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東員町のいいもの！ ～私たちのまちの特産品～
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いずみパン工房



取 扱 場 所

くろがねもーち

　東員町の特産品をご存じですか？東員町には地域の皆さんが創意工夫し
たもの、おいしい食べ物などがたくさんあります。それらを特産品として
町内外に広めていこうと「東員町特産品認定制度」を設け、多くの人に
知ってもらう取り組みを進めています。

　東員町特産品認定制度は、これまでなかなか知られていなかった商品を東員町の特産品として認定し、地域経済
の活性化と東員町の認知度向上を目的として令和元年度に設けた制度です。東員町特産品認定審査会で認定された
商品は「東員町のいいもの！」マークを商品に印字することができます。

　米粉食パンは、東員町産の米粉を40％使用してい
て、小麦100％の食パンに比べて「ふんわり、もっち
り」とした食感を楽しめます。
　いずみ味噌は、原材料の約99％が東員町産の大豆
とお米を使用し、無添加でとても味わいがある赤味噌
です。

社会福祉法人いずみさんが
運営する「くろがねもー
ち」のランチメニューには、
いずみ味噌を使った味噌汁
がついてくる定食がたく
さんあります。

特集 東員町のいいもの！
     ～私たちのまちの特産品～

東員町特産品認定制度

米粉食パン・いずみ味噌
社会福祉法人いずみ ／ 山田1546番地1

令和3年度東員町特産品認定審査会の様子

あじわい御膳（メイン料理は、日によって異なります）

産業課　小野 綾子 さん

2 広報とういん  令和4年6月号



　大豆こんにゃくとこんにゃくうどんは、東員町産の
大豆粉を使用しています。
　大豆こんにゃくは、国産こんにゃく粉と大豆粉を
3：1の割合で配合することで、一般的なこんにゃく
と比べて、たんぱく質など栄養価が高くなっています。
　こんにゃくうどんは、小麦粉のかわりに大豆粉を使
用し、グルテンフリーで低カロリーなうどんとなって
います。ダイエット中の人にも人気な商品です。

大豆こんにゃく・こんにゃくうどん
水谷蒟蒻店 ／ 大木779番地2

　店主の伊藤さんは、家族が食物アレルギーに悩んでいた
ことから、同じように食物アレルギーで悩んでいる人に
おいしいお菓子を食べてもらいたいとお店を開きました。
　東員町特産品認定を受けた商品は、東員町産の米を自店
で粉砕して作った米粉を使用しています。小麦粉、卵、乳
などのアレルギー物質(特定原材料など)28品目を使用して
いないため、食物アレルギーに困っている人も安心して食
べられます。

ご飯ダ゚よ・米粉焼きドーナッツ・こめこあにまるやきどーなっつ
ハピネス be Eat Labo ／ 北大社1258番地

取 扱 場 所

ハピネス be Eat Labo

ツルツルとのどごしがよく、
噛むとこんにゃくのぷるぷる
感も味わえます。ほのかに大
豆の香りもして、さっぱりと
食べられます。
これからの暑い時期にぴった
りです！

営業日・営業時間は不定期です。
詳しくは、お店のホームページで確
認してください。ホームページから
注文も受け付けています。

伊藤さんの自宅前に、
この旗が出ているとき
は、営業中の目印です。

取 扱 場 所

・四季菜各店（店舗によって取り扱いがない場合があります）
・いなべっこ

産業課　齋藤 嵩仁 さん

産業課　小林 幸奈 さん

ハピネス be Eat Labo
ホームページ

ご飯ダ゚よ（後列左）、米粉焼きドーナッツ（後列右）、
こめこあにまるやきどーなっつ（前列）

パン
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産業課　
笠原 稜一朗 さん

　ふくろう風鈴は、猪名部神社（北大社）に毎年飛来するフクロウ科のア
オバズクをモチーフにした風鈴です。フクロウは、金運アップや幸運を呼
ぶと言われていて、ふくろう風鈴も良縁の風鈴と呼ばれています。ガラス
製の風鈴とは違ったとても高い音色が特徴で、この音色を聞くと夏の暑さ
も吹き飛びます。

　東員町ちりん坂 ころりん焼どーなつは、鳥取地区のちり
ん坂をころころと転がるような真ん丸としたドーナツです。
ほのかに原材料の大豆の香りを楽しむことができます。
　米粉と大豆粉のシフォンケーキは、東員町産の米と大豆
を使用しています。小麦粉を使わないことで失われやすい
シフォンケーキのふわふわした食感を、米粉と大豆粉を絶
妙に配分することで保っています。

オレンジバスのリ
ボンがとてもかわ
いいです。

ころりん焼どーなつと米粉と大
豆粉のシフォンケーキを詰め合
わせた「東員町ギフト」は、訪
問先への手土産として好評です。

ふくろう風鈴
伊藤庄鋳造／ 八幡新田205番地2

東員町ちりん坂 ころりん焼どーなつ・米粉と大豆粉のシフォンケーキ
ラ・ポアール／ 大木3955番地1

取 扱 場 所

伊藤庄鋳造（☎76-2288）
伊藤庄鋳造
ホームページ

猪名部神社に飛来するアオバズク（提供：鈴木 歩さん）

鋳造の様子

シフォンケーキ出来上がり間近です

※受注生産のため、電話またはホームページから
　お問い合わせください。

キ
ー
ンキ

ー
ン

取 扱 場 所 ラ・ポアール

東員町ギフト
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ハピネス be Eat Labo

ラ・ポアール

THE BOWL Cafe
（総合文化センター内）

萩ホル ネオポリス店

くろがねもーち

中部公園

産業課 ☎86-2808問

　猪名部ジンジャーエールは「ここ一番の場面であなたに
エールを」がコンセプトの商品です。名前の由来となった
猪名部神社で祈祷した「御祈祷済応援飲料」としても人気
です。
　東員町観光振興会では、毎年高校受験を控えた町内の中学
生にプレゼントしています。

