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お し ら せ 版
広 報 こ も の

2022年10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.
877

前半号

企画情報課編集・発行

９月15日発行

オクトーバー・ラン＆ウォーク 2022
全国市区町村対抗戦　開催イ

ベント

▶開催期間
▶参加費

10 月１日（土）～ 31 日（月）
無料

スマートフォン専用アプリを使い、１か月間の歩数と
走行距離をランキングで競うイベントです。

【ウォーキングの部】

【ランニングの部】

▶参加方法 アプリ「スポーツタウン WALKER」を使用し、
歩数を計測する。

▶参加方法 ① アプリ「TATTA」と「Sports net ID」を連
携させ、アプリ内の「イベント」タブから本
イベントに申し込みをする。

②「TATTA」を起動して走行距離を
計測する。

※詳しくは公式ホームページをご覧ください。

㈱アールビーズ内 オクトーバー・ラン＆ウォーク大会事務局
october@runners.co.jp

コミュニティ振興課      391-1160      328-5995

問

掲 TEL FAX

農業者年金加入者募集

農業者が利用できる農業者年金に加入して、老後の備
えをしましょう。

（独）農業者年金基金
03-3502-3199        info@nounen.go.jp

農業委員会事務局（観光産業課内）
391-1145      391-1193

問

TEL FAX

TEL

情報

加入資格

年間 60 日以上農業に従事する 20 歳以上
60 歳未満の国民年金第１号被保険者
※年間 60 日以上農業に従事する 60 歳以

上 65 歳未満の国民年金の任意加入者も
加入できます。

保険料
（通常加入）

２万円～６万７千円まで千円単位で選択可能
※一定の要件を満たした意欲のある担い手

は、政策支援加入として２万円に固定さ
れますが、国庫補助が受けられます。

終身年金
仮に加入者、受給者が 80 歳前に亡くなっ
た場合には、80 歳までに受け取るはずで
あった農業者老齢年金の現在価値に相当す
る額をご遺族に死亡一時金として支給

E-mail

E-mail

問

鈴鹿山麓かもしかハーフマラソン
開催に伴う交通規制について情報

新名神高速道路
菰野 IC 入口 ９:15 ～ 進入不可
菰野 IC 出口 12:00 右折禁止、左折のみ通行
※菰野 IC 出口は国道 477 号バイパス東行きのみです。
国道 477 号バイパス
潤田 IC より
西行き

９:00 ～ 通行止め12:00
町道潤田鳥居戸線（Ⅱ）
役場本庁北～
国道 477 号
バイパス

８:30 ～ 全面通行止め12:00
緑 橋 南 交 差
点 よ り 東 行
き～菰野 IC

８:30 ～ 通行止め12:00
菰野 IC より
西 行 き ～ 緑
橋南交差点

９:15 ～ 通行止め12:00
県道千草永井線
緑 橋 南 交 差
点 よ り 北 行
き約 500 ｍ

９:30 ～ 全面通行止め12:00
町道音羽岳線

９:30 ～ 全面通行止め10:40
国道 306 号
奥 郷 南 交 差
点 よ り 北 行
き約 1.3 ㎞

10:50 ～ 片側交互通行11:30
県道朝明渓谷線

10:00 ～ 片側交互通行
※大型車は通行止め11:30

第 15 回記念鈴鹿山麓かもしかハーフマラソン開催に
伴い、下記のとおり交通規制を行います。ご迷惑をお
掛けしますが、迂回等のご協力をお願いします。

・その他の規制については別途チラシやホーム
ページ等でご確認をお願いします。

スポーツ・文化振興会内
鈴鹿山麓かもしかハーフマラソン実行委員会事務局

394-3930      394-1517
コミュニティ振興課      391-1160      328-5995

問

TEL FAX

TEL掲 FAX

「ウクライナ人道危機救援金」
受付期間の延長について

ウクライナにおける紛争は各地に甚大な被害を及ぼす
とともに多くの人々が国内外に避難をしています。停
戦の兆しが見えない中、日本赤十字社は救援金の受付
期間を延長します。ご協力をお願いします。

情報

※町では役場本庁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。こちらもご協力をお願いします。

▶受付期間 令和５年３月 31 日（金）まで

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

▶と　き
▶コース

10 月 16 日（日）雨天決行
菰野町役場～三重県民の森
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申込不要・参加無料
みんなの運動サロン健康

と　き ところ
10 月４日（火）

10:00 ～
     11:00

（開場９:45）

千種地区コミュニティセンター
10 月６日（木） 鵜川原地区コミュニティセンター
10 月７日（金） 竹永地区コミュニティセンター
10月11日（火） 菰野地区コミュニティセンター
10月13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（ない方は貸し出します）、飲み物

※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

・検診料金や持ち物など、詳細については個人通知の案
内をご覧ください。

・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、お申し込みがまだの方は健康福
祉課健康づくり係までご連絡ください。

