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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.
868

後半号
5月１日発行

企画情報課編集・発行

イ
ベント

春季ソフトテニス大会

▶と　き

▶ところ
▶申込期限
▶参加費

▶種　目

中学生の部   6 月 4 日（土）
                 ※予備日 6 月 11 日（土）
一 般 の 部   6 月 5 日（日）
                 ※予備日 6 月 12 日（日）
大羽根テニスコート
5 月 23 日（月）
中学生の部    300 円 / 人
一 般 の 部 1,000 円 / 人（スポーツ協会加

盟員は 500 円 / 人）
一般男女の部、中学男女の部

イ
ベント

第15回春季
トリムバレーボール大会

▶と　き
▶ところ
▶申込期限
▶参加費

6 月 12 日（日）9:00 ～
体育センター、B&G 海洋センター
5 月 20 日（金）
3,000 円（スポーツ協会加盟団体は無料）

※詳細は、事務局までお問合せください。
上記共通情報

　　 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

FAX

FAXTEL

TEL

問 申

掲   

情報
木造住宅無料耐震診断を
実施します

町では自分の家の耐震性を知り、災害に備えてもら
うため、木造住宅の無料耐震診断を行っています。

大地震による家屋の倒壊から身を守るためにも、住
まいの耐震性を確認しましょう。
▶対象住宅

▶募集件数
▶申込期限

下記の全てを満たす住宅
①昭和 56 年５月 31 日以前に着工された木

造住宅
②階数が３階以下のもの
③木造の在来工法の住宅（在来軸組工法、伝

統的構造、枠組壁工法）
20 件（先着順）
５月 16 日（月）～５月 31 日（火）

・ 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、ツー・バイ・フォー工法、 
丸太組工法、プレハブ工法などの住宅は対象外です。

・ 昭和 56 年６月１日以降に増築された部分は、既存            
建物と構造が一体の場合は建物全体にて判断します。

・ 診断申込は町ホームページに掲載されている申込書
をダウンロードしていただくか、都市整備課まちづ
くり推進室または各地区コミュニティセンターに            
ある申込書に必要事項を記入し、建築年が確認でき
る書類（建築確認申請等）、住宅の間取り図を添えて  
提出してください（郵送も可）。

情報

木造住宅耐震無料診断を受けた住宅対象
耐震補強工事と
耐震補強設計の一部助成

これまでに上記の木造住宅無料耐震診断を受けた方
は、下記の要件を満たした場合、耐震補強工事等の補
助を受けることができます。詳細は工事を着工する前
にお問い合わせください。
▶対象住宅
▶対象工事

木造住宅無料耐震診断を受けた住宅
耐震診断の結果が「倒壊する可能性が高い住
宅」を「一応倒壊しない住宅」にする補強工事

・ 補強工事と同時に実施するリフォーム工事費用や除
却工事費用の一部を助成する制度もあります。

　　 都市整備課まちづくり推進室
　  391-1141       394-1192FAX

上記共通情報

TEL

問 申

イ
ベント

第26回鈴鹿山麓
菰野町俳句大会応募句募集

鈴鹿山麓菰野町俳句大会の応募句を募集します。皆
さんの投句をお待ちしています。

※応募句以外にも当日句もございます。

当季雑詠　３句１組（未発表のもの）
1 組 1,000 円
5 月 31 日（火）必着
町民センター 1 階　スポーツ・文化振興会
7 月 9 日（土）
特選句 11 名　高点句 10 名

▶応募句
▶投句料
▶締　切
▶投句先

▶表　彰

掲
問　　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

▶と　き
▶ところ
▶持ち物
▶参加費

FAX

TEL FAX申

５月 28 日（土）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

TEL

健康
みんなで一緒に！
SSピンポン体験

　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。

　　 スポーツ・文化振興会
　  394-3930       394-1517
   コミュニティ振興課      391-1160     328-5995

FAX

FAXTEL

TEL

問 申

掲   
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イ
ベント

ベビーマッサージ体験＆
産後のリフレッシュ体操

▶と　き
▶ところ
▶内　容

▶対　象

▶定　員

▶参加費
▶持ち物

５月 30 日（月）10:00 ～ 11:30
保健福祉センターけやき　健診コーナー

「ベビーマッサージ」
希望者は保健師による身体測定、育児相談
首すわりからまだハイハイをしていない赤
ちゃんとその保護者
※前回までに体験された方はご遠慮ください。
親子 10 組（先着）
５月 16 日（月）から申込受付開始
無料
大きめのバスタオル１枚、タオル３枚、ティッ
シュ、保護者のエプロン、母子手帳、おむつ
替え防水シート（お持ちの方）

