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お し ら せ 版
広 報 こ も の

2022年6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.
870

後半号

企画情報課編集・発行

6月1日発行

▶と　き

▶ところ
▶入場料

▶休館日

イ
ベント

B&G海洋センタープール
オープン

６月 26 日（日）～８月 31 日（水）
9:00 ～ 22:00（休憩時間有り）
B&G 海洋センター
一般 200 円、小学生～高校生 100 円

（夜間は一般 300 円、小学生～高校生 150 円）
月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）

※ラッシュガード着用可能
※小学校３年生以下は保護者（水着着用）の同伴をお

願いします。
※混雑状況により、人数を制限する場合があります。

暑い日が続きますが、親子や友達で B&G 海洋セン
タープールを楽しんでください。

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

▶演　題

▶と　き
▶ところ
▶受講料
▶講　師

▶司　会

イ
ベント

第１回よもやま歴史教室

シベリア抑留体験を語る～帰還空しく、再び
奪い取られた青春の歳月～
６月 25 日（土）13:00 ～ 16:00
町民センターホール
200 円（受付時徴収）※高校生以下無料
大釈 敏夫 氏　中村 亥之助 氏
サクソフォン奏者　一尾 郁美 氏
田村 真貴子 氏

※申し込みは不要です。
※詳しくは折込チラシをご覧ください。

▶と　き
▶ところ

イ
ベント

演芸フェスティバル2022

６月 19 日（日）13:30 開演（13:00 開場）
町民センター　ホール　　▶入場料　無料

民話語りや落語、演劇、朗読劇を発表します。どんな
お話が飛び出すか。当日ライブ配信も同時に開催しま
すので、そちらでもお楽しみください。

　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
問 FAXTEL

掲 TEL FAX

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

情報
児童手当を受給中の方へ

菰野町で児童手当を受給されている方には毎年６月
中旬に現況届を郵送していましたが、今年度から公簿
等で確認可能な方は現況届の提出が省略可となります。
現況届の提出が必要な一部の方には、現況届を郵送い
たしますので、お手元に届きましたら必要事項を記入
の上、６月 30 日（木）までに提出してください。

現況届の提出が必要な方で、提出がない場合は、６月
分以降の手当を受給できませんのでご注意ください。

　子ども家庭課子ども政策係       391-1124      394-3423問 FAXTEL

情報
新型コロナワクチン
４回目接種について

※対象となる基礎疾患等や手続き方法の詳細は、各戸
配布の新型コロナウイルス感染症対策リーフレット⑬

「基礎疾患等のある方の接種券発行申請について」ま
たは町ホームページをご確認ください。

※上記①②に該当し、他市町村で３回目接種後に菰野
町へ転入された方はご連絡ください。

接種券の送付について

新型コロナワクチン４回目接種が始まります。

   新型コロナウイルス予防接種対策室　   327-5431　   327-5607問 TEL FAX

ウクライナでは各地で激化した戦闘により、インフラ
被害や死傷者が発生しており、多くの人々が周辺国へ
避難している状況です。そこで、国際赤十字・赤新月
社連盟、赤十字国際委員会、各国赤十字社が実施する
ウクライナ国内および周辺国への救援活動を支援する
ため、救援金受付を行っています。ご協力お願いします。

情報
「ウクライナ人道危機救援金」の
受付について

▶受付期間
▶受付口座

３月２日（水）～９月 30 日（金）
ゆうちょ銀行
口座番号　00110-2-5606
口座名義　「日本赤十字社（ニホンセキジュ   

ウジシャ）」

3 回目接種から 5 か月を経過した
① 60 歳以上の方
② 18 歳以上 60 歳未満の基礎疾患等のある方

※振替用紙の通信欄に「ウクライナ人道危機」とご記
入ください。

※ゆうちょ銀行、郵便局窓口での取り扱いの場合、振
替手数料は免除されます。

※受領証の発行を希望される場合は、通信欄に「受領
証希望」と明記してください。

※役場本庁１階健康福祉課窓口、保健福祉センターけ
やき１階正面玄関付近に募金箱を設置しています。

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

▶対象者

上記①の方

上記②の方

３回目接種日から５か月経過後に接種券一体
型予診票を送付します。
町へ基礎疾患等該当届を提出してください。
受付後に 3 回目接種日から５か月経過する方
から順次接種券一体型予診票を送付します。
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　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
問 TEL FAX

FAXTEL掲

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
宿野 6 月 16 日（木） 13:30 ～ 宿野公会所
谷 6 月 22 日（水）９:30 ～ 谷公会所

