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令和４年度の健康診査は、次のとおり実施する予定です

健康診査実施期間

６～９月【昨年度と比べて、実施期間が変わります】

受診券送付時期

５月下旬頃　※対象者には個別に発送します

◆�胸部レントゲン撮影等のがん検診は、保健センターで別日程で実施予定
です。希望する人は保健センターにご連絡ください

国民健康保険税を下表のとおり改定しました。
令和４年度分の納税通知書は、７月に送付予定です。
　　　　　　　　　　　令和４年度　国民健康保険税額（年額）

※０～６歳の未就学児の均等割は、５割減額されます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

問合せ　役場保険医療課

問合せ　役場保険医療課

国民健康保険特定健康診査

後期高齢者医療健康診査のお知らせ

国民健康保険税の税率が変わります

　４/1 から成年後見センターの名

称が変更されました。

【旧】知多地域成年後見センター

【新】知多地域権利擁護支援センター

※電話番号等の変更はありません

問合せ　知多地域権利擁護支援センター
　☎ 0562-39-3770

対象　①～⑥全てを満たす人
①武豊町に住所を有していること

②申請日において18歳未満である

③�聴力レベルが、両耳とも30デシ

ベル以上で、身体障害者手帳の交

付の対象ではない

④�補聴器の装用により、言語の習得

等一定の効果が期待できると、指

定医師により判断された人

⑤�対象児童の属する世帯員のうち、

いずれの者も助成金の交付申請を

行う月の属する年度（４月～６月

は前年度）における町民税所得割

の額が46万円以上でない

⑥�対象児童が他の制度により補聴器

購入費等に係る費用の助成を受け

ていない

助成額
　上限額の範囲内において購入費ま

たは修理費の３分の２（千円未満は

切り捨て）

※申請は、購入前にすること

※�医師意見書の取得などに係る費用

は申請者負担とする

申請に必要なもの
①医師意見書

②�補装具費の支給を行う際の代理受

領の受託業者として、本町に登録

のある業者が作成した見積書

③�助成対象児童の属する世帯員全員

の町民税所得割額を確認すること

ができる書類（公簿等により確認

することができない場合に限る）

④その他町長が必要と認める書類

申込み・問合せ　役場福祉課

　

　傷病手当金の適用期間について

6/30まで延長します。
○�傷病手当金とは…国民健康保険ま

たは後期高齢者医療の被保険者

で、新型コロナウイルス感染症に

感染、または発熱等の症状があり

感染の疑いにより欠勤し、十分な

給与等を受けられない人に対して

支給されます。
問合せ　役場保険医療課

世帯の保険税(年額) �医療保険分 後期高齢者
支援金等分

介護保険分
(40～60歳のみ)

�令和3年分の
�所得金額－43万円 ×所得割 6.80% 2.60% 2.60%

�世帯の被保険者数 ×均等割�※ 26,400円 9,600円 10,800円

�世帯ごとに ＋平等割 20,400円 7,200円 6,000円

�上限額 63万円 19万円 17万円

国民健康保険・後期高齢者
医療の傷病手当金の
適用期間を延長します

成年後見センターの名称が
変わりました

軽度・中等度難聴児の
補聴器購入費等の助成

　毎年、長尾・大足・富貴地区等で
開催されている敬老会について、
４年度の対象年齢は、数え 74歳
以上の人から数え 75歳以上の人
に変更になります。
※�対象年齢の変更については、平
成 26年度より下表のとおり実
施しています

▼敬老会の対象年齢

年度 対象年齢
（数え）

�平成26・27 71
�平成28・29 72
�平成30・31（令和元年） 73
�令和2・3 74
�令和4～ 75

問合せ��役場福祉課

◎タクシー料金（基本料金）助成
対�象　身体障害者手帳１・２級、療
育手帳Ａ・Ｂ判定、精神障害者保
健福祉手帳１・２級
交付枚数　年間24枚以内
※�助成券１枚で１回分。助成券２枚
でリフト付きタクシーの利用が可

※�自動車税・軽自動車税の減免を受
けている場合、バス運賃の助成
を受けている場合は、助成を受
けられません

※�利用できるタクシー会社は、役
場福祉課までお問合せください

◎バス運賃助成
対�象　身体障害者手帳１・２級とそ
の介護者（介護者は第１種障害者
のみ）、療育手帳Ａ・Ｂ判定とそ
の介護者、精神障害者保健福祉
手帳１・２級とその介護者
※�タクシー料金助成を受けている場合
はバス運賃助成を受けられません

交付枚数　年間24枚以内　
利��用できるバス会社
　知多バス・レスクル㈱バス
申込み・問合せ　役場福祉課

対象になる場合
・�身体障害者手帳をお持ちの障がい
者本人が運転する場合
・�第１種の身体障害者手帳をお持ち
の人が同乗する車を、介護者が運
転する場合
・�療育手帳（Ａ判定）をお持ちの人が同
乗する車を、介護者が運転する場合
対象になる自動車
　自動車検査証の所有者欄が個人名
義の自動車（障がい者一人につき一台）
申請に必要なもの
・�身体障害者手帳またはＡ判定の療
育手帳（両方お持ちの人は両方）
・�自動車検査証または軽自動車届出済証
・�運転免許証（第２種の身体障害者手
帳をお持ちの人に限る）
・�割賦購入の場合は割賦契約書等
（代金支払債務が残っている場合のみ）
※ �ETCを使用する場合はETCカー
ド（障がい者名義のもの）・ETC
車載器セットアップ申込書が必
要です