※赤ちゃんの空腹をさけてください。
※保護者の方は動きやすい服装でお越しください。

親子の絆を深めるスキンシップの一つの方法として
「ベビーマッサージ」を体験してみませんか。

上記共通情報

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

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 17 日（火）

10:00 ～
　 11:00 

（開場9:45）

千種地区コミュニティセンター
5 月 19 日（木） 鵜川原地区コミュニティセンター
5 月 20 日（金） 竹永地区コミュニティセンター
5 月 24 日（火） 菰野地区コミュニティセンター
5 月 26 日（木） 朝上地区コミュニティセンター
5 月 31 日（火） 千種地区コミュニティセンター

運動制限をされていない方
無料
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。

▶対　象
▶参加費
▶持ち物

▶と　き
▶ところ
▶対　象
▶内　容

▶持ち物

イ
ベント

こもっこ広場

５月 18 日（水）9:30 ～ 10:30
保健福祉センターけやき　健診コーナー
生後７か月から 11 か月の親子
歯科衛生士の歯みがき指導、月齢に合わせた
遊び、身体計測、栄養相談、育児相談
母子健康手帳、ガーゼハンカチ、歯ブラシ

（使っている人）

▶と　き
▶ところ
▶対　象
▶内　容
▶持ち物

イ
ベント

親子で歯みがきタイムを
しましょう

5 月 18 日（水）10:45 ～ 11:30
保健福祉センターけやき　健診コーナー
就学前の子どもとその保護者
歯科衛生士による子どもの歯みがき指導
歯ブラシ、タオル、コップ

▶と　き

▶ところ
▶対　象
▶内　容
▶持ち物

イ
ベント

赤ちゃんと産後ママの
ほっとサロン

５月 25 日（水）
 9:30 ～ 11:30　身体計測、各種相談（助

産師・保健師）
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。

保健福祉センターけやき　健診コーナー
生後６か月までの子どもとその保護者
身体計測、体操、各種相談
母子健康手帳、飲み物、バスタオルまたはお
くるみ（計測時に使用）

問　　子ども家庭課      391-1124      394-3423TEL FAX

上記共通情報

▶と　き
▶ところ
▶内　容

ファミサポ相談・登録会

5 月 21 日（土）10:00 ～ 11:30
北部子育て支援センター
ファミリーサポートセンターのスタッフ、サ
ポート会員が参加します。ファミサポの利用
方法等の相談ができ、その場で依頼会員の登
録も実施します。

相談

▶と　き

▶ところ
▶対　象
▶内　容
▶持ち物

イ
ベント

すくすく広場

5 月 17 日（火）
 9:30 ～ 11:00  随時身体計測、育児相談、

栄養相談
11:00 ～ 11:20  お楽しみ会
北部子育て支援センター
就園前の子どもとその保護者
身体計測、手遊び、紙芝居など
バスタオル・母子健康手帳（計測時に使用）

　北部子育て支援センター     　　 396-0707問 TEL FAX

申
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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）。

地区 と　き ところ

田口新田 ５月 18 日（水） ９:30 ～ 田口新田公会所

宿野 ５月 19 日（木）13:30 ～ 宿野公会所

谷 ５月 25 日（水） ９:30 ～ 谷公会所

池底 ５月 26 日（木） ９:30 ～ 池底集落センター

菰野第二区 ５月 26 日（木）13:30 ～ 菰野第二区公民館

奥郷 ５月 27 日（金） ９:30 ～ 奥郷構造改善センター

　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       394-3423

TEL FAX

FAXTEL掲
問

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）。
地区 と　き ところ

杉谷 ５月 17 日（火）13:30 ～ 杉谷公会所

田光 ５月 18 日（水）13:30 ～ 田光公会堂

吉沢 ５月 24 日（火）13:30 ～ 吉沢集落センター

潤田 ５月 27 日（金）13:30 ～ 潤田集落センター

　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      394-3423
問 TEL FAX

FAXTEL掲

申込不要・参加無料
元気づくり運動教室健康

健康

花や景色を楽しめる町内のウォーキングコースを掲
載した「こもの歩きパスポート②（朝上・竹永地区）」
が 6 年ぶりに新しくなりました。パスポート片手に自
然あふれる町内を歩いてみませんか。

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

情報
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年度分の住民税均等割が非課税の対象と見込
まれる世帯に対し、２月 18 日に支給要件確認書等を
発送しており、1 世帯当たり 10 万円を給付しています。
受給には支給要件確認書の提出が必要です。期日を過
ぎると受給することができません。提出がお済みでな
い方は、お早めに提出をお願いします。
▶提出先
▶提出期限
▶対　象

役場本庁３階　総務課
５月 17 日（火）
令和３年 12 月 10 日時点で菰野町に住民登
録がある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

のみからなる世帯は支給されません。

※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 申　　総務課　　 391-1100　　394-3199FAX

