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お し ら せ 版
広 報 こ も の

　近畿日本鉄道㈱　名古屋イベント係　　 
059-354-7007
営業時間９:10 ～ 18:00（土・日・祝を除く）

   観光産業課観光商工推進室      391-1129 　  391-1193

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

2022年8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.
873

前半号

企画情報課編集・発行

7月15日発行

第 16 回美し国三重市町対抗駅伝
町代表候補選手募集

▶対　象
▶申込方法
▶申込期限

【練習会】
▶と　き

▶ところ

小学５年生以上
コミュニティ振興課へ直接申し込み
11 月 11 日（金）

８月～ 10 月（月２回土曜日）
11 月～（週１回土曜日）
菰野西競技場（B&G 海洋センター西側）など

※練習計画は、申し込み時または申し込み後にお渡し
します。

イ
ベント

鉄道ロゲイニング ㏌ 菰野町

ロゲイニングとは、チェックポイントを制限時間内に
訪れ、得点の一番多いチームが勝利する競技です。ウォー
キング、ランニングだけではなく、鉄道やバスなどの公
共交通機関を利用し、効率よくチェックポイントを回る
ことが高得点のカギとなります。
▶と　き
▶ところ

▶競技時間
▶クラス

▶参加人数

▶参加費

▶実施エリア
▶申込方法

８月 11 日（木・祝）10:00 ～
御在所ロープウエイ湯の山温泉駅（ロープウ
エイ乗り場前）
５時間（10:00 ～ 15:00 頃）
一般クラス、ファミリークラス（小学生以下
の子どもがいるチーム）
１チームあたり２～６名
※１名での参加不可
１名につき 1,000 円
※乳幼児無料、当日現金払い
菰野町内、近鉄湯の山線沿線など
近鉄ホームページより申し込み

問

FAXTEL掲

TEL

令和５年２月 19 日（日）開催予定の「第 16 回美し
国三重市町対抗駅伝大会」に町代表選手として出場す
るメンバーを募集し、練習会を行います。

夢コンサート ㏌ こもの
2022

問

FAX

TEL

イ
ベント

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

イ
ベント

▶と　き
▶ところ
▶入場料

８月７日（日）13:30 開演（15:00 終了予定）
町民センターホール
無料

TEL

　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　　328-5995掲

終戦記念日イベント 
ラジオ体操

問
FAXTEL

イ
ベント

▶と　き
▶内　容

▶ところ

８月 15 日（月）
６:00 ～　受付
６:30 ～　黙とう
６:35 ～　ラジオ体操
菰野西競技場（B&G 海洋センター西側）

「平和」と「健康」に感謝し、「ラジオ体操」をしましょう。

※体調に不安のある方は、参加をご遠慮ください。
※天候等の影響により中止する場合は、町ホームペー

ジでご案内します。

FAX

      消防署 　　394-3239 　 394-5766問 TEL申 FAX

▶と　き
▶ところ
▶申込期限
▶講習内容

８月 21 日（日）９:00 ～ 12:00
菰野地区コミュニティセンター
８月７日（日）
AED の取り扱いを含めた心肺蘇生法

普通救命講習会のご案内講座

【普通救命講習Ⅰ】

【Ⅲ・Ⅰ共通事項】

▶と　き
▶ところ
▶申込期限
▶講習内容

▶対　象
▶定　員

８月 20 日（土）９:00 ～ 12:00
消防本部 2 階　会議室
８月６日（土）
乳児・小児に対する心肺蘇生法、AED の取り
扱い方法、異物除去要領

町内に在住、在勤または在学の中学生以上の方
10 名　　▶受講料　無料

【普通救命講習Ⅲ】

▶減免期間 令和４年８月請求分～令和５年１月請求分

新型コロナウイルス感染症や物価の高騰などの影響を
受けた住民生活および事業所の活動を広く支援するた
め、水道料金の基本料金を６か月間減免します。

減免期間が終了した後の令和５年２月請求分からは、
通常通りの基本料金を含めた水道料金となります。

情報
水道料金の減免について

　上下水道課       391-1132　　391-1198問 FAXTEL

TEL FAX
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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

８月２日（火）

10:00 ～
     11:00

（開場９:45）

千種地区コミュニティセンター

８月４日（木） 鵜川原地区コミュニティセンター

８月５日（金） 竹永地区コミュニティセンター

８月９日（火） 菰野地区コミュニティセンター

８月 12 日（金） 朝上地区コミュニティセンター

運動制限がない方
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、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

