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総人口：11,007人（＋9）
　　男：5,505人（＋3）
　　女：5,502人（＋6）
世帯数：4,205世帯（－1）

（令和２年7月末現在）
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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

かぼちゃともやしの
カレー甘酢漬

食酢の成分「クエン酸」は疲労
回復効果もあり、残暑厳しい今
の時期にオススメのレシピです。

　９月に入り猛暑
の方は少し和らい
だような気がして
おりますが新型コ
ロナウイルス感染
症につきましては、
まだまだ勢いが収
まる様子が見えません。皆様におかれましては
「いつまで我慢すれば良いのか？」と不安と不満
をお持ちの方が多いとは存じますが、現状では特
効薬的なものがございませんので引き続き一人一
人が「３密回避」を心がけていただきますように
お願い申し上げます。
　さて、今月は２件の明るいご報告をさせていた
だきます。まず、１件目は「中学校給食開始」の

報告です。６月27日に工事が開始され、期間中の
進捗確認、更に８月下旬の関係者への内覧会開催等
を経て、予定通り９月１日から給食提供を開始させ
ていただきます。
　次に、２件目ですが、埋縄「川原地区」への企業
誘致の見通しが立ちましたという報告です。国内の
有力企業が進出されるということで当町と致しまし
ても大変喜ばしいことと関係者の方々、特に、先祖
代々の農地売却を了解していただいた地権者の皆様、
そして当該農地の耕作契約の途中解約に無償で応じ
ていただいた担い手農家の皆様方のご英断に心より
感謝申し上げます。
　最後に、９月とは云え、まだまだ厳しい残暑が続
くかと思われますが、くれぐれも「暑さ対策」と
「コロナ感染症対策」にご留意いただきますように
お願い申し上げます。

　2020年９月１日
　　　　　　　　　　　　　朝日町長　矢野純男

町長だより

かぼちゃ
もやし
穀物酢
玉ねぎ
白いりごま

穀物酢
砂糖
塩
カレー粉

……………120ｇ
………………120ｇ
……………大さじ１
…………………50ｇ

………大さじ１

……………大さじ３
………………大さじ１

……………小さじ２/３
……小さじ１/２

作 り 方

Ａ

材料（4人分）

①かぼちゃは種をとり、長さ４～５㎝の千切りにする。固い皮
は取り除く。  

②鍋にお湯を沸かし、かぼちゃを２、３分下茹でしておく。
③もやしは根をとり除き、鍋に入れて酢大さじ１を入れ、蓋を
して蒸し茹でにしざるに広げて冷まし、水気をしぼる。

④玉ねぎは薄くスライスする。
⑤Ａの材料を合わせ、②～④の材料と混ぜ、冷蔵庫で冷やして
味をなじませる。  

⑥器に盛り、白ごまをふる。

エネルギー
43kcal

たんぱく質
1.8g

脂　　　質
1.3g

塩　　　分
1.0g
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「子育てワンポイントアドバイス」

　人間関係で悩んでいる人が多い現代、勿論その人が元々持っている特性もありますが、元を辿れば子
どもの頃の愛着形成に何かしらの要因があるケースもあります。
　人と心のつながりを上手く結べなかったり、依存的な恋愛を繰り返してしまったり、また感情が不安
定でストレスが身体に出やすかったり。自己肯定感を持てず、楽しい嬉しいなどの感情表現が少なく、
人を信じられないという特徴もあげられます。
　『愛着』とは幼児期に養育者との関わりによって得た安心感や幸福感により形成されるもので、愛着
が形成されるにつれ養育者のイメージがいつも心の中に居ると感じて安心感が定着し、その人が目の前
に居なくても安心して活動できるようになっていきます。赤ちゃんがお乳を欲しい時、オムツを替えて
欲しい時、眠くて抱っこして欲しい時など、様々な場面で養育者が子どもの欲求に対応してくれるとい
うやり取りの積み重ねで愛着が形成されていくのです。その愛着形成が基盤となって子どもは養育者以
外の人へも安心感や愛情を抱くようになり、相手が自分を助けてくれる存在だと信じる事が人への信頼
に繋がっていきます。ですから、幼少期の愛着形成が重要なのです。
　親だからといって子どもと上手に関われるわけではなく、子どもの事が全てわかるということもあり
ません。実は子どもが苦手でどう関わればいいかわからないという人もいます。苦手なりにまずは自分
の可能な範囲で想像して声掛けしてみてください。「どうして泣くのかな？」「どう感じているの？」
赤ちゃんや小さい子どもは上手く言葉に出来ないだけで、私達大人と同じ様に感じているのです。最初
は自分の独り言でしかないかもしれませんが、そんな思いを言葉かけしているとそのうちに反応がある
はずです。意思の疎通が出来なくても、抱っこしてスキンシップするだけで構いません。安心は肌から
も感じ取るものです。無理をせず子どもと一緒にゆっくり成長していきましょう。
　子育ては長期間に及び、養育者だけでは大変です。また、多くの人が子育て中にイライラを感じるも
のです。一人で悩まず溜め込まず、町の相談機関や園・学校などにご相談ください。

