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総人口：10,849人（－13）
　　男：5,415人（－6）
　　女：5,434人（－7）
世帯数：4,117世帯（－1）

（令和元年5月末現在）

2019.10.17

朝日町敬老福祉フェスタ朝日町敬老福祉フェスタ
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朝日町長 矢 野 純 男

　このたび、４月21日に行われました朝日町長選挙におきまして皆様からのご信任をいただ

き、朝日町政を担わせていただくことになりました事にあらためて御礼と感謝を申し上げます。

　同時に、皆様からの負託と町長としての重責を痛感して、身の引き締まる思いをしておりま

すが、全身全霊をもちまして責任を果たせるように努力してまいる決意でございます。

　私たちのふるさと「朝日町」は、豊かな自然と誇れる歴史・文化を持ち、更に名古屋・四日

市の中間に位置して公共交通機関と道路網が整備された恵まれた立地にあります。また、「年

少人口（０歳～14歳）割合」が20％強で全国３位と若年者比率が高く、住民アンケートでは

約80％の方が「町への愛着」を感じているという結果になっております。

　しかしながら、まだまだ子育て・教育環境の整備、高齢者・障がい者の方への支援強化、皆

様の「生命」と「財産」を守る方策の検討と推進、行政サービスレベルの向上、町の「元気力」

アップ対策など多くの課題が山積しております。

　私は、民間での企業経営経験を活かしながら、「町民（お客様）目線」に立った町政運営を

行い、山積する課題解決にスピード感を持って取り組むことにより、この町を「誰もが住みや

すい」、「自慢できる」、「元気な」朝日町にしてまいります。

　皆様におかれましては、私のこの決意にご理解とご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い

申し上げます。

　最後になりますが、皆様の今後益々のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、町長就任のご挨拶

とさせていただきます。

令和元年６月５日
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「子育てワンポイントアドバイス」
第163回  「子どもの思春期を乗り越える」
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  　　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。

　概ね小学校高学年くらいから思春期が始まり、その始まりや期間・程度は個人差があります。それは親離れの準備の
始まりでもあります。
　「うるさい！」「関係ない！」と反論する。全然出来ていないので注意すると怒り出す。また、どこにもぶつけられ
ないイライラがエスカレートして物や親に向いてしまうこともある。ついこの前まで甘えてきて素直だった我が子が一
変し、まるで突き放されたような寂しさを感じるでしょう。思春期は『（第二次）反抗期』でもあり、最初の（第一
次）反抗期は２，３歳頃のイヤイヤ期です。それは自分でやってみたいという自立の一歩。しかし、体が大きくなって
からの反抗期はイヤイヤというような可愛いものではなく、どう対処していいのかわからなくなることも多いでしょう。
　心理学者の河合隼雄さんは思春期を「さなぎの時期」と表現しました。蝶（大人）になって飛び立つ前のさなぎ。目
に見えないそのさなぎの中では大きな変化が起こっています。心と体のアンバランス、まだまだ子どもだが一人前と認
めて欲しい、助けて欲しいけどあれこれ指図されたくない、等たくさんの葛藤を抱え、そしてそれは本人も気づいてい
ないことが多く、子ども達もどうしていいのかわからない状態なのです。また、体の成長に伴いホルモンバランスの崩
れから気分が不安定になることもあります。
　親として愛情をかけるのは意外と難しいことかもしれません。どこまで手を差し伸べるべきなのか？どの様に見守る
べきなのか？子どもに傷ついたり失敗して欲しくないと思うのが親心。しかし、子ども自身が失敗して習得していくこ
とが成長です。親が心配し過ぎて子どもの手を握ったままでは、子どもが自分の足で立ち上がり歩き出す機会を奪って
しまうことになります。
　困った時は学校・町・県など様々な窓口があるので相談してみてはいかがでしょうか。思春期は必ず終わりが来ると
信じて、子どもの可能性を信じて、子どもと向き合い付き合ってもらえたらと思います。

朝日町子育て世代包括支援センターのご案内
　安心して妊娠・出産・子育てができる支援体制を整えるため、「朝日町子育て世代包括支援センタ
ー」を平成28年度より、子育て健康課窓口と保健福祉センター保健室に設置しています。
　子育て健康課だけでなく、教育委員会やあさひ園、社会福祉協議会、桑名保健所、北勢福祉事務所、
北勢児童相談所など様々な関係機関と連携しておりますので、何でもご相談ください。
問い合わせ先：子育て健康課（TEL 377－5652)　　

