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お し ら せ 版
広 報 こ も の

2022年11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.
880

後半号

企画情報課編集・発行

11月１日発行

▶出　演

▶入場料

▶販売開始
▶販売場所

演奏 三重ユナイテッドウィンドオーケストラ
歌い手 ソプラノ　堀江 綾乃氏　久野 絵里氏

テノール　笠木 厚憲氏
バリトン　福村 龍馬氏

前売り券300円/当日券500円（各部ごとの販売）
※２部とも鑑賞を希望される方は両公演のチ

ケットを購入してください。
11 月 15 日（火）９:00 ～
①コミュニティ振興課（平日のみ）
②町民センター１階　事務所（月曜日休館）

▶と　き
▶ところ
▶出　演

▶申込方法

▶申込開始
▶入場料

12 月４日（日）開演 13:30（開場 13:00）
町民センター　ホール
語り手　河原 徳子氏
和太鼓奏者　生田 隆明氏
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
11 月 15 日（火）８:30 ～
無料

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

情報
令和５年 成人式

「菰野町二
は た ち

十歳のつどい」
令和５年の成人式は名称を「菰野町二十歳のつどい」

に変更します。また、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止対策を行い、２部制で開催します。
▶と　き 令和５年１月８日（日）

第１部 菰野中学校を卒業した方または
当該中学校区にお住まいの方

11:00 ～
（受付10:30～）

第２部 八風中学校を卒業した方または
当該中学校区にお住まいの方

15:00 ～
（受付14:30～）

▶ところ
▶対　象

町民センター　ホール
平成 14 年４月２日～平成 15 年４月１日生まれの方

・菰野町に住民登録のある対象の方には 11 月中に個別
通知します。通知が届かない方や菰野町に住民登録の
ない方で参加を希望される方は、コミュニティ振興課
までご連絡ください。

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

・前売り券が完売の場合、当日券の販売はありません。

三重ユナイテッドウィンドオーケストラ
ウィンターコンサート

総勢 50 名の若手アマチュア吹奏楽団が４名の歌い手
をゲストに迎え、素敵な演奏をお贈りします。新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大防止のため、一部客席を空
席とし、午前と午後の２部公演で開催します。
▶と　き
▶ところ

12 月 18 日（日）
町民センター　ホール

午前の部 開演 10:30（開場 10:00）
定員 約 300 名

午後の部 開演 14:30（開場 14:00）

イ
ベント

イ
ベント

人権コンサート 2022
樋口一葉『十三夜』を読む
～社会制度の中の女～

情報
みずほ銀行における町税等の
納付について

みずほ銀行では令和５年４月１日から当町の納付書を
使用しての窓口納付ができなくなります。なお、口座
振替による納付は、引き続き利用できます。

【納付書による窓口納付場所】

※ゆうちょ銀行での納付については、種別により納付で
きない場合がありますので、納付書をご確認ください。

【口座振替を利用できる金融機関】

会計課      391-1130      391-1191問 TEL FAX

役場本庁、各地区コミュニティセンター

取扱金融機関

三十三銀行、百五銀行、三重北農業協同
組合、北伊勢上野信用金庫、愛知銀行、
中京銀行、
ゆうちょ銀行（三重県、愛知県、岐阜県、
静岡県内）

三十三銀行、百五銀行、三重北農業協同組合、北伊勢
上野信用金庫、三菱 UFJ 銀行、みずほ銀行、愛知銀行、
中京銀行、ゆうちょ銀行

菰野町・四日市大学 協定締結記念講座
「第２回社会教育カレッジ」講座

▶演　題
▶と　き
▶ところ
▶講　師

▶申込方法

新型コロナウイルス感染症とまちづくり
11 月 16 日（水）15:00 ～ 16:30
役場本庁４階　会議室　▶受講料　無料
四日市大学　総合政策学部特任教授
松井 真理子氏
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

生活困窮の深刻化、社会的孤立や人権侵害など、コロ
ナ禍で浮き彫りになったさまざまな課題について考え
ます。
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後期高齢者健康診査の
おしらせ健康

生活習慣病や心身機能の衰えを早期発見し、健康の保
持、増進のために後期高齢者健康診査を受診しましょう。
▶受診期限
▶ところ
▶対　象

▶持ち物

11 月 30 日（水）
三重県内の指定医療機関
後期高齢者医療制度に加入している方

（令和４年８月 31 日までに資格取得される方）
受診券、質問票、保険証　▶受診料　無料

※昭和 22 年５月～６月生まれの方は８月中旬、昭和
22 年７月～８月生まれの方は９月中旬、それ以外の
方は６月下旬に受診券を送付しています。

三重県後期高齢者医療広域連合
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

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

特定健診実施のおしらせ健康

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。

※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。

11 月 30 日（水）
三重県内の指定医療機関
菰野町国民健康保険に加入中の 40 歳～ 74 歳
受診券、質問票、保険証、自己負担金
※自己負担金は受診券を確認してください。

