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総人口：10,684人（＋12）
　　男：5,311人（＋8）
　　女：5,373人（＋4）
世帯数：3,983世帯（＋3）
（平成29年5月末現在）
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【後援】中日新聞社、株式会社東芝三重工場、中部ケーブルネットワーク株式会社、四日市北地区交通安全協会朝日支部
　　　　株式会社三重銀行朝日支店、三重北農業協同組合朝日支店、桑名信用金庫朝明支店、川越音頭保存会
　　　　川越町女性会、株式会社オークワ・スーパーセンターオークワみえ朝日インター店

総踊り

フォークダンスヒップホップダンスあさひ園児踊り朝日中吹奏楽演奏

抽選会 ビンゴゲーム大会 ミニ新幹線運行 レクリエーション

2017 第 １ ８ 回

17時30分～21時　町民スポーツ施設
小雨決行

みんなも
踊ってね！

サマーフェスタ
ASAHI

【主催】サマーフェスタASAHI実行委員会　【共催】朝日町・朝日町教育委員会
【協賛】  （公財）くわしん福祉文化協力基金

7/22

模擬店多数



　恒例の夏まつり「2017サマーフェスタASAHI」を、７月22
日（土）17時30分より町民スポーツ施設グラウンドにて開催し
ます。当日は誰でも参加できる盆踊りがあり、大会を盛り上げ
るために、盆踊り練習会を下記の日程で開催します。夏の思い
出づくりに、お気軽にご参加ください。事前申込不要。
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教育文化
施　　設

一方通行

サマーフェスタ会場
（町民スポーツ施設）

問い合わせ先　　企画情報課　377－5663

＊サマーフェスタASAHI会場、駐車場案内図

来場者駐車場
（中学校グラウンド）

ご来場の際は、会場周辺道路が一方通行となり、進入禁止道路もありますので、ご注意下さい。
来場者駐車場（中学校グラウンド）へは、梅ヶ丘信号交差点からしか進入できません。
当日は会場周辺の混雑が予想されます。
来場者駐車場（中学校グラウンド）には駐車台数に限りがあります。
周辺の皆様方には大変ご迷惑をおかけしますがご協力をお願いいたします。

梅ケ丘信号交差点

『2017サマーフェスタASAHI』開催に伴う
『盆踊り練習会』のお知らせ

日時と場所：７月５・19日（水）朝日町公民館
　　　　　　２日とも19時30分～21時まで
主　　　催：伊勢朝日音頭保存会

【盆踊り練習会】

＊「2017サマーフェスタASAHI」の詳細は、広報紙の折込チラシ
　をご覧下さい。
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「子育てワンポイントアドバイス」
第139回  「今の日本の大きな問題の一つは「よい子」にこだわりすぎることです。～河合隼雄～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  こころの相談員  前田　里美

※前田相談員は、朝日小学校・中学校で相談活動を行っています。

　「よい子」とは悪い事をせず成績も良い、親の言う通りにする手のかからない子のことを指すのでし
ょう。河合さんのある対談集に登場する一線で活躍する方々は子ども時代に問題児と言われるような人
も多いのですが、幼少期によい子である事が必ずしもよいとは限らないということです。
　親にとっては育てやすい「よい子」であるに越したことはないでしょうが、「悪の排除をすればよい
というわけではない」とも河合さんは言っています。人を傷つけるような悪は断固として許してはいけ
ませんが、様々な経験をさせ子ども自身に考えて行動させる。社会に出れば学校内とは違う世界が待っ
ており、一切悪に接しないのは不可能であり様々な事が混在しています。そこで生き抜いていけること
が重要でしょう。
　親が「よい子」であることを求めるなら、子どもは親に認めてもらおうとしてよい子になろうとしま
す。親に認めてもらえなくても平気な子どもなんていません。そして、成長するにつれて親が求める
「よい子」から離れて自分のやりたい事を見つけていきます。「小中学生はまだ子どもなのだから、親
の言う通りにしていればいい」と、親が段取りし過ぎて指図したり自由を奪ったりすると、子どもが自
分で考えることをやめたり、自分の思いを言えずに親の言いなりになるしかなくなったり、納得できず
に心のバランスを崩すこともあります。一方、はっきり自分の思いを言えてもただの反抗としか受け取
られない子どももいるでしょう。反抗は成長の一つであり自分というものを確立するのに必要な段階で
す。大人はそれを抑え込むのではなく上手に受け止められるといいですね。

