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　皆さん、こんにちは。
　８月５日（月）に保健福祉セン
ターで、教職員を含めた職員全体
の朝日町人権教育研究協議会全体
学習会を開催しました。
　今、十数年前の時代と比べると、
インターネット等の普及により、

子どもたちを取り巻く環境は大きく変化し、新た
な課題になっています。さまざまな人権問題はあ
りますが、この学習会を通じて、子どもの頃から
人権教育問題の正しい理解と認識もち、安全・安
心な学校づくり、地域づくりを進め、次代を担う
子どもたちの健やかな成長を支援していくことが
重要であると改めて感じております。
　また、昨今、子どもに関する事件や事故が多発
しております。社会情勢も変わり核家族化や女性

の社会進出により子どもに関わる環境が大きく変化
しています。そのような環境の中、朝日町として安
心して子どもたちが通学できる環境づくりが必要と
考えます。交通事故や犯罪から子どもたちを守るた
めに学校、家庭、地域が連携して取り組む事が必要
です。夏休みも終わり、新学期が始まります。そこ
で、町民の皆さまの目をお借りして、子どもたちが
帰る時間帯等に庭先のお掃除やお散歩にお出かけい
ただき、子どもたちを見守る活動をお願いしたいも
のです。これは、犯罪の抑止にも繋がると思います。
　また、一人ひとりの防犯意識を高めていただき、

安心して暮ら
せる朝日町の
ために是非、
皆さんのご協
力をいただき
たいと思いま
す。

　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年９月

　緊急時に救急隊員が迅速に救急活動を行えるよ
う、かかりつけ医療機関や治療中の病気等緊急時
に必要な情報を保管する「救急医療情報キット」
を65歳以上の高齢者世帯等に対し申請に基づき無
料で給付します。
　対 象 者：65歳以上の世帯及び日中65歳以上の
　　　　　　者のみになる世帯
　申請方法：「救急医療情報キット給付申請書」
　　　　　　を保険福祉課へ提出してください。

救急医療情報キット利用方法
　かかりつけ医療機関名や治療中の病気、服用し
ている薬、病歴・手術歴、緊急連絡先等を「救急

医療情報カード」に記入のうえ、本人の写真、診察
券の写しなどとともに、専用の容器に入れ、冷蔵庫
の扉の内側に入れておきます。
　容器内のシールを「玄関ドア内側の右上」と「冷
蔵庫外側の上部」に貼り付けることで、救急隊は救
急医療情報キット保持者と判断します。
救急医療情報キットをすでにお持ちの皆様へ
　すでに救急医療情報キットをお持ちの方で「救急
医療情報カード」の内容に変更のある方は、新しい
「救急医療情報カード」をお渡しいたしますので保
険福祉課までご連絡ください。

問い合わせ先：保険福祉課　TEL 377－5659

朝日町長　矢野純男

町長だより

「救急医療情報キット」を給付いたします。

【プレミアム付商品券引換券の発送対象者】
　①町民税非課税の方で購入引換券の申請書を提
　　出し、交付決定された方
　②平成28年４月２日以降に生まれたお子さんが
　　いる世帯の世帯主
【プレミアム付商品券引換券の発送予定日】
　９月25日（水）
　※特定記録で発送の予定です。紛失した場合、
　　再発行ができませんのでご注意ください。
　町民税非課税の方で購入引換券の申請書の提出

がまだの方は、提出後、随時審査を行い引換券を発
送します。
　商品券購入場所及び使用可能店舗については、購
入引換券送付時にお知らせします。
【プレミアム付商品券購入期間】
　10月１日（火）～令和２年２月28日（金）
【プレミアム付商品券使用期間】
　10月１日（火）～令和２年２月29日（土）

問い合わせ先：保険福祉課　TEL 377－5659

プレミアム付商品券引換券についてお知らせ
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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。

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

10:00-10:20

9/10㈫･13㈮･
17㈫･20㈮･
24㈫・27㈮・

10/1㈫・3㈭･10㈭

9/18㈬

10/4㈮

9/12㈭・19㈭

9/25㈬

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

あ さ ひ
ライブラリー

不 要

不 要

要予約

発 達 が
ゆっくりの
子 ど も と
保 護 者

お話を聞き
た い 方 は
どなたでも

未 就 園 児

乳 幼 児

絵本の読み聞かせ
な ど

絵本の読み聞かせ
や 手 遊 び 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

15:00-15:309/14㈯・28㈯

乳 幼 児 向 け
お は な し 会

お は な し 会

ほ っ と す る
親 の 会

「子育てワンポイントアドバイス」

　赤ちゃんは泣くのが仕事と言われても、何をやっても泣き止まず途方に暮れてしまう時がありません
か。特に初めての子育ては訳の分からない事ばかりでしょうね。赤ちゃんは言葉を使えないので泣いて
訴える事しかできません。最初は「お腹が空いた。」「眠い。」「暑い。」「オムツが気持ち悪い。」
などでしょう。その後いつも自分の世話をしてくれる人を認識して欲求が増えるようになっていきます。
　生後４ヶ月頃までの乳児で病気でもないのに、１日３時間以上激しく泣くことが週に４日以上ある場
合刺激に敏感な子だと最近は言われており、赤ちゃんの頃から敏感だということがはっきりしてきたよ
うです。しかしいずれにしろ、刺激が少なくても、多すぎても赤ちゃんは泣きます。
　刺激が少なくて泣いている子どもは抱っこしてあげたりかまってあげると泣きやみます。一方、刺激
が多くて泣いている子どもは、抱っこをしたり、遊んだりするとかえって刺激が増えて興奮し余計に泣
いてしまいます。この場合は刺激を減らすことで落ち着くはずです。なかなか眠らない子も同様で、刺
激を受けすぎ興奮し過ぎてしまうと眠れなくなってしまいます。
　刺激に敏感な子には《無理に喜ばせようとしない、大声を出さないようにする》《寝ていなくても日
中なるべく音や光を遮るようにする》などが有効でしょう。
　敏感な子は早いうちから育てにくいと感じる親御さんが多いようです。極端ですが、あまり泣かずよ
く眠る子ならそれ程手がかからないでしょうが、敏感な子は手がかかる反面、親もよく観察しそれだけ
関わりが多くなるということで、それは親密な親子関係ができるのだと思います。
　親とはいえ完璧に出来る人などいません。情報や周りの意見に流されず親子が快適な環境を整え、
「この子は何が言いたいのだろう？」と想像してみましょう。困った時はいつでも子育て健康課にご相
談ください。

