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新年のごあいさつ
明けましておめでとうございます。皆さまには、平成最後となる輝かしい初春を
お迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年はロシアで、サッカーのワールドカップが開催され、日本代表は前評判を覆
す大健闘により、高い評価を受けました。合わせて、日本のサポーターが、前回の
ブラジル大会で、自分たちのゴミを持ち帰るという取り組みが、今回は外国人サポー
町

長

水谷

ターにも伝播し、すばらしい大会となったことも、日本人として誇りに思う出来事

俊郎

でした。
本町では、本町が誇る世界的画家石垣定哉画伯の作品を役場庁舎内に展示したス

ペース「石垣定哉自選ミニギャラリー」
を６月末に開設いたしましたところ、この絵を目的に、町内外から役
場を訪れていただく方が増え、ちょっとした憩いの場になっています。
また、新しい形の農業分野といたしましては、新しい大豆の品種
「ななほまれ」
の栽培に取り組み、無事収
穫することができました。この大豆は、中性脂肪を分解できる機能性たんぱく質を多く含むもので、全国で
広く栽培されている
「ふくゆたか」
に代わる、本町の目玉として期待している大豆です。今年からは、この大
豆の栽培を拡大するとともに、この大豆を、連携を取っている企業の
「おからの出ない製法」
により製品化す
ることにより、東員町Ｏｎｌｙ

Ｏｎｅを目指してまいります。わたしたちは、このプロジェクトに、農業

者の収入増、特産品の開発・発信、雇用の創出などの夢をかけております。
昨年、断腸の思いで計画断念せざるを得なかった、北勢線東員駅周辺開発にともなって、宙に浮いた状態
になっている東員第一中学校の移転整備につきましては、多くの町民の皆さまから、当該地への移転を望ま
れている声が届いておりますことから、関係機関との協議を進めております。当該地区が農業振興地域の農
用地ということなど、直面する壁は高いものの、通学する子どもたちのことを優先に考え、また、現在老朽
校舎もあることから、早急に結論が出せるよう、東員町役場一丸となって鋭意努力しているところであり、
今年度中には、何らかの方向性が示せるのではないかと考えています。
いずれにいたしましても、まちづくりの課題は山積しておりますが、将来を見据える中で、一つひとつ丁
寧に取り組んでいかなければならないと考えています。
最後になりましたが、町民の皆さまが今年一年、ご健勝にてご活躍いただくことを、重ねてお祈りいたし
まして、年頭のあいさつといたします。
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新年のごあいさつ
明けましておめでとうございます。
町民の皆さまにおかれましては、輝かしい新春をお迎えのこととお慶び申し上げ
ます。
平素より皆さまには町議会に深いご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございま
す。私たち議員も、皆さまのお声を町政に反映させるべく、日々見聞を重ね活動さ
議

長

島田

せていただいております。

正彦

さて、国の内外とも大きな変革時期に遭遇している今日ですが、わが国におきま
して本年は、元号が変わる記念すべき年となり、また東京オリンピック・パラリン

ピック開催準備、大阪万博開催決定と活気ある話題に満ちています。しかしながら、国の財政状況をみると、
平成29年末時点で1,085兆円の債務残高になり、国民一人あたりの借金に換算すると867万円にも達して
います。今後は国からの補助が削減され、
地方自治体もますます厳しい財政状況になることが予想されます。
そのような中、本町は平成29年度に町制施行50周年を迎え、一つの大きな節目にさらなる飛躍を志し奮闘
しております。昨年を振り返れば、本町にとって大きなプロジェクトであった駅前開発を諸事情により断念
せざるを得なくなりました。残念な思いはありますが、これを一つの教訓として、前向きに次なるプロジェ
クトに活かすことが大切だと思います。現在進めている新産業創造プロジェクトでは、町の特産物を生み出
すべく、地場産の大豆から豆腐、豆乳などを加工・販売する6次産業を行政の中で立ち上げ取り組んでいます。
また2020年１月から新ごみ施設が稼働予定です。町にとって大幅な経費負担の削減になります。ハイブリッ
トパークの工業誘致も順調に進み、4区画の内3区画までが決定しました。さらに、町内のいたるところに
ミニ団地が開発され、平成22年から8年間でおよそ360戸が区画されました。人口減が深刻な社会の中で、
かろうじて横ばい状況を保てるプラス要因になっていると考えています。そして本町は近隣市町の中で高齢
化率が30％と最も高い数値ですが、元気な高齢者が多く健康寿命は県下29市町で、男女ともベスト5に入っ
ています。これも本町の誇りの一つです。
また、私ども町議会も
「町民から見える議会」
の一環として、長年、視察・調査・研究などを重ねて参りま
した議会基本条例を制定しました。町民の代表として、執行機関と互いに切磋琢磨し連携しながら、住んで
良かったと思える明るく未来ある町づくりの実現に向けて、町の主役は町民の皆さまであることを第一に、
一層努力して参りたい所存でございます。
皆さまにとりまして、本年が実りある年になりますよう心からご祈念申し上げまして、新年のごあいさつ
とさせていただきます。
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新 春