６月20日（火）　アフタービクス
　ダンスインストラクターによる、赤ちゃんと行
う産後エクササイズの教室です！

対象：出産後２ヶ月から６ヶ月未満の産婦とその
　　　赤ちゃん
　月齢７ヶ月以上の子どもの託児もあります。申
し込みが必要ですので、日程など詳しくは、広報
あさひ最終ページ「生活カレンダー」をご覧くだ
さい。
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＊最終ページに子育て健康課の子育て事業を掲載していますので、ご覧ください。
＊お問い合わせは、各担当者にご連絡ください。

朝日町食生活改善推進協議会　クッキングプラザ

トマトとささみの中華あえ

材料（4人分）
トマト………………………………………………………200g
きゅうり……………………………………………………100g
鶏ささみ………………………………………………………80g
　　砂糖……………………………………………………大1/2
　　酢………………………………………………………大1/2
　　ごま油…………………………………………………大1/2
　　しょうゆ…………………………………………………大1
　　塩こしょう………………………………………………少々
　　すりごま…………………………………………………大1

作 り 方

夏が旬のトマトときゅうりを
使ったごま風味の和え物です。

日　 程 時　   間 事　業　名 内　　　容 対　 象 場　  所 予約 担　    当

9:00-12:00

10:00-12:00

9:00-12:00

10:00-12:00

15:00-15:30

10:00-10:20

7/11㈫･14㈮･
18㈫・21㈮･
25㈫･28㈮･
8/1㈫・3㈭・8㈫

7/19㈬

8/4㈮

7/13㈭・27㈭

7/8㈯・22㈯

7/２6㈬

ほっとくらぶ
(377-3522)

社会福祉協議会
(377-2941)

教育文化施設
(377-6111)

ほっとくらぶ

児 童 館

教育文化施設

あ さ ひ
ライブラリー

不 要

不 要

不 要

要予約

発 達 が
ゆっくりな
こ ど も と
保 護 者

お 話 を
聞きたい方

小学１年から
６年生まで

未 就 園 児

乳 幼 児絵本の読み聞かせ
や 手 遊 び な ど

絵本の読み聞かせ
な ど

茶 話 会

集 団 遊 び な ど

スキンシップ・
ストレッチなどの
遊 び

あ そ び 場

親子ふれあい事業

10:00-12:007/23㈰ 将 棋 遊 び朝 日 こ ど も
将 棋 教 室

お は な し 会

ほ っ と す る
親 の 会

乳 幼 児 向 け
お は な し 会

①トマトは湯むきする。（へたを取り、へたの反対側にうす
く十文字の切り目を入れ、熱湯に30秒ほどくぐらせる）

②トマトは１.５センチ程度の角切りにする。
③きゅうりはたて半分に切り、適当な大きさの乱切りにする。
④ささみはたて半分に開き、すじを取り、茹でて細かくさい
ておく。

⑤Ａの調味料を合わせ、トマト、きゅうり、ささみをあえる。

Ａ
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～7月は熱中症予防強化月間です！～

症　　　状 対　　　　　　応

軽度 めまい、脈が速い
汗が止まらない、顔色が悪い 水分・塩分の補給

中度 頭痛、吐き気、だるさ
水分・塩分の補給
涼しい場所で足を高くして休憩
※自分で水分・塩分が取れないときは病院へ！

重度 顔が赤い、ボーっとしている
意識がない

救急隊を呼びましょう！
到着まで、首やわきの下、足の付け根を冷やしましょう。

自分では身体の変化に気づきにくいことがあります。注意しましょう！

高齢者・乳幼児は特に注意を！
　高齢者は身体の水分量が減少してきており、こまめな水分補給が大切です。また、のどの渇きや身
体の変化に気づきにくいので周りの方の注意が必要です！
　乳幼児は汗などで多くの水分が失われていきます。多めに水分を取っていただくことが大切です。
また、大人よりも地面が近いため地表からの熱を受けやすい環境なので、保護者がよく注意すること
が必要です。

熱中症にならないために・・・
・熱中症に負けない身体作り
　　水分・塩分の補給はもちろん、バランスのよい食事をとって十分な睡眠をとりましょう。
・過ごしやすい環境作り
　　気温だけでなく、室温が高い部屋も熱中症になりやすい環境です。扇風機やクーラーを上手に利
　用して過ごしやすい環境を整えましょう。
・外出時は準備万端に
　　外出時は帽子や日傘で日差しを防ぐのはもちろん、こまめに日陰やお店などで休憩を取ることが
　大切。

