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お し ら せ 版
広 報 こ も の

2023年１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.
883

前半号

企画情報課編集・発行

12月15日発行

情報
軽自動車の継続検査窓口における
納税証明書の提示について

▶対　象 三輪、四輪の軽自動車
※二輪車、原動機付自転車（バイク）、小型

特殊自動車は対象外です。

◆軽自動車税種別割の納付方法によっては納付情報がシ
ステムへ登録されるまでに日数を要することがあり
ます。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願い
します。

◆下記の場合には、紙の納税証明書の提示が必要となる
ことがあります。

・納付したばかりのとき
・中古車の購入直後のとき
・他の市区町村へ引っ越した直後のとき
・対象車両に過去の未納があるとき

軽自動車税納付確認システムの運用が開始されるため
令和５年１月から継続検査窓口での納税証明書の提示
が原則不要になります。

税務課      391-1115      391-1191問 TEL FAX

【注意事項】

新春恒例
令和５年消防出初式イ

ベント

▶と　き
▶ところ

▶内　容

１月８日（日）８:30 ～
保健福祉センターけやき　北駐車場
※荒天時は９:00 から農村センター体育館に

て、優良消防職団員の表彰のみを行います。
・入場パレード　・優良消防職団員の表彰
・通常点検　　　・消防訓練展示
・一斉放水
・地震体験車、ちびたくん試乗コーナー
・はしご車搭乗体験コーナー
・応急手当普及啓発コーナー
※内容は一部変更になる場合があります。

消防本部消防総務課      394-3211      394-5766問 FAXTEL第21回新春書き初め大会イ
ベント

▶と　き

▶ところ
▶参加資格

▶参加費

▶申込期限

１月７日（土）
９:00 ～ 11:00

（受付８:30 ～９:00）
町体育センター　
町内在住、在学または
在勤の方（４歳以上）
中学生以下：100 円　
高校生以上：300 円
１月４日（水）

第21回新春たこあげ大会イ
ベント

▶と　き

▶ところ
▶参加費
▶申込期限

１月７日（土）
13:30 ～ 15:30
朝上小学校 グラウンド
100円/人
１月５日（木） 

・参加賞、記念品の贈呈があります。

・たこは持ち込み可能ですが、会
場で販売する作成キット（300
円程度）での参加もできます。

≪各大会共通事項≫
・参加費は当日受付時に徴収します。
・コミュニティ振興課（役場本庁２階）、各地区コミュ

ニティセンターまたは図書館に設置の申込用紙に必要
事項を記入していただくか、QR コードからコミュニ
ティ振興課へお申し込みください。

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

第５回国際交流事業
～おもしろい動物～イ

ベント

▶と　き
▶ところ

１月 11 日（水）15:00 ～ 16:00
役場本庁４階　大会議室　　▶参加費　無料

ALT( 外国語指導助手 ) のレスリーさん、ジェシカさ
んと楽しい英会話を通して、異国文化と触れ合います。

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためマス
クを着用してご参加ください。

・申し込みは不要です。

◀たこあげ大会申し込み専用 QR コード

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

https://logoform.jp/f/5ciiK

◀書き初め大会申し込み専用 QR コード

友達や家族と一緒に自分のたこを大空にあげてみませ
んか。

100 300

17cm 68cm
35cm 136cm
25cm 34cm
70cm 136cm

059-391- 1160

https://logoform.jp/f/HkLoF
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　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

TEL FAX

FAXTEL

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 １月４日（水）９:30 ～ 福村公会所

菰野第一区 １月５日（木）９:30 ～ 菰野第一区第一公会所

大羽根園 １月 10 日（火）13:30 ～ 大羽根園自治会公会所

竹成 １月 12 日（木）９:30 ～ 竹成公会堂

永井 １月 12 日（木）13:30 ～ 永井公会所

菰野第三区 １月 13 日（金）９:30 ～ 菰野第三区民栄会館

申込不要・参加無料
介護予防運動教室健康

問
掲

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

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

FAXTEL

地区 と　き ところ

千草 １月５日（木）13:30 ～ 千草公会所

大強原 １月 11 日（水）13:30 ～ 大強原公会所

問
掲

申込不要・参加無料
みんなの運動サロン健康

と　き ところ

１月５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

１月６日（金） 竹永地区コミュニティセンター

１月 10 日（火） 菰野地区コミュニティセンター

１月 12 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

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
▶対　象
▶講習内容
▶定　員

１月 14 日（土）９:00 ～ 12:00
千種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　▶申込期限　１月７日（土）