申込み・問合せ　役場福祉課
※�更新申請は有効期限の２か月前
からできます

有料道路障害者割引制度
障害者「タクシー料金」
「バス運賃」助成

敬老会の対象年齢について

問合せ　役場福祉課４年度から各種手当額が変わります

手当名 旧 新（4年度～）
�特別児童扶養手当 1級 �52,500円 �52,400円

2級 �34,970円 �34,900円
�障害児福祉手当 A種 �21,780円 �21,750円

B種 �16,030円 �16,000円
C種 �14,880円 �14,850円

手当名 旧 新（4年度～）
�特別障害者手当 A種 �34,200円 �34,150円

B種 �28,400円 �28,350円
C種 �27,350円 �27,300円

�経過的福祉手当 A種 �21,780円 �21,750円
B種 �16,030円� �16,000円
C種 �14,880円 �14,850円
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人口　43,340人（-40）
　男　21,813人（-33）
　女　21,527人　�(-7）
世帯　18,529　　（-14）

内外国人　1,110人
　男　615人　　女　495人

交通事故
死亡0人（±0）　重傷0人（±0）
軽傷2人（-10)

固定資産税　　　　　第１期分

救急出動
急病79人（+14)　一般負傷13人（-10）
交通事故1人（-2）

火災

建物�0件（±0）車両�０件（±0）
その他�2件（+2）

出産　
　男15人（+4）　女13人（+2）

人口　　3月１日現在

事故災害状況　　2月分

納税　　納期限５月２日（月）

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

※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

～野菜を食べて生活習慣病予防を～
　野菜にはビタミン・ミネラル・食物繊維など私たちの身
体に必要な栄養がたくさん含まれています。
野菜に含まれるカリウムは余分な塩分（ナトリウム）を排
泄し、高血圧や脳卒中を予防してくれます。
　また低カロリーなのでたくさん食べることで満腹感を
得られ食べすぎを防いでくれたり、先に食べることで血糖
値の上昇を緩やかにしてくれるメリットもあります。
ぜひ野菜をたくさん食べて生活習慣病予防をしましょう。