参考
・環境省　熱中症予防情報サイト⇒http://www.wbgt.env.go.jp/doc_prevention.php
・熱中症予防声かけプロジェクト⇒http://www.hitosuzumi.jp/

　今年も暑い季節がやってきました。既に、１週間に1,000人を越えるペースで熱中症による緊急搬送者が
出ています。今年も、熱中症に気をつけて暑い夏を乗り越えましょう！

熱中症のサイン

熱中症に気をつけて！

！
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※臨時福祉給付金（経済対策分）について
　平成26年４月に実施した消費税率引上げに伴う所得の少ない方への影響を緩和します。
　対象者１人につき１万５千円が支給（支給は１回です。）されます。
　平成28年度臨時福祉給付金（３千円）の支給対象者の方で、次の（1）から（4）の要件を全て満た
された方が臨時福祉給付金（経済対策分）の対象者となります。
（1）基準日（平成28年１月１日）において、市町村の住民基本台帳に記録があること（外国人を含む）。
（2）市町村民税（均等割）が非課税であること（平成28年度の課税状況により判断）。
（3）市町村民税（均等割）が課税されている方の扶養親族等になっていないこと。
（4）次のアからエに当てはまらないこと。
　　　ア　生活保護制度の被保護者
　　　イ　中国残留邦人等に対する支援給付の受給者
　　　ウ　国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護費及びハンセン病療養所非入所者給与金（援護
　　　　加算分）の受給者
　　　エ　ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条の規定による援護を受けている者

　　　　　　申請書の提出が必要です。（申請書は保険福祉課でお渡しできます。）
　　　　　　保険福祉課　TEL 377－5659

日　時：８月５日（土）　９時30分～13時30分
場　所：保健福祉センター「さわやか村」２階
　　　　健康教育室・栄養指導室
対象者：小学校１年生～６年生のお子さまとその保護者
定　員：30名（先着順）
参加費：大人300円、小学生200円
　　　　（当日受付でお支払いください）
持ち物：エプロン、三角巾、子ども用上靴、手拭きタオル
お申込み期間：７月10日（月）～７月28日（金）
お申込先：子育て健康課　377－5652
　　　　　※定員になりましたら、期間内でも締め切らせて
　　　　　　頂きます。
　　　　　※小学生未満のお子さまは安全のため調理室への
　　　　　　入室をご遠慮いただいております。

福祉給付金（経済対策分）
の申請はお済ですか？

夏休み
親子クッキング
教室のお知らせ

朝日町食生活改善推進協議会事業

時臨
臨時福祉給付金（経済対策分）の申請はお済ですか？
この給付金の朝日町の申請期限は８月１日（火）までとなっています。

申請方法

次の日程のとおり、
親子クッキング教室を開催します。
みなさんで楽しいお料理教室に

参加しませんか？
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の朝日町職員を募集します！
町では、平成30年４月１日採用の職員を下記要項に基づき募集します。

1職種等、採用予定人員及び受験資格

※全職種共通資格基準・・・日本国籍を有し、地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない人

2試　　験
（第１次試験）【三重県町村会の統一試験】
　日　　時　９月17日（日）午前10時から試験開始
　場　　所　三重県立四日市高等学校
　試験内容 （1）教養試験（全職種）
　　　　　 （2）専門試験（技術職、保健師、幼稚園教諭）
　　　　　 （3）職場適応性検査（全職種）

（第２次試験）【第１次試験合格者】
※日時・場所は、第１次試験合格者に通知します。
　試験内容（1）小論文試験
　　　　　（2）面接試験
　　　　　（3）集団討論
　　　　　（4）実技試験（幼稚園教諭）