猪名部ジンジャーエール
東員町観光振興会もっとあっぷとういん実行委員会 

猪名部ジンジャーエールを
プレゼントされた生徒

取 扱 場 所 ・THE BOWL Cafe　・ 萩ホル ネオポリス店  
・ラ・ポアール　・ 中部公園

東員町特産品認定商品MAP
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　「SDGsと東員町総合計画」についてのまちづくり
セミナーが開かれ、54人が参加しました。
　このセミナーでは、慶應義塾大学大学院 政策・
メディア研究科 特任教授 高木 超さんが講演を行い
ました。高木さんは、SDGsの考え方や第6次東員
町総合計画に触れながら「SDGsをまちづくりの
チェックリストとして活用することで、これまでに
はない視点で物事を捉えることができ、より良いま
ちづくりにつながると思います」と話していました。

　三重県退職教職員互助会員弁地区から、新型コロ
ナウイルス感染症対策のために役立ててもらおうと、
アルコール消毒液45本が町教育委員会へ寄贈され
ました。
　代表世話人の瀬木正紀さんは「なかなか終息しな
いコロナ禍ですが、ぜひ役立ててほしいです」と話
していました。
　この日寄贈されたアルコール消毒液は、町内の小
学校・中学校へ配布しました。

まちづくりセミナー アルコール消毒液を寄贈3 233 19

　健康寿命の延伸と子育て支援などを一緒に取り組
んでいこうと、中北薬品株式会社と「地域包括ケア
の推進及び健康寿命延伸等に関する連携協定」を締
結しました。
　この協定は、今後同社と町がお年寄りや子どもた
ちに正しい手洗いの勉強会や、健康・食育に関する
イベントなどを行いながら、町民の皆さんがいつま
でも健康でいられるようにサポートすることを目的
としています。

　東員町消防団入退団式が保健福祉センターで行わ
れました。今年の式典では、退団員4人に感謝状が
授与され、新入団員4人に辞令が交付されました。
　式典終了後には、車両の更新に伴い納車された第
一分団消防車両の引き渡し式も行われました。

中北薬品株式会社　連携協定締結式 消防団入退団式・消防車両引き渡し式3 273 24

こすも
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　三岐鉄道北勢線では、ヴィアティン三重ファミ
リークラブと三岐鉄道株式会社が中心となり、公共
交通機関の利用促進と地域活性化を目的とした
VEERTIEN TRAINの運行を開始しました。
　この日は、運行開始に先立ち、東員駅で出発式が
行われ、VEERTIEN TRAINの車両が初披露されま
した。
　今後は、ヴィアティン三重のホームゲーム（アサ
スタ）の時には、キックオフの時間にあわせて運行
を行います。

　４月16日に母子保健推進委員委嘱式が行われま
した。今年度は24人に母子保健推進委員の委嘱書
が交付され、この日は代表で伊藤 美津留さんに委
嘱状が手渡されました。
　交付後、水谷町長が「母子保健推進員は、行政と
地域を繋ぐとても重要な仕事です。皆さんにはさま
ざまな苦労をおかけすると思いますが、1年間よろ
しくお願いします」と挨拶し、委嘱式後には多胎児
支援の研修が行われ、皆さん真剣な表情でメモを
取っていました。

ヴィアティントレイン出発式 母子保健推進員 委嘱式4 164  1

　町内農業者へのスマート農業の普及促進を目的と
した「東員町スマート農業推進協議会」の設立総会
が行われました。この協議会は、農業者のほかに
JAみえきた・NOSAI三重・三重県・東員町で構成
しています。
　会員の農業者が、トラクターやコンバインなどの
農業機械を自動で運転する自動操舵装置を導入し、
成果や課題などを協議会で共有することで、町全体
にスマート農業を広めていきます。

　町の職員採用試験の受験を考えている人を対象に、
役場の仕事内容などを気軽に知ってもらおうと、町
職員と応募者がWeb会議アプリZoomを使った対
談「役場リクルート」を行いました。
　応募者は、町職員へ役場の組織構成や仕事のやり
がい、東員町に就職を決めた理由などを質問してい
ました。皆さん真面目な話の中にも、雑談や冗談を
交えながら、真剣に職員の話を聞いていました。

東員町スマート農業推進協議会設立 役場リクルート4 224 20
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　新型コロナウイルス感染症の影響により、全国で米の消費量が減少し、米価が大きく低下しました。
町では、農業振興を図る目的で、町内の18歳以下のお子さん1人につき米1袋（東員町産・精米コシヒ
カリ10kg入り）を無料で配布します。詳しくは町ホームページをご覧ください。

各家庭へ配送します

産業課  ☎86-2808問

美味しい新米を無料で配布します

10～11 月予定

東員町農業振興部会長
近藤 好久 さん

町ホームページ▶

美味しいお米を頑張って作ります！
楽しみにしていてください！

配布時期

平成16年4月2日生まれ以降の人
18 歳以下の人対　象

対象者へ8月下旬にご案内します
申込不要申込 方法
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今
年の演目

　東員町こども歌舞伎は「観進帳」で弁慶を演じては天下無双と称えられた町出身の歌舞伎の名優、七世
松本幸四郎丈を継承し、子どもたちに日本古来の伝統芸能「歌舞伎」を知ってもらおうと平成8年に第1回
公演を開催しました。
　新型コロナウイルス感染症の影響で3年ぶりの公演となりますが、第25回を記念して十代目松本幸四
郎丈によるトークショーも開催されます。皆さん、大人顔負けの子どもたちの熱演をぜひご覧ください。

★開 催 日　6月19日（日）
★時　　間　13：30開演（12：45開場）
★場　　所　総合文化センター　ひばりホール

※この公演の模様は、とういんプラムトピックススペシャル番組で放送予定です。

社会教育課　生涯学習係  ☎86-2816　　松の会事務局  ☎76-8899問

　公演に向けて毎週金曜日の
夜に総合文化センターで稽古
を行っています。市川梅香先
生の指導に皆さん真剣な表情
で一生懸命取り組んでいます。

　悪事がばれた盗賊団・白浪五人男は、桜が咲き乱れ
る稲瀬川の土手までとうとう追いつめられます。
　頭目の日本駄右衛門を筆頭に「志ら浪」と書かれた
傘を差しながら登場した五人男は、やがて十手を振り
かざす捕手たちに取り囲まれます。
　ところが、捕手の「動くな」という言葉にも動ぜず、
５人はそれぞれに堂々と名乗りをあげるのでした。

