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お し ら せ 版
広 報 こ も の

2023年２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.
886

後半号

企画情報課編集・発行

２月１日発行

▶演　題

▶と　き
▶ところ
▶受講料
▶講　師

申込不要
第６回よもやま歴史教室

日本古代のマイナンバー制度～戸籍・計帳と
疫病対策～
２月 18 日（土）14:00 ～ 16:00
役場本庁４階　会議室
200 円（受付時徴収）※高校生以下無料
愛知県立大学　教授　丸山 裕美子氏

・詳細は、おしらせ版 12 月後半号折込チラシをご覧く
ださい。
コミュニティ振興課      391-1160      328-5995問 FAXTEL

講座

イ
ベント

菰野巡礼ツアー「心の旅」

主催/菰野町観光協会 後援/菰野町、三重テレビ放送㈱、三重県
国登録有形文化財である横山邸の蔵から「伊勢三十三

所観音霊地巡礼記」が発見されました。町内の札所で
ある「尾高山観音堂」「慈眼寺」、そして普段は公開さ
れていない「菰野横山邸園」を巡るツアー企画です。
▶と　き
▶集合場所
▶コース

▶定　員
▶対　象

▶料　金

▶申込方法

３月 26 日（日）９:30 集合　雨天決行
道の駅菰野
道の駅菰野→尾高山観音堂→慈眼寺→旅館寿
亭（昼食、水雲閣見学）→廣幡神社→菰野横
山邸園→道の駅菰野
35 名（先着順）
中学生以上
※中学生未満のお子さまの参加についてはお

問い合わせください。
9,000 円（昼食、拝観料、保険、バス、ガイド、
日帰り温泉入浴券の代金を含む）
電話、FAX、メール、QR コード
のいずれかで受け付けます。

菰野町観光協会      394-0050      394-0779
makomo@m6.cty-net.ne.jp

観光商工推進室      391-1129      391-1193

問 FAXTEL申
E-mail

掲 TEL FAX

菰野町代表チームを応援しよう！！
第16回美し国三重市町対抗駅伝イ

ベント

42.195km を小学生から一般まで世代別の男女 10
人がタスキをつなぎ、町の部優勝を目指して走ります。
▶と　き
▶コース

２月 19 日（日）８:45 県庁前スタート
県庁（津市）～三重交通Ｇスポーツの杜伊勢（伊勢市）

・詳細は、美し国三重市町対抗駅伝
オフィシャルサイトをご覧ください。

【壮行会】
▶と　き
▶ところ

２月 15 日（水）17:30 ～
役場本庁１階　ロビー

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

「こものおでかけチケット」の
使用期限について情報

令和４年 10 月７日時点で当町の住民基本台帳に記録
されている世帯の世帯主に配付した「こものおでかけ
チケット」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。

チケットの受け取りがお済みでない方は観光商工推進
室（役場本庁２階）にてお受け取りください。
▶使用期限 ２月 28 日（火）

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

▶演　題

▶と　き
▶ところ
▶受講料
▶講　師

申込不要
第７回かもしかライフカレッジ

根付と住職、二足の草
わ ら じ

鞋～伝統工芸伊勢根付
を知っていますか～
２月 26 日（日）14:00 ～ 16:00
役場本庁４階　会議室
200 円（受付時徴収）※高校生以下無料
伊勢根付職人　横山 大眞氏

講座

イ
ベント

KOMONOプロギング
～PlockaUpp拾う×Jogging走る～

SDGs スポーツ「プロギング」に参加してみませんか。
大羽根緑地周辺をジョギングしながら、ごみを拾いま
す。参加特典もあります。

主催 / 菰野町青少年育成町民会議

▶と　き
▶集合場所
▶申込方法

▶定　員
▶申込期限

２月 26 日（日） ９:00 集合 (11:00 終了予定 )
大羽根運動公園 臨時駐車場　※雨天中止
QR コード、コミュニティ振興課

（役場本庁２階）のいずれかで受
け付けます。
40 名（先着順）
２月 20 日（月）　▶参加費　無料

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

・詳細は、おしらせ版１月後半号折込チラシをご覧くだ
さい。

上記共通情報
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日本脳炎の
予防接種について情報

平成 17 年度から平成 21 年度まで日本脳炎予防接種
の積極的な接種勧奨を差し控えておりましたが、新たな
ワクチンが開発され、現在は通常どおり予防接種を実
施しています。

平成 19 年４月１日以前生まれで、接種当日に 20 歳
未満の方は無料で予防接種を受けることができます。母
子健康手帳を確認していただき、接種がお済みでない
場合は、子ども家庭課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      394-3423問 TEL FAX申

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、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。対象の方への無料クーポン券は送付済みです。
▶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。また、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
子育て中の女性のための
健康づくり体験

女性を対象に、健康運動指導士によるボールエクササ
イズでシェイプアップ体操を行います。
▶と　き
▶ところ
▶申込期間
▶持ち物

３月６日（月）10:00 ～ 11:15
B&G 海洋センター　▶参加費　無料
２月 15 日（水）～３月２日（木）17:00
体育館シューズ、飲み物、タオル、マスク

