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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.
878

後半号

企画情報課編集・発行

・全行程約 15 ㎞、標高差約 600 ｍでコースには川を
渡る箇所があります。

・天候および新型コロナウイルス感染症の感染状況によ
り中止する場合があります。

第 15 回記念 鈴鹿山麓かもしかハーフマラソン
ハーフの部 先頭通過予定時刻イ

ベント

鉱山跡などの遺跡が残り、かつて近江商人や織田信長
が通ったとされる千草街道を探訪しませんか。朝明渓
谷を出発し、根の平峠、杉峠を通り、東近江市甲津畑
までの歩行約８時間の健脚コースを巡ります。

「千草街道」探訪ハイキング
参加者募集イ

ベント

▶と　き

▶対　象
▶定　員

▶申込方法

▶参加費
▶持ち物

10 月 29 日（土）
６:30　朝明渓谷大駐車場にて受付
７:00　朝明渓谷出発　８:20　根の平峠
11:00　杉峠　　　　  15:30　甲津畑到着
17:00　朝明渓谷大駐車場到着　解散
中学生以上の健康で体力に自信のある方
50 名（申込者多数の場合は抽選、結果は申
込代表者に通知）
10 月 19 日（水）までに観光産業課に備え付
けの申込用紙に必要事項と代表者を記入し提
出してください（１枚で４名まで応募可能）。
3,000 円／人（当日徴収）
雨具、懐中電灯（ヘッドランプ）、軍手、タオル、
弁当、飲み物、着替え、非常食等

菰野町・四日市大学 包括連携協定
締結記念講座「社会教育カレッジ」

▶演　題
▶と　き
▶ところ
▶講　師
▶申込方法

まちの羅針盤＝総合計画　 
10 月 25 日（火）15:00 ～ 16:30
役場本庁４階　会議室　▶受講料　無料
四日市大学　学長　岩崎 恭典氏
コミュニティ振興課（役場本庁２階）
または QR コードから申し込み

コミュニティ振興課      391-1160      328-5995FAXTEL
上記共通情報

問

沿道での声援が多く、まちぐるみで温かい大会となる
よう皆さんの声援をお願いします。

10月１日発行

観光商工推進室      391-1129      391-1193問 TEL FAX申

講座

第４回よもやま歴史教室の
中止について情報

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため下記
講座を中止させていただきます。
・10 月 30 日（日）14:00 ～ 16:00　講師 志水 雅明氏
「多能多彩な教育者　藤井鬼白の魅力とその世界」

2.5 ㎞地点 三重カンツリー南交差点 ９:35 頃
5.5 ㎞地点 千種小学校前 ９:45 頃
7.0 ㎞地点 奥郷旧国道と県道との交差点 ９:50 頃

10.5 ㎞地点 尾高観音駐車場 10:00 頃
13.4 ㎞地点 朝明運動公園入り口 10:05 頃
16.8 ㎞地点 千種神社西側の県道交差点 10:15 頃
18.0 ㎞地点 三重カンツリー入り口 10:20 頃
20.5 ㎞地点 菰野町斎場前 10:30 頃
ゴ ー ル 地点 菰野町役場本庁 10:35 頃

10 月 16 日（日）雨天決行▶と　き

・大会当日、コース周辺の交通に関してご迷惑をお掛け
しますが、ご理解とご協力をお願いします。

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

新型コロナワクチン接種に
について情報

３回目、４回目接種の方を対象にした集団接
種を 10 月 14 日（金）から実施します。個別
医療機関でも引き続き接種可能です。詳しくは
町ホームページをご覧ください。

・新たに接種の対象となる方には３回目接種日が早い方
から順次接種券一体型予診票を送付します。

・４回目接種を終えた方には所定の接種間隔が経過する
頃にオミクロン株対応ワクチンの接種券を発送します。

・未使用の接種券は 10 月以降も利用できます。
・他市町村で接種後に菰野町へ転入された方は新型コロ

ナウイルス予防接種対策室までご連絡ください。

ワクチン接種予約・相談コールセンター
327-5430      327-5607

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

問
TEL FAX

掲 TEL FAX

今後の使用ワクチン

対象者 １回目、２回目接種が
未接種の方

２回目、３回目接種か
ら５か月を経過した満
12 歳以上の方

使用
ワクチン 従来型ワクチン オミクロン株対応

ワクチン
実施期間 令和５年３月 31 日まで

予約方法

集団接種
・コールセンターへ電話

327-5430
・インターネット予約サイトを利用

個別接種 医療機関へ電話

TEL

申
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特定健康診査の電話勧奨に
ついて

特定健康診査を受けられていない方を対象に、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。ご了承ください。

