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私たちの憩いの場  中部公園

や
っ
ぱ
り
中
部
公
園
だ
ね

TOIN マルシェ（P2 特集）



 年間約13万人が訪れている中部公園。町内・外を問わず多くの人が、自然とふれあえる憩いの場として利用して
います。今回はそんな東員町の代表する人気スポット中部公園を取り上げます。

　中部公園の管理人 大倉 美里さんは、中部公園の
管理運営に携わって6年目、今ではパークゴルフの常
連さんに「美里ちゃん、おはよう」と声をかけても
らうなど中部公園の顔になっています。
　今回は、そんな大倉さんが中部公園の魅力を紹介
します。

　9月17日に芝生広場でTOINマルシェが行われまし
た。新型コロナウイルスの影響で2年間中止となって
いましたが、感染拡大も落ち着き、ようやく今年開
催することができました。

　台風接近のため１日だけの開催となりましたが、
来場した皆さんは久しぶりのTOINマルシェを満喫し
ていました。

　中部公園は、子どもか
ら大人まで皆さんに愛
される公園です。休日や
イベント開催時には、町
内外から多くの人が来園
し、とてもにぎやかな雰
囲気になります。しかし、
実は、平日の朝や夕方は
とても静かで、特に園内
樹木の四季折々の景色
にはとても心が癒され
ます。

私たちの憩いの場

中部公園

中部公園の魅力を紹介
TOINマルシェ

大倉 美里 さん
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　やっぱり中部公園といえばローラー滑り台。
　こんなに大きな複合遊具がある公園は、県内でも珍し
いと思います。皆さんも一回は滑ったことがあるのでは
ないでしょうか？もし滑ったことがない人は、絶対一度
は滑ってみてください。

ローラー滑り台

　パークゴルフコースは、大人向けのうめコース、
シャクヤクコース、そして、子ども向けのジュニ
アコースの３種類あります。

うめコース、シャクヤクコー
スには長短いろいろなコース
があり、本格的なパークゴル
フが楽しめます！

パークゴルフ

　健康遊具は、西側道路付近に設置されていて、いろいろ
な種類の器具で軽い運動ができます。
　中部公園内をウォーキングやランニングする人は、途中
で健康遊具も利用しています。

　園内には、たくさんの種類の樹木が植えられているので、四季の変化を楽しむことができます。

健康遊具

四季折々の風景

1．春　紫がきれいなフジ
2．夏　ピンクが鮮やかな百日紅（サルスベリ）
3．秋　秋の深まりを告げる紅葉
4．冬　公園の雪景色

1 2 3

4
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　管理棟南側芝生広場に「マメマチCAFE」がオープンしま
した。この施設は、ハウスメーカーの株式会社 一条工務店
のグループ会社である株式会社 日本産業から企業版ふるさ
と納税として寄付されたもので、モバイル建築と呼ばれる
移動式コンテナハウスを活用して建てられています。
　施設屋根には、90枚の太陽光パネルが設置され、１時間
あたり最大22.5ｋW発電することができます。また、発電
した電気を蓄電する機器も備え付けられています。
　このような機能性から、災害時には物資供給の拠点やモ
バイル建築ならではの被災地へ移動して活用することがで
きるもので、平時は中部公園を利用する人が楽しんで過ご
してもらえるように飲食と物販を行う施設として利用し
ます。

　8月10日、東員町観光振興会と「中部公園内飲食・物販施設運営管
理等に関する基本協定」を締結し、今後10年間東員町観光振興会がマ
メマチＣＡＦＥの運営管理などを行っていく予定です。

東員町観光振興会と基本協定を締結
しました

▲9月17日に行われたマメマチCAFE除幕式の様子

施設内の机やイスは東員町と友好親善提携をしている　
大台町の木材を使用しています▶

基本協定締結式の様子　櫻井 省三会長（左）水谷町長（右）▶

マメマチCAFEが
オープン！
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　昭和のおかあさんが作るような昔ながらの味と、わにさん堂オリジナルの味を大切にしています。お昼は、ボ
リューム満点で皆さんに満足して帰ってもらえるような日替わりランチを用意しています。

おおきなワニのぬいぐるみが目印！

　東員町産大豆で作った黒きな粉をふんだんに使った「煎りたて黒きなこ氷」が一番人気です。この黒きな粉は、
大豆粉を焙煎してしっかりと焼き上げているため、黒きな粉の香りが口の中いっぱいに広がり、自家製の蜜と生
クリームが相性抜群で、ここにしかないかき氷を味わうことができます。

東員町産
黒きな粉が味わえるお店

黒きな粉がモリモリにのってい
ます。冬には、黒きな粉を使っ
たパフェを販売する予定です。

おススメのランチは、毎週水
曜日のオムライスです。
自家製だれを使ったマメマチ
とんてきもはじめました！

黒きな粉は、健康や美容に
もいいと言われていますの
で、一度ご賞味ください！

メ～テレ（名古屋テレ
ビ放送）の朝の情報番
組「ドデスカ！」で紹
介されました！

東員Lab．

わにさん堂

東員きなこ研究所

南山 紗来 さん
さ ら

店主 安達 真実 さん

煎りたて黒きなこ氷

入口でかわいいワニのぬいぐるみが▶
皆さんをお出迎えしています！

お店DATA 　10：00～15：00（定休日：月・火　※月曜が祝日の場合、水曜日）

お店DATA 　9：00～17：00（定休日：月）

マメマチCAFEのお店紹介

▲
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　児童たちが一流の文化芸術に触れることで、豊か
な心を育んでほしいと、笹尾西小学校で「伶楽舎」
による雅楽の巡回公演が行われました。公演では、
楽器の説明や演奏会、舞の披露が行われ、児童たち
は雅楽の世界を楽しんでいました。最後に児童たち
に雅楽をより身近に感じてもらうため「あんたがた
どこさ」と「笹尾西小学校校歌」を雅楽に編曲した
ものが演奏されると、児童たちは歌を口ずさみなが
ら聞き入っていました。

笹尾西小  雅楽の体験
　町で行われているさまざまな文化芸術活動の向上
のため、第１回東員町文化芸術基本条例策定委員会
が開かれました。委員会は10人の委員で構成され、
この日は委員を代表して三重大学 特命副学長 朴
恵淑さんに委任状が交付されました。その後「東員
町らしさを前面に出すこと」などについて話し合い
が行われました。今後は条例の策定に向けて、議論
を進めていきます。

