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お し ら せ 版
広 報 こ も の

　元気アップこものスポーツクラブ内 夏祭り実行委員会 
　　　394-5018
　コミュニティ振興課　　391-1160      328-5995

   総務課       391-1100      394-3199

2022年7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.
872

後半号

企画情報課編集・発行

7月1日発行

情報
令和 4 年 10 月１日採用

菰野町職員（保健師）を募集します

▶募集職種
▶受験資格

▶試験日程
▶試験会場
▶試験内容
▶合格発表
▶申込方法

▶申込期間

保健師　　▶募集人数　若干名
・保健師の免許を有する方
・昭和 48 年４月２日以降に生まれた方
・日本国籍を有し、地方公務員法第 16 条に

該当しない方
８月 21 日（日）8:30 ～
役場本庁
専門試験、総合適性検査、面接試験
８月末までに通知
試験申込書（指定用紙、６か月以内に撮影し
た上半身脱帽の写真を貼付）を総務課に提出
７月 11 日（月）～７月 29 日（金）

【試験申込書の請求方法】
　以下のいずれかの方法で試験申込書を請求してください。
①直接役場へ出向く場合

役場本庁３階総務課で請求してください。
②郵送で請求する場合

表面に「職員採用試験申込書希望」と朱書きした封筒に、
返信用封筒（宛先を明記した角形２号に 120 円切手を
貼付）を必ず同封し、総務課に送付してください。

③インターネットを利用する場合
町ホームページ内「職員募集」よりダウンロードして
ください。

問 TEL FAX

イ
ベント

観光列車「つどい」の運行

【①夏祭り列車】
▶行　程

▶募集人数
▶旅行代金
▶募集期間

▶車内イベント

▶実施日

▶申込方法

近鉄名古屋駅 10:06 発→湯の山温泉駅 11:21
着→湯の山温泉散策→近鉄名古屋駅（各自）
※近鉄四日市駅からの乗車も可能です。
60 名
大人 3,000 円　子ども 2,000 円
６月 15 日（水）～各出発日の７日前（Web
申し込みは 14 日前まで）
※定員になり次第締め切ります。
三重県の杉を利用した木製キーホルダーと風
車作り、福引きなどのイベント、菰野町の食
材を使用したホットサンドなどの販売

７月 16 日（土）、17 日（日）、23 日（土）、
30 日（土）、８月６日（土）
近鉄各駅営業所または近鉄ホーム
ページ「おすすめツアー」より申
し込み

【②夕涼み列車】
▶行　程

▶募集人数
▶旅行代金
▶募集期間

▶車内イベント

近鉄名古屋駅（各自）→湯の山温泉散策→湯の
山温泉駅 16:05 発→近鉄名古屋駅 17:23 着
※近鉄四日市駅からは乗車できません。
40 名　※ 20 歳以上の方のみ
3,500 円
６月 15 日（水）～各出発日の 14 日前（Web
申し込みも 14 日前まで）
※定員になり次第締め切ります。
湯の山温泉駅～近鉄名古屋駅間で生ビール飲
み放題、観光協会による特産品やおつまみの
販売

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

TEL FAX

※受験票は、試験申込書受付後に順次送付しますので、
試験日当日に必ず持参してください。

〒 510-1292　菰野町大字潤田 1250 番地
菰野町役場　総務課　職員係

令和４年 10 月１日から勤務いただく正規職員（保健
師）を募集します。

※旅行代金には、近鉄運賃（往復）、観光列車料金（片
道）、イベント料、添乗費および諸税等が含まれます。

【試験申込書請求・提出先】 三滝川燈火まつり＆町民盆踊り大会の
中止について

上記イベントは、新型コロナウイルス感染症拡大防止
の観点から、中止します。

掲

問

FAX

TEL FAX

TEL

情報

【①②共通事項】

上記イベントは、新型コロナウイルス感染症拡大防止
の観点から、中止します。

情報
みずほ寮納涼盆踊り大会の
中止について

　三重郡老人福祉施設組合みずほ寮
　  394-1121 　　394-5868
   健康福祉課介護高齢福祉係 　　394-1125　　 394-3423掲

問

FAXTEL

▶と　き
▶内　容

▶ところ

イ
ベント

申込不要・参加無料

平和祈念の集い
７月 16 日（土）
第１部 10:00 ～ 12:10 映画上映「ひまわり」
第２部 14:00 ～ 16:30 第２回よもやま歴史教室
町民センターホール