7

＊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

10:00-12:00

15:00-15:30

10:00-10:20

7/12㈮･16㈫･19㈮・
23㈫･26㈮･30㈫・
8/1㈭・6㈫・9㈮
7/17㈬
8/2㈮

7/13㈯・27㈯

7/２4㈬

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年生から
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

10:00-12:007/20㈯ 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

7/11㈭・18㈭・25㈭
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【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】サマージャンボ宝くじ
【後援】東芝インフラシステムズ株式会社、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
　　　　中日新聞社、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、桑名三重信用金庫朝明支店
　　　　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、川越音頭保存会、川越町女性会

日時：7月27日㊏（小雨決行）日時：7月27日㊏（小雨決行）

17時30分～21時17時30分～21時
（駐車台数に限りがあります。お車でのご来場は控えてください。）

場所：町民スポーツ施設グラウンド場所：町民スポーツ施設グラウンド
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2019

　恒例の夏まつり「2019サマーフェスタASAHI」
を、７月27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
り練習会を右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。

　後半の総踊りで、ハッスル・ユーモアにあふれた
踊りで会場を盛り上げていただいた方に商品をプレ
ゼントします。
　たくさんの方、チャレンジしてください！

サマーフェスタASAHI会場、駐車場案内図

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）

来場者駐車場
（中学校グラウンド）

梅ケ丘信号交差点

問い合わせ先　企画情報課　TEL 377－5663

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、駐車台数にも限りがあります。徒歩でのご来場をお願いします。  
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します。

『2019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：７月３日（水）10日（水）17日（水）
　　　　　　　　３日とも19時30分～21時
場所：朝日町公民館
主催：伊勢朝日音頭保存会

【盆踊り練習会】

踊りコンテストのお知らせ
「　　　　サマーフェスタASAHI」
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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

冬瓜のサラダ

材料（4人分）
冬瓜……………………
パプリカ（黄）…………
パプリカ（赤）…………
青紫蘇……………………
　玉ねぎ…………………
　ごま油……………

400ｇ
1/2個
1/2個
４枚
20ｇ

大さじ１

酢………………… 
炒りごま………………
醤油………………
みりん…………… 
砂糖………………

大さじ１
４ｇ

大さじ１
小さじ２
小さじ２

作 り 方

夏が旬の冬瓜は、余分なナトリウムを排出する
働きがあるカリウムが豊富です。

高血圧の予防に加え、むくみの解消にも効果が
あります。冷やすと口当たりよく美味しいですよ。 Ａ

エネルギー
54kcal

たんぱく質
1.1g

脂　　　質
3.5g

塩　　　分
0.5g

①冬瓜は厚めに皮をむき厚さ
５㎜、長さ４㎝の短冊に切
る。

　沸騰した湯に冬瓜を加え、
さっと茹でて水気を切って
おく。

②パプリカは５㎜幅、長さ４
㎝に切っておく。

③青紫蘇は千切りにし、水に

さらして水気を切っておく。
④Ａの玉ねぎをみじん切りに
する。

⑤Ａの材料をすべて混ぜ合わ
せドレッシングを作る。 
①と②の材料を⑤のドレッ
シングで和え、器に盛り青
紫蘇をトッピングする。

子どもたちのHAPPYのために、まずは一歩。
里親を「知る」、里親を「応援する」、里親に「なる」
私たちにできることから始めてみませんか？
そこで、里親のことを知りたい人やなりたい人向けに説明会を開催します。
この機会にぜひお気軽にご参加ください。

日時：７月13日（土）　10時30分～（受付10時から）
場所：川越町役場総合センター　いきいきセンター２階　大研修室
　　　（三重県三重郡川越町大字豊田一色314）
内容：里親制度説明・体験談等
　　　申し込み不要(託児が必要な場合は事前連絡必要)
問い合わせ先：社会福祉法人アパティア福祉会
　　　　　　児童家庭支援センターまお (エスペランス四日市内)
　　　　　　TEL：080－6983－6863（まお直通：９～16時）
　　　　　　TEL：346－1371（エスペランス四日市）
　　　　　　mail：mao@apatheia.jp

里 親 制 度 説 明 会
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　マイナンバーカード交付専用の
休日臨時窓口を開設します。
　マイナンバーカードを受け取る
のに平日都合がつかない場合ご利
用ください。

