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令和 3 年度 決算報告

二中生徒によるソーラン節（P7 カメラルポ）

二
中
魂



町民一人あたりに換算すると（令和4年3月31日時点の人口25,838人で計算）
民生費
教育費
総務費

137,065円
65,416円
48,493円

衛生費
土木費
公債費

35,576円
24,526円
21,180円

4,587円
2,160円

合　計 366,602円
町民税(個人）歳入決算額13億8,960万円を町民一人あたりに換算すると5万3,781円となります。
町民税を大きく上回る支出は国からの補助金などでまかなわれています。

自 主 財 源…町民税、固定資産税、使用料など、町が自主的に収入できるお金
依 存 財 源…国や県からの補助金など一定の基準に基づき交付され、町が独自に収入額を決められないお金
国庫支出金・県支出金…特定事業のために国や県から交付されるお金
地方交付税…全ての市町村で一定水準の行政サービスが受けられるように国が交付するお金

用
語
の
説
明

一般会計　歳入
109億8,902万円

一般会計　歳出
94億7,224万円

自主財源
43.8％

町税
36億5,681万円

民生費
35億4,148万円

教育費
16億9,021万円

総務費
12億5,297万円

衛生費
9億1,922万円

公債費
5億4,725万円

土木費
6億3,369万円

消防費
4億3,265万円

農林水産業費
2億8,044万円

議会費
1億1,853万円

その他
5,580万円

その他
9億9,569万円

地方交付税
16億3,574万円

その他
9億8,411万円

町債
9億3,600万円

国庫支出金
20億2,254万円

県支出金
6億117万円

使用料および手数料
1億5,696万円

依存財源
56.2％

税　目
町民税
（内個人）
固定資産税
その他の町税

決算額
16億3,485万円

（13億8,960万円）
17億8,161万円
 2億4,035万円

議会費
その他

消防費
農林水産業費

16,745円
10,854円

1年間で町に入ったお金（歳入）
109億8,902万円

1年間で町が使ったお金（歳出）
94億7,224万円

歳入歳出差引額（形式収支）
15億1,678万円

歳入歳出差引額（形式収支）
15億1,678万円

翌年度繰越財源
2,971万円

実質収支
 14億8,707万円

令和3年度  決算報告
　令和3年度一般会計の歳入決算額は109億8,902万円、歳出決算額は94億7,224万円で、歳入歳出差
引額は15億1,678万円となり、そこから翌年度への繰越明許費の財源を引いた実質収支額は、14億
8,707万円となりました。
　※端数処理のため、合計が合わないことがあります。

特
集
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民生費とは…障がい者や高齢者に対する福祉、子育て
支援などのための経費

●障がい者の自立支援給付などに
関する経費…6億3,332万円
●保育園の運営に関する経費
　…5億5,845万円
●児童手当給付事務に関する経費…4億5,605万円
●子育て世帯への臨時特別給付金に関する経費
　･･･4億2,338万円
●介護保険特別会計への拠出金…2億6,579万円
●国民健康保険特別会計への拠出金…1億6,014万円

民生費
教育費とは…学校教育や生涯学習の充実、スポーツ振

興などのための経費
●小中学校の管理に関する経費…4億180万円
●幼稚園の運営に関する経費…2億7,281万円
●体育施設の管理などに
　関する経費
　…2億3,140万円
●総合文化センター施設
　管理に関する経費
　…4,097万円

教育費

総務費とは…庁舎の運営、システム管理、公共交通、
選挙、財務などのための経費

●公共交通事業に関する経費…1億2,743万円
●パソコン・ネットワークなど情報管理事務に
　関する経費…1億986万円
●庁舎などの施設維持管理に
　関する経費…4,626万円
●衆議院議員及び県知事選挙
　に関する経費…3,069万円

総務費 衛生費とは…健康で衛生的な生活を送るための保健、
医療、環境などのための経費

●ごみ処理事務に関する経費…3億907万円
●健康診査・予防接種・母子保健などに関する経費
　…1億6,974万円
●新型コロナワクチン接種体制
　に関する経費…1億7,018万円
●水道事業が行う低区配水池増
　設事業への出資金…9,910万円

衛生費

土木費とは…道路、橋、公園の整備などまちづくりの
ための経費

●道路の維持や新設改良に関する経費…2億8,266万円
●公園の管理運営に関する
　経費…6,658万円
●下水道事業特別会計への
    繰出金…2億円

土木費 公債費とは…町債(町の借金)の返済や利息を支払う
ための経費

●地方債元金償還金
  …5億2,856万円
●地方債利子償還金
 …1,869万円

公債費

消防費とは…消防設備の管理や消防団運営のための経費
●消防署事務に関する
　経費…3億943万円
●消防設備の管理に関する
　経費…2,935万円

消防費 農林水産業費とは…農林業の振興を図るための支援や
生産基盤整備などの経費

●土地改良事業に関する経費…1億2,250万円
●農業振興に関する
　経費…8,205万円
●林地の管理に関する
　経費…436万円

農林水産業費

歳出の主な経費
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　町政運営の基本となる一般会計の令和3年度歳入決算額109億8,902万円を
年間収入480万円(１カ月当たり40万円)の家計に例えてみます。

一般会計に係る令和3年度末基金残高56億
4,287万7千円を年収480万円に対して計算

一般会計に係る令和3年度末町債残高68億
6,570万4千円を年収480万円に対して計算

町の財政を家計に例えると

　特別会計は、事業目的を限定し、特定の歳入を特定の支出に充てて経理する会計です。町では国民健康保険、後
期高齢者医療、介護保険、下水道事業があります。
　企業会計は、水道事業のように独立採算による特定の事業を経理する会計となっています。

特別会計と企業会計は？

■特別会計の決算 ■企業会計の決算

(22.4%)

(18.6%)

(5.8%)

(29.6%)

(0.6%)

(10.8%)

(9.6%)

(2.6%)

(100.0%)

(57.1%)

(33.3%)

(23.9%)

(1.5%)

(23.9%)

(6.9%)

(8.5%)

(2.1%)

(100.0%)

228,000円

133,000円

95,000円

6,000円

96,000円

28,000円

34,000円

8,000円

400,000円

77,000円

64,000円

20,000円

102,000円

2,000円

37,000円

33,000円

9,000円

344,000円

給料

　うち基本給（町税）

　うち諸手当（地方交付税など）

パート収入（使用料・手数料など）

親からの仕送り（国庫・県支出金など）

貯金の取崩し（繰入金・繰越金）

借金（町債）

その他（財産収入、寄付金など）

合計

食費（人件費）

医療費（扶助費）

借金の返済（公債費）

光熱費、日用品・家電購入、通信費、保険料など

車や家具の修理代（維持補修費）

子どもたちへの仕送り（繰出金・出資金）

家の増改築費（投資的経費）

貯金など（積立金・予備費）

合計

2,465,000円 2,999,000円貯金残高 借金残高

1カ月の収入 1カ月の支出

収入から支出を差し引いた収支は56,000円の黒字となりました。

国民健康保険

後期高齢者医療

介護保険

下水道事業

29億6,273万円

3億4,931万円

19億1,949万円

9億7,809万円

27億4,795万円

3億4,824万円

17億4,030万円

8億3,087万円

会計名 歳　入 歳　出

水道事業 3億586万円 2億7,179万円

会計名 収益的収入 収益的支出
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財政運営の比較検討素材として、「人口」と「産業構造」により区分され、一定の選定基準に
よって選定された団体で、東員町は町村類型Ⅴ‒1（人口2万人以上で第3次就業人口が60%未満）
に該当します。