白浪五人男  稲瀬川勢揃いの場
　源義経は兄頼朝から謀反の疑いをかけられて吉野山
に隠れています。それを知った静御前は、義経の形見
「初音の鼓」を抱き、お供の佐藤忠信を連れて桜花爛
漫たる吉野山へ分け入ります。
　そこへ頼朝の討手、早見の藤太が家来を引き連れて
静を鼓もろとも手に入れようとします。しかし、静を
守る忠信は苦もなく追い払い、二人は義経の姿を求め
て山奥へと分け入っていくのでした。

義経千本桜  道行初音旅  吉野山道行の場

第25回記念第25回記念第25回記念

東員町に愛着と誇りを！

しら なみ　ご　にんおとこ　 いな　せ　がわ せい　ぞろ　　　　　 ば よしつね　せんぼんざくら　 みち ゆき はつ ね たび　　よし の　やま　みち ゆき　　　ば

十代目松本幸四郎丈
トークショー

東員町こども歌舞伎公演東員町こども歌舞伎公演東員町こども歌舞伎公演

完売御礼完売御礼
好評につき完売いたしました。
ありがとうございました。
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　個人住民税は1月1日現在、町に居住している個人に課税される税金で、令和3年中の所得を基に計算され、
所得に応じて課税される所得割と所得の多少にかかわらず均等の額で課税される均等割があります。法人や個
人事業者から提出された給与支払報告書や個人の所得申告書（確定申告書、町県民税申告書）など、課税資料に
基づき確定した所得に対して税額を計算し決定します。

徴収の方法
（1）「給与特別徴収」（給与天引き）による方法
　町から会社あてに特別徴収税額の通知書および納入書を交付します。会社が毎月給与から税額を天引きし、本人
に代わり納入します。

Ｑ　退職したときの住民税の納付はどうなりますか？
Ａ　残りの住民税を、退職時に会社がすべて給与天引きするか、個人納付をするかのどちらかになります。
ただし、1月1日以降に退職された場合は、原則会社が一括で徴収し納入します。町への退職報告は会社が
行います。

（3）「公的年金からの特別徴収」（年金天引き）による方法
　4月1日時点で65歳以上の人は、公的年金所得に係る住民税を公的年金から天引きし、公的年金の支払者が本人
に代わり納入します。
　令和3年度の公的年金からの特別徴収の状況によって、次のとおり徴収方法が変わります。

　パターン①　…令和3年度の公的年金からの特別徴収が停止せずに行われている場合
　4月から令和5年2月の間に公的年金所得にかかる住民税の全額が公的年金から特別徴収されます。

　　 4・6・8月の税額 ⇒「令和3年度の公的年金所得にかかる住民税」÷6
　10・12・2月の税額 ⇒（「令和4年度の公的年金所得にかかる住民税」－「4・6・8月で差し引いた住民税」）÷3

（2）「普通徴収」（個人納付）による方法
　直接個人に交付する納税通知書および納付書によって納付します。口座振替の登録をしている人は、納付期限日
に口座引き落としされます。

Ｑ　会社に勤めていますが、納税通知書が自宅に届きました。給与天引きにできますか？
Ａ　郵送された納税通知書を添えて、会社の給料担当者に「給料から住民税を天引きしてほしい」旨をご相談
ください。なお、納付期限日の過ぎた分を切り替えることはできません。

令和4年度　個人住民税（個人町県民税）
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所得割も均等割もかからない人
　① 生活保護法によって生活扶助を受けている人
　② 障がい者、未成年、寡婦またはひとり親で令和３年中の合計所得金額が135万円以下の人

（注：障害者控除、寡婦・ひとり親控除の適用を受けるには、確定申告・町県民税の申告を行う必要
があります。給与所得者の場合は年末調整でも申告できます）

　③ 令和３年中の合計所得金額が、次の額以下の人
　　　● 扶養している家族がいない人‥‥380,000円　　※給与収入で930,000円
　　　● 扶養している家族がいる人　‥‥280,000円×（1＋扶養親族数）＋268,000円

税務課 課税係 ☎86-2801問

東員町新型コロナワクチン専用窓口  ☎86-7008問

所得割がかからない人
　① 令和3年中の総所得金額等が、次の額以下の人
　　　● 扶養している家族がいない人‥‥450,000円　　 ※給与収入で1,000,000円
　　　● 扶養している家族がいる人　‥‥350,000円×（1＋扶養親族数）＋420,000円

　パターン②　…令和4年度に公的年金からの特別徴収が始まる場合
　　　　　　　…令和3年度途中で公的年金からの特別徴収が停止し今年度再開する場合
　公的年金所得に係る住民税の半額を第1期・第2期で普通徴収し、10月から公的年金からの特別徴収となりま
す。普通徴収分の納付忘れに注意が必要です。

　　 普通徴収第1期・第2期の税額 ⇒「令和4年度の公的年金所得にかかる住民税」÷4
　　 　※公的年金所得にかかる住民税が6,000円の人は第1期のみ3,000円となります。
　　 10・12・2月の税額 ⇒「令和4年度の公的年金所得にかかる住民税」÷6

　現在、3回目接種後のワクチン有効性の持続期間や、現時点までに得られている4回目接種の有効性・安
全性に関する知見、諸外国における対応状況などを踏まえ、新型コロナウイルスに感染した場合の重症化
予防を目的として、4回目接種を実施します。

【対象者】
　①60歳以上の人
　　→対象の時期になりましたら順次接種券などを送付します。

　②18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する人その他重症化リスクが高いと医師が認める人
　　→接種を希望される人は、事前申請が必要です。
　　　町ホームページまたは新型コロナワクチン専用窓口で申請してください。

※申請書は「新型コロナワクチン専用窓口」「笹尾連絡所」「町内医療機関」で配布予定です。

【接種間隔】
　3回目接種完了から5カ月以上

新型コロナワクチン４回目接種を実施します

事前申請はこちら▶

11広報とういん  令和4年6月号



町ホームページ

▲子ども家庭課 児童福祉係 ☎86-2872問

児童手当制度が変わります児童手当制度が変わります児童手当制度が変わります
令和4年 6月（10月支給分）から児童手当制度の一部が変更となります。
主な変更点は次の２点です。

１．現況届の提出が原則不要になります
　毎年６月に提出していた現況届が不要となります。ただし、次に該当する人は引き続き提出が必要です。
※現況届とは…毎年６月１日の状況を把握し、６月分以降の児童手当・特例給付の受給要件を引き続き満たして
　　　　　　　いるかを確認するものです。