▶受診期限
▶ところ
▶対　象
▶持ち物

上記共通情報

健康
乳がん集団検診

と　き 受付時間 ところ

11月18日（金） 9:00～11:00
13:30～15:00

菰野地区
コミュニティセンター

11月20日（日） ※9:00～11:00

保健福祉
センターけやき

11月22日（火）

9:00～11:00
13:30～15:00

11月28日（月）

11月29日（火）

11月30日（水）
※ 11 月 20 日（日）は事前予約制で、午後の受け付け

はありません。検診内容はマンモグラフィのみです。
申込期限は 11 月 18 日（金）15:00 です。

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

≪各検診共通事項≫
・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。

※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。

検査方法 対象
マンモグラフィ

（レントゲン撮影）
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）

エコー（超音波） 町内在住の 30 歳～ 39 歳の女性（昭和
57 年４月２日～平成４年４月１日生まれ）

肝炎ウイルス検診健康

ウイルス性肝炎は、肝硬変や肝がんへと進行するリス
クがあります。検査での早期発見、早期治療が大切です。
▶受診期限
▶ところ
▶対　象

11 月 30 日（水）　▶受診料　無料
三重郡、四日市市の指定医療機関
①今年度、40 歳になる方（昭和 57 年４月

２日～昭和 58 年４月１日生まれ）
② 41 歳～ 70 歳（昭和 27 年４月２日～昭

和 57 年４月１日生まれ）で過去に肝炎ウ
イルス検診を受けたことがない方

上記共通情報

※①の対象の方は、個別通知します。今までに町の肝
炎ウイルス検診を受けられた方は対象となりません。

※②の方で検診を希望される場合は、事前に健康福祉
課健康づくり係までお申し込みください。

※この検診は、桑名保健所でも受けることができます。
ご希望の方は、桑名保健所にお問い合わせください。

（     0594-24-3625     0594-24-3692）TEL FAX

30 代健診実施のおしらせ健康

▶と　き

▶ところ
▶対　象
▶持ち物

▶受診料

12 月 22 日（木）、23 日（金）、26 日（月）
９:00 ～ 10:30、13:30 ～ 15:00
保健福祉センターけやき
30代の方（昭和58年４月１日～平成５年３月31日生まれ）
受診券、問診票兼健康診断受診票、健康調査
票、歯周病セルフチェック、コロナ対策健康
チェックシート

課税世帯 非課税
世帯国保以外 国保※

1,500 円 500 円 200 円

・４月の菰野町検診予約申込書にて申し込みをされた方
には、11 月下旬頃に案内を送付します。健診を希望
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。

※国保：菰野町国民健康保険に加入の方
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▶と　き

▶ところ
▶対　象
▶持ち物

赤ちゃんと産後ママの
ほっとサロン

11 月 30 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。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

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

イ
ベント

▶と　き

▶ところ
▶対　象

イ
ベント

ぐんぐん広場

11 月 16 日（水）
 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

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

▶と　き

▶対　象

イ
ベント

妊婦サロン

11 月 21 日（月）
  9:30 ～　血圧、体重測定
  9:45 ～　マタニティーヨガ
10:30 ～　ミニ講座「今と昔の子育ての違い」
10:50 ～　各種相談（助産師、栄養士）
妊婦とその家族　　▶持ち物　母子健康手帳

北部子育て支援センター　　　 396-0707問 TEL FAX

≪各イベント共通事項≫
▶ところ 北部子育て支援センター

上記共通情報

▶と　き
▶対　象

イ
ベント

親子工作
「ツリーの壁飾り」
11 月 25 日（金）10:00 ～ 11:00
就園前の子どもとその保護者

申込不要・参加無料
みんなの運動サロン健康

と　き ところ

11月17日（木）

10:00 ～
     11:00

（開場９:45）

鵜川原地区コミュニティセンター

11月22日（火） 菰野地区コミュニティセンター

11月24日（木） 朝上地区コミュニティセンター

11月25日（金） 竹永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

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。

※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掲

問

▶と　き
▶ところ
▶申込期限

FAX

申

11 月 29 日（火）13:30 ～ 15:30
三重県桑名庁舎（桑名保健所）
11 月 22 日（火）15:00　▶相談料　無料

TEL

精神科医師による
精神保健福祉相談（予約制）相談

TEL

FAX

▶と　き
▶ところ

ファミサポ相談・登録会

11 月 19 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、依頼会員の登録もできます。

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

地方税の納付について

11 月と 12 月は菰野町と三重県が連携して地方税の
徴収に取り組む強化月間です。納税の公平性を保つた
め納期限内の納付をお願いします。災害や病気など特
別な理由により、納付に困ったときは未納のままにせ
ず、税務課および三重県四日市県税事務所までご相談
ください。