若干名

職種等 採用予定人員

一般事務職

技　術　職

学歴、免許等 生年月日等
受　　　験　　　資　　　格

注記

若干名

幼稚園教諭 若干名

保　健　師 若干名 昭和53年４月２日以降
出生の人

昭和53年４月２日以降
出生の人

昭和53年４月２日以降
出生の人

昭和53年４月２日以降
出生の人

※一般事務職と
して配属される
ことがある

保健師免許を有する人又は平成
30年3月31日までに取得見込み
の人

学校教育法に定める高等学校以上
を卒業又は平成30年３月31日ま
でに卒業見込みの人で、土木又は
建築に係る専門課程を履修した人

学校教育法に定める高等学校以上
を卒業又は平成30年３月31日ま
でに卒業見込みの人

幼稚園教諭免許及び保育士資格
を有する人又は平成30年３月31
日までに取得見込みの人

平成30年４月１日
採　用

朝日町職員募集要項

3合格発表　試験結果に基づき、郵送で本人に通知します。
4応募方法
（1）提出書類　
　　①試験申込書・受験票（指定用紙、３ヵ月以内に撮影した上半身脱帽の写真２枚貼付）
　　　※この「試験申込書・受験票」は、朝日町役場総務課へ請求ください。
　　②卒業証明書又は卒業見込証明書
　　③幼稚園教諭については、幼稚園教諭免許及び保育士資格又は幼稚園教諭免許及び保育士資格取得見込
　　　証明書
　　④保健師については、保健師免許又は保健師免許資格取得見込証明書
　　⑤返信用封筒（角形２号サイズ、宛名明記、120円切手貼付）
（2）試験申込書の請求先　朝日町役場総務課         
（3）提 出 先　〒510－8522　三重郡朝日町大字小向893番地　朝日町役場総務課    
  　※郵送の場合は、封筒に「受験申込書在中」と朱書きしてください。   
（4）受付期間　７月３日（月）～７月31日（月）　８時30分～17時（土・日曜日及び祝日は不可）
　　　　　　　  ※郵送の場合は７月31日(月）到着分まで有効       

5問い合わせ先　朝日町役場総務課　（TEL 059－377－5651）
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　社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）に関し、行政
機関同士の情報連携の本格運用が今秋に開始される予定です。
　本格運用が始まると、児童手当などの社会保障の給付を自
治体に申請する際、住民票の写しや課税証明書といった書類
を提出する必要がなくなります。
　国と自治体間の情報連携は平成29年７月から始めますが、
秋の本格運用までは「試行運用」と位置付けられており、申
請を行う際には引き続き従来と同様の必要書類の提出につき、
ご協力をお願いいたします。

マイナンバー制度に関するお知らせ

 

子
ど
も
体
験
博
物
館

和
小
物
の
メ
モ
帳
を
作
ろ
う
！

日時　 ８月10日（木）10時～12時
日本の文化遺産でもある和本の仕組みを学びながら、
和小物をイメージしたメモ帳、作ってみませんか？

対　象：小学校４～６年生
人　数：15名（先着順）
場　所：教育文化施設２階視聴覚室
持ち物：はさみ、カッター、のり、半紙（20枚）

申込期間：７月25日（火）～８月４日（金）
申 込 先：教育文化施設 図書館カウンター

申込方法
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あさひ園新入園児仮募集　～幼稚部・保育部～

あさひ園（幼稚部）
仮申込み
（直接利用申込み）

あさひ園（朝日町）
から入園の内定を
受けます
（入園申込書送付）

あさひ園を通じて
利用のための認定
を申請します

認定証が交付
されます
（１号認定）

あさひ園（保育部）
仮申込み
（利用希望申込み）

あさひ園を通じて
「保育の必要性」の
認定を申請します
（入園申込書送付）

申請者の希望、保育
所等の状況などによ
り利用調整をします

認定証が交付
されます
（２号認定・
３号認定）

あさひ園
入　　園
（承諾）

４

４

３

３２

２１

１

平成30年度あさひ園新入園児仮申し込みの受付を次のとおり行います。
《入園受付内容》

●受付日時　７月25日（火） 13時～15時30分（当日、都合の悪い方はご連絡ください）
●受付場所　あさひ園　ホール
●対 象 児

　保護者等が保育の必要性の基準を満たした以下の年齢児
　０歳児：平成29年４月２日以降に出生した又はされる乳児
　１歳児：平成28年４月２日～平成29年４月１日までに出生した幼児
　２歳児：平成27年４月２日～平成28年４月１日までに出生した幼児
　３歳児：平成26年４月２日～平成27年４月１日までに出生した幼児
　４歳児：平成25年４月２日～平成26年４月１日までに出生した幼児
　５歳児：平成24年４月２日～平成25年４月１日までに出生した幼児

平成30年４月１日時点で朝日町に居住し住民票を有する者の乳幼児。
０歳児の入園については、生後６ヶ月以上からになります。
（申し込みについては、６ヶ月未満でも可能です。）
＊平成30年４月１日以降に転入される方は、途中入園とさせていただきます。
＊利用定員に余裕がない場合においては入園できない場合がありますのでご了承ください。

