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総人口：10,761人（＋9）
　　男：5,359人（＋12）
　　女：5,402人（－3）
世帯数：4,028世帯（＋11）
（平成29年10月末現在）
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「子育てワンポイントアドバイス」

　乳幼児健診等で、ちょっと落ち着きがないとか他の子と違う等、気になることがあると、「うちの子、
発達障害ですか？」と聞かれる保護者の方が見えます。「どうして、そんなことを聞くのですか？」と
尋ねると、「発達障害であれば早期発見が良いと聞くから」と言われます。でも、なぜ良いのか聞くと、
よくわからなかったりします。
　では、なぜ“早期発見”が良いのでしょうか。
　今、児童精神科の受診予約が、半年待ち、若しくは予約が取れない病院もあります。ただ、風邪をひ
いたら風邪薬を飲んで徐々に回復していきますが、幼児期に児童精神科に掛かって診断がついたところ
で、小さいお子さんに薬で対応することは、ほとんどありません。
　早期発見は早期支援をするためなのです。その子に合った支援を早くからすることで、問題行動や困
り感の軽減、二次障害の予防になるとお考えください。
　もちろん、専門の医療機関に掛かることで、療育が受けられることや、診断を受けることで保護者の
しつけが原因でないことがわかり、安心される方もみえます。でも、予約をされても半年待ちです。そ
の間の支援が必要です。特性のあるお子さんは、一般的な関わり方では上手くいかないことが多く、工
夫がいります。どのように支援をしたらよいのか迷った際は、子育て健康課（377－5652）までご連
絡ください。
　必要に応じて、専門家による相談、のびのび相談（心理士による発達の相談）やすくすく相談（言語
聴覚士による言葉の相談）におつなぎします。

11

第144回　『うちの子、発達障害？』
　　　　　　　　　　 　　　　　みえ発達障がい支援システムアドバイザー  竹村　マミ

　11月12日～11月25日は、「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
　11月13日、朝日町のオークワで、三重県北勢福祉事務所や四日市北警察署の職員、
朝日町からは、民生児童委員、人権擁護委員などの方たちが、啓発のためのティッ
シュ配布を行いました。
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朝日町食生活改善推進協議会　クッキングプラザ

ほうれん草と
カッテージチーズのお浸し

材料（4人分）

作 り 方

Ⓐ

＊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。

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

12/12㈫･15㈮・
19㈫・21㈭･
26㈫･1/9㈫

12/20㈬

1/5㈮

ほっとくらぶ
(377-3522)ほっとくらぶ 不 要

発 達 が
ゆっくりの
子 ど も と
保 護 者茶 話 会

スキンシップ・
ストレッチなどの
遊 び

あ そ び 場

ほ っ と す る
親 の 会

教育文化施設
(377-6111)

あ さ ひ
ライブラリー 不 要

お話を聞き
た い 方 は
どなたでも

絵本の読み聞かせ
な ど15:00-15:3012/9㈯ お は な し 会

鉄分が豊富なほうれん草と
カルシウムがたっぷり含まれる

カッテージチーズを
使ったお浸しです。

①ほうれん草は、沸騰した湯で茹でてから冷水にとり、しっ
かり冷ます。
　水気をよく絞って３～４㎝の長さに切る。
②にんじんは、２㎝のせん切りにして茹でる。
③ボールにⒶの調味料をまぜ、ほうれん草とにんじんを加え
て和える。
④小鉢に盛り付ける。

ほうれん草…………………………………………………240g
にんじん………………………………………………………20g
カッテージチーズ……………………………………………80g
　　だし汁……………………………………………1/4カップ
　　うすくちしょうゆ………………………………大さじ1/2
　　みりん……………………………………………小さじ1/2

エネルギー
38kcal

たんぱく質
4.2g

脂　　　質
1.2g

塩　　　分
0.6g

カルシウム
42mg
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インフルエンザに気をつけて
　寒さも厳しくなり、インフルエンザが流行し、体調管理にいっそう気をつけなければならない時
期になってきました。

インフルエンザとは
　インフルエンザとは、“インフルエンザウイルス”によって引き起こされる感染症です。38℃以
上の急な発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、倦怠感などの全身症状が強くあらわれ、あわせて鼻水、咳、
のどの痛みなどの症状もみられます。気管支炎、肺炎などを併発し重症化すると、最悪の場合は、
死に至ることもあります。

日常生活での予防法
●人ごみを避け、外出時にはマスクを着用しましょう。
●帰宅時には「手洗い」「うがい」をしましょう。
●栄養と休養を十分にとりましょう。
●室内では加湿と換気をよくしましょう。