財政構造の弾力性を示す指標で、低ければ低いほど財政運営に弾力性がある（健全である）ことを示します。
令和3年度は、普通交付税の増加などで前年度から7.5％下がっています。

町税や地方交付税など毎年決まって入ってくるお金（経常的な収入）に対して、人件費や施設の維
持費など毎年決まって出て行くお金（経常的な経費）が、どの程度の割合になるかを表します。

町の財政状況は？

◆経常収支比率
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一般会計･特別会計などすべての会計で計算され、借金返済の負担が大きすぎないかチェックすることがで
きます。 令和3年度は、普通交付税の基準財政需要額に算入される公債費の減少などで前年度から0.2上昇
しています。

町の人口や面積などに応じ標準的にかかるお金に対して、借入金（町債）の返済に充てた経費
（公債費）が、どの程度の割合になるかを示す指標です。◆実質公債費比率

この指数は1が基準となり、数値が高いほど財政的に余裕がある（健全である）とされています。令和3年度は、 
社会福祉費など基準財政需要額の増加などで前年度から0.031低下しています。

町の人口や面積などに応じ標準的にかかるお金に対して、自主的な収入（町税など）が、どの程度あるか
を示す指数です。◆財政力指数
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財政課 ☎86-2820問
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　町内の子どもたちに読書の楽しさや素晴らしさを
知ってもらおうと、城山在住の村井 徹夫さんが、
絵本「ちよにやちよに」を町内の小学校６校と町立
図書館に寄贈しました。この絵本は、日本の国歌
「君が代」の歌詞に込められた人類愛などについて、
色彩豊かな絵で表現されています。村井さんは「一
人でも多くの人に読んでもらい、今まで何気なく
歌っていた君が代が、愛にあふれた歌だと知ってほ
しいです」と話していました。

絵本寄贈
　保健福祉センターで東員第一中学校移転事業につ
いて説明会が開かれました。説明会では、教育総務
課から老朽化が進む中学校の現状や新中学校の基本
設計の進捗状況について説明がありました。参加し
た町民から「雨天時に、駐輪場からの移動で子ども
たちが濡れないような設計になるのか」などの質問
が出ていました。教育委員会では、今後も説明会を
開催するなど、町民の皆さんに寄り添って移転事業
を進めていく予定です。

　小中学生の夏休みの宿題や勉強を大学生がサポー
トする「To in ひばり教室」が開かれました。この
教室は、町内在住の大学生ボランティア団体が、イ
オンモール東員から場所の提供を受けて企画したも
のです。参加した子どもたちは「楽しかったのでま
た来たいです」「分かりやすい説明で難しい問題も
解けました」と話していました。代表の松永 朋樹
さんは「子どもたちの難しい問題が解けた時の笑顔
を見るのが好きです」と話していました。

　子どもたちに「食」について考えてもらおうと、
おやこの食育教室が保健福祉センターで行われまし
た。この日参加したのは親子５組13人で、食生活
改善推進員が講師となり、焼きカレーパンやみかん
ゼリーなど４品を作りました。子どもたちは包丁の
使い方を教えてもらいながら、玉ねぎなどを一生懸
命切っていました。子どもたちは完成した料理を見
て、とても嬉しそうにしていました。

8/22

To in ひばり教室8/25 おやこの食育教室8/27

一中移転説明会8/21
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　東員第二中学校40周年を記念して、ヴィアティ
ン三重ホームゲームの試合前とハーフタイムに、吹
奏楽部による演奏とソーラン節の演舞が披露されま
した。吹奏楽部の演奏では、全３曲を披露し、風が
強い中でしたが、生徒たちは一生懸命演奏していま
した。また、ソーラン節では、有志で集まった生徒
たちが、暑い日差しが降り注ぐ中、迫真の素晴らし
い演舞を披露していました。

ヴィアティン三重×二中
　職員を対象とした避難所開設訓練が三和小学校で
開かれ、厚生班の職員34人が参加しました。今回
の訓練では、東員町避難所運営マニュアルに沿って、
総務課防災対策室の職員が避難所開設時の注意点や
新型コロナウイルス感染拡大防止のための運営方法
について説明していました。その後、厚生班の職員
は段ボールによる間仕切りや、非常トイレ用テント
の設置など実戦形式の訓練を行っていました。

　笹尾東在住の奥田 富佐二さんは、大手自動車部
品メーカーでエンジニアとして培った経験から、自
動車の一方的な電動化について警鐘を鳴らしたいと
いう思いで書籍を出版しました。奥田さんは「電気
自動車が悪いのではない。この本で皆さんが正しく
エネルギーの将来について考えてもらえればうれし
いです」と話していました。奥田さんの書籍「電動
化戦争　迎え撃つトヨタ　世界気候変動とクルマ電
動化の未来」は、町立図書館で読むことができます。

8/28 避難所開設訓練9/3

エネルギーの未来について考えてほしい
　イオンモール株式会社の取り組みである「イオン
モールのSDGsフェス」の一環として、東員第二中
学校でSDGsについて特別授業が行われました。こ
の授業では、株式会社アダストリアと北勢商事株式
会社の担当者が衣料品のリサイクルについて話をし
ていました。生徒たちは「世界で生産されているお
よそ60％の衣料品が１年以内に処分されている」
など、衣料品の廃棄やリサイクルの仕組み・必要性
について真剣な表情で耳を傾けていました。

衣料品リサイクルを考える9/16
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　東員町は町面積のおよそ3分の1が農地で、そのうち80％が水田です。その水田で作られているお米の
約65％を占めるコシヒカリは、強い旨味と粘りに加え、香りとツヤ、炊き上がりの美しさ、歯ごたえの柔
らかさがあり、良質で噛めばかむほど甘みが増し、冷めてもおいしくいただける食味のあるお米です。
　このように東員町内でおいしいお米が作られていますが、新型コロナウイルス感染症の影響で、お米の
消費量が減少し価格が低下するなど、町内の農業生産者の皆さんにも大きな影響が出ています。
　そこで、「東員町農業生産者支援対策事業」として、東員町産コシヒカリである「とういんのおこめ」を
配布します。

「とういんのおこめ」を食べてほしい

「とういんのおこめ」の特徴
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産業課 産業振興係　☎86-2808問

　今回の事業は、町内の農業生産者支援対
策に加え「子どもたちに町内のお米を知って
ほしい。そして、東員町産のお米を食べて
ほしい」という思いも込めています。
　「とういんのおこめ」が届くまで、楽しみ
にしていてください。

担当者の思い

　パッケージの中心に大きく配置されたお米は、東員町の形をモチーフにかわいらしくデザインしたもの
です。また、お米を駆け上がる馬は、町の伝統である上げ馬神事を表しています。
　外側の赤い枠は「親と子、町民と町民、生産者と消費者、役場と町民」のつながりを1本の線と4つの丸
で表現しました。