受講料無料
普通救命講習会のご案内講座

【普通救命講習Ⅰ】

大切な家族が倒れたとき、適切な応急手当ができます
か。いざというときに備えて受講してみませんか。

問企画情報課      391-1105      391-1188 FAXTEL

情報
歴史こばなしの
販売について

問 申菰野町青少年育成町民会議事務局 コミュニティ振興課
391-1160      328-5995TEL FAX

菰野町青少年育成町民会議では、子どもたちが犯罪や
自然災害に巻き込まれそうになったときなど、緊急時
に駆け込んで避難できる「こどもをまもるいえ」に登
録いただける協力世帯を募集しています。

登録には、日常的にどなたかが在宅している可能性が
高い家庭で、子どもが助けを求めたときに一時的に子
どもを保護し、警察に 110 番通報ができる世帯（商店
などを含む）が条件となります。

地域全体で子どもたちを守るために、ご協力をお願い
します。

情報
「こどもをまもるいえ」
協力世帯募集

町では、菰野町にまつわるこば
なしを収録した冊子「歴史こばな
し」を販売しています。全8集あり、
皆さんの住んでいる地域にまつわ
るおはなしも見つかるかもしれま
せん。
▶販売場所

▶販売価格

企画情報課（役場本庁３
階）、道の駅菰野、各地
区コミュニティセンター
1,500 円／冊

消防署      394-3239      394-5766問 TEL申 FAX
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▶と　き
▶ところ

▶対　象

イ
ベント

妊婦サロン

１月 11 日（水）
北部子育て支援センター
9:30 ～ 10:00　血圧、体重計測（希望者のみ）

10:00 ～ 10:30　ミニ講座「妊娠中の食事に
ついて」

10:30 ～ 11:00　マタニティーヨガ
11:00 ～ 11:30　各種相談
妊婦とその家族　　▶持ち物　母子健康手帳

▶と　き
▶ところ
▶対　象

▶定　員
▶申込開始日
▶内　容

▶持ち物

ベビーマッサージ体験＆
産後のリフレッシュ体操

１月 24 日（火）10:00 ～ 11:30
保健福祉センターけやき２階　健診コーナー
首すわりからまだハイハイをしていない赤
ちゃんとその保護者
※前回までに体験された方はご遠慮ください。
親子 10 組（先着順）
１月 10 日（火）　▶参加費　無料
ベビーマッサージ、希望者は保健師による身
体計測、育児相談
大きめのバスタオル１枚、タオル３枚、ティッ
シュ、保護者のエプロン、母子健康手帳、お
むつ替え防水シート、飲み物（赤ちゃん用）

※赤ちゃんの空腹をさけてください。
※保護者の方は動きやすい服装でお越しください。

イ
ベント

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

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

おはなし広場

１月 12 日（木）10:30 ～ 11:00
北部子育て支援センター
就園前の子どもとその保護者
図書館ボランティアによる絵本の読み聞かせ

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。

　　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

１月 11 日（水）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ピンポン甲種防火管理者講習会講座

消防法により、多数の者が出入りし、勤務または居
住する防火対象物では、資格をもつ防火管理者を定め、
防火管理上必要な業務を実施しなければならないと規
定されています。この講習は、その資格取得と、これ
らの防火対象物の関係者の方々に防火管理に関する理
解と関心を深めていただき、防火管理体制の一層の強
化を図ることを目的に開催します。
▶と　き

▶ところ
▶定　員
▶申込期間

▶申込方法

２月１日（水）、２日（木）９:00 ～ 15:00
※２日間の講習となります。
農村センター
20 名　▶受講料　2,500 円
町内在住、在勤の方　１月５日（木）～ 31 日（火）
上記以外の方　　１月12日（木）～31日（火）
８:30 ～ 17:00（平日のみの受け付け）
※定員になり次第、締め切ります。
消防本部に設置されている受講申込書に必要
事項を記入し、裏面に氏名を記載した写真 ( 正
面向き上半身、無帽、無背景 ) を添付の上、
消防本部予防課へお申し込みください。
※申込書は町ホームページからもダウンロー