マイナンバーカード
交付専用休日臨時窓口

のお知らせ
と　き　７月28日（日）　８月25日（日）
　　　　いずれも９時～17時
ところ　朝日町役場　町民環境課臨時窓口
　　　　または２階交付会場
その他　事前に電話予約が必要です。
　　　　（直近の金曜日17時までに）
予約先・問い合わせ先
町民環境課　TEL 377－5653

日　時：８月３日（土）　９時30分～13時30分
場　所：保健福祉センター　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、
　　　　参加費
申込み期間：７月11日（木）～７月26日（金）
　　　　　　８時30分～17時
　　　　　　※ご本人及びご家族様からの申し込みに限ら
　　　　　　　せて頂きます。
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の付き添いは、安全のた
　　　　　め参加をご遠慮頂いております。

朝日町食生活改善推進協議会事業

夏休み
親子クッキング
教室のお知らせ

次の日程のとおり、
親子クッキング教室を開催します。
お父さんと？お母さんと？家族で？

夏休みの思い出に親子で
お料理教室に参加しませんか？

有
料
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〇健康料理教室

場　所：保健福祉センター　栄養指導室
日　時：８月20日（火）　10時～12時30分
定　員：先着30名程度（定員になり次第申し込みを締め切ります）
費　用：材料費　300円
持ち物：エプロン・三角巾・筆記用具
申込み期間：８月６日（火）～８月13日（火）　８時30分～17時
申込先：保険福祉課　377－5659

　メタボ予防を目的に､健康料理教室を次のとおり開催致します。
　メタボ予防料理教室はお腹まわりが気になる方、メタボ予防に関心の
ある方を対象に管理栄養士の考えた献立をもとに調理実習を行います。
　実習を通して、楽しみながら普段のお食事を見直してみませんか？

メタボ予防料理教室

参加者募　集

肝炎ウイルス検査を受けましょう！
　肝がんの原因の80％は肝炎ウイルスです。
肝炎ウイルス検査を受けてください。
▶朝日町では、肝炎の早期発見・早期治療を目的
として、健康増進法に基づき、今年度40歳にな
られる方を対象に、肝炎ウイルス検診のご案内
をお送りしています。　

▶これまで肝炎ウイルス検査を受診したことがな
い方は、医療機関にて無料で肝炎検査を受ける
ことができます。検査は、採血だけです。肝が
ん予防のため、肝炎ウイルス検査を受けましょ
う。

風しんの抗体検査・予防接種を受け
ましょう！
　2022年３月31日までの３年間に限り、風
しん抗体検査・予防接種を公費で受けられま
す。
▶風しんの予防接種は、現在、予防接種法に基づ
き公的に行われています。しかし、公的な接種
を受ける機会がなかった昭和37年４月２日～昭
和54年４月１日の間に生まれた男性は、抗体保
有率が他の世代に比べて低く（80％）なってい
ます。
▶今年度は、昭和47年４月２日～昭和54年４月１
日の間に生まれた男性を風しんの定期接種の対
象者とし、無料クーポン券をお届けしています。
▶昭和37年４月２日～昭和47年４月１日の方も、

申請いただければ、無料クーポン券を発行する
ことが可能です。対象年齢の男性で、ご希望の
方は、子育て健康課窓口にて申請してください。
▶対象者の男性は、クーポン券を利用して、まず
抗体検査を受けていただき、抗体検査の結果、
十分な量の抗体がない方は、定期接種の対象と
なります。

20歳（男性は40歳）を過ぎたら、
受けようがん検診
　個別がん検診（乳・子宮・胃内視鏡）の受診
期間は令和２年１月31日まで。早めの受診を。
▶３月に医療機関での個別がん検診をお申込みい
ただいた方へ、個別がん検診受診券を送付しま
した。忘れないうちに、早めに検診を受けまし
ょう。

▶朝日町では、がん検診受診率向上のため、乳が
ん・子宮頸がん検診の無料クーポン券を送付し
ています。対象年齢の女性の方は、この機会に
是非検診を受けてください。
　子宮頸がん検診無料クーポン券対象者
　平成10年４月２日～平成11年４月１日生
　乳がん検診無料クーポン券対象者

　昭和53年４月２日～昭和54年４月１日生
▶集団・個別検診ともに、若干の空きがあるため、
随時、申込を受け付けております。まだお申し
込みがお済でない方は、ぜひ子育て健康課
（377－5652）までご連絡ください。定員に達
し次第、受付を終了させていただきます。