　町出身の大学生とデザイナーが有志でパッケージや封筒のデザインをしてくれました。

デザインもこだわりました

お米の形 東員町の形

▲案内文を入れた封筒と配布する
「とういんのおこめ」のパッケージ

▲産業課　小林 幸奈さん

名古屋学芸大学デザイン学科４年生
伊藤 瑠那 さん

名古屋学芸大学デザイン学科卒業生
株式会社WithGreen　デザイナー

森本 祐矢 さん
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子ども家庭課　☎86-2872問

　子育て世代包括支援センターでは、安心して妊娠期から子育て期までを過ごせるよう、切れ目のない支援を目
指して、さまざまなサービスを行っています。
　妊娠・出産・子育てについて不安なことや悩みがあるときは、独りで悩まずいつでも気軽にご相談ください。

◎子ども家庭課は「子ども家庭総合支援拠点」の機能もあり、全ての子どもとその家庭の不安や悩み、心
配事についての相談も受け付けています。
◎電話・Eメール・子育て支援アプリ「子育てほっとーいんふぉピオニー」のオンライン相談でも、相談を
受け付けています。
※相談無料、秘密厳守します。

【妊娠・出産期】
・初めての妊娠・出産で不安がいっぱい。
・きょうだいについて。
・出産後のサポートって何があるの？
・出産の準備にどんなものが必要なの？

【子育て期】
・母乳、ミルク、離乳食のこと。
・子どもの成長について相談したい。
・赤ちゃんと2人きりのワンオペ育児で、話し相手がいなくて孤独を感じる。
・子どもの育て方、子どもへの関わり方ってこれでいいの？

こんな悩み・心配はありませんか？

子育て世代包括支援センター

子育て世代包括支援センター

場　所

スタッフ

サポート内容

時　間

連絡先

子ども総合相談室

子ども家庭課内

保健師

・妊娠中や産後のこころとからだの相談

・子どもの発育、発達、健康に関する相談

・妊娠中や産後に受けられるサービスの情報提供

など

月～金曜日

8：15～17：00

（祝日、年末年始除く）

訪問による相談も受け付けていますので、気軽に

ご連絡ください。

☎86-2872

Eメール　kodomo@town.toin.lg.jp

子育て支援センター

ふれあいセンター２階

子育て支援センター事務所内

保育士

・子育ての不安や悩み、心配事の相談

・子育て支援に関する情報提供など

月～金曜日

8：15～17：00

（祝日、年末年始除く）

毎月第1土曜日8：15～11：30に土曜開放日と

して子育て支援センターを開所しています。

☎86-2876

Eメール　nakayosi@town.toin.lg.jp
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　新型コロナウイルスの従来株とオミクロン株に対応した２価ワクチンの接種について、厚生労働省か
ら指針が示されました。町では、オミクロン株に対応したワクチンによる追加接種を開始します。

　令和4年9月6日（火）から、小児（5～11歳）への新型コロナワクチン接種について、予防接種法上の
努力義務適用および3回目接種を開始しました。

東員町ワクチン専用窓口　☎86-7008問

オミクロン株対応ワクチンの接種

小児（5～11歳）ワクチンの接種

★目　　的　・従来ワクチンを上回る重症化予防効果があることが期待される。
　　　　　　・短い期間である可能性はあるものの、感染予防効果や発症予防効果も期待される。
　　　　　　・今後の変異株に対しても有効である可能性がより高いと期待される。
★対　　象　町に住民票がある12歳以上で、新型コロナワクチンの初回接種（2回目）が完了している人。

ただし、最終の接種から5カ月経過していること。
★接種開始日　10月1日（土）
★接種体制　町内個別医療機関
★そ の 他
【使用ワクチン】
オミクロン株（BA.1）と従来株に対応した2価ワクチン
ファイザー社製 12歳以上  ／ モデルナ社製 18歳以上

【クーポン券（接種券）の発送・予約】
・ 3回目接種済で4回目の接種券をお持ちの人
・ 2回目接種済で3回目の接種券をお持ちの人
・ 3回目接種済の12 ～ 59歳の人 → 10月中旬以降、順次クーポン券を発送します。クーポン券が届き
次第予約してください。
※基礎疾患がある人や医療従事者、エッセンシャルワーカーなどで、10月1日（土）から接種を希望す
る人は、町ホームページまたは東員町ワクチン専用窓口で事前申請を行ってください。

・ 2回目または3回目接種済だが、5カ月経過していない人 → 5カ月経過後、順次ク
ーポン券を発送します。クーポン券が届き次第予約してください。

・ 4回目まで接種済の人 → 10月下旬以降、クーポン券の発送を予定しています。

★目　　的　初回接種（2回目）後、時間の経過とともに発症予防効果が低下しますが、3回目接種を行うこ
とで効果が回復すると報告されているため。

★対　　象　町に住民票がある5～11歳で、新型コロナワクチンの初回接種（2回目）が完了している人。
ただし、最終の接種から5カ月経過していること。

★接種開始日　9月24日（土）　※予約受付中
★接種体制　なかばやし小児科
★そ の 他
【使用ワクチン】
ファイザー社製（5～11歳用）

【クーポン券（接種券）の発送・予約】
　　9月中旬から、順次クーポン券を発送しています。
　　クーポン券が届き次第予約してください。

事前申請はこちらから▶

町ホームページ▶

ワクチン接種に関する詳しい情報について
は、町ホームページ「新型コロナウイルス感
染症関連情報」をご覧ください。

お手元のクーポン券で接種できますので、
予約してください。
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学校教育課　☎86-2815問

財政課　☎86-2820問

東員学び検定
　東員学び検定は「書く力」の基礎ともいえる日本語文法についての力試しです。６級（小学１年生用）から１
級（小学６年生用）の６段階となっていて、毎年町内の小学生は全員が学び検定にチャレンジしています。検
定にチャレンジすることは「やればできる」という自己有能感を高める効果があり、このような経験を積み重
ねることで、その効果は高まっていきます。さらに、地域の皆さんが一緒にチャレンジすることで、子どもた
ちの学びを応援する時間や一緒に頑張る機会が生まれ、子どもたちの大きな励みになります。
　学び検定はどの級からでも挑戦できます。合格者には認定証を発行します。「挑戦してみよう！」と思う人
は、学校教育課までお問い合わせください。

すべての子どもたちが、社会で生き生きとした自分の人生を歩めるように

★日　　時　12月  9日（金）13：00～（40分間）
　　　　　　12月10日（土）  9：30～（40分間）
　　　　　　※どちらか1日の受験になります
★場　　所　総合文化センター 2階　第1講習室
★申込方法　電話または学校教育課窓口でお申し込みください。
★参 加 費　無料
★申込期限　11月25日（金）16：30（土・日曜日、祝日を除く）
★そ の 他　学校教育課窓口でテキストをお渡しします。検定日までの期間自主勉強をしてください。結果

は後日自宅へ郵送します。

スマホ教室

どなたでも
参加できます

　経験豊富な講師が皆さんのスマホの「わからない」を解消します。スマホの「わからない」
がなくなれば、生活がもっと楽しく、もっと便利になりますよ。

★対　　象　町内在住で、スマホを使いたいと思っている人やスマホの操作に慣れていない人、もっとスマ
ホを使いこなしたい人

★参 加 費　無料
★申込方法　電話でお申し込みください。　※先着順
★そ の 他　当日はご自身のスマホで参加していただきます。通信キャリア・使用機種は問いません。スマホ