　「私の地元応援募金」で集められた寄付金の目録
贈呈式が行われました。この募金は、明治安田生命
保険相互会社の取り組み「地元の元気プロジェク
ト」の一環で行っているもので、より豊かな地域社
会づくりを応援するため、従業員がゆかりのある地
域を指定して募金したものです。今回の寄付金は、
フレイル予防の活動や健康長寿を実現する取り組み
に活用する予定です。

　四日市大学と東員町との包括連携協定締結式が行
われました。この協定は、四日市大学と東員町が持
つ人的・知的・物的資源を活用し、幅広い分野で連
携および協力することによって、地域を担う人材育
成と新たな価値の創造による地域社会の発展を目的
としています。四日市大学の岩崎 恭典学長は「大
学と町がお互いに有益となるような関係性をつくり、
町にあるさまざまな資源を有効活用していきたいで
す」と話していました。

9/20

明治安田生命  寄付金贈呈9/20 包括連携協定締結式9/22

文化芸術基本条例策定委員会9/16

けいしゅく

ぱ く

れいがくしゃ

6 広報とういん  令和4年11月号



　株式会社 大垣共立銀行が、シグマー技研 株式会
社が発行した「OKB地域応援私募債『拍手喝
債』」の発行手数料の一部を利用して、東員第一中
学校にシグマシュレッダ１台を寄贈しました。今回
の寄贈は、シグマー技研 株式会社 代表取締役 林
正人さんの「母校である一中の役に立ちたい」とい
う思いで実現したのものであり、一中の島田 真也
校長は「シュレッダーはもちろん、地元の企業が地
域に貢献している姿を生徒たちに見てもらえること
がうれしいです」と話していました。

シグマシュレッダ贈呈
　とういんスポーツフェスタ with ヴィアティン
三重がアサスタで行われ、大人から子どもまでおよ
そ600人が来場しました。この日はキックターゲッ
トや体力測定、ディスクゴルフなどの常設イベント
と、サッカー体験や青空ストレッチ、健康体操など
の体験教室が開かれました。
　幅広い年代の人が楽しめるイベントが多く、参加
した皆さんは、夢中になって体を動かし、気持ちよ
く汗を流していました。

　教育委員の松宮 あけみさんが任期満了に伴い、
10月１日付けで再任されました。松宮さんの任期
は４年で、これまでの教育委員としての経験や知識
を活かして、引き続き町の教育発展のため活動され
ます。

9/26

教育長に日置 幸嗣氏が就任10/6

とういんスポーツフェスタ10/1

教育委員に松宮 あけみ氏が再任
　岡野 讓治教育長が任期満了に伴い退任し、新し
い教育長として、神田小学校校長などを歴任した日
置 幸嗣さんが就任しました。
　日置教育長は「東員町で子育てをしたいと思って
いる保護者の期待に応えるためにも、さまざまな課
題を乗り越えて、東員町の教育を前進させていきた
い」と話していました。任期は３年で、町の教育発
展のため活動されます。

7広報とういん  令和4年11月号



大人の役割

　「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」は、子どもの基本的人権を国際的に
保障するために定められた条約です。 18歳未満の児童（子ども）を権利の主体と位置
づけ、大人と同様一人の人間として人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護
や配慮が必要な子どもならではの権利も定めています。

思いやりの心を伝えよう
　子どもはさまざまな経験をとおして、ル
ールやマナーを身に付けます。そして、自
分の気持ちの伝え方や相
手がどう思うかを学び、
成長していきます。
　うまくいかないときに
は大人のサポートも必要
です。

子どもの思いを受け止め、
気持ちをくもう

　大人が子どもの言葉や表情・しぐさなど
から思いを受け止めることで、子どもは気
持ちが落ち着き、大切にさ
れていると感じます。
　子どもの気持ちに寄り添
い、一緒に考え、支えるこ
とも大切です。

子どものがんばりを認めよう
　褒められることはうれしいだけではな
く、子どものやる気につながります。
　上手にできたときはもちろん、うまくい
かなかったときでも、挑戦
したことや頑張ったところ
を見つけ、具体的に褒めま
しょう。

子どもが安心できる環境をつくろう
　安心・安全な環境は、子どもの健やかな
成長には欠かせません。
　そして、信頼してい
る大人が見守ってくれ
ていることで、子ども
は安心してさまざまな
ことにチャレンジでき
ます。

「子どもの権利条約」「子どもの権利条約」
知っていますか？知っていますか？

この条約は大きく分けて４つの権利を守るように定めています

生きる権利
住む場所や食べ物があ
り、医療を受けられる
など、命が守られるこ
と。

育つ権利
勉強したり遊んだりし
て、持って生まれた能
力を十分に伸ばしなが
ら成長できること。
 

守られる権利
紛争に巻き込まれず、
難民になったら保護さ
れ、暴力や搾取、有害な
労働から守られること。

参加する権利
自由に意見を表した
り、団体を作ったりで
きること。

子どもが毎日を安心して過ごし、健やかに成長するために、
大人は何をしたらいいんだろう？
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子ども家庭課　☎86-2872問

町ホームページ　
子どもの権利条例概要版▶

▲令和3年度子どもの権利ワークショップの様子

　町では「みんなと一歩ずつ未来に向かっていく東員町子どもの権利
条例」（平成27年6月制定）を制定しています。この条例では、毎年
11月20日を「とういん子どもの権利の日」と定め、この時期に、町
内の小・中学生は「子どもの権利」について学んでいます。
　皆さんもこの機会に「子どもの権利」について考えてみませんか？
地域の皆さんや保護者に向けた「東員町子どもの権利条例概要版（大
人用）」を町ホームページに掲載していますので、ぜひご覧ください。

11月20日は「とういん子どもの権利の日」

東員町も「子どもの権利条例」を制定しています

11月は
　「児童虐待防止推進月間」
 ～「もしかして？」ためらわないで！
　　　　　１８９（いちはやく）～

11月12日～25日は
　「女性に対する暴力を
　　　　なくす運動」期間

　子ども虐待とDＶ（配偶者からの暴力）は、家庭内の暴力として
密接な関係にあります。
　町では、児童虐待の防止と女性に対するあらゆる暴力の根絶に
向けた啓発、悩んでいる人に「相談してください！」というメッ
セージを込めて、東員駅でシンボルカラーを施したツリーの展示
やポスター、チラシの掲示を行います。ぜひお立ち寄りください。