65歳以上の方はインフルエンザ予防接種をしましょう！
　高齢者はインフルエンザに感染しやすく重症化しやすい『ハイリスク群』と呼ばれています。最
大の予防法は、流行前にインフルエンザワクチンの接種を受けることです。ワクチンの接種で、イ
ンフルエンザに感染しにくくなりますし、感染したとしても軽い症状で済むことが証明されていま
す。 

朝日町インフルエンザ予防接種費用助成

期　　　間：平成30年１月31日（水）まで
自己負担額：1,200円
対　　　象：①65歳以上の方
　　　　　　②60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能または免疫の機能に障害が
　　　　　　　ある方のうち身体障害者手帳１級に該当される方、または同程度と医師が判断し
　　　　　　　た方

役場への申し込み等の必要はありません。
病院に置いてある朝日町の予診票を使い、予防接種を受けてください。

※予診票が置いていない病院もあります。病院もしくは子育て健康課へ確認してください。

子育て健康課　TEL 377－5652

　
今年の冬は、予防接種を受けて、日常生活で基本的な予防をしっかり行い元気に過ごしましょう！
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マイナンバーカード取得促進
キャンペーンについて

　内閣府・総務省においては、全国の自治体と連携してマイナ
ンバーカード取得促進キャンペーンを展開しています。朝日町
でもマイナンバーカードの普及促進に取り組みます。
　この機会に、是非マイナンバーカードを御申請ください。
申請書送付用封筒の使用期間延長
　通知カードに同封されていた送付用封筒の差出有効期限は
「平成29年10月４日」となっていますが「平成31年５月31日」

まで延長されましたので、そのままご使用いただけます。
　送付用封筒がない方は、総務省のマイナンバーカード総合サ
イトでダウンロードして作成することもできます。
　詳しくはマイナンバーカード担当までお問い合わせください。
写真無料撮影サービス
　マイナンバーカードを申請する方の申請用の証明写真を無料
で撮影し、その場で申請手続きの補助を行います。
　平成30年２月から事前予約制により専用スペースで開始する
予定です。
お問い合わせ
　町民環境課（マイナンバーカード担当）TEL 377－5653
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第４章　空家等対策施策の展開

朝日町空家等対策の
推進に向けて

 

　先月号に引き続き、「朝日町空家等対策計画」の内容について発信してまいります。
　今月号は朝日町空家等対策計画の第４章（空家等対策施策の展開）の「４. 特定空家等に関する措置」
から「７．その他空家等に関する対策」までについて紹介させていただきます。

４．特定空家等に関する措置

特定空家等とは？
　①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
　②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
　③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
　④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

　今後発生する可能性のある特定
空家等についての措置を明確にし
ます。
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【問い合わせ先】　産業建設課　TEL 377－5658

次月号では、朝日町空家等対策計画全体の概要をご紹介させていただきます。

■専門的団体の窓口■庁内の窓口

朝日町役場に窓口を設置するとともに、専門的団体と連携し、相談体制を整えます。

５．住民等からの空家等に関する相談への対応

６．空家等に関する対応の実施体制

朝日町
空家等対策庁内検討委員会
　・空家等の適切な管理に関する問題の解決
　・町内の空家等の状況把握
　・空家等の利活用　　　など

地域住民
　・空家等の見守り、チェック
　・自治区等で活用

各種関連団体
　・相談窓口の拡充
　・専門家の情報提供

協力・連携

協力・連携

（法定）朝日町空家等対策協議会
　・空家等対策計画の作成及び変更
　・空家等の調査及び特定空家等の立入調査の方針
　・特定空家等に該当するか否かの判断
　・特定空家等に対する措置の方針
　　　　　　　　　　　　　　　などについての協議

協力・助言 相談・対応

空家等の所有者等

・適切な管理
・賃貸等で積極活用
・除却及び跡地の利活用
　　　　　　　　　　など

７．その他空家等に関する対策
【改善】 【事前】

【事後】 【実施段階】

PDCAサイクル

相談分野 内容項目 関係課

空家全般 空家全般
産業建設課
377－5658

町民環境課
377－5653

総務課
377－5651

建築物の
維持管理

建築物の老朽化等、
倒壊、脱落など道路
等への雑草木の繁茂

生活衛生
衛生害虫、隣地への
雑草木の繁茂、ゴミ
の散乱など

火災予防 枯草や可燃物の放置
などの火災予防

専門的団体 連携内容

弁護士・
司法書士

・相続、権利関係等法律
・相続、売買での不動産登記
・成年後見制度に係る相談支援、
　財産・金銭管理

宅建・
不動産事業者 ・空家等の売却や賃貸

建築士・
建設事業者 ・空家等の耐震診断や改修全般

　今後、人口減少や少子高齢化の進行など周囲の状況が
大きく変わり、空家等に限らず、さまざまな変化が生じ
てくることが予想されます。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。