をお持ちでない人には、教室の間、貸出用のスマホを準備しますので、申込時にお伝えください。

東員町・東員町社会福祉協議会　実施事業 三重県　実施事業
会　　場 開催日 時　間 講座内容 定員講座名

入門
コース

初級
コース

中級
コース

10/13（木）

10/15（土）

10/21（金）

10/22（土）

10/27（木）

10/26（水）

笹尾コミュニティーセンター

ふれあいセンター

笹尾コミュニティーセンター

ふれあいセンター

笹尾コミュニティーセンター

ふれあいセンター

9:00 ～ 
12:30

9:00 ～ 
12:30

9:00 ～ 
12:30

各会場
10人

各会場
10人

各会場
10人

スマホの電源・基本操作
電話をかけよう
安心して利用しよう
インターネットを使おう
カメラを使おう
メールを使おう
地図を使おう
LINEを使おう
アプリを使おう

会　　場 開催日 時　間 講座内容 定員講座名

初級編

中級編

10/31（月）

11/11（金）

ふれあいセンター

笹尾コミュニティーセンター

11/2（水）

11/4（金）

11/17（木）

ふれあいセンター

笹尾コミュニティーセンター

9:00 ～ 
12:00

9:00 ～ 
12:00
13:30 ～ 
16:30
9:00 ～ 
12:00

各会場
10人

各会場
10人

スマホの電源・基本操作
電話・メールの使い方
インターネット・
カメラの使い方
安心して利用しよう

地図の使い方
LINEの使い方
ニュース・動画
を見てみよう
アプリの使い方

東員町スマホ教室受付係　☎090-3308-6245
（10：00～19：00　10/18（火）、19（水）を除く）申込先 財政課　☎86-2820（平日8：15～17：00）申込先
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健康長寿課　健康づくり係　☎86-2823問

政策課　政策係　☎86-2811　FAX 86-2858　Eメール seisaku@town.toin.lg.jp問

　「公共交通でおでかけ！」をテーマに、電車やバスなどの公共交通を利用した楽しいおでかけについて、皆
さんで一緒に考えてみませんか。ぜひご参加ください。

★内　　容　名城大学　理工学部　社会基盤デザイン工学科　松本 幸正 教授による講演
　　　　　　『公共交通でおでかけ！』をみんなで一緒に考えるワークショップ
★日　　時　11月6日（日）14：30～16：30
★場　　所　役場　西庁舎201会議室
★対 象 者　町内在住・在勤の人
★定　　員　30人（先着順）
★申込方法　電話・FAX・Eメールまたは申込フォームからお申し込みください。
　　　　　　なお、FAX・Eメールの場合は名前・年齢・住所・連絡先を記入してください。
★申込期限　10月31日（月）

★日　　時　10月28日（金）10：00～11：30
★場　　所　役場西庁舎　201会議室
★対　　象　町内在住・在勤の人
★費　　用　無料
★定　　員　30人（先着順）
★申込方法　電話または健康長寿課窓口でお申し込みください。
★申込期限　10月25日（火）

「公共交通でおでかけ！」をみんなで一緒に考えよう

東員町公共交通ワークショップ

　認知症は誰もが起こりうる「脳の病気」です。町では、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを目
指し、認知症サポーターを養成しています。
　認知症サポーターとは、何か特別なことをする人ではありません。認知症について正しく理解し、偏見を
持たず、自分のできる範囲で認知症の人やその家族を温かく見守る「応援者（サポーター）」です。
　まちで困っている認知症の人を見かけたら声をかけたり、商店・交通機関や職場で手助けをするなど、さ
まざまな関わり方があります。また、自分自身の問題として捉え、家族や友人に学んだ知識を伝えたり、認
知症の人やその家族の気持ちを理解しようとすることも、サポーター活動の1つです。
　受講者には、認知症サポーターの証となる「認知症サポーターカード」をお配りします。皆さん、ぜひご参
加ください。

認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを目指して

認知症サポーター養成講座

ワークショップへの参加は、ぜひオレンジバスをご利用ください。
オレンジバスの時刻表は、町ホームページをご覧ください。

▲申込フォーム

▲認知症サポートキャラバン
マスコットキャラクター「ロバ隊長」

町ホームページ▶

あかし
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　10月1日（土）からインフルエンザ予防接種が始まりました。インフルエンザ予防接種をすることで重症化を
防ぐことができると言われています。また、乳幼児、高齢者には費用の一部を助成します。

子ども家庭課（乳幼児）　☎86-2872　　健康長寿課（高齢者）　☎86-2823問

町民課　町民活動係　☎86-2806問

★対　　象　町に住民票がある、生後6カ月から就学前までの人
★助成金額　1回につき1,000円（1人2回まで）※差額分は自己負担
★接種場所　東員町、いなべ市、桑名市、木曽岬町、四日市市内の一部医療機関
★接種期限　令和5年1月31日（火）
★そ の 他　東員町、近隣市町の一部医療機関に予診票があります。直接医療機関で接種してください。
　　　　　　予診票がない場合は子ども家庭課または笹尾連絡所までお越しください。

乳幼児

★対　　象　町に住民票があり、次に該当する人
　　　　　　（１）接種当日に65歳以上の人
　　　　　　（２）60歳以上65歳未満で心臓、じん臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極

度に制限される程度の障害を有する人およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日
常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人

★自己負担金　1,600円
★接種場所　県内の医療機関（県外での接種は全額自己負担）
★接種期限　令和5年1月31日（火）
★そ の 他　東員町、近隣市町の一部医療機関に予診票があります。直接医療機関で接種してください。
　　　　　　予診票がない場合は健康長寿課または笹尾連絡所までお越しください。

高齢者

　「行政相談」とは、国・特殊法人などの仕事について、行政相談員が皆さんから苦情や意見、要望をお聞き
し、その解決の促進を図る制度です。
　総務省では、10月17日（月）から23日（日）までの1週間を「行政相談週間」として、全国的にさまざまな
行事を行います。町では、年金・保険・税金・登記・道路・福祉など役所の仕事について相談できる「行政
相談所」を開設します。お気軽にご相談ください。

困ったら　一人で悩まず　行政相談

★日　　時　10月21日（金）9：30～11：30
★場　　所　ふれあいセンター　相談室1
★申込方法　電話でお申し込みください。
★申込期限　10月20日（木）
※毎年5、7、10、2月に行政相談所を開設してい
ます。
　次回は令和5年2月24日（金）にも開設予定です。

インフルエンザ予防接種インフルエンザ予防接種

行政相談週間行政相談週間

　行政相談員とは、総務大臣が委嘱している民間有識
者で、皆さんの身近な相談相手です。相談は無料で、
相談者の秘密は固く守ります。次の場所でも行政相談
に応じていますので、ご利用ください。

津市丸之内２６－８　津合同庁舎３階
総務省　三重県行政監視行政相談センター

０５７０ー０９０１１０
おこまりなら　まるまる くじょー ひゃくとうばん
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　ミュージカルに関するワークショップやひばりホールの舞台裏見学ツアーを
とおして、東員町の文化芸術に触れてみよう！ 募集案内など詳細は広報とうい
ん11月号でお知らせします。