 【実施期間】11月11日（金）～28日（月）
※オレンジは「児童虐待防止推進月間」、紫は「女性に対する暴力をなく
す運動」のシンボルカラーです。

　子ども虐待とDＶ（配偶者からの暴力）は、家庭内の暴力として
密接な関係にあります。
　町では、児童虐待の防止と女性に対するあらゆる暴力の根絶に
向けた啓発、悩んでいる人に「相談してください！」というメッ
セージを込めて、東員駅でシンボルカラーを施したツリーの展示
やポスター、チラシの掲示を行います。ぜひお立ち寄りください。

 【実施期間】11月11日（金）～28日（月）
※オレンジは「児童虐待防止推進月間」、紫は「女性に対する暴力をなく
す運動」のシンボルカラーです。

虐待かも？と思ったら
児童相談所虐待対応ダイヤル「189」
三重県北勢児童相談所　☎059-347-2030
子ども家庭課　　　　　☎86-2875
（子ども家庭総合支援拠点）

一人で悩まず相談してください！
内閣府男女共同参画局　DV相談ナビ「＃8008」
三重県女性相談所　　　☎059-231-5600
三重県北勢福祉事務所　☎059-352-0557
子ども家庭課　　　　　☎86-2872
（子ども総合相談室）
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　東員町の人事行政について理解を深めていただけるよう、町職員の給与や勤務条件などの状況をお知らせします。
※該当のない項目は省略しています。

職員の任免および職員数に関する状況

町職員の給与などを公表します

人事評価の状況

人件費の状況

職員給与の状況

職員数（各年度４月１日現在）

※町長、副町長、教育長を除きます。

新規採用者数（令和4年4月1日）

　職員一人ひとりの能力と業績に対応した人事管理を行うため、人事評価を実施しています。その評価結果
を反映し、職員の意識改革と能力開発につなげています。

※人件費には、特別職、会計年度任用職員に支給される給料、報酬などが含まれています。

※「平均給与月額」とは、給料月額と扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当など諸手当を含めたものです。

議会
総務
税務
民生
衛生
農水
土木
小計

上水道
下水道
その他
小計

3人
40人
10人
83人
5人
9人
8人

158人
52人
4人
4人
6人
14人
224人

3人
36人
10人
83人
6人
9人
8人

155人
53人
4人
4人
6人
14人
222人

0
－4
0
0

＋1
0
0

－3
＋1
0
0
0
0

－2

区　分 令和3年度 令和4年度 対前年
増減数

教育部門

合計

一
般
行
政
部
門

公
営
企
業
等

一般職
保育士・幼稚園教諭
保健師
技能労務職
合計

4人
3人
1人
0人
8人

職　種 人数

退職者数（令和3年度中）

定年退職
普通退職
割愛退職
合計

7人
2人
1人
10人

区　分 人数

人件費の状況（令和3年度普通会計決算）

94億7,223万5千円 21億3,282万円
歳出額（A） 人件費（B）

17.7％
前年度人件費率

22.5％
人件費率（B/A）

平均給料月額、平均給与月額の状況（令和4年４月１日現在）

一般行政職
技能労務職

292,119円
227,253円

区　分 平均給料月額
39歳5月
53歳1月

平均年齢
349,460円
250,279円

平均給与月額
初任給の状況（令和4年４月１日現在）

一般
行政職

182,200円
150,600円

区　分 東員町
大学卒
高校卒

189,200円
154,900円

三重県

経験年数別給料（令和4年４月１日　行政職給料表（1））

10年
15年
20年

対象者なし
対象者なし
対象者なし

経験年数 高校卒
280,325円
305,500円
363,940円

大学卒

10 広報とういん  令和4年11月号



総務課　人事係　☎86-2800問

※職員手当に退職手当は含まれません。
※職員数は令和3年4月1日現在

職員給与費の状況（令和3年度普通会計決算）

210人 6億9,372万1千円

職員数
（A）

給　与　費
給料

1億2,799万8千円
職員手当

2億7,954万9千円
期末・勤勉

11億126万8千円
計（B）

524万4千円

1人当たりの
給与費（B/A）

※期末手当には給料月額の15％の加算措置があります。

町　長
副町長
教育長

特別職
780,000円
615,000円
569,000円

報酬月額
4.25月分
4.25月分
4.25月分

期末手当（年間）

職員研修状況

基本研修

区　分

87人

実務・専門研修 466人

派遣研修 4人

受講者数
（延人数）

基本的な業務を遂行するために必要な基礎的かつ一般的な知識を習得するとともに、
町職員として基礎的な心構え、姿勢を養う。
・ワンステップ研修　　　　　　　・フォーステップ研修
・ツーステップ研修　　　　　　　・マネージャー研修
・スリーステップ研修　　　　　　・リーダー研修　など
職務のニーズに応じた専門知識を身につけることを目的とする。
・給与実務研修　　　　　　　　　　　・介護保険事務担当者研修会
・防災研修　　　　　　　　　　　　　・麦栽培研修会
・サイバーセキュリティ研修　　　　　・用地新任職員研修会
・税法研修会　  　 　　　　　　　　　・三重県保育総合研修会
・市町障がい福祉担当職員基礎研修　　・図書館司書講習　
・母子事例検討会　　　　　　　　　　・議会事務職員勉強会　など
外部の研修機関に派遣し、同じ課題を持つ人と情報を交換し、自己能力の向上を目的
とする。
・自治大学校
・全国市町村国際文化研修所　への派遣

内　容

　平成28年4月1日の改正地方公務員法等の施行により、東員町職員の退職管理に関する規則を定め、必要
な措置を講じています。

職員の勤務時間

8：15～17：00 38時間45分
1日の勤務時間 1週間の勤務時間

勤務条件に関する措置要求
不利益処分に関する不服申し立て

無
無

業　務 件数

有給休暇の取得状況（令和3年1月1日～12月31日）

229人 13.1日
対象職員数 平均取得日数

35.2％
取得率

職員の分限および懲戒処分の状況

分限処分 休職 3人
区　分 人数

心身の故障
処分事由

特別職報酬の状況

職員の退職管理の状況

勤務条件や研修の状況

公平委員会における業務の状況
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健康長寿課　健康づくり係　☎86-2823問

フレイルサポーター 2期生募集
　フレイルサポーター1期生が誕生して約1年が経ちます。1期生の皆さんは、地域へ出向きフレイルについ
ての説明やフレイルチェックをするなど、フレイル予防活動をしています。そこで、今年度もフレイルサポ
ーターになるための養成講座を実施します。毎日を元気に過ごすため、フレイル予防を広める「フレイルサ
ポーター」になりませんか。活動をとおして、自分自身も周りの人も、みんなで元気に過ごしましょう！