第165回　『赤ちゃんが泣き止まない・眠らない』
　　　　　　　　　　 　　　  　　　　　　　　　　　こころの相談員  前田　里美

※前田こころの相談員は、朝日小学校・中学校で相談活動を行っています。
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歯科健康診査が行われます
後期高齢者医療広域連合実施

75歳と80歳の方へ

受診票再発行について

　保険福祉課へ申請してください。
　後日、三重県後期高齢者医療広域連合からご本人様宛に受診票
など書類一式を郵送させていただきます。

問い合わせ先
三重県後期高齢者医療広域連合　TEL 059－221－6884
保険福祉課　　　　　　　　　　TEL 377－5659

　三重県後期高齢者医療広域連合では、被保険者の口腔健康意識
の向上や口腔機能低下・肺炎などの予防を目的として、歯科健康
診査を実施します。
　受診券がお手元に届きましたら、予め歯科医療機関へ予約等行
っていただき受診してください。

◎　対 象 者　
　　県内に住所を有する方で、受診日において被保険者である方の
うち、平成31年３月31日時点で75歳と80歳の方。

　　（対象の方へは８月末に広域連合から受診券等が送付されてい
ます。）

◎　実施機関　
　　公益社団法人三重県歯科医師会の指定する県内の歯科医療機関
　　※一部実施しない歯科医療機関がありますので、ご確認のうえ
　　受診願います。

◎　受診方法　
　　広域連合がお送りする受診票、健診票、質問票、健診結果のお
知らせと被保険者証を指定歯科医療機関に持参して受診してくだ
さい。

◎　内　　容　
　　問診、口腔内健診、口腔の機能評価

◎　実施期間
　　９月１日（日）～12月20日（金）
　　＊期間中　お一人様１回限り
◎　健診費用　
　　無　料（健診項目以外の治療を行った場合は別途費用が必要と
なります。）

◎　健診結果　
　　健診後は結果の説明を聞いていただき、治療等が必要な場合は、
早めに対処してください。

９月１日～９月30日は健康増進普及月間です！
～健康寿命を延ばしましょう！～

●１に運動　２に食事　しっかり禁煙　最後にクスリ
　元気で自立した生活を送れる期間「健康寿命」の延伸が今の日本
の大きな課題となっています。クスリに頼る前に、日常の運動習慣
や食事、喫煙などの生活習慣を見つめなおし、生活習慣病になりに
くい身体作りを行いましょう！
●「＋10分」で生活習慣を変えていこう
　苦しくならない程度に早歩きを行うこと
は、生活習慣病の予防にとても効果があり
ます。毎日の生活に「＋10分」のウォーキ
ングを行い、10年後20年後の自分の健康
を守っていきましょう。ちょっと汗ばむ運
動強度で十分な効果があります。
　ちなみに・・・
　早歩き10分間＝約50kcal（缶コーヒー約１缶分）の消費量とな
ります！
●トマト半分が足りなかった！
　生活習慣病予防のためには一日350ｇの野菜を食べることが効果
的と言われています。日本人は280ｇの野菜を毎日摂取していると
言われているため、あと70ｇが足りないのです。70ｇ＝トマト半
分！トマト半分を毎日の食事に追加して健康的な食生活を送りまし
ょう。野菜メニューの充実しやすい夕食よりも、朝食や昼食でプラ

スするのがコツです。
　70ｇ分の野菜
　　例：きゅうり1本、ピーマン２個、ナス１本、たまねぎ1/4個、
　　　　ごぼう1/3本等
●もちろん禁煙！
　健康な身体作りのために禁煙は絶対です。喫煙を続けるとがんに
なりやすいというのはみなさんご存知の事実となってきています。
血管を細く硬くする作用もあり、心筋梗塞・脳卒中につながるリス
クも高くなります。また、女性の方は妊娠しにくくなったり、肌の
調子が悪くなったりと様々なリスクがあります。禁煙しましょう！
●定期的に自分の健康を知ろう！～検診・健診の受診～
　早期には自覚症状が無いという病気は少なくありません。そうい
ったリスクを早期に発見し、対処していくためには、無症状のうち
から定期的に自分の体の状態を知っておくことが重要です。
　朝日町では毎年各種検（健）診を行っています。申し込みがまだ
済んでいない方は、子育て健康課（377－5652）までお問い合わ
せください。
　暑い夏が過ぎ、過ごしやすくなってきた季節。少し、自分の身体
に気を配ってみませんか？
厚生労働省　スマートライフプロジェクト
ＨＰ：http://www.smartlife.go.jp
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恒例となりました敬老会を９月16日（月）に保健福祉センターにて開催します。
当日は町内巡回バスを運行しますので、対象者の方は是非ご利用ください。