三重大学はさまざまな領域で、地域
の企業や自治体との連携活動を通し

て、地方創生に貢献されています。
三重大学の駒田学長とまちづくりに
ついて対談しました。

水谷

俊郎 町長

三重大学と連携
大学と連携してつくる地方創生
町長

三重大学とは連携と協力における協定を締結し、さ

平成 28 年度から順次設置している「地域拠点サ
テライト」では、県内全域を三重大学の教育研究
フィールドと位置付け、多様な地域特性を有する 4

まざまな取り組みに協力いただき、大変ありがたいと思っ

つの地域サテライト（北勢、伊賀、東紀州、伊勢志摩）

ています。

を展開しています。各地域サテライトにおいては、

駒田

自治体・教育機関などとの連携および協力をもとに、

三重大学では、三重県の地域創生戦略の一つとして、

平成 28 年度に県内全ての自治体との協定締結を実現しま

特色豊かな活動拠点が置かれ、教員や学生がフィー

した。それぞれの市町のご要望に応えることで、地方創生

ルドワークなどの実践的な教育研究活動を行ってい

に貢献できるよう取り組んでいます。

ます。

大学は学問の府として、自由で独創的な知の創造に向け

また、これら 4 つの地域サテライトが地元企業

た教育・研究活動を展開します。三重大学は地域の特性を

や自治体と大学を繋ぐハブ機能としての役割を担う

生かした、産・学・官・民の連携交流の拠点を整備してい

ことで、地域課題の発見・共有、共同研究・共同プ

ますが、社会的に貢献し得る新たな知を科学と技術の両面

ロジェクトなどを通じた課題解決に全学的に取り組

にわたって創造することが、大学の活性化と地域社会の発

みながら、大学の教育研究力の向上に加え、地方創

展への寄与に極めて重要な意義を持つと考えています。

生や地域の人材育成に貢献したいと考えています。
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対 談

こま だ よし ひろ

駒田美弘氏
プロフィール
三重大学第 12 代学長
三重県津市出身、 1952 年３月
生まれ。
三重大学大学院医学系研究科
博士課程修了。
趣味は囲碁と書道。

三重大学
駒田 美弘 学長

お酒もほどほどにたしなむ。

したまちづくり
人を育て地域を活性化する
町長

人を育てるという面では、東員町では「16 年一貫

駒田

子どもたちの力をより伸ばすような環境が大

教育プラン」に基づいて、母親のお腹の中、胎児期から義

切です。自分の主張をこうだと言える力を養うこと

務教育終了までの 16 年間・子どもたちの「意欲」を高め

が必要です。そして、子どもたちがやりたいことを

る保育・教育として、子どもたちの「基本的信頼感」「自

親や周りの大人が抑えるのはよくない。子どもはい

己肯定感」
「自己有能感」の「3 つの感」を育む教育に取

ろいろな経験をし、失敗もして伸びていきます。義

り組んでいます。また、子どもの権利条例を平成 27 年に

務教育の間はある程度同じ環境ですが、その後どれ

制定したのですが、子どもたち自身に条例を作る課程にか

だけ伸びるのか、さらに伸ばす環境をつくるかが大

かわってもらいました。子どもたちにアンケートをとり、

学の使命だと思います。もしかしたら将来ノーベル

子ども委員会を立ち上げて、条例作りの会議を行いました。

賞を受賞するような素晴らしい発展・発達をする子

２年間かけて取り組む中で、子どもたちも成長しましたが、

もいるかもしれません。大学では、その子が伸びる

周りの大人たちの意識が大きく変わりました。子どもたち

ための養分を吸収して、地域でさらに伸ばしてもら

の自主性を尊重し応援するようになりました。

いたいと考えています。
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もと、学生が取り組みたいテーマで企業との共同研究
に参加し、企業は、将来の優秀な人材を育成していた
だきたい。そういったオープンイノベーションについ
て、県内企業にもっと理解していただきたいと思って
います。
そのためには、経営者向けの講習会が必要です。ユ
ニークな技術が出てきたら特許をとって権利化する、
大学との共同出願であれば費用が安くなるなどの仕組
みを、地域の企業にもっと知っていただきたいんで
す。飛躍する要素を持っているけれど活かせていない
企業もあると思います。そこに協力するのが大学の役
目だと思っています。新しいビジネスを獲得しようと
すると、提案型のビジネスをしなければならないと思
います。売り込まなければいけないビジネスの手法に
町長

人に投資しなければ社会は成り立たないと思っ

変わってきています。県内の企業にはもっと積極的に

ています。特に子どもは投資しただけ成果は上がりま

なっていただきたいですし、技術もどんどん進化して

す。教育にかける予算と子どもの学力は正比例すると

いますので、5 年後、10 年後を見越して、危機感を持っ

思います。

ていただきたいと思っています。

駒田

三重県全体の高等教育体制の問題点なのです

持続性のあるまちづくり

が、三重県では 8,000 人くらいが大学に進学します。
三重県全体の大学の入学定員が約 3,000 人です。数

町長

字上の単純計算ですが、約 5,000 人は県外に行かざ

い農業に取り組んでいます。ブドウやブルーベリーの

るを得ないんです。その上約 3,000 人が全て県内出

園芸作物も考えていますが、町には 700 ヘクタール

身者ではなく、県内出身者は 4 割を切っています。

の農地があります。園芸作物だけでは広いので、大豆

これは全国で最低ですので何とかしたい。私学は定員

に目をつけました。県内で作られている大豆は「ふく

割れの状態ですので淘汰されると三重県からどんどん

ゆたか」という品種ですが、町では「ななほまれ」と

大学がなくなってしまいます。大学がなくなれば若い

いう品種に取り組みはじめました。この品種は、血液

人が県外へ出て行ってしまいます。退職してから三重

中の中性脂肪を低下させる機能性たんぱく質を多く含

県に戻ってくるのではなく、若者が U ターンしなけ

んでいます。この大豆でおからがでない豆腐や豆乳な

れば、有能な人材が地域に残り、まちを活性化する可

どの加工製品を作りたいと考えています。今は試験的

能性がどんどん減っていきます。

にこの品種を栽培し、東員町でうまく収穫できるのか、

町長

高校まで暮らした地域で就職をする若者は、全

三重大学の梅崎教授にもご指導いただいています。そ

国的に 4 割を切っています。30% 台なんです。今の

して、大豆を加工し６次産業化を図り、東員町のオン

お話ですと、三重県は 10% 台でしょうか。

リーワンをつくっていけたらと考えています。

駒田

東員町も将来を見据えたまちづくりとして新し

昨年の卒業生の実態として、工学部では三重県

内の企業に就職した割合は 9.6% で過去最低です。三
重大学の学生が欲しいという企業が地域にたくさんあ
るのに、県外にも優良な企業がありますので、みんな
県外に出て行ってしまいます。工学部では特にです
が、学生が伸びるカリキュラムのためには、学校だけ
ではなく企業との連携が必要です。地元企業の協力の
6
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▲東員町産大豆プロジェクトをＰＲ

駒田

東員町はコンパクトなまちで、農地、宅地、商

業地と、ある程度まちの基盤は決まっています。そ
の中で 10 年後、20 年後のまちづくりをどうするか、
高齢化が進み空き家が増えるかもしれない。今ある施
設を利用しながら、将来を見据えたまちづくりをする
必要があるのではないでしょうか。
町長

近い将来を考えると、10 年で高齢者は一気に

増えます。特に住宅団地は高齢化が進みますが、空き
家率は低いんです。空き家になっても、改修などをし
て売ると結構売れるので循環していきます。ただ、在
来地区にも空き家がありますので、町内の企業を訪問
して、社宅やゲストハウスとして空き家を利用しない
かという提案もしています。そこで、掃除や食事など
の管理に地域の方が携われば、自治会や地域の信頼性
も生じるし、雇用も生まれます。
駒田

地域の方に協力いただけるといいですね。まち

近い将来、次世代通信規格の ｢5G｣ の時代がきま

のためにもなりますし完璧ですね。大学ももっと地域

す。動画の双方向の通信が自由にできます。先ほど

へ出向き、地域の特色、問題を理解し、解決能力を

の農業でいうと、農作物の生育の状態がリアルタイ

もった人材を育成する。そのためにも、地域の事情に

ムで確認できるので、何が原因で生育状況に問題が

応じたサテライトを活用していただき、地域の特色を

生じたかを、コンピュータでリアルタイムに分析が

生かした研究や教育活動を行っていきたいと考えてい

できます。収穫量から出荷時期をコンピュータでプ

ます。

ランニングすることもできます。そういう時代になっ

また、中小企業にはぜひ大学との共同研究をするこ

てきた時に、人の雇用をどう確保するのか。先ほど

とで、企業に発展し、成長していただきたい。そして、

の話の中で、空き家の管理を地域の人にしてもらう

県全体の発展につなげていければと考えています。三

というのはいい考えと思います。ロボットがやるわ

重大学は総合大学ですので、さまざまな専門家の視点

けにはいかないですからね。

があります。
いろいろな視点から地域課題に取り組み、

技術革新や時代の変化に対応しながら、産学官民が

持続性のある魅力的な地方創生に貢献していきたいと

連携して、地域課題に取り組み、地域を活性化させて

思います。そのためのセミナーや研修会を開催し、最

いきたいと考えています。

新の情報を地域や企業に発信していきたいと考えてい
ます。

▲三重大学と地元企業の連携セミナー

▲三重大学との連携・協力における協定調印式
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カメラルポ

町内４校で
つながる食育を推進
10/20

文部科学省が実施している「つながる食育推進事業」の平成30年度モデル
校に二中校区の４つの学校（笹尾西小、笹尾東小、城山小、二中）が指定され
ました。この事業では、家庭における食への理解を深めようと、栄養教諭が
中心となり、学校と地域、家庭が連携した食育の取り組みを行っています。