フレイル予防で毎日を元気に

★日　　時　11月28日（月）9：30～17：00
　　　　　　11月29日（火）9：00～12：00　※両日受講していただきます。
★場　　所　役場西庁舎　201会議室
★対　　象　40歳以上で、ボランティアとして他のサポーターと一緒に活動できる人
★内　　容　・フレイルサポーター養成のための講義
　　　　　　・フレイルチェックの実習
★定　　員　20人（先着順）
★参 加 費　無料
★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　11月25日（金）

【事業に関すること】北勢線事業運営協議会事務局　北勢線対策室　☎24-1247
【鉄道に関すること】三岐鉄道株式会社　鉄道部　運輸課　☎059-364-2143
問

北勢線で健康相談
　北勢線事業運営協議会では、三岐鉄道株式会社と中北薬品株式会社の協力のもと、北勢線の電車内で健康
相談ができる「健康相談列車」を運行します。目的地に着くまでの時間に、電車内で健康相談を受けてみませ
んか。

「公共交通」 × 「健康増進」

★運行日時
　11月17日（木）

★内　　容
　電車内で、AGEs（最終糖化産物）蓄積レベルや骨強度の測定と、測定結果や日ごろ
の健康に関する心配事について、管理栄養士からアドバイスを受けられます。
★参 加 費
　相談無料（乗車券の購入は必要）
★申込方法
　申込不要（先着順）
★そ の 他
　西桑名方面は最後尾、阿下喜方面は先頭車両で行います。

▲フレイルサポーター１期生の皆さん

楚　原
13：21発
14：42
15：14

東　員
13：32
14：32
15：32
16：29

西 桑 名
13：56
14：05発
15：56
16：04発

阿 下 喜

14：56
15：01発
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１．コンビニで住民票や印鑑登録などの各種証明書が取得できます。
　　利用可能時間　6：30 ～ 23：00（土・日曜日、祝日でも取得可）
　　※年末年始、機械のメンテナンス時を除く
２．利用申込をすることで健康保険証として使えます。
　就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使うことができ、マイナポータル
で自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。また、医師や歯科医師
がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、薬剤師が薬剤情報を確認できるなど、より
多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります（本人の同意が必要です）。

マイナンバーカードのメリット

まだまだ間に合うマイナポイント

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関の一覧はこちら▶

産業課　産業振興係　☎86-2808問

　土地が荒れていたり、野菜のくずやペットの餌の食べ残しなどを放置していたりすると、野生動物が寄り付
く原因となります。適切に管理・処理しましょう。

地域の環境を整備しよう

　木や軒などを伝って民家に侵入し、隠れ家にすることがあります。経路を特定して侵入を防ぎ、隠れ家にさ
せないようにしましょう。

民家への侵入を防ごう

　簡単に農作物を取られないように柵を設置したり、野生動物から農作物が見えなくなるよう目隠しを設置し
たりすることも有効です。

田畑に防護柵などを設置しよう

野生動物にご注意ください
　町内で野生動物の目撃情報が寄せられています。野生動物に近寄って刺激すると、襲
われることがあります。次の3点を確認し、野生動物による被害を防ぎましょう。

　マイナポイント第2弾の対象となるマイナンバーカードの申請期限が12月末日まで延長されています。この
機会にマイナンバーカードを取得して、20,000円分のポイントも同時に取得しましょう！

マイナンバーカードについて（町民課）
　町民課でマイナンバーカードの申請
補助を行っています。写真の撮影から
申請までお手伝いしていますので、ぜ
ひご利用ください。申請には15分程度
かかり、予約制になりますので、事前
にご連絡ください。

マイナポイントについて（政策課）
　政策課でマイナポイントの申し込み補助を行っています。
申し込み補助を希望の人は、次の3つを準備してお越しください。
①マイナンバーカード
②申し込みを行うキャッシュレス決済の決済サービスIDとセ
キュリティコード
③通帳など口座の分かるもの

役場窓口で申請のサポートをしています

マイナンバーカードについて　町民課　☎86-2806
マイナポイントについて　　　政策課　☎86-2811

問
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ミュージカルの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
てみましょう。最後にはひばりホールで発表会を行います！
　対　　象　小学5年生～中学3年生で、東員町に興味のある人
　定　　員　25人程度
　日　　程　全10回

顔合わせ・ひばりホール舞台裏見学ツアー
令和５年1月28日（土）
ワークショップ（各日13：00～ 17：00を予定）
令和5年1月29日（日）、
2月11日（土・祝）・12日（日）・18日（土）・19日（日）・25日（土）・26日（日）
リハーサル　令和5年3月4日（土）
発表会　　　令和5年3月5日（日）

　参 加 費　500円（スポーツ保険代）
　申込方法　申込フォームからお申し込みください。
　申込期限　12月16日（金）

募集！  『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）  8：30～ 17：00
※11月13日（日）は13：30～ 17：00
※11月15日（火）は休館です

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！

※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）
　•演劇集団ローカルスーパースターズ　
　　　　　　　　　　　☎090ｰ1722ｰ5930（伊井）

東員ミュージカルの最新情報はこちら▶
※ご来場の前にご覧ください。

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

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）
総合文化センター　ひばりホール
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。

チケット取り扱い場所
　•総合文化センター　☎86ｰ2816（8：15～ 17：00）好評発売中

　　　　　　　　　　申込フォーム▶
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とういんフレンドリークラブ  募集

スケートを楽しもう！
日　　時　令和5年1月28日（土）
　　　　　集合9：00（総合体育館前）
　　　　　出発9：30　帰着15：30頃　※雨天決行
場　　所　邦和スポーツランド(名古屋市港区)
定　　員　15人（新型コロナウイルス感染症などの

影響で中止となる場合があります）
参加資格　小学3年生以上
参 加 費　会員3,000円　　一般3,500円
持 ち 物　適した服装、手袋、着替え、飲み物
申込期間　11月14日（月）～ 12月26日（月）

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16回美し国三重市町対抗駅伝

スポーツ協会  募集

日　　時　第１回　12月　3日（土）　 
　　　　　第２回　12月11日（日）
場　　所　朝日ガスエナジー東員スタジアム　　
参加方法　当日、アサスタへお越しください。
参 加 費　無料
種　　目　小学生男女　　　1,000m　
　　　　　中学生以上女子　1,500m　　
　　　　　中学生以上男子　3,000m　
※注意 代表選手は選考会の結果のみで決定するのではなく、とういん駅伝大会などの成績を総合的に判断し、東員町美し