第2期�健康たけとよ21

スマイルプラン　健康豆知識

運動を始めたい人、ボランティア活動

に興味がある人、ぜひご参加ください。

日時　5/27(金)13:30～ 15:30
　6/15（水）9:30～ 11:30

　7/1（金）13:30～ 15:30

　7/13（水）9:30～ 11:30

　7/29（金）13:30～ 15:30

場所　総合体育館　３階視聴覚室
対象　町内在住の人 (年齢不問)
内�容　介護予防講話、ストレッチ体
操、筋力アップ体操、脳トレ体操、

グループワーク

持�ち物　筆記用具、運動靴（上履き）、
お茶、タオル

※�マスク着用の上、動きやすい服装

でお越しください

定員　20人（５日間受講できる人を優先）
料金　無料
申�込み　4/8（金）～ 5/20（金）まで
に電話でゆめフルたけとよスポー

ツクラブへ（9:00～ 17:00、祝・

日・月曜日を除く）☎ 84-1100

計画期間　令和４～12年
　本町の地球温暖化対策を総合的か

つ計画的に推進していくためのもの

です。2030 年度を計画期間の目

標年度、2050 年度の「ゼロカー

ボンシティ」の実現を長期目標とし

て設定し、目指すべき町の将来像、

その実現のために取り組むべき各種

施策を示しました。

問合せ　役場環境課

　新年度を迎え、新生活が始まった

人もいます。早く新しい環境に慣れ

るためにも、常日頃から犯罪に巻き

込まれないよう気をつけることが重

要です。そこで、「春の安全なまち

づくり県民運動」を展開し、犯罪の

抑止を図ります。�

運動の重点
○特殊詐欺の被害防止

○侵入盗の防止

○自動車盗の防止

○子どもと女性の犯罪被害防止

問合せ　役場防災交通課

　新年度を迎え、不慣れな交通環境

での通学・通勤が始まり、交通事故

の発生が心配される時期です。そこ

で、「春の全国交通安全運動」を展開

し、交通事故の防止を図ります。

運動重点
○�子どもを始めとする歩行者の安全確保

○�歩行者保護や飲酒運転根絶等の安

全運転意識の向上

○�自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保

問合せ　役場防災交通課

■ auショップ武豊を運営しており

ます㈱キセキ様より、保育園の新型

コロナウイルス感染症拡大防止を目

的として、キセキクリーン（微酸性

次亜塩素酸水溶液）80 キロのご寄

附をいただきました。ありがとうご

ざいました。

問合せ　役場子育て支援課
■株式会社コデラダイナックス様よ

り、学校の教育環境の充実に活用し

てもらいたいと、緑丘小学校に加湿

器等のご寄附をいただきました。

ありがとうございました。

問合せ　
役場学校教育課

◎第11次武豊町交通安全計画（案）
募集期間　２/15（火）～３/14（月）
意見件数　１件
問合せ　役場防災交通課

武豊町地球温暖化対策実行
計画（区域施策編）を策定

春の安全なまちづくり県民運動
4月1日（金）～10日（日）

ご寄附ありがとうございました

パブリックコメント
意見募集結果

春の全国交通安全運動
4月6日（水）～15日（金）

次の都市計画について決定・変更しました。
関係図書について、一般の縦覧に供します。

・�知多都市計画石曽根地区計画の決定【武豊町決定】
・�知多都市計画用途地域の変更【武豊町決定】

問合せ　役場都市計画課

狂犬病集合予防注射の実施について

知里付神社
石曽根地区

　生後91日以上の犬は、狂犬病予防法による登録と、毎年一回の狂犬
病予防注射を受ける義務があります。町では、下記の日程で狂犬病集合
予防注射を実施します。登録済みの犬の飼い主には、３月下旬にハガキ
を発送しています。
注射料　１頭�3,500円
※未登録の犬は、注射料＋登録料3,000円が必要です
○問診票の事前記入のお願い
　注射を受ける際に、案内ハガキの問診票（右図）の記入が
必要です。事前の記入を忘れずにお願いします。

※�会場内での事故について、町は一切責任を負いません。
　事故が起きないように、犬を制御できる人が来てください
※�予防接種は動物病院で受けることもできます。
　集合予防注射に来られない人は、動物病院で注射してください

日　時 場　所

4/20
�（水）

9:15～9:30
9:45～10:00
10:15～10:30
10:45～11:00
11：15～11：30
13：00～13：15
13:30～14：00

砂川会館
北山構造改善センター
馬場公民館
下門区公民館
小迎公民館
緑区区民館
中山公民館

日　時 場　所

5/15
（日）

10:00～10:30
10:40～11:00
11:15～11:30

中央公民館
玉貫老人憩の家
東大高公民館

6/19
（日）

10:00～10:30
10:40～11:00
11:15～11:30

中央公民館
玉貫老人憩の家
東大高公民館

4/21
�（木）

9:10～9:30
9:45～10:00
10:15～10:30
10:45～11:00
11：15～11：30
13：00～13：10
13：25～13：40
13：55～14：15

玉貫老人憩の家
原山社
富貴公民館
ゆめたろうプラザ
東大高公民館
富貴市場公民館
大足公民館
中央公民館

▼5/15の予備日

※�緊急事態宣言が発令されている
場合、集合予防注射は中止とな
りますのでご了承ください。
　最新情報はホームページをご確
　認ください

問合せ　役場環境課

都市計画の決定・変更 武豊町体操リーダー
（ボランティア）育成講座

　武豊中央公園内の大型テントシェルターを
４/1（金）にオープンしました。
今後も段階的に整備を進めてまいります。
みなさんのご来園をお待ちしております。

武豊中央公園「大型テントシェルター」オープン 問合せ　役場都市計画課
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■計画期間　令和３～12 年度

■取組分野 3‐3���スポーツ（スポーツ課）�

●その他の事業はこちらからご確認ください
　（該当ページ第6次武豊町総合計画Ｐ98～99）

●どんな事業が予定されているの？
　＜たけとよスポーツDay＞
　子どもからお年寄りまで、誰もが気軽に参加できるスポーツイ

ベントです。町内をウォーキングする「たけとよウォーカー」と、

いろいろな種目に挑戦できる「たけとよチャレンジ大会」を開催し

ます。ご自身の体力に合わせて種目を選ぶことが可能です。令和４

年度は、総合体育館と武豊中央公園の２つをメイン会場に設定し、

より多彩なスポーツを体験できるようにします。多くの人がスポー

ツに触れ、交流できるきっかけになることを期待しています。

問合せ  役場スポーツ課

問合せ  役場税務課

　　▲たけとよウォーカー

　　���▲たけとよスポーツDay( 開会式 )

●どんなまちを目指すの？
　　町内で行われるスポーツイベントやサークル活動に誰もが気軽に
　参加でき、多くの人と一緒になって交流できるまちを目指します。

相談名 日時 場所 内容 問合せ

困りごと相談
５月12日（木）

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（☆）

5月 13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（☆） ５月はありません�

不動産無料相談会 5月 17日（火）
13：30～ 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 �５月はありません

障がい（児）者のため
の巡回相談

5月 13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

5月 12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
成年後見センター

☎0562-39-3770
※要予約

ここちゃん
サポート相談（☆）

5月 10・24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

5月 19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5月

縦　　　　　覧 閲　　　　　覧

期　間
 ４月１日(金)～５月２日(月) ※土・日曜日、 祝日除く
 8:30～17:15（水曜日は19:15まで）

 ４月１日(金)～　※土・日曜日、 祝日除く
 8:30～17:15（水曜日は19:15まで）

場　所 役場税務課

できる人

 〇 納税者、 納税者と同居の親族
　　 ※ 償却資産、 非課税物件、 課税標準額が免税点未満

の資産のみを所有する人は縦覧できません
 〇納税管理人、 納税者から委任された人

 〇納税義務者、 納税義務者と同居の親族
 〇納税管理人、 納税義務者から委任された人
 〇借地・借家人

持ち物

 〇納税者、 納税義務者であることを確認するための書類
　　・マイナンバーカード、 運転免許証、 納税通知書、 課税明細書等
 〇借地・借家人であることを確認するための書類
　　・賃貸借契約書、 領収書等
 ※委任された人は、 委任状と本人確認書類（マイナンバーカード等）を持参してください