二中 体にやさしい夜食づくり

東員第二中学校では、高校生レストランの創設者で
もある相可高校の村林新吾教諭を講師に、体にやさし
い夜食づくりの講演と実習が行われました。子どもに
とっては、手作りの夜食の方

が、体や心に優しいといった
話や、だし汁のとり方などが
説明され、実際に鯛をさばい
て、鯛茶漬けを作りました。

11/16

笹尾東小 こんにゃくづくり

笹尾東小学校では、給食に食材を納入している「水
谷蒟蒻店」の水谷さんを講師に、3年生がこんにゃくづ
くりに挑戦しました。参加した児童は「混ぜるのが大
変でしたが、普段できない体験ができて、とても楽し
かったです」
と話していました。

8
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10/29

笹尾西小 ウインナーづくり

笹尾西小学校では、給食の食材を納入している「ミー
トショップ近藤」の近藤さんを講師に、5年生と保護者
がウインナーづくりに挑戦しました。参加した方は「給
食でお世話になっている方と交流する機会は今までな
かったのでとてもいい経験になりました」と話していま
した。

11/20

城山小 豆乳プリンづくり

城山小学校では、給食にデザートを納入している
「ラ・ポアール」の南山さんを講師に、5年生と保護者
が東員町産の豆乳を使って豆乳プリンを作りました。
参加した児童は「とてもおいしかったので、家でお
母さんと作りたいです」と話していました。

11/24･25

東員町発ミュージカル「ぼくらは田んぼで生きている」

四日市市を中心に活動する演劇集団「ローカルスーパースターズ」と地域住民が一緒になって演じる東員町発
ミュージカル第6弾「ぼくらは田んぼで生きている」がひばりホールで行われました。地域の祭や文化を題材に、笑
いあり、涙ありの見所いっぱいのミュージカルですが、今年の題材は「農業」。出演者の迫真の演技と迫力あるダン
スや歌に、観客は引き込まれていました。
また、25日は特別ゲストとして小松政夫さんも登場し、客席を盛り上げていました。
このミュージカルの模様は１月４日からスペシャル番組（ケーブルテレビ12ch）で放送されます。

11/26

グリーンスローモビリティ実証調査

国土交通省が導入を推進している、時速20㎞未満で

公道を走る電気車両「グリーンスローモビリティ」の実
証調査が、11月26日から12月9日まで笹尾地区で行
われました。笹尾地区では自宅からスーパーまでの移
動手段として実証しましたが、国土交通省は東員町を
含め５つの地域で、観光や福祉などさまざまな角度で
調査し、今後の地域での活用を検討しています。

12/

１

人権標語コンクール・青少年の主張

12月の人権週間に合わせ、町内の中学生から募集し

た人権標語コンクールの表彰式と青少年の主張が行わ
れました。この日の司会進行は中学生の実行委員が務
め、青少年の主張では町内の小学生４人、中学生１人、
高校生1人の計６人が、日ごろの思いなどを発表しま
した。

▲受賞者・発表者・実行委員の皆さん
広報とういん
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健康づくりでポイントをためよう！
東員町健康づくりポイント事業
町が県と連携し、県内の協力店のご協力のもと、町民の健康づくりを応援する取り組みです。
「毎朝ラジオ体操をする」
など、
健康づくりに取り組みながら
「健康ポイントカード」
にポイントをためます。
※ポイントカードは役場、笹尾連絡所、イオン東員店で配布しています。町 HP から印刷していただいたり、コピー
して使用していただいても OK ！（カードは１人１枚まで）

50ポイントたまったら、「三重とこわか健康応援カード」をプレゼント！
参加できる方

20 歳以上の町民
ポイントをためる期限

3 月 15 日（金）

※期限までに 50 ポイントに達しない場合、
翌年度に繰り越せます。

県内の「三重とこわか健康応援カード協力店」で、
カードを提示することにより、お店ごとのさまざまな
サービスが受けられるちょっとお得なカード

ポイント交換期間

1 月 15 日（火）～ 3 月 22 日（金）

○県内の「協力店ポスター」が貼ってあるお店で、特典が受けられ

交換場所

ます ( 協力店や特典などは県のホームページをご覧ください )。

役場 健康づくり課

○サービスの内容は、各店舗によって異なります。

ポイントをためるには…
①自主的な健康づくり運動をする
取り組む内容を 3 つ決める
（健康に関することなら何でも OK!）

②各種検診（健診）を受診する
15ポイント ・人間ドック
10ポイント ・特定保健指導

例：間食を控える、１口 30 回噛
んで食べる、毎朝ラジオ体操
をする、週２回は休肝日を作る、
禁煙する、テレビの視聴を控
える など

 決めた内容に取り組み、どれか

5ポイント

１つでも達成できたらＯＫ！
達成できたら１日１ポイント

・特定健診・胃がん検診
・肺がん検診・乳がん検診
・歯周病検診
・骨粗しょう症検診
・職場の健康診査
・後期高齢者健康診査
・大腸がん検診
・前立腺がん検診
・子 宮頸がん検診・肝炎
ウイルス検 診・東 員 町
各種検診申込書の提出
・健 診結果説明会への
参 加・乳 児 健 診（4か
月、10か月）
・幼児健診（1歳半、3歳健診）

③その他のポイント
10ポイント

・食生活改善推進員養成
講座

5ポイント

・こころの健康講座
・歯周病予防教室
・食改伝達講習
・生活習慣病予防教室
・おやこの食育教室
・健康づくり料理教室
・離乳食教室・献血
・マタニティ教室
・ブックスタート教室

3ポイント

・イ オンモールウォー
キング

1ポイント

・子育て支援センターの利用
・町の健康相談会への参加
・町の体育施設の利用など

①②③すべて合わせて 50 ポイントためましょう！（必ず①②③の 3 種類のことに取り組んでください）
問
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健康づくり課

86-2803

おみごと！かつやくセミナー開催
（全２回

参加費無料

事前予約制

１

第

回

託児あり）

１月 26 日（土）14：00 ～ 16：00
みんなが元気で活躍するまち

～楽な人生よりも楽しい人生にするために～

講師プロフィール
愛知県生まれ。社会福祉士。地域の課題を地域に
住む人たちが解決するためのコミュニティデザイ

内

容 「地域」を変えるということは、

一人ひとりの「意識」を変える
ということ。講師と実例を基に
対話を行う参加型セミナーです。

講

師

studio-L 代表

定

員

50 人

申込期限

ンに携わる。まちづくりのワークショップ、市民
参加型のパークマネジメントなどにかかわるプロ

山崎

亮

1 月 23 日 ( 水 )

ジェクトが多い。

第

2

回

２月９日（土）14：00 ～ 16：00
健康活躍のまち

～活躍し続けるために必要なこと～

内

容

 域のためや自分たちの生きが
地
いのための活動をいつまでも続
けるために必要な視点を、対話
を重ね、理解を深めます。

講師プロフィール

講

師

JTIC.SWISS 代表 山田 桂一郎

三重県津市生まれ。政府認定の観光カリスマ。

定

員

50 人

日経ビジネス誌「次代を創る 100 人」の１人に
選出。

申込期限

2 月６日 ( 水 )

東員町の地域力創造支援アドバイザー。北海道
大学、和歌山大学客員教授。スイス在住

会

場

申込方法

いずれも東員町総合文化センター２階展示室
 場、笹尾連絡所設置の参加申込書を記入の上、政策課または笹尾連絡所
役
まで直接持参、電話、E メール、FAX でお申し込みください。