▶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）

・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25日（火）、28日（金）竹永地区コミュニティセンター

※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。

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

後期高齢者歯科健診健康

▶受診期限
▶ところ
▶対　象

▶内　容
▶料　金
▶持ち物

12 月 20 日（火）
三重県歯科医師会の指定する歯科医療機関
令和４年３月 31 日時点で 75 歳、77 歳、80
歳の方
※対象の方には８月下旬に受診票を送付して

います。
問診、歯科健診、お口の機能評価
無料
保険証、受診票、質問票、健診票、健診結果
のお知らせ

三重県後期高齢者医療広域連合 事業課 給付健康グループ
059-221-6884      059-221-6881

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

問

掲
TEL FAX

子宮頸がん個別検診と HPV
検査の同時受診について

子宮頸がん個別検診と HPV（ヒトパピローマウイル
ス）検査を同時に受診できます。
▶対　象

▶受診期限

31 歳～ 64 歳で３年に一度の対象学年にあ
たる女性（昭和 32・35・38 年度…以降平
成２年度生まれまで３歳刻み）
※対象の方には６月下旬に受診券を送付して

います。詳しくは受診券に同封の通知文を
ご覧ください。

令和５年２月 28 日（火）

健康福祉課健康づくり係      391-1126      394-3423TEL FAX問
上記共通情報

健康

※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。

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

問

▶と　き
▶ところ
▶申込期限
▶相談料

申

10 月 26 日（水）13:30 ～ 15:30
木曽岬町　福祉教育センター１階　会議室１
10 月 19 日（水）15:00
無料

精神科医師による
精神保健福祉相談（予約制）相談

TEL FAX

掲 TEL FAX

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

問
FAXTEL

掲 TEL FAX

イ
ベント

秋季ソフトテニス大会

▶と　き

▶ところ
▶申込期限

中学生の部　10 月 29 日（土）
※予備日 11 月３日（木・祝）

一 般 の 部　11 月６日（日）
※予備日 11 月 13 日（日）

大羽根テニスコート
10 月 24 日（月）

イ
ベント

秋季テニス大会

▶と　き
▶ところ

10 月 23 日（日）※予備日 10 月 30 日（日）
大羽根テニスコート

秋季卓球大会イ
ベント

▶と　き
▶ところ
▶申込期限

11 月 13 日（日）　開会式９:00 ～
B&G 海洋センター
町内在住の方優先　10 月 18 日（火）まで
最終締切　10 月 31 日（月）

・上記大会の参加資格など詳細は、事務局までお問い合
わせください。

申

情報
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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18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20日（木） 鵜川原地区コミュニティセンター

10月21日（金） 竹永地区コミュニティセンター

10月25日（火） 菰野地区コミュニティセンター

10月27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

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

各地区の子育てサロンを運営する「子育てキーパーソ
ン」の養成講座です。子育てに役立つポイント満載の
講座です。
▶と　き

▶ところ
▶対　象
▶定　員
▶申込期限

１回目　11 月２日（水）10:00 ～ 11:45
２回目　11 月７日（月）10:00 ～ 11:45
保健福祉センターけやき２階
未就学児を子育て中の方（２回受講できる方）
15 名　▶受講料　無料
10 月 26 日（水）
※定員に達し次第、終了します。

子育てキーパーソン養成講座講座

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

▶と　き
▶ところ
▶対　象
▶内　容

イ
ベント

パパママ教室

10 月 26 日（水）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

▶と　き

▶ところ
▶対　象
▶持ち物

イ
ベント

赤ちゃんと産後ママの
ほっとサロン

10 月 26 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
母子健康手帳、飲み物、バスタオルまたはおくるみ

▶と　き

▶ところ
▶対　象
▶内　容

イ
ベント

ぐんぐん広場

10 月 18 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（手遊び等）
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

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

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

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。

※受講中お子さんを預けることができます。
▶託児料金 各回、子ども１名につき 200 円

※動きやすい服装でお越しください。

▶と　き
▶ところ

ファミサポ相談・登録会

10 月 15 日（土）10:00 ～ 11:30
北部子育て支援センター

相談

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。

上記共通情報

健康
成人男性の風しんの
抗体検査と予防接種について

風しんの発生およびまん延を予防するため、令和４
年度は下記の方が風しんの抗体検査および予防接種の
対象となっています。

対象の方には無料クーポン券を送付済みです。検査
を受けられていない方は医療機関または職場等の健診
にクーポン券を持参し、風しんの抗体検査を受けてく
ださい。
▶対　象