『東員こどもミュージカル　ワークショップ＆発表会』

11月13日（日）～ 20日（日）

公演記念ギャラリー石垣 定哉 展
総合文化センター２階展示室で開催！

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

※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。

東員ミュージカル  第 10 弾！  with 演劇集団ローカルスーパースターズ

「碧の向こうへ　Homage for SADAYA ISHIGAKI」
オ マ ー ジ ュ 　 　 　 　 フ ォ ー 　 　 　      サ ダ ヤ 　 　 　 　 　          イ シ ガ キ

11月19日（土）17：30開演（開場45分前）
　 　20日（日）11：30開演（開場45分前）
　　　　　　　 16：00開演（開場45分前）
総合文化センター　ひばりホール
入場料（全席指定）  2,500円　
　※就学前のお子さんの入場はご遠慮ください。

チケット取り扱い場所
　•総合文化センター　☎86ｰ2816（8：15～ 17：00）
　•笹 尾 連 絡 所　☎76ｰ7100（8：15～ 17：00）
　•演劇集団ローカルスーパースターズ　☎090ｰ1722ｰ5930（伊井）

好評発売中

第34回 東員「日本の第九」演奏会
12月25日（日）　14：00開演（開場30分前）
入場料（全席指定）　大人1,500円・小人（中学生以下）500円
　　　　　　　　　　※就学前のお子さんの入場はご遠慮ください。
チケット販売開始日　10月20日（木）
チケット取り扱い場所　総合文化センター

問 社会教育課　☎86ｰ2816

東員ミュージカルの最新情報はこちらから▶
※ご来場の前に一度ご覧ください。
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問申 東員町スポーツ協会事務局（総合体育館内）　☎86ｰ2819　FAX 86ｰ2857　Eメール tsports@intsurf.ne.jp

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）

第２回　とういん駅伝大会
スポーツ協会  募集

日　　程　11月26日（土）　※小雨決行
場　　所　朝日ガスエナジー東員スタジアム・中部公園および周辺道路
参加資格　小学4年生以上であればどなたでも参加可
チーム編成　選手5人、補員2人以内
参 加 費　小学生の部、中学生の部：1チーム2,000円
　　　　　一 般 ・ 高 校 生 の 部：1チーム3,000円
定　　員　小学生の部：30チーム　中学生の部/一般・高校生の部：合わせて30チーム
　　　　　※申込多数の場合は、町内チームを優先で抽選
申込方法　申込用紙に記入のうえ、総合体育館窓口でお申し込みください（ＦＡＸ・Eメール可）
申込期限　11月7日（月）

※大会当日の9：30から競技終了までコース周辺の車両通行規制を行います。

町女子バレーボール大会
体育協会  募集

とういんフレンドリークラブ  募集

日　　時　11月6日（日）9：00～
場　　所　総合体育館
参加資格　15歳以上の女子
チーム編成　1チーム15人以内（監督・コーチ含む）

15～ 20歳の選手登録は6人以内、出場は
3人以内

競技規則　9人制ルールに準ずる
参 加 費　1チーム2,000円（当日徴収）
申込期限　10月27日（木）

町卓球さわやかダブルス大会
日　　時　11月27日（日）9：00～
場　　所　総合体育館
参加資格　高校生以上で町内在住・在勤者および町内

卓球クラブ加盟者
参 加 費　無料
申込期限　11月17日（木）
申 込 先　卓球専門部長　水本（☎76ｰ8948）

町民秋季グラウンドゴルフ大会
日　　時　11月17日（木）9：00～【予備日：24日（木）】
場　　所　朝日ガスエナジー東員スタジアム多目的グラウンド
参加資格　60歳以上の町内在住者
参 加 費　1人500円（申込時支払）
申込期限　11月7日（月）

ジュニア卓球（小中学生対象）

日　　時　12月3・10・17・24日（土）19：00～ 21：00
場　　所　総合体育館内卓球室
定　　員　15人（最小催行人数10人）
受 講 料　2,000円　※受講には別途会員入会が必要
　　　　　（入会金…年会費200円、スポーツ安全保険料800円）
申込期間　10月17日（月）～ 11月30日（水）　先着順
　　　　　総合体育館窓口でお申し込みください
　　　　　電話受付不可

初心者でも大丈夫！ラケットの持ち方から丁寧に指導します。
ラリーができるようになると楽しいよ！

とういん駅伝大会  コース全体図 通行止め

通行止め
通行止め 通行止め

歩道走行

歩道走行

駐車場

駐車場出入口

駐車場

通行止め

通行止め

通行止め員弁川

2

4

1
①中部公園管理棟
②中部公園遊びの広場
③朝日ガスエナジー東員スタジアム
④中央球場

【スタート時間】
小学生の部：9：45
中学生の部/一般・高校生の部：10：45

3

Lコース及び共通部分
Sコース
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問 図書館 ☎86ｰ2818

ズームアップおおだい ZOOM UP ODAI

問 大台町役場 産業課 ☎0598ｰ82ｰ3786

★人形劇開催のお知らせ★
図書館
だより

★
To
in
 L
ibr

ary
 Letter 2022.10 ★

Toin Library Letter20
22

.1
0

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）
★特別整理期間（蔵書点検および図書館システム更新)
　11月１７日（木）から１１月３０日（水）まで

日時　10月8日（土）・22日（土）・11月12日（土）
　　　 11：00～
場所　総合文化センター図書館横プレールーム

人形劇 「いかりのギョーザ」　上演

大台町の郷土菓子を紹介します
　大台町の郷土菓子「ないしょ餅」をご存じですか。
　ないしょ餅と呼ばれるようになったきっかけは「杵
で餅つきをすると音がして、餅をついていることが近
所に知れ渡り、おすそ分けをしなくてはいけなくなる
ので、棒で鍋の中の餅米をつつきながらこっそり食べ
ていたため」と言われています。別名「なべ餅」とも
呼ばれています。
　内緒にしておきたいほど美味しい「ないしょ餅」を
ぜひお買い求めください。
★販売場所　道の駅 奥伊勢おおだい
　　　　　　紀勢自動車道 奥伊勢PA（上下）

11月
日 月 火 水 木 金 土

＊ ＊

　 ＊ 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 ＊

＊

10月
日 月 火 水 木 金 土

28 29

　 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22

25 26 27

＊

23
30
24
31

ある日、コブタのブブコさんが帰ってくると、家の前にフライパンが落ちていました。
「そうだわ！これでギョーザを作りましょう！」
ブブコさんはさっそくギョーザを作り始めました。キャベツを刻んで、ニンニクに
ニラにねぎ…。準備は万端。
フライパンに火をつけようとすると「火はいらん…」
…え？「火はいらん、っていうとるやろ！」
なんと、突然フライパンがしゃべりだしました。いったいこのフライパンは…？
日　　　時　11月５日（土）〈２回公演〉
　　　　　　①10：00～ 11：00　（入場50人程度）
　　　　　　②11：45～ 12：45　（入場50人程度）
会　　　場　総合文化センター　図書館横　プレールーム
　　　　　　※入場整理券が必要です

配布開始日　10月12日（水）から（定員になり次第締切）
配 布 場 所　図書館カウンター

入場整理券の配布について
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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