※単数回、複数回での申し込みも可能です。
※先着順です。確定通知を郵送または E メールでお知らせします。
※申込書は町ホームページからもダウンロードできます。
問

政策課 政策係

86-2811

86-2858

seisaku@town.toin.lg.jp
広報とういん
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平成30年中所得にかかる町県民税の申告について
町県民税の申告が必要な方
平成 31 年１月１日現在東員町に住民票がある方で、
平成 30 年中
（１月１日から 12 月 31 日まで）に事業、
不動産、雑（公的年金を含む）
、一時、譲渡などの所得があり、所得税の確定申告をする必要がない方は町
県民税の申告が必要となります。

申告相談の日程

下記の日程で申告相談を行います。お住まいの地区の開催日にお越しください。

対象地区
笹 尾 西
笹 尾 東
城
山
稲部（八幡新田・大木・北大社）
三和（南大社・長深・中上）
神田（筑紫・穴太・瀬古泉
山田・六把野新田・鳥取）

開 催 日
２月 ６日（水）
２月 ７日（木）
２月 ８日（金）
２月 13 日（水）
２月 14 日（木）
２月 15 日（金）

受付時間

申告会場

  9:00 ～ 11:00

笹尾コミュニティー
センター

13:00 ～ 15:00
  9:00 ～ 11:00
13:00 ～ 15:00

保健福祉センター

※上記日程は、町県民税の申告が対象ですので、確定申告の相談は 2/18 ～ 3/15 の確定申告相談をご利用くださ
い（詳しくは広報とういん２月号でお知らせします）。
※午前の受付者が多数の場合、午後へ変更いただく場合がございます。
※農業・営業の収支計算の相談は行っていません。

申告に必要なもの
・印鑑（朱肉を必要とするもの）
、筆記用具、申告書（税務課から送付されている方のみ）
・平成 30 年中の所得が明らかにできる書類（源泉徴収票、所得額を計算できる書類）
・控除を受けるために必要な書類
例
○生命保険料控除、地震保険料控除…支払額証明書
○社会保険料控除…領収書など支払い額の確認できるもの
○医療費控除…「医療費控除の明細書」（事前に受診者・病院ごとに合計額を記載してください）
「医療費通知」
  
（原本）

※社会保険（健康保険、介護保険など）や生命保険で補てんされた金額（高額療養費、入院給付費など）がある場
合は金額のわかるもの

○セルフメディケーション税制…
「セルフメディケーション税制の明細書」（事前に薬局などの支払先ごとに合計額を記載してください）
「健康の保持増進などの為に一定の取組を行ったことを明らかにする書類」

（インフルエンザ・肺炎球菌感
染症などの予防接種の領収書または予防接種済証、がん検診、健康診断、特定健康診査、人間ドックなど
の領収書または結果通知表）

本人確認および個人番号（マイナンバー）確認について
申告相談および申告書提出のときは、申告者本人の確認資料として次の①、②のどちらか一方の原本また
はコピーをご持参ください。
①個人番号カード

②通知カードまたは住民票（個人番号記載）など＋身元確認資料（運転免許証、在留

カード、身体障害者手帳、健康保険証など）
※扶養控除対象者の個人番号は、申告者本人が確認した上で記載していただくものですので、申告相談および申告
書提出の際に、扶養控除対象者の①、②をご持参いただく必要はありません。

申告をされないと…

国民健康保険料の軽減の適用を受けることができない場合があります。
また、所得証明書などの税に関する証明書の交付を受けることができない場合があります。
問
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税務課 課税係

86-2801

総合文化センター情報

東員町音楽祭

第37回
■日時
■場所

２月３日（日）12：30開演（開場30分前）
総合文化センター

ひばりホール

入場無料（入場整理券が必要です）
■整理券取扱場所
社会教育課

問

FAX86-2854

shakyo@town.toin.lg.jp

正月とは本来、その年の豊穣を司る歳神様をお迎えする行事であり、１月の別名です。
現在は、１月１日から１月３日までを三が日、１月７日までを松の内、あるいは松
七日と呼び、この期間を
「正月」と言っています。

★Toin

Li

br

Li

図書館
だより

☎86 -2816

お正月特集

.1
19

★Toin

生涯学習係

Letter 2
ary
0
br

.1
19

総合文化センター、笹尾連絡所

つくって楽しむわら工芸 ２
しめ飾りと生活用具

ary

Letter2

0

しめかざり 新年の願いを結ぶかたち
宝珠、鶴、海老、俵…しめかざりに
は実に多彩な形があります。
全国を訪ね歩いた著者が、しめかざ
りの飾りのない姿、わらが形づくる「“素"
のかたち」に込められた土地の祈りと
人々の願いを読み解きます。

「釜敷き」
「弁慶」などの日用品、
くさわらじ

ふかぐつ

「わら草履」
「草鞋」
「深沓」などの履
き物、
「祝いばんどり」、各地のしめ
飾りのつくり方がわかる本。

14ひきのもちつき

あけましておめでとう

薪をわるおとうさん。かまどに火を
入れたおじいさん。おばあさんとおか
あさんは、お米の準備。子どもたちも
起きてきて、お手伝いします。さあ、
いよいよおもちつき。ぺったんとった
ん、どんなおもちができたかな？

今日はおしょうがつ。おせち、
おぞうに、おとしだま、はつもう
で、はねつき、かるたとり…。一
年のはじまりの日、いつもとちが
うあたらしいきもち、だからあけ
ましておめでとう。かわいらしい
お正月の絵本。

おもちのきもち
お正月になれば、床の間に鎮座まします
「かがみもち」。二段になった、真っ白で大きなおもち。
頭にはみかんとおめでたい扇子。堂々として立派なものです。でも、なんだか浮かない顔をし
ているみたい。
「かがみもち」にも悩みがあるのでしょうか。いや、そもそもおもちに「きもち」な
んてあるの？…それが、
あるみたいですよ!?興味深いですよね。聞いてみることにしましょうか。
「もう たいへんなんです。
」

図書館の
お休み

日

＊
６
13
20
27

2019

１月

２月

月

火

水

木

金

土

日

月

火 水 木 金 土

＊
７
14
21
28

１
８
15
22
29

２
９
16
23
30

３
10
17
24
31

４
11
18
25
＊

５
12
19
26
＊

＊
３
10
17
24

＊
４
11
18
25

＊
５
12
19
26

＊
６
13
20
27

＊
７
14
21
28

１
８
15
22
＊

２
９
16
23
＊

●印がお休みです
（毎週火曜・第2月曜・最終月曜）

読み聞かせ会
日時 １月１２日
（土）
・１月２６日
（土）
１１：00 ～
場所 総合文化センター図書館横プレ－ルーム
問 図書館 ☎86-2818
広報とういん
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Sports

東員町スポーツ協会からのお知らせ
(体育協会・スポ少・とういんフレンドリークラブ)

体協 募集
町卓球大会（個人戦）
日
場
要

平成31年度

時
所
項

1月27日（日）9：00 ～
総合体育館
小学生以上で、町在住・在勤者
または町卓球クラブ加盟者
男・女・初心者の部に分かれて行う。
参加費 なし
申込期限 1月17日（木）
申込先 卓球専門部長 水本
（☎76-8948）

町クラブ対抗軟式野球大会

参加チーム募集
日 程
場 所
参加費
申込期限
参加条件

体協 結果
東員町卓球さわやかダブルス大会

平成31年4月～ 10月
中央球場・城山球場
なし
（照明代実費徴収）
2月14日
（木）
クラブチーム：町内在住者が8人以上所属
事業所チーム：10人以上で構成された在町
団体
メンバー全員「スポーツ安全協会災害保
険」
などの加入