内　容

 〇土地価格等縦覧帳簿
　　・所在地、 地目、 地積、 価格
 〇家屋価格等縦覧帳簿
　 ・所在地、 家屋番号、 種類、 構造、 床面積、 価格

 〇 納税義務者本人の資産について記載された
　　 部分の確認、 記載事項証明書の交付請求
 〇 借地・借家人の人は、 借地・借家部分の内容
　　　の確認、 記載事項証明書の交付請求

４年度�固定資産税の縦覧・閲覧のお知らせ

※縦覧期間中は、 固定資産税・都市計画税名寄帳兼課税台帳の閲覧手数料が無料となります
※電話による土地・家屋の価格等のお問合せには、 お答えできません

縦覧：固定資産税の納税者が自身の固定資産の価格が適正か、ほかの固定資産と比較して確認する制度
閲覧：固定資産税の納税義務者が固定資産課税台帳に登録された自己資産の部分について確認する制度
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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 受付時間 料金 主な内容

�玉貫会場(玉貫老人憩の家) 30人 ５月19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 ５月12・19日 (木) 13：30～14：30

�富貴会場(富貴公民館) 20人 ５月12・19・26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、マスク、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 5/17(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 5/12(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 5/25(水) 10：00～11：00 ― 室内履き

馬場サロン 砂川会館 5/19(木) 13：30～14：30 100円 室内履き

富貴サロン 富貴公民館 5/ 3(祝) 13：30～14：30 100円 室内履き

東大高サロン 東大高公民館 5/10(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) 5/16(月) 10：00～11：00 100円 ―

下門八幡さわやかサロン 下門区公民館 5/ 9(火) 10：00～11：00 100円 ―

小迎サロン 小迎公民館 5/17(火) 10：00～11：00 ― ―

中山ふれあいサロン 中山公民館 5/20(金) 10：00～11：00 100円 ―

市場神宮きらくサロン 市場公民館 5/25(水) 10：00～11：00 100円 ―

みどりサロン 緑区区民館 5/27(金) 13：30～14：30 100円 ―

竜宮サロン 富貴市場公民館 5/18(水) 13：30～14：30 ― 室内履き

玉東ホタルサロン 日油武豊クラブ 5/13(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～

◇�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

あなたはいくつ？

気になる体力年齢を確認してみよう！

日　時　５月28日(土)　13:30～16:30
場　所　総合体育館　第２競技場
対　象　20才以上の男女
種　目　握力・長座体前屈・反復横跳・開眼片足立ち・
　　　　６分間歩行・上体起こし等　　
　　　　※年齢によって種目変更あり
定　員　20人（申込み順）
料　金　無料
申込み　４月19日（火）から、総合体育館または役場スポーツ課へ
　　　　※�新型コロナウイルス感染症対策を実施しながらの開催と

なります。ご理解とご協力をお願いします

　武豊町体育協会 (現スポーツ協会) は、昭和24年に軟式野球部、
軟式庭球部、卓球部の３部で発足し、昭和34年の伊勢湾台風の
影響でほとんどの施設が崩壊したため、活動が休止となりました。
昭和37年には活動を再開し、組織の立て直し・充実を図るため
に会則を定め、事実上、同年４月１日より設立されました。令和
４年度より水泳部が新たに加わり、現在は19の競技団体が加盟
しています。新型コロナウイルス感染症の影響で制限のある中も、
元気に活動を続けています。

　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

人数に空きのある教室は総合体育館事務室に
て申込みができます。申込みがお済みでない
人は、受付時間内にご来館ください。

受付時間　火曜日�～�土曜日（祝日を除く）
　　　　　９：00�～�17：00
場　　所　総合体育館　事務室
料　　金　教室ごと
　　　　　（後日まとめて振込）
※�2022年度の教室の料金・内容の詳細につ
いては、ホームページをご覧ください

催　し

武豊町スポーツ協会が60周年を迎えました！

この機会にぜひ
お試しください！体力チェック参加者募集

５月の休館日
２・９・16・23・30日

開館時間　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

2022 年度　教室申込み

令和3年度���

会長　田
た

中
なか

　稔
みのる

さん
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・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）

５

３か月児健康診査
日時　５月12日(木)　13：15～　対象　R4．1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　５月17日（火）　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　５月6日(金)　10：15～10：30
対象　R3．12月生　持ち物�①・③

１歳６か月児健康診
日時　５月25日(水)　12：45～　対象　R2．10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　５月16日(月)　8：15～10：15　持ち物�②

ベビークラスお世話編（要予約）
日時　５月6日(金)　13：00～13：15　
対象　R4．２月生　持ち物�①・③

３歳児健康診査
日時　５月24日(火)　12：45～　対象　R1．5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　①５月11日(水)　②５月20日(金)
　　　①13：20～15：20
　　　②８:50～10：50(男)�13:20～15：20(女)��持ち物�②

フレッシュ�パパママ教室（しょくじ編）�要予約
日時　５月17日(火)　９：45～10：00　持ち物�①

２歳児歯科健診
日時　５月27日(金)　12：45～　対象　R2．5月生
持ち物�①・②・③

乳がん検診（要予約）
日時　５月23日(月)　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　５月30日(月)　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　５月９日(月)　8：15～10：15　持ち物�②