市民活動体験会 町で活躍する市民活動団体の活動を体験してみませんか。  ※要予約　　　　

日時　10月22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 地域包括支援センター  ☎76ｰ6000　  第二地域包括支援センター  ☎76ｰ7771

地域包括支援センター通信　vol.15

日　時 団 体 名 内　　容 定　員 参 加 費

10/15
（土）

10/29
（土）

10：00

13：00

10：00

13：00

個人ボランティア　石崎恵美

オカリナ合奏グループ「カンターレ」

練功

東員自然の会

個人ボランティア　波多野真由美

10人

5人

10人

6人

6人

200円

無料

100円

無料

1,000円

「はじめてのバルーンアート」細長い風船をひね
って動物やお花を作ります
「オカリナ演奏体験」　
オカリナで簡単な曲を演奏しましょう
「ストレッチ体操で体幹を鍛えましょう」正しいスト
レッチ体操は肩こり、腰痛、ヒザ痛に効果があります
「自然のもので遊ぼう」木の実で工作、アサギマ
ダラの大好きなフジバカマでポプリ作り
「和の花でアレンジ」フラワーアレンジを作って
楽しみましょう

問 陶芸第一クラブ  ☎76ｰ8132（大山）

会員が丹精込めて作った花瓶に、自宅で咲いた花木
を生けて展示します。

自作の花瓶と生花展

日時　10月14日（金）～ 16日（日）
　　　10：00～ 16：00
場所　総合文化センター 2階 展示場

イベント情報

問申 とういん市民活動支援センター　☎86ｰ2866　 Eメール  shimin@town.toin.lg.jp

フレイル予防教室
　フレイル（虚弱な状態）は予防できます！皆さんの参加をお待ちしています。
★時　　間　10：00～ 11：30
★対　　象　町内在住で65歳以上の人
　　　　　　※全日程参加できる人で、フレイル予防教室（A・Bコース）に参加していない人
★定　　員　各コース15人
★内　　容　①運動　②栄養　③歯科口腔　④運動まとめ（１コース４日間）
　　　　　　※各コース同じ内容
★持 ち 物　動きやすい服装、室内靴、飲み物
★申込方法　電話でお申し込みください（先着順）

終活セミナー介護編
★日　　時　10月21日（金）9：30～ 11：00
★対　　象　町内在住の人
★定　　員　20人（先着順）
★場　　所　ふれあいセンター　会議室1　　
★内　　容　もしもに備える～介護編～
★申 込 先　地域包括支援センター・第二地域包括支援センター

認知症予防教室
★日　　時　10月26日（水）10：00～ 11：30
★対　　象　町内在住の人
★定　　員　15人（先着順）　　　 
★場　　所　笹尾コミュニティーセンター
★内　　容　予防の体操とお話　　
★申 込 先　第二地域包括支援センター

ＮＰＯカフェ

10月のテーマ「環境」

担当・申込先 実 施 日
Cコース 地域包括支援センター
 会場：ふれあいセンター
Dコース 第二地域包括支援センター
 会場：笹尾コミュニティーセンター

11月22日（火）・12月6日（火）
令和5年1月10日（火）・令和5年2月28日（火）
11月16日（水）・12月21日（水）
令和5年1月25日（水）・令和5年2月22日（水）
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第39回 東員町商工祭

★日時　10月16日（日）
　　　　9：00～15：00
★場所　中部公園
★内容

【ステージイベント】
・飛龍東員太鼓
・バルーンアートショー
・キッズダンス
・歌謡ショー
・バトンメイツフェニックス
・よさこい祭り　ほか
【バザーコーナー】
・商工業者や団体による展示、即売
・各種バザー
【大抽選会】
抽選で豪華賞品をプレゼント！
※開催内容など変更となる場合があ
ります。
※役場駐車場をご利用ください。
問 東員町商工会 ☎76ｰ2510

第55回 東員町文化祭

★期間　10月29日（土）
　　　　～11月6日（日）
　　　　※11月1日（火）は休館日
★場所　総合文化センター
★主催　東員町・東員町教育委員会
★主管　東員町文化協会

【オープニング式典】
★日時　10月29日（土）
　　　　13：00～
★場所　総合文化センター玄関前
★内容　民謡寿会による演奏と唄

【作品展】
★展示期間
前期：10月29日（土）～11月2日（水）
後期：11月3日（木・祝）～6日（日）
★時間　9：00～17：00

（各期とも初日は13：00から、最終
日は15：30まで）

※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。

★展示内容
・一般応募と文化協会会員作品
・公民館講座卒業生作品
※作品の応募状況により変更となる
場合があります。

【学校作品展】
★期間　10月29日（土）～11月6日（日）
★時間　9：00～17：00
★場所　総合文化センター　調理実
習室・展示室・美術工芸室

【大茶会（抹茶）】
★日時　11月6日（日）
　　　　10：00～15：00
★場所　総合文化センター　
　　　　和室前の庭園
★参加費（茶券）　
一般500円　18歳以下300円
※文化協会事務局で販売
※当日券あり

【囲碁大会】
10月23日（日）に予定していまし
たが、中止となりました。
問 東員町文化協会 ☎76ｰ7711

スマイルカフェ 
（認知症カフェ）

　もの忘れなどに不安のある人やそ
の家族が、気軽に訪れることができ
る集いの場です。また、本人や家族、
専門職や地域住民が集い交流を通し
て、お互いの理解を深めることがで
きます。お気軽にご参加ください。
★日時
10月   8日（土） 10：00～12：00
11月16日（水） 13：00～15：00
★場所　NPO法人　宅老所紫苑
　　　　（六把野新田138ｰ5）
★内容　正しい姿勢でウォーキング
　　　　※各日同じ内容
★参加方法　申込不要、直接会場に
お越しください。
問 NPO法人 宅老所紫苑 ☎88ｰ5708

健康相談・測定会

　体組成、血圧、血糖の測定および
健康相談を行います。
★日時　10月11日（火）
　　　　11月10日（木）
　　　　 8：30～12：30
　　　　13：30～16：30
★場所　保健福祉センター
★対象　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。
問 健康長寿課 健康づくり係 ☎86ｰ2823

家族介護教室

★日時　
①10月12日（水）13：30～14：30
②10月20日（木）13：30～14：30
★場所　
①笹尾コミュニティーセンター
②福泉寺（瀬古泉930）
★対象　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　①薬の基礎知識　
　　　　②ゆったり～寺ヨガ
★講師　①吉田 武人 薬剤師　
②南川 逸見 ヨガインストラクター
★定員　各日15人
★参加費　無料
★参加方法　電話でお申し込みくだ
さい。
問 パークレジデンス介護支援専門員 
　 ☎76ｰ0760

イベント

健康・福祉
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家族介護支援事業

　季節の食材を使って一緒に料理を
しませんか。
★日時　10月19日（水）
　　　　10：00～12：00
★場所　NPO法人　宅老所紫苑
　　　　（六把野新田138ｰ5）
★内容　旬の食材でおいしい料理
★講師　伊藤 環奈 氏
★参加費　無料
★参加方法　電話でお申し込みくだ
さい。
問 NPO法人 宅老所紫苑 ☎88ｰ5708