第177回　『愛着の形成』
　　　　　　　　　　 　　　  　　　　　　　　　　　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・中学校で相談を行っています。

※９月の、ほっとくらぶで実施する「ほっとする親の会」「あそび場」は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、開催が未定です。開催する場合は、ほっとくらぶより連絡します。

※最終ページに子育て事業を掲載していますので、ご覧ください。

お知らせ
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9月24日～30日は「結核予防週間」です。
　結核は、今なお主要な感染症であり、日本では、現在で
も年間15,000人以上が結核を発症し、約2,000人が命を落
としています。

　結核とは
　結核は、結核菌の空気感染によって引き起こされる感染
症の一つです。一般的には肺の内部で増え、咳や痰、呼吸
困難等の症状がみられることが多いですが、肺以外の腎臓、
骨、脳等身体のあらゆる部分に影響を及ぼすことがありま
す。また、大人から子どもへ感染することもあり、特に小
児では症状が現れにくく、全身に及ぶ重篤な結核に繋がり
やすいため、注意が必要です。

　主な症状
　・咳が２週間以上続く
　・痰がでる（痰に血が混ざる）
　・体がだるい
　・微熱が続く
　風邪のような症状ですが、このような症状が続くような
ら、早めに医療機関を受診するようにしてください。

　早期発見・早期治療のために
　結核を発症しても、早期に発見できれば、本人の重症化

が防げるだけでなく、大切な家族や友人等への感染の拡大
を防ぐことができます。早期発見のためには、早めに医療
機関を受診すること、「いつもと少し違うな」と感じると
ころを医師に伝えることが必要です。

　子どもの結核について
　結核に対する免疫は、お母さんからお腹の中でもらうこ
とができないため、生まれたばかりの赤ちゃんも結核に感
染することがあります。乳幼児は結核に対する免疫力が弱
いので、全身性の結核にかかったり、結核性髄膜炎になる
こともあり、重い後遺症を残す可能性があります。
　生後１歳までに結核の予防接種（BCGワクチン）を接
種することにより、小児の結核の発症を52～74％程度、
重篤な髄膜炎や全身性の結核に関しては64～78％程度罹
患リスクを減らすことができると報告されています。標準
的接種期間は生後
５～８か月となっ
ているので、期間
内に予防接種を受
けるようにしまし
ょう。

こころの健康づくりだより ～こころの健康づくり対策協議会より～

９/10（木）～９/16（水）は自殺予防週間です 

　毎年、９月10日から16日までを「自殺予防週間」として、
国、県、町が連携した啓発事業等を通じて、自殺や精神疾患
についての正しい知識を知っていただき、これらに対する偏
見をなくしていくとともに、命の大切さや自殺の危険を示す
サイン、また危険に気づいたときの対応方法等についても理
解を深めていただくことを目的としています。身近な人の
“いつもと様子が違う”…そんなとき、ちょっと気にかけて
みたり、声をかけてみたりすることが、ゲートキーパーへの
第一歩です。こころが辛いときは、ひとりで悩まず、ご相談
ください。

　ゲートキーパーとは
　悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な
支援につなげ、見守る人のこと。

◎電話相談
　●こころの健康相談統一ダイヤル
　　TEL 0570－064－556（有料）
　　相談時間　月曜日　13時～16時（月が祝日の週は火）
　●よりそいホットライン（24時間対応）
　　TEL 0120－279－338（無料）
　　相談時間　24時間対応
　一般的な生活上の悩みをはじめ、生活困窮者等に対する総
合的な電話窓口です。