　あさひライブラリーと朝日町歴史博物館は、７月
から土曜日・日曜日をすべて開館します。
（但し年末年始は除く）

【問い合わせ先】あさひ園　TEL 377－5671

＊同居の親族その他の者が該当児童を保育するこ
とができる場合、その優先度を調整することが
あります。

＜保育の必要性の基準（保育部希望の場合）＞

～入園までの流れ～【参考】

①就　　労
・フルタイムのほか、パートタイム、夜間など
　基本的にすべての就労に対応・居宅内の労働
　（自営業、在宅勤務等）を含む。

②妊娠、出産
③保護者の疾病、障害
④同居又は長期入院等している親族の介護・看護
・兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同
　居又は長期入院・入所している親族の常時の
　介護、看護

⑤災害復旧
⑥求職活動　・起業準備を含む
⑦就学　・職業訓練校等における職業訓練を含む
⑧虐待やＤＶのおそれがあること
⑨育児休業取得時に、既に保育を利用している子
どもがいて継続利用が必要であること

⑩その他、上記に類する状態として市町村が認め
る場合

土日は完全開館へ！！

申し込み
資　　格

保育部

幼稚部
・
保育部

～あさひライブラリー・朝日町歴史博物館～
たとえば…
　９月23日（土・祝）⇒　開館、
　12月23日（土・祝）⇒　開館
　　　　　　　　　　　となります。
　　　  どうぞご利用ください！

※平成30年度中に育児休暇が終了し、保育部へ入園希望される場合もお申し込みください。
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　朝日町、川越町組合立環境クリーンセンターに持ち込んでいただ
く場合に限り、無料で搬入できます。搬入できるサイズ、日時等は
下記のとおりです。同センターへ直接持ち込んで下さい。

〇長さは　２ｍくらいまで
〇太さは　10cmくらいまで
〇枝は払ってください。払った枝も搬入出来ます。
〇指定袋に入れずに搬入出来ます。

〇利用可能日　月曜日から金曜日
　　　　　　　（祝日、年末・年始を除く）
〇利 用 時 間　９時から16時まで
〇場内では、係の指示に従って下さい。

※なお、一般ごみ集積場へ出される場合は指定袋にて一度に３袋ま
　でとなります。
　搬入された草木は環境クリーンセンターでチップ化し堆肥化を行
っています。持ち込まれた草木の中に鉄くずや破砕できないサイズ
の幹等が混入していると破砕機が壊れる原因になりますので、異物
は取り草木のみを搬入していただきますようお願いします。

サ　イ　ズ

利用可能日
及び

利用時間等

（破砕できない異物）

（大きな木の幹等）

この時期、家庭から大量に発生する草木の処分に困っていませんか

環境クリーンセンターでは
家庭から発生する剪定枝・草について、
持ち込みに限り無料で受け入れています。

内　　容　家庭から出るごみの中でも身近な食品に関するごみの現状、処理方法や削減方法について工
　　　　　場見学などを通して学びます。
日　　時　８月２日（水）　９時～17時　　四日市市役所前集合・解散
場　　所　四日市市クリーンセンター（四日市市垂坂町）　井村屋株式会社（津市）
対　　象　町内に在住する小学生と保護者（１家族４名まで。ただし保護者は１名まで）。
定　　員　40人程度（応募者多数の場合は抽選）　　　参 加 費　無料
応募方法　７月12日（水）17時（必着）までに、代表者（保護者）の住所・参加者全員の名前・学年（小
　　　　　学生のみ）・電話番号を、はがきかＦＡＸで四日市市役所生活環境課「バスツアー」係へ　
　　　　　　〒510-8601　四日市市諏訪町１番５号　四日市市役所生活環境課「バスツアー」係
　　　　　　FAX：354－4412
問合せ先　町民環境課　TEL：377－5653

～ごみ減量リサイクル推進協議会　１市２町（四日市市、川越町、朝日町）　　～

親 子 で 学 ぶ

ごみ減量バスツアー
共催
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第６章　都市再生整備計画（案）※１

●柿城跡改修

●町道３－６号線整備

●（仮称）地域交流セ

●水路修景
●桜並木等緑化修景
●（仮称）柿地区ポケットパーク整備

ソフト事業　※３

ハード事業　※２

●町道２－46号線整備

●（仮称）ＪＲ朝日駅前ポケットパーク整備

※１都市再生整備計画
　都市再生整備計画は、
まちづくりの目標や計画
区域、計画期間、目標を
定量化する指標及び事業
内容等を記載したもので、
市町村が社会資本整備総
合交付金の交付を受け、
事業を実施しようとする
時は、都市再生整備計画
及び社会資本総合整備計
画を国土交通大臣に提出
する必要があります。交
付期間は、おおむね３～
５年となります。　この
都市再生整備事業の計画
書は平成29年度国への
計画書提出後、国の認可
を受け、平成30年度か
ら実施となるため、本計
画では「（案）」と表記し
ています。

