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お し ら せ 版
広 報 こ も の

2022年５月
「募集」「イベント」「おしらせ」など
町からの暮らしに役立つ情報を紹介
します。

No.
867

前半号
４月15日発行

企画情報課

イ
ベント

仲間 To Let's
ディスクゴルフ 2022

編集・発行

　ディスクゴルフは、ボールの代わりにディスクを使っ
てゴールを狙い、競いあう競技です。
▶と　き

▶ところ

▶対　象

▶参加費

▶募集人数
▶持ち物

▶申込期限

５月 15 日（日）８:30 ～ 12:00
８:15 ～受付　※雨天中止
三滝川ディスクゴルフコース　現地集合
※駐車場は、大羽根サッカー場東の三滝川

河川敷をご利用ください。
町内在住または在勤の方、元気アップこもの
スポーツクラブ会員の方
一般　　　高校生以上 330 円　子ども 220 円
クラブ員　高校生以上 220 円　子ども 110 円
60 名
運動できる服装、帽子、飲み物、マスク
※ディスクは貸し出します。
５月６日（金）
※参加希望の方は参加費を持参の上、お申

し込みください。

問 TEL FAX　    元気アップこものスポーツクラブ      　 394-5018
　コミュニティ振興課      391-1160      328-5995FAXTEL掲

申

第１回国際交流事業

～ U
い ろ い ろ な

ncommon P
恐 怖 症

hobias ～イ
ベント

　ALT( 外国語指導助手 ) のレスリーさん、ジェシカさ
んとの楽しい英会話を通して、異国文化と触れ合いま
せんか。気軽にご参加ください。
▶と　き
▶ところ
▶参加費

５月 11 日（水）15:00 ～ 16:00
役場本庁４階　大会議室
無料　※申込不要

※新型コロナウイルス感染症の感染対策として、マス
クの着用をお願いします。

　コミュニティ振興課     391-1160      328-5995TEL FAX問

▶と　き

▶定　員
▶参加費

小梅コース　５月 15 日（日）
大梅コース　６月 19 日（日）
15 名（先着）
5,000 円（昼食代、保険代、現地ガイド代
を含む）

イ
ベント

菰野横山邸園梅狩り＆
お庭見学ツアー

　重
しげ

森
もり

三
み

玲
れい

氏が手掛けた菰野横山邸園内で梅狩りをし、
庭園を鑑賞しながら特製のお弁当を召し上がっていた
だくツアーです（参加は菰野町在住の方限定です）。

◆スケジュール
菰野横山邸園集合（10:00）―梅狩り（約 30 分）―
昼食（約 60 分）―庭園を散策（約 90 分）―解散（14:00）
※梅の生育状況および当日の天候によって庭園の観賞

のみとなる場合があります。

問　    菰野町観光協会 　  394-0050      394-0779
   観光商工推進室      391-1129     391-1193FAXTEL掲

申 TEL FAX

イ
ベント

春季テニス大会

▶と　き

▶ところ
▶対　象
▶参加費

▶申込期限
▶種　目

5 月 15 日（日）8:30 ～
※予備日 5 月 22 日（日）
大羽根テニスコート
中学生以上
一般 800 円／人　中高生 1,000 円／ペア
スポーツ協会加盟者 300 円／人
5 月 6 日（金）
一般男子の部、一般女子の部

イ
ベント

第 17 回
6 人制バレーボール大会

▶と　き
▶ところ
▶参加費
▶申込期限

5 月 22 日（日）9:00 ～
体育センター
2,000 円　※スポーツ協会加盟団体は無料
5 月 13 日（金）

・ 詳細は、事務局までお問合せください。

　　 スポーツ・文化振興会内スポーツ協会事務局
　   394-3930       394-1517
    コミュニティ振興課      391-1160     328-5995
TEL FAX

