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問合せ  役場防災交通課

その電話、

本当に「本人」
からですか？

その電話、

本当に「本人」
からですか？

オレだけど、
急にお金が必要になったから

振り込んで欲しい。
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購入費 補助制度を実施します！

　町では、迷惑電話による高齢者への被害を未然に防止し、安全で安心なまちづくりを推進することを
目的に、特殊詐欺防止装置購入費の一部を補助する制度を実施します。

問合せ  役場防災交通課

町内に住所を有する、昭和33年４月１日以前に生まれた
高齢者または当該高齢者の属する世帯の構成員

特殊詐欺防止装置購入・設置費の２分の１

上限5,000円
※100円未満の端数切捨て　　※補助対象世帯１回限り

〇交付申請書兼実績報告書　〇交付請求書

〇領収書の写し等

〇�特殊詐欺防止装置のカタログや説明書等の写し

( 規格がわかるもの )

特殊詐欺防止装置購入後30日以内

5年3月31日(金)まで
※�４月１日(金)～５年３月31日(金)の間に購入
したものに限ります

詳しくは、町ホームページを
ご確認ください。

対象者

補助金額

提出書類

申請期間

②特殊詐欺対策電話機

①通話録音警告機

③着信拒否装置

通話録音警告機と同等の機能
を有する電話機（内蔵型）
※�登録していない電話番号か
ら着信した際、赤ランプで
注意喚起する等の機能を有
する機種もある

固定電話機に取り付け、着信
時に通話内容を録音すること
を自動で相手に伝え、通話内
容を録音する。（外付け型）

固定電話機に取り付け、サー
バーに登録された迷惑電話か
らの着信を自動で判別し、着
信拒否等をする機能のある装
置。（外付け型）
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児童生徒等と高齢者を対象とした

自転車乗車用ヘルメットの

　　購入費の補助を実施します！

自転車乗車用ヘルメットの

　　購入費の補助を実施します！

問合せ  役場防災交通課

　町では、県と協調し、自転車を利用する児童生徒等および高齢者のヘルメット
の着用を促進し、自転車に係る交通事故による被害の軽減に資することを目的に、
ヘルメットの購入費の一部を補助する制度を実施します。

補助金額

申請期間

補助対象製品

対象者 申請書類（郵送可）

安全認証マーク付
ヘルメット購入費の２分の１以内

�������������������上限2,000円

ヘルメット購入後30日以内
５年２月28日（火）まで（郵送必着）

町内に住所を有する以下の人
・�平成16年４月２日～28年４月１日の間
に生まれた児童生徒等
・昭和33年４月１日以前に生まれた高齢者

・補助金交付申請書兼誓約書兼
　実績報告書
・補助金交付請求書
　（町ホームページよりダウンロードできます）
・ヘルメット全体と安全認証マークが
��それぞれ確認できる写真
　※�提出できない場合は、役場窓口で「現物」をご
提示ください

・領収書等の写し
　※�ヘルメット代のみの領収書等が出ない場合は、
金額の内訳書類も併せてご提出ください

新品かつ安全認証を満たしたヘルメット
・SGマーク　　　一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証した製品
・JCFマーク　　公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証した製品
・CEマーク　　欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証した製品
・GSマーク　　　ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証した製品
・CPSCマーク　米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証した製品

※10円未満の端数切捨て
※補助対象者１人につき１回限り

※予算の上限に達した場合は、期間中であって
　も補助を終了することがあります

・申請者またはヘルメット着用者の氏名
・領収日　　・購入販売店名
・領収金額　※ヘルメットの金額がわかるもの
・購入品名　※「ヘルメット代」　等

補助金の交付を受けるためには、代金の支払
い手続きが完了したことを証する書類が必要
になります。

領収書等で確認したいこと※１

申請方法
①補助対象製品を購入
　�４月１日～5年２月
28日の間に購入した
ものに限ります

②販売店から「領収書等」を受け取る
　�上記（※１）に示す内容が記載さ
れていない領収書等による申請
の場合、補助が受けられません

���（インターネットでの購入も同様）

③役場に申請書類を
　提出（郵送可）
　�ヘルメット着用者
が児童生徒等の場
合、申請者は、保
護者となります

申請後、役場より交付
決定通知書を郵送。
1か月程度を目途に交
付額が振り込まれます。
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リサイクリン

リサイクルン

項目（単位） ４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

令和３年度 (kg) 608,940 614,610 583,620 606,070 617,640 570,780 556,220
令和２年度 (kg) 747,320 756,210 706,650 682,590 645,650 611,440 638,540
対前年度比 (%) ー18.5% ー18.7% ー17.4% ー11.2% ー4.3% ー6.6% ー12.9%

令和３年度１人１日
当たりのごみ排出量(ｇ) 466.2 455.6 447.4 450.1 458.9 438.3 413.4

項目（単位） 11月 12月 1月 2月 3月 計

令和３年度 (kg) 585,070 592,790 554,870 480,250 561,510 6,932,370

令和２年度 (kg) 651,540 680,880 631,240 581,630 818,010 8,151,700

対前年度比 (%) ー10.2% ー12.9% ー12.1% ー17.4% ー31.4% 1人1日当たりのごみ排出量目標

令和３年度１人１日
当たりのごみ排出量(ｇ) 449.3 440.6 412.5 395.6 418.4

（令和３年度）485g

（令和６年度）420g

　ごみ減量にご協力を頂きありがとうございます。令和3年度に排出された
家庭系可燃ごみ排出量の推移をエコだよりで定期的に報告しています。

　みなさんのご協力で、令和３年度の一人当たりの排出量目標を達成することができ
ました！引き続き、令和６年度の目標に向けてごみ減量の情報発信をしていきますの
で、これからもごみ減量のご協力をお願いします。

Point

かめじい

その枝もリサイクル

できるんです

問合せ  役場環境課
剪定枝破砕機貸出のご案内

ごみ排出量の令和 2 年度と 3 年度の比較

剪定枝破砕機とは
・長さ40cm・太さ3.5cmまでの枝を細かくチップ化します
・本体サイズ等：重さ25kg・幅 41.5cm�×�奥行 59cm�×�高さ 91cm
・�武豊町にお住まいの人、武豊町に存在するアパート等共同住宅を管理して
いる個人または法人および区の活動の際に貸出をすることができます

枝を細かくすると……？
１.堆肥の原材料として
　チップに除草した草などを混ぜて分解・発酵させ、堆肥にすることができます
２.マルチング材（根覆い材）として
　・雑草の発生を抑制
　・庭木の根元にまいて、土の乾燥防止や温度変化の緩和
　・地表からの粉じんの巻き上がり防止や美観形成
　・降雨時の土の跳ね返りを抑えて、植物の病気を予防

▲剪定枝破砕機

次の月まで事前予約可

貸出期間は最大15日

事前連絡が必要です

町ホームページ　
（企業版ふるさと納税ページ）

　夏になると伸びてくる草・枝を細かく切ることにより、ご家庭でリサイクルすること
ができます。今回はその方法と細かくできる剪定枝破砕機の貸出についてご案内します。

1)FCV：燃料電池自動車　　　　
2）EV：電気自動車　　　
3）PHV：プラグインハイブリッド自動車

軽減効果最大

約９割に！
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「若者や子育て世代に

選ばれるまちになる」事業

「人を引き寄せ、

地域経済を活性化させる」事業

「次世代を育て、

持続可能なまちをつくる」事業

・対象となる寄附は10万円以上
・武豊町外に本社があり、青色申告書を提出している法人が対象
・�寄付の代償として、入札や許認可で便宜を図る等、武豊町から
企業への利益供与は禁止されています

制度利用の要件

企業のメリット

寄附の対象となる事業（４年度）
下記以外にも、様々な事業が寄付の対象となっています。詳しくはご相談ください。

社会貢献
企業としてのＰＲ効果
（SDGsの達成等）

地方公共団体との新たな
パートナーシップの構築

寄附額の最大約９割が
税額軽減

町ホームページ　
（企業版ふるさと納税ページ）

　企業版ふるさと納税とは、国が認定した地方公共団体の地方
創生の取組に対して、企業が寄附を行った場合に、法人関係税
から税額控除される制度です。損金算入による軽減効果（寄付
額の約３割）と併せて、最大で寄附額の約９割が軽減されます。

問合せ  役場企画政策課

少子化対策の推進等を目的に、
結婚時の住宅購入費等や引越
し費用の一部を補助します。

●結婚新生活支援補助事業
第6次武豊町総合計画で産業系
土地利用検討ゾーンに設定した
土地への、町内外企業の進出意
向を調査し、工業団地開発に向
けた検討を行います。

