シューズ、飲み物、マスク

【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】健康福祉課社会福祉係  TEL391-1123  FAX394-3423

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 菰野ふ
　　　　　　るさと館、各地区コミュニティセンター
＊販売価格　1,500 円／冊

【問い合わせは】企画情報課  TEL391-1105  FAX391-1188
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　庁舎案内　役場本庁　391‐1111　　各課へは直通電話(ダイレクトイン)をご利用ください　　　夜間・休日　391‐1112

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。

16（水）
赤ちゃんと産後ママのほっとサロン
介護予防運動教室（田口新田）/元気づくり運動教室（田光）
心配ごと相談 / 人権相談 / 行政相談

17（木）
介護予防運動教室（宿野）
みんなの運動サロン（鵜川原地区）

18（金）みんなの運動サロン（竹永地区）/ 一般何でも相談

19（土）第３回よもやま歴史教室 / 楊名時太極拳短期教室

20（日）普通救命講習Ⅰ

21（月）すくすく広場

22（火）
元気づくり運動教室（吉沢）
みんなの運動サロン（菰野地区）

23（水）介護予防運動教室（谷）

24（木）
介護予防運動教室（池底、菰野第二区）
みんなの運動サロン（朝上地区）
菰野地区地域サポーター養成講座

25（金）
介護予防運動教室（奥郷）
元気づくり運動教室（潤田）/「笑健体操」体験教室

26（土）みんなで一緒に！ SS ピンポン / 楊名時太極拳短期教室

	２月　町の行事・催し物

総務課……………          
　安全安心対策室……  
 住民連携室（総合案内）…
選挙管理委員会…
財務課……………
企画情報課………
税務課……………
議会事務局………
住民課……………
健康福祉課………
新型コロナウイルス
予防接種対策室……
子ども家庭課……
 そうだんでんわ（児童相談）… 
会計課……………
水道課……………
下水道課…………
都市整備課………
 まちづくり推進室…

391‐1144
391‐1129
391‐1145
391‐1150
391‐1155
391‐1158
391‐1160
340‐0180
394‐3211
394‐3238
394‐3239

394‐5333
393‐2072
396‐0002
396‐0001
393‐2052

394‐0116
394‐2540
394‐3007
396‐0606
391‐1151
394‐3444

393‐1919
391‐1111
394‐5018
394‐3930
393‐3000

394‐3422
394‐3423
394‐3424

大羽根グラウンド………
Ｂ＆Ｇ海洋センター……
町民センター……………
体育センター……………
図書館……………………
 郷土資料コーナー………
保健福祉センターけやき…
子育て支援センターけやき…
北部子育て支援センター…
地域包括支援センターけやき…
地域包括支援センターいきいき
 （菰野厚生病院内）……
社会福祉協議会（けやき内）……
わかば作業所……………
菰野町観光協会…………

391‐1100
391‐1102
391‐1210
391‐1101
391‐1109
391‐1105
391‐1115
391‐1170
391‐1120
391‐1123

327‐5431
391‐1124
391‐1128
391‐1130
391‐1132
391‐1136
391‐1138
391‐1141

観光産業課………
 観光商工推進室…
農業委員会………
環境課……………
学校教育課………
 そうだんでんわ（教育相談）…   
社会教育課………
 国体推進室………
消防本部消防総務課…
消防本部予防課……  
消防署……………

菰野………………
鵜川原……………
竹永………………
朝上………………
千種………………

394‐0756
394‐3177
394‐1502
394‐3115
391‐1400
391‐1401
391‐2211
391‐2214
396‐0707
391‐2220

393‐1547
394‐1294
394‐3421
394‐0050

≪各地区コミュニティセンター≫

菰野ふるさと館………………
斎場……………………………
不燃物処理場…………………
清掃センター…………………
し尿……………………………
農村センター（ことぶき人材センター）…
救急医療情報センター…
火災情報・消防テレホンサービス…
災害対策本部（災害時に設置）…
元気アップこものスポーツクラブ… 
菰野町スポーツ・文化振興会… 
地域子育て支援センターばんの小児科… 
◇福祉ＦＡＸ
　・社会福祉協議会………
　・役場庁舎………………
　・消防署…………………

059‐229‐1199

菰野町ホームページ   http://www.town.komono.mie.jp/　菰野町電子メールアドレス　keyaki@town.komono.mie.jp

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

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）
10：00 ～ 15：00 10：00 ～ 15：00
心配ごと相談　 16 日（水） 行政相談 16 日（水）
10：00 ～ 15：00 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。

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）

山遊びジュニア体験会
共催／三重県山岳・スポーツクライミング連盟 、菰野町教育委員会
＊と　き　３月 26 日（土）９：00 ～ 15：00 頃
＊内　容　尾高山（菰野町、標高 533 ｍ）で「宝探し（地
　　　　　図読み体験）」、大羽根運動公園サッカー場東
　　　　　側広場でビーコンを使った「宝探し」、B&G　
　　　　　海洋センター内の仮設壁でスポーツクライミ
　　　　　ング体験
＊対　象　小学４～６年生 15 名（先着順）とその保護者
　　　　　等（複数人可）
　※お子様のみの参加も可。ただし、緊急時にすぐに連

　絡がつき、現場に駆け付けられる方の登録が必要です。
＊申込期限　３月４日（金）17：00　
＊参加費　１人 700 円（傷害保険料）
・三重県山岳・スポーツクライミング連盟ホームページ
（http://mie-sangaku.org/）「イベント情報」の「山遊
びジュニア体験会参加者募集」の申し込みフォームか
らお申し込みください。

【申し込み・問い合わせは】
三重県山岳・スポーツクライミング連盟　　原 義和さん
TEL090-1754-5826

【掲載担当】社会教育課　TEL391-1160　FAX391-1195

　
北勢地域若者サポートステーション出張相談所
　若者の就労から職場定着までを、全面的に支援する地
域若者サポートステーション出張相談所を開設します。
＊と　き　２月 16 日（水）10：00 ～ 12：00
＊ところ　農村センター
＊対　象　15 ～ 49 歳までの就労を目指す方（ご家族・
　　　　　関係者も可）
　※新型コロナウイルス感染症の感染対策のため内容を
　　変更する可能性があります。

【予約・問い合わせは】北勢地域若者サポートステーション
TEL059-359-7280　FAX059-359-7281

【掲載担当】観光商工推進室　TEL391-1129　FAX391-1193