11月18日（日） 総合体育館
優 勝 平川 喜史・福西 拓斗・坂本 雅夫

第51回

町民駅伝大会

《区間賞》 １区

吉田 悠斗(長深)

5分58秒

12月9日（日） スポーツ公園陸上競技場

２区

松田 萌加(笹尾西1丁目)

  準優勝

４区

谷川 友野(鳥取)

6分20秒

舘 由希瑛(長深)

5分55秒

優

勝

  ３

位

長

穴

深

太

1時間00分19秒

３区

1時間01分15秒

５区

1時間00分47秒

笹尾東3丁目

６区
７区
８区

平成30年度
自治会対抗年間行事
優

勝

  ３

位

  ５

位

長深

６

位

大木

８

位

  準優勝

穴太

  ４

六把野新田

位

山田

７
８

鳥取

7分24秒

脇 卓磨(笹尾東4丁目)
永戸 琉翔(穴太)

7分49秒

7分57秒

位

笹尾東４丁目

笹尾西１丁目
城山１丁目

東員町スポーツ協会事務局
（総合体育館内）
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山下 研二(山田)

7分28秒

総合結果
ベスト
10

位

10  位
問

八幡新田

松島 和志(笹尾東3丁目)

6分09秒

総合優勝
86-2819

長深自治会

ズームアップおおだい

迎

ZOOM UP ODAI

春

大台町長

大森正信

新年明けましておめでとうございます。
東員町の皆様におかれましては、輝かしい希望に満ちた新春を穏やかにお迎えのことと心から
お喜び申し上げます。
選挙において大台町民の皆様にご信任をいただき、昨年２月に大台町長に就任して初めてのお
正月を迎えることとなりました。
平成18年の町村合併以降、尾上町政により今日まで発展してまいりました大台町をしっかりと引き継ぎ、さら
に豊かで住みよい、活力あふれる町となるよう「子どもが育つ大台町」
「女性が活躍できる大台町」
「可能性のある大
台町」
「挑戦できる大台町」
「競争力のある大台町」という５つのまちづくりビジョンをお示しし、これまでの考えに
とらわれることなく、民間で培った経験を最大限に活かし、町政運営に取り組んでいるところです。
さて、昨年を振り返りますと、８月に開催された「大台町東員町交流キャンプ」には、東員町から30名の小学生
の皆さんにご参加をいただき、川遊びや鮎の串うち体験など、１泊２日のキャンプを当町の小学生といっしょに
元気に楽しんでいただきました。
このほかにも、友好親善の理念のもと、「東員町へ歩きに行こう」
「どんとこい大台まつり」など恒例となった交流
行事もあり、両町の交流がますます広がっていくことを期待しています。今後とも、東員町にある魅力・文化力を
大台町に伝えていただくとともに、大台町からは自然豊かな町の魅力を東員町に発信してまいりたいと思います。
最後に、今年一年が東員町の皆様にとって幸多き年となりますよう心からお祈り申し上げ、年頭のあいさつと
させていただきます。

広報文芸
■展・土曜の会

初秋刀魚小骨を抜いてほぐしやる

山田由紀子

孫はつぎつぎ手づかみで食む



朗読の声よく通る大広間

秋の陽射しの柔らかに映ゆ

早川進治

水仙の芽の出でし庭かまきりは

オンブバッタの腸を食む

杉本まゆみ

■東員文芸クラブ

師走旅かばんの底に放浪記

武本みち代

隆

柿すするやはらきなか奥へ入る

中村

孝夫

落雁や朝日にけぶる木曽長良

辻

■東員俳句会

平成の師走の句会最終日

冨永はる子

夜風止み初冠雪や竜ヶ岳

村田隆子

藤田一世

浮寝鳥五羽かたまりて夜を越す

■笹百合俳句会

猫ねむり窓辺の光る小春かな

荒木善助

味噌煮込下仁田葱の甘きかな

大久保峯夫

露天風呂紅葉一枝顔に触れ

井上光治

■しゃくやく俳句会

変りなきことが幸せ根深汁

加藤弘一

畝つくり小春日和を糧として

水谷仁士

冬ぬくし江戸の名残りのしるべ石

杉本まゆみ
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お 知ら せ
健康・福祉

平成31年度東員町各種検診
申し込みを受け付けます
２月初旬に各種検診申し込み書
を対象者のいる世帯へお送りしま
す。受診希望を明記の上、期日ま

療センター
★申込期限

精神保健福祉士

13：30 ～ 15：00
★場所

電話で下記までご連

健康づくり課

ほっとステーション語ら

い（笹尾西2丁目43番1）
★内容

絡ください。
問

1月16日(水)

2月4日（月）
※予約制

★申込方法

★日時

86-2803

「誰でも作れる簡単調理実習」

でに健康づくり課または笹尾連絡

★講師

管理栄養士

所へご提出ください。

★定員

15人

認知症カフェ開催

がんは日本人の死因の第１位で
す。2人に1人が がん にかかり、

★参加料

※車でお越しいただく方は、事前

3人 に1人 が 亡 く な っ て い ま す。

認知症カフェでは認知症の方ご

しかし、医療技術の進歩により、

本人や家族、また、認知症に関心

がんは決して治らない病気ではな

のある方誰もが参加できます。お

くなってきました。がんを早期発

茶を飲みながら認知症の理解を深

見できるよう、ぜひこの機会に検

めましょう。

診を申し込み、受診しましょう。

★日時

1月17日（木）

また、
検診を希望されない方も、
申込書に記載された「受診機会の
有無についてのアンケート」を記
入し提出してください。
問 健康づくり課
86-2803

13：00 ～ 15：00
★場所

１階

会議室
申込不要、直接会場

にお越しください。

健診結果が要精密検査と
判定された方へ

地域包括支援センタ―
86-2856

認知症をはじめ、介護に関わる

た方で、検診結果が
「要精密検査」

悩みや不安のご相談をお受けしま

の場合は、精密検査が必要ですの

す。

で、必ず受診しましょう。

★日時

86-2803

2月7日(木)
10：00 ～ 11：30

★場所

あなたのココロお元気ですか
ハート・リフレッシュ相談
病院へ行くほどではないことで
も、一人で悩まず相談してみませ

ふれあいセンター
★参加方法

1階相談室

申込不要、直接会場

にお越しください。
問

地域包括支援センタ―
86-2856

★日時

家族介護教室の開催

2月6日
（水）
13：30 ～ 16：30

★場所

保健福祉センター

★講師

東員病院・認知症疾患医

2階

16 広報とういん 平成31年1月号

障害者就職面接会
ハローワーク桑名・東員町
1月24日
（木）14：00 ～

15：00（13：30受付開始）
保健福祉センター

ホール

★対象者
★参加企業

町内の企業

★形式
各企業ブースでの個別面接
※申込不要
問

ハローワーク桑名 求人・専門
援助部門
22-5141

募集

パブリックコメント募集
下記のとおり条例（案）を公表す
るとともに、町民の皆さんからの
意見を募集します。
★募集案件

東員町男女共同参画

推進条例（案）

んか。精神科医師と保健師がご相
談に応じます。

健和会 パークレジデンス
76-0760
info-park@kenwakai.com

★場所

認知症家族介護者相談会
および交流会

早期治療につなげることです。平

健康づくり課

問

就職を希望する障がいのある方

検診の目的は、
病気を早期発見・

問

にご連絡ください。

★日時

★参加方法
問

成30年度に町の検診を受診され

ふれあいセンター

無料

★対 象者

高齢者を介護している

家族や健康に関心を持っている方

★公表場所

町ホームページ、町

民課、笹尾連絡所、図書館
★募集期間 1月4日（金）～ 31日（木）
★募集方法

書面で町民課へ直接

提出、郵送、FAXまたはEメー

Inf o r m a t i on
ルで提出してください。
※電話では受け付けできませんの
でご了承ください。詳しくは

★受講料

無料（当日テキスト代
桑名市消防本部また

ホームページをご覧ください。

は最寄りの消防署（分署）で申込

86-2806
町民課 町民活動係
tyomin@town.toin.lg.jp

書を記入し、防火管理再講習希

問

習希望者は防災管理新規（再）講
習修了証の写しを添えて申し込
んでください。また、桑名市ホー

かつて地域のさまざまな場面

ム ペ ー ジ（http://www.city.