２．特例給付の支給にかかわる所得上限額が設けられます
　児童を養育している人の所得が表中②所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
※児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の  
　提出などが必要となります。

　・所得が表中①所得制限限度額未満の場合：児童手当を支給（月額 15,000 円または 10,000 円）
　・所得が表中①所得制限限度額以上で、②所得上限限度額未満の場合：特例給付を支給（月額 5,000 円）
　・所得が表中②所得上限限度額以上の場合：児童手当・特例給付は支給されません

①所得制限限度額 ②所得上限限度額【新設】
扶養親族などの数
（カッコ内は例） 所得額

（万円）
収入額の目安
（万円）

所得額
（万円）

収入額の目安
（万円）

０人
（前年度末に児童が生まれていない場合）

１人
（児童１人の場合）

２人
（児童１人+年収 103万円以下の配偶者の場合）

３人
（児童２人+年収 103万円以下の配偶者の場合）

４人
（児童３人+年収 103万円以下の配偶者の場合）

５人
（児童４人+年収 103万円以下の配偶者の場合）

６２２

６６０

６９８

７３６

７７４

８１２

　８３３．３

　８７５．６

　９１７．８

　 ９６０

１,００２

１,０４０

８５８

８９６

９３４

９７２

１,０１０

１,０４８

１,０７１

１,１２４

１,１６２

１,２００

１,２３８

１,２７６

○引き続き現況届の提出が必要な人
　・配偶者からの暴力などから避難しており、住民票の住所地が東員町と異なる人
　・支給要件児童の戸籍や住民票がない人
　・離婚協議中で配偶者と別居している人
　・単身赴任などの仕事の都合上や、児童の進学、通学などのため児童と別居している人
　・施設等の受給者（里親など）
　・未成年後見人（法人を含む）
　・その他、町から提出の案内があった人
　※該当する人へ６月に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。期日までに提出がない場合は、  
　　６月分以降の手当が受給できなくなる可能性があります。
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男女共同参画週間男女共同参画週間男女共同参画週間
６月23日（木）～29日（水）は

2022年度キャッチフレーズ

「あなたらしい」を築く、「あたらしい」社会へ

男女共同参画週間男女共同参画週間男女共同参画週間

　このキャッチフレーズは、内閣府が「『男だから』『女だから』といった性別
役割意識にとらわれず、個性と多様性を尊重し、自身の可能性を信じて誰もが
生きがいを感じられる社会を実現していくきっかけとなるキャッチフレーズ」
をユース世代を対象に募集し、応募総数2，522点の中から選ばれました。
　どんな未来が待ち受けているかは「いま」のあなた次第。そして仲間と共に
創り上げていく「これから」の社会次第です。
　この週間をきっかけに、一人ひとりの豊かな人生のために、無限大の未来を
創造してみませんか。

です

問 町民課 町民活動係　☎86-2806

厚生労働省コールセンター　 ☎0120-400-903（9:00～18:00　土・日曜日、祝日を除く）
子ども家庭課 児童福祉係  　 ☎86-2872

問

　ひとり親世帯の支援を目的とした、新たな給付金の支給を実施します。

支給対象者
次の①～③のいずれかに該当する人
　①４月分の児童扶養手当受給者
　②公的年金などを受給していることにより、４月分の児童扶養手当の支給を受けていない人（収入が児童扶養手 
　当の支給制限限度額を下回る場合のみ）
　③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ
　水準となっている人

給付額
　児童１人あたり一律５万円

支給申請
　支給対象者①に該当する人　   … 申請は不要です。6月に児童扶養手当支給口座に振込予定です。
　支給対象者②、③に該当する人 … 申請が必要です。
　※申請書は子ども家庭課窓口または町ホームページからダウンロードできます。必要事項を記入の上、子ども家庭
　課へ直接持参または郵送で提出してください。詳しくは町ホームページをご覧ください。

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援

　　　特別給付金（ひとり親世帯分）」のご案内

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援

　　　特別給付金（ひとり親世帯分）」のご案内

▲町ホームページ
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10広報とういん  令和4年5月号14 広報とういん  令和4年6月号 東員町青少年育成町民会議ありがとうの　飛び交う　家庭づくり

東員ミュージカルオーディション開催
　　　　　 ～東員町に愛着と誇りを～

　一般公募の地元出演者と、演劇集団ローカルスーパースターズが繰り広げる涙と笑い、感動の渦を巻きおこす
ミュージカル。2013年からスタートした東員ミュージカルもいよいよ10年目を迎えます。これまでも「新しい
ことに挑戦したい」「東員ミュージカルを観て自分も出演したいと思った」など、たくさんのチャレンジが舞台に奇
跡を起こしてきました。
　今回あなたも、最高の仲間と一緒に最高の舞台を作り
ませんか？
　東員町が大好きな人、お待ちしています！
　演劇男子も大歓迎です！
公演日程　11月19日（土）、20日（日）
　　　　　3回公演（予定）
対 象 者　町内・近隣市町在住または在勤者で高校生以上の人　
　　　　※18歳未満の人は保護者の同意が必要です。
申込期限　６月30日（木）
オーディション　7月10日（日）10：00～　
　　　　　　　　総合文化センター第１講習室
申込方法　応募用紙に必要事項を記入の上、社会教育課までお申し込みください。
　　　　　※応募用紙は社会教育課窓口、町ホームページにあります。

社会教育課　生涯学習係　☎86-2816問

東員「日本の第九」運営委員会事務局（社会教育課内）☎86-2816問

第１０回！

第34回
東員「日本の第九」演奏会
第34回
東員「日本の第九」演奏会

団員
募集

　東員町が誇る日本語で歌う第九です。中学生以上で初心者、
経験者問わず参加をお待ちしています。
　コロナ禍で２年連続中止となったこの演奏会を今年は復活！
苦しかった２年間の思いを歌で晴らそう！

♪演奏会日時　12月25日（日）14：00開演
♪場　　所　総合文化センター　ひばりホール
♪参 加 費　3，000円（中学生は半額）
♪練 習 日　７月以降毎週月曜日（予定）
♪申込用紙設置場所　総合文化センター、町ホームページ
♪申込期限　6月24日（金）必着
♪そ の 他　演奏会チケットの販売にご協力いただきます。