健康相談＆育児相談(要予約)
日時　５月11・18日(水)　9：15～11：15　持ち物�①・③

７か月児すくすく相談
日時　５月13日(金)　９：00～９：15　
対象　R3．10月生　持ち物�①・③

10か月児すくすく相談
日時　５月13日(金)　12:30～
対象　R3．7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
　【予約】電話4/11（月）～／窓口4/18（月）～

※3/15号広報の休日診察に誤りがありました。お詫びして訂正します
4/3(日)　　�奥村医院　　　　　　　　☎72-0623
4/10（日）　ちゅうや整形外科　　　　☎73-7770
4/17（日）　すこやかクリニック　　　☎71-0315
4/24（日）　なかしまキッズクリニック　　☎74-0555

※�フレッシュパパママ教室の内容は、母子手帳交付時
に配布した案内をご覧ください

◇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)

5月1日（日） �耳鼻咽喉科武豊醫院　　　☎72-8733
5月3日（祝） �杉石病院　　　　　　　☎72-1155
5月4日（祝）  石川病院(武豊)　　　　 ☎72-2345
5月5日（祝）  杉石病院　　　　　　　☎72-1155
5月8日（日）  よしかねクリニック     ☎73-0089
5月15日（日） わたなべ小児科　　     ☎71-0567
5月22日（日） 内科・外科　渡辺医院    ☎72-1195
5月29日（日） 内科　毛受医院          ☎72-6432
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開館時間　9:00～19:00
問　合　せ　�☎ 73‐6800

開館時間　9:00～19:00
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♪

妻六法

森
もり

公
こう

任
にん

／著�森
もり

元
もと

みのり／著�扶桑社

「欲しい！」はこうしてつくられる
マット・ジョンソン／著
プリンス・ギューマン／著　
花
はな

塚
つか

恵
めぐみ

／訳�白揚社　幸せな人生を送るための手
助けになる法律を、ケースご
とに紹介。条文や条約を紹介
し解説するほか、具体的なア
クションを起こす際の手順や、
実例なども掲載する。

　かしこく買い物するため
に知っておきたい行動経済
学や心理学、マーケティング
を、わかりやすく解説する。５月の休館日

５月の休館日

2・9・16～ 27( 特別
整理期間 )・30日

2・９・16・23・30日

探検！閉架書庫

しかけ絵本展 大人のための朗読会48幕

　「閉架書庫」とは、古い本や貴重な本を保存して
いる場所のこと。普段は入れない閉架書庫で本を
選んで借りられます。
日　時　５月８日（日）
　　　　①10：00～10：45　
　　　　�②11：00～11：45
対　象　どなたでも（但し未就学児は保護者同伴）
定　員　各10人（申込み順）
申込み　4月16日（土）～（窓口受付優先）
　　　　窓口受付�９：00～
　　　　電話受付�10：00～（初日のみ）
　　　　※申込みは1回につき2人まで

　楽しいしかけ、美しいしかけが
たくさんの絵本を実際に手に取っ
て見てみませんか。
日　時　４月29日（祝）
　　　　　　～６月12日（日）
場　所　１階　展示室

　大人向けの朗読会です。
どなたでもご参加いただけます。
日　時　４月12日（火）
　　　　13：30～15：00
場　所　１階　展示室
定　員　15人（当日受付順）
演　者　グループ空
演　目　「うたかた」浅

あさ

田
だ

次
じ

郎
ろう

／著
　　　　「みどりのゆび」
　　　　吉

よし

本
もと

ばなな／著

・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

　　　手作りパン教室（初心者向け）

①６月11日(土)　手作りピザ���
����������　　　　��：手ごねで生地から作ります
②７月９日(土)　��バターロール
　　　　　　　�：手ごねで作ります
③９月10日(土)�����菓子パン３種�
　　　　　　　　　（あん・クリーム・チョコ）
④10月８日(土)�����惣菜パン３種
　　　　　　　�（ウインナー・ハム・チーズ)
⑤11月19日(土)　肉まん
　　　　　　　��：生地から作り、蒸し器を使います
①③④⑤10:00～13:00　②9:30～13:00　
場　所　１階　料理実習室
対　象　一般、５回連続参加できる人
講　師　戸

と

田
だ

美
み

保
ほ

さん（パン作り研究会）
定　員　18人（申込み順）
料　金　5,750円（５回分の材料費込み）
申込み　４月23日(土)から、中央公民館へ

パン作りを基本から学んでみませんか。
初心者向けです。（5回連続講座）　　

武豊自然観察会

初夏の野の花や虫たちに会おう！
日　時　５月22日(日)��9：30～　　
集合場所　壱町田湿地　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 伊

い

藤
と う

☎73-5059
※申込み不要。小雨決行。
　小学生以下は保護者同伴

1枚の貸出券で本・CD・DVDなど10点まで2週間利用可能です。
新規で貸出券を作る場合、中学生以上は住所等確認できる保険証・
免許証などをお持ちください

「心を伝える字てがみ」教室

①６月２日(木)　「字てがみ」とは
　　　　　　　　「一文字で思いを伝えよう」
②７月７日(木)　「夏」のおたより�暑中見舞い
③９月１日(木)　「秋」のおたより
④11月２日(水)��「冬」のおたより�年賀状
⑤R5.2月２日(木) ��「春」のおたより�まとめ
　①～⑤すべて10:00～12:00
場　所　１階　第１・２会議室
対　象　一般、５回連続参加できる人
講　師　野