で世話を焼いてくれた「世話やき

kuwana.lg.jp/)で 申 込 用 紙 を

人」
。今は、生き方の多様化や生

ダウンロードし、FAXでの申し

活環境の変化などが要因で地域に

込みも可能です。

おける結びつきが以前より減って
はいないでしょうか？「誰か」の
ために「何か」をしたいけれど「ど
うすれば」
自分にできるのか。
今回は未婚の子を持つ親や周囲

間有効）を交付
問

★日時

2月7日
（木）
9:30 ～ 11:30

★場所

総合文化センター
第1･2講習室

★参加費
★定員

無料
30人

★申込方法 電話、FAX、Ｅメール
※FAX、Ｅメールの場合は、住所、氏

50人（先着順）

消防本部予防課
24-5281

24-5279

9：00 ～ 12：00
★場所

（桑名市大字江場7番地）

応急手当普及員講習会
★日時

★申込期間 2月1日（金）～ 3月1日 (金）
★対象者

17日（日）の3日間

９：00 ～ 12：00
★場 所

桑名市消防本部2階研修

室
（桑名市大字江場7番地）
★対象者

甲種防火管理新規（再）

問

17：30（3日間とも受講が必要）
★場 所

桑名市消防本部2階研修

室（桑名市大字江場7番地）
★申込方法 「応急手当普及員講習

桑名市役所防災･危機管理課
24-5297
24-2945

女性消防団員大募集

9：00 ～

FAX・メール・郵送・持参のい

2月8日
（金）

応急手当普及員認定証

をお持ちの方

3月3日（日）
・10日（日）
・

86-2806
町民課 町民活動係
tyomin@town.toin.lg.jp

★日時

FAX、メール、郵送、

お持ちください。

申込書」に必要事項を記入の上、

甲種防火管理再講習
防災管理再講習

桑名市消防本部2階研修室

※必ず応急手当普及員認定証を

名、電話番号を記入してください。
問

3月9日(土)

持参で受け付け

1月15日（火）～ 31日（木）
問

★日時

★申込方法

★申込期間
★定員

応急手当普及員(再)講習会

の方向けに、当事者との関わり方
を考える講座を開催します。

桑名市役所防災･危機管理課
24-5297
24-2945

望者は甲種防火管理新規（再）講
習修了証の写し、防災管理再講

世話やき人講座受講者募集

一定のレベルに達する

と応急手当普及員認定証（3 年

2,000円必要)
★申込方法

★認定証

現在6人の女性団員が活動して
います。活動拡大などに伴い、団
員の募集を行います。
★入 団資格

の方、20歳以上の女性で健康な方

ずれかでお申し込みください。

★募集人員

※申込書は、桑名市ホームペー

★待遇

ジからダウンロード可
★申込期間

4人

・非常勤特別職の地方公務員
・公務災害補償制度・退職報償金
制度あり

2月1日（金）～ 22日 (金)
（土・日曜日、祝日を除く8:30

～ 17:00）
★定員

町内在住または在勤

30人（先着順）

・活動服、制服を貸与
★活動内容
 防火・防災・応急手当の普及

★受講料

無料

活動や消防団行事の参加、災害

★対象者

事業所・各種団体など

時の支援など

講習または防災管理新規（再）講

で、AEDを 含 め た 心 肺 蘇 生 法

習 を 平 成26年3月31日 以 前 に

や応急手当の指導、普及啓発を

受講した方

行っていただける方

※月1 ～ 2回活動
問

環境防災課 危機管理室

広報とういん
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お知らせ

保険料の納付済額の
お知らせ

問

１月下旬に、確定申告で使用す

三重県人権センター
059-233-5505
町民課 町民活動係
86-2806

る
「国民健康保険料、介護保険料、
後期高齢者医療保険料の納付済額
のお知らせ」
を送付します。
問

86-2805
保険年金課
長寿福祉課 高齢福祉係
86-2823

防災行政無線の点検を行います

（三和幼稚園東）
問い合わせ先

桑名都市計画下水道事業流域関
連東員町公共下水道の変更案につ
いて、縦覧および意見書の提出を
受け付けます。

日時

２月２日（土）10:00 ～

場所

学童クラブバンブーキッ
ズ西（笹尾西小学校南）

問い合わせ先

（土・日曜日、祝日を除く）
★場所

上下水道課

★提出方法

２月２日（土）15:00 ～

ちの防災ラジオにも、点検作業時

場所

学童クラブバンブーキッ

ご迷惑をおかけしますが、ご理

ズ東（はぎ東公園南）

★日時
※点検は年２回実施しています。
問

環境防災課 危機管理室
86-2824

平成31年度
学童保育所入所説明会

いない小学生が、帰宅までの時間

所みえ

30人
（要申込）

★対象

県民、関係団体職員、県・

市町職員、教員など

18 広報とういん 平成31年1月号

社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書について
国民年金保険料は所得税・町県
民税などの控除の対象となります。

は、平日の15時から18時ごろに

本年金機構から平成30年11月上

お願いします。

旬に送付されています。年の途中

★神田学童保育所

から国民年金に加入した場合など

２月9日（土）18:30 ～

で、平成30年10月２日以降に初

神田学童保育所

めて保険料を納付した方は、２月

（神田小学校プール南）
問い合わせ先

76-1717

日時

上旬に同様の証明書が送付されま
す。確定申告の手続きの際に、国
民年金保険料を社会保険料控除と

★稲部学童クラブ

場所

★定員

76-0062

民年金保険料）控除証明書」が、日

原田朋記氏、吉原隆行

氏

（城山小学校内）

必ずご参加ください。問い合わせ

場所

★講師 （公財）
反差別・人権研究

ちきゅうクラブ

料の額を証明する「社会保険料（国

1月11日
（金）
保健福祉センター

場所

入所（再入所）をご希望の方は、

なで一緒に考えましょう。

★場所

２月17日（日）10:00 ～

一年間に納付した国民年金保険

日時

18：00 ～ 20：00

日時

を安全に安心して過ごす場所です。

消に向けて、今できることをみん
★日時

（ちきゅうクラブ）

問い合わせ先

学童保育所は共働きなどで昼間

「差別につながる身元調査」の解

080-5151-7703
★城山地区留守家庭児童会

1月15日(火) ～ 21日(月)