　空家等対策の施策の推進するため、朝日町空家等対策協議会及び朝日町空家等対策庁内検討委員会を設置
し、地域住民、庁内関係課、各種関連団体など多様な主体との連携を踏まえ、空家等に関する実施体制を構
築します。
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トランス画像

コンデンサー画像安定器　画像

　ビルや工場などの蛍光灯や水銀灯等の照明器具の安定器、電源設備等の変圧器やコンデンサーには、
ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）が使用されている可能性があります。
　ＰＣＢを含む電気機器等については、早いものでは平成33年３月末日までが処分期間となります。
この処分期間を過ぎると事実上処分することができなくなることから、ＰＣＢを含む電気機器等が使
用又は保管されていないか確認いただきますようお願いします。　
　ＰＣＢを含む電気機器等の確認方法、処分期間、保管及び処分に向けた手続きなどについては、環
境省ホームページの「ＰＣＢ早期処理情報サイト」をご覧ください。（「環境省　ＰＣＢ　早期処理」
で検索）
　なお、確認作業については、電気設備を管理している電気主任技術者又は管理会社・団体に必ず相
談ください。接触等により感電する恐れがあり非常に危険ですので、使用中の電気設備には、近づか
ないでください。
　また、ＰＣＢを含む電気機器等が見つかった場合は、県等への届出が必要となります。
　届出等については、三重県環境生活部廃棄物対策局廃棄物・リサイクル課又は、各地域防災総合事
務所（地域活性化局）環境室にご相談いただくか、三重県ホームページの「ＰＣＢ特別措置法に関す
る届出について」をご覧ください。（「三重県　ＰＣＢ　届出」で検索）

まずは

確認を
！
ＰＣＢ廃棄物の処理期限
が迫っています。

受付時間　平日の10時～17時
　　　　　受付は平成30年３月30日まで

蛍光灯器具
（オフィス・教室用等） 

水銀灯器具
（高天井用・道路用）

低圧ナトリウム灯器具
（トンネル用）

【ＰＣＢに関する全国相談窓口】

【照明器具に使用されている安定器の例】

【　　　　　　　　　　　　　】ＰＣＢ使用安定器を使用した照明器具の例
（日本照明工業会HPより）

公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団
TEL ０１２０－９８５－００７
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　「ごみが混在しています。
分別し指定日に出して下さ
い。」という啓発シールが
貼られています。
　このほか、異なった袋で
出された場合に「指定袋で
出してください。」という
ものがあります。
　このようなルール違反ご
みは、排出した方への啓発
のため、回収せず、ごみス
テーションに留め置くこと
にしています。
　心当たりの方は、出し直
しをしてください。

　「これって何ごみ？」「どう分別したらいいの？」「わからないから適当でいいかな？」
そんなときは、お問い合わせください。
　　【朝日町、川越町組合立環境クリーンセンター　TEL ３６５―９０１７】
　　【朝日町役場　町民環境課　TEL３７７―５６５３】

●こんなシールを貼られた袋を見たことありませんか？

●ごみ出しのルールは…
・きちんと分別して指定袋で
・収集日当日の朝８時30分までに
・きめられたごみステーションに

最近、各所において‘混在ごみ’や‘指定日違反ごみ’が増えてきています。

●必ずごみ出しのルールを徹底してください！！

ごみ出しのルール守れていますか？

ルールが守られていないごみには、
シールを貼り、啓発を行っています。
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税金がお得で　　今にゆとり
年金が増えて　老後にゆとり

三重県国民年金基金
フリーダイヤル ０１２０－２９－１２８４

ホームページ　www.miekikin.or.jp

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

国民年金基金とは
　国民年金ではありません。
　国民年金に上乗せする公的な個人年金です。
　対象者の方は、自営業の方やフリーランスで働いている方で、20歳以上65歳未満の国民年
金の保険料を支払っている方です。
　自分の予算に合わせて設計することができ将来受け取る年金を確実に増やすことができます。

メリット
　❶掛金は全額所得控除となり節税ができてお得になります。
　❷掛金は自分で自由に選択できます。
　❸終身年金が基本で、掛金額は選択した給付の型と加入口数によって決まります。
　❹不幸にして本人が死亡した場合、保証期間内であれば遺族一時金が支払われます。しかも
　　非課税となっています。
　これ以外にもメリットがあります。
　詳しくは、三重県国民年金基金までお問い合わせください。