▶期　間

▶料　金

昭和 37 年４月２日～昭和 54 年４月１日
生まれの男性
抗体検査　令和５年２月 28 日（火）まで
予防接種　令和５年３月 31 日（金）まで
無料（無料クーポン券が必要です）

・詳しくはクーポン券に同封されている通知文をご確
認ください。

・クーポン券の再交付を希望される方は下記までお問
い合わせください。

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

16 日 第 15 回記念鈴鹿山麓かもしかハーフマラソン
普通救命講習Ⅰ

18 火 空手教室無料体験 / 元気づくり運動教室（杉谷）
みんなの運動サロン（千種地区）/ ぐんぐん広場

19 水

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（田光）
介護予防運動教室（田口新田）
行政相談 / 心配ごと相談 / 人権相談

20 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）

21 金 高齢者のための転倒予防運動教室
みんなの運動サロン（竹永地区）/ 一般何でも相談

22 土 みんなで一緒に！ SS ピンポン体験
23 日 秋季テニス大会 / 空手教室無料体験

24 月 けやき健康相談、歯科相談
健康づくり運動事業（初級コース②）

25 火 社会教育カレッジ / 元気づくり運動教室（吉沢）
みんなの運動サロン（菰野地区）/ 乳がん検診

26 水

健康づくり運動事業（エンジョイフィットネス）
精神保健福祉相談 / 人権相談 / 心配ごと相談
赤ちゃんと産後ママのほっとサロン / パパママ教室
介護予防運動教室（谷）

27 木 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）

28 金 高齢者のための転倒予防運動教室 / 乳がん検診
元気づくり運動教室（潤田）/ 介護予防運動教室（奥郷）

29 土 「千草街道」探訪ハイキング
秋季ソフトテニス大会

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 21 日 行政相談 19 日
10:00 ～ 15:00 10:00 ～ 15:00
心配ごと相談 19 日、26 日 人権相談 19 日、26 日
10:00 ～ 15:00 10:00 ～ 15:00
電話福祉相談 毎週月～金
８:30 ～ 17:00
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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。

FAX

国民健康保険税４期、町県民税３期10 月の納付

ご利用ください　行政相談情報

▶と　き
▶ところ

10 月 19 日（水）10:00 ～ 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

総務課      391-1100      394-3199問 TEL FAX

「行政相談」は、行政サービスや行政の仕組み、手続
き等について、皆さんから意見や要望を聞き、その解
決の促進を図る制度です。町では、毎月第３水曜日に
行政相談を行っています。分からないこと、困りごと
をお持ちの方はお気軽にご相談ください。

こころつなぐ SNS 相談みえ

生活や環境の変化により、心の疲れがたまっていま
せんか。つらい、逃げたいと思ったら、一人で悩まず
相談してみましょう。三重県では、若年層を
対象に LINE で心の悩み相談を行っています。
QR コードから友だち登録ができます。
▶と　き

▶対　象

毎日（年末年始を含む）17:00 ～ 22:00
※受付時間は 21:30 まで
主に三重県在住の 39 歳以下の方

（40 歳以上の方の相談も受け付けます）
※専門の相談員が対応します。
※相談内容等の秘密は守ります。

相談

三重県 医療保健部 健康推進課 精神保健班
059-224-2273        kenkot@pref.mie.lg.jp

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

問

掲
TEL E-mail

▶と　き
▶ところ
▶持ち物
▶内　容

10 月 24 日（月）10:00 ～ 12:00
保健福祉センターけやき２階 健診コーナー和室
健康手帳、健診結果（受診された方）
血圧測定、身体の心配相談、栄養士による食
事の相談、歯科衛生士による歯科相談

相談
申込不要・参加無料
けやき健康相談、歯科相談

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

図書館２階の郷土資料コーナーに展示されている青い
目の人形「ウォーレン」をご存じですか。全国の戦争
遺跡を長年研究されている岩脇 彰先生が青い目の人形
の日米交流について語ります。

青い目の人形
〜ウォーレンが見てきたこと〜

▶と　き
▶ところ
▶定　員
▶申込期間

11 月 11 日（金）10:00 ～ 11:00
図書館２階　催事室
20 名（先着順）　▶参加費　無料
10 月 18 日（火）～ 10 月 30 日（日）

図書館      391-1400      394-4433問 FAXTEL申

講座