対象者：満75歳以上（昭和19年９月15日以前に生まれた方）

※巡回バスの経路及び停留時間については、対象者への案内に掲載します。
問い合わせ先：社会福祉協議会　TEL 377－2941

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。

と　き　９月29日（日）　10月27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。（直近の開庁日17時までに）
予約先・問い合わせ先　町民環境課　TEL 377－5653（直）

※毒を持っているのはメスだけです
（メス成体　体長約１cm）

セアカゴケグモに注意しましょう！

マイナンバーカード交付専用
休日臨時窓口のお知らせ

＜セアカゴケグモについて＞ 
　セアカゴケグモは強い毒性をもっていますが、突かれると
驚いて死んだまねをするなど、攻撃性もなくおとなしいクモ
です。
　素手でさわらない限り咬まれることはありません。
生息場所…屋外のブロック、プランターの持ち手の裏、室外
　　　　　機の裏、外置きサンダルの中、排水溝の側面、グ
　　　　　レーチングの裏等 

＜セアカゴケグモを見つけたら＞
１．素手でさわらないようにしましょう
　保護者の方は子どもがさわらないよう、気をつけてあげて
ください。
２．駆除しましょう
　素手でさわらず、市販の殺虫剤（ゴキブリ駆除用等のピレスロイド系）などで駆除するか踏みつぶし
てください。

＜朝日町からのお願い＞
　発生状況把握のため、セアカゴケグモを発見・駆除した際には役場までご連絡ください。  
　町民環境課　TEL 377－5653

敬老会 のお知らせ
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３歳から５歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを

利用する子供たちの利用料が無償化 されます。
※０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子供たちも対象になります。

【対象者・利用料】
　○　幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する３歳から５歳まで
　　の全ての子供たちの「基本の保育料」が無償化されます。
　●　幼稚園については、月額上限2.57万円です。
　●　無償化の期間は、満３歳になった後の４月１日から小学校入学前までの３年間
　　です。
　　（注）年度途中に３歳になっても年度中は、０～２歳の額です。

　●　通園送迎費、副食費（おかず・おやつ）、行事費などは、これまでどおり保護
　　者の負担となります。ただし、年収360万円未満相当の子どもと第３子（※）の子
　　どもについては、副食（おかず・おやつ等）の費用が免除されます。
　　※幼稚園・認定こども園（教育利用）は小学校３年生、保育所・認定こども園（保育利用）は就
　　　学前から数えて第３子以降の子ども。

　●　子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となる
　　ための認定や償還払いの手続きが必要な場合がありますのでご確認ください。こ
　　れらの幼稚園を利用する場合、月額上限は2.57万円になります。

　○　０歳から２歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を
　　対象として利用料が無償化されます。
　●　さらに、子供が２人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保
　　育所等を利用する最年長の子供を第１子とカウントして、０歳から２歳までの第
　　２子は半額、第３子以降は無償となります。
　　（注）年収360万円未満相当世帯（所得割課税額77,100円未満）は、第１子の年齢は問いません。

【対象となる施設・事業】
　○　幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導
　　型保育事業（標準的な利用料）も同様に無償化の対象とされます。
　　（注）地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。

10月１日から

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子供たち



認可外保育施設等を利用する子供たち
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○　就学前の障害児の発達支援を利用する子供たちについても、３歳から５歳
　までの利用料が無償化されます。

問い合わせ先：子育て健康課　TEL 377－5652

【対象者・利用料】
　○　無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受け
　　る必要があります。
　（注）原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。「保育の必要性の認定」の要件に
　　　　ついては、保護者のいずれもが就労等の理由で保育を必要とする場合（認可保育所の利用と
　　　　同等）になります。

　○　幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円
　　までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

【対象者・利用料】
　○　無償化の対象となるためには、事前に「保育の必要性の認定」
　　を受ける必要があります。
　（注１）保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
　（注２）「保育の必要性の認定」の要件については、保護者のいずれもが就労等の理由で保育を必
　　　　　要とする場合（認可保育所の利用と同等）になります。

　○　３歳から５歳までの子供たちは月額3.7万円まで、０歳から２
　　歳までの住民税非課税世帯の子供たちは月4.2額万円までの利用
　　料が無償化されます。

【対象となる施設・事業】
　○　認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファ
　　ミリー・サポート・センター事業を対象とします。
　（注１）認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビー
　　　　　シッター、認可外の事業所内保育等を指します。
　（注２）無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満た
　　　　　していることが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象となる５
　　　　　年間の猶予期間があります。

幼稚園の預かり保育を利用する子供たち
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●四日市市内の指定引取場所（50音順／８月現在）
店　　　　　　名 電話番号 住　　　　所

朝日金属（株）　四日市工場 四日市市昌栄町16－11

日本通運（株）三重支店
四日市ロジスティックス　センター事業所 四日市市新正３丁目７－11

351－4606

352－4155

問い合わせ先　町民環境課　TEL 377－5653

【テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン】

　家電リサイクル法対象品目（テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン）を処分する場合
は、状況に応じて下記の方法により処分してください。

１．買替えの場合　新しい製品の購入先である家電販売店に引取り依頼してください。
　　（リサイクル料金と収集運搬料金が必要ですので、家電販売店に確認してください。）
２．処分のみの場合　処分する製品を購入した家電販売店に引取り依頼してください。
　　（リサイクル料金と収集運搬料金が必要ですので、家電販売店に確認してください。）
３．処分のみで、処分製品を購入したお店が近くにない又はわからない等の場合
　（1）家電リサイクル法対象品目回収協力店に引取りを依頼する場合