※詳しくは、折込チラシをご覧ください。

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

FAX

TEL

TEL
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特定健診実施のおしらせ健康

７月から 11 月末にかけて、特定健診を実施します。
生活習慣病を早期発見し、予防するために年１回の健
診を受けましょう。

    健康福祉課健康づくり係       391-1126       394-3423問 TEL FAX※国保：菰野町国民健康保険に加入の方

▶対　象

▶持ち物

国民健康保険に加入中の 40 歳から 74 歳（昭
和 22 年９月１日～昭和 58 年３月 31 日生
まれ）の方
受診券、質問票、保険証、自己負担金

※受診券は６月下旬に送付しています。指定の医療機
関で受診してください。

※町が委託する受診勧奨コールセンターから、電話で
の受診呼び掛けをする場合がありますので、ご了承く
ださい。

情報
新型コロナワクチン
４回目接種について

※詳しくは、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または町ホームページをご確認ください。

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した。保健
福祉センターけやきおよび菰野厚生病院にて集団接種
を実施しています。

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

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

▶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を送
付します（手続き不要）。
町へ基礎疾患等該当届を提出してください。
3 回目接種日から５か月経過する方から順次
接種券を送付します。

※上記①②のどちらかに該当し、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。

接種の注意
・接種には事前予約が必要です。詳しくは接種券に同封
のお知らせをご覧ください。

・接種会場の混雑を避けるため、予約時間に合わせてお
越しください。

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
７月19日（火）、20日（水）菰野地区コミュニティセンター
７月21日（木）、22日（金） 保健福祉センターけやき

７月 25 日（月） 千種地区コミュニティセンター
７月 26 日（火） 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、タバコは控えてください。
【肺がん・結核検診】
▶持ち物
▶注意点

胸部 X 線検診受診票、受診券、健康手帳
できるだけ脱ぎやすい服装でお越しください。
検査は、襟、ボタン、刺繍、金具等のない薄
手の T シャツなど１枚で受けてください。金
具等のついていない下着を着用しての撮影は
可能です。

【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付

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

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

田口新田 7 月 20 日（水）９:30 ～ 田口新田公会所

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 7 月 19 日（火）13:30 ～ 杉谷公会所
田光 7 月 20 日（水）13:30 ～ 田光公会堂

申込不要・参加無料
元気づくり運動教室健康

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

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

7 月 19 日（火）

10:00 ～
     11:00

（開場9:45）

千種地区コミュニティセンター

7 月 21 日（木） 鵜川原地区コミュニティセンター

7 月 26 日（火） 菰野地区コミュニティセンター

7 月 28 日（木） 朝上地区コミュニティセンター

運動制限がない方　　▶参加費　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、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
▶持ち物

▶と　き
▶ところ
▶内　容
▶対　象
▶定　員
▶持ち物

イ
ベント

在宅介護者のつどい

７月 26 日（火）10:00 ～ 12:00
保健福祉センターけやき　集団検診室
アロマハンドクリーム作り、座談会
ご自宅で介護をされている方
10 名（申込制）　　▶参加費　無料
ハンドタオル

リラックス効果のあるさわやかな香りのアロマハンド
クリームを作ります。日々の介護のお話をする時間もあ
りますので、ほっとひと息つきにお越しください。

   　社会福祉協議会　　394-1294　　394-3422問 TEL FAX

▶申請期間 令和４年７月１日（金）～令和５年１月31日（火）
※事前申請が必要となります。
※予算枠に達し次第、終了となります。

高齢者世帯の住宅改修補助
を行います

町内在住で住民税非課税の 70 歳以上の方のみで構成
された世帯に属する介護認定を受けていない方に、住
宅改修（手すり取り付けなど）費用の補助を行います。

今までに本事業で補助を受けられた方、すでに改修が
終わっている、または始まっているものについては補
助対象となりませんので、ご注意ください。

問 TEL FAX申 

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

7 月 20 日（水）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（お茶等）、帽子

イ
ベント

ぐんぐん広場

▶と　き
▶内　容

▶ところ
▶対　象
▶内　容

7 月 19 日（火）
  9:30 ～ 11:00  随時身体計測、各種相談
10:30 ～ 10:45  お楽しみ会
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、親子ふれあい遊び等

　北部子育て支援センター     　  396-0707問 TEL FAX

　子育て支援センターけやき     　  391-2214

※雨天時は中止します。

問 TEL FAX

▶と　き
▶内　容

▶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

7 月 27 日（水）
  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

※動きやすい服装でお越しください。
　　 元気アップこものスポーツクラブ          394-5018
   健康福祉課社会福祉係       391-1123      394-3423掲
問