ドできます。電話、FAX、メールおよび郵
送等での申し込みはできません。

※写真は、免許証サイズまたはパスポートサ
イズどちらでも受け付けます。

消防本部予防課      394-3238      394-5766問 TEL申 FAX

防火対象物の用途 収容人員 延べ面積 必要な資格
自力避難困難
者が入所する
福祉施設など

10 人以上 － 甲種防火管理者

飲食店、店舗、
遊技場、病院、
幼稚園など

30 人以上
300 ㎡未満 甲種または乙

種防火管理者
300 ㎡以上 甲種防火管理者

共同住宅、学
校、工場、倉庫、
事務所など

50 人以上
500 ㎡未満 甲種または乙

種防火管理者
500 ㎡以上 甲種防火管理者

（参考）防火対象物と必要な資格

町では、潤田浄水場の深井戸から
汲みあげた原水をペットボトルに封
入した菰野清水を販売しています。
▶販売場所

▶販売価格

上下水道課（役場本庁２
階）、道の駅 菰野
140 円／本（ペットボト
ル 500ml）

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

情報
菰野清水の販売について

・上下水道課で一度に 96 本（４箱）
以上購入すると 120 円／本にな
ります。
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菰野町おしらせカレンダー
Information Calendar in Komono Town月

１ 日 年末年始の役場の休みは
12月29日（木）～１月３日（火）

２ 月

３ 火

４ 水 介護予防運動教室（福村）

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

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

７ 土 第 21 回新春書き初め大会
第 21 回新春たこあげ大会 / 絵本かるた会

８ 日 令和５年菰野町二十歳のつどい
令和５年消防出初式

10 火 みんなの運動サロン（菰野地区）/ 法律相談
介護予防運動教室（大羽根園）

11 水
第５回国際交流事業 / 心配ごと相談 / 人権相談
妊婦サロン / 元気づくり運動教室（大強原）
みんなで一緒に！ SS ピンポン

12 木 介護予防運動教室（竹成・永井）/ おはなし広場
みんなの運動サロン（朝上地区）

13 金
介護予防運動教室（菰野第三区）
健康づくり運動事業（初級コース①）
高齢者のための転倒予防運動教室

14 土 普通救命講習Ⅰ

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 ６日 法律相談（要予約）10 日
10:00 ～ 15:00 ９:30 ～ 15:00
心配ごと相談 11 日 人権相談 11 日
10:00 ～ 15:00 10:00 ～ 15:00
電話福祉相談 毎週月～金
８:30 ～ 17:00

１

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７期、町県民税４期１月の納付

戸籍関係届の受領や斎場利用手続きなど
は、上記期間中も役場本庁の「夜間・休日窓口」
で行います。

《夜間・休日のお問い合わせ》
391-1112      394-3199TEL FAX

第47回駅伝大会イ
ベント

▶と　き
▶ところ
▶コース
▶申込期限

３月５日（日）開会式８:15 ～
三重用水管理事務所きらら湖
きらら湖周回コース（１周約 2.3 ㎞）
２月１日（水）

【チーム構成】
◆一般男子：高校生以上の男子および男女で構成するチーム
◆一般女子：高校生以上の女子のみで構成するチーム
◆中学男子：町内の中学生男子で構成するチーム
◆中学女子：町内の中学生女子で構成するチーム
※一般男子、一般女子のチーム構成は町外の方を含む

場合、３名以内にしてください。
【注意事項】
・大会の詳細については開催要項をご確認ください。開

催要項と申込書は町民センター、コミュニティ振興課
（役場本庁２階）、各体育施設に設置しています。もし
くは、菰野町スポーツ協会のホームページからダウン
ロードしていただくことも可能です。

・開催要項に記載の新型コロナウイルス感染症の感染対
策を厳守の上、ご参加ください。

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

申

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

１月 10 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、１月５日（木）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

１月 29 日（日）に開催を予定しておりました「第
12 回スポーツ協会カップ 2023　綱引き大会」は中止
します。

第12回スポーツ協会カップ2023
綱引き大会の中止について情報

上記共通情報