家電リサイクル法対象品目
の処分方法について

●家電リサイクル法対象品目回収協力店一覧（50音順／８月現在）
店　　　　　　名 電話番号 住　　　　　所

※申込み時に来店の必要な場合があります。
※引取りに係る料金（「リサイクル料金」及び「収集運搬料金」）が必要ですので、各回収協力店にお問い合わ
　せください。
※事業活動により発生した家電リサイクル法対象品は回収できません。

　（2）自ら「指定引取場所」へ持込み処分する場合
　　①処分する対象品目の製品情報を確認してください。
　　　メーカーや製品の種類、製品（テレビや冷蔵庫など）の大きさによって料金が異なります。
　　②郵便局で家電リサイクル券を入手し、リサイクル料金を支払ってください。
　　　（別途、振込手数料が必要です。）
　　　リサイクル料金については、郵便局備付けの「家電リサイクル券システム郵便局手続用リサイクル料
　　　金表（税込）」や一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センターのホームページで確認できま
　　　す。
　　　 「一般財団法人家電製品協会　家電リサイクル券センターのホームページ」
　　　（URL：https://www.rkc.aeha.or.jp/guide/recycle_price.html）
　　③家電リサイクル券と処分する家電を四日市市内の指定引取場所へ持込んでください。
　　　四日市市内の指定引取場所は以下のとおりです。

朝日町大字柿1428
四日市市富州原町２－69
朝日町大字小向52－１
川越町大字豊田269－４
朝日町大字縄生500－１

377－3731
361－7391
377－4455
364－2606
376－2100 

イナガキ産業（株）（電気・家電事業部）
エディオン　四日市北店
ケーズデンキ　みえ朝日店
ストックハウス
ヤマダ電機テックランド　みえ朝日店 
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記
日　　時　10月11日（金）　
開催時間　13時30分～15時30分まで
受付時間　13時15分～15時まで
場　　所　桑名市総合福祉会館　大会議室
　　　　　桑名市常盤町51番地
対 象 者　就職を希望する障害者の方
参加企業　ハローワーク桑名管内の企業（18社程度を予定）
形　　式　各企業ブースでの個別面談方式
　　　　　手話通訳員・要約筆記者　配置します
※面接会に関するご相談・お問い合わせ
　ハローワーク桑名　求人専門援助部門　　　　
　TEL 0594－22－5141　FAX 0594－23－2604

　集中豪雨や台風などによって、水害や土砂災害
などの災害が発生するおそれがあるとき、防災情
報の意味が直感的に理解でき、それぞれの状況に
応じて避難できるよう、2019年の出水期（６月
ごろ）から災害発生の危険度と住民の方々が取る
べき行動を５段階の「警戒レベル」にて情報提供
を開始しております。詳細は朝日町ホームページ
でご覧ください。

有
料
広
告
掲
載
欄

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。）
　11月５日（火）と11月６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。）
　11月５日（火）９時30分～15時40分
（3）甲種防火管理再講習（全科目の受講が必須です。）
　11月７日（木）９時30分～11時30分
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
真等を貼付）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2,450円、甲種防火
管理再講習は1,400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
　10月７日（月）～10月18日（金）（土日祝を除く。）
　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
　甲種防火管理再講習　　　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

　９月21日（土）～９月30日（月）の期間に、秋の全国交通安全運動
が実施されます。夕暮れ時の事故防止のために早めのライト点灯や反
射材用品の活用など、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子供と高齢者の安全な通行の確保　　②高齢運転者の交通事故防止
③夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
④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
⑤飲酒運転の根絶

ハローワーク桑名・障害者の集い（障害
者就職面接会）を下記により開催します。

防火管理講習の開催について

秋の全国交通安全運動の実施について ５段階の警戒レベルで情報
を発信します！
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まちなみ通信　第11号

　朝日町では、「朝日まちなみプラン」に基づき、東海道を軸とした「歩き集えるくらしやすいまちづ
くり」を進めていくためのワークショップを開催しています。今年度は、「家屋等修景の基準」「ゴミ
置場修景」をテーマに、どのようなデザインのまちなみにしていくかを検討する「まちなみ景観ワーク
ショップ」と、東海道にちなんだイベントや継続的な地域活動の企画を検討する「イベント・地域活動
ワークショップ」を、公募により決定した13名のメンバーで行っています。今回は、７月13日に行わ
れたワークショップの様子を紹介します。

　“現地を確認しよう！”をテーマに、まち歩きを行いました。
　「まちなみ・景観ワークショップ」では、朝日らしい建物、既存ゴミ箱の現状などを確認し、道路沿
いの緑化、建物等のルールづくり、空き家の活用、ゴミ置場のあり方等について意見が出されました。