　●三重いのちの電話
　　TEL 059－221－2525　相談時間　18時～21時
　　TEL 0570－783－556　相談時間　10時～22時
　　TEL 0120－783－556
　　相談時間　毎月10日　８時～20時
　様々な困難や苦悩にあって、おひとりで苦しんでおられる
方のための電話窓口です。

◎ＳＮＳ相談（LINEやチャットで相談ができます。悩みを相
　談してみませんか）
　●LINE「生きづらびっと」友だち登録
　　チャットはこちら→https://yorisoi-chat.jp
    相談時間：月火木金日
　　　　　　17時～22時30分（22時まで受付）
　●こころのほっとチャット
　　～つながる、よりそう、やわらぐ～
　　https://www.npo-tms.or.jp/service/sns.html
　   （LINE)  @kokorohotchat
　　https://line.me/R/ti/p/%40tch1397q???
　   （Twitter）@kokorohotchat
   相談時間：
　毎日　第一部　12時～17時（16時まで受付）、
　　　　第二部　17時～21時（20時）
　毎月１回　最終土曜日～日曜日
　　　　　　21時～12時（11時まで受付）
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　今年度10月から予定しておりました町内在住60歳以上を対象とした『介護
予防事業　運動機能向上からだサプリ教室（全12回）』は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため中止とさせていただきます。参加を予定されていた方々
にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほど宜しくお願いいたします。

問い合わせ先　保険福祉課　TEL 377－5659

　10月29日（木）に予定しておりました式典につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止と、
参列者及び関係者の健康と安全を最優先に考え中止とさせていただきます。
　ご参列を予定されていた方々には、誠に恐れ入りますが、何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い
いたします。

戦没者を追悼し平和を祈念する式典中止のお知らせ

「救急医療情報キット」を給付いたします。
　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

令和２年度
介護予防事業

からだサプリ教室中止のお知らせ



公式ロゴマーク

 

PEEK-A-BAMBOO！

　竹を町の地域資源（地域ならではの財産）として見つめ直し、町全体で竹・竹林の活用や課題解決を目指
すことを目的に、令和２年７月にスタートした「PEEK-A-BAMBOO！あさひ竹プロジェクト」。このプロ
ジェクトは、「みえ森と緑の県民税交付金」を活用し長期的に進めていますが、今回は７月に開催した今年
度の事業実績の一部をご紹介します。

あさひ竹プロジェクト、好評です！

広報あさひ/2020/96

　竹あかりの作成に必要な材料や道具等一式（竹、ドリル、デ
ザイン型紙等）を希望者に貸し出す事業です。７月１日以降合
計33件貸し出しており、129本の竹あかりが完成しました（８
月７日現在）。
　当事業では今も貸し出しを継続しています。ご希望の方は産
業建設課窓口までお越しいただくか、ＱＲコードからお申込み
下さい。

1おうちで作ろう、竹あかり！
　　

2
申込用ＱＲコード 貸出セット

　小学生の親子向けの竹あかりづくりワークショップを７月
23日（木・祝）に開催しました。18組の参加があり、約40本
の竹あかりが完成しました。

親子で作ろう！　親子竹あかりづくりワークショップ
　　

3
　朝日まちなみプランに基づき整備された施設の第１号である「語らいの広場」にて、７月23日（木・祝）、
24日（金・祝）に竹あかりの展示を行いました（25日、26日は雨天中止）。「おうちで作ろう！竹あかり」、
「親子で作ろう！　親子竹あかりづくりワークショップ」で作成された作品や、朝日町竹細工サークル、朝明
商工会青年部、埋縄自治区、役場職員有志などにより作成された作品など、合計約450本の竹あかりが展示さ
れました。また、朝日まちなみ検討会の企画により、陶友あさひの協力のもと陶器のあかりの展示もありまし
た。

あさひの竹でまちを灯そう！Vol.１語らいの広場
　　

朝日まちなみ
プラン連携事業
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　どの事業も大好評でした！今後も、皆さんが楽しみながら竹・竹林に親しむことができるよう努めていきます。
引き続き「PEEK-A-BAMBOO！あさひ竹プロジェクト」にご期待下さい！

