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　４年度第２学期（10月入学）の学

生を募集中。放送大学は、テレビ等

の放送やインターネットを利用して

授業を行う通信制の大学です。心理

学・福祉・経済・歴史・文学・自然

科学等、幅広い分野を学べます。

　働きながら学んで大学を卒業した

い、学びを楽しみたい等、様々な目

的で幅広い世代、職業の人が学んで

います。詳しくはホームページでご

確認ください。

問合せ　放送大学愛知学習センター
　☎ 052-831-1771

日�時　年度末までに３回程度（予定）
条件　町内在住の18歳以上の人
募集人数　２人以内
内�容　第２次武豊町文化創造プラン
改訂のための策定会議に参加し、

進捗評価および改訂案を検討する

報償　6,600円 / 回
申�込み　６/25(土) までに申込用紙
に必要事項を記載の上、ゆめたろ

うプラザ（町民会館）へ

※�用紙は町民会館にて配付またはゆ

めたろうプラザホームページより

ダウンロード

問合せ　ゆめたろうプラザ (町民会館 )
　☎ 74-1211

内�容　男女共同参画懇話会におい
て、男女共同参画プランや男女共

同参画の推進に関する諸問題・施

策等について協議する。

募集人数　2人以内
任期　7/29～６年７/28（２年間）
応募資格
・町内在住の18歳以上の人

・�年１回程度開催する懇話会に出席

が可能な人（５年7月、６年７月頃

開催予定）

・�町議会議員、町職員でない人（申

込み日から任期終了まで）

申�込み　６/30（木）までに、応募用
紙を直接または郵送、ＦＡＸ、メー

ルで役場企画政策課へ提出 ( 必着 )

※�用紙は役場企画政策課で配付、ま

たは町ホームページよりダウン

ロード

報酬　6,600円 / 回
問合せ　役場企画政策課

日時　６/25（土）13:00～ 16:00
場所　総合体育館
内�容　ふるさとまつり・地区の盆踊
りに向け、新曲等の紹介と民踊指

導者の養成

料金　無料
持�ち物　うちわ、室内専用シューズ、　　
お茶（水分補給用）

問合せ　役場生涯学習課

武豊町役場　

☎72‐1111(代表)　　72‐1115FAX

FAX

応募資格　大学卒・短大卒
　�平成９年４月２日以降に生まれ、

４年制大学、短大（※）を卒業また

は令和５年３月までに卒業見込み

の人

※�短大には高専および専修学校

�　�（専門課程の修学年限２年以上か

つ1600時間以上の授業履修を義

務付けているもの）を含む

募集人数　６人程度
試験日　７/10（日）
申�込み　６/ ７（火）～ 15（水）の間
に、知多中部広域事務組合消防本

部総務課へ本人が直接持参（土曜

日・日曜日は除く）

※�用紙は、消防本部総務課にて配布、

または組合ホームページよりダウ

ンロード

問合せ　知多中部広域事務組合
　☎ 21-1490　　22-7420

武豊町文化創造プラン
策定会議委員

消防職員

放送大学10月入学生男女共同参画懇話会委員

※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

民踊講習会
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「高齢者として考えよう！今後の賢
い税との付き合い方と日常生活」
日時　６/23(木)10：00～12：00
講師　小

こ

林
ばやし

健
けん

二
じ

（税理士）　
「図書館活用講座～図書館を楽しむ
ヒケツ～」
日時　７/６(水)10：00～12：00
講師　武豊町立図書館職員
共通事項
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

料金　無料
申込み・問合せ　役場生涯学習課
※当日も受付できます

日時　６/３(金)～30（木）
　９：00～17：00
※休館日等は施設の規定によります
場�所　半田市福祉文化会館
　（半田市雁宿町1-22-１）
目�的　教科書に対する理解や関心を
深めていただくため

問合せ　愛知県教育委員会義務教育課　
　☎ 052-954-6799
※�会場には投書箱を用意しますので
ご意見や要望をお寄せください

日時　８/２（火）・3（水）
　10：00～12：00
場所　中央公民館
対象　町内小学３～６年生
内�容　実験を通して、科学の面白さ
を知ろう！

講師　町