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お し ら せ 版
広 報 こ も の

2022年12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.
881

前半号

企画情報課編集・発行

11月15日発行

図書館      391-1400      394-4433問 FAXTEL

クリスマス恒例イベント
ほがらか絵本畑しんちゃんの

「読みあそびライブ」
もうすぐクリスマスですね！今年も図書館にしんちゃ

んがやって来ます！しんちゃんがおもしろいトークを交
えながら、楽しい絵本を紹介してくれます。

イ
ベント

▶と　き
▶ところ
▶対　象
▶出　演
▶定　員

▶申込期間

12 月 25 日（日）10:00 ～ 10:40
図書館２階　催事室　▶入場料　無料
幼児～小学３年生とその保護者
NPO ほがらか絵本畑　三浦 伸也さん
30 組（先着順）
※定員になり次第、締め切ります。
12 月４日（日）～ 18 日（日）

・事前申込制で開催します。図書館窓口または電話にて
お申し込みください。

申

情報
電力・ガス・食料品等価格高騰
緊急支援給付金について

令和４年９月 30 日時点で菰野町に住民登録がある以
下の世帯を対象に一世帯あたり５万円を給付します。
▶対　象 ①世帯構成員全員が令和４年度分の住民税均

等割が非課税の世帯（生活保護世帯を含む）
※住民税が課税されている方の扶養親族等の

みから構成される世帯は給付されません。
②予期せず家計が急変したことで収入が減少

し、世帯構成員全員が住民税非課税相当と
なった世帯（家計急変世帯）

・①の世帯については、町から給付金の振込先等を確認
する確認書を令和４年 11 月下旬頃に世帯主宛てに送
付する予定です。内容をご確認の上、必要事項をご記
入いただき、返送してください。返送された確認書に
基づき、給付の判定、振り込みを行います。

・②の世帯については、手続きの流れや詳細な要件等を
今後町ホームページおよび各戸に配付するおしらせ版
にて案内する予定です。

臨時特別給付金等に関する国のコールセンター
0120-526-145

総務課      391-1100      394-3199

問
TEL

掲 TEL FAX 初心者大歓迎！
ジュニアスキースクール講座

▶と　き

▶集合場所
▶対　象
▶持ち物

▶参加費

▶定　員
▶申込開始日

令和５年１月 22 日（日）、２月 12 日（日）
８:50 ～ 16:00 解散予定（受付８:30 ～）
予備日：２月 19 日（日）
御在所ロープウエイ乗り場
小学４年生～中学３年生
飲み物、スキーの服装（上下ウエア、帽子、ゴー
グル、グローブ等保護具）滑りにくい靴、カ
イロ、着替えなど
元気アップ会員　１日のみ：5,500 円

２日間：10,000 円
一般　　　　　　１日のみ：6,000 円

２日間：11,000 円
※ロープウエー乗車券代、リフト代、レン

タルスキー代、昼食（カレー）代を含み
ます。参加当日に徴収します。

25 名　※定員になり次第、締め切ります。
12 月８日（木）

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

TEL FAX

FAXTEL

問
掲

菰野町・四日市大学 協定締結記念講座
「第３回社会教育カレッジ」講座

▶演　題
▶と　き
▶ところ
▶講　師

▶申込方法

多様性を認め合う社会と LGBT
12 月 14 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　副学長　総合政策学部教授
小林 慶太郎氏
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

近年話題の LGBT に触れながら時代のカギ「ダイバー
シティ（多様性）」について考えます。

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

申

町では「菰野町健康マイレージ」と小学生を対象とし
た「こもっ子チャレンジ」を実施しています。日々の
健康づくり活動、健康診断の受診などでポイントをた
めて応募した方全員に「三重とこわか健康応援カード」
と「こもしかステッカー」をプレゼントします。さら
に抽選で「無料温泉チケット」や「菰野町わかば作業
所オリジナルギフト」が当たります。