●企業立地意向動向調査
CO2排出量の削減を目的とし、
FCV1) や EV2)、PHV3) の購入費
用や、住宅における太陽光パネル
等の地球温暖化対策設備の整備費
の一部を補助します。
1)FCV：燃料電池自動車　　　　
2）EV：電気自動車　　　
3）PHV：プラグインハイブリッド自動車

●地球温暖化対策事業

寄附額

企業版ふるさと納税を活用した寄附の軽減効果

通常の寄附の軽減効果

損金算入による軽減効果

国税+地方税 約３割 約1割4割 2割

①法人住民税+②法人税�控除 ③法人事業税�控除 企業負担

軽減効果最大

約９割に！

企業版ふるさと納税制度

企業からの寄附を募集しています！
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Pick Up NewsPick Up News◎�新型コロナウイルス感染症対策に伴い、内容を
　中止・変更する場合があります

４年度　武豊町消防団幹部役員を紹介します

問合せ  役場防災交通課
　消防団は地域に住んでいる人や働いている
人が「自分たちの町を、自分たちで守りたい」
という想いのもとに集まり構成された、市町
村の消防機関です。全国で約85万5千人が
消防団員として任命を
されています。武豊町
でも４月１日に任命式
が行われました。

　武豊町消防団では、団員を募集しています。消防団は本業を持ちながら、地域の安全と安心を守
るために活躍している町の消防機関です。興味のある人は役場防災交通課までご連絡ください。
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マイナンバーカードを受け取ったら
　マイナポイントを申込みましょう！

マイナンバーカードを受け取ったら
　マイナポイントを申込みましょう！

第2弾では最大20,000円分のマイナポイントがもらえる！

①マイナンバーカードの新規取得等で5,000円分�→�上記方法により申込可能
②公金受取口座の登録で7,500円分�→�ポイント申込・付与の開始は６月頃で直接付与方式　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（チャージやお買い物を要しない方式）により付与

１. マイナポータルでの登録　　※登録方法については、デジタル庁ウェブサイトを確認
２. マイナンバーカード方式による所得税の確定申告での登録申請
※１または２の方法のほか、5年度以降に金融機関の窓口等での登録が可能となる見込み

③健康保険証としての利用申込で7,500円分�→�ポイント申込・付与の開始は６月頃　詳しくは、次号以降で！　

３つの方法・場所で申込みできます

２つの方法で公金受取口座の登録できます

①ご自身のパソコンで手続き ②ご自身のスマートフォンで手続き ③�マイナポイント手続スポット

で手続き

マイナポイントアプリをダウンロード
※�マイナポイントアプリに対応していな
い機種もあります

※�一人一口座、給付金等の受取のための
　口座として国に任意で登録する制度

マイナポイント予約・申込みサイトを検索
※�「マイキー ID作成・登録準備ソフト」
をインストール
※�マイナンバーカードに対応したカード
リーダーが必要

役場窓口のほかに店舗（携帯
ショップ、イオングループ等）
でも申込可能

問合せ  役場企画政策課
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問合せ  役場都市計画課
あなたのお家は大丈夫？

～耐震診断・耐震改修費等補助制度のご案内～

ブロック塀等撤去費補助

木造住宅無料耐震診断
　昭和56年５月31日以前に着工された木造住宅
に対し、無料で耐震診断を行います。
　また、前回の診断を平成25年度以前に行った
住宅は、無料で再診断を行うことができます。

住宅等撤去費補助（空き家）
　不良住宅と判定された空き家の撤去費用の一
部（最大20万円）を補助します。

　道路等の公共施設に面した、高さが１ｍ以上
のブロック塀等（ひび割れ等があり、危険なも
の）の撤去工事費の一部を補助します。

木造住宅耐震改修費等補助
　耐震診断により「倒壊の可能性あり（判定値
1.0未満）」と診断された木造住宅については、
以下の補助制度が利用できます。
＜耐震改修＞　最大120万円
　（高齢者等世帯で非課税世帯は150万円）
＜段階的耐震改修＞
　1段階目：最大60万円　2段階目：最大30万円
＜耐震シェルター・防災ベッド整備＞　最大15万円
　（判定値が0.4以下で高齢者等世帯が耐震シェ
　ルターを整備する場合は最大30万円）
＜住宅撤去＞　最大20万円

　補助金交付決定前に改修や撤去等の工事を行うと、
補助金の交付ができませんのでご注意ください。

　他にも、非木造住宅の耐震診
断・改修費補助制度もあります。
詳しくは、町ホームページをご
確認ください。

問合せ  保健センター
　　　  ☎ 72-2500

乳がん・子宮頸がん個別検診のお知らせ
　集団検診では日程が合わない人も、医療機関で集団検診と同料金でがん
検診が受けられます。各医療機関で定員があります。個別検診を希望する
人は早目に予約をしてください。
　がん検診は集団か個別のどちらか、年度内に１人１回までです。
◆検診実施期間　　６月１日～5年２月28日
◆対象・検診料　　乳がん検診　　　平成４年４月１日以前生まれの女性（1,400円）
　　　　　　　　　子宮頸がん検診　平成14年４月１日以前生まれの女性(1,200円)
※�検診料免除の対象者は、①70歳以上の人（昭和27年 4月 1日以前生まれ）、②がん検診無料クー
ポン対象者、③生活保護受給世帯の人、④住民税非課税世帯の人です。

　③④に該当する人は、保健センターで事前申請が必要です

乳がん・子宮頸がん個別検診のお知らせ

病院 検診の種類 予約・問合せ先 予約受付時間

�知多クリニック(半田市) 乳がん ☎22-3231 平日　9：00～17：00

�知多厚生病院（美浜町） 乳がん・子宮頸がん ☎82-4604 平日　9：00～17：00

�渡辺病院（美浜町） 乳がん・子宮頸がん ☎87-5000 �月～金　��9：00～12：00�　�����土　　14：00～17：00

�ふたばクリニック（半田市） 子宮頸がん ☎20-5000 �予約不要�※受診時に受付で�����������������申し出てください

◆検診が受けられる病院　�予約時に必ず「武豊町のがん検診を受けたい」とお伝えください！

※詳しくは、各医療機関にお問合せください予約開始日　5月９日（月）

あなたのお家は大丈夫？

　古い住宅の耐震改修や危険なブロック塀等の撤去に対する補助制度があります。東海・東南海地震等
の大規模地震の切迫性が指摘される今、町の制度を活用し、住宅の耐震化を図りましょう！
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◎収納課
募集人数　１人　
任用期間　７/１～12/28
勤�務時間　平日の８：30～17：15
の７時間45分で週４日程度

申�込み　５/13(金)までに、申込書を
役場秘書広報課へ郵送または持参

※郵送の場合は当日必着

※�用紙は役場秘書広報課にて配付、また

は町ホームページよりダウンロード

条件　パソコンの基本操作ができる人
業務内容　町税の収納業務補助
報酬　時給955～980円
※経験年数等により異なります

問合せ　役場秘書広報課

日時　５/26（木）10：00～12：00
場所　ゆめたろうプラザ　輝きホール
対�象　町内在住または在勤の60歳
以上の人

講師　愛知県健康づくりリーダー
料金　無料
持ち物　飲み物、動きやすい服装・靴
申込み・問合せ　役場生涯学習課
※当日も受付できます

◎１日目
日時　５/８(日)10：00～12：00
内容
①屋敷、建物の一般公開

②��地域交流の場「おいでぁ三井家」

健康体操、手芸、茶話会、防災知識等

料金　①無料②茶話会は100円
◎２日目
日時　５/22(日)10：00～15：00
内容
①屋敷、建物の一般公開

②三井家文書を愉しむ（10：15～11：00）

講師　中
なか

村
むら

裕
ゆう

治
じ

さん
料金　無料　
共通事項
場所　三井家住宅（字上ケ２）　
※公共交通機関、徒歩でお越しください

※武雄神社東の駐車場は利用可

問合せ　歴史民俗資料館
　☎73‐4100

　身体や知的に障がいのある人やそ

の保護者を対象に、自立支援に必要

な援助や地域活動の推進を図ること

等を目的として、 身体・知的障がい

者相談員がいます。お気軽にご相談

ください。

身体関係の相談　筒
つつ

井
い

義
よし

子
こ

さん

　☎090‐4794‐1778
知的関係の相談　倉

くら

知
ち

楯
たて

城
き

さん

　☎74‐2566
申�込み・問合せ　相談員へ電話また
は役場福祉課へ

武豊町役場　

☎72‐1111(代表)　　72‐1115FAX

募集人員　若干名
条件　町内在住
内�容　町教育委員会に属する事務事
業の管理、執行状況についての点

検・評価業務

日時　７/28（木）
報償　6,600円（1回）
申�込み　５/18(水)までに申込用紙
を役場学校教育課へ

※用紙は役場学校教育課にて配付

４年度児童福祉週間標語
「見つけたよ　広がる未来とつかむ夢」
　子どもや家庭、子どもの健やかな成

長について、考える機会を持ちましょう。

問合せ　役場子育て支援課

武豊町身体・
知的障がい者相談員

福寿大学
「人生100年　今が最後の活動期!!」

三井家住宅一般公開日
（５月）

教育委員会点検評価委員

会計年度任用職員

児童福祉週間
５/５（祝）～11（水）

※広報たけとよへ掲載する広告を募集しています。お問合せは役場企画政策課まで

家庭廃油交換会　　

廃油1.5Lに対し、トイレットペーパー１つと交換します。
日時�6/10(金）�9:00～11：00　場所�中央公民館

問合せ　役場産業課　　
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申請条件
・�身体障がい者等が所有する軽自動
車等で条件を満たすもの