　「朝日まちなみプラン」を住民の皆さんにより身近に感じていただくため、プランに基づく町や地域
の皆さんの動きを≪まちなみ通信≫として紹介します。

●開催日時：７月13日（土）　10時から12時30分
●開催場所：朝日町役場大会議室および東海道沿いの各地

植栽により町並みの統一感を図る
東海道沿いのお勧めの緑化事例を紹介する
道路沿いの塀にプランターを設置するための金具を配ってはどうか

東海道沿いに相応しい建物の外壁、塀などについて推奨プランを紹介する
東海道沿いの車庫のシャッターについても景観の配慮が必要

空家の管理する人をボランティアで集める

歴史的趣のある建物の外観は、黒が多い

常設ごみ置き場については、下側1.0mは中が見えない構造にする
常設ごみ置き場で、歩行者の通行の妨げになっている箇所については、設置場所を検討する

ごみ置き場はきちんと整理されていれば、新旧はあまり気にならない
カーブミラーを茶色にする
歩いてみて、縄生地区は緑が多く、小向地区になると緑が少なく感じた

古い建物の特長をPR

ごみ置き場

その他

朝日らしい建物の認定

建物や
垣・柵・塀の
ルール化

統一感の演出
道路沿いの
緑化

空屋を使って
モデルケースづくり

江戸時代、明治時代から残っているような建物は、東海道沿いにはないようにみられる。関宿や中山
道の奈良井宿のようにはできないので、無理はしない方がい

50年以上の建物の補修のルール作りは、住民から賛成を得られるように思えない。必要なものは写真
で記録しておく。（空家を展示に使用できるようになるならそこに写真を展示）

路側帯を着色することは賛成。また、側溝にあるグレーチング蓋は、ウォーキングポールの先が入り
込まない溝の寸法にする

第２回 朝日まちなみプラン検討ワークショップを開催しました！令和
元年度

一般ごみについても、折り畳み式の収集ボックスに統一した方が良い。また、平常時の収納方法もル
ール（電柱の裏など）を決めた方が良い

東海道沿いから見える建物の外壁、塀については、板張りで改修または新築する場合に補助金を出し、
インセンティブを付与することが考えられる

長期の取り組みとして、建替えに際し、道路に面した部分を共用スペースとして提供してもらう条例
を設けて、そのスペースを植栽や歩道の整備に充てることが考えられる

空家を旅する人の休憩、トイレに使えるように一部を直し開放する。ここは、朝日町の住民も使える
ようにする。また、朝日町の歴史的に価値のあるもの、紹介したいものを展示する

東海道沿いの一部区間を決めて、町や地元で鉢植えを行う。その場合には、置かせてもらう許可をそ
の家からもらうとともに、鉢の面倒を見るボランティアを集めることが必要。成功すれば鉢植えの範
囲を広げていく
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参加者アンケートより

まちなみ景観ワークショップに女性の参加もあった方がよいのでは。女性の視点も必要／実際に見てみ
る、歩いてみることが大切だと思いました。／改めて萬古焼の可能性を感じた。／道路面の家で「東海
道花いっぱい運動」をする。／塀の作り方、色等がバラバラなので、少し統一した方が良いのでは。

　「イベント・地域活動ワークショップ」では、東海道の各地区の現状を確認し、隠れた魅力や気づい
たこと、それらをどう活用していくか等について意見が出されました。

　まち歩きを通じて、新たな視点、今まで知らなかった地域の話、改めて気づいたいい点、悪い点など、
今後に向けて重要な様々な発見がありました。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

朝日町を見渡せる展望OK
見晴らし良く！
周りに桜があるときれいかも
眺めが良い、名古屋駅周辺の工場や合掌園
案内板が壊れている
静か、緑が多い、カブトムシが集まるところがある
カブトムシも採れる！？

アサヒタオル 県下有数の繊維メーカー
桜並木 ⇒ 戦前は松の木
ガードレールが邪魔。色も良くない
土手のところを広げる
車に気をつける必要あり
砂利敷きにしているので下がきれい
水路に水草等整備（魚採りも可？）
子どもと川遊びができるとうれしい
水に触れられるとうれしい
年中北側は水が流れている。水がきれい。生き物も多い
誰も浄泉坊と徳川家の関係をわからないと言う
浄泉坊の歴史をみんな知らない
萬古焼を活用する！東海道沿いに古くて良いものを持っているひとがいるのでは？
お祭りの時に萬古焼を展示してもらう ⇒ 展示ケースが必要！
古萬古の展示はできないか？
萬古焼をもう少しＰＲ?

名谷公園 バッタが大きい
栗の木
蚊が多い
金光寺周辺の桜堤に「ぼんぼり」の設置
桜堤は趣あり。アジサイは日が当たらないので育たない
堤のフェンスを取る
洪水を防いだ「角落とし」（ミニ）の表示
「角落とし」の復元
車が対向できなかった
昔は良くケンカをしていた
案内人の養成をしてはどうか。意外に新しい発見があるかも
相変わらず軸になる史跡が見つからない。新しく来た住民も多いので、ガイドブック
を作成して全戸配布してはどうか。
ガイドブックをつくって全戸配布 ⇒ 歴史だけではなく地域の宝も表示
朝日町は子どもが多い！そこを生かしたい
東海道にはあまりこだわらない方が…

柿城跡

井後神社

柿の桜並木

河川・水路

柿地区
周辺

浄泉坊

萬古焼
小向地区
周辺

金光寺

縄生の桜並木

橋本橋

縄生地区
周辺

その他
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◎はじめに
 

◎下水道使用上の注意

　三重県流域下水道維持管理要項第16条第１項の規定によ
り、流域下水道へ流入する汚水の水質について調査を行っ
たところ、朝日２－１号接続点で『動植物油脂類』の異常
値が計測されました。

　下水道には、何でも流せるわけではありません。使用される一人ひとりが正しく使用し、施設の保全に努め
ましょう！！  

上下水道課よりお知らせ！！  
朝日２－１号接続点

問い合わせ先　上下水道課　TEL 377－3334　FAX 376－2010

①台所では・・・ ②水洗トイレでは・・・

 