　「竹あかり」とは、竹にドリルなどで穴を開け、ろうそ
くやLEDなどの光源を入れることで幻想的な光を放つ作品
のことです。難しそうに見えますが、工具の扱いにさえ気
を付ければどなたでも作ることができます。今回、親子を
対象に、竹あかりづくりワークショップを開催します。完
成した作品は、７月
27日（土）に開催予
定のサマーフェスタ
の会場に設置後、お
返しいたします。み
んなでサマーフェス
タを盛り上げよう！
ご参加、お待ちして
おります。
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＊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（水）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
限定されておりましたが、今年度より市街化調整区域内の農地であ
れば対象となりました。）

＊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。

～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！！

　夏と思わせる天候となった５月26日（日）に“ごみゼロ運動”を実施しました。
　各地区からは総勢1,916名のご参加いただき、また、一部企業にもご参加いた
だきました。
　ポイ捨てされたごみの回収量は700㎏、草刈り作業などでの草や枝木は3,200
㎏になりました。
　皆様には早朝から多数のご参加いただきありがとうございました。
　これからも「クリーンな町」を目指し、皆様のご協力をお願いいたします。

※ごみゼロ運動にご協力いただけ
る団体等を募集しております。
詳しくは町民環境課（TEL：
377－5653）までお問い合わ
せください。

【参加企業】
近畿日本鉄道　様　　ＪＲ東海　様
東芝グループ連合三重地区連合会　様

ご み ゼ ロ 運 動

　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。

～朝日の竹で、サマーフェスタを照らそう！～

日　時：７月23日（火）13時30から15時まで
会　場：保健福祉センター　さわやか村　１階ホール２
対　象：小学校４年生～中学校３年生の子どもとその保護者
定　員：10組（希望者多数の場合は抽選）
締　切：７月11日（木）　　参加費：無料
準備物：作業用手袋　　　　講　師：朝日町竹細工サークル
申込先：下記までメール又はファックスで親子の氏名、学年
　　　　・年齢、住所、連絡先（自宅・携帯）をお送りくだ
　　　　さい。
問合せ：朝日町「まちづくり」庁内検討会議
　　　　事務局　企画情報課　
　　　　TEL：377－5663　FAX ：377－4543
　　　　mail： kikaku@town.asahi.mie.jp

親子竹あかりづくりワークショップ参加者募集！
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の朝日町職員を募集します！
町では、令和２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22日（日）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、幼稚園教諭、保育士）
　　　　　 （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、保育士）

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

若干名

幼稚園教諭
又は

保　育　士
若干名

昭和55年４月２日以降
出生の人

昭和55年４月２日以降
出生の人

平成２年４月２日以降
出生の人

学校教育法に定める高等学校以上を卒業又は
令和２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
令和２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
は令和２年３月31日までに取得見込みの人

令和2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、６ヵ月以内に撮影した上半身脱帽の写真２枚貼付、受験票62円切手貼付）   
　　　※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幼稚園教諭及び保育士については、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１日（月）～７月31日（水）　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(水）到着分まで有効

5問い合わせ先　　総務課　（TEL 377－5651）
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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

～入園までの流れ～【参考】

《受付内容》

【問い合わせ先】あさひ園　TEL 377－5671

保育部

幼稚部
・
保育部

＜保育の必要性の基準＞
　保育部の入園を希望される場合は、以下のいずれかを満たすことが必要です。

①労働に従事している 
　・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妊娠中、又は出産後間がないこと 
③疾病や負傷している、又は障害をお持ちであること 
④同居等の親族を長期にわたり介護、又は看護していること 
　・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震災等の災害復旧に当たっていること 
⑥求職活動（起業準備を含む）を継続的に行っていること 
⑦就学していること　・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 
＊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。

●受付日時　７月23日（火）13時～15時30分
　　　　　　　（当日、ご都合がつかない場合は受付日以降に来園ください。）
●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31年４月２日以降に出生した又はされる乳児 
　１歳児：平成30年４月２日～平成31年４月１日までに出生した幼児 
　２歳児：平成29年４月２日～平成30年４月１日までに出生した幼児
　３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 
　４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 
　５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

●申し込み資格
　令和２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歳児の入園は、入園時点で生後６ヶ月以上です。 
　＊令和２年４月１日以降に転入される方は、転入後、途中入園とさせていただきます。 
　＊令和２年度中に育児休業が終了し、保育部へ入園希望される場合も申込みください。 
　＊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。 