・�軽自動車等の構造が身体障がい者
等の利用に供するためのもの（身
体障がい者輸送車等）

・�公益法人等が不特定かつ多数の者
の利益の増進に寄与することを達
成するために使うもの
※�減免の決定は規定の要件あり
※�過去に減免を受けた人も毎年申請が必要
必�要書類　
　�身体障害者手帳・戦傷病者手帳・
療育手帳・精神障害者保健福祉手
帳の中でお持ちの手帳、（運転者
の）運転免許証、車検証、納税通
知書、構造車両の場合は写真等、
納税義務者の個人番号（マイナン
バー）が分かるもの

申�込み　
　�納税通知書送達後～５/25（水）
に、必要書類を役場税務課へ

納期限　５/31（火）
対�象税　自動車税種別割（以下自動車
税）・軽自動車税種別割（以下軽自動税）
　�４月１日時点で自動車・軽自動車
等をお持ちの人に、５月上旬に、
自動車は県、軽自動車等は町から
納税通知書を送付。下記納付場所・
方法により納めてください。

自�動車税�
　知多県税事務所、金融機関、コンビ
ニエンスストア、クレジットカード（手
数料がかかります）、スマートフォン
決済アプリ（PayPay・LINE�Pay等）
軽自動車税�
　役場、富貴支所、金融機関、コン
ビニエンスストア、スマートフォン
決済アプリ（PayPay・LINE�Pay等）
※�名義変更・廃車等の手続きを他の
人に依頼した自動車・軽自動車等
について、納税通知書が届いた場
合は、それらの手続きが３月末日
までに行われていない場合があり
ます。依頼先にご確認ください

※�納税通知書が届かないときは、下
記までご連絡ください

問�合せ　自動車税：知多県税事務所自動車税　
グループ　☎ 89‐8176

　軽自動車税 :役場税務課

日時　6/17（金）～7/22（金）
　毎週金曜日の全6回
　13：30～ 16：00
場所　南知多町役場保健センター
　3階�大会議室
定員　30人（申込み順）
料金　1,000円（資料代）
内容　※変更になる場合もあります
　１日目　成年後見概論
　２日目　高齢者・障害者の権利侵
　　　　　害の状況
　３日目　法定後見の申し立て手続き
　４日目　財産管理と身上監護Ⅰ
　５日目　財産管理と身上監護Ⅱ
　６日目　後見人の実務
講師　弁護士、司法書士等
申込み・問合せ　
　5/2（月）から、知多地域権利擁護支援
センターへ　☎ 0562‐39‐3770

日時　①6/22（水）�13:30～ 15:30
　　　②６/23（木）��13:30～ 15:30
場所　思いやりセンター２階　会議室
内容　①�高齢者施設の選び方～どこ

で最期を迎えるか～
　　　②�家庭介護に必要な介護技術

入門～食事介護～
講師　日本福祉大学　研修講師ほか
定員　20人（申込み順）
料金　無料
主催　愛知県市町村振興協会、武豊町
協力　地域包括支援センター
申�込み　５/11（水）～６/15（水）の
平日 8：30 ～ 17：00 に地域
包括支援センターへ☎ 74-3305

成年後見サポーター
研修講座

家庭介護者等養成研修

軽自動車税種別割の減免 自動車税種別割・
軽自動車税種別割の納税を
お忘れなく！

※広報たけとよへ掲載する広告を募集しています。お問合せは役場企画政策課まで

｢特設人権相談所｣　　

日時　6/1（水）13：30～ 16：00　※受付は15：30まで、事前予約なし
場所　中央公民館　１階第1・2会議室
内�容　人権擁護委員による人権に関する相談。秘密厳守。お気軽にご相談ください
　※法律相談ではありません

問合せ　役場住民窓口課　　
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「大切な　水と一緒に　暮らす日々」
　水道週間は、 厚生労働省、 自治体

等全国の水道事業体等が水道につい

ての理解を深めていただくように毎

年行っています。 私たちの生活に欠

かすことのできない水道水の大切さ

を見直すための期間です。

　期間中、役場上下水道課・富貴支所

にて、啓発品を無料配布します。

（土・日曜日を除く）

問合せ　役場上下水道課

　大足区内在住の数え75歳以上の敬

老会員に対し、長寿の祝いと健康、さ

らなる活躍を祈念するための会です。

日時　５/７（土）９：30～
場所　大足老人憩の家前
※�新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため、式典・余興は中止。徒歩または

ドライブスルー方式にて記念品贈呈

問合せ　大足区敬老会長
　☎72-1994

　頂いたご意見に対する町の考え方

は、町ホームページに掲載しています。

◎武豊町地域公共交通計画（案）
募集期間　１/14（金）～２/14（月）
意見件数　０件
問合せ　役場防災交通課

　７/５（火）開催予定「第34回武豊

町民ふれあいチャリティーゴルフ大

会」について、 新型コロナウイルス

感染拡大防止のため中止とします。

問合せ　役場企画政策課

　前回の広報４月号において記載に誤り
がありました。お詫びして訂正いたします。

・９ページ　

【家庭用エネルギー管理システム】

（ＨＥＭＳ）の補助額の限度額

誤：30万円　正：１万円
問合せ　役場環境課
・11ページ

【地域振興券取扱店舗募集】

地域振興券の使用期間（予定）

誤：6/1～5年2/28
正：7/1～5年2/28
問合せ　役場産業課
・26ページ　

【5月無料相談】�困りごと相談�日にち

誤：5/12（木）　正：5/11（水）
問合せ　役場住民窓口課

　例年2月中旬から6月上旬までの間、

カラスの巣作りが活発になります。カ

ラスの巣は金属製ハンガーや針金など

の電気を通す材料が使われており、こ

れらが電線に接触することで停電が発

生することがありますのでハンガーな

どを屋外に放置しないようにお願いし

ます。 カラスの巣を発見したら、 下

記までご連絡ください。

問��合せ　中部電力パワーグリッド㈱
半田営業所　☎0120-929-493

　６月より児童手当制度が改正され、

一部の受給者を除き、毎年６月にご

提出いただいている現況届が原則不

要となりました。現況届の提出が必

要な受給者には６月に案内を郵送し

ますのでご提出ください。詳しくは、

町ホームページをご確認ください。

問合せ　役場子育て支援課

水道週間
６/１（水）～７（火）

第34回武豊町民ふれあい
チャリティーゴルフ大会中止

お詫びと訂正

パブリックコメント
意見募集結果

カラスの巣作りによる
停電防止にご協力を

児童手当現況届の提出
が原則不要に

　スマートフォン決済アプリの『PayPay・PayB・LINE�Pay・FamiPay』に
加えて、５月より『auPAY』でも、町税等を納付ができるようになりまし
た。納付書にあるコンビニ収納用のバーコードをスマホ等のカメラで読み
取り、チャージ残高から即時に支払いができます。
※対象税目・注意事項等、詳しくは町ホームページへ

問合せ　納付書裏面に記載の各担当課へ

auPAYで町税や水道料金等の納付ができます

　