《町税に関する相談》
税務課      391-1115      391-1191

《県税に関する相談》
三重県四日市県税事務所      352-0572      352-0579

問

FAXTEL

TEL FAX

問

※動きやすい服装でお越しください。

相談



各種相談コーナー Your worries...

4

菰野町おしらせカレンダー
Information Calendar in Komono Town月

16 水
社会教育カレッジ / 心配ごと相談 / 行政相談
元気づくり運動教室（田光）/ ぐんぐん広場
献血 / 介護予防運動教室（田口新田）/ 人権相談

17 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）

18 金 高齢者のための転倒予防運動教室
乳がん検診 / 一般何でも相談

19 土 ファミサポ相談・登録会 / 普通救命講習Ⅰ
みんなで一緒に！ SS ピンポン

20 日 第 36 回菰野町民バドミントン大会
第 32 回舞踊発表会 / 日本舞踊子ども教室

21 月 妊婦サロン / 健康づくり運動事業（初級コース②）

22 火 みんなの運動サロン（菰野地区）
乳がん検診 / 元気づくり運動教室（吉沢）

23 水 介護予防運動教室（谷）

24 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）

25 金
みんなの運動サロン（竹永地区）/ 親子工作「ツリーの壁飾り」
元気づくり運動教室（潤田）/介護予防運動教室（奥郷）
高齢者のための転倒予防運動教室

27 日 秋季フットサル大会

28 月 乳がん検診
ベビーマッサージ体験＆産後のリフレッシュ体操

29 火 乳がん検診 / 精神科医師による精神保健福祉相談

30 水
健康づくり運動事業（エンジョイフィットネス）
赤ちゃんと産後ママのほっとサロン
乳がん検診 / 心配ごと相談 / 人権相談

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 18 日 行政相談 16 日
10:00 ～ 15:00 10:00 ～ 15:00
心配ごと相談 16 日、30 日 人権相談 16 日、30 日
10:00 ～ 15:00 10:00 ～ 15:00
電話福祉相談 毎週月～金
８:30 ～ 17:00

11

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５期
下水道受益者負担金３期11 月の納付

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

第 22 回バレーボール大会

▶と　き
▶参加費
▶申込期限
▶抽選会
▶抽選会場

12 月４日（日）　▶ところ　町体育センター
１チーム2,000円（スポーツ協会加盟団体は無料）
11 月 17 日（木）
11 月 21 日（月）19:30 ～
町民センター１階　会議室

申

上記共通情報

イ
ベント

冬季
トリムバレーボール大会

▶と　き
▶参加費
▶申込期限

12 月 11 日（日）　▶ところ　町体育センター等
１チーム2,000円（スポーツ協会加盟団体は無料）
11 月 16 日（水）

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

イ
ベント

菰野町芸術文化協会
第 32 回舞踊発表会

歌謡舞踊や日本舞踊を披露します。
▶と　き
▶ところ

11 月 20 日（日）開演 12:30（開場 12:00）
町民センター　ホール　▶入場料　無料

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      328-5995

問
FAXTEL

掲 TEL FAX

おしらせ版 11 月前半号掲載の「菰野町子どもの権利条約（素
案） パブリックコメントの実施」において、タイトルに誤りが
ありましたので、お詫びして下記のとおり訂正いたします。

【誤】「菰野町子どもの権利条約（素案） パブリックコメントの実施」
【正】「菰野町子どもの権利条例（素案）パブリックコメントの実施」

献血のおしらせ

輸血用血液は人工的に作ることができないため、献
血者が少ないと医療機関への供給に支障を来す可能性
があります。400ml 献血にご協力をお願いします。

情報

▶と　き

▶ところ

11 月 16 日（水）10:00 ～ 12:30
14:00 ～ 16:00

役場本庁１階　ロビー

年　齢 体　重
男　性 17 ～ 69 歳 50 ㎏以上女　性 18 ～ 69 歳

※ 65 歳～ 69 歳の方は、60 歳～ 64 歳の間に献血経
験のある方のみが対象となります。

▼ 対　象