　23日には自分でつくった作品に自ら火を灯す点灯式も行われ、趣の
ある幻想的な雰囲気を多くの来場者が楽しんでいました。

　なお、各事業のアンケート結果はこちらです。

とてもよかった
よかった
あまりよくなかった
よくなかった

とてもよかった
よかった
あまりよくなかった
よくなかった

とてもよかった
よかった
あまりよくなかった
よくなかった

とてもよかった
93％

よかった
7％

とてもよかった
82％

とてもよかった
100％

よかった
18％

おうちで作ろう、竹あかり！
はいかがでしたか？【回答数15】

　　

あさひの竹でまちを灯そう！Vol.１語らいの広場
はいかがでしたか？【回答数28】

　　

親子で作ろう！　親子竹あかりづくりワークショップ
はいかがでしたか？【回答数11】
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　朝日町では、新型コロナウイルス感染症の消費と家計に与える影響を踏まえ、町内での消費拡大を
目的に商品券を発行し、町内の事業者や町民の皆さまを応援させていただくこととなりました。

（対象者）
令和２年７月31日時点で朝日町に住民登録のある方

（配布額）
１人5,000円（500円券×10枚綴）

（配布方法）
世帯主に各世帯人数分の商品券を郵送します。
９月中旬から順次発送しますが、郵送完了まで２～３週間程度かかります。
また、受取時に印鑑が必要になります。

（使用期間）
10月10日（土）から令和３年２月28日（日）
※使用期間を過ぎた商品券は無効となります。

（利用可能事業所）
町内にある商品・サービスを提供する店舗・事業所（町外では使用不可）
注　意：現在公募中のため、商品券発送時に取扱事業所一覧表を同封します。
（使用に際しての注意事項）
●券面額に満たない使用でも、つり銭は支払いません。
●商品券の再利用・再発行はできません。
●使用期間終了後の使用はできません。また、未使用券の現金化は行いません。

（商品券の使用対象とならないもの）
●出資や債務の支払い（税金、振込手数料、国・地方公共団体への支払い、公共料金、医療費・薬等
　の保険適用に係るもの）
●換金性の高いものの購入
　（有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペードカード等）
●たばこ事業法に規定する製造たばこの購入
●事業の用に供するための物品・サービス等の調達
●土地・家屋、自動車、高額商品など資産性の高い商品の購入
●家賃・地代・駐車場等の不動産に関わる支払い
●現金との換金、商品券との交換又は売買、金融機関への預け入れ
●風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律第２条に規定する営業に係る支払い
●特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
●その他商品券の発行趣旨にそぐわないもの

朝日町元気なまち応援商品券取扱事業所　随時募集中！
町内の店舗・事業所を随時募集しております。

登録申請書はホームページからダウンロードできます。

 問い合わせ先　産業建設課　TEL 377－5658

朝日町元気なまち
応援商品券について
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朝日町 中小企業・小規模事業者等
応援給付金について

　朝日町では、新型コロナウイルスの感染拡大による影響で、令和２年２月１日以降、下記の対象融
資を受けた町内事業者に対し、給付金を交付し、事業運営の支援を行います。
（対象者）
  下記（1）～（4）のいずれにも該当するもの
（1）融資を受けた時かつ本給付金申請時点で町内に主たる事業所を有する法人、 又は朝日町民で事
　　 業を営む者
（2）町税等を滞納していない者
（3）新型コロナウイルスの感染拡大の影響（売上高前年比等５％以上減少）
　　  を受け、次に掲げる融資を受けた者
　　ア三重県新型コロナウイルス感染症対応資金、
　　　セーフティネット資金（４号又は５号又は危機関連保証）
   　イ日本政策金融公庫が行う次に掲げる融資
　　　 (ア) 新型コロナウイルス感染症特別貸付
　　　 (イ) 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
　　　 (ウ) 新型コロナウイルス対策衛経融資
　　　 (エ) 衛生環境激変対策特別貸付
　　　 (オ) 新型コロナウイルス対策マル経融資
  　 ウ商工組合中央金庫又は日本政策投資銀行が行う危機対応融資
 　 エ（独）中小企業基盤整備機構が小規模企業共済制度の契約者に対して行う特例緊急経営安定貸付
 　  オその他町長が適当と認める融資であって金融機関が行うもの
（4）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定
　　  する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員でないこと
（給付額）
　融資実行額の10％の額に相当する額　上限30万円（1,000円未満切捨） 
　１事業者（個人にあっては１人）につき１回
（提出物）
（1）朝日町中小企業・小規模事業者等応援給付金申請書（様式第１号）【必須】（ホームページ参照）
（2）新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた融資に係る契約書等の写し【必須】
（3）融資実行されたことが分かる書類等の写し【必須】
（4）新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けた融資であることがわかる書類（前２項の書類で
　　  足りる場合は不要）
（5）対象者（3）‐アの場合は、信用保証協会の保証付き融資であることが分かる書類（朝日町が認
　　  定書を発行した場合は不要）
（提出先）
  〒510-8522 三重郡朝日町大字小向893番地　　朝日町役場　産業建設課「給付金」宛
（注意：原則郵送受付。送付前に、もう一度提出物が同封されているかご確認ください。）
（申請期間）
　９月１日（火）から令和３年２月28日（日）まで（消印有効） 