菰野町健康マイレージ事業
について健康

▶応募締切 12 月 19 日（月）※当日消印有効
≪応募用紙について≫

健康福祉課（役場本庁１階）と各地区コミュニティセ
ンターで配布しています。また、町ホームページからも
ダウンロードできます。
※ダウンロードの場合は郵送で応募できないため、直

接窓口へ提出してください。

菰野町健康マイレージ 検索

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



2

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

申込不要・参加無料
健康ウォークデー健康

▶と　き
▶集合場所
▶持ち物

12 月７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（ない方には当日配布）

※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。

申込不要・参加無料
みんなの運動サロン健康

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

12 月１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

12 月２日（金） 竹永地区コミュニティセンター

12 月６日（火） 千種地区コミュニティセンター

12 月８日（木） 朝上地区コミュニティセンター

12月13日（火） 菰野地区コミュニティセンター

12月15日（木） 鵜川原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

健康
乳がん集団検診

※ 12 月３日（土）は事前予約制で、午後の受け付けは
ありません。申込期限は 12 月１日（木）15:00 です。

※乳がん個別検診の受診券をお持ちの方で集団検診を
希望される方は、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）

▶ところ 保健福祉センターけやき

と　き 検診内容 受付時間

12 月１日（木） マンモグラフィ、
エコー

9:00 ～ 11:00
13:30 ～ 15:0012 月２日（金）

12 月３日（土） マンモグラフィ ※9:00 ～ 11:00

12 月５日（月） マンモグラフィ、
エコー

9:00 ～ 11:00
13:30 ～ 15:00

12 月６日（火）

12 月８日（木） マンモグラフィ

12 月13日（火） マンモグラフィ、
エコー

高齢者インフルエンザ予防接種
費用の一部助成について

▶接種期限

▶対　象

▶自己負担

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。
※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

健康

上記共通情報

≪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。

借金のお悩み電話相談相談

▶と　き 12 月４日（日）、11日（日）10:00 ～ 16:00

※相談は無料ですが、通話料は自己負担です。
※相談が集中し、つながりにくい場合があります。時

間を置いてからおかけ直しください。

弁護士（三重弁護士会）または司法書士（三重県司法
書士会）が 30 分程度を限度にお話を伺います。家族や
知人の方からの相談も受け付けます。

059-224-3180（相談日当日のみの専用電話番号）TEL

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 消費生活センター班
059-224-2400      059-224-3372

観光商工推進室      391-1129      391-1193

問
TEL FAX

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

イ
ベント

すくすく広場

▶と　き

▶ところ
▶対　象
▶持ち物

12 月９日（金）
  9:30 ～ 11:00　随時身体計測、各種相談
11:00 ～ 11:20　お楽しみ会（手遊びなど）
北部子育て支援センター
就園前の子どもとその保護者
母子健康手帳（計測時に使用）、バスタオル

▶と　き
▶ところ
▶対　象
▶内　容

イ
ベント

えほん広場

12 月 15 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

▶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

12 月 10 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）
12 月１日（木）

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。

北部子育て支援センター          396-0707問 TEL FAX申

▶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

12 月 14 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

イ
ベント

上記共通情報 上記共通情報

情報
菰野町感染症予防物品等
購入券の使用期限について

町内に住所のある小学６年生以下の児童を対象として
配付した「菰野町感染症予防物品等購入券」は使用期
限を過ぎると利用できなくなります。期限内の使用を
お願いします。
▶使用期限 12 月 25 日（日）