大足区敬老会

第2期�健康たけとよ21

スマイルプラン　健康豆知識
朝ごはん食べていますか？
私たちの脳は“ブドウ糖”がエネルギー源。朝起き
た時、頭がボーッとするのは、寝ている間にブドウ
糖が使われ足りなくなっているからです。そこで
大事なのが朝ごはん！朝ごはんは体と頭を目覚め
させ、一日を活動的に過ごすためのスイッチです。
毎朝忘れずにスイッチを入れて、いきいき元気に
過ごしましょう！
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人口　43,233人（-314）
　男　21,782人（-226）
　女　21,451人　�(-88）
世帯　18,519　　��（-43）

内外国人　1,096人
　男　606人　　女　490人

交通事故
死亡0人（±0）　重傷0人（±0）
軽傷14人（+6)

軽自動車税　　　　　

救急出動
急病77人（+10)　一般負傷19人（±0）
交通事故7人（-6）

火災

建物�2件（+2）車両�０件（±0）
その他�0件（±0）

出産　
　男15人（-2）　女11人（-5）

人口　　４月１日現在

事故災害状況　　３月分

納税　　納期限５月31日（火）

まちの情報まちの情報（�）内は前年同月の増減数

朗読ＣＤを
　ご利用ください

目の不自由な人や、高齢者など、
広報を読むことが困難な人へ、
朗読ボランティア「かえるの声」
による、ＣＤの録音・配達を行って
います。ぜひご利用ください。

問合せ
武豊町社会福祉協議会
ボランティアセンター
☎�73-3104

6/1（水）　��9：00　本会議　開会
6/2（木）　��9：00　本会議　一般質問
6/3（金）　��9：00　本会議　一般質問
6/10（金）　9：00　本会議　議案に対する質疑
6/13（月）　9：00　総務企画委員会
　　　　�� 14：00　建設経済委員会
6/14（火）　9：00　文教厚生委員会
6/17（金）14：00　採決

本会議の傍聴はご自由にできます。
お気軽に議場へお越しください。

武豊町議会のお知らせ　定例会日程（予定）

月 日 区　名 収集場所

6

8（水） 小迎 �小迎公民館

15（水）
緑 �緑区区民館

大足 ( 老 )� �大足老人憩の家

22（水）
大足 ( 公 )� �大足公民館
玉西① �玉貫老人憩の家

29（水）
原田 �原田集落センター

雇用促進住宅 �ビレッジハウス武豊・谷口

【収集時間】７：00～９：00（雨天決行）
※収集日は町ホームページでも確認できます

○�持込みできるもの
　�家電製品（注１以外のもの）、家具類、自転車、石油ストーブ、布団等の大型ごみ
×持込みできないもの
���・注１　�テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ）、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、

エアコン
���・�ガスボンベ、廃油、消火器、バイク・原動機付自転車、タイヤ・マフラー等の自動車部品、
農機具等

���・資源物、事業系のごみ

問合せ  役場環境課６月の粗大ごみ収集日

◆�知多南部広域環境センター（ゆめくりん）へ直接持込み【有料】
　受付時間　8：30～16：15（土曜は13：00まで）
　休　業　日　日曜、年末年始

◆たけとよ・おおあしエコステーションの回収【無料】
　受付時間　9：00～15：00（年末年始を除く）
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脱！
太っ腹

※広報たけとよへ掲載する広告を募集しています。お問合せは役場企画政策課まで

　

コロナワクチン追加（３回目）接種 問合せ  保健センター 
　　　　☎ 72-2500

使用するワクチン：ファイザー社のワクチン
※１・２回目に武田 /モデルナ社ワクチンを受けた人も可能です

●３回目接種券の発送状況
　11月30日までに2回目の接種をした12歳以上の人
　：4月22日発送済み
　12月31日までに2回目の接種をした12歳以上の人
　：5月下旬発送予定

●武豊町内の予約枠
　4月18日～6月11日：ファイザー社製
　※6月11日以降の予約枠は、
　　ワクチンの入荷状況により決定

12 ～ 17 歳の人も３回目接種を受けられるようになりました

愛知県後期高齢者医療制度の

協定保養所利用助成事業

※年度末までに合計４泊まで利用可能
利�用方法　予約時に保養所へ「愛知県後期高齢者医療の被保険者」であることを伝えてください。宿泊当日、
保養所の窓口で後期高齢者医療の保険証および利用カードを提示してください。精算時に利用料金に対
し、1,000円を助成します。（利用カードは、初回利用時に保養所にて交付）

利用可能な

保養所

　　　　　協定保養所名� 　　　　　　住　所� 電話番号

あいち健康の森プラザホテル 東浦町大字森岡字源吾山1-1 ☎ 0562-82-0211

おんたけ休暇村 長野県木曽郡王滝村3159-25 ☎ 0264-48-2111

サンヒルズ三河湾 蒲郡市三谷町南山1-76 ☎ 0533-68-4696

すいとぴあ江南 江南市草井町西200 ☎ 0587-53-5555

豊田市百年草 豊田市足助町東貝戸10 ☎ 0565-62-0100

問合せ  愛知県後期高齢者医療広域連合給付課　　
　　 ☎ 052-955-1205

暖かくなってきた今日この頃、
そろそろ運動を始めてみませんか？

　腹囲の大きい太っ腹な方が多い武豊町では、住民の方にお腹のまわりを意識してもらう
ために「幸せの黄色いリボン　町内一斉腹囲測ろう月間」を毎年２月に実施しています。
寒くて活動が難しかったという方も、少しずつ運動を始めてみてはいかがでしょうか？
　お腹のまわりの大きさは、体重が１㎏減ることで、約１㎝減ると言われて
います。感染対策をとりながらお腹のまわりを意識する取組をしてみましょう。

＼脱太っ腹！／

問合せ  役場保険医療課
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※広報たけとよへ掲載する広告を募集しています。お問合せは役場企画政策課まで

相談名 日時 場所 内容 問合せ

困りごと相談
6月 8日（水）

13：30～ 16：00
※受付は15：30まで

中央公民館
１階１・２会議室

人権擁護委員・行政相談委員
による学校内、近隣、学校での
悩み、行政に対する相談

役場住民窓口課

住民法律相談（☆）

6月 10日（金）
13：30～ 16：30
�※定員６人まで
　�（超えた場合は抽選）

役場
２階第４会議室

�法律全般
�※内容によってお受けで
　�きない場合があります

役場総務課
�※１週間前の16：00
　��までに要予約

行政書士の
無料相談（☆）

6月 9日（木）
13：00～ 16：00

役場
２階第４会議室

相続、遺言、農地転用、
その他許可申請等

愛知県行政書士会
知多支部
☎ 26-4114

不動産無料相談会 6月 21日（火）
10：30～ 16：00

役場
２階第４会議室

�不動産全般、空き家に
�関すること等

役場都市計画課
※要予約

住まいの無料相談会 6月 21日（火）
10：30～ 16：00

役場
２階第2会議室

建物全般、住宅の耐震改修、
工事に関すること等

役場都市計画課
※要予約

障がい（児）者のため
の巡回相談

6月 10日（金）
10：00～ 12：00

中央公民館
２階パソコンルーム

�障がいのある人やその
�ご家族の生活でお困りや
�心配、疑問に思うこと等

知多南部相談支援
センターゆめじろう

☎72 - 6464
知多南部相談支援
センターわっぱる
☎73 - 3201
※要予約

成年後見制度
巡回相談

6月 9日（木）
13：30～ 16：30

思いやりセンター
相談室1

�判断能力が不十分な人を
�保護・支援する成年後見
�制度に関する相談

知多地域
権利擁護支援センター
☎0562-39-3770

※要予約

ここちゃん
サポート相談（☆）

6月 14・28日（火）
��①�９�：00�② 10：00
��③ 11：00
※各回１人ずつ50分間

思いやりセンター
２階会議室

�引きこもり、不登校につい
�て悩んでいる本人や、その
�ご家族に対する臨床心理�
�士による相談

社会福祉協議会
☎73 - 3104
※要予約

ちた地域若者サポート
ステーション武豊町
サテライト相談

6月 16日（木）
10：00～ 12：00

役場
２階第4会議室

�15～ 49歳の人の就労に
�関する相談

ちた地域若者サポート
ステーション
☎89 - 7947
※要予約

・（☆）は町内在住、在勤、在学の人に限る
・秘密厳守なので、お気軽にご利用ください

無料相談6月
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◇�新型コロナウイルス感染症対策に伴い、内容を中止・変更する場
合があります。ご理解とご協力をお願いいたします

◇武豊町テニス大会　　　　　　　�８日(日)　運動公園
◇春季武豊町民ソフトテニス大会　22日(日)　運動公園
◇体力チェック　　　　　　　　　28日(土)　総合体育館