※実施にあたり、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、練習時から県の方針および各種ガイドライン  
　に基づき感染防止対策を徹底します。

▲町ホームページ

町ホームページ

▲

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止・延期または内容が
　変更になる場合があります。

中学生以上、初心者大歓迎。
誰一人取り残さない指導が定
評のベテラン指導者がやさし
く指導します。
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問 東員町スポーツ協会事務局(総合体育館内)　☎86-2819

問 社会教育課　スポーツ振興係☎86-2816

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）

夏の短期教室    ジュニアバドミントン初級（小学生対象）
とういんフレンドリークラブ　募集とういんフレンドリークラブ　募集とういんフレンドリークラブ　募集とういんフレンドリークラブ　募集とういんフレンドリークラブ　募集とういんフレンドリークラブ　募集

初心者向けのクラスです。基本を身につけましょう。シャトルが思うように打てると、とても楽しいよ！
日　時　全 5回　 
　　　　7月28日（木）
　　　　8月 4日（木）・11日（木・祝）
　　　　　 18日（木）・25日（木）
　　　　朝 　 9：15～10：30
　　　　夕　17：30～18：45
場　所　総合体育館
定　員　各回15人　

受講料　2,500円
　　　　※受講には会員入会が必要
　　　　（入会金…年会費400円、スポーツ安全保険料800円）
持ち物　ラケット・飲み物・タオル
　　　　※ラケット貸出可（数に限りがあります）
申込期間　6月20日(月)～　先着順
　　　　平日(火曜日を除く)9：00～17：00
　　　　体育館窓口でお申し込みください。※電話申込不可

中谷潤人選手２度目の防衛成功中谷潤人選手２度目の防衛成功

町民の皆さんへのメッセージ
　さいたまスーパーアリーナで無事に２度目の防衛をする事が
できました！
　戦前ベストパフォーマンスを更新するという言葉を口にして
きて、反省点は残りますが良い結果を残すことができ、応援し
ていただいた皆さんに感謝しております！
　また、次は一つ階級を上げる事を見据えてこれからも頑張っ
ていきます！
　応援よろしくお願いいたします！　　　　中谷潤人

　町出身プロボクサーでWBOフライ級王者の
中谷潤人選手が、挑戦者の山内涼太選手を打
ち破り、２度目の防衛に成功しました。
　試合は、４月９日(土）さいたまスーパーア
リーナで行われました。序盤から左ストレー
トや右フックなどが決まり主導権を握ると、
８回に連打で足が止まった山内選手をレフェ
リーが抱きかかえ試合終了。８回２分20秒
でTKO（テクニカルノックアウト）勝ちとなり
ました。

提供：MTボクシングジム
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ズームアップおおだい ZOOM UP ODAI

問

　図書館で不用になった図書や雑誌をお譲りするリサイクル会を開催します。
　※譲り受けた図書・雑誌は古書店に売却するなど、営利目的には使用できません。

「図書館の不用図書・雑誌のリサイクル会」開催「図書館の不用図書・雑誌のリサイクル会」開催

★日時　７月２日（土）・３日（日）8：30～17：00
　　　　入場は整理券が必要です。整理券は事前配布し、入場時間を指定させてい　
　　　ただきます。（入場人数20人ずつ、滞在時間20分以内）
★場所　総合文化センター　図書館横プレ－ルーム
　　　　※図書・雑誌ともに冊数制限があります。
　　　　※図書・雑誌を入れる袋などをご持参ください。
　　　　※図書は当日受領書を記入いただきます。

♦日時　6月18日（土）8：30～
♦場所　図書館入口
　　　　※先着順に１人１枚配布します。お子さん連れの入場には、お子さん分の
　　　　　整理券が必要です。

整理券の
配布について

図書館
だより

★
To
in
 L
ibr

ary 
Letter 2022.6　
★
Toin Library Letter2

02

2.
6

図書館の
お休み
図書館の
お休み
図書館の
お休み

よみきかせ会よみきかせ会よみきかせ会

●印が休館です
　（毎週火曜・第2月曜・最終月曜）

7月
日 月 火 水 木 金 土

29 30

　 　 　 　 　 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

＊ ＊ ＊＊＊

6月
日 月 火 水 木 金 土

31

　 　 　 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 ＊ ＊

＊＊＊

日時　6月11日（土）・25日（土） 11：00～
場所　総合文化センター図書館横プレールーム

問 図書館　☎86-2818

24
31

宮川物産の商品をご紹介！宮川物産の商品をご紹介！宮川物産の商品をご紹介！
～奥伊勢の味覚をご自宅で～

株式会社株式会社株式会社

ゆず花
　白あんに奥伊勢ゆずの
　皮を練りこんだ羊羹で
　す。

鮎甘露煮
　創業以来変わらぬ製法
　で、じっくり手間暇か
　けて炊き上げました。

柚子かすていら
　柚子の風味を感じられ
　るカステラです。

　他にもさまざまな商品があり、奥伊勢の味覚を
通して大台町の豊かな自然や温かみを感じていた
だけるよう、まごころを込めて作っています。
　詳しくは、株式会社宮川物産ホームページをご
覧ください。

株式会社宮川物産　多気郡大台町弥起井267-３☎0598-89-4302　（平日9：00～17：00）

ホームページ

▲

ようかん

か
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厚生労働省ホームページ

▲

地域包括支援センター通信　vol.11地域包括支援センター通信　vol.11

問

地域包括支援センター通信　vol.11地域包括支援センター通信　vol.11

第二地域包括支援センター ☎76-7771

市民活動支援センターだより市民活動支援センターだより市民活動支援センターだより

問 ☎76-7326（上西） 問 ☎090-1755-1862（伊藤）

イベント情報 活動情報イベント情報 活動情報

　これからの自分の人生を考えたことはありますか？ 
　もしものときのために、自身が望む医療やケアについて、前もって考え、
繰り返し話し合い、共有する取り組みを「人生会議（ACP：アドバンス・ケア・
プランニング）」と呼びます。
　健康状態が安定している今「どう生き、どう逝きたいのか」について、周
囲の信頼する人たちと話し合う機会を持ちましょう。

「よりみちカフェ」 が始まりました！
　皆さんが気軽に寄れる集いの場「よりみちカフェ」が５月から始まりま
した。奇数月の第２金曜日に開催を予定しています。楽しいこと、さびし
いこと、心配なことなど一緒にお話しませんか。