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

※国保：菰野町国民健康保険に加入の方

健康
令和４年度がん検診（個別検診）
について

【胃がん】
≪胃エックス線検査（バリウム造影）≫

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
（個別・バリウム造影）4,400 円 1,400 円 200 円

胃がん
（個別・胃カメラ）4,400 円 1,400 円 200 円

子宮頸がん（個別）1,800 円 500 円 200 円

乳がん（個別） 2,600 円 1,000 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

福村 ８月３日（水） ９:30 ～ 福村公会所

大羽根園 ８月３日（水）13:30 ～ 大羽根園自治会公会所

菰野第一区 ８月４日（木） ９:30 ～ 菰野第一区第一公会所

申込不要・参加無料
介護予防運動教室健康

▶対　象

▶対　象

町内在住の 40 歳以上の方（昭和 57 年４月
１日以前生まれ）

≪胃内視鏡検査（胃カメラ）≫
▶対　象 町内在住の 50 歳以上の方（昭和 47 年４月

１日以前生まれ）かつ令和４年４月１日時点
で偶数年齢の方

【子宮頸がん】

▶受診期限
▶ところ

令和５年２月 28 日（火）まで
三重郡、四日市市内の指定医療機関

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）

【乳がん】
▶対　象 町内在住の昭和 38 年４月２日～昭和 57 年

４月１日生まれかつ令和４年４月１日時点で
偶数年齢の女性

※料金は下記の表をご確認ください（生活保護世帯の
方は無料）。

申

歯周病検診（さわやか歯科検診）
について

おいしく食べて、健康で長生きするには「歯」の健康
を意識することが大切です。歯を失う原因である「歯
周病」を予防するためには、自らが行う歯みがきと、
かかりつけ歯科医による検診やブラッシング指導、治
療などが必要です。

検診の対象は 40、50、60、70 歳の節目年齢の方で、
７月下旬頃に受診券を個別送付します。

40歳（昭和56年４月1日～昭和57年３月31日生まれ）
50歳（昭和46年４月1日～昭和47年３月31日生まれ）
60歳（昭和36年４月1日～昭和37年３月31日生まれ）
70歳（昭和26年４月1日～昭和27年３月31日生まれ）
８月１日（月）～ 12 月 30 日（金）
三重郡、四日市市内の指定歯科医院
無料

▶対象者

▶と　き
▶ところ
▶受診料

健康

上記共通情報

令和４年度下水道排水設備
工事責任技術者試験

問 申       （公財）三重県下水道公社　総務課
0598-53-2331　　 0598-53-4867

上下水道課　　391-1136　　391-1194
TEL

11 月 24 日（木）13:00 ～
三重県総合文化センター

（津市一身田上津部田 1234 番地）
８月８日（月）～９月 12 日（月）
※当日消印有効

▶と　き
▶ところ

▶申込期間

掲 TEL FAX

情報

FAX
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　　 （公社）三重県歯科医師会
　　059-227-6488 　  059-227-0510
   健康福祉課健康づくり係       391-1126      394-3423

　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

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。

TEL FAX

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）。

申込不要・参加無料
元気づくり運動教室健康

問
FAXTEL掲

　　 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
▶参加費
▶持ち物

FAX

TEL FAX申

８月６日（土）13:00 ～ 16:30
B&G 海洋センター２階
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

地区 と　き ところ

千草 ８月４日（木）13:30 ～ 千草公会所

「いい歯の 8020 表彰」
参加者募集健康

三重県歯科医師会では 80 歳以上で 20 本以上歯があ
る方を対象に毎年コンクールの参加者を募集していま
す。一人でも多くの参加をお待ちしています。
▶対　象

▶応募方法

▶応募期間

昭和 17 年 11 月５日以前に生まれた方で、
20 本以上の歯があり、全身的に健康な三重
県在住の方
健康福祉課で所定の審査票を取得し、三重県
歯科医師会会員の歯科診療所で審査（審査費
用は無料）
９月５日（月）まで

※９月 22 日（木）に三重県歯科医師会（津市）で二
次審査を行います。

掲
TEL FAX

問 申

TEL FAX

▶と　き

▶ところ
▶対　象
▶内　容

イ
ベント

すくすく広場

８月３日（水）
９:30 ～ 11:00  随時身体計測、各種相談

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

▶と　き
▶ところ
▶対　象
▶持ち物
▶定　員
▶申込開始日

イ
ベント

沐浴体験教室

８月 20 日（土）９:30 ～ 12:00
北部子育て支援センター　多目的ルーム
妊婦とその家族、将来赤ちゃんを希望している方など
母子健康手帳（お持ちの方）、手ふきタオル、飲み物
10 名（先着順）
８月１日（月）