　令和２年度あさひ園新入園児の仮申し込みの受付を次のとおり行います。 
　この申し込みは、令和２年度の新規入園予定者数の把握と入園申込書を送付するために行うものです。 
　新たに入園をお考えの方は、ぜひ申込みください。

令和２年度 あさひ園新入園児仮申し込みのお知らせ
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in 朝日

　７月11日（木）～７月20
日（土）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、レジャー等で交
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。

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24日（水）10時～12時
場所：朝日町役場　相談室
問い合わせ・申込先：北勢地域若者サポートステーション
　　　　　　　　　　TEL 359－7280

◆北勢地域若者サポート
　ステーション出張相談
◆北勢地域若者サポート
　ステーション出張相談

（無料・要予
約）

【運動の重点】

夏 の交通安全
県民運動 の

実 施 に つ い て

❶高齢者と子どもの交通事故防止
❷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横断歩道における歩行者優先の徹底
❹飲酒運転の根絶
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三重県内男女共同参画連携映画祭2019
　６月２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
2019（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、441名の参加
者で大盛況でした。映画
を通じて多くの方に男女
共同参画を知っていただ
く機会となりました。

三重県商工会連合会　役員功労者表彰！
～商工会役員として商工会の発展に貢献～

（資料の展示） （会場内の様子）

株式会社　光和電機製作所
代表取締役　布田　達也　氏

　５月17日（金）に開催されました第59回朝明商工会通常総代会
において、商工会役員として長年にわたり商工会の発展に貢献さ
れ、その功績が顕著であることから、朝明商工会の理事である布
田達也氏が三重県商工会連合会役員功労者として表彰されました。
　布田氏の今後ますますのご活躍と、地域商工業の活性化が期待
されます。

町の公共施設は敷地内禁煙となります。
　2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催
を見据え、受動喫煙対策を強化する健康増進法の一部
が改正されました。町としては、この受動喫煙対策の
取り組みとして、７月１日より公共施設の敷地内禁煙
を実施します。
　この受動喫煙の防止は、一人ひとりの健康を守るた
めの取り組みです。望まない受動喫煙が生じないよう、
敷地内禁煙を実施し、受動喫煙防止対策を強化推進し
ていきますので、町民の皆さまのご理解とご協力をお
願いします。

【敷地内禁煙対象施設】
役場、浄水場（上下水道課）、あさひ園、小学校、中
学校、教育文化施設、資料館、中央公民館、体育館、
スポーツ施設、保健福祉センター（さわやか村）

【改正健康増進法とは】
　喫煙者以外にも健康被害が出るといわれる受動喫煙。
この望まない受動喫煙の防止を図るため、2018年７月

に改正されました。本改正は、受動喫煙による健康被
害が大きい子どもや患者等の皆さんに特に配慮し、多
くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場
所を除き喫煙を禁止するとともに、管理者が講ずべき
措置等について定めたものです。

＊喫煙所を利用する皆さまにはご不便をおかけします
　が、望まない受動喫煙の防止のため、ご理解ご協力
　をお願いします。
　　また、施設周辺での路上喫煙は、近隣住民の皆さ
　まのご迷惑となりますので、ご遠慮ください。
＊全ての公共施設を敷地内禁煙としますが、第二種施
　設で行うイベント時には、受動喫煙を防ぐための対
　策を講じて喫煙所を設置する場合があります。

【問い合わせ先】
朝日町安全衛生委員会事務局　総務課
TEL 377－5651

７月１日
月 から
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　炬火はオリンピックの聖火にあたるもので、開・閉会式などのイベントで
この火を運ぶトーチのデザインを募集します。
応募締切　９月６日（金）
応募資格　県内に在住・在学・在勤の方
賞及び賞金　最優秀賞（賞金30万円）、優秀賞２点（賞金５万円）、
　　　　　　とこまる賞30点（賞金３千円）
応募方法　※詳しくは国体・大会ホームページをご覧ください。
問い合わせ先　三重県国体・全国障害者スポーツ大会局 競技・式典課
　　　　　　　TEL：059－224－2341