購入券の申請をされていない方は郵送また
は「ぴったりサービス」（QR コード）からお
手続きください。

子ども家庭課     391-1225     394-3423問 申 TEL FAX

情報
幼稚園・保育園・こども園
職員募集

業務内容 子どもの保育業務

必要資格 保育士資格、幼稚園教諭免許、小学校教諭
免許、養護教諭免許のいずれか

勤務場所 町内の公立幼稚園、保育園、こども園

勤務日時

フルタイム会計年度任用職員
月～金曜日（土曜日応相談）
７:30 ～ 18:30 の間でシフトあり

パートタイム会計年度任用職員
月～金曜日
８:30 ～ 17:15 の間で１日７時間以上か
つ週３日以上

登録保育士
月～金曜日
８:30 ～ 17:15 の間で１日６時間以上

（園から要請のあった日）

必要書類 ・履歴書（任意の様式）
・資格等を確認できる書類

令和４年度中から勤務できる職員と令和５年度から勤
務できる職員、いずれも募集しています。

情報
子育て支援センターでの
紙おむつの配付について

▶配付期間
▶ところ

▶対　象

▶持ち物

12 月１日（木）～令和５年１月 31 日（火）
保健福祉センターけやき 子育て支援センター
または北部子育て支援センター
町内に住所のある０歳～２歳（平成 31 年４
月２日以降生まれ）の子どもの保護者
おむつ引換券

・対象の方には、おむつ引換券を自宅に送付します。配
付時間などの詳細は案内通知をご覧ください。

・町立の幼稚園、保育園、こども園および町内の私立保
育園、こども園に通っているお子さんについては園か
らの案内をご覧ください。

・お子さんと一緒にお越しいただいた場合は、こもしか
のフレームで記念撮影をします。ぜひ、お子さんと子
育て支援センターへ遊びに来てください。
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菰野町おしらせカレンダー
Information Calendar in Komono Town月

１ 木
乳がん検診 / 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）

２ 金
乳がん検診 / 高齢者のための転倒予防運動教室
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

４ 日 第 22 回バレーボール大会
人権コンサート 2022/ 借金のお悩み電話相談

５ 月 乳がん検診 / 健康づくり運動事業（初級コース①）

６ 火 健康づくり運動事業（体脂肪燃焼コース）
乳がん検診 / みんなの運動サロン（千種地区）

７ 水
介護予防運動教室（福村・大羽根園）
みんなで一緒に！ SS ピンポン
健康ウォークデー / 心配ごと相談 / 人権相談

８ 木 乳がん検診 / 介護予防運動教室（竹成・永井）
みんなの運動サロン（朝上地区）

９ 金 高齢者のための転倒予防運動教室
すくすく広場 / 介護予防運動教室（菰野第三区）

10 土 沐浴体験教室

11 日 冬季トリムバレーボール大会
借金のお悩み電話相談 / 日本舞踊子ども教室

12 月 健康づくり運動事業（初級コース②）

13 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

14 水
赤ちゃんと産後ママのほっとサロン / 心配ごと相談
社会教育カレッジ / 元気づくり運動教室（大強原）
健康づくり運動事業（エンジョイフィットネス）/ 人権相談

15 木 えほん広場 / 介護予防運動教室（宿野）
みんなの運動サロン（鵜川原地区）

12

各種相談コーナー Your worries...

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 ２日 法律相談（要予約）13 日
10:00 ～ 15:00 ９:30 ～ 15:00
心配ごと相談 ７日、14 日 人権相談 ７日、14 日
10:00 ～ 15:00 10:00 ～ 15:00
電話福祉相談 毎週月～金
８:30 ～ 17:00

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６期、固定資産税３期12 月の納付

相談無料・要予約・秘密厳守
弁護士による法律相談相談

▶と　き
▶ところ

▶内　容

12 月 13 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、12 月６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

▶と　き
▶ところ
▶対　象
▶講習内容
▶定　員
▶申込期限

12 月 18 日（日）９:00 ～ 12:00
菰野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
12 月４日（日）

普通救命講習会のご案内講座

【普通救命講習Ⅰ】

※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
▶申込期限
▶相談料

12 月 21 日（水）13:30 ～ 15:30
三重県桑名庁舎（桑名保健所）
12 月 14 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

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 申
TEL FAX

掲 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。現在、
町内 72 か所の事業所に登録いただいています。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
上記共通情報