※託児をご希望の場合は、３月２日（木）17:00 まで
にお問い合わせください。

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

FAXTEL

問
掲

申

令和４年度がん検診（個別検診）
について健康

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

今年度の各個別検診は２月末で終了します。受診券を
お持ちで検診を受けていない方は、早めに医療機関へ
のご予約をお願いします。また、受診券をお持ちでな
い方は健康福祉課健康づくり係までご連絡ください。
▶受診期限
▶ところ

２月 28 日（火）
三重郡、四日市市内の指定医療機関

※国保：菰野町国民健康保険に加入の方

【胃がん】
≪胃エックス線検査（バリウム造影）≫

検診料金表
課税世帯 非課税

世帯69 歳まで 70 歳
以上国保以外 国保※

胃がん
（バリウム造影） 4,400 円 1,400 円 200 円

胃がん
（胃カメラ） 4,400 円 1,400 円 200 円

子宮頸がん 1,800 円 500 円 200 円

乳がん 2,600 円 1,000 円 200 円

▶対　象

▶対　象

町内在住の 40 歳以上の方（昭和 57 年４月
１日以前生まれ）

≪胃内視鏡検査（胃カメラ）≫
▶対　象 町内在住の 50 歳以上の方（昭和 47 年４月

１日以前生まれ）かつ令和４年４月１日時点
で偶数年齢の方

【子宮頸がん】
町内在住の 20 歳以上の女性

（平成 14 年４月１日以前生まれ）
【乳がん】
▶対　象 町内在住の昭和 38 年４月２日～昭和 57 年

４月１日生まれかつ令和４年４月１日時点で
偶数年齢の女性

・生活保護世帯の方は無料で受診できます。
・その他の詳細については受診券に同封されている案

内文をご確認ください。
健康福祉課健康づくり係      391-1126      394-3423問 TEL FAX申

四日市建設高等職業訓練校
訓練生の募集について情報

木造建築科の職業訓練生（建築大工の養成）を募集します。
▶訓練期間
▶入校資格

▶料　金

▶申込期限

２年間（４月入校）、毎週水曜日（昼間８時間）
建築の仕事に携わりながら建築技術・技能者
を志す意欲のある方
入校金 10,000円、授業料 11,000円（月額）、
PTA 年会費 15,000 円
３月 20 日（月）　▶定　員　10 名程度

※入校を希望する方は、所属する事業所を通じて申込
書を提出してください。

四日市建設高等職業訓練校
059-354-1531      059-351-7358

観光商工推進室      391-1129      391-1193

問
TEL FAX

申

掲 TEL FAX

スポーツ奨励金の
交付について情報

各種スポーツの全国大会や国民体育大会に出場した場
合などに、必要な経費の一部補助を行っています。詳
細は、コミュニティ振興課までお問い合わせください。

コミュニティ振興課      391-1160      328-5995問 FAXTEL申
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HPV（子宮頸がん予防）ワクチンの
償還払いについて

HPV ワクチンの積極的な接種勧奨の差し控えにより
定期接種の対象年齢を過ぎた後、自費で接種した方に
対して費用の払い戻しを行います。対象となる方は必
要書類を子ども家庭課へ提出してください。

情報

下記①～⑤全てに該当する方
①平成９年４月２日～平成 17 年４月１日生

まれの女性で、定期接種の対象年齢を過ぎ
て接種を受けた方

②令和４年４月１日時点で菰野町に住民登録
があること

③ 16 歳となる日の属する年度の末日までに
HPV ワクチンを３回接種していない方

④ 17 歳となる日の属する年度の初日から令
和３年度の末日までに日本国内の医療機関
で HPV ２価または４価ワクチンの任意接
種を受け、実費を負担していること

⑤償還払いを受けようとする接種回数分にお
いて、令和４年４月１日以降キャッチアッ
プ接種を受けていないこと

医療機関に支払った接種費用金額
※交通費、書類発行等の費用は対象外

（１）HPV 任意接種費用償還払い申請書
（２）接種者の氏名、住所、生年月日が確認

できる書類の写し（運転免許証等）
（３）振込希望金融機関の通帳またはキャッ

シュカードの写し
（４）接種費用が分かる領収書および明細支

払い証明書の原本
（５）接種記録が確認できる書類（母子健康

手帳の写し、予防接種済書等）

▶対　象

▶償還額

▶必要書類

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

▶と　き

▶ところ
▶対　象

イ
ベント

ぐんぐん広場

２月 22 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）
保健福祉センターけやき２階　子育て支援センター
就園前の子どもとその保護者