６月より、学校開放の利用について変更点があります。ご利用の際はお気を付けください。

・中学校の利用時間について
　中学校の利用時間が変更になります。
　(旧)19：00�～�21：30�→�(新)18：30�～�21：30

・衣浦小学校運動場利用時のトイレの使用について
　プール西側にあったトイレは使用禁止となりました。
　運動場を利用される人については、体育館北側のトイレを使用
　してください。

　問合せ・申込み�　NPO法人ゆめフルたけとよスポーツクラブ
　　　　　　　　��（総合体育館内）　☎84-1100　
��　　　　　　　�　受付時間�9:00～17:00��休館日�日・月・祝日

少し早起きして親子で走りましょう！
日　時　6月18日(土)・26日(日)・7月16(土)
　　　　8:00～ 9:00
会　場　武豊小学校�運動場
対　象　年少～年長（保護者付添必須）
参加料　会員　1,500円 /3回
　　　　一般　2,000円 /3回（保険含む）
　　　　�当日支払（おつりの無いようにお願いします）
持ち物　�運動できる服装 ･ 走れる靴 ･ 水筒 ･ 汗拭き

タオル
申込み　メールサービスにて申込(かけっこQR読取)
※先着20組　※詳細はホームページ参照
※�雨天中止：当日7:00頃メールサービスで連絡
します

日　時　全日程土曜日
　５月7･14･28日　　　６月4･11･18･25日　　
　７月2･9･16･30日　　８月6･20･27日　　　
　９月3･10･17･24日　10月1･15･22･29日
時　間　6:30～ 7:00
場　所　運動公園グラウンド(芝生)
　　　　冨貴久原1-3
種　目　ヨガ
持ち物　水筒 ･ タオル ･ 帽子 ･ 運動できる服装
料　金　500円
※申込不要・当日支払・当日参加ＯＫ
※雨天中止（当日クラブのホームページに掲載）
※詳細はホームページをご覧ください

５月スポーツカレンダー

学校開放施設の利用について

6月の休館日
6・13・20・27日

開館時間（総合体育館）9:00～21:30
問　合　せ　総合体育館☎72‐1114
���������������スポーツ課☎72‐1111

スポーツ
SPORTSSPORTS

スポーツクラブ
情 報

親子かけっこ　～�参加者募集�～ 朝　活　～�参加者募集�～

その他、学校開放施設の利用時には、許可されたもの以外の機器・備品の利用はしないでください。
また、トイレの使用後には必ず清掃をしていただきますようご協力をお願いいたします。
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問合せ  地域包括支援センター　 ☎ 74‐3305

問合せ  ゆめフルたけとよスポーツクラブ　 ☎ 84-1100

会場名 定員 日にち 時間 料金 主な内容

�玉貫会場(玉貫老人憩の家) 30人 ６月２・16・30日(木) 10：00～11：00

無料
ストレッチ体操、
筋力アップ体操等

�下門会場(下門区公民館) 20人 ６月２・９・16・23・30日(木) 13：30～14：30

�富貴会場(富貴公民館) 20人 ６月２・９・16・23・30日(木) 10：00～11：00

※定員に達した場合は、入場を制限する場合があります
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、屋外での実施となり、時間・内容は変更する場合があります

■持ち物　上靴、出席表、飲み物、タオル、動きやすい服装
　　　　　出席表は初回参加時に会場で配布します

■対　象　65歳以上で会場に自分で来られる人、医師から運動制限を
　　　　　されていない人

サロン名 場所 日にち 時間 参加費(お土産代) 持ち物
大足サロン 大足老人憩の家 6/21(火) 13：30～14：30 100円

飲
み
物　

※
脱
水
等
の
予
防
の
た
め
各
自
お
持
ち
く
だ
さ
い

―

玉貫サロン 玉貫老人憩の家 6/ 9(木) 13:30～14：30 100円 室内履き

上ケいきいきサロン 上ケ公民館 6/22(水) 10：00～11：00 ― 室内履き

馬場サロン 砂川会館 6/16(木) 13：30～14：30 100円 室内履き

富貴サロン 富貴公民館 6/ 7(火) 13：30～14：30 100円 室内履き

東大高サロン 東大高公民館 6/14(火) 13：30～14：30 100円 室内履き

北山サロン くすのきホール
(くすのきの里) 6/20(月) 10：00～11：00 100円 ―

下門八幡さわやかサロン 下門区公民館 6/ 6(月) 10：00～11：00 100円 ―

小迎サロン 小迎公民館 6/21(火) 10：00～11：00 ― ―

中山ふれあいサロン 中山公民館 6/17(金) 10：00～11：00 100円 ―

市場神宮きらくサロン 市場公民館 6/22(水) 10：00～11：00 100円 ―

みどりサロン 緑区区民館 6/24(金) 13：30～14：30 100円 ―

竜宮サロン 富貴市場公民館 6/15(水) 13：30～14：30 ― 室内履き

玉東ホタルサロン 日油武豊クラブ 6/10(金) 14：00～15：30
(準備片付け含む)

100円 室内履き

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止となる場合があります
　(中止の場合、各施設入口へ掲示)

・マスクを着用してください
・自宅から近い会場 ( 目安：歩いて行けるくらいの距離 ) に行ってください
・各会場定員があります。定員に達した際には参加をお断りする場合があります
・37.5度以上の発熱や咳、くしゃみ等の風邪症状がある人は参加をご遠慮ください

参加する会場は1会場まで、複数会場への参加はご遠慮ください

≪憩いのサロン参加におけるお願いごと≫
　～新型コロナウイルス感染症対策の為、参加される際はご協力をお願いいたします～
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開館時間　9:00～19:00
問　合　せ　�☎ 73‐6800

開館時間　8:30～17:00
貸館時間　9:00～21:30
問　合　せ　�☎ 73‐2424

♪新しく入った本をご紹介します♪♪新しく入った本をご紹介します♪

成田空港検疫で何が
起きていたのか

田
た

中
なか

一
かず

成
なり

／著　扶桑社

50代、家のことで困ってます。
長
は

谷
せ

川
がわ

�高
たかし

／著　WAVE出版

開運！御朱印手帖

菊
きく

池
ち

洋
ひろ

明
あき

／��編著ダイアプレス

クルマでふらりと道の駅
浅
あさ

井
い

佑
ゆう

一
いち

／著　雷鳥社

　法律の壁、マンパワー不
足、鳴りやまないクレーム電
話、「自称識者」のデマ、人々
の誤解、オリンピック対応…。
元検疫所長による 600日間
の闘いの記録と提言。

　人生後半で家を買うの
は若い頃と違ったリスク
がある。50代のための失
敗しない家の売り買いの
基本を、Q&A形式でわか
りやすく解説する。

　開運・ご利益のある御朱印、
テーマ別で鑑賞する御朱印、
特別な意味をもつ御朱印…。
選りすぐりの御朱印を紹介
するとともに、御朱印の歴史
や見方、いただき方について
も解説。

　豊かな自然とご当地料理、温
泉で出迎えてくれる「道の駅」。
全国1161カ所を車中泊しなが
ら回った著者が「体験」「グルメ」
「エンタメ」「癒やし」の4ジャン
ルに分け、魅力溢れる32の道の
駅を厳選して紹介する。

6月の休館日

6・13・20・24・27日

・貸館予約　窓口受付�8：30～、電話受付�9：00～�　
・教室、講座の申込み（窓口受付優先）�
　受付時間　8：30～17：00　※初日の電話受付は�13：00～
　※窓口受付で定員に達した場合、電話受付はありません
　※�各講座、1回の申し込みで1人分の申し込みができます

予約
・

申込み

武豊自然観察会

　天然のホタルに会おう！！
日　時　6月1８日(土)��19：00～　
集合場所　市原農村広場駐車場　
参加費　50円(保険料)　
服　装　野外活動に適したもの
問合せ　知多自然観察会 畠

はた

☎73-3518
※申込み不要。小雨決行。
　小学生以下は保護者同伴

★ �5月16日（月）～27日（金）は、特別整理期間のため休館になります
★�館内にあるすべての資料の点検や所在不明資料の捜索・書架整理
など、大切な作業を行います

～�期間中は、利用者のみなさんにご不便をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いします～

☆�5月3日（祝）～15日（日）は、特別貸出期間とな
ります　
☆貸出冊数はお一人様 20点までです　
☆貸出期間は通常の2週間より長くご利用いただけます

かわいいリボンかごをつくろう

（初心者向け）

だし講座
（だしの基本を知ろう）

日　時　６月15日（水）９:30～12:00
場　所　１階　第１・２会議室
講　師　武豊町消費生活研究会
定　員　10人（申込み順）
料　金　200円（材料費のみ）
申込み　５月11日(水)から中央公民館へ