健康
乳がん集団検診

（マンモグラフィ）
と　き ところ

10 月３日（月）、４日（火）朝上地区コミュニティセンター

10 月５日（水）、６日（木）菰野地区コミュニティセンター

10月11日（火）、12日（水）保健福祉センターけやき

▶受付時間
▶対　象

９:00 ～ 11:00、13:30 ～ 15:00
町内在住の 40 歳以上の女性（昭和 57 年４
月１日以前生まれ）

※30 歳～ 39 歳の方を対象とした超音波撮影（エコー
検査）は 11 月から実施します。詳細は、おしらせ版
11 月前半号に掲載します。

※乳がん個別検診の受診券をお持ちの方で集団検診を
希望の方は、当日金額を変更します。

※大腸がん検診も同時に実施します。ご希望の方は、
検便容器（２日分）、受診券、受診票をお持ちください。

10 月は
「臓器移植普及推進月間」です

一人ひとりが臓器提供について考え、家族と話し合い、
自分の臓器提供に関する意思表示をしておくことが大
切です。運転免許証、健康保険証、マイナンバーカー
ドの意思表示欄へ自分の意思を記入しておきましょう。

情報

（公財）三重県角膜・腎臓バンク協会
059-224-2333      059-224-2340

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

問

掲 TEL FAX

高齢者インフルエンザ
予防接種

▶接種期間

▶対　象

▶自己負担

10 月１日（土）～令和５年１月 31 日（火）
※医療機関によって受付期間が異なる可能性

があります。事前に確認の上、受診してく
ださい。

①接種当日 65 歳以上の方
②接種当日 60 歳以上 65 歳未満で、心臓、腎

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

1,200 円
※接種を希望する方は三重郡および四日市市の指定医

療機関へ直接お申し込みください。予診票は医療機
関窓口にあります。

※三重郡、四日市市以外の医療機関で接種を希望され
る方は事前に健康福祉課へ必ず連絡をしてください。

※県外の医療機関で接種を希望される方への費用の一
部助成はありませんが、健康被害救済の手続きを行
いますので、接種前に健康福祉課へご連絡ください。

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

あなたのチカラを地域で生かそう！
「地域サポーター養成講座」

地域の中で困っている方々の暮らしを支えるために家
事や買い物などの生活を支援する地域サポーターを養
成する講座です。ご自分の空いた時間に地域の方のお
手伝いをしてみたい方、地域での支え合い活動に興味
のある方の参加をお待ちしています。
▶と　き

▶ところ
▶対　象
▶受講料

１日目　10 月７日（金）10:00 ～ 12:00
２日目　希望するグループの入会ガイダンス
※日程はグループにより異なります。
保健福祉センターけやき
受講後、地域サポーターとして活動できる方
無料

講座

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

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

介護職員初任者研修

※詳細はみずほ寮ホームページをご覧ください。
※受講料は助成の対象となる場合があります。助成対

象者要件については健康福祉課介護高齢福祉係まで
お問い合わせください。

▶と　き
▶ところ
▶対　象
▶受講料
▶申込期間

11 月１日（火）～令和５年２月 21 日（火）
みずほ寮（大字菰野 5833 番地１）
16 歳以上
25,225 円（テキスト代含む）
９月１日（木）～ 10 月 25 日（火）

講座

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
391-1125      394-3423

問

TEL FAX

TEL

申
FAX

掲

健康

上記共通情報
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小児のインフルエンザワクチン
接種費用の一部助成について情報

対象年齢 助成回数 助成額の上限

１歳～小学６年生 ２回 １回目　1,000 円
２回目　1,000 円

中学１年生～
高校３年生相当の年齢の方

（平成 16 年４月２日～
平成22年４月１日生まれ）

１回 1,000 円

接種当日に菰野町に住民登録のある１歳～高
校３年生に相当する年齢までの方
令和４年 10 月 15 日（土）～令和５年１月
31 日（火）
三重県内の医療機関（予約が必要な医療機関
もありますので事前にご確認ください）

▶対　象

▶助成期間

▶接種場所

【助成内容】

【助成券について】
対象の方には 10 月上旬に助成券を送付します。接種

を希望される場合は、三重県内の医療機関に直接予約
し、助成券を持参して接種を受けてください。
※助成券は 10 月１日時点で菰野町に住民登録のある

方に送付します。10 月２日以降に菰野町へ転入され
た方は子ども家庭課までお知らせください。

【注意事項】
・助成券を持参せずに接種を受けた後、費用の還付等は

できません。助成券を紛失された場合等は子ども家庭
課までご連絡ください。

・今回助成の対象となっている予防接種は、接種を強制
するものではありませんので、保護者の判断で接種を
してください。

子ども家庭課      391-1124      394-3423問 FAXTEL

イ
ベント

木に触れよう！木で遊ぼう！

▶と　き
▶対　象
▶内　容

10 月１日（土）９:00 ～ 16:00
就学前の子どもとその保護者
こまやけん玉など木のおもちゃでの遊び ほか

イ
ベント

すくすく広場

▶と　き

▶対　象
▶内　容
▶持ち物

10 月４日（火）
  9:30 ～ 11:00　随時身体計測、各種相談
11:00 ～ 11:20　お楽しみ会
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
▶対　象
▶内　容