［基本的な考え方］
　先行して本計画を進めるために、以下に示す４項目を考慮して都市再生整備計画（案）の事業を実施します。
　１　住民との協働による継続的で自主的なまちづくり活動ができる事業
　２　都市再生整備計画を策定する際の対象区域要件となる市街化区域内で行う事業
　３　各種調査結果及びワークショップ・協議会等の中で関心度や重要性が高かった事業
　４　事業完了後に事業効果が現れやすく、目に見えやすい事業

■水路修景のイメージ
●魚が泳ぎ水生植物が眺められるイメージ
●水路を整備して常に清流が流れるようなイメージ
●魚が住みやすいように要所で石が置かれているイメ
　ージ
　（朝日町旧東海道まちなみ整備ワークショップ参加者スケッチに加筆）

朝日まちなみプラン～歩き集えるくらしやすいまちづくり～について
　先月号に引き続き、朝日まちなみプランの内容について発信してまいります。今月号は朝日まちなみプラ
ンの第６章（都市再生整備計画案）から第７章（進行管理）について紹介させていただきます。

凡　例

都市再生整備計画区域

サイン・案内板

ゴミ置場

照明灯
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第７章　進行管理

●家屋等修景補助
●道路・ポケットパーク等のワークショップの開催支援
●東海道に関する展示物制作
●まち歩きパンフレットやまち歩きナビ作成
●（仮称）地域交流センターのワークショップの開催支援
●まちづくり活動支援
●事業効果分析調査

●ゴミ置場修景
●サイン・案内板設置
●照明灯設置
●町道３－３号線整備

●語らいの広場改修

●（仮称）伊勢朝日駅前ポケットパーク整備

●町道３－113号線整備

●桜並木等緑化修景

PDCAサイクル

ACT【改善】 PLAN【事前】

CHECK【事後】 DO【実施段階】

　本計画が効果的に、着実に実施されるよう、
ＰＤＣＡサイクルによる取り組み、定期的な
見直し及び評価を随時実施していきます。

※２ハード事業
　「道路改良工事」
「公園工事」「水路改
修工事」といった施設
の整備や改修、設備等
の設置など、基本的に
工事を伴う事業をいい
ます。

※３ソフト事業
　ハード事業を伴わな
いイベントの開催やマ
ップづくり、意見交換
会の開催など、主にマ
ンパワーで創意工夫す
る事業をいいます。

【問い合わせ先】朝日町役場　産業建設課　TEL 377－5658

■町道３－３号線整備のイメージ
カラー舗装、スリット側溝整備により、車両走行速度
の抑制と歩行スペースの明確化を図ります。

次月号では、朝日まちなみプラン全体の概要をご紹介させていただきます。

ンター整備
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安心して
農地の
貸し借りを！！
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～農地の利用権設定・農地中間管理機構申込～

安心して
農地の
貸し借りを！！
　農地を安心して貸し借りができる制度があります。町では新たに農地を貸したい、借りたいとお
考えの方に対し、農地の利用権設定等促進事業又は農地中間管理事業を行っています。
　農地を持っているが耕作できない方や規模拡大を求める農家は、この制度を利用して　遊休農地
解消のためにご協力をお願いします。
　なお、貸し手の方については、申し込みいただいても必ず借り手がみつかるわけではありません
のであらかじめご了承下さい。

＊来年度の作付分より設定を行いたい方は　締め切り　７月31日（月）まで
　（申込自体は、随時受け付けています。）　
＊対象は市街化調整区域内の農地です。
　（農地中間管理事業については市街化調整区域内の農業振興地域に限定されます。）
＊借り手側には一定の条件が必要になります。

申し込み方法は、農業委員会（産業建設課 377－5658）にお問い合わせください。
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　不治の病と言われたがん。2人に1人が患い、今
も死亡原因の最も高い病です。一方、近年のがん
予防・発見・治療は日々進歩していますが、まだ
まだ全ての生命を助けることはできません。
　「EKIDEN　for LIFE（生命の駅伝）の会」はが
ん研究を支援し、がん患者と家族を応援するため、
5月14日（日）～28日（日）にかけて啓発と募金
活動を行いながら三重県中を走りました。

内　容：就労に対するさまざまな相談をお受けします。
対　象：15～39歳で無職の方
　　　　（ご家族・関係者・在学中でも可）
日　時：７月26日（水）10時～12時
場　所：朝日町役場　相談室
問合せ・申込先：北勢地域若者サポートステーション
　　　　　　　　TEL 359－7280