お 知 ら せお 知 ら せお 知 ら せ

※予約不要

ＮＰＯカフェＮＰＯカフェ 6月のテーマ「居場所づくり その2」

日　時：６月25日（土）13：30～15：00
場　所：総合文化センター２階　とういん市民活動支援センター
定　員：6人　　
※参加費無料。事前予約制。どなたでも参加できます。

問 とういん市民活動支援センター　☎86-2866

オカリナ合奏グループ カンターレ
～オカリナの美しい音色に親しみませんか～
　クラシックからポピュラーまで、オカリナの
澄んだ音色を施設やシニアクラブ、カフェなど
で披露しています。出前演奏のご依頼をお待
ちしています！

活 動 日　毎週木曜日　13：00～16：00
活動場所　ふれあいセンター
月 会 費　2,500円

紫陽花の挿し木体験
　紫陽花の挿し木が欲しい人大歓迎！
　親子での参加も大歓迎！
　紫陽花の花も持ち帰れます。

日　時　6月19日（日）
　　　　9：０0～1０：３0
場　所　中部公園管理棟北側　水景苑
募　集　20人程度
主　催　紫陽花倶楽部

日　時   7月8日（金） 9：00～11：00
場　所　笹尾コミュニティーセンター　１階　和室
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　乳がん・子宮頸がん集団検診を次
の日程で実施します。
　お申し込みされた人には、委託医
療機関（名古屋セントラルクリニッ
ク）から日時が指定された案内通知
を送付しますので、ご確認ください。
　マスクの着用・検温など検診会場
での感染症予防対策にご理解ご協力
をお願いします。
★日程

　楽しみながら健康チェックをして
みませんか。
★日時　6月16日（木）
　　　　13：30～14：30
★場所　笹尾コミュニティーセン

ター
★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人
★内容　自宅でできる！簡単健康

チェックと簡単エクササイズ
★講師　水谷　祐哉　理学療法士
　　　　（いなべ暮らしの保健室）
★定員　15人
★参加料　無料

★場所　保健福祉センター

乳がん・子宮頸がん
検診が始まります 家族介護教室

　高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種
助成対象の人には、4月に予診票と
案内文を送付しました。令和5年3
月31日までが接種期間で、その後
の接種は助成対象になりません。
　ご希望の場合は、早めに接種しま
しょう。
　なお、過去に接種を受けたことが
ある人は、助成の対象となりません
ので、ご注意ください。予診票を紛
失された場合は、健康長寿課までお
問い合わせください。
★自己負担金　2,500円
★令和4年度の対象者

高齢者肺炎球菌
ワクチン予防接種

健康・福祉

健康長寿課 健康づくり係  ☎86ｰ2823問

パークレジデンス 介護支援専門員
☎76ｰ0760

問

★後期高齢者医療保険加入者（75歳以上）
　6 月下旬に三重県後期高齢者医療
広域連合から受診券を発送
◦5 月～ 7 月に被保険者になる人は
　8 月下旬に発送
◦8 月中に被保険者になる人は 9

月下旬に発送

三重県後期高齢者医療広域連合
事業課  ☎059ｰ221ｰ6884

問

　健康診査は、生活習慣病の発症予
防、早期発見や改善を目的としてい
ます。積極的に受診しましょう。
★国民健康保健加入者（40～74歳）
　6月下旬に町から受診券を発送

特定健康診査を受けましょう

保険年金課  ☎86ｰ2805問
　体組成、血圧、血糖の測定および
健康相談を行います。
★日時　6月10日（金）　
　　　　  8：30～12：30
　　　　13：30～16：30
★場所　保健福祉センター
★対象者　町内在住の人
★参加方法　申込不要、健康長寿課

で受付後、会場で行います。
※健康づくりポイント事業のポイン

ト付与対象です。

健康相談・測定会

健康長寿課 健康づくり係  ☎86ｰ2823問

※新型コロナウイルス感染症の影響で、イベントなどが中止になる場合が
あります。

健康長寿課 健康づくり係  ☎86ｰ2823問

※現在 60 歳以上 65 歳未満の人で、
心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能
またはヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫の機能に障害を有する人も
対象となります。詳しくはお問い
合わせください。

対象生年月日

昭和32年4月2日～昭和33年4月1日生

昭和27年4月2日～昭和28年4月1日生

昭和22年4月2日～昭和23年4月1日生

昭和17年4月2日～昭和18年4月1日生

昭和12年4月2日～昭和13年4月1日生

昭和  7年4月2日～昭和  8年4月1日生

昭和  2年4月2日～昭和  3年4月1日生

大正11年4月2日～大正12年4月1日生

7月  1日（金） 7月25日（月）

7月  5日（火） 7月26日（火）

7月  6日（水） 8月  1日（月）

7月14日（木） 8月  5日（金）

7月15日（金） 8月  8日（月）

7月19日（火） 8月17日（水）

7月22日（金） 8月18日（木）
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　樹木、生け垣、雑草などが伸びす
ぎると、隣地や道路へはみ出して危
険です。
　また、容器などに水を長期間とど
めていると、蚊などの害虫が発生す
る原因になります。
　所有地の状況を確認し、適切な管
理をお願いします。

　成人式に替わる事業として「二十
歳を祝う会」を開催します。
　一生に一度の思い出づくりに、自
分たちで式典をプロデュースしま
しょう！
★対象者　平成14年4月2日から

平成15年4月1日までに生まれ
た町内在住者および一時転出者

★内容　二十歳を祝う会の企画、運
営全般

★募集人員　10人（応募多数の場
合は抽選）

★申込期限　6月30日（木）

　スマートフォンアプリ「停電情報
お知らせサービス」（無料）では、停
電情報などをプッシュ通知でいち早
くお知らせします。電気に関するお
問い合わせもできます。次の二次元
コードからアプリをダウンロードし
てください。