問
上記共通情報

申

FAXTEL掲   

　５月以降、新型コロナワクチン３回目の接種対象と
なる方が大幅に少なくなることから、保健福祉センター
けやきおよび菰野厚生病院での集団接種は５月 15 日

（日）で終了します。接種をお考えの方は早めの接種を
お勧めします。
　なお、個別医療機関での接種は当分の
間継続しますので、接種を希望される方
は、町ホームページ等を確認の上、各医
療機関へ直接ご予約ください。

問 申　　菰野町新型コロナワクチンコールセンター
     327-5430     327-5607TEL FAX

情報
新型コロナワクチン
集団接種を終了します
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▶と　き
▶ところ
▶対　象
▶内　容

５月 12 日（木）
北部子育て支援センター　プレイルーム
就園前の子どもとその保護者
読み聞かせボランティア「こもりぶサポー
ター」による絵本の読み聞かせと紙芝居

問　北部子育て支援センター     　　 396-0707

おはなし広場イ
ベント

申込不要・参加無料
みんなの運動サロン健康

　運動が苦手な方でも安心して取り組める介護予防運動
を主目的としたサロンです。介護予防運動ボランティア
のお元気サポーターと一緒に介護予防運動を行います。

と　き ところ

5 月 6 日（金）

10:00 ～
　 11:00 

竹永地区コミュニティセンター

5 月 9 日（月） 鵜川原地区コミュニティセンター

5 月 10 日（火） 菰野地区コミュニティセンター

5 月 12 日（木） 朝上地区コミュニティセンター

▶対　象
▶持ち物

運動制限をされていない方
セラバンド、飲み物　▶参加費　無料

・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感染症の感染対策として、しば

らくの間はお住まいの地区以外の運動サロンへの参
加は控えてください。なお、開場は９：45 となります。

問　社会福祉協議会　　  394-1294        394-3422　FAXTEL

申込不要・参加無料
女性のための健康相談

　女性のための助産師、管理栄養士による健康相談です。
▶と　き
▶ところ

5 月 13 日（金）９:30 ～ 11:30
けやき 2 階　健診コーナー

　健康運動指導士が筋力アップ体操や認知症予防体操
などを行います（各回１時間半程度）。

と　き ところ

音羽 ５月６日（金）９:30 ～ 音羽公会所

竹成 ５月 12 日（木）９:30 ～ 竹成区公会堂

永井 ５月 12 日（木）13:30 ～ 永井公会所

菰野第三区 ５月 13 日（金）９:30 ～ 第三区民栄会館

問 TEL FAX　元気アップこものスポーツクラブ　　　 394-5018
　健康福祉課介護高齢福祉係　　 391-1125       394-3423FAXTEL掲

申込不要・参加無料
介護予防運動教室健康

　健康運動指導士による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

下村 ５月６日（金）13:30 ～ 下村公会所

大強原 ５月 11 日（水）13:30 ～ 大強原公会所

問 TEL FAX　元気アップこものスポーツクラブ　　　 394-5018
　健康福祉課健康づくり係       391-1126      394-3423FAXTEL掲

申込不要・参加無料
元気づくり運動教室健康

　各種がん検診等のお申し込みはお済みですか。まだ
の方は早急にお申し込みください。

各種がん検診等
申し込みのご案内健康

▶対　象 平成 5 年３月 31 日以前生まれの男性
平成 14 年４月１日以前生まれの女性

＊受診希望の方は、４月上旬に各世帯に郵送された「検
診予約申込書」に必要事項を記入の上、返送するか
健康福祉課または各地区コミュニティセンターへ提
出してください。

問　健康福祉課健康づくり係       391-1126      394-3423TEL FAX

相談

問　健康福祉課健康づくり係       391-1126      394-3423TEL FAX

TEL FAX

※読み聞かせの本の貸出も行いますので、町図書館の
図書利用カードをお持ちの方はご持参ください。

上記共通情報

▶と　き

▶ところ
▶対　象
▶持ち物

５月 10 日（火）
9:30 ～ 9:45 受付、血圧、体重測定（希

望者のみ）
  9:45 ～ 10:30 マタニティーヨガ
10:30 ～ 11:00 栄養講座・相談
11:00 ～ 12:00 各種相談
北部子育て支援センター　多目的ルーム
妊婦とその家族
母子健康手帳、飲み物