日　時　６月25日（土）　13:30～15:30
場　所　1階　料理実習室
講　師　佐

さ

藤
とう

倫
のり

子
こ

さん（だしソムリエ）
対　象　一般
定　員　12人（申込み順）
料　金　1,300円（材料費込み）
申込み　５月14日(土)から中央公民館へ

　クラフトバンドを使って、かわいい
小物入れを作ります。初心者向けです。

　料理の基本となるだしについて学びます。
鰹、昆布などだしの話しからおいしいだしの
取り方、だしを活用したレシピの紹介等を予
定しています。

※電話のかけ間違いに
　ご注意ください

6月の休館日

6・13・20・27日

【特別整理期間に伴う特別貸出期間のお知らせ】

特別整理期間の
お知らせ

ｙ



・問　合　せ　保健センター ☎72‐2500
・開館時間　8：30 ～ 17：15
・休　館　日　土・日・祝日、年末年始
　（行事により開館。通常業務はありません）

６月

３か月児健康診査
日時　６月9日(木)　13：15～　対象　R4．２月生
持ち物�①・②・③

レディースミニドック・子宮頸がん検診（要予約）
日時　６月20日（月）・27日（月）
　　　 9:15～10：45　13:30～15：00　
持ち物�②・③

ベビークラス離乳食編（要予約）
日時　６月３日(金)　10：15～10：30
対象　R４．１月生　持ち物�①・③

１歳６か月児健康診
日時　６月22日(水)　12：45～　対象　R2．11月生
持ち物�①・②・③

メンズミニドック・前立腺がん検診（要予約）
日時　６月14日(火)　8：15～10：15　持ち物�②

ベビークラスお世話編（要予約）
日時　６月３日(金)　13：00～13：15　
対象　R4．３月生　持ち物�①・③

３歳児健康診査
日時　６月21日(火)　12：45～　対象　R1．６月生
持ち物�①・②・③

胸部レントゲン撮影（肺がん・結核検診）(要予約)
日時　６月１日(水)　13：20～15：20
　　　６月13日(月)����８:50～10：50 13:20～15：20��
持ち物�②

２歳児歯科健診
日時　６月24日(金)　12：45～　対象　R2．６月生
持ち物�①・②・③

乳がん検診（要予約）
日時　６月17日(金)　9：15～10：45　13：30～15：00　
持ち物�②・③

大腸がん検診容器販売
日時　６月７日(火)・17日(金)　9：00～16：00
対象　～S57.4.1生　持ち物�なし

赤ちゃん・子ども健康診査 がん検診

休日診察　9：00～12：00�

赤ちゃん・パパママ教室

胃がん検診（要予約）
日時　６月６日(月)・28日(火)　8：15～10：15　
持ち物�②

健康相談＆育児相談(要予約)
日時　６月１・８・15・29日(水)　9：15～11：15　
持ち物�①・③

７か月児すくすく相談
日時　６月10日(金)　９：00～９：15　
対象　R3．11月生　持ち物�①・③

10か月児すくすく相談
日時　６月10日(金)　12：30～12：45、13：15～13：30
対象　R3．８月生　持ち物�①・②・③

健康・育児相談

※休日は往診できません

※�健康診査対象児（３か月児、１歳６か月児、２歳児、３歳児）
と10か月児すくすく相談の対象児には通知を出します

※�がん検診は空きがない場合もあります。また年齢制限が
ありますので、詳しくはお問合せください

※前月の休日診療は前月号の広報たけとよに掲載して
　います

◇都合により当番医を変更する場合があります　◇時間外に急病でお困りの時は、救急医療情報センターへ(☎28‐1133)

◇小児救急電話相談プッシュホンなら☎＃8000または☎052‐962‐9900　（受付時間：毎日19:00～翌朝8:00）

◇休日歯科診療（日曜日、祝日、12月29日～1月3日）　診療時間�9:00～13:00　診療場所�半田歯科医療センター(☎23‐2636)

６月５日（日） �石川医院（冨貴）　　　☎73-3332
６月12日（日）�じこう医院　　　　☎74-0311
６月19日（日） 榊原整形外科　　　☎73-6811
６月26日（日） くめクリニック　　☎74-3377
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持ち物　①母子健康手帳　②通知と同封の健康診査票等　③バスタオル
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■「サロン」「寄席」「SBT」：車椅子席をご利用の人はチケット購入時、申込時にご指定ください
■「サロン」「寄席」：未就学児の入場はご遠慮ください
■「SBT」：2歳以下のお子様は無料ですが（要おひざ券）、お席が必要な場合、有料となります
■電話予約は発売日・申込日の翌日から
■今年度の託児や町内送迎車は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行いません
■マスク着用でご参加ください
■検温をし、37.5℃以上の発熱や風邪症状などがある方は、参加をご遠慮ください

昨年度の様子

昨年度の様子
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　３月13日 (日) に公演予定だったコン
サートの振替公演です！一緒に楽しみま
しょう♪
日　時　７月10日（日）14：00
　　　　開演（13：30開場）
場　所　輝きホール（全席自由）���������
料　金　500円
発売日　�５月14日（土）から、ゆめたろう

プラザにて
出　演　Swing�Band�TAKETOYO
演奏曲　�カウントベーシーの曲、ディズ

ニーの曲ほか

　石膏デッサンの描き方がわかる４日間連続
講座です。初心者も経験者も参加いただけます。
日　時　７月６日(水）～９日（土）
　　　　18：30～20：30
　　　　※４日間連続の講座です
場　所　情報考房
対　象　小学５年生以上
講　師　高

こう　の　まさ　ゆき

野正之さん
定　員　10人（申込み順）
参加費　�無料（材料費は実費）木炭デッサン、

鉛筆デッサンどちらでも可
申込み　�６月４日（土）から、
　　　　ゆめたろうプラザへ

　レゴブロックで作ったロボットにパソコンでプログラ
ムを作成し、ロボットを動かします。
日　時　６月５日（日）、12日（日）、18日（土）、7月２日(土)
　　　　各回10：00～16：30※上記から都合のよい日を
　　　　１日選んでお申込みください
場　所　創作工房�������
対　象　小学４年生以上
講　師　伊

い�とう�つとむ

藤勤さん
定　員　各６人（計24人・抽選）
参加費　無料
　　　　（ロボットは持ち帰れません）
持ち物　筆記用具
申込み　�５月７日（土）～15日(日) の間に、
　　　　ゆめたろうプラザへ
※カルスポ、イベントカレンダーに
　記載された日時と一部変更があります

Swing Band TAKETOYO 第 28 回定期公演　

SBT だヨ！全員集合

サイエンストーク第 28 弾　

株式会社ニートレックス　ダイヤモンドの科学　

知ってるかな？ダイヤモンドの世界

石膏デッサン体験教室

レゴロボット製作教室☆初級

芸術と科学のハーモニー事業

芸術と科学のハーモニー事業 芸術と科学のハーモニー事業

　地元企業の技術者から学ぶ地域密着サイエンス。
日　時　7月16日（土）10：00～�12：00
場　所　株式会社ニートレックス本社工場 (武豊町)
対　象　小学４年生以上
講　師　株式会社ニートレックス
定　員　15人（申込み順）
参加費　�100円
持ち物　筆記用具
申込み　�６月４日（土）から、
　　　　ゆめたろうプラザへ
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６月の貸館抽選のお知らせ
抽選内容　輝きホール　12月分　　生涯学習棟　８月分
抽選日時　受付　６月１日（水）9：00～　　抽選　9：30～
抽選場所　１階　町民ロビー

※響きホールは５月6日（金）～11月末まで天井耐震工事予定のため使用できません

※�変更の場合がありますので詳しくは、ゆめたろうプラザへお問合せください

ゆめプラニュース
受付時間9：00～21：00
貸館時間�9：00～22：00

問合せ　ゆめたろうプラザ（町民会館）�
☎74‐1211

６月の休館日　6・13・20・27日

Welcome to Yumetaro plaza

ゆめたろう寄席 2022

　全国で活躍する３人が、2005年にスタートさせたトリオ。冴え渡る切れの良さとエモーショナルな
サウンド。繊細さと激しさとを併せ持つ大人のジャズ。時に優しく時に情熱的に、あなたを恍惚へと誘う。
日　時　６月４日（土）　15:00開演(14:30開場)
場　所　輝きホール（全席指定）
料　金　【前売】ゆめプラメイト・一般2,000円　
　　　　　　　U25（25歳以下）　�１,000円　
　　　　【当日】ゆめプラメイト・一般2,300円　
　　　　　　　U25（25歳以下）　��1,200円
発売日　ゆめたろうプラザにて発売中
出　演　「t