EKIDEN for LIFE
（生命の駅伝）

EKIDEN for LIFE
（生命の駅伝）第23回

若者サポートステーション
出張相談 　朝日（無料・要予約）in

北勢
地域



（会場内の様子）

三重県内男女共同参画連携映画祭2017

　５月28日（日）に“ごみゼロ運動”を実施しました。
　天候にも恵まれ、各地区からは総勢2,073名の参加をいただき、一部の企業にも参加いただきました。
ポイ捨てされた空きカンやペットボトルなど集めた量は約１トンにのぼり、草刈り作業での草の量を合
わせると総重量約４トンにも達するものでありました。
　皆様のご協力、ありがとうございました。
　これからもきれいな町を目指しましょう！

ごみゼロ運動

広報あさひ/2017/716

寄付（ふるさと納税）

橋岡　信生　様　　　　　5,000円
　「ふるさとあさひ応援事業」に対しましてご寄付いただきました。
ご意向により、「防犯の充実」に役立たせていただきます。

ご厚意ありがとうございます。

　６月４日（日）、あいあいホール
で三重県内男女共同参画連携映画祭
2017（朝日町・川越町）が開催され
ました。
　当日は開場前に長い行列ができ、
536名の参加者で大盛況でした。ま
た、パネル展示なども行い、多くの
方に男女共同参画を知っていただく
機会となりました。
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自衛隊採用種目別試験日程等

ふれあいパークの開園について

　７月11日（火）～７月20日（木）の期間に、夏の交通安全県民運動が実施されます。夏の時期は、レジャ
ー等により交通の流れ・量とも変化することに加え、開放感や暑さからの疲労等により交通事故の多発が懸
念されます。
　一人ひとりが交通安全を意識し、事故防止に努めましょう。

❶子どもと高齢者の交通事故防止（特に、横断歩道における歩行者優先の徹底）
❷後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
❸飲酒運転の根絶
❹自転車の安全利用の推進

　整備を進めて
きました「ふれ
あいパーク」を
７月12日（水）
から開園します。
順次、遊具も設
置していきます。

夏の交通安全県民運動の実施について

1受付期間　７月１日～９月８日
2受験資格　平成30年４月１日現在、18歳以上27歳
　　　　　　未満の者

3採用試験日　(1)１次：９月16日から18日
　　　　　　　(2)２次：10月５日から11日
　　　　　　　　  ※いずれか１日を指定されます。
4試験会場　１・２次試験：津市（三重県）を予定

1受付期間
　(1)男子：年間を通じて行っております。
　(2)女子：年間を通じて行っております。

2受験資格（男女共通）平成30年４月１日現在、
　　　　　　　　　　　18歳以上27歳未満の者
3採用試験日（男女共通）受付時にお知らせします。
4試験会場（男女共通）津市（予定）（三重県）

1受付期間　７月１日～９月８日
2受験資格
　(1)海上自衛隊：高卒（見込を含む。）
　　　　　　　　  23歳未満の者
　(2)航空自衛隊：高卒（見込み含む。）
　　　　　　　　  21歳未満の者

3採用試験日
　(1)１次：９月18日
　(2)２次：10月17日から22日
　(3)３次：11月18日から12月21日
　  　※内の指定される日
4試験会場　(1)１次試験：津市（三重県）を予定  
　　　　　　(2)２・３次試験：別示

【採用種目】　自衛官候補生

【採用種目】　航空学生

【採用種目】　一般曹候補生

【運動の重点】

　問い合わせ先
　〒510－0074　三重県四日市市鵜の森１－14－11（阿部ビル２Ｆ）
　自衛隊四日市地域事務所　TEL 351－1723　受付時間　９時～17時

　自衛官募集コールセンター　フリーダイヤル　0120－063－792
　　　　　　　　　　　　　　受付時間　12時～20時（年中無休）



乳・子宮・大腸がん検診

のびのび相談

すくすく相談

アフタービクス

ひよこ教室（キッズ）

粗大（朝日ヶ丘・白梅西・東）

粗大（柿・山王谷・向陽台）

再生（雑誌等）

健康料理教室

健康料理教室

埋立
のびのび相談

心配ごと相談
健康料理教室

一般
すくすく相談

のびのび相談
たんぽぽ教室

発行・（編集） ： 朝日町（企画情報課）
〒510-8522　三重県三重郡朝日町大字小向893番地
TEL（059）377-5663　FAX（059）377-4543