妊婦サロンイ
ベント
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高齢者肺炎球菌ワクチン
定期予防接種健康

・①の対象の方には４月初旬にピンク色の封筒で個別      
　通知しています。
・②の対象の方は予診票をお渡ししますので、事前に
　健康福祉課までお問い合わせください。
※今までに高齢者肺炎球菌ワクチン（23 価ニューモ
　バックス）を一度でも接種された方は対象となりま
　せん。

▶と　き
▶ところ
▶持ち物
▶参加費

５月 11 日（水）13:00 ～ 16:30
B&G 海洋センター　２階
体育館シューズ、飲み物、タオル、マスク
100 円

掲 TEL FAX

問 TEL FAX申　　元気アップこものスポーツクラブ　　　 394-5018
　健康福祉課社会福祉係       391-1123      394-3423

健康
みんなで一緒に！
SS ピンポン体験

問　健康福祉課健康づくり係       391-1126      394-3423TEL FAX

三重県内の医療機関
令和 5 年 3 月 31 日
2,500 円
①令和 5 年４月１日までに 65 歳、70 歳、 

75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、95 歳、
100 歳になる方

②接種当日 60 歳以上 65 歳未満であって心
臓、じん臓、もしくは呼吸器の機能または
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に
障がいを有する方で身体障害者手帳１級に
該当する方またはこれと同程度と医師が判
断した方

▶接種場所
▶接種期限
▶自己負担
▶対　象

　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。

情報
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
▶販売価格

役場本庁 2 階　上下水道課、道の駅菰野
140 円／本（ペットボトル 500ml)
※上下水道課で一度に 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　 上下水道課　　  391-1132       391-1198FAXTEL

▶対　象

▶期　間
　　
▶料　金

昭和 37 年４月２日～昭和 54 年４月１日
生まれの男性
抗体検査　令和５年２月 28 日まで
予防接種　令和５年３月 31 日まで
無料（無料クーポン券が必要です）

健康
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
４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４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。

上記共通情報

問 申　　菰野町青少年育成町民会議事務局 コミュニティ振興課
     391-1160      328-5995TEL FAX

　菰野町青少年育成町民会議では、子どもたちが犯罪
や自然災害に巻き込まれそうになったときなど、緊急
時に駆け込んで避難できる「こどもをまもるいえ」に
登録いただける協力世帯を募集しています。
　登録には、日常的にどなたかが在宅している可能性
が高い家庭で、子どもが助けを求めたときに一時的に
子どもを保護し、警察に 110 番通報ができる世帯（商
店などを含む）が条件となります。

情報
「こどもをまもるいえ」
協力世帯募集

情報
菰野町下水道事業経営戦略（案）の
パブリックコメントについて

　菰野町下水道事業経営戦略とは、下水道事業の経営
環境が厳しさを増す中で、持続可能な事業運営を行う
ことができるようとりまとめる中長期的な計画です。
今回、本計画の見直しにあたり、菰野町下水道事業経
営戦略（案）について以下のとおりパブリックコメン
トを募集します。本計画に対するご意見の提出をお願
いします。
▶公表場所

▶募集期間
▶対　象

役場本庁２階　上下水道課、各地区コミュ
ニティセンター、町ホームページ
４月 28 日（木）～５月 27 日（金）
町内に在住、在勤、在学の方および町内に事
業所を有する方

◆スケジュール
　意見提出用紙を次のいずれかの方法で提出してくだ
さい（口頭、電話での受付はできません）。
①持参　役場本庁２階　上下水道課　庶務係
※各地区コミュニティセンターを経由して提出するこ

ともできます
②電子メール　keyaki@town.komono.mie.jp
③ファクス　　391-1194
④郵送　　　　〒 510-1292 菰野町大字潤田 1250 番地
　　　　　　　菰野町役場　上下水道課　庶務係宛て
※詳細についてはホームページにてお知らせします。