池底 6 月 23 日（木） ９:30 ～ 池底集落センター
菰野第二区 6 月 23 日（木）13:30 ～ 菰野第二区公民館

奥郷 6 月 24 日（金）９:30 ～ 奥郷構造改善センター

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 6 月 21 日（火）13:30 ～ 杉谷公会所

潤田 6 月 24 日（金）13:30 ～ 潤田集落センター

吉沢 6 月 28 日（火）13:30 ～ 吉沢集落センター

申込不要・参加無料
元気づくり運動教室健康

健康
胃がん（集団）、肺がん、
結核、大腸がん検診

▶受付時間
▶対　象

8:30 ～ 11:00
町内在住の 30 歳以上の方（平成４年４月１
日以前生まれ）

と　き ところ
６月16日（木）、20日（月）鵜川原地区コミュニティセンター
６月23日（木）、24日（金）竹永地区コミュニティセンター

６月 27 日（月） 朝上地区コミュニティセンター

【胃がん（集団）検診】
▶持ち物
▶注意点

胃がん検診受診票、受診券、健康手帳
①検査前日の 22:00 以降検査終了まで食事

はしないでください。
②検査当日は、お茶、コーヒー、牛乳等の摂

取は避けてください（検査開始２時間前ま
では 200ml 以内の水または白湯であれば
摂取可）。

③検査当日は、タバコは控えてください。

【肺がん・結核検診】
▶持ち物 胸部 X 線検診受診票、受診券、健康手帳

【大腸がん検診】
▶持ち物 検便容器（２日分）、大腸がん検診受診票、

受診券、健康手帳
※検便容器は、申込時に健康福祉課で配布

します。

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

健康
子宮頸がん集団検診、
骨粗しょう症検診

▶と　き

▶ところ
▶受付時間

６月 20 日（月）、22 日（水）、24 日（金）、
27 日 ( 月 )、29 日（水）
三重北医療センター　菰野厚生病院
前半　13:20 ～ 13:50
後半　13:50 ～ 14:20

【子宮頸がん（集団）検診】
▶対　象

▶持ち物

町内在住の 20 歳以上の女性（平成 14 年４
月１日以前生まれ）
記録票、受診券（もしくは無料クーポン券）、
健康手帳

子宮頸がん集団検診と骨粗しょう症検診は同じ日時、
場所で実施します。

【骨粗しょう症検診】
▶対　象

▶持ち物

町内在住の 30 歳以上の女性（平成 4 年４月
１日以前生まれ）
※令和 2、3 年度に受診された方は受診でき

ません。
問診票、受診券、健康手帳

≪各検診共通事項≫
・各種検診料金は検診料金表で確認してください（生活

保護世帯の方は無料です）。
・健康手帳をお持ちでない方には当日交付します。
・検診日は、混雑が予想されますので、できる限り個人

通知指定日の受診をお願いします。
・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。

　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

検診料金表
課税世帯

非課税
世帯69 歳まで 70 歳

以上国保以外 国保※

胃がん（集団） 1,400 円 500 円 200 円
肺がん、結核 X
線検査 無料 無料 無料

肺がん（喀痰）
検査 700 円 500 円 200 円

大腸がん 900 円 500 円 200 円

検診料金表
課税世帯

非課税
世帯69 歳まで 70 歳

以上国保以外 国保※

子宮頸がん（集団）1,500 円 500 円 200 円

骨粗しょう症 1,000 円 1,000 円 1,000 円

※国保：国民健康保険加入の方
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　社会福祉協議会　　  394-1294         394-3422

        健康福祉課介護高齢福祉係       391-1125       394-3423FAXTEL問

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

6 月 17 日（金）

10:00 ～
     11:00

（開場9:45）

竹永地区コミュニティセンター

6 月 21 日（火） 千種地区コミュニティセンター

6 月 23 日（木） 朝上地区コミュニティセンター

6 月 28 日（火） 菰野地区コミュニティセンター

6 月 30 日（木） 鵜川原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

イ
ベント

パパママ教室

６月 28 日（火）13:30 ～ 15:30
保健福祉センターけやき２階　健診コーナー
妊婦とその家族
沐浴実習、妊娠中の歯の話

問 FAXTEL

にこにこアップ教室
参加者募集	健康

認知症予防のための講話や、脳の活性化に役立つレク
リエーション、回想法、運動実習などを行います。
▶と　き

▶ところ

▶対　象

▶定　員
▶参加費
▶申込期限
▶持ち物

７月５日（火）～８月 24 日（水）
火曜日または水曜日（全８回）９:45 ～ 11:15
菰野地区コミュニティセンター　ホールまた
は会議室
介護認定を受けていない 65 歳以上の方（今
までに参加したことがある方を除く）
15 名（先着順）
無料
６月 20 日（月）～６月 24 日（金）
不織布マスク、飲み物（お茶など）、タオル、
筆記用具、メガネ（読み書きに必要な方）

※申込受付後に日程表などの必要書類を送付します。

▶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

６月 28 日（火）
  9:30 ～ 11:30   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

の良い時間帯にお越しください。
保健福祉センターけやき２階　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