学校から帰っても保護者が家庭に

人権学習会

問い合わせ先

解・ご協力をお願いします。

縦覧期間中に持参ま

上下水道課 工務係
86-2812

バンブーキッズ東

★学童クラブ
日時

たは郵送で提出してください。
問

76-8333

この点検に伴い、皆さんがお持

★日時 1月29日（火）～ 2月12日（火）
8：15 ～ 17：00

バンブーキッズ西

★学童クラブ

の音声などが入ります。

都市計画下水道の変更案の
縦覧を実施します

76-7776

1月19日（土）19:30 ～

して申告する場合には、必ずこの

※日時変更可能性あり

証明書や領収証書が必要となりま

稲部学童クラブ

すので、申告を行うまで大切に保

（稲部小学校南）
問い合わせ先

76-6313

★三和学童保育所
日時

２月２日（土）19:00 ～

場所

三和学童保育所

管してください。
問

四日市年金事務所
059-353-5513

Inf o r m a t i on
老齢年金の
源泉徴収票について

全国一斉生活保護110番
命につながる相談会

国民年金基金とは

老齢年金は、所得税法上の雑

国民年金に上乗せする公的な個

三重県青年司法書士協議会と全

所得となり、65歳未満の方でそ

人年金です。対象者の方は、自営

国青年司法書士協議会では、生活

の年の支払額が108万円以上の方

業の方やフリーランスで働いてい

保護に関する面接・電話相談会を

や、65歳以上の方で158万円以

る方で、20歳以上65歳未満の国

開催します。

上の方の場合は、原則として所得

民年金保険料を支払っている方で

★日時

税がかかります（この年金額より

す。自分の予算に合わせて設計す

少ない方は源泉徴収されません）。

ることができ、将来受け取る年金

老齢年金を受給されている方に

を確実に増やすことができます。

丸之内養生町17番17号）

は、１月下旬に前年分の「源泉徴

★メリット

面談だけでなく電話相談も受け

収票」をお送りしますので、確定

①掛金は全額所得控除となります。

付けています。相談無料、秘密は

申告の際に税務署に提出してくだ

②掛金は自分で自由に選択できます。

厳守します。

さい。また、源泉徴収票の再交付

③終身年金が基本で、掛金額は選

専用電話番号

や、亡くなられた方の確定申告
（準

択した給付の型と加入口数に

確定申告）に源泉徴収票が必要と
なる場合は下記へお問い合わせく
ださい。
問

寄付ありがとうございました
社会福祉協議会への寄付
香典からの寄付

日 置 直 人 様
神 森 美 智 代 様

上
大

社

匿名希望３名様
福祉事業への寄付
城

山

中 野 ひ と み 様

１

社会福祉法人いずみへの寄付
一般の寄付
中
桑

水 谷 仁 士 様
南 部 幸 和 様

上
名

★場所

三重県司法書士会（津市

0120-052-088

よって決まります。

問

④不幸にして本人が死亡した場合、

三重県青年司法書士協議会
0596-44-0022

が支払われ非課税となります。
※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。
問

南

10：00 ～ 16：00

保証期間内であれば遺族一時金

日本年金機構 年金加入者ダイヤル
0570-003-004
四日市年金事務所
059-353-5513

中

1月27日(日)

市

美

々

会

三重県国民年金基金
0120-29-1284
www.miekikin.or.jp

東員町
番組案内

とういんプラムトピックス
ケーブルテレビ12chで放送中！

～町のHOTな話題～
★時間 7:00 ～、13:00 ～、16:00 ～、19:00 ～、22:00 ～
※毎週金曜日に番組を更新！放送時間は15分
スペシャル番組
東員町発ミュージカル「ぼくらは田んぼで生きている」
★日時 １月４日（金）～ 10日（木）19:15 ～
第25回 青少年の主張
★日時 １月11日（金）～ 17日（木）19:15 ～
第30回 東員日本の第九演奏会
★日時 １月18日（金）～ 24日（木）19:15 ～

※とういんプラムトピックス・スペシャル番組の詳しい放送内容は、放送番組内、
町ホームページでお知らせしています。
※番組は予告なく変更になる場合があります。
※トピックスはインターネットでも！町ホームページ内からプラムトピックスを検索
問

政策課 広報秘書係

広報とういん

86-2862
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保 健 福 祉

年金相談

育児相談
受付日時
対象者
場 所
持ち物
内 容

１月16日
（水）9:30 ～ 11:00
乳幼児とその保護者
保健福祉センター
母子健康手帳
身体計測、育児・栄養相談、母乳相談

※申込不要、直接会場へお越しください。

３歳６か月児健康診査
日 時 １月17日
（木）全体受付／第1部13:15 ～
対象者 平
 成27年５月１日生～平成27年６月30日生の幼児
場 所 保健福祉センター
持ち物 母子健康手帳、健康診査票、尿
内 容 問
 診、歯科・内科健診、検尿、身体計測、育児・
栄養相談、心理相談
※申込不要、対象の方には通知します。

マタニティ教室パート１
日 時 １月25日（金）10:00 ～ 12:00 受付／ 9:50 ～
対象者 妊娠16週～ 27週の方とパートナー（または
家族の方）
※週数の多少の前後は構いません。

通知者 出
 産予定日が平成31年４月20日～平成31年
７月12日の妊婦
場 所 保健福祉センター
持ち物 母子健康手帳、筆記用具、ブランケットなど
の防寒具、動きやすい服装でお越しください
内 容 妊娠中の生活・食事について、妊婦体操
申込期限 １月18日
（金）

離乳食教室前期
日 時 ２月14日（木）10:00 ～ 11:30 受付／ 9:50 ～
対象者 生後３カ月～５カ月の乳児の保護者
通知者 平 成30年８月16日生～平成30年10月15日
生の乳児
上記生年月日以外の方は個別通知されませんので、
直接お申し込みください。
場 所 保健福祉センター
持ち物 母子健康手帳、筆記用具
定 員 20人
内 容 離乳食（初期・中期）のすすめ方、調理実演、
試食
（保護者のみ）、育児・栄養相談
申込期限 ２月８日
（金）
※託児を希望される方はバスタオルを１枚お持ちください。
お 子さんの状態によっては保護者の方に抱っこなどお願い
する場合があります。
問

健康づくり課

ふ れ あ い 相 談

86-2803

20 広報とういん 平成31年1月号

１月10日（木）・17日（木）・24日（木）・31日（木）
２月７日（木）・14日（木）・21日（木）・28日（木）
10:00 ～ 11:30 13:00 ～ 14:30
ＮＴＮシティホール（桑名市民会館）
１月８日（火）、２月12日（火）
10:00 ～ 11:30 13:00 ～ 14:30
いなべ市役所北勢庁舎
問 四日市年金事務所
059-353-5515

心配ごと相談・無料弁護士相談

１月 ７日（月） 9:30 ～ 11:30 ふれあいセンター
１月20日（日） 9:30 ～ 11:30 笹尾コミュニティーセンター
２月 ５日（火） 9:30 ～ 11:30 ふれあいセンター
※弁護士相談は事前に平日の月曜日から金曜日に東員町社会福
祉協議会まで申し込み、予約してください。
※相談内容が、弁護士法などの法律に抵触する場合は、相談に
応じることができませんのでご了承ください。
問（社福）
東員町社会福祉協議会

消費生活相談

76-1560

※申込不要

１月28日（月） 9:00 ～ 12:00
保健福祉センター２階 ボランティアルーム
問 町民課 町民活動係
86-2806

北勢地域若者サポートステーション出張相談

就労に対するさまざまな相談をお受けします（無料・要予約）
１月９日(水) 13:30 ～ 15:30
２月６日(水) 10:00 ～ 12:00
保健福祉センター２階 ボランティアルーム
問 北勢地域若者サポートステーション
059-359-7280