平成30年 成人式のご案内
日　時：平成30年１月７日（日）
　　　　受付　13時～
　　　　開式　13時30分
ところ：朝日町保健福祉センター
対象者：平成９年４月２日～
　　　　平成10年４月１日生まれの方

答辞者募集
　成人式当日、成人代表として答辞をしていただく
方を募集しています。
　ご希望の方は、12月11日（月）までに生涯学習室
（TEL 377－2513）までご連絡ください。なお、応
募多数の場合は、抽選となります。

成 人 式



受講生
募集
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年 末の
　12月１日（金）～12月10日（日）の期間に、年末の交通安全県民運動が実施されます。
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。

【運動の重点】

　①子どもと高齢者の交通事故防止
　（特に、夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の
　　交通安全対策の推進）
　②横断歩道における歩行者優先の徹底
　③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
　④飲酒運転の根絶

UDUDUD（ユニバーサルデザイン）

アドバイザー養成講座

交通安全県民運動
の実施について

　ユニバーサルデザインとは、すべての人にとって、できる限り利用可能であるように、製品、建物、
環境をデザインすることです。高齢者も若者も、障がいのある人も無い人も、一人でも多くの人が、
安全で快適に暮らせるまちづくりを学んでみませんか？
（全講座修了者には、三重県のＵＤアドバイザー認定制度があります。）

日　時：平成30年２月17日、24日、３月17日、24日（全４回）
　　　　いずれも土曜日10時～16時
場　所：じばさん三重（近鉄四日市駅徒歩８分）
受講料：3,000円
定　員：先着30名
主　催：ＮＰＯ法人ＵＤほっとねっと
お申込み・問い合わせ：090－1271－6035（伊藤）
Ｈ　Ｐ：http://www.ud-hotnet.com/
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平成29年地方教育行政功労者表彰を受賞　～水谷　康德　氏　～
　水谷氏は、平成15年７月
７日に朝日町教育委員会委
員長に任命されてから平成
28年９月30日に退任するま
での永きにわたり地方教育
行政の発展に貢献された功
績が認められ、10月13日に
地方教育行政功労者表彰を
受賞されました。

防火・防災管理講習の開催について

1実施日時
　（1）甲種防火管理新規講習（２日間全科目の受講が必須です。）
      　　 平成30年１月30日（火）と１月31日（水）の２日間     両日とも　９時30分～15時40分
　（2） 乙種防火管理講習（全科目の受講が必須です。）
      　　 平成30年１月30日（火）　９時30分～15時40分
　（3） 防火・防災管理再講習（全科目の受講が必須です。）
      　　 平成30年２月１日（木）　９時～12時

2実施場所
　四日市市西新地14番４号　四日市市消防本部２階　防災センター

3受講手続
　　消防本部予防保安課、北消防署、朝日川越分署、南消防署において、所定の受講申込書に必要事
　項を記入（上半身の写真を貼付）のうえ、お申し込みください。テキスト代（甲種防火管理新規講
　習・乙種防火管理講習は2,400円、防火・防災管理再講習は1,950円）につきましては講習当日の受
　付時にお支払いいただきます。
　　受講申込用紙は消防本部ホームページからもダウンロードできます。
　　なお、電話での申し込みはできません。

4受付期間
　三重郡朝日町内に在住または通勤の方
　平成30年１月９日（火）～１月19日（金）　（土日を除く。）
　受付時間は８時30分～17時15分までとします。
　ただし、受付期間中であっても定員になり次第締め切りますので、お早めにお申込みください。

5受講定員
　甲種防火管理新規講習　140名　　乙種防火管理講習　40名　　防火・防災管理再講習　50名

6問い合わせ先
　四日市市消防本部  予防保安課予防係　TEL：356－2008
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法務局からのお知らせです

教育講演会

　相続登記をお忘れではありませんか？
　不動産を相続した後、長期間相続登記をせず、放置しておくと…
　　❶更に次の相続が発生して相続人の確定が難しくなる。
　　❷相続登記の手続費用が高額になる。
　　❸不動産の売却やローンの手続がすぐにできない。
　　❹不動産が適正に管理されず、荒地や空き家等が増え，環境が悪化する。
　といった様々な問題が発生する可能性があります。
　大切な不動産を次世代に引き継ぐため、相続登記の手続を進めましょう。
　また、相続手続を簡素化することを目的として、「法定相続情報証明制度」を開始しました。この制度は，
戸籍などの書類を基に、法務局が法定相続人が誰であるのかを確認し、戸籍謄本等に代わる公的証明書を無
料で発行するものです。相続登記はもちろんのこと、金融機関における預貯金の払戻し等、様々な相続手続
で御利用いただけます。
　「相続登記の手続」及び「法定相続情報証明制度」に関する詳細は、法務局ホームページをご覧ください。