国三重市町対抗駅伝強化委員会において選出されます。

町クラブ対抗サッカー大会（秋季）
体育協会  募集

日　　時　12月25日（日）　9：00～
場　　所　朝日ガスエナジー東員スタジアムおよび

多目的グラウンド
参加資格　町内在住・在勤または町内クラブ登録者

で構成されたチームおよびサッカー専門
部の推薦したチーム

参 加 費　１チーム5,000円
申込期限　12月15日(木)
申 込 先　サッカー専門部長 荒木（☎76ｰ7795）

受付9：30～

タイムトライアル

選手選考会 美し国三重市町対抗駅伝令和5年2月19日（日） 8：45号砲（県庁前）

どなたでも参加
できます。
　実力を試して
　　みませんか？

二十歳を祝う会
日時　令和5年1月8日（日）10：00開式（予定）
場所　総合文化センター　ひばりホール
対象　平成14年4月2日～平成15年4月1日生まれの人
　　　町内在住の人には、11月下旬に案内状を送ります。
　　　町外に住所がある人で、出席を希望する人は、社会教育課へご連絡ください。

第41回東員町音楽祭　出演者募集
※申込方法など詳しくは町ホームページをご覧ください。
日時　　　令和5年2月5日（日）13：00開演（予定）
場所　　　総合文化センター　ひばりホール
応募期限　11月21日（月）

問 社会教育課　☎86ｰ2816

　　　　　　　　　町ホームページ▶
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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 大台町観光協会　☎0598ｰ84ｰ1050

図書館から休館日のお知らせ
図書館
だより

★
To
in
 L
ibr

ary
 Letter 2022.11 ★

Toin Library Letter20
22

.1
1

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

「大台町紅葉フォトツアー2022」開催

12月
日 月 火 水 木 金 土

30 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

＊

　11月17日（木）から30日（水）まで、特別整理期間（蔵書点検および図書館システム
更新）のため、図書館を休館させていただきます。また、この期間はインターネットに
よる図書検索、図書予約などもできません。
　なお、休館に伴い、11月3日（木・祝）から16日（水）までの貸出図書･雑誌･視聴覚
資料の返却期限は29日以内となります。
＊休館中、図書の返却は、ブックポストへお願いします。
    ただし、ＤＶＤとビデオの返却は開館時にカウンターまでお持ちください。

★開 催 日　11月20日（日）
★集合場所　大台町観光協会仮設事務所(道の駅 奥伊勢おおだい横)
　　　　　　多気郡大台町佐原663ｰ1
★参加費　4,000円（フォトガイド・昼食代・保険代含む）
　　　　　　※当日現金でお支払いください
★持 ち 物　カメラなどの機材、雨具、マスク、動きやすい服装、飲み物など
★申込方法　申込フォームからお申し込みください。
★申込期限　11月14日（月）
※集合時間は決定次第メールでお知らせします。
※イベント中はマスクの着用、感染予防対策にご協力をお願いします。
※当日、体調のすぐれない人は参加をご遠慮ください。
※新型コロナウイルス感染拡大により、イベントを中止
する場合があります。

　六十尋滝、大杉谷の景色をはじめとした大台町の美しい紅葉スポット
をバスで巡ります。撮影は講師のアドバイス付きで、モデルも同行しま
す。カメラやスマートフォンをお持ちの人ならどなたでも参加できます！

ろくじゅっぴろたき

申し込みはこちら▶

11月17日（木）から30日（水）は特別整理期間です

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 ＊

＊

日時　12月10日（土）
　　　 11：00～
　　　※毎月第2、第4土曜日に実施しています

　が、11月26日（土）は図書館が休館の
　ため中止します

場所　総合文化センター図書館横プレールーム
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地域包括支援センター通信　vol.16

イベント情報

冬の脱水にご注意ください
　脱水は「暑い季節に起こる」と思いがちですが、実は冬にも起こります。冬に起こる脱水は、気づきにくいことから
「かくれ脱水」と言われています。

脱水の原因
①マスクをしていると、喉の渇きを感じにくくなり、水分不足に気づく事が遅れる
②乾燥で体から水分が失われやすいのに加え、汗をかかない冬は水分を失っている自覚がなく、水分を摂らない
③体が冷えるからという理由で、水分をあまり摂らない

脱水が起きていないかチェックしよう
　次の症状があるときは、脱水になっている可能性があります。
●手の皮膚がカサついている
●口の中がネバつく
●めまいや立ちくらみがする
●皮膚をつまんだ後、３秒以上元の状態に戻らない

にほんご きょうしつ （しょきゅう）
とういんちょう に すむ がいこくじん の ひと いっしょに にほんご を べんきょう しませんか♪
せんせい　くろだ やえこ
に ち じ　11がつ26にち（どようび） 10：00～ 11：00
ば し ょ　そうごうぶんかセンター 2かいミーティングコーナー
ていいん　5にん　　さんかひ　なし（さんか する ひと は でんわ してください）

問 とういん しみんかつどう しえんセンター　☎86ｰ2866

問 東員町世話やき人 はっぴぃラボ　☎090ｰ4197ｰ9493（南部）

はっぴぃラボｄｅ♡ましょう
日　　時　12月10日（土）14：00～ 15：30
場　　所　総合文化センター 展示室
対　　象　男女とも 25 ～ 39歳 各6人
内　　容　1対1トークをメインとする出逢いイベント
参 加 費　1,500円
申込期限　12月1日（木）  ※応募者多数の場合は抽選

で  あい

懐かしい昭和のフォークソングを聴いたり、一緒
に歌ったり、楽しい時間をお過ごしください。

歌声サロン「フォーク酒場」

日時　11月24日（木）13：15～ 14：30
場所　メープルガーデン（桑名市東方3123）

イベント情報

問  NPO福祉ネットどんぐり
☎090ｰ3938ｰ3400（服部）

9月15日（木）に四日市市立羽津小学校体育館で、
5・6年生179人と保護者、羽津地区まちづくり
推進協議会の皆さんに、人形劇「しあわせの種」
の上演を行いました。

羽津小学校で人形劇上演 
団体活動情報

問 いのちの言葉プロジェクト　
☎0594ｰ76ｰ7338（鷲見）

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

こまめに水分（カフェインの入っていない飲み物。白湯、麦茶、ほうじ茶など）を補給したり、
部屋を乾燥させないようにしたりして、冬も元気に過ごしましょう！

▲応募フォーム

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
 ＮＰＯカフェ11月の はお休みです
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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　11月10日（木）
　　　　12月12日（月）
　　　　 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