★便利な機能
●登録した地域や契約単位で停電情

報をプッシュ通知でお知らせ
●停電地域をマップ上に表示、復旧

情報や発生規模をひと目で確認
●避難施設の検索とルート検索がで

きる「防災マップ」
●電気設備に関する相談をチャット

で問い合わせ

所有地の管理について

令和5年二十歳を祝う会
実行委員募集

中部電力
停電情報お知らせサービス

募集 お知らせ

社会教育課 生涯学習係
☎86ｰ2816

問

みらい環境課  ☎86ｰ2807問

　町営住宅の入居者を募集します。
★所在地　大木団地
　　　　　（大木1796番地）

町営住宅入居者募集 中部電力パワーグリッド株式会社　
桑名営業所　
☎0120ｰ985ｰ232

問

　認知症に関わる悩みや不安の相談
をお受けします。また、介護者同士
で情報交換も行っています。
★日時　7月7日（木）
　　　　10：00～11：30
★場所　笹尾コミュニティーセンター
★参加方法　申込不要、直接会場に
お越しください。

認知症家族介護者相談会

健康長寿課 健康づくり係  ☎86ｰ2823問

ペットボトルキャップを使った
　　　　　　帽子アクセサリー制作
★開催日時　6月25日（土）
　　　　午前の部　10：00～
　　　　午後の部　13：00～
★場所　桑名広域清掃事業組合
　リサイクルの森　管理棟2階
★対象　桑名市・木曽岬町・東員町

在住の人
★募集人員　各部25人（先着順）
　※小学生以下は保護者同伴
　※お子さんは上履き持参
★申込方法　電話でお申し込みくだ

さい。（事前予約制）
★応募期間　6月6日（月）～24日
（金）9：00～16：00

　※土・日曜日を除く

リサイクルの森
体験プログラム開催

桑名広域清掃事業組合
リサイクルの森  ☎87ｰ5133

問

モノ・コトショップ同時開催！
10：00～15：00

▲ App Store ▲ Google Play

建設課 都市計画係  ☎86ｰ2809問

★募集戸数　1戸（大木A棟5号）
★入居者資格　同居する親族がある

人（例外あり）、町税の滞納がな
い人など資格要件があります。詳
しくは町ホームページをご覧いた
だくか、お問い合わせください。

★入居時期　8月  1日（月）
★申込期限　6月17日（金）
★選考方法　公開抽選
　　7月20日（水）10：00～

町ホームページ▶
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　子育て支援アプリ「母子モ（子育
てほっとーいんふぉ　ピオニー）」
に6月から電子申請機能を追加しま
す。産後ケアの電子申請、幼児健診
問診票のアプリ上での入力・提出機
能が利用できます。
　アプリでは、子育てイベントの案
内、オンライン相談も引き続き実施
していますので、ぜひ登録してくだ
さい。

　福祉・保育・看護の仕事をお探し
の人を対象に、就職相談会を開催し
ます。
★日時　6月26日（日）
　　　　10：00～15：00
　　　　※午前はオンラインのみ
★場所　メッセウィングみえ
　　　　（津市北河路町19－1）
★対象　福祉・保育・看護の職場に

就職希望または関心のある一般・
学生

★参加企業　70法人（予定）
★申込方法　電話またはホームペー

ジからお申し込みください。
※津新町駅から無料シャトルバス運行
※託児室あり（予約制。6月17日
（金）までにお申し込みください）

　福祉・保育の仕事に興味のある人、
就労をお考えの人は気軽にご相談く
ださい。
★会場　ハローワーク桑名
★日時

　9：30～12：00
　※予約優先

子育て支援アプリ
機能追加のお知らせ 福祉の就職フェアinみえ 福祉・保育のおしごと相談

子ども家庭課 子ども総合相談室
☎86ｰ2872

問

三重県社会福祉協議会 三重県福祉人
材センター  ☎059ｰ227ｰ5160

問

三重県社会福祉協議会 三重県福祉人
材センター  ☎059ｰ224ｰ1082

問

　住宅新築、保険の保障見直し、奨
学金の返済や年金などの相談に、弁
護士や専門の相談員がお応えします。
★日時　6月18日（土）
　　　　10：00～16：00
★場所　桑名市総合福祉会館　会議室
★参加費　無料
★申込方法　電話またはFAXでお

申し込みください。
※事前予約制ですが、当日空きがあ

る場合は相談にお応えします。
※秘密厳守します。

暮らし何でも相談会

暮らしほっとステーション桑員
（桑名地区労働者福祉協議会事務所内）
☎87ｰ7169（月・火・木・金9：00～
15：00）FAX87ｰ7170

問

7月7日（木）

8月4日（木）

9月1日（木）

10月6日（木）

11月4日（金）

12月1日（木）

令和5年1月5日（木）

令和5年2月2日（木）

令和5年3月2日（木）

※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。

政策課 広報秘書係  ☎86ｰ2862問

ホームページ▶

町ホームページ▶

アプリ
ダウンロード▶

★時　間　7：00～、13：00～、19：00～、22：00～
　※毎週金曜日に番組を更新！放送時間は15分

令和4年（第3回）東員町議会定例会　一般質問
★日　時　6月17日（金）～23日（木）　19：15～（予定）
※再放送　6月24日（金）～30日（木）　19：15～（予定）

とういんプラムトピックスとういんプラムトピックス
ケーブルテレビ12chで放送中！

東員町
番組案内

～町のHOTな話題～

スペシャル番組
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子育て支援センター

子ども家庭課 子ども総合相談室  ☎86ｰ2872    子育て支援センター  ☎86ｰ2876  Eメール nakayosi@town.toin.lg.jp問

ふ れ あ い 相 談

子 ど も 総 合 相 談 室 子 育 て 支 援 セ ン タ ー＆ 情報

※新型コロナウイルス感染症の影響で中止になる場合があります。

※新型コロナウイルス感染症の影響で中止になる場合があります。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、お出かけ前の検温、マスク着用をお願いします。

イベント名 日　時
子育て相談（電話相談・面接相談）　※Eメールでも可
　秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。 月～金曜日　 　  8：15～17：00