▲固まった油が下水道管
　に付着

③洗濯やお風呂では・・・ ④その他には・・・

　野菜くずやご飯
の残り、天ぷら油
やサラダ油などの
食用廃油を流さな
いでください。

　トイレットペーパー以外の
「水に溶けない紙」や、モップ
やスポンジなどの清掃用具、紙
おむつや、衛生用品などを流さ
ないでください。

　合成洗剤に含まれているリンは、下水道処理場でも取り
除くことが困難です。無リン洗剤の使用をお願いします。
また、衣類なども流れないように気をつけてください。お
風呂では、排水口の髪の毛や糸くずなどは、こまめに取り
除いてください。また、タオル、清掃用具なども流れない
ように気をつけてください。

　雨水を放流することができません。ガソリン、シンナー、
劇物などの危険物は絶対に流さないでください。下水道管
内で爆発を起こす原因になります。

１．新聞紙などを使って油を吸収させ、
　燃えるごみとして出す。
２．油を固める製品を使い、燃えるご
　みとして出す。
３．食器な
　どについ
　た油は、
　ちり紙な
　どでふき
　取って洗
　いましょ
　う。

◀紙おむつ等によって詰まった
　下水道管

　スポーツ庁の指定する項目に従って測定を行い、朝日町民の
体力・運動能力の現状を調査します。この機会に是非、みなさ
んの体力・運動能力や普段の運動の成果を確認してみません
か？
●参 加 費　無料　　●対　　象　20歳～79歳の男女
●日　　程　10月20日（日）
　【20歳～64歳】９時～12時　【65歳～79歳】13時～15時
●場　　所　朝日町体育館
●測定項目
　【20歳～64歳】握力測定、上体起し、長座体前屈、反復横と

　　　　　　　　び、立ち幅とび、急歩（男子1500m、女子
　　　　　　　　  1000m)
　【65歳～79歳】握力測定、上体起し、長座体前屈、開眼片足
　　　　　　　　立ち、10m障害物歩行、６分間歩行
●申 込 み
　朝日町公民館備付けの申込書に必要事項を記
入し、10月15日（火）までにご提出ください。

【問い合わせ　生涯学習課（朝日町公民館内）
　TEL：377－2513】

朝日町体力・運動能力調査のお知らせ朝日町体力・運動能力調査のお知らせ令和元年度

※使い終わった油の処理は・・・



広報あさひ/2019/9 13

　第３回朝日町議会定例会（９月議会）の一般質問
の模様が下記日程で放送される予定です。
　是非ご覧ください！

７月25日（木）に町長表敬訪問が行われました。
　庄司海都さん、波田野ガブリエル龍雄さんのお二人は８月３日（土）から
８月９日（金）にかけて熊本県にて開催された、令和元年度全国高等学校総
合体育大会 高松宮記念杯 第70回全日本高等学校ハンドボール選手権大会に出
場されました。
　庄司さん、波田野さんのお二人は三重県立桑名工業高等学校のハンドボー
ル部に所属しており、インターハイへの出場は部の設立後初となります。
　今回の表敬訪問では、桑名工業高等学校 校長 朝熊天章先生及びハンドボー
ル部顧問 長谷川将規先生も同席のうえ行われ、部での練習の様子や大会での
抱負等をお伺いしました。
　最後に矢野純男町長より激励の言葉を受け、大会に臨みました。

聖火トーチなどの寄贈・展示について
　７月31日（水）、昭和39年の東京オリンピックで、聖火
ランナーとして朝日町内を走られた蒔田幸司様から聖火トー
チ、ユニフォーム、メダル、写真などを寄贈していただきま
した。
　朝日町公民館にて、展示していますので、ぜひご覧くださ
い。なお、展示時間につきましては、平日の９時から17時
までとなります。

認定マーク

「特産品」とは、その土地で収穫された食材やその加工品、工芸品など、その土
地ならではの品々のことをいい、朝日町では昨年９月に５つの特産品を、今年7
月に２つの特産品を認定しました。今回は今年の認定分からPatisserie Chez Nino
（パティスリー　シェニノ）さんのソレイユ　ルヴァン白梅を紹介します。

産業建設課
TEL 377－5658

Patisserie Chez Nino
（パティスリー　シェニノ）
TEL 377－2220

記事および特産品全般に
つ い て の 問 い 合 わ せ

ソレイユ　ルヴァン白梅に
つ い て の 問 い 合 わ せ

朝日町議会定例会（一般質問）
の録画放送のお知らせ

右：波田野 ガブリエル 龍雄さん　中央：庄司　海都さん
左：矢野　純男町長

　閑静な住宅地、白梅の丘にオープンして９年目を迎える人気の洋菓子店、Patisserie Chez Nino（パティスリー　シェニノ）さん。通
り沿いのお洒落な外観がひと際目を引く店内には、伝統的なフランス菓子や季節のフルーツを使ったケーキなどがきらびやかに並んでい
ます。
　そんなシェニノさんの新作が、今回朝日町の特産品に認定された「ソレイユ　ルヴァン白梅」。三重県産のマイヤーレモンの酸味が引
き立つ「朝日」をイメージした爽やかな味に仕上げられ、伝統的な貝殻の形ではなく「朝日」を思い起こさせる丸い形のマドレーヌです。
　フランス語で「朝日」を意味する「ソレイユ　ルヴァン」と、朝日町の木であり、店舗所在地の地名にも縁のある「白梅」を組み合わ
せ、「ソレイユ　ルヴァン白梅」と名付けられたこの新商品の賞味期限は２週間で、自宅で楽しむのはもちろんのこと、手土産や贈り物
にもぴったりです！ぜひお試しください。