の

口
ぐち

正
まさ

義
よし

さん
定　員　12人（申込み順）
料　金　4,750円（５回分の材料費込み）
申込み　４月16日(土)から、
　　　　��中央公民館へ

季節折々のたよりや想いを「一文字」
にして、届けてみませんか。
（5回連続講座）　　

※電話のかけ間違いに
　ご注意ください

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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5月の貸館抽選のお知らせ
抽選内容　輝きホール　11月分　　生涯学習棟　7月分
抽選日時　受付　５月１日（日）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

５月の休館日　２・９・16・23・30日

Welcome to Yumetaro plaza

ゆめプラ　サロンコンサート 2022　vol. １　

燦
あざや

かな音のプリズム

ゴム銃製作教室＆競技会

　心を奪われるような澄み切った音色と確かな演奏技術を持つ、日本
のトッププレイヤーの一人、田

た

中
なか

靖
やす

人
と

と、リズム感と華麗でお洒落な
ピアニズムで人気の白

しら

石
いし

光
みつ

隆
たか

。ジャンルを超えたベテラン二人のデュ
オリサイタル。2022年度武豊町小学校アウトリーチアーティスト。
日　時　５月21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　田中靖人/サクソフォン、白石光隆/ピアノ　
演奏曲　C,ドビュッシー(長生淳編曲)/�小組曲
　　　　A.メンケン(森下唯編曲)/美女と野獣(ピアノソロ)　ほか

　本格的なゴム銃（輪ゴム鉄砲）を、工作材を使って製作し、自作のゴム銃で競技会を楽しみます。
日　時　＜製　作＞５月28日（土）10：00～16：00
　　　　＜競技会＞５月29日（日）13：30～16：00　※２日間連続の講座です
場　所　創作工房
対　象　小学４年生以上
講　師　高

たか

木
ぎ

正
まさ

博
ひろ

さん（NPOたけとよ）
定　員　８人（申込み順・初めて受講する人優先）
参加費　　　500円（保険料含む）
持ち物　筆記用具、はさみ
申込み　４月23日（土）から、ゆめたろうプラザへ
　　　　定員に余裕があれば４月30日(土)から経験者申込開始

芸術と科学のハーモニー事業

■「サロン」：都合により演奏曲目が変更になる場合があります
■「サロン」：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」：未就学児の入場はご遠慮ください
■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

田中靖人
©amigraphy

白石光隆
©岩切等

昨年の様子
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※�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

　遠隔操作や自動制御で空からの撮影や調査が出来る無人飛行機ドローン。
幅広い用途で使われています。体験操縦付きの講座でドローンのことをもっと知ってみませんか？
日　時　5月22日（日）　①10：30～12：00　②14：00～15：30
　　　　90分講座(座学45分、操縦体験45分程度)
　　　　操縦体験はグループで1機を使用、ひとり５分程度です
　　　　※①と②は同じ内容です　ドローンの資格講座ではありません
場　所　創作工房　ほか���������対　象　小学４年生以上
定　員　各20人 (先着)
参加費　100円（保険料含む）
講　師　一般社団法人東海ドローン協会
持ち物　筆記用具
申込み　４月16日(土) から、ゆめたろうプラザにて

■練習について
日　時　木曜日�19:00～ 21:15�　場　所　ゆめたろうプラザ　
会費（月額）　一般2,000円　学生�500円　　　　
条　件　管楽器を持っている人、
　　　　ドラム・ベースが弾けてある程度楽譜が読める人
問合せ　メール info@swing-band.jp　
　　　　☎ 73-2221　事務局（モリシタ楽器内�渡辺�泰）
※ドラム、ベース、ピアノ、トランペット、トロンボーン、サックス　急募しています

　SBTは、演奏メンバーを募集しています。SBTは町民に愛され
るバンドが目標です。上手か下手かは関係なく、メンバー同士仲
良く、協力しあい、楽しめるコンサートをつくっています。
いつでも練習日に見学出来ます。一緒に楽しく練習しましょう！

サイエンスレクチャー 2022　

はじめてのドローン教室☆操縦体験をしてみよう！

Swing Band TAKETOYO　団員募集

芸術と科学のハーモニー事業

「第 44 回町民茶会と諸流いけばな展」延期のお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、5月15日（日）に開催予定の「第44回町民茶会と諸流

いけばな展」を延期いたします。次期日時につきましては、決まり次第お知らせいたします。



34広報たけとよ　2022. ４

今月の野菜　なばな

　春になるとさまざまな葉もの野菜がお店に並びます。
　その中で今回は「なばな」について紹介します。「なばな」の
花が咲く風景は春の訪れを知らせます。「なばな」は黄色いかわ
いい花を鑑賞して楽しめるだけでなく、花が咲く前の柔らかい
穂先は、おひたしや炒め物として食べることができます。
　この時期に店頭に並ぶ「なばな」はアブラナ科の食用の品種
の一つです。アブラナ科にはキャベツやブロッコリー、白菜、小
松菜などもあり、一見すると同じ種類とは思えませんが、実は
アブラナ科の野菜は収穫しないで育てるとみんな同じように黄
色や白色、紫色のかわいい花が咲きます。
　「なばな」はビタミンC、カロテン、カルシウムが大変多く、
からだに良い野菜です。特にビタミンCの含有量は野菜の中で
もトップクラスです。風邪などの病気に対する免疫力を高め、貧
血予防や美肌効果もあります。
　武豊町でも旬の「なばな」を農家が生産していますので、ぜ
ひほろ苦さと瑞々しさ、さらにその奥に感じる甘さを楽しんで食
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