家族介護支援事業 
リフレッシュ教室

　クリスマスに向けて、玄関を彩る
飾りを作って楽しみませんか。
★日時　11月28日（月）
　　　　13：30～14：30
★場所　笹尾コミュニティーセンター
★内容　クリスマスの飾り
★講師　
パークレジデンス　ケアマネジャー
★定員　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

※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。

スマイルカフェ・まめまちカフェ 
（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。
①スマイルカフェ
★日時　
Ⓐ11月16日（水）13：00～15：00　
Ⓑ12月10日（土）10：00～12：00
★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
Ⓑ壁掛けツリー作り
★参加方法　申込不要、直接会場に
お越しください。

②まめまちカフェ
★日時　11月17日（木）
　　　　13：00～16：00
★場所　ふれあいセンター　
　　　　1階　会議室
★参加方法　申込不要、直接会場に
お越しください。
★持ち物　飲み物
問 ①NPO法人宅老所 紫苑 ☎88ｰ5708 
　 ②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　12月1日（木）
　　　　10：00～11：30
★場所　ふれあいセンター
★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

8020推進月間 
11月8日は「いい歯の日」

　8020運動とは「80歳になって
も20本以上の歯を保とう」という
運動です。20本以上の歯があれば、
食生活にほぼ満足できると言われて
います。生涯、自分の歯で食べる楽
しみが味わえるように、今日から始
めましょう。歯とお口の健康づく
り！
・口の中を清潔に！歯磨きは丁寧に！
・日ごろからセルフチェックをしま
しょう。むし歯や歯肉炎はないですか。
・定期的に歯科検診を受けましょう。

歯周病検診の案内を 
お持ちの皆さんへ

　歯周病検診の期限は12月31日
（土）までです。検診の案内をお持
ちの人は、早めに医療機関へ予約し
ましょう。
★検診機関　協力歯科医院（同封の
医療機関一覧表をご確認ください）
★持ち物　口腔診査票、健康保険証、
自己負担金（300円）
問 健康長寿課 健康づくり係 ☎86ｰ2823

がん検診は受けましたか？

乳がん・子宮頸がん検診無料
クーポンをお持ちの皆さんへ

　乳がん・子宮頸がん検診無料クー
ポンの有効期限は12月31日（土）
までです。クーポンをお持ちの人は、
早めに医療機関へ予約しましょう。
★検診機関　指定医療機関（同封の
医療機関一覧表をご確認ください）
★持ち物　無料クーポン、健康保険
証
問 健康長寿課 健康づくり係 ☎86ｰ2823

健康・福祉 11月
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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

行政情報等メール配信サービス 
登録はお済みですか？

　町では「東員町からのお知らせ」・
「防災・防犯情報」・「火災情報」につ
いて、メール配信するサービスを実
施しています。
　新規登録・登録内容の変更は、
t-toin@sg-p.jpへ空メールを送信し、
返信メールの内容に従ってください。
スマートフォンや携帯電話、パソコ
ンでご利用できます。

問 政策課 広報秘書係 ☎86-2862

町民カレンダー 
有料掲載広告募集

　令和5年度町民カレンダーの有料
掲載広告を募集します。
★発行予定日　
令和5年3月3日（金）
★発行部数　約10,700部
★配布先　町内（各戸配布）、その
ほか関係機関など
★募集枠数　6枠
★応募期限　12月2日（金）
※詳しくはお問い合わせください。

　　　　　　　町ホームページ▶

問 政策課 広報秘書係 ☎86ｰ2862

公民館講座  講師募集

　令和5年度の講座講師を募集しま
す。令和4年度以前に登録された場
合も、改めて登録をお願いします。
★応募資格　町内・近隣市町在住の人
★登録期間　1年間
★申込方法　申込用紙（文化協会
ホームページからダウンロード可）
を事務局へ提出してください。
★申込期限　11月25日（金）
★採用結果　令和5年1月下旬ごろ
※申込期限後に審査・面談し、講座

選定します。

　　　　　　　　ホームページ▶

問 東員町文化協会  ☎76ｰ7711

東員町交通安全推進
協議会委員募集

　交通安全意識の向上や交通事故の
抑止を図るボランティアを募集しま
す。
★主な活動
・小・中学生の登校時間の街頭指導　
年11回（8月を除く毎月11日）
年8回（4期の交通安全運動期間中
に、各期2回ずつ）
・広報啓発活動　
年2回（4月・9月）
・カーブミラーの点検・清掃
年1回
★募集人員　各自治会2人程度
★活動期間　令和5年4月1日～令
和7年3月31日
★応募方法　電話またはEメールで
お申し込みください。
★応募期限　12月23日（金）

　　　▲カーブミラー点検・清掃の様子

問 建設課 土木係 ☎86ｰ2809 
　 Eメールkensetu@town.toin.lg.jp

募 集

▲PC・スマート
　フォンの場合

▲フィーチャーフォン
　（ガラケー）の場合
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学童保育所支援員募集

　町内の学童保育所では支援員を募
集しています。子どもが好きな人、
学童保育に興味がある人など、お気
軽に各学童保育所までご連絡くださ
い。
※学童保育所とは、共働き家庭など、
昼間学校から帰っても保護者が家庭
にいない小学生が、保護者が帰宅す
るまでの時間を安全に安心して過ご
す場所です。
★勤務内容　小学生の指導（一緒に
遊んだり、お世話など）
★勤務条件　学童保育所によって違
いがあります。詳しくはお問い合わ
せください。
★勤務日時
・平日は小学校終了後から18：30
ごろまで
・夏休みなどの長期休暇は7：30か
ら18：30ごろまで。
※勤務日と勤務時間は相談に応じます。
★資格　特になし
※大学生や主婦、保育士、学校教諭
資格をお持ちの人、子どもの保育な
どの経験者大歓迎!
★応募方法　希望の学童保育所に電
話でお申し込みください。電話は平
日15：00から18：00までにお願い
します。

令和5年度 
学童保育所入所説明会

　学童保育所は、共働きなどで昼間
学校から帰っても保護者が家庭にい
ない小学生が、帰宅までの時間を安
全に安心して過ごす場所です。入所

（再入所）を希望の人は、次の希望
する学童保育所の説明会に必ず参加
してください。なお、問い合わせは
平日の15：00から18：00までにお
願いします。
★キッズ東員1、2
　日時　令和5年1月14日（土）
　　　　10：00～
　場所　キッズ東員（神田小学校プール南）
　問い合わせ先　☎090ｰ3950ｰ5511
★稲部学童クラブ
　日時　12月3日（土）19：00～
　場所　稲部学童クラブ（稲部小学校南）
　問い合わせ先　☎76ｰ6313
★学童クラブバンブーキッズ西
　日時　12月10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　☎76ｰ8333