問　 上下水道課　　  391-1132       391-1194FAXTEL



各種相談コーナー Your worries...
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菰野町おしらせカレンダー
Information Calendar in Komono Town月

5 木 子どものための絵本ライブ＆折り紙ラリー

6 金
介護予防運動教室（音羽）
元気づくり運動教室（下村）／一般何でも相談
みんなの運動サロン（竹永地区）

8 日 春季バドミントン大会
日曜野球大会

9 月 みんなの運動サロン（鵜川原地区）

10 火 みんなの運動サロン（菰野地区）
妊婦サロン／法律相談

11 水
元気づくり運動教室（大強原）／心配ごと相談
みんなで一緒に！ SS ピンポン／人権相談
第１回国際交流事業～ Uncommon Phobias ～

12 木
介護予防運動教室（竹成／永井）
みんなの運動サロン（朝上地区）
おはなし広場

13 金 介護予防運動教室（菰野第三区）
女性のための健康相談

15 日
仲間 To Let's ディスクゴルフ 2022
横山邸園梅狩り＆お庭見学ツアー（小梅コース）
春季テニス大会

相談は無料で秘密を厳守します。気軽にご相談く
ださい。

一般相談 専門相談
種別・時間 相談日時 種別・時間 相談日時
一般何でも相談 6 日 人権相談 11 日
10:00 ～ 15:00 10:00 ～ 15:00

心配ごと相談 11 日 法律相談 10 日
【要予約】

10:00 ～ 15:00 ９:30 ～ 15:00
電話福祉相談 毎週月～金 行政相談 なし
８:30 ～ 17:00 10:00 ～ 15:00

５

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
月～金　９:00 ～ 16:00（年末年始、祝日除く）

津地方法務局四日市支局による人権相談

     353-4365       353-4367TEL FAX

     352-0557TEL

月～金　8:30 ～ 17:15（年末年始、祝日除く）

ふれあい相談センター

     394-5294（直通）　　394-3422TEL

▶ところ  けやき１階

※ご相談いただけるのは町内在住の方となります
　日 ､ 祝祭日はお休みです。

軽自動車税５月の納付

FAX

相談無料・要予約・秘密厳守
法律相談相談

　弁護士が相談に応じ、適切なアドバイスをします。
▶と　き
▶ところ

▶内　容

５月 10 日（火）9:30 ～ 15:00
保健福祉センターけやき１階　ふれあい相談
センター
交通事故、不動産売買、借地借家、相続、遺言、
離婚、サラ金、金銭貸借などの民事事件、
刑事事件など全ての法律問題

※予約の受付は、５月６日（金）の 8:30 から電話も
しくは受付窓口にて行います。

※弁護士の判断で相談をお断りする場合があります。
※定員になり次第、締め切らせていただきますのでご
　了承ください。
※当日は町相談員、社会福祉協議会職員が同席します。

問　   ふれあい相談センター　　 394-5294      394-3422     TEL申 FAX

▶と　き

▶ところ

▶対　象
▶定　員

5 月 5 日（木）9:30 ～ 17:00（折り紙ラリー）
                 10:30 ～ 11:00（絵本ライブ）
図書館１階　
カウンターにて受付（折り紙ラリー）　　　
おはなしルーム（絵本ライブ）
小学校低学年以下
先着 30 名（折り紙ラリー）

問　 菰野町図書館　　  391-1400　　 394-4433TEL FAX

　「こどもの読書週間」イベントとして図書館職員によ
る読み聞かせや、チェックポイントをまわって折り紙
を集める折り紙ラリーを開催します。

イ
ベント

子どものための
絵本ライブ＆折り紙ラリー

情報
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
なしを収録した冊子「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

▶販売価格

役場本庁 3 階 企画情報
課、道の駅菰野、各地区
コミュニティセンター
1,500 円／冊

問　企画情報課　　 391-1105       391-1188TEL FAX