なばなとベーコンのクリームシチュー

作り方
①�なばなは５cm 幅に切り、固ゆでにする。
②��玉ねぎをくし切り、じゃがいもとにんじんを１口大に、しめじは
石づきを落とし、小房に分ける。ベーコンは1cm 幅に切る。

③�油を熱した鍋で②を炒める。
④�水を入れて沸騰させる。沸騰後、弱火で15分間煮込む。
⑤�一旦火を止めてルウを割り入れてよく溶かす。
⑥��牛乳となばなを加え、塩・こしょうで味を整え、再び弱火でとろ
みがつくまで煮込む。

⑦�器に盛ってホールコーンを散らして完成。

春を感じる彩りで、子どもたちにも人気のメニューです！

▲ 職員が畑に伺いました（中島さんの畑）

材料（４人分）
・なばな…100g（1/2束）
・ベーコンブロック…150g
・じゃがいも…１個
・にんじん…1/2本
・玉ねぎ…１玉
・しめじ…１房
・ホールコーン…20g

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

なばな生産農家　中島昭子さん

　なばなの生産は天候に左右されやすく、水と
肥料を切らさないように気を付けて育てていま
す。１月と２月にとても寒かったことで今年の
育成は少し遅れ気味です。日中暖かくて、朝と
夜寒い寒暖の差があるような日にはとてもおい
しいなばなができます。ぜひ食べてみてくださ
い。

・市販のクリームシチューのルウ…1/2 箱
・水…２カップ（400cc）
・牛乳…125cc
・サラダ油…大さじ１
・塩・こしょう…お好みで
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「言葉の相談室」

言語聴覚士への個別相談

新米お母さんの教室

「ベビーマッサージ」

育児講座「親子で楽しくヨガしよう」

日　時　５月12日（木）10時00分～11時30分　
　　　　（1組30分程度　3組まで）
場　所　南部子育て支援センター
対　象　乳幼児とその保護者（町内在住）
内　容　乳幼児の言葉の発達の相談
申込み　�４月21日（木）から、南部子育て支援セン

ター「わくわく」へ　☎72‐0778

日　時　５月17日（火）10時30分～12時00分
場　所　中央公民館　２階第２和室
対　象　１歳未満の子を持つ保護者
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　12人（申込み順）
申込み　�４月19日（火）から、役場生涯学習課へ
　　　　（電話、メールの申込みは10：00～）
※�メールの場合、氏名・住所・連絡先・子どもの氏名・月齢を明記
※キッズスペースあり
メール　gakushu@town.taketoyo.lg.jp

日　時　５月18日（水）10時30分～11時30分
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　�親子でふれあいながら、一緒に体を動かしてリフレッシュ
講　師　牧

まき

園
ぞの

真
ま

依
い

子
こ

さん　　�定　員　15組
申込み　�４月27日（水）から、北部子育て支援センター「すくすく」へ☎73‐8714

親子で身体を動かしたり、簡単な物を作ったりして遊びます。
詳しい内容は、各児童館だよりでご確認いただくか、各児童館へお問合せください。

日時　木曜日　11：00～11：30　 ・長尾児童館　　　☎73-4841
・おおあし児童館　☎73-8181
・くすのき児童館　☎73-6500※各児童館によって開催日が異なります。