暮らしなんでも相談会

　子育て・年金・住宅・介護・労働
などの相談に、専門家がお応えしま
す。
★日時　11月12日（土）
　　　　10：00～16：00
★場所　桑名市総合福祉会館
★参加費　無料
★申込方法　電話でお申し込みくだ
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。

もしもの話をもっと身近に 
～元気な時に始める人生会議～

　人生の最終段階まで自分らしく生
きるためには、望む生活や医療・介
護に関して考えておくことが大切で
す。また、その内容は、家族や大切
な人と共有しておきたいものです。
　このような取り組みは、人生会議

（ACP：アドバンス・ケア・プラン
ニング）と呼ばれていて「もしもの
ための話し合い」と言えます。
　今回の講演会では、人生会議の
具体的な進め方に関する講演のほ
か、実際の経験談をとおして「人生
会議」をより身近に感じてもらえる
ような内容です。自分らしく豊かに
過ごすための心づもりについて一緒
に学んでみませんか。
★日時　11月27日（日）
　　　　13：40～15：50
　　　　（受付13：00～）
★場所　役場西庁舎　201会議室
★内容　「第46回日本死の臨床研究
会年次大会　市民公開講座」のライ
ブ配信を視聴
★定員　50人（先着順）
★参加費　無料
★申込方法　電話または申込フォー
ムからお申し込みください。
★その他　参加者にはエンディング
ノートをプレゼントします。

　　　　　　　　申込フォーム▶

問 健康長寿課 健康づくり係 ☎86ｰ2823

お知らせ

キッズ東員1、2 ☎090ｰ3950ｰ5511

バンブーキッズ西 ☎76ｰ8333

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）

問
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犯罪被害者週間

　犯罪被害者週間は、犯罪による被
害者やその家族、あるいは遺族の皆
さんが置かれている状況や、名誉ま
たは生活の平穏への配慮の重要性な
どについて、国民の理解を深めるた
めに、毎年11月25日から12月1
日までと定められています。
　町では、犯罪による被害者などの
支援について、被害からの回復と軽
減に向けた取り組みを推進し、また
一日でも早く安心して暮らすことが
できるように、地域社会の形成を図
るため、令和4年4月に「東員町犯
罪被被害者等支援条例」を施行しま
した。

問 町民課 町民活動係 ☎86ｰ2806

「リサイクルの森」 
体験プログラム

　廃材を利用してオリジナルスノー
ドームを作ろう
★日時　11月23日（水・祝）
　　　　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　11月22日（火）　　
　　　　　　※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

もめんの花　展示会 
赤毛のアンの世界

　皆さんがよく知る「赤毛のアン」
の物語を、もめんの花で再現しまし
た。ぜひお越しください。
★日時　11月13日（日）～19日（土）
　　　　10：00～16：00
★場所　中部公園　管理棟内
★主催　もめんの花「アンの会」
★後援　東員町文化協会、東員町
問 もめんの花 アンの会 
　 ☎090ｰ5869ｰ7215（藤田）

秋季火災予防運動 
防火ポスター展

【2022年度全国統一防火標語】
　　お出かけは
　　　　　マスク戸締り　
　　　　　　　　　火の用心　
　 秋 季 火 災 予 防 運 動 が11月9日

（水）から15日（火）まで全国一斉に
実施されます。これからは、火災が
発生しやすい季節を迎えます。火の
元、火の取り扱いには十分注意しま
しょう。
　また、これに伴い「防火ポスター
展」を開催します。展示する防火ポ
スターは、小・中学生の応募作品の
中から入選した86点です。
★日程
①11月　7日（月）～15日（火）
②11月17日（木）～30日（水）
★場所　
①イオンモール東員
②イオンモール桑名
問 桑名市消防本部 予防課 ☎24ｰ5279

乙種防火管理講習 
甲種防火管理新規講習

★日時　
①乙種　令和5年2月1日（水）
　　　　9：30～16：00
②甲種　令和5年2月1日（水）
　　　　2日（木）の2日間
　　　　9：30～16：00
★場所　くわなメディアライヴ
★定員　①、②合わせて60人
★対象　桑名市消防本部管内の事業
所などの人、または管内に居住して
いる人
★受講料（テキスト代含む）
①3,000円　②4,000円
★申込方法　申込フォームからお申
し込みください。
★申込期間
12月5日（月）～令和5年1月13日（金）

　　　　　　　　申込フォーム▶

問 桑名市消防本部 予防課 ☎24ｰ5282

防災管理新規講習

★日時　令和5年2月3日（金）
　　　　9：30～15：30
★場所　くわなメディアライヴ
★定員　60人
★対象　桑名市消防本部管内の事業
所などの人、または管内に居住して
いる人
★受講料（テキスト代含む）
3,000円
★申込方法　申込フォームからお申
し込みください。
★申込期間　
12月5日（月）～令和5年1月13日（金）

　　　　　　　　申込フォーム▶

問 桑名市消防本部 予防課 ☎24ｰ5282
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事業者の皆さんへ 
税務署からのお知らせ

【インボイス制度説明会】　
　令和5年10月1日から適格請求
書等保存方式（インボイス制度）が
導入されます。適格請求書発行事業
者（登録事業者）のみが適格請求書

（インボイス）を交付することがで
きます。事業者向けに、説明会を実
施しますので、ぜひご参加ください。
★日時　11月17日（木）
　　　　12月16日（金）
　　　　10：00～12：00
　　　　13：00～14：00
※事前予約制
※午前中は消費税の基本的な仕組み
などについても説明します。
★場所　桑名税務署2階　会議室

【インボイス登録申請相談会（個人
事業者向け）】
★日時　11月17日（木）
　　　　12月16日（金）
　　　　14：30～16：00
※事前予約制
※スマートフォン、マイナンバー
カードおよびマイナンバーカードの
暗証番号（3種類）、eｰTax利用識
別番号および暗証番号がわかるもの
をご持参いただくと、その場でeｰ
Taxによる登録申請ができます。
★場所　桑名税務署2階　会議室