献血に行こう！

　三重県赤十字血液センターでは、
新型コロナウイルス感染症対策を徹
底した上で、安全な献血会場の運営
に取り組んでいます。尊い命を救う
ため、400ml献血を行いますので、
ご協力をお願いします。
★日時　10月26日（水）
　　　　9：30～12：00
★場所　保健福祉センター
★対象　男性は17歳～69歳、女性 
は18歳～69歳で、かつ男女とも
50kg以上の人（65歳～69歳の人
は60歳～64歳までに献血の経験
がある人に限ります）
※当日は薬を飲んでいても献血をお
願いできる場合があります。詳し
くは三重県赤十字血液センター（☎
0120ｰ05ｰ5632）までお問い合わ
せください。
問 健康長寿課 健康づくり係 ☎86ｰ2823

認知症家族介護者相談会

　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　11月10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。
問 健康長寿課 健康づくり係 ☎86ｰ2823

ハートリフレッシュ相談 
～こころの健康相談～

　最近訳もなくイライラが募ったり、
困っていることはありませんか。病
院へ行くほどではないことでも、1
人で悩まず相談してみませんか？
★日時　11月16日（水）
　　　　13：30～16：30
★場所　保健福祉センター
★担当　大仲さつき病院医師
★申込期限　11月14日（月）
★申込方法　電話でお申し込みください。
問 健康長寿課 健康づくり係 ☎86ｰ2823

特定健康診査 
後期高齢者健康診査

　7月から始まった特定健康診査の
受診期限は、11月30日（水）まで
です。特定健康診査は、生活習慣病
の発症予防や早期発見・改善を目的
としています。
　なお、協会けんぽ（旧政府管掌健
康保険）、健康保険組合、共済組合
保険などの加入者は、受診期間が異
なりますので、各保険者へお問い合
わせください。
※新型コロナウイルス感染症拡大の
影響により、変更または見合わせて
いる場合があります。受診の際は医
療機関にお問い合わせください。

★対象　
・40歳から74歳までの国民健康保
険加入者
・75歳以上の後期高齢者医療保険
加入者

母子保健推進員（母
ぼ

推
すい

さん） 
募集中です！

　子育て家庭を見守るサポーターと
して一緒に活動しませんか？
★主な活動内容
こんにちは赤ちゃん訪問、幼児健診の
受付などの補助、離乳食教室の託児
★応募条件
・町内在住の育児経験がある、また
は母子保健に関する知識や子育て支
援に興味や熱意がある人
・研修、交流会への参加やボラン
ティア活動ができる人
★応募期限　11月30日（水）
応募方法など詳しくは町ホームペー
ジをご覧ください。

　　　　　　　町ホームページ▶

問 子ども家庭課 子ども総合相談室 
　 ☎86ｰ2872

三重県最低賃金が 
「時間額933円」に改定

　三重県最低賃金は、10月1日から
31円引き上げられて「時間額933円」 
になりました。なお、特定の産業に 
該当する事業場で働く労働者には、特 
定（産業別）最低賃金が適用されます。
　また、中小企業支援のための業務
改善助成金制度などの支援策があり
ますので、ぜひご活用ください。
問 三重労働局 労働基準部賃金室 
　 ☎059-226-2108

募 集

お知らせ

【特定健康診査に関すること】
保険年金課 ☎86ｰ2805

【後期高齢者健康診査に関すること】
三重県後期高齢者医療広域連合
☎059ｰ221ｰ6884

問
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女性の再就職、 
キャリアアップを応援します

　再就職への不安や悩みを解消し、
スキルアップをサポートする研修の
ほか、専属のキャリアコンサルタン
トによるキャリアカウンセリング、
就職相談、企業見学、職場体験など
をとおして、自分らしい働き方や希
望に沿った仕事探しをお手伝いしま
す。詳しくは町ホームページをご覧
ください。

　　　　　　　町ホームページ▶

問 公益財団法人 三重県産業支援センター 
　 ☎86ｰ2806

里親月間

　里親制度とは、親の病気や事故、
教育困難などのさまざまな事情で、
保護者と一緒に暮らせない子どもを
家庭へ迎え入れ、温かい愛情と正し
い理解を持って養育する制度です。
県内では、約200世帯が里親に登
録されていますが、子どもたちが住
み慣れた地域で生活していくために
は、より多くの里親が必要です。
　里親についてオンライン説明会や
座談会などを開催していますので、
関心のある人はホームページをご覧
いただくか、お気軽にお問い合わせ
ください。

　　　　　　　　ホームページ▶

福祉フェア

　東員町福祉事業所連絡協議会によ
る『福祉フェア』を開催します。
★日時　10月23日（日）
　　　　10：00～15：00
★場所　イオンモール東員　カブキ
コート
★内容　町内の福祉サービス事業所
の紹介、介護用品の展示、介護・福
祉相談、健康相談を行います。また
ボランティアによるハーモニカ演奏
も行います。

「リサイクルの森」 
体験プログラム

　トイレットペーパーの芯でリース
作り
★日時　10月29日（土）
　　　　10：00～／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・東員町・木曽岬町
在住の人
★定員　各回5グループ、25人
※先着順
※小学生以下の人は保護者同伴
※お子さんは上靴持参
★申込方法　電話でお申し込みくだ
さい。
★申込期限　10月28日（金）
　　　　　　※土・日曜日を除く

モノ・コトショップ同時開催！ 
10：00～15：00

問 桑名広域清掃事業組合 
　 リサイクルの森 ☎87ｰ5133

民事介入暴力巡回無料法律相談

　暴力追放三重県民センターによる
「民事介入暴力巡回無料法律相談」
を開催します。暴力団などからの不
当な要求や嫌がらせなどにお困りの
人に対し、専門的な相談を取り扱う
センター相談委員や警察官、弁護士
が直接皆さんからの相談をお聞きし
ます。
※相談無料、秘密厳守します。
★日時　10月27日（木）
　　　　13：00～16：00
★場所　四日市市総合会館7階
　　　　（四日市市諏訪町2ｰ2）
問 いなべ警察署 ☎84ｰ0110

福祉の就職フェアinみえ

　福祉・保育などの仕事を探してい
る人を対象に、就職説明会を開催し
ます。また、福祉について相談でき
る「おしえて福祉のこと」も実施し
ます。
★日時　10月30日（日）
第1部　10：30～12：00（21法人）
第2部　14：00～15：30（20法人）
★場所　イオンモール津南 3階
イオンホール
★対象　福祉・保育などの職場に就
職希望または関心のある一般・学生
★申込方法　電話または特設サイト
からお申し込みください。
★申込期限　10月27日（木）

　　　　　　　　　特設サイト▶

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

東員町福祉事業所連絡協議会事務局
（東員町社会福祉協議会内）
☎76ｰ1560

問

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ええやん♡里親
☎059ｰ327ｰ7700（平日9：00～17：00）

問

10月
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東員町最終処分場 
申請方法の変更について

　最大積載量1,000キログラムを
超える車両で、東員町最終処分場に
土砂等を搬入する場合は、自動車車
検証の原本を申請時に提示していた
だくことになりました。ご理解いた
だきますよう、よろしくお願いいた
します。
問 みらい環境課 ☎86ｰ2807