◇「未来につなぐ相続登記」～次世代を担う子どもたちのために～
【問い合わせ先】　津地方法務局四日市支局　TEL 353－2237

●講演会のご案内 ＜参加無料、託児あり（無料、要申込）＞

＊講演会当日前に、参加、託児の確認のご連絡を差し上げます。欠席の場合は、事前にご連絡ください。

１月24日（水）10：00〜11：30　川越町あいあいセンター　視聴覚室

１月27日（土）14：00〜15：30　四日市市あさけプラザ　第２小ホール
地域連絡先　小野田直子  090－4790－8657

　「これからの地球はどんどん狭くなっていくだろう。こどもたちが、その世界で伸び伸びと生きていける柔軟
な感性を持った人間に育って欲しい。こどもにことばのプレゼントをしよう」そんな一人の父親の親心から、家
族や仲間といろいろなことばを母語のように育てる多言語活動が始まりました。
　講演会では、年以上にわたる活動を通して見つけてきた、赤ちゃんの母語習得のプロセスと、誰でもいくつも
のことばが楽しく話せるようになることを、講師が体験をもとにわかりやすくお話しします。ことばを育て合う
楽しさと、豊かな心から生まれることばの力とは何かを感じていただけることでしょう。

世界に通じる、ことばと心を育てる
主催：一般財団法人言語交流研究所
　　　ヒッポファミリークラブ
後援：四日市市　四日市市教育委員会
　　　朝日町　朝日町教育委員会
　　　川越町教育委員会

話せる人が
やっていること

ことばの習得に
必要なこと

海外の友達と
楽しんでいること



健康相談

離乳食教室（後期）

アフタービクス

ひよこ教室（ベビー）

粗大（小向・埋縄）

埋立
乳・子宮・大腸がん検診

健康料理教室
のびのび相談

リサイクル運動
心配ごと相談

からだサプリ教室
すくすく相談

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633号　平成29年12月1日発行
URL ： http://www.town.asahi.mie.jp
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一般

各施設等のマーク ごみ出しの日保健福祉センター

からだサプリ教室

再生（雑誌等）

すくすく相談

一般埋立一般

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
　　　　  （９時～13時まで）
出張場所　朝日ヶ丘地蔵広場
　　　　　朝日ヶ丘公民館
　　　　  （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）
毎回、保健福祉センター2階研修室
13時～15時30分まで

再生（新聞紙等）

1097

1 231 3

25 2624

4

一般

 (平成30年1月) 5

27 28

6

30

一般ごみ
火・金

再生ごみ 埋立ごみ
木

粗大ごみ
13（新聞紙等）　27（雑誌等） 11（小向・埋縄）

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。

内容：血圧測定、検尿、体脂肪測定、健康相談、栄養相談など
持ち物：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：身体計測、保健相談、栄養相談
持ち物：母子健康手帳  
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)
対象：60歳以上で介護認定を受けていない方。（要予約）
内容：健康運動指導士による転倒予防の運動教室。（定員40名）
お問合先：保険福祉課（377－5659）
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：９～10ヶ月児（要予約）
内容：管理栄養士による後期・完了期の離乳食の講話と調理実習。
持ち物：エプロン・三角巾・おんぶ紐もしくはベビーカー
対象：０～８ヶ月児（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：「ことばがゆっくり」「どもる時がある」「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：「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
活がなじめない」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：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

12

15

19

20
1/10

21

26

1/9
12
13
20
1/9
1/10
14
21
1/4

健 康 相 談

た ん ぽ ぽ 教 室

育 児 相 談

ア フ タ ー ビ ク ス

からだサプリ教 室
（ 介 護 予 防 教 室 ）

健 康 料 理 教 室

離乳食教室（後期）

ひよこ教室(ベビー)

す く す く 相 談

の び の び 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

29

8

16

14:00～15:00

10：00～11：30

9：30～11：00
13：00～14：00

10：00～11：30

13:15～15：00

10：00～13：00

10:00～12:00

10：00～11：00

予約制

予約制

随時

随時

随時

随時

随時

すくすく相談

すくすく相談

一般

一般

たんぽぽ教室

12
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

すくすく相談 のびのび相談
埋立

のびのび相談
埋立

18 1917 20 21 22 23

11 12 13 14 15

一般

一般
育児相談

7・8ヶ月児相談

DecemberDecember
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