問 桑名税務署 
　 個人課税部門（個人事業者）☎22ｰ5123 
　 法人課税部門（法人）☎22ｰ5124

※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

県税「差押強化月間」

　県では、11月・12月を「差押強
化月間」と定め、税の公平性および
税収の確保のため、納期限までに納
めていない人に対し、滞納処分の強
化を図ります。
　病気や災害などで、一時的に納め
ることが困難な場合は、県税事務所
へご相談ください。
問 桑名県税事務所 納税課 ☎24ｰ3612

税を考える週間 
「これからの社会に向かって」

　国税庁では、租税の意義や役割、
税務行政に対する知識と理解を深め
ていただくために、毎年11月11
日から17日までを「税を考える週
間」として、ホームページなどでさ
まざまな情報を提供しています。詳
しくは、国税庁ホームページをご覧
ください。
 
　　　　　　　　ホームページ▶

問 桑名税務署 総務課 ☎22ｰ5121

ええやん♡里親 
オンライン説明会

　私たちの身近なところには「さま
ざまな事情で親と一緒に暮らせない
子どもたち」がいます。こうした子
どもたちを家庭に迎え入れ、養育を
行う人を「里親」と言います。里親
についてZoomでオンライン説明
会を実施します。
★日時　12月14日（水）
　　　　第1部　10：00～10：30
　　　　第2部　11：00～11：30
★内容　里親制度説明・施設で生活
する子どもたちについて
★申込方法　申込フォームからお申
し込みください。
★申込期限　12月13日（火）

　　　　　　　　申込フォーム▶

問 児童家庭支援センターまお 
　 ☎059ｰ327ｰ7700（9：00～17：00）

11・12月

笹尾第二保育園・笹尾東幼稚園　運動会
★日　時　11月 4日（金）～10日（木）19：15～（予定）
神田小学校　運動会
★日　時　11月18日（金）～24日（木）19：15～（予定）

～スペシャル番組～
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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 　　 月～金曜日　　　 　 第1部　 8：30～10：00　第2部　10：15～11：30
※第1・2部のみ利用制限あり　第3部　13：00～14：30　第4部　14：45～16：00

言語聴覚士による親子ミニサロン　　　　　　　 定員10組程度
「子どもへの関わり方について聞いてみよう！」　　　　※要予約 11月21日（月）　　10：00～11：30

歯科衛生士による親子ミニサロン　　　　　　　 定員10組程度
「乳歯を虫歯から守ろう！」　　　　　　　　　　　　　※要予約 12月 1日（木）　　10：15～11：15

親子ふれあい広場　　　　　　　　　　　　　　 定員15組程度
「子育てほっとアドバイス」　　　　　　　　　　　　　※要予約

12月 3日（土）　　10：00～11：30
※託児あり（2歳児未満に限る。先着順）、在園児親子も参加可。土曜開放日は中止します。

おでかけ広場　　　　　　　場所：笹尾コミュニティーセンター 12月 8日（木）　　10：00～11：30

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
※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。　　　

11月10日（木）・17日（木）・24日（木）
12月 1日（木）・ 8日（木）・15日（木）・22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
※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。

11月20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
12月 5日（月）　 9：30～11：30

ふれあいセンター
特設人権相談

※予約不要 12月 5日（月） 9：00～11：30
町民課町民活動係

☎86ｰ2806消費生活相談
※予約不要

11月18日（金）　
12月 9日（金） 9：00～12：00

保健福祉センター
北勢地域若者サポートステーション出張相談
※要予約 12月 7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

子ども総合相談室
イベント名 日　時 内　容 場　所 申し込み

妊婦・育児相談 11月16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

３歳児健康診査 11月24日（木）
13：00～

問診、歯科・内科健診、身体計測、相談
対象　平成31年3月1日～4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

マタニティ教室パート２ 11月26日（土）
受付9：50～

お産について、呼吸法・リラクゼーションについて、
パートナーの妊婦体験、抱っこ・オムツ交換
対象　妊娠28週～35週の人とパートナー（または家族）

子育て支援センター 11月24日（木）まで
対象以外の人も可

離乳食教室前期 12月 8日（木）
受付9：50～

離乳食（前期・中期）の進め方、育児・栄養相談
対象　生後3カ月～5カ月の乳児の保護者 保健福祉センター 12月2日（金）まで

定員10人

らっこひろば 12月14日（水）
9：30～11：30

朗読ひばりの会による読み聞かせ、手遊び、歯の話、
絵本の配布など 
対象　令和3年12月1日～令和4年2月28日生の乳児

子育て支援センター 12月7日（水）まで
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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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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。
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 水道料金・下水道使用料（11 月定例分） ……………………………………………11 月 28 日
 国民健康保険料（5 期分）………………………………………………………………11 月 30 日
 後期高齢者医療保険料（5 期分）………………………………………………………11 月 30 日
 介護保険料（5 期分）……………………………………………………………………11 月 30 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。
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親子ふれあい広場
10 月号 P23

東員町公共交通ワーク
ショップ　10 月号 P13
町女子バレーボール大会
10 月号 P16

心配ごと相談
・無料弁護士相談
10 月号 P23

離乳食教室後期
10 月号 P23

認知症家族介護者相談会
10 月号 P20
健康相談・測定会　P18
出張年金相談　P23

消費生活相談
10 月号 P23

よみきかせ会
10 月号 P17
暮らしなんでも相談会
P20

（～ 19 日）
もめんの花展示会　P21

　　　ハートリフレッシュ
　　　相談 10 月号 P20
スマイルカフェ

（認知症カフェ）P18
妊婦・育児相談　P23

　　　町民秋季グラウンド
　　 ゴルフ大会 10 月号 P16
北勢線 健康相談列車 P12
まめまちカフェ

（認知症カフェ）P18
出張年金相談　P23

消費生活相談　P23 東員ミュージカル　P14

　　　とういん子どもの
　　　権利の日　P9
東員ミュージカル　P14
心配ごと相談・
無料弁護士相談　P23

言語聴覚士による親子
ミニサロン P23

「リサイクルの森」
体験プログラム　P21

3 歳児健康診査　P23
出張年金相談　P23

とういん駅伝大会
10 月号 P16
マタニティ教室パート 2
P23

町卓球さわやかダブル
ス大会　10 月号 P16
もしもの話をもっと身
近に　P20

フレイルサポーター
養成講座　P12
リフレッシュ教室　P18

フレイルサポーター
養成講座　P12

認知症家族介護者相談会　P18
歯科衛生士による親子
ミニサロン　P23
出張年金相談　P23

美し国三重市町対抗駅伝
選手選考会　P15
親子ふれあい広場　P23