課税上の取扱について
◎この給付金は、課税対象となります。ただし、必ずしも税負担が生じるものではありません。詳細
　は最寄の税務署にお問い合わせください。　四日市税務署　TEL 352－3141

  問い合わせ先　産業建設課　TEL 377－5658
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※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、調査の趣旨等
の説明はインターホン越しに行い、調査書類は郵便受け・ドアポ
ストに入れて配布いたします。ご不在の場合は、直接、郵便受
け・ドアポストに入れさせていただきます。

　できる限りインターネットまたは郵送でのご回答をお願いします。

※コールセンターは９月７日～11月30日　８時～21時（土日・祝もご利用い
ただけます）

※ナビダイヤルの通話料金は、固定電話の場合、全国一律に市内通話料金で
ご利用いただけます。携帯電話の場合、所定の通話料金となります。

　１対１対談は、三重県知事と
朝日町長が町の重要な課題につ
いて話し合い、県と町が連携し
て解決に向けて一歩でも前に進
めることを目的としています。
　知事と町長が公開の場で話し
合う貴重な機会ですので、皆さ
まぜひご来訪ください。

○日時　10月９日（金）　14時～15時
○場所　保健福祉センター　ホール
○傍聴
　新型コロナウイルスの感染防止に向け、人数
制限等を行うため、事前申込み制となります。
事前申込みの受付につきましては、改めてご案
内いたします。
○問い合わせ先　企画情報課　TEL 377－5663

マイナンバーカード交付専用休日臨時
窓口および平日夜間窓口のお知らせ

マイナンバーカードでマイナポイントがもらえる！

10月１日は国勢調査の調査日です10月１日は国勢調査の調査日です

　マイナンバーカード交付専用の休日臨
時窓口および平日夜間窓口を行います。
　交付通知書を受け取られた方で、平日
８時30分～17時15分に受け取りに来ら
れない方は、この機会をご利用ください。
　※休日および夜間窓口は予約制です。
事前に電話予約をしてください。

■郵送できます！
■オンライン回答できます！
※９月14日～10月７日まで
　オンライン回答ができます。

と　き　
【休日臨時窓口】９月27日（日）、 10月25日（日）　いずれも９時～17時
【平日夜間窓口】９月16日（水）　17時30分～19時（最終の予約は18時45分）
　　　　　　　　※日程は変更になる場合があります。
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

　マイナポイントの
詳細はこちらをご覧
ください。（総務省
ホームページ）

マイナポイントとは
　マイナンバーカードを活用した国の消費活
性化策として、マイナンバーカードを使って、
マイナポイントの予約・申込を行い、選択し
たキャッシュレス決済サービスでチャージや
お買い物をすると付与されるポイントです。
（利用額の25％、１人あたり上限5,000円分）
　町ではマイナポイントの予約・申込のサポ
ートを行っておりますので、ご希望される方
は下記の必要な物をご持参ください。

【日　　時】平日　８時30分～17時15分
　　　　　　（年末年始を除く）
【受付場所】総務課
【必要な物】①マイナンバーカード
　　　　　　②利用者証明用電子証明書の暗証番号
　　　　　　　（カード交付時に設定した数字４桁）
　　　　　　③利用するキャッシュレス決済サービ
　　　　　　　スID及びセキュリティコード
　　　　　　※③は申込みをする場合に必要です。
問い合わせ先　総務課　TEL 377－5651