▶と　き
▶ところ
▶持ち物

FAX

TEL FAX申

7 月 23 日（土）13:00 ～ 16:30
B&G 海洋センター２階　 ▶参加費　100 円
体育館シューズ、飲み物、タオル、マスク

TEL

健康
みんなで一緒に！
SS ピンポン体験

後期高齢者健診の
お知らせ健康

７月から 11 月末にかけて後期高齢者健診を実施しま
す。この機会にぜひ受診しましょう。
▶対　象

▶持ち物

後期高齢者医療制度に加入の方
（令和４年８月 31 日までに資格取得される方）
受診券、保険証、質問票

※自己負担金は無料です。
※昭和 22 年５月～７月生まれの方は８月下旬に、昭

和 22 年８月生まれの方は９月下旬に、それ以外の方
は６月下旬に受診券が送付されます。

　三重県後期高齢者医療広域連合
TEL 059-221-6884  FAX 059-221-6881
   健康福祉課介護高齢福祉係       394-1125       394-3423掲

問

FAXTEL

上記共通情報
申 



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

　　 図書館      391-1400　　394-4433

16 土 平和祈念の集い／普通救命講習会

18 月 マリンスポーツ体験会

19 火
みんなの運動サロン（千種地区）
元気づくり運動教室（杉谷）
各種がん検診／ぐんぐん広場

20 水

元気づくり運動教室（田光）
介護予防運動教室（田口新田）
どろんこ遊びをしよう／各種がん検診
心配ごと相談／人権相談／行政相談

21 木 みんなの運動サロン（鵜川原地区）
各種がん検診

22 金 各種がん検診

23 土 マリンスポーツ体験会／ SS ピンポン体験

25 月 ベビーマッサージ体験＆産後のリフレッシュ体操
各種がん検診

26 火 みんなの運動サロン（菰野地区）
在宅介護のつどい／各種がん検診

27 水 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

28 木 みんなの運動サロン（朝上地区）

29 金 絵本のカバーでペーパーバックを作ろう

31 日 求ム！図書館探検隊員／マリンスポーツ体験会

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 なし 法律相談（要予約）なし
10:00 ～ 15:00 ９:30 ～ 15:00
心配ごと相談 20 日、27 日 人権相談 20 日、27 日
10:00 ～ 15:00 10:00 ～ 15:00
電話福祉相談 毎週月～金 行政相談 20 日
８:30 ～ 17:00 10:00 ～ 15:00

7

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。

国民健康保険税 1 期、固定資産税 2 期、
下水道受益者負担金 1 期7 月の納付

FAX

▶と　き
▶ところ
▶対　象
▶定　員
▶申込期間

７月 29 日（金）10:00 ～ 11:30
図書館２階　催事室
町内小学４年生以上
10 名（先着順）
７月 16 日（土）～ 27 日（水）

TEL FAX

イ
ベント

絵本のカバーでペーパー
バックを作ろう！

問 申

図書ボランティア「こもりぶサポーター」と絵本のカ
バーでペーパーバックを一緒に作りませんか。

※必ず予約をしてください。
※保健師によるこころの健康相談は随時承ります。

▶と　き
▶ところ
▶対　象

▶定　員
▶申込期間
▶持ち物

８月３日（水）10:00 ～ 11:30
図書館２階　催事室
町内小学１年生～６年生

（３年生以下は保護者同伴）
10 名（先着順）
７月 16 日（土）～ 31 日（日）
工作に使う材料、作品を持ち帰る袋

イ
ベント

夏休みわくわく工作

自宅にあるラップの芯や牛乳パックなどを持ち寄っ
て、自分の好きなものを作りませんか。

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

問

▶と　き
▶ところ
▶申込期限

FAX

申

7 月 27 日（水）13:30 ～ 15:30
三重県桑名庁舎（桑名保健所）
7 月 20 日（水）15:00

TEL

精神科医師による
精神保健福祉相談（予約制）相談

　　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 申

FAXTEL掲   

▶と　き
▶ところ
▶参加対象

▶申込期限

イ
ベント

第 38 回町民水泳大会

8 月 7 日（日）9:00 ～
B&G 海洋センタープール
小学２年生以上で、町内在住、在勤、在学、
在クラブの 4 ～ 6 人で構成するチーム（子
どもと大人の混合も可）
7 月 22 日（金）

※子どもから大人まで楽しめる種目を用意しています。
詳しくは、お問い合わせ下さい。

※道具は図書館で用意します。

※材料、道具は図書館で用意します。

上記共通情報