三重とこわか国体・三重とこわか大会炬火トーチデザイン募集！

農業共済からのお知らせ
本年も農業経営収入保険の相談会を開催します。
１．開 催 日：７月24日（水）、25日（木）
２．開催時間：９時～16時
３．開催場所：ＪＡみえきた鵜川原支店２階会議室
４．相談対象の方：農業経営収入保険へのご加入をお考えの農家の方又は農業法人の方
５．相談の内容：農業経営収入保険へのご加入について

問い合わせ先
三重県農業共済組合三泗鈴亀支所　菰野町大字菰野2255番１
TEL 327－5900 （土日祝除く８時30分～17時15分）

農家の皆様へ

試験日時　11月26日（火）13時～
試験会場　三重県総合文化センター（津市一身田上津部田1234）
申込期間　８月９日（金）～９月10日（火）※当日消印有効

問い合わせ先　
（公財）三重県下水道公社　総務課
下水道排水設備工事責任技術者資格認定業務担当
TEL：0598－53－2331　E-mail：http://www.mie-kousha.or.jp/
上下水道課
TEL：377－3334　FAX：376－2010
E－mail：jyougesui@town.asahi.mie.jp/

　なお、受験申込書類につきましては、（公財）三重県下水道公社より
ダウンロード、若しくは郵送のみとなります。

令和元年度　公益社団法人三重県下水道公社　下水道排水設備工事責任技術者
試験のお知らせ
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採用種目別試験日程等

【採用種目】　航空学生
1受付期間　７月１日（月）～９月６日（金）
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16日（月・祝）
　（2）２次：10月15日（火）から20日（日）
　（3）３次：海上自衛隊　11月22日（金）から12月18日（水）
　　　　　　  航空自衛隊　11月16日（土）から12月19日（木）
　　　　　　  ※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】　一般曹候補生
1受付期間　７月１日（月）～９月６日（金）
2受験資格　令和２年４月１日現在、18歳以上33歳未満の者
3採用試験日
　（1）１次：９月20日（金）から22日（日）　　（2）２次：10月11日（金）から16日（水）
　※いずれか１日を指定されます。
4試験会場
　１次試験：四日市市（三重県）を予定　　２次試験　１次試験合格後に通知

【採用種目】　自衛官候補生
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）
　　令和２年４月１日現在、18歳以上33歳未満の者
　　ただし、32歳の者にあっては、採用予定月の１日から起算して３月に達する日の翌月の末日現在、
　33歳に達していない者に限る。
　　（詳しくは、自衛隊四日市地域事務所ご連絡ください。）
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）

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～18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）

令和元年度航空学生及び一般曹候補生並びに自衛官候補生募集の採用試験等日程について



粗大（柿・山王谷・向陽台）

粗大（朝日ヶ丘・白梅西・東） 再生（雑誌等）

のびのび相談

第652号　令和元年7月1日発行
発行・（編集） ： 朝日町（企画情報課）

火・金 17（新聞紙等）31（雑誌等）

一般ごみ 再生ごみ 埋立ごみ

木

粗大ごみ
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。

各施設等のマーク ごみ出しの日保健福祉センター

健康事業内容

〒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

URL ： http://www.town.asahi.mie.jp
E-mail : asahi@town.asahi.mie.jp

出し
の日

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　埋縄公民館
　　　　　（10時～11時まで）

心配ごと相談（8/5）
毎回、保健福祉センター2階研修室
13時30分～15時30分まで

ご
み

生活カレンダー
JulyJuly

心配ごと相談

すくすく相談

がん検診（乳・子宮・大腸）

すくすく相談

粗大（縄生）

のびのび相談

埋立

7

アフタービクス
一般

15 1614

一般

一般

17

31

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

一般

埋立

育児相談

12 13
一般

一般
21

18

のびのび相談

埋立
11

1歳半健診

のびのび相談

埋立

2歳児歯科検診

19

一般
育児相談

9

26 27

20

22 2423

28 29

4 5

30

すくすく相談一般
76

25

一般
2 3

10

1

のびのび相談

埋立
8

 (8月)

再生（新聞紙等）

すくすく相談

リサイクル運動

※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

名　　　称 日 時　　間 備　　　　　　　　考
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

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）

16

19
8/9
11
18
25
8/1
8/8
12
24
8/2
8/7

ア フ タ ー ビ ク ス

育 児 相 談

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

10：00～11：30

9：30～11：00
13：00～14：00

予約制

予約制

随時

随時

随時

随時

随時

22（縄生）
29（朝日ヶ丘・白梅西・東）
8/5（柿・山王谷・向陽台）
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