問い合わせ先　企画情報課　TEL 377－5663
　　　　　　　国勢調査コールセンター
　　　　　　　ナビダイヤル　0570－07－2020
　　　　　　　ＩＰ電話　03－6636－9607

　国勢調査は、2020年で開始から100年、未来をつくる日本で最も重要な統計調査です。
　９月14日以降に調査員が訪問します。
　調査票は、10月１日現在で記入してください。

１対１対談の開催についてお知らせ

（昨年度の１対１対談の様子）
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　新型コロナウイルス
感染症の影響による急
激な収入減となってい
る事業者の負担軽減や
今後の経済活動を支援
するため、町内全ての
事業者の水道料金の基
本料金６ヶ月分を免除
します。

免除期間 申請締切日　令和２年12月25日（金）
※令和２年５月15日までに営業を開
始し、朝日町上下水道課と給水契約
を結んでいる事業者（事業用施設）
が対象となります。

※すでに水道料金を支払い済みの場合
は還付させていただきます。

※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。

と　き：10月18日（日）　11時～11時30分　　ところ：朝日町教育文化施設　２階　視聴覚室
内　容：三まいのお札（日本の昔話）他２話 　　対　象：静かにお話が聞ける方ならどなたでも。
おはなし：ストーリーテリングの会「フォンターナ」　申込期間：９月10日（木）～10月10日（土）
定　員：15名（先着順・電話申込可）　　申込・問合せ先：あさひライブラリー　TEL 377－6111
※申込制・入場無料（新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、事業が中止、もしくは変更となる
　場合がございますので、ご了承ください）

　絵本をつかわないで、そっとお話に耳
をかたむける会です。

内容：就労に対するさまざまな相談をお受けします。
対象：15～49歳で無職の方（ご家族・関係者・在学中でも可）
※今年度より対象者年齢をこれまでの15歳～39歳から15歳～49歳に拡大しています！
日時：９月23日（水）10時～12時　　場所：朝日町役場　１階相談室
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

　９月21日（月）～９月30日（水）
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。

新型コロナウイルス感染症の影響
にかかる事業者への支援について

朝日町議会定例会（一般質問）
の録画放送のお知らせ 

◆北勢地域若者サポートステーション出張相談

①子供を始めとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保
②高齢運転者等の安全運転の励行
③夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転等の危険運転の防止

【運動の重点】

●９月８日（火）　19時～
●９月12日（土）　19時～　（再放送）

放送チャンネルは、
ＣＣＮｅｔ12（地デジ121ｃｈ）

　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！

問い合わせ先　上下水道課　TEL 377－3334

in朝日

第２期（６月７月分）
第３期（８月９月分）
第４期（10月11月分）

令和２年度

ストーリーテリング

秋の全国交通安全運動の実施について

無料・要予約



水切りの効果
１．家庭から出る生ごみの約60～70％は水分です。
　　生ごみの水切りをすることで重量の約20～30％減量できるといわれて
　います。簡単で効果的なごみの減量方法です。
２．生ごみが腐敗しにくくなるので悪臭を軽減できます。
３．ごみ袋が軽くなり、ごみステーションまで持って行くのが楽になります。
４．ごみ袋から嫌な汚水が漏れてくることの抑制になります。
５．ごみステーションが、カラスや猫などの動物に荒らされる可能性が低く
　なります。
６．ごみが軽くなり、ごみの収集車両の燃料コスト削減、さらには処理場での処理コストの削減にもなります。

　など、たくさんのメリットがあります。

問い合わせ先　町民環境課　TEL 377－5653
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自衛官採用種目別試験日程等
1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（男女共通）　18歳以上33歳未満の者
※32歳の者にあっては、採用月の１日から起算して３月
　に達する日の翌月現在、33歳に達していない者
（3）採用試験日（男女共通）
　　  受付時にお知らせします。
2防衛大学校学生（一般）
（1）受付期間　７月１日～10月22日
（2）受験資格（男女共通）
　　  高卒（見込み含む。）21歳未満の者
（3）採用試験日（男女共通）
（ア）１次：11月７・８日
（イ）２次：12月８日～12日
3防衛医科大学校医学科学生
（1）受付期間　７月１日～10月７日
（2）受験資格（男女共通）