第628号　平成29年7月1日発行
URL ： http://www.town.asahi.mie.jp
E-mail : asahi@town.asahi.mie.jp

一般

各施設等のマーク ごみ出しの日保健福祉センター

のびのび相談

2歳児歯科検診

1歳半健康診査

すくすく相談

再生（雑誌等）
すくすく相談

すくすく相談

のびのび相談のびのび相談

のびのび相談

リサイクル運動 一般

一般

一般

埋立

埋立

一般

一般

一般

名　　　称 日 時　　間 備　　　　　　　　考

健康事業内容

リサイクル運動
（毎月第3水曜日（祝日、雨天の場合は翌日））

収集場所　保健福祉センター駐車場
　　　　  （午前9時～午後1時まで）
出張場所　埋縄公民館
　　　　  （午前10時～11時まで）

※お申し込みは、子育て健康課（TEL 377－5652）保健師・看護師・管理栄養士まで

心配ごと相談（20、8/7）
毎回、保健福祉センター2階研修室
13時～15時30分まで

7

再生（新聞紙等）

2 31 430

24 2523 26

17 1816

27

5
一般

9 108

28

19 20

11 12

29

22

一般ごみ
火・金
8/10（木）

再生ごみ 埋立ごみ

木

粗大ごみ

26（新聞紙等） 12、 8/9（雑誌等） 24（柿・山王谷・向陽台）
8/7（朝日ヶ丘・白梅西・東）

広報無線がきこえにくいときは…
0120-251165（通話無料フリーダイヤル）
※火災等の緊急時は利用できない場合があります。

※朝日町役場に問い合わせの際は、ダイ
ヤル番号をよくご確認の上、お間違い
のないようおかけください。

心配ごと相談

対象：9ヶ月～１歳６ヶ月未満児（要予約）
内容：保育士と一緒に遊ぼう。母と子のふれあい遊びの場
内容：メタボ予防・高血圧予防を目的とした管理栄養士による調理実習の栄養
教室（要予約保険福祉課377－5659）
持ち物：エプロン、三角巾、筆記用具、参加費300円
対象：出産後２ヶ月以降から６ヶ月未満の産婦とその赤ちゃん（要予約）
内容：ダンスインストラクターによる産後エクササイズの教室
持ち物：汗拭きタオル、バスタオル、飲み物、室内用の運動靴
月齢７ヶ月以上の子どもの託児あり（定員先着10名）
内容：身体計測、保健相談、栄養相談
持ち物：母子健康手帳
対象：１歳６ヶ月以上（要予約）
内容：保育士と一緒に遊ぼう！（定員30組）
持ち物：参加費100円、テープ、のり、クレヨン、ハサミ、お茶

内容：「落ち着きがない」「やりとりがうまくできない」「発達がゆっくり」
「集団生活になじめない」など、臨床心理士によるこどもの発達に関する相談 
（要予約）

内容：「ことばがゆっくり」「どもるときがある」「発音が気になる」など、
言語聴覚士によることばの発達に関する相談（要予約） 

内容：相談支援事業所が相談を受けます。
ソシオTel（345－9016）  HANA Tel（320－2761）
内容：四日市障がい者就業・生活支援センタープラウの相談員が相談を受けま
す。 Tel（354－2550）
内容：相談支援事務所が相談を受けます。
陽だまりTel（328－5881）  ブルーム Tel（329－5657）
内容：北勢福祉事務所の女性相談員がＤＶ・家庭問題などの相談を受けます。 
Tel（352－0557）
内容：北勢児童相談所の相談員が子どもの発達・虐待・非行等の相談を受けま
す。Tel（347－2030）

11
14
20
8/4

18

21

8/8

13
20
25
27
8/1
8/3
8/8
8/10
11
12
26
8/8
8/9

ひ よ こ 教 室
（ キ ッ ズ ク ラ ス ）

健 康 料 理 教 室

ア フ タ ー ビ ク ス

育 児 相 談

た ん ぽ ぽ 教 室

の び の び 相 談

す く す く 相 談

精 神 福 祉 相 談

障がい者の就職相談

知的障がい福祉相談

女 性 の 悩 み 相 談

児 童 福 祉 相 談

6 

21

一般埋立
のびのび相談

14

31

15

10：00～11：00

10：00～13：00

10：00～11：30

9：30～11：00
13：00～14：00

10：00～11：30

予約制

予約制

随時

随時

随時

随時

随時

(8月)

7JulyJuly
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

生活カレンダー

ごみ出しの日

育児相談

13
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