今月の納付は
水道・下水道使用料（12・１月分）……１月 28 日
町県民税（４期分）
… ………………… １月 31 日
介護保険料（７期分）
… ……………… １月 31 日
国民健康保険料（７期分）
… ………… １月 31 日
後期高齢者医療保険料（７期分）
… … １月 31 日

広報カレンダー
日
12月

30

31

月

火
１月

1

2

水

3

Inf o r m a t i on
木

4

金

5

6

7

心配ごと相談・無料弁護士 年金相談 P20
相談 P20

8

9

若者サポートステーション 認知症家族介護者相談会 人権学習会 P18
出張相談 P20
12月号P15
ちびっこパーク P21
離乳食教室後期
12月号P18
新年の会 P21
年金相談 P20

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

31

２月

東員町成人式
12月号 P12

心配ごと相談・無料弁護士
相談 P20

防災行政無線点検（～ 21日） 家族介護教室 P16
P18
育児相談 P20

ぴょんぴょんランド教室
P21

全国一斉生活保護110番 消費生活相談 P20
相談会 P19
町卓球大会（個人戦）P14

認知症カフェ P16
3歳6か月児健康診査
P20
年金相談 P20

土

読み聞かせ会 P13

学童保育所入所説明会
（稲部）P18

26

おでかけ広場（南大社・ マタニティ教室パート1 読み聞かせ会 P13
長深・中上地区）P21
P20
おみごと！かつやくセミナー
障害者就職面接会 P16
P11
年金相談 P20

保健師による親子ミニ 年金相談 P20
サロン P21

1

2

学童保育所入所説明会
（三和・笹尾西・笹尾東）
P18

・広報とういん発行時点での予定ですので、変更になる場合があります。町民カレンダーと併せてご活用ください。
・カレンダー掲載の行事については、各担当課へお尋ねください。

子育て支援センターいんふぉめーしょん
なかよし広場
日時
場所

１月30日
（水）10:00 ～ 11:00
なぜ生活リズムが大切なの？
子育て支援センター

ちびっこパーク
日時 １月９日（水）8:30 ～ 11:00
場所 各幼稚園・保育園

ぴょんぴょんランド教室（要予約）
日時
内容
場所

日時

月曜日～金曜日
8:30 ～ 11:30・14:30 ～ 16:30
子育て支援センター

保健師による親子ミニサロン
日時
内容
場所

おでかけ広場

１月22日
（火）10:00 ～ 11:00
小麦粉粘土で遊ぼう
子育て支援センター

場所
電話相談・面接相談

日時

子育て相談

場所

しています

日時 月曜日～金曜日
9: 00 ～ 16: 00
対象者

町内在住で幼稚園・
保育園に在園して
いない生後６カ月
以上の乳幼児とそ
の保護者

１月24日（木）
9:00 ～ 11:30
中 上構造改善センター（南大社・
長深・中上地区の方）
２月14日（木）
9:00 ～ 11:30
北大社構造改善センター（八幡新
田・大木・北大社地区の方）

新年の会（要予約）
日時

１月10日（木）
10:00 ～ 11:00
内容 ひ まわりの会と新年をつどいま
しょう！
場所 子育て支援センター
（三和幼稚園みなみ保育園 遊戯室）

※相談内容の秘密は厳守しますので、お気軽にご相談ください。電話やEメールでも受け付けています。
問 子育て支援センター

☎76-1266（三和幼稚園・みなみ保育園内） Eメールnakayosi@intsurf.ne.jp
広報とういん
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今門

あおい

葵ちゃん

（8歳2ヵ月）

あらた

新くん

（5ヵ月）

（笹尾東：公平さん・美穂さん）

たくさん笑ってくれるようになったね!!
家族のアイドルです♪

おみごと！東員人
このコーナーでは東員町のおみごと！な人を紹介します。
掲載希望者大募集！広報秘書係 (☎86-2862）までご連絡ください。

発行日／平成30年12月28日
発 行／東員町役場
編 集／政策課 広報秘書係

お子さんの写真を載せてみませんか。
掲載時に就学前のお子さんを対象とします。
掲載希望の方は、政策課 広報秘書係
（☎86-2862）までお問い合わせください。

広報とういん No.517

い ま か ど

まち･やさい･ドリーム

野口潤子さん 中村仙吾さん 米坂和郎さん
(右から2番目）

(右）

今回ご紹介するのは、セカンドライフを迎え、自主的な活動に
チャレンジしている 3 人。グループ名を「まち・やさい・ドリーム」
と名づけ、子どもたちを対象とした畑での体験イベントを企画し
ています。メンバーの知人が、活動に参加するのも自由。撮影日に
は伊藤里美さん（写真左）が参加していました。
この活動のきっかけは、退職後時間ができたので、誰かのために
何かできないかと町主催の「シニア会議」に参加したこと。同じ思いの 3 人が意気投合し、地域で子どもたち
が家族と楽しめる取り組みができないかと、園児を対象とした畑体験を思いつきました。畑を借りることか
ら始め、地主や近所の方に畑作業を教わりながらさつまいもを育て、平成 29 年の秋に、初めて稲部幼稚園・
いなべ保育園の園児たちを畑に招き、収穫体験を行いました。平成 30 年には、三和幼稚園・みなみ保育園の
園児にも声をかけ、２つの園を招いて収穫体験を行いました。収穫体験を終え、
「子どもたちもみんな楽しん
でくれて、頑張って取り組んだ成果がありました」とうれしそうに話す皆さん。
「畑をやっているとよく眠れ

〒511- 0295 三重県員弁郡東員町大字山田1600番地
☎（0594）86- 2862 FAX（0594）86- 2850

(左から2番目）

ます。まずは健康第一。健康を維持して、これからも自分ができる範囲で、
の世代が気楽に交流でき、小さな取り組みが増えれば、人が繋がり、最初
とはまた違うビジョンが見えます。これから、さらに何か楽しいことがで
きたらと考えています。マイペースでやっていきたいと思
▲稲部幼稚園・いなべ保育園の収穫体験

います」と今後について語ってくれました。

「OMIGOTOIN 健康活躍のまち東員町」のサイトでもおみごと！な人を紹介しています。

サイトQRコード

編 集 後 記

新年あけましておめでとうございます。広報担当一同、心より新年のお祝いを申し上げます。本年も広報

を通じて、旬な情報をお届けできるよう努力して参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

さて、お正月は親戚一同と会う機会です。親戚一同の中で１番年齢の若い僕は、いつも従兄弟の子の面倒

を見ることになります。チョコが食べたいという彼女にチョコを買い、気付けば抱っこして僕の肩の上で眠

り、食べていたチョコが僕の服について….（涙）。いつもそんな調子ですが、楽しい一年が始まりますように。

スマートフォンなどで「広報とう
いん」を見ることができるアプリ
「マチイロ」。ダウンロードして
QRコード
ご利用ください。

地域の人 みんなでつくろう 良い環境
町の人口と世帯数 平成30年11月30日現在（ ）内は前月比

東員町青少年育成町民会議

男 12,688 人
（+29） 女 13,014 人
（+28） 計 25,702 人
（+57） 世帯数 9,630 世帯
（+30）

ホームページ／http://www.town.toin.lg.jp/
Ｅメール／kouhou@town.toin.lg.jp ツイッターアカウント／@toin̲town
「広報とういん」はホームページでもご覧いただけます。
皆さんの声をお聞かせください。

何か役立つことができればと思っています。少子高齢化社会、わたしたち