　　  高卒（見込み含む。）21歳未満の者
（3）採用試験日（男女共通）
（ア）１次：10月24・25日
（イ）２次：12月９日～11日
4防衛医科大学校看護学科学生
（1）受付期間　７月１日～10月１日
（2）受験資格（男女共通）
　　  高卒（見込み含む。）21歳未満の者
（3)　採用試験日（男女共通）
（ア）１次：10月17日
（イ）２次：11月28・29日
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）

　７月29日（水）朝日小学校にて、昭和60年から継続開催している「非核
平和都市宣言啓発事業」を行いました。
　小学校の児童が平和の祈りをこめて折った折鶴が、児童代表の子ども達か
ら荒木副町長に手渡され、その後、広島平和記念公園内の「原爆の子の像」
へ献納されました。
　我が国は世界で唯一の被爆国であり、広島や長崎のような惨禍を二度と繰
り返さないように、原爆の恐ろしさや戦争の悲惨さをより多くの人々が理解
し、次世代へ伝えていくことが重要だと考えます。

非核平和都市宣言啓発事業

生ごみの水切りにご協力をお願いします！！
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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 －

　広報あさひ８月号12ページ「まちなみ通信　第18号」の記事において訂正がありました。正しくは次のとおりです。
　【誤】町内に移り住んできた方は、今回の対象からは除外する
　【正】町内に移り住んできた方も朝日町を知ってもらうきっかけになるため対象とする

広報あさひ８月号記事に関する訂正について

13

防火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。）
　11月10日（火）と11月11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
　11月10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13日（金）　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
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2,450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５日（月）～10月16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　　　50名
　乙種防火管理講習　　　　　12名
　甲種防火管理再講習　　　　50名
6その他
　新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、講習を中止、
縮小する場合があります。

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

　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

危険物取扱者試験と試験に対する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７日（土）
（2）乙種（第４類）、丙種
　　  11月７日（土）、14日（土）、15日（日）
（3）乙種（第４類以外）　11月７日（土）
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９日（水）～18日（金）
　電子申請の場合は、９月６日（日）９時～15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
　（一財）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
　（左記危険物取扱者試験を受験する方へ四日市市消防本部が
実施する事前講習会です）
1講習日時
　10月８日（木）・９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）＊敷地内は禁煙です。
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
機関をご利用下さい。
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
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各施設等のマーク

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　縄生防災倉庫広場
　　　　  （10時～11時まで）

心配ごと相談（10/5（月））
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

1歳半健診

※新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、中止することがあります。朝日町ホームページにて、ご確認ください。
※お申し込みは、子育て健康課（TEL 377－5652）保健師・管理栄養士まで

再生（新聞紙等）

すくすく相談

健康料理教室

すくすく相談

粗大（縄生）＊

ごみ出しの日保健福祉センター ＊22日（火）は祝日のため収集はありません。
＊28日（月）は縄生地区の粗大ごみ収集日です。他地区の方は出せません。

一般ごみ 再生ごみ 埋立ごみ 粗大ごみ

9/28（縄生）16（雑誌等）30（新聞紙等）

名　　　称 日 時　　間 備　　　　　　　　考
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：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　先着10組）
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３名）
対象：９～10ヶ月児(要予約　先着12組)
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

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：メタボ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

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）

健 康 相 談

ア フ タ ー ビ ク ス

離乳食教室（後期）

育 児 相 談

健 康 料 理 教 室

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

13：30～14：30

10：00～11：30

10：00～12：00

    （予約制）
9：30～11：00
13：00～14：00

10：00～13：00

予約制

予約制

随時

随時

随時

随時

随時

木火・金
（22は除く）

※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。

9月SeptemberSeptember

アフタービクス
一般

一般

14 1513 16

30

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

20

埋立

25 26

19

21 2322

27 28 29

24

のびのび相談

一般

2 3

10

1    (10月)
一般

一般

すくすく相談

9
一般

4 5

17 18

心配ごと相談 一般
7

埋立
6

のびのび相談

離乳食教室（後期）

埋立

のびのび相談

埋立

のびのび相談

8

7・8ヶ月児健康相談

一般

育児相談

健康相談 再生（雑誌等）

1211

すくすく相談

すくすく相談

14

15

17

18

29

11
16
23
10/7
10/9
17
24
10/1
10/8

＊一般収集ありません
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