ソレイユ　ルヴァン白梅
朝日町特産品紹介コーナー

Vol.６

●９月10日（火）19時～　●９月15日（日）９時～（再放送）　　放送チャンネルは、CCNet12（地デジ121ch）
※上記は予定です。変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。
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　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準
額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして
支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。ご案
内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実施します。
■対象となる方
　■老齢基礎年金を受給している方
　　以下の要件をすべて満たしている必要があります
　　　65歳以上である
　　　世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
　　　年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
　■障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
　　以下の要件を満たしている必要があります
　　　前年の所得額が約462万円以下である
■請求手続き
　①平成31年４月１日以前から年金を受給している方

　　対象となる方には、日本年金機構から請求手
　　続きのご案内が９月上旬から順次届きます。
　　同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）を記入し提出し
　　てください。
　②平成31年４月２日以降に年金を受給しはじめた方
　　年金の請求手続きと併せて年金事務所で請求手続きをしてくだ
　　さい。
■日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意く
　ださい。
　　日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手
　　数料などの金銭を求めることはありません。

　年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お
　電話ください。
『給付金専用ダイヤル』：
０５７０－０５－４０９２（ナビダイヤル）

10月１日　年金生活者支援給付金制度がはじまります

「全国一斉！法務局休日相談所（津地方法務局）」の開設について　

　消費者ホットライン188（局番なし）は、お近くの消費生活
センター等の消費生活相談窓口をご案内することにより、消
費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。
　「悪質商法等による被害にあった」「ある製品を使ってけ
がをしてしまった」などの消費者トラブルで困っていること
はありませんか？
　そんなときは一人で悩まずに、全国どこからでも３桁の電
話番号でつながる消費者ホットライン「188（いやや！）」に
ご相談ください。専門の相談員がトラブル解決を支援します。

消費者ホットライン188とは？

　結婚や育児など、家庭の都合で看護の仕事から離れ、現在復職を希望する方を対象に、
研修会を開催します。
●と　　き／11月11日（月）～15日（金）の５日間　　●と こ ろ／市立四日市病院
●内　　容／１日目、２日目：講義（看護の動向、看護倫理と個人情報保護、感染管理、
　　　　　　医療安全)
　　　　　　３日目：看護技術の演習　４日目、５日目：病院実習
●対　　象／看護領域に再就業を希望する潜在看護師等
●定　　員／10人（先着順）※受講料無料、但し、賠償責任保険等の自己負担あり
●申込期間／９月23日（月）～10月７日（月）申込方法は下記までお問合せください
【問い合わせ先】公益社団法人 三重県看護協会 三重県ナースセンター
　　　　　　　　四日市サテライト　TEL  325－7170　FAX 340－6680

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：９月25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

〇豚コレラは、豚、猪の病気であり、人に
感染することはありません。
〇食品安全委員会によると、仮に豚コレラ
にかかった豚やいのししの肉等を食べて
も人体に影響はないとされており、正確
な情報に基づいて冷静に対応していただ
くようお願いいたします。
〇なお、豚やいのししの肉や内臓にはサル
モネラやカンピロバクターなどの食中毒
を起こす細菌が付着していることがあり
ますので、中心部までよく加熱してお召
し上がりください。

三重県農林水産部　農産物安全・流通課
食の安全・安心班
TEL 059－224－3154

関連リンク先
http://www.pref.mie.lg.jp/NOAN/HP/m0
110400060_00001.htm

大切なのは、すぐに相談することです

消費者庁 消費者ホットライン188
 イメージキャラクター「イヤヤン」 

一人で悩まず、まずは相談

困ったときは、一人で抱え込まないで
「消費者ホットライン「いやや」（局
番なしの188）」までお電話を
『泣き寝入りは超いやや（188）！』
で覚えてね

請求手続きは
お早めに！

　津地方法務局では、住民の皆様の日頃の疑問や悩みごとなどにお
応えするため、次のとおり、「全国一斉！法務局休日相談所（津地
方法務局）」を開設いたします。
　相談は法務局職員、司法書士、土地家屋調査士、公証人、人権擁
護委員がお受けします。
　土地、建物の相続や売買などの登記に関すること、土地の境界に
関すること、戸籍・国籍の届出や人権問題に関することなど、お気

軽にご相談ください。
　相談は無料で、秘密は厳守いたします。予約優先となりますが、
当日受付も可能です。
1日　時　10月６日（日）10時～16時
2場　所　四日市市安島一丁目３番18号　じばさん三重４階
3予約・お問い合わせ　津地方法務局四日市支局総務課
　（TEL 353－4365）

津地方法務局

潜在看護師等復職研修会　受講者募集 豚肉・猪肉の喫食について

◆北勢地域若者サポートステーション出張相談in朝日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（無料・要予約）

検索年金給付金



危険物取扱者試験と予備講習会の開催について

危険物取扱者試験
1試験日時
（1）甲種　11月16日（土）、11月17日（日）
（2）乙種（第４類）、丙種
　11月９日（土）、11月16日（土）、11月17日（日）
（3）乙種（第４類以外）11月16日（土）、11月17日（日）
2試験会場
　一般社団法人北勢自動車協会
　（四日市市八田三丁目１－19）他
　（四日市市で受験可能な試験種別は乙種第４類及び丙種の
みとなります。他の種別については、一般財団法人消防試験
研究センター三重県支部のホームページを参照して下さい。）
3願書受付期間
　書面申請の場合は、９月10日（火）～９月20日（金）
　電子申請の場合は、９月７日（土）９時～９月17日（火）
17時
4願書配布
　書面申請の場合は、願書を消防本部予防保安課または各消
防署・分署で配布します。
　電子申請の場合は、一般財団法人消防試験研究センターの
ホームページから申請できます。
5問い合わせ先
　一般財団法人消防試験研究センター三重県支部
　TEL 059－226－8930　FAX 059－225－6736