じ

he　E
え ろ す

ROS」　後
ご

藤
とう

浩
こう

二
じ

(ピアノ)、加
か

藤
とう

雅
まさ

史
し

(ベース)、江
え

藤
とう

良
よし

人
ひと

(ドラム)

　笑って暑さを吹き飛ばす
日　時　９月３日（土）14：00開演（13：30開場）
場　所　輝きホール（全席指定、251席限定）
出　演　柳

やなぎ

家
や

三
さん

三
ざ

、三
さん

遊
ゆう

亭
てい

歌
うた

奴
やっこ

、林
はやし

家
や

たま平
へい

　笑顔で温まる心と身体
日　時　11月2６日（土）14：00開演（13：30開場）
場　所　輝きホール（全席指定、251席限定）
出　演　柳

やなぎ

家
や

花
か

緑
ろく

、柳
やなぎ

家
や

わさび、露
つゆ

の瑞
みずほ

料　金　【前売】一般4,000円・ゆめプラメイト3,500円�小中高生2,000円　
　　　　【当日】ゆめプラメイト・一般4,500円　小中高生2,500円
発売日　第一次発売：ゆめプラメイト限定　５月28日（土）～
　　　　第二次発売：一般・チケットぴあ　６月４日（土）～
　　　　（チケットぴあ☎0570-02-9999　Pコード納涼の会511－905、初冬の会511－904）
　　　　※各発売日初日に限り、チケットは１回の購入につきお一人様各公演２枚まで
　　　　※ゆめプラメイトチケット購入時は会員証をご提示ください
　　　　※ゆめプラメイトチケットは１会員各公演２枚まで（セットチケット含む）

ゆめプラメイト限定！お得な納涼の会＆初冬の会セットチケット（１会員２セットまで）
料　金　6,500円／セット

the　EROS

柳家三三

柳家花緑

三遊亭歌奴

柳家わさび
（ⓒ橘蓮二）

林家たま平

露の瑞

※�新型コロナウイルス感染症の影響により、コンサートや催し、発売日等が変更になる場合があります。
最新情報は、会館ホームページをご覧ください

納涼の会

初冬の会

ゆめプラ　サロンコンサート 2022　vol. ２　

最強のエモロいトリオ「愛の女神は微笑む」
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◎骨盤体操
日　時　６月９日（木）10：30～12：00
場　所　中央公民館　第２和室
対　象　子育て中の親
内　容　�産後にゆるんだ骨盤を引き締めて、身体を

スッキリさせましょう。子育てに関する座
談会も行います

講　師　ＮＰＯ法人Ｓｍｉｌｅｙ�Ｄｒｅａｍ
定　員　12人（申込み順）　料　金　無料
　　　　※�キッズスペースあり
申込み　５月12日（木）から、役場生涯学習課へ
※�電話・メールでの申込みは同日10：00から。メー
ルの場合、氏名、住所、連絡先（子ども同伴の場
合、名前と年齢）を明記
メール　gakushu@town.taketoyo.lg.jp
※�最新の情報や年間予定は、町ホームページにてご確認
ください（「武豊町子育てリフレッシュ講座」で検索）

日　時　５月25日（水）10：30～11：30
場　所　南部子育て支援センター
対　象　保育園年少入園前までのお子さんと
　　　　その保護者（町内在住）
内　容　栄養士さんと偏食について話す
定　員　３組
申込み　�５月２日（月）から、南部子育て支援センター

「わくわく」へ　☎72-0778

～心の育ちのプロ臨床心理士さんに聞いてみよう～

日　時　6月24日（金）10：30～11：30
場　所　南部子育て支援センター
対　象　未就園児とその保護者（町内在住）
内　容　�乳幼児の発達や子育てのポイントについて

臨床心理士に学ぶ
講　師　廣

ひろ

浦
うら

美
み

穂
ほ

さん（臨床心理士）
定　員　10組
申込み　6月3日（金）から、南部子育て支援センター
　　　　｢わくわく｣へ　☎72-0778

日　時　6月8日（水）10：30～11：30
場　所　北部子育て支援センター
対　象　０歳児とその保護者（町内在住）
内　容　スキンシップを通して親子の絆を深める
講　師　山

やま

田
だ

直
なお

子
こ

さん
定　員　15組
申込み　�５月18日（水）から、北部子育て支援センター

｢すくすく｣へ　☎73-8714

子 育 て 情 報

児童クラブ追加募集 「夏休み限定」

期　間　１学期終業式翌日～８月31日（水）
　　　　※８月12日（金）～16日（火）は休み
募集人数　若干名
場　所　武豊児童クラブ　
　　　　※土曜日は衣浦児童クラブ
対　象　�仕事等の事情で夏休みに児童をみる人が

いない家庭で町内の小学１～６年生まで
の児童

�����������※�保護者が送迎できる場合は武豊小学校
区以外の児童も可（ファミリー・サポー
ト・センターによる送迎も可）

料　金　�9,000円（使用料8,000円、おやつ代���
1,000円）／月

������������※�７時30分から早朝利用をする場合は
早朝利用料1,000円／月

申込み　�６月３日（金）までに、申込書を役場子育
て支援課へ

※申込書は子育て支援課にて配付
※�申込者数が多数の場合は、基準点数表にて点数
をつけ、高い順から入会とします。また、必要
に応じ６月16日（木）18:00（予定）に抽選を行
います

育児講座「楽しくお話～言葉を育むために～」

日　時　６月１日（水）10：00～11：00
場　所　北部子育て支援センター
対　象　未就園児とその保護者（町内在住）
内　容　言葉を育むために、日頃から心掛けるとよ
　　　　いこと等について学ぶ
講　師　中

なか

尾
お

典
のり

子
こ

さん（言語聴覚士）
定　員　15組
申込み　�5月11日（水）から、北部子育て支援センター���

｢すくすく｣へ　☎73-8714

公園であそぼう「鹿狩池公園」

日　時　5月17日（火）10：00～11：30
予備日　5月25日（水）　　　※申込不要
場　所　鹿狩池公園
対　象　未就園児とその保護者（町内在住）
内　容　公園で同年代の親子と体を動かして遊ぶ
問合せ　�北部子育て支援センター｢すくすく｣へ　
　　　　☎73-8714

子育てリフレッシュ講座 育児講座

「ベビーマッサージ」

育児講座「子育てで大切にしたいこと」

おいしく食べよう「偏食」



今月の野菜　キャベツ

　私たちにとって１年中食卓にあるイメージのキャベツ。
みなさんは春キャベツ、冬キャベツとそれぞれ違いがあることを
知っていますか？今回は２つの時期で作られる「キャベツ」につい
て紹介します。生でよし、煮てよし、油炒め、漬物にも和洋中にも
合う万能野菜キャベツ。愛知県はキャベツの出荷量が全国１位！
※ＪＡあいち経済連調べ
　愛知県は全国シェアの約２０%を占めているキャベツ王国です。
キャベツは４月から６月に食べごろの葉の巻がゆるい「春キャベツ」
と、１１月から３月に食べごろを迎えるかたく締まった「冬キャベツ」
と大きく２つに分けられます。春キャベツはみずみずしく柔らかい
ためサラダなど生食に向いていて、冬キャベツは火を通すと甘みが
増すため加熱調理に向くと言われていています。
　生産者さんの努力によりさまざまな栽培方法で、長期的に食卓
に並ぶよう作られています。キャベツはビタミン類が豊富で、特に
免疫力を高めるビタミンＣや胃や十二指腸を健康的に保つために
効果があるビタミンＵを多く含んでいます。生でも加熱しても食べ
やすい便利なキャベツは武豊町でもたくさん生産されています。
ぜひ、春キャベツと冬キャベツの違いを食べ比べてみてください。

たけとよの農業を知る

をのぞいてみよう !