イ
ベント

親子工作「ひなまつり」

▶と　き
▶ところ
▶対　象

２月 20 日（月）10:00 ～ 11:00
北部子育て支援センター　多目的ルーム
就園前の子どもとその保護者

北部子育て支援センター　　　 396-0707問 TEL FAX

▶と　き
▶ところ

２月 18 日（土）10:00 ～ 11:30
北部子育て支援センター

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。

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

画用紙や折り紙を貼っておひなさまを作ります。

子育て支援センター      391-2214      394-3423問 TEL FAX

ファミサポ相談・登録会相談

申込不要・参加無料
みんなの運動サロン健康

と　き ところ

２月 16 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

２月 17 日（金） 竹永地区コミュニティセンター

２月 21 日（火） 千種地区コミュニティセンター

２月 24 日（金） 朝上地区コミュニティセンター

２月 28 日（火） 菰野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（ない方は貸し出し可）、飲み物

※お住まいの地区の運動サロンへ参加してください。

▶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。

▶と　き
▶ところ
▶対　象
▶内　容

▶定　員
▶申込開始日

▶持ち物

３月17日（金）13:00～14:30(受付12:45～）
保健福祉センターけやき２階　健診コーナー
町内在住の女性　
①講話「女性の心と身体のバランスについて

～女性が健康にすごすために～」
▶講　師 ひとみウィメンズクリニック 服部 日東美氏
②骨盤底筋エクササイズ（実技）
▶講　師 健康運動指導士　門脇 圭子氏
20 名（先着順）　▶受講料　無料
２月 16 日（木）
※定員に達し次第、締め切ります。
運動ができる服装、飲み物、タオル、バスタ
オル、マスク

女性だけの教室でリラックスしながら、骨盤底筋のゆ
るみや排尿トラブルを予防するエクササイズに取り組
んでみませんか。

骨盤底筋エクササイズと
女性の健康講座講座

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

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

16 木 介護予防運動教室（宿野）
みんなの運動サロン（鵜川原地区）

17 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

18 土 第６回よもやま歴史教室
ファミサポ相談・登録会

19 日 第 16 回美し国三重市町対抗駅伝
普通救命講習Ⅰ

20 月 親子工作「ひなまつり」

21 火 みんなの運動サロン（千種地区）

22 水
ぐんぐん広場 / 心配ごと相談 / 人権相談
介護予防運動教室（谷）
健康づくり運動事業（エンジョイフィットネス）

24 金

元気づくり運動教室（潤田）
みんなの運動サロン（朝上地区）
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

25 土 みんなで一緒に！ SS ピンポン

26 日 KOMONO プロギング
第７回かもしかライフカレッジ

28 火 元気づくり運動教室（吉沢）
みんなの運動サロン（菰野地区）

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 17 日 行政相談 15 日
10:00 ～ 15:00 10:00 ～ 15:00
心配ごと相談 15日、22日 人権相談 15日、22日
10:00 ～ 15:00 10:00 ～ 15:00
電話福祉相談 毎週月～金
８:30 ～ 17:00

２

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８期、固定資産税４期２月の納付

イ
ベント

まが玉づくり

▶と　き
▶ところ
▶対　象
▶定　員
▶申込期間

３月 11 日（土）10:00 ～ 11:30
図書館２階　催事室
町内在住の小学生（保護者同伴可）
20 名（先着順）
２月 25 日（土）～３月 10 日（金）
※定員に達し次第、締め切ります。

石を削って自分だけのまが玉を作ってみませんか。

図書館      391-1400      394-4433問 FAXTEL申

イ
ベント

親子で楽しむ人形劇

心が温まる人形劇です。親子でゆったりとした時間を
過ごしませんか。小さなお子さまでもお楽しみいただ
けます。
▶演　目

▶と　き

▶ところ
▶対　象
▶出　演
▶入場料
▶定　員
▶申込開始日

おはなしのビー玉
※短い人形劇を３本上演する予定です。
３月 14 日（火）１回目　10:00 ～ 10:30

２回目　11:00 ～ 11:30
３回目　14:00 ～ 14:30
※同じ内容で３回上演します。

保健福祉センターけやき２階　けやきホール
町内に在住する就学前の子どもとその保護者
人形劇団　どむならん
無料
各回 30 組程度（先着順）
２月 16 日（木）
※定員に達し次第、締め切ります。

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

今回が最後！マイナポイント付与対象
マイナンバーカード申請期限延長情報

「マイナポイント第２弾」の対象となるマイナンバー
カードの申請期限が延長されました。なお、カード申請
期限の延長は今回が最後となります。
▶カード申請期限　２月末

・ポイントの取得にはキャッシュレス決済サービスが
必要です。

・マイナポイント事業およびマイナンバー
カードの取得方法に関する詳細は総務省
のホームページをご確認ください。

上記の期限までに申し込みをしたマイナンバーカード
については、カードの新規取得、健康保険証としての
利用申し込み、公金受取口座の登録で最大 20,000 円
分のマイナポイントを受け取ることができます。
※マイナポイントの申込期限はこれまでどおり２月末

となっておりますが、延長される予定です。新たな
申込期限は改めてお知らせします。

住民課      391-1120      394-3423問 TEL FAX