　子ども家庭課子育て支援係       391-1124      394-3423問 FAXTEL
上記共通情報

※動きやすい服装でお越しください。

▶と　き

▶ところ
▶対　象
▶内　容

イ
ベント

ぐんぐん広場

6 月 17 日（金）
  9:30 ～ 11:00  随時身体計測、各種相談
10:30 ～ 10:45  お楽しみ会
保健福祉センターけやき２階 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、親子ふれあい遊びなど

　子育て支援センターけやき           391-2214問 TEL FAX

申

情報
子育て支援センター
土曜日の母子健康手帳交付について

平日の妊娠届の提出が難しい方は、けやきと北部の子
育て支援センターで、土曜日に母子健康手帳を交付し
ていますので、ご利用ください。

　子ども家庭課子育て支援係       391-1124      394-3423
　 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

問 FAXTEL

TEL FAX

TEL FAX

▶交付時間 10:00 ～ 15:00

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

献血のお知らせ健康

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、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、全て献血で賄わ
れています。輸血を待つ人のために、400ml 献血にご
協力をお願いします。
▶と　き
▶ところ

６月 17 日（金）10:00 ～ 12:30、14:00 ～ 16:00
役場本庁　１階ロビー
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菰野町おしらせカレンダー
Information Calendar in Komono Town月

   北部子育て支援センター    　　396-0707
   社会福祉協議会       394-1294        394-3422

16 木 各種がん検診（鵜川原地区）／介護予防運動教室（宿野）

17 金 献血／一般何でも相談
みんなの運動サロン（竹永地区）／ぐんぐん広場

18 土 ファミサポ相談・登録会

19 日 横山庭園梅狩り＆お庭見学ツアー（大梅コース）
普通救命講習会／演芸フェスティバル 2022

20 月 各種がん検診（鵜川原地区）
子宮頸がん、骨粗しょう症検診

21 火 元気づくり運動教室（杉谷）
みんなの運動サロン（千種地区）

22 水 子宮頸がん、骨粗しょう症検診／心配ごと相談
介護予防運動教室（谷）／人権相談

23 木 各種がん検診（竹永地区）／みんなの運動サロン（朝上地区）
介護予防運動教室（池底、菰野第二区）

24 金
各種がん検診（竹永地区）／元気づくり運動教室（潤田）
子宮頸がん、骨粗しょう症検診
介護予防運動教室（奥郷）

25 土 よもやま歴史教室／みんなで一緒に！ SS ピンポン

27 月 各種がん検診（朝上地区）／子育て講座
子宮頸がん、骨粗しょう症検診

28 火
元気づくり運動教室（吉沢）／パパママ教室
みんなの運動サロン（菰野地区）
赤ちゃんと産後ママのほっとサロン

29 水 子宮頸がん、骨粗しょう症検診
心配ごと相談／人権相談

30 木 どろんこ遊びをしよう
みんなの運動サロン（鵜川原地区）

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 17 日 法律相談 なし
10:00 ～ 15:00 ９:30 ～ 15:00
心配ごと相談 22 日、29 日 人権相談 22 日、29 日
10:00 ～ 15:00 10:00 ～ 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
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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。

町県民税１期６月の納付

FAX

情報
男女共同参画週間について

毎年 6 月 23 日から 29 日までの 1 週間、「男女共同
参画週間」を実施しています。男性と女性が、職場で、
学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発
揮できる「男女共同参画社会」を実現するためには、
国民の皆さん一人ひとりの取り組みが必要です。男女
のパートナーシップについて、この機会に
考えてみませんか。

詳しくは 内閣府男女共同参画局のホーム
ページをご確認ください。

　企画情報課　　 391-1105      391-1188問

問

FAXTEL

　　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掲
問

▶と　き
▶ところ
▶持ち物

▶参加費

FAX

TEL FAX申

6 月 25 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（お茶など）、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

▶と　き
▶ところ
▶対　象

▶内　容

イ
ベント

子育て講座
トイレトレーニングについて②

6 月 27 日（月）10:00 ～ 10:45
北部子育て支援センター　多目的ルーム
平成 31 年４月２日～令和 2 年 4 月 1 日生
まれの子どもとその保護者
トイレトレーニングに必要な物などの説明

　北部子育て支援センター     　　396-0707問 TEL FAX
上記共通情報

▶と　き
▶ところ
▶対　象
▶持ち物

イ
ベント

どろんこ遊びをしよう

6 月 30 日（木）10:00 ～ 11:30
北部子育て支援センター　砂場
就園前の子どもとその保護者
着替え、タオル、飲み物 ( お茶など )、帽子

※雨天の場合は中止します。

▶と　き
▶ところ

ファミサポ相談・登録会

6 月 18 日（土）10:00 ～ 11:30
北部子育て支援センター

TEL FAX

相談

FAXTEL

ファミリーサポートセンターのスタッフ、サポート会
員に利用方法等の相談ができ、その場で依頼会員の登
録もできます。