今月のレシピ

キャベツたっぷりメンチカツ
キャベツの旨味がたっぷり詰まった食べ応えのあるメニューです

作り方
①キャベツは軸も一緒に粗みじんに切る。たまねぎも粗みじんに切る。

②�耐熱ボウルに①を入れ、ラップをして電子レンジ（600Ｗ）に２分

間かける。粗熱を取り、軽く水けを軽く絞る。

③�別のボウルに合いびき肉と塩小さじ1/2、こしょう少々、卵、②を

入れて全体がなじむまでよく混ぜる。

④�ボウルにたっぷりのパン粉を用意する。③のタネを１２等分にして１

個ずつ落とし入れ、しっかりとパン粉をつけながらやや薄く中央を

くぼませて円盤状に形を整える。

⑤ �170℃に熱した揚げ油に落とし入れる。最初は形がくずれるので触

らず、周りがしっかりしてきたら返して3～4分間、カラリと揚げる。

材料（４人分）
・春キャベツ・・・１/４玉
・合いびき肉・・・200ｇ
・たまねぎ・・・・1個

・卵・・・（Ｍ）２個
・生パン粉・・・適量
・塩・こしょう・揚げ油　適量

おやさいレシピ
旬の素材をたべよう！
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Know

農家からの一言

キャベツ生産農家　森
もり

田
た

崚
りょう

斗
と

さん

　お盆過ぎからキャベツを植え始めて、10月
から５月の間で収穫をしています。
　３月に入ってからは気温も高くなり、ぎゅっ
と締まった良質なキャベツができました。普段
はＪＡに出荷したり、土日は兄の経営する「森田
いちご園」で販売しています。私のキャベツを
見かけられたら、ぜひとも一度ご賞味ください。

【プチ情報】
　古くなっていたり
傷んでいるキャベツ
は、みずみずしさが
ありません。キャベ
ツを選ぶ際は、まず
裏を見て、乾燥して
いないかを確認する
といいと思います。

キャベツの甘みと、サクサク
の衣が

相性抜群！！

▲冬キャベツ
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自家焙煎Cafe香房

ワンプレートランチ

無料券（1人分）

５名様

今月のPRESENT

■応募資格　町内在住の人
■応募方法　ハガキかメールで、クイズの答え５問分（○の中に入る数字や文字）
　　　　　　と住所、氏名、年齢、電話番号、広報たけとよについてのコメントを
　　　　　　書いて、応募してください。
■応募締切　６月15日（水）必着
■申　込　み　〒470-2392�字長尾山２　役場秘書広報課
■E - mai�l　 hishokoho@town.taketoyo.lg.jp
※�当選者には、お電話にてご連絡します

3/15号の正解　
①無料　②根　③いちはら　④ホタル　⑤クレーター

広報たけとよを読んで答えるクイズに挑戦！抽選で５人にプレゼントします

広報クイズ出店者募集中！ ●表紙のことば● 

武豊町民に読まれる広報に掲載して、町民のみなさ
んにお店の魅力をPRできるチャンス！
興味のある人は、ぜひお申込みください。

申込み・問合せ　役場秘書広報課

広報たけとよであなたのお店を PRしませんか？

自
じ

家
か

焙
ば い

煎
せ ん

Cafe香
こ う

房
ぼ う

わがまちお店めぐり

コーヒーを愛するオーナーがつくる、ホッとする一杯

　
　こだわりの焙煎機を使い、新鮮な豆を使って淹れるコーヒー
は香りがよく、味わい豊かです。昔からコーヒー好きだったオー
ナー。郵便局で16年勤めた後、喫茶店で働きながらコーヒー
について本格的に学び、念願だった自分のお店を武豊にオー
プンしました。
　店内は北欧テイストの壁の色、また、ゆったりした音楽と
コーヒーのいい香りに包まれた空間で思わず時が経つのを忘
れてしまいます・・・。コーヒー好きも、初心者も、ご要望が
あれば知識豊富なオーナーが丁寧に、おすすめのコーヒーを
セレクトします！モーニングやランチメニューもありますので、
是非ご賞味ください。 （左上）種類が豊富なので、好みの一杯が見つかるはず！

（右上）�焙煎機は京都のメーカーのものを使用。これで新鮮
な豆を焙煎できます

（下）レジ横のカウンターで豆の購入もできます

　4/16（土）、警固山周辺にて「おじいさんのアウトドア47
～春の野山でむかし体験～」というイベントが行われました。
町内の小中学生と保護者が対象で、当日は多くの参加者で賑
わいました。竹林の保全と整備を兼ねて、せっかくならみん
なで楽しめるたけのこ堀りイベントをしようと始まったのだ
そう。ボランティアの方々のレクチャーを受けながら、大人
も子どもも夢中になってたけのこ堀りを楽しんでいました！

オーナー

大
おお

久
く

保
ぼ

 孝
たか

哉
や

さん

①武豊町○○○○の森墓園は公募期間を延長しました
②妊婦・産婦向けの○○○○料金の助成をスタート
③○○版ふるさと納税をぜひご活用ください
④○○○の巣作りによる停電防止にご協力をお願いします
⑤４年度の自動車税種別割・軽自動車税種別割の納期限は５月○○日まで

【問題】

コーヒー以外のドリンクや
フードメニューもあります。
お子さん連れもＯＫです！

字長尾山49-1�長尾山ビル1階
（武豊町役場庁舎の北向いです）��
■営業時間�8：30～17：30
　　　　　※ラストオーダー17：00
　　　　　〈モーニング〉8：30-11：00
　　　　　〈ランチ〉���11：00-16：00
■水曜定休�☎84-6505 ▲インスタグラム
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4/
9・10 土日

長尾の春祭り　

4/ 4/
3 9

土日

　３日に竣工式が行われ、６日にオー
プンした武豊町屋内温水プール。
　竣工式後のオープニングセレモニー
では、東京オリンピックに出場した選
手がプールで素晴らしい泳ぎをみせま
した。

　知多南部広域環境センター（ゆめく
りん）の竣工式が行われました。ゆめ
くりんは、武豊町、半田市、常滑市、
南知多町、美浜町の可燃ごみ、不燃・
粗大ごみを安全に処理する施設です。
施設内には、見学者コースもありま
すのでぜひ一度お越しください。
（要予約）

武豊町屋内温水
プール竣工式

ゆめくりん
竣工式

3/
25

金

　明治安田生命保険相互会社と、
包括連携に関する協定を締結しま
した。第6次武豊町総合計画に掲
げる9つのまちづくりの目標を中
心に連携・協力し、住民サービス
の向上と地域の活性化を図ってい
きます。

包括連携協定
を締結
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★あなたが写っている写真がありましたら差し上げます。　(L判１人１枚)役場秘書広報課までお越しください

　新型コロナウイルス感染症対策に伴い、
中止・延期等の変更がある場合があります。
変更が決定した場合は、町ホームページ、
公式ツイッター等でお知らせします。ホームページ iOS版Twitter Android 版

武豊町は持続可能な開発目標
（SDGs）を支援しています

「広報たけとよ」は、あらゆる人に読みやすい

ユニバーサルデザインフォントを使用しています

広報たけとよは、スマートフォン
アプリ「マチイロ」でも閲覧できます。

◆対　　象　平成28年～令和3年の７月に生まれたお子さん
　　　　　　 （町内在住）同じ月の兄弟姉妹も同時に掲載できます！
　　　　　　※写真枠は１人分として扱います

◆応募締切　6月15日（水）必着
◆申 込 み   〒470-2392　
　　　　　　字長尾山 2　 
　　　　　　役場秘書広報課
◆E - mail     hishokoho@town.taketoyo.lg.jp
　※ 応募多数の場合は抽選。当選者には後日メール

にて連絡し、写真を１枚提供していただきます

◆応募方法　お子さんの氏名・ふりがな・年齢（お誕生日が来た
　　　　　　時の）・生年月日・性別・住所・電話番号・保護者
　　　　　　氏名を明記し、ハガキかメールでお申込みください
　　　　　　※ハガキの場合は、メールアドレスも明記

   　　 に誕生日を迎え、  
1 歳から 6 歳になる

お子さん

７月

天使の写真募集中！
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小
こ

森
もり

　玲
れ

奈
な

ちゃん
５月２日生�（４歳）

山
やま

崎
ざき

　凱
かい

惺
せい

くん
５月８日生�（６歳）

堀
ほり

江
え

　陸
りく

仁
と

くん
５月８日生�（２歳）

斎
さい

藤
とう

　景
けい

太
た

くん
５月17日生�（１歳）

岩
いわ

野
の

　凪
な

見
み

ちゃん
５月５日生�（６歳）

斎
さい

藤
とう

　陽
はる

太
た

くん
５月13日生�（６歳）

太
おお

田
た

　莉
り

緒
お

ちゃん
５月24日生�（１歳）

最
も

上
がみ

　優
ゆ

月
づき

ちゃん
５月11日生�（２歳）

大
おお

橋
はし

　野
の

乃
の

ちゃん
５月21日生�（２歳）