イ
ベント

外で体を動かして遊ぼう

10 月 12 日（水）10:30 ～ 11:00（雨天中止）
就園前の子どもとその保護者
体操や親子ふれあい遊び

≪各イベント共通事項≫
▶ところ 北部子育て支援センター

　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
▶内　容

イ
ベント

えほん広場

10 月 13 日（木）10:30 ～ 10:50
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
絵本の読み聞かせ、手遊び

保健福祉センターけやき 子育て支援センター          391-2214問 TEL 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 TEL申 FAX

▶と　き
▶ところ
▶対　象
▶講習内容
▶定　員
▶申込期限

10 月 16 日（日）９:00 ～ 12:00
朝上地区コミュニティセンター
町内に在住、在勤または在学の中学生以上の方
AED の取り扱いを含めた心肺蘇生法
10 名　　▶受講料　無料
10 月２日（日）

普通救命講習会のご案内講座

【普通救命講習Ⅰ】

上記共通情報

申込不要・参加無料
健康ウォークデー健康

第１水曜日を「健康ウォークデー」とし、ウォーキン
グを行っています。仲間を見つけて、ウォーキングを
楽しい習慣にしませんか。気軽にご参加ください。
▶と　き
▶ところ
▶持ち物

10 月５日（水）９:00 集合
役場本庁　西玄関前
飲み物、タオル、帽子、雨具、マスク、こも
の歩きパスポート

※こもの歩きパスポートをお持ちでない方には当日配
布します。

※雨天の場合は集合時に判断します。防災ラジオでの
お知らせはありません。

健康福祉課健康づくり係      391-1126      394-3423TEL FAX問
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菰野町おしらせカレンダー
Information Calendar in Komono Town月

１ 土 木に触れよう！木で遊ぼう！

３ 月 乳がん検診
健康づくり運動事業（初級コース①）

４ 火
健康づくり運動事業（体脂肪燃焼コース）
空手教室無料体験 / 乳がん検診 / すくすく広場
みんなの運動サロン（千種地区）

５ 水
点訳ボランティア入門講座「はじめての点字」
健康ウォークデー / 乳がん検診 / 心配ごと相談
介護予防運動教室（福村・大羽根園）/ 人権相談

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

７ 金
高齢者のための転倒予防運動教室 / 地域サポーター養成講座
介護予防運動教室（音羽）/ 元気づくり運動教室（下村）
みんなの運動サロン（竹永地区）/ 一般何でも相談

９ 日 空手教室無料体験

11 火
健康づくり運動事業（男性のための筋力アップコース）
乳がん検診 / みんなの運動サロン（菰野地区）
法律相談

12 水

乳がん検診 / 外で体を動かして遊ぼう
点訳ボランティア入門講座「はじめての点字」
元気づくり運動教室（大強原）
心配ごと相談 / 人権相談 /SS ピンポン体験

13 木 えほん広場 / みんなの運動サロン（朝上地区）
介護予防運動教室（竹成・永井）

14 金
大人のための図書館見学
高齢者のための転倒予防運動教室
介護予防運動教室（菰野第三区）

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 ７日 法律相談（要予約）11 日
10:00 ～ 15:00 ９:30 ～ 15:00
心配ごと相談 ５日、12 日 人権相談 ５日、12 日
10:00 ～ 15:00 10:00 ～ 15:00
電話福祉相談 毎週月～金
８:30 ～ 17:00

10

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４期、町県民税３期10 月の納付

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

10 月 11 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、10 月４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      394-3422TEL申 FAX

朗読アーティストの松岡由香さんが、心温まるお話の
世界へあなたをお連れします。

大人のための朗読会
「おはなしの小箱」

図書館      391-1400      394-4433問 FAXTEL

イ
ベント

▶と　き
▶ところ
▶定　員
▶申込期間

10 月 18 日（火）10:00 ～ 11:30
図書館２階　催事室
20 名
10 月１日（土）～ 12 日（水）
※定員に達し次第終了します。

上記共通情報

図書館で不要となった雑誌等を無料で配付します。１
名につき雑誌 10 冊・本５冊・英字新聞１束までに限り
ます。入場には整理券が必要です。

リサイクル・フェアイ
ベント

▶と　き

▶ところ
▶申込開始日

10 月 29 日（土）
午前の部　 ９:30 ～ 12:30（要予約、受付順）
午後の部　14:00 ～ 16:00（予約不要）
図書館２階　催事室
10 月８日（土）９:30 ～

・図書館窓口または電話にてお申し込みください。
・図書館窓口にて整理券をお渡しします。電話にて申し

込みをされた方には、当日に整理券をお渡しします。

申

普段は入ることのできない書庫での本探し、本の並び
方や分類を知って目的の本を早く見つける方法の会得、
針と糸を使った読書手帳作りをします。

大人のための図書館見学イ
ベント

▶と　き
▶ところ
▶対　象
▶申込期間

10 月 14 日（金）10:00 ～ 11:00
図書館２階　催事室　▶参加費　無料
18 歳以上　▶定　員　８名（先着順）
10 月１日（土）～ 13 日（木）