ハッピードリームサーカス 
桑名公演

　ハッピードリームサーカス桑名公
演が開催されます。町内在住・在学・
在勤の人は、特別割引前売券が購入
できます。皆さん、ぜひお越しくだ
さい。
★日程　
12月9日（金）～令和5年3月5日（日）
★場所　イオンモール桑名　臨時駐
車場特設テント
★チケット購入　チケットぴあ
★販売期限　令和5年1月30日（月）

　　　　　　　　チケットぴあ▶

主催：三重テレビ放送株式会社
後援：東員町・東員町教育委員会

※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。

★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

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～

問 政策課 広報秘書係 ☎86ｰ2862

　例年水谷俊郎町長が100歳を迎える人を訪問し、長寿をお祝
いしていますが、今年は新型コロナウイルス感染症の影響で、中
止となりました。今回はお名前のみの紹介となりますが、皆さん
本当におめでとうございます。

100歳おめでとうございます！

・安藤 貞子 さん（笹尾東）

・谷口 ふみゑ
え

さん（城山）

・大塚 みさ子 さん（城山）

・杉山
か

づゑ
え

さん（長深）

・中山 きみ子 さん（南大社）

・石垣 久 さん（北大社）

【公演について】
ハッピードリームサーカス事務局
☎059ｰ223ｰ3380（三重テレビ内）

（平日10：00～12：00、13：00～17：00）
【チケットについて】
チケットぴあ名古屋 ☎0570ｰ07ｰ8833

（平日11：00～17：00）

問

～スペシャル番組～
東員第一中学校　体育祭
★日　時　10月14日（金）～20日（木）　19：15～　（予定）
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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

親子ミニサロン「ベビーヨガ」　定員8組程度 10月25日（火）　　10：15～11：15

おしゃべりサロン（2歳児）　定員5組程度 11月 1日（火）　　10：15～11：15

親子ふれあい広場「公園へ行こう！」　定員15組程度 11月 5日（土）　　10：00～11：00
※土曜開放日は中止します

※要予約

※要予約

月～金曜日
※第1・2部のみ利用制限あり

子育て支援センター 場所：子育て支援センター　ふれあいセンター2階

問 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

ふ れ あ い 相 談
相談内容 日　時 場　所 問い合わせ

出張年金相談 10月13日（木）・20日（木）・27日（木）
11月10日（木）・17日（木）・24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

心配ごと相談・無料弁護士相談 10月16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
11月 7日（月）　 9：30～11：30 ふれあいセンター

消費生活相談 10月14日（金）　
10月28日（金） 9：00～12：00
11月11日（金）　

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 11月 2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

法律に抵触する場合は、相談に応じること
ができません。

※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。

※要予約

※予約不要

子ども総合相談室
イベント名 日　時 内　容 場　所 申し込み

1歳6か月児健康診査 10月20日（木）
13：00～

問診、歯科・内科健診、身体計測、相談
対象　令和3年2月1日～3月31日生の幼児

保健福祉センター

不要
対象者に通知します

離乳食教室後期 11月8日（火）
受付9：50～

離乳食（後期・完了期・幼児のおやつ）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

11月2日（水）まで
定員10人

※要予約

※要予約

キリトリキリトリ

10/16（日）
13：00 キックオフ vs 東京武蔵野ユナイテッド FC

※本券で 4名様までご入場
できます。芝生ゾーンおよ
びスタンドゾーンでお使い
いただけます。無料招待券

朝日ガスエナジー東員スタジアム

東員町の皆さん

10/30（日）
13：00 キックオフ vs 高知ユナイテッド SC

※本券で 4名様までご入場
できます。芝生ゾーンおよ
びスタンドゾーンでお使い
いただけます。無料招待券

朝日ガスエナジー東員スタジアム

東員町の皆さん

10/30（日）
13：00 キックオフ vs 高知ユナイテッド SC

※本券で 4名様までご入場
できます。芝生ゾーンおよ
びスタンドゾーンでお使い
いただけます。無料招待券

朝日ガスエナジー東員スタジアム

東員町の皆さん
キ
リ
ト
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リ
ト
リ

キ
リ
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リ
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リ
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広報カレンダー　　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。
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ま
す●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。

ちきゅう
に

や
さしい

　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。

選手寺尾 憲祐
ヴィアティンマ

ルシェ

毎回開催！
ヴィアティンマ

ルシェ

毎回開催！

PICK UP ！PICK UP ！

10/16（日）
13：00 キックオフ vs 東京武蔵野ユナイテッド FC

11:00～

※本券で 4名様までご入場
できます。芝生ゾーンおよ
びスタンドゾーンでお使い
いただけます。無料招待券

10/30（日）
13：00 キックオフ vs 高知ユナイテッド SC

朝日ガスエナジー東員スタジアム

キリトリ

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ

キリトリ

東員町の皆さん

生年月日：1998/10/27　身長：167cm　体重：58kg
出身地：三重県桑名市　所属チーム経歴：桑名久米 SC→
ヴィアティン北勢 FC（ヴィアティン U-15）
→四日市中央工業高校→FC マルヤス岡崎
得意なプレー：ドリブル突破、チャンスメイク
サッカーを始めた年齢：6 歳　好きな選手：中村 俊輔 選手
好みのタイプ：一緒に笑ってくれる人
東員町の皆さんにひとこと：
僕たちと一緒に J3 昇格の壁をぶち破りましょう！！！

※本券で 4名様までご入場
できます。芝生ゾーンおよ
びスタンドゾーンでお使い
いただけます。無料招待券

朝日ガスエナジー東員スタジアム

東員町の皆さん

　　　　　　　　 国民健康保険料（４期分）……10 月 31 日　　　後期高齢者医療保険料（４期分）……10 月 31 日
　　　　　　　　 介護保険料（４期分）…………10 月 31 日　　　町県民税（３期分）……………………10 月 31 日今月の納付は

●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。

vol.25

マタニティ教室パート１
9 月号 P23

よみきかせ会　P17
スマイルカフェ

（認知症カフェ）　P19

親子ミニサロン
9 月号 P23
健康相談・測定会 P19

妊婦・育児相談　
9 月号 P23
家族介護教室①　P19

離乳食教室前期　
9 月号 P23
出張年金相談　P23

消費生活相談　P23 大仲さつき病院　市民
公開講座　9 月号 P20
空き家対策セミナー　9 月号 P20

東員町商工祭　P19
心配ごと相談・
無料弁護士相談　P23

ほんわかシアター
によるミニシアター
9 月号 P23

家族介護支援事業
P20

家族介護教室②
P19

1 歳 6 か月児健康診査
P23
出張年金相談　P23

行政相談日　P14
終活セミナー介護編　P18

よみきかせ会　P17
NPO カフェ　P18

福祉フェア　P21 親子ミニサロン　P23 認知症予防教室　P18
献血の日　P20

民事介入暴力巡回
無料法律相談　P21
出張年金相談　P23

認知症サポーター
養成講座　P13
消費生活相談　P23

東員町文化祭（～11/6）　P19
「リサイクルの森」
体験プログラム　P21

おしゃべりサロン
（2 歳児）　P23

若者サポートステー
ション出張相談　P23

親子ふれあい広場　P23

多湖 瑛
えい

大
た

くん　（10カ月）

つよくて優しい男の子になりますように。
生まれてきてくれてありがとう。

　　　（鳥取：聡志さん・麻由さん）