▶注意事項 詳細や必要書類等は、QR コード
から町ホームページをご確認くだ
さい。

TEL

　子育て支援センター      391-2214　　394-3423

イ
ベント

ぐんぐん広場

５月 31 日（火）
9:30 ～ 11:00　随時身体計測、育児相談、

栄養相談
10:30 ～ 10:45　お楽しみ会
保健福祉センターけやき
　健診コーナー（0 歳～ 1 歳半までの子ども）
　プレイルーム（1 歳半以上の子ども）
就園前の子どもとその保護者
身体計測、手遊び、紙芝居など
バスタオル・母子健康手帳（計測時に使用）

▶と　き

▶ところ

▶対　象
▶内　容
▶持ち物

問 TEL FAX

のりあいタクシーを
ご利用ください

　のりあいタクシーは、町内各地に設置された乗降場
所から乗降場所まで移動することができる公共交通で
す。乗車するためには、事前に予約が必要で、電話予
約と Web 予約があります。皆さんの予定に合わせて
乗車できますので、町内の買い物や通院などのお出か
けに、ぜひご利用ください。
　総務課、各地区コミュニティセンターでリーフレッ
トを配付しています。詳しくは下記へお問い合わせく
ださい。

TEL FAX問　安全安心対策室      391-1102       394-3199
　有限会社尾高      396-1060      396-2061TEL FAX

情報

役場本庁１階健康福祉課、各地区コミュニティ
センター、元気アップこものスポーツクラブ

▶配布場所

こもの歩きパスポート②が
新しくなりました
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菰野町おしらせカレンダー
Information Calendar in Komono Town月

　　健康福祉課社会福祉係
     391-1123     394-3423
　　 keyaki@town.komono.mie.jp

　役場などで手続きを行う際や病院を受診する際など、
聴覚等に障がいのある方が手話通訳または要約筆記を
必要とする場合、手話通訳者または要約筆記奉仕員を
派遣します。ご不明な点は下記の問い合わせ先にご連
絡ください。
▶対　象

▶派遣内容

聴覚障がい、音声・言語機能障がいで身体障
害者手帳をお持ちの方
・生活に関すること（役場など公的機関での

相談や手続きなど）
・医療に関すること（病院での診察、検査、

健康診断など）
・その他（就職面接、運転免許証の更新手続

きなど）

申
TEL FAX

E-mail

手話通訳者・要約筆記
奉仕員の派遣相談

17 火 元気づくり運動教室（杉谷）／すくすく広場
みんなの運動サロン（千種地区）

18 水

介護予防運動教室（田口新田）
元気づくり運動教室（田光）／こもっこ広場
親子で歯みがきタイムをしましょう
心配ごと相談／人権相談／行政相談

19 木 みんなの運動サロン（鵜川原地区）
介護予防運動教室（宿野） 

20 金 みんなの運動サロン（竹永地区）／一般何でも相談

21 土 ファミサポ相談・登録会

22 日 第 17 回 6 人制バレーボール大会

24 火 みんなの運動サロン（菰野地区）
元気づくり運動教室（吉沢）

25 水
介護予防運動教室（谷）
赤ちゃんと産後ママのほっとサロン
心配ごと相談／人権相談

26 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）

27 金 介護予防運動教室（奥郷）
元気づくり運動教室（潤田）

28 土 みんなで一緒に！ SS ピンポン

30 月 ベビーマッサージ体験＆産後のリフレッシュ体操

31 火 ぐんぐん広場／みんなの運動サロン（千種地区）

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 20 日 人権相談 18 日、25 日
10:00 ～ 15:00 10:00 ～ 15:00
心配ごと相談 18 日、25 日 法律相談 なし
10:00 ～ 15:00 ９:30 ～ 15:00
電話福祉相談 毎週月～金 行政相談 18 日
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
　土日 ､ 祝祭日はお休みです。

軽自動車税５月の納付

FAX

　　 桑名保健所地域保健課
　　0594-24-3620 　 0594-24-3692
   健康福祉課健康づくり係       391-1126      394-3423

精神科医師による
精神保健福祉相談

▶と　き
▶ところ
▶申込期限

５月 26 日（木）13:30 ～ 15:30
三重県桑名庁舎（桑名保健所）
５月 19 日（木）15:00

相談

※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、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。

掲
TEL FAX

問 申

問

　　北勢地域若者サポートステーション
　  059-359-7280　　059-359-7281
　観光商工推進室　   391-1129      391-1193

　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。もし、皆さんの近くに悩んでいる方がいたら、「北
勢地域若者サポートステーション（ほくサポ）」への相
談を勧めてみてはいかがでしょうか。

北勢地域若者サポート
ステーション出張相談所

▶と　き
▶ところ
▶対　象

5 月 18 日（水）10:00 ～ 12:00
農村センター
15 歳から 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影響により、出張相談
の会場が変更となる場合があります。
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