乙種第４類予備講習会（令和元年度後期危険物取扱者試験）
1講習日時
　10月10日（木）９時～17時　10月11日（金）９時～17時
※いずれか１日の受講となります。受付は８時30分から行
います。
2講習会場
　四日市市消防本部　２階防災センター
　（四日市市西新地14番４号）
3受講方法
　事前の申し込みは不要です。申込用紙を講習当日に受付へ
提出してください。
　申込用紙は、消防本部予防保安課または各消防署・分署で
配布している他、四日市市消防本部のホームページからもダ
ウンロードできます。
4受講料金　1,000円（税込）
5注意事項
　講習会場は自家用車の乗り入れが出来ませんので、公共交
通機関をご利用いただくか、周辺のコインパーキング等をご
利用下さい。
　敷地内は禁煙です。
6講習の中止について
　台風その他の事由により、予備講習を開催することが困難
な場合は中止とします。
　なお、中止の決定は講習当日の７時とし、四日市市消防本
部のホームページに掲載します。
7問い合わせ先　四日市市消防本部予防保安課
　TEL 356－2009　FAX 356－2041

自衛官募集
採用種目別試験日程等

【採用種目】自衛官候補生
1受付期間　年間を通じて行っております。
2受験資格　18歳以上33歳未満の男女
3採用試験日
　（1）自衛官候補生試験
　　　学科試験：９月20日（金）～22日（日）の内、いず
　　　れか１日
　　　口述試験及び身体検査：９月27日（金）又は29日　
　　　（日）の内、いずれか１日
　（2）自衛官候補生試験　10月20日（日）
4試験会場　陸上自衛隊久居駐屯地
【採用種目】防衛大学校学生一般
1受付期間　９月５日（木）～９月30日（月）
2受験資格
　　高卒（見込を含む。）又は高専３年次修了者（見込み含
　む。）21歳未満
3採用試験日　１次　11月９日（土）及び10日（日）

4試験会場　津市及び四日市市（予定）（三重県）
【採用種目】防衛医科大学校（医科・看護科）学生
1受付期間　９月５日（木）～９月30日（月）
2受験資格
　　高卒（見込を含む。）又は高専３年次修了者（見込み含
　む。）21歳未満
3採用試験日
　（1）医科学生　１次：10月26日（土）及び27日（日）
　（2）看護科学生（自衛官コース) １次：10月19日（土）
4試験会場　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～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）

　お金を貸したり、不動産を売ったり、貸したりするときは
契約書を作ります。しかし、せっかく作成しても、後になっ
て、契約した覚えがないとか、内容がおかしいなどというこ
とで、紛争が生じることが少なくありません。遺言書につい
ても同じようなことが起こります。
　そこで、これらの書類は、「公正証書」にしておきましょ
う。公正証書には、法律によっていろいろな力が認められて
おり、また、紛失したり、知らないうちに書き換えられたり

する心配もありません。
　公正証書についての相談は無料です。また、その内容を他
人に知られることは絶対にありません。
　詳しいことは、次の公証役場へお尋ねください。

四日市公証人合同役場
〒510-0074 四日市市鵜の森一丁目３番15号
リックスビル３階　TEL 353－3394

※ 平成27年12月に移転しましたので、ご注意ください。
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『10月１日から７日までは「公証週間」です』－大切な契約や遺言は公証役場で－



ひよこ教室（キッズ）

離乳食教室（後期）

再生（雑誌等）

1歳半健診

埋立
乳がん検診

大腸がん検診
のびのび相談

子宮がん検診

第654号　令和元年9月1日発行
発行・（編集） ： 朝日町（企画情報課）

成人健診

火・金 11（新聞紙等）25（雑誌等）
10/9（新聞紙等）

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

からだサプリ教室①

〒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　縄生防災倉庫広場
　　　　  （10時～11時まで）

心配ごと相談（9/5（木））
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
SeptemberSeptember

すくすく相談

すくすく相談
粗大（縄生）

のびのび相談

のびのび相談

埋立

埋立

9

アフタービクス
一般

16 1715

一般

一般

18

2

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

一般

13 14
一般

22

19

のびのび相談

埋立
1211

20

27 28

21

23 2524

29 30

6 7

1

一般
8

26

一般

一般

4 53

埋立
胃がん検診

のびのび相談
大腸がん検診

10

 (10月)

再生（新聞紙等）

すくすく相談

再生（新聞紙等）
9

すくすく相談

すくすく相談

すくすく相談

リサイクル運動

育児相談

※お申し込みは、子育て健康課（TEL 377－5652）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、室内用運動靴
月齢７ヶ月～未就園児の子どもの託児あり（定員先着10名)
内容：身体計測、育児相談、保健相談、栄養相談
持ち物 ：母子健康手帳
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（ベビーカー不可）
対象：60歳以上で介護認定を受けていない方。（要申込）
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)
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：「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）
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20

24

10/2

10/8

11
13
18
10/2
10/4
10/9
12
19
26
10/3
10/10

ア フ タ ー ビ ク ス

育 児 相 談

離乳食教室 (後期 )

からだ サプリ教 室
（ 介 護 予 防 教 室 ）

ひ よ こ 教 室
（ キ ッ ズ ク ラ ス ）

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

10：00～11：30

9：30～11：00
13：00～14：00

10：00～12：00

13：30～15：00

10：00～11：00

予約制

予約制

随時

随時

随時

随時

随時

30（縄生）
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