　詳しくは各児童館へお問合せください ▲町ホームページ

保育園名
園庭開放 親子で遊ぼう
月日 月日 内容

南保育園 ☎72 - 0327
6/8（水）・22（水）、7/5(火）・19(火）、
8/2(火）・23（火）、9/6（火）・20(火）

７/26(火) �水遊びをしよう
11/7(月) �シーツ遊び

富貴保育園 ☎72 - 0841
6/14（火）・22（水）、7/11(月）・27(水）、
8/8(月）・24（水）、9/12（月）・28(水）

7/20(水) �水遊びをしよう
10/18(火) �体を動かして遊ぼう

北保育園 ☎72 - 0467
6/14（火）・30（木）、7/12(火）・26(火）、
8/9(火）・23（火）、9/13（火）・27(火）

７/6(水) �七夕飾りを作ろう
11/18(金) �サーキット遊び

西保育園 ☎72 - 0443
6/3（金）・14（火）、7/1(金）・19(火）、
8/5(金）・19（金）、9/2（金）・20(火）

６/22(水) �新聞紙遊び
11/8(火) �体を動かして遊ぼう

六貫山保育園 ☎72 - 1762
6/9（木）・17（金）、7/5(火）・15(金）、
8/2(火）・19（金）、9/6（火）・16(金）

6/23(木) �体を動かして遊ぼう
11/11(金) �サーキット遊び�

中山保育園 ☎72 - 0141
6/17（金）・22（水）、7/11(月）・27(水）、
8/8(月）・24（水）、9/12（月）・28(水）

６/29(水) �新聞紙遊び
1/18(水) �体を動かして遊ぼう

東大高保育園 ☎72 - 1354
6/14（火）・24（金）、7/12(火）・22(金）、
8/9(火）・26（金）、9/6（火）・22(木）

６/17(金) �新聞紙遊び
1/13(金) �サーキット遊び

　わかば保育園 ☎73 - 3996
6/1（水）・23（木）、7/6(水）・19(火）、
8/2(火）・23（火）、9/6（火）・20(火）

６/27(月) �ふれあい遊び
11/14(月) �リズム遊び

このみ保育園 ☎72 - 1071 7/14（木）、9/22(木）� �

園庭開放・親子で遊ぼう

わんぱくクラブ

申込み不要・自由参加
9：00～11：00
（このみ保育園は10：00～11：00）

みんな集まれ！元気に遊ぼう！

子 育 て 情 報

シチューに入れると

とても食べやすく、ほっとする味
です！
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　武豊町屋内温水プール
と隣接する地域交流施設
の景観整備に貢献するた
め、武豊己亥・庚子会有
志より、４月にオープン
する武豊町屋内温水プー
ルと、地域交流施設の敷
地内に、カンヒザクラ５
本を寄贈いただきました。
　武豊己亥・庚子会有志の代表３名（橋詰弥久
雄さん、山下潤さん、中川孝夫さん）が武豊町
役場を訪れ、町長に目録を贈呈しました。

�　今年２月、半田消防署武豊支署に配備され
たブーム付き多目的消防ポンプ自動車を使用し
た訓練を行いました。役場南庁舎１階から出火、
煙が充満し、南庁舎３階に来庁者及び職員が取
り残されたとの想定で、南庁舎３階に取り残さ
れた人を救助しました。当日は、町議会議員の
方にも訓練状況をご覧頂き、新しく配備された
消防ポンプ自動車の機動力を確認していただき
ました。

　武豊町での暮らしや魅力を発信

するチーム「たけとよ日和編集部

１期生」が、４月から活動します！

　インスタグラムや広報等で、各

部員が取材したレポートを発信し

ます。今後の活動にご期待くださ

い！

※インスタグラムは4/15から

　投稿開始予定　

Instagram
@taketoyobiyori
（現在準備中です）

3/ 3/
11 12金 土木

Personal GYM RE:MIX

プロテイン１杯引換券・

１時間ジム体験券セット

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　５月16日（月）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

２/15号の正解　①楽器　②住民税　③火入れ（野焼き等でも可）　④投棄　⑤日油
　　　　　　　　※③の出題文において、年度の誤りがあったため、どの回答でも可とします

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● 

　武豊町屋内温水プールがオープンします！プールだ
けでなく、温浴施設やトレーニングジム等、見どころ
が盛りだくさん。隣接する地域交流センター、味の蔵
たけとよにも歩いて行けますので、プールにお越しの
際はぜひお立ち寄りください。
※�表紙撮影について、地域交流センターを利用するお子
さんにご協力を頂きました。ありがとうございました

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？

Personal GYM RE:MIX
(パーソナルジム　リミックス）

わがまちお店めぐり

初心者でも大丈夫！完全個室のアットホームなジム

トレーナー

 YUSUKEさん

トレーナー

 KIEさん

　昨年10月にオープンしたパーソナルジム（マンツーマンでト
レーニングが出来るジム）です。外からトレーニング姿が見え
ないので、他人の目を気にせずに自分のペースで利用できます。
　しっかり鍛えたい人も、まずはストレッチ等から初めてみた
い人も、一人ひとりに合ったトレーニング方法を、専属のトレー
ナーが一緒にサポートします。初心者が多いので、初めての人
も安心です。
　また、10～60 代まで、幅広い世代の人にご利用いただい
ています。お子さんの利用もＯＫです！

字長尾山49-1�長尾山ビル1階��
■営業時間�10:00～22:00
　　　　　（日曜は午後から、
　　　　　 最終受付21：00）
■不定休　☎73-3255

◀予約はこちらから

①武豊町屋内温水プール。アクアケアプールの隣には「○○○ー」があります
② H

ヘ ム ス

EMSとは、家庭用○○○○○管理システムのことです
③○○新生活支援事業を行います
④○○○○券の取扱店舗を募集します
⑤国民健康保険特定診査、後期高齢者医療健康診査は○月～９月に実施予定

【問題】

たけとよ日和編集部　
１期生がスタート

news 問合せ　役場秘書広報課

庁舎火災時等救助訓練を
実施しました

桜を寄贈いただきました



●発行/武豊町��〒470-2392�武豊町字長尾山２番地
●電話�0569-72-1111��●FAX�0569-72-1115

●編集 / 武豊町秘書広報課、武豊町広報委員会
●メール　hishokoho@town.taketoyo.lg.jp

●ホームページ�https://www.town.taketoyo.lg.jp/

★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6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　5月16日（月）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
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4月9日生（2歳）・20日生（6歳）

濵
はま

本
もと

　逸
いっ

瑳
さ

くん
4月16日生�（3歳）

近
こん

藤
どう

　詩
うた

ちゃん
4月10日生�（3歳）

北
きた

村
むら

　奈
な

桜
お

ちゃん
4月18日生�（６歳）

稲
いな

垣
がき

　葵
あお

大
と

くん
4月19日生�（3歳）

大
おお

岩
いわ

�蒼
あお

くん�・晴
せい

くん
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わが家の天使
HAPPY　BIRTHDAY    　　 に誕生日を迎え、  

1 歳から 6 歳になる
お子さん

6月

天使の写真募集中！
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