　 北部子育て支援センター     　 396-0707問 TEL FAX

赤ちゃん人形を使用し、赤ちゃんの沐浴体験を行いま
す。動きやすい服装でお越しください。

上記共通情報

情報
子宮頸がん予防ワクチン

（HPV ワクチン）について

▶対　象 小学６年生～高校１年生の女性

HPV ワクチンは、平成 25 年６月から積極的な接種を
一時的に差し控えていましたが、令和３年 11 月に有効
性が確認され、令和４年４月から HPV ワクチンの個別接
種を行うこととなりました。

また、ワクチン接種を差し控えていたことにより、接
種の機会を逃した方に対しても、定期接種の対象年齢を
超えて接種を行うキャッチアップ接種を実施しています。

対象の方には、７月に予診票を発送しています。接種
を希望される方で、予診票をお持ちでない方は、子ども
家庭課までご連絡ください。

【定期接種】

【キャッチアップ接種】
▶対　象 平成９年４月２日～平成 18 年４月１日生ま

れの女性

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

情報
土曜日の妊娠届の提出と
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
ます。

　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

熱中症が発生しやすい季節になってきました。熱中症
予防には「水分・塩分補給」が大切です。喉の渇きを
感じる前に、こまめな水分・塩分補給を行ってください。

また、室内でも熱中症になることもあるので、エアコ
ンや扇風機を適切に利用してください。

情報
熱中症の予防について

　消防署　　394-3239　　394-5766問 FAXTEL
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菰野町おしらせカレンダー
Information Calendar in Komono Town月

　総務課   　391-1100     394-3199 

1 月 食生活改善推進員養成講座

2 火 みんなの運動サロン（千種地区）

3 水
介護予防運動教室（福村・大羽根園）
すくすく広場 / 夏休みわくわく工作
心配ごと相談 / 人権相談

4 木
介護予防運動教室（菰野第一区）
元気づくり運動教室（千草）
みんなの運動サロン（鵜川原地区）

5 金 みんなの運動サロン（竹永地区）
一般何でも相談

6 土 SS ピンポン体験

7 日 夢コンサート in こもの 2022
第 38 回町民水泳大会

9 火 みんなの運動サロン（菰野地区）
法律相談

10 水 心配ごと相談 / 人権相談

11 木 鉄道ロゲイニング in 菰野町

12 金 みんなの運動サロン（朝上地区）

15 月 「終戦記念日」イベント　ラジオ体操

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 ５日 法律相談（要予約）９日
10:00 ～ 15:00 ９:30 ～ 15:00
心配ごと相談 ３日、10 日 人権相談 ３日、10 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

8

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。

FAX

国民健康保険税２期、町県民税２期８月の納付

　　 図書館      391-1400　　394-4433TEL FAX問 申

▶と　き
▶ところ
▶対　象

▶定　員

▶申込期間
▶申込方法

８月 23 日（火）14:00 ～ 15:00
図書館
やさしい（LV. ★）町内小学１年生～３年生
※小学３年生以下は保護者同伴（各グループ

１名まで）
むずかしい（LV. ★★★）町内小学４年生～中学３年生
各難易度につき５グループまで（先着順）
※各グループ１～３名
７月 31 日（日）～８月 14 日（日）
カウンター窓口および電話での申し込み

イ
ベント

第２回スカベンジャーハント

図書館を舞台にした謎解きゲームをします。図書館に
隠された謎を君は解けるかな？

※当日は休館日ですが、スカベンジャーハントに参加
される方のみ入館できます。

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

8 月 9 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、8 月 2 日（火）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

この制度は緊急時に認定事業所に設置されている
AED（自動体外式除細動器）を貸し出していただく制
度で、登録いただける事業所を募集しています。さら
なる救命の輪を広げるため、協力いただける事業所は
ご連絡ください。

情報
菰野町救命サポート事業所
標章交付制度について

　消防署　　394-3239　　394-5766問 FAXTEL

平和祈念事業
平和祈念展（パネル展示）

▶と　き

▶ところ
▶入場料

８月６日（土）～ 16 日（火）
９:30 ～ 18:00
図書館１階　ギャラリー
無料

問 FAXTEL

情報