なかよし広場 第1部    8：30～10：00　 第2部  10：15～11：30
第3部  13：00～14：30　 第4部  14：45～16：00

ぴょんぴょんランド教室（１歳児）　定員10組 6月23日（木）　10：30～11：00
対象　令和2年4月2日～令和3年4月1日生の未就園児

ぴょんぴょんランド教室（２歳児）　定員10組 6月30日（木）　10：30～11：00
対象　平成31年4月2日～令和2年4月1日生の未就園児

土曜開放日 7月  2日（土）　  8：30～10：30

親子ふれあい広場「ひょうきんどんぶりと遊ぼう！」 定員15組 7月  2日（土）　10：45～11：30

七夕の会「ミュージックベル、水風船すくいなど」  定員15組 7月  7日（木）　10：30～11：00

親子ミニサロン「ベビーヨガ」　定員10組 7月12日（火）　10：15～11：15

※要予約

※要予約

月～金曜日
※第1・2部のみ利用制限あり

場所：子育て支援センター　ふれあいセンター2階

相談内容 日　時 場　所 問い合わせ

出張年金相談 6月9日（木）・16日（木）・23日（木）・30日（木）
7月7日（木）・14日（木）・21日（木）・28日（木）
10：00～12：00、13：00～15：00

柿安シティホール
（桑名市民会館）

四日市年金事務所
☎059ｰ353ｰ5515

消費生活相談 6月10日（金）・24日（金）　9：00～12：00
保健福祉センター

町民課 町民活動係
☎86ｰ2806

北勢地域若者サポートステーション出張相談 7月  6日（水）　10：00～12：00 北勢地域若者サポートステーション
☎059ｰ359ｰ7280

心配ごと相談・無料弁護士相談 6月19日（日）　  9：30～11：30 笹尾コミュニティーセンター
東員町社会福祉協議会

☎76ｰ1560
7月  5日（火）　  9：30～11：30 ふれあいセンター

※要予約

※要予約

法律に抵触する場合は、相談に応じること
ができません。

※予約不要

※完全予約制 （1カ月前から申込可）
　予約される場合は、基礎年金番号の分

かるものをご準備ください。

子ども総合相談室 ※新型コロナウイルス感染症の影響で中止になる場合があります。

イベント名 日　時 内　容 場　所 申し込み

妊婦・育児相談 6月22日（水）
9：30～11：00

妊婦相談、身体計測、育児・栄養・母乳相談
持ち物　母子健康手帳
対象　妊婦、乳幼児とその保護者

子育て支援センター 不要

1歳6か月児健康診査 6月16日（木）
13：00～

問診、歯科・内科健診、身体計測、相談
対象　令和2年10月1日～11月30日生の幼児

保健福祉センター

不要
対象者に通知します

離乳食教室前期 6月23日（木）
受付9：50～

離乳食（前期・中期）の進め方、育児・栄養相談
生後3カ月～5カ月の乳児の保護者

6月17日（金）まで
定員10人

マタニティ教室パート1 7月  1日（金）
受付9：50～

妊娠中の生活・食事について、妊婦体操
対象　妊娠16週～27週の人とパートナー（または家族） 子育て支援センター 6月29日（水）まで

対象以外の人も可

離乳食教室後期 7月14日（木）
受付9：50～

離乳食（後期・完了期、幼児期のおやつ）の進め方、育児・栄養相談
対象　生後8カ月～10カ月の乳児の保護者 保健福祉センター 7月8日（金）まで

定員10人

※新型コロナウイルス感染症対策のため、密集を避ける目的で相談時間を区切って対応させていただきます。

※要予約

※要予約

※要予約
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・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。   

土曜開放日
5月号P17

心配ごと相談・
　無料弁護士相談
　5月号P17

おでかけ広場
(笹尾コミュニティー
　センター）
5月号P17 
出張年金相談 P21 

　　　はっぴぃラボde
　　　　♥ましょう
　　　5月号P13 
健康相談・測定会 P18 
消費生活相談 P21

　　　町春季バレー
　　　　ボール大会
（男子の部・女子の部）
　5月号P11

　　　 家族介護教室 P18 
           出張年金相談 P21 
１歳６か月児健康診査 P21 

暮らし何でも
　　相談会 P20

　　　東員町
　　　こども歌舞伎公演
　　　P9 
紫陽花の挿し木体験P17 
心配ごと相談・
　無料弁護士相談 P21 

妊婦・育児相談
P21

　　　　
ぴょんぴょんランド教室
（１歳児）P21

消費生活相談 P21 　　　よみきかせ会 P16 
　　　NPOカフェ P17 
「リサイクルの森」
　体験プログラム P19 

　　　
　　　　ぴょんぴょん
　　　　ランド教室
　　　　（２歳児）P21 マタニティ教室パート１

P21

　　図書館の不用図書・
　　雑誌のリサイクル会
　　 P16 
土曜開放日 P21 
親子ふれあい広場 P21 

よみきかせ会 P16

離乳食教室前期
P21 
出張年金相談 P21 
　　　

出張年金相談 P21

　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。
なお、ペットの写真も募集しています。
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。

★

★
★

★★

（2歳1１カ月）

（山田：貴大さん・美香さん）

元気いっぱいのほまちゃんに
　皆んな笑顔になるよ！
　　３歳おめでとう♪

市川　誉ちゃん
い ち か わ 　 　ほまれ

●広報配布に関するお問い合わせ／株式会社　ミッド八光 TEL059 -394 -3475　FAX059 -394 -3452　　受付時間　 9：00～17：00　 月曜日～金曜日
※お問い合わせの場合は名前・住所もお尋ねします。町民サービス向上のため、ご了承ください。

今月の納付は

Android版
iO
S版

vol.23

負けられない
　　　　三重ダー

ビー！！負けられない
　　　　三重ダー

ビー！！
vs 鈴鹿ポイントゲッターズ

朝日ガスエナジー東員スタジアム（アサスタ）

▲前回の対戦模様　三重県選手権決勝　vs鈴鹿ポイントゲッターズ　0-0　PK2-4負け

13：00キックオフ６月５日（日）

発
行
日
／
令
和
4年
6月
3日

発
　
行
／
東
員
町
役
場

編
　
集
／
政
策
課
 広
報
秘
書
係

〒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

Ｅ
メ
ー
ル
／
kouhou@

tow
n.toin.lg.jp

こ
の
広
報
紙
は
再
生
紙
を

使
用
し
て
い
ま
す

町
の
人
口
と
世
帯
数
　
令
和
4年
4月
30日

現
在（
　
)内
前
月
比

ス
マ
ホ
な
ど
で
「
広
報
と
う
い
ん
」

を
見
れ
る
ア
プ
リ

男
 12，700人（

＋
18）

　
　
計
 25，852人（

＋
14）

女
 13,152人（

－
4）
　
 世
帯
数
 10,063世

帯（
＋
31）

町県民税（１期分）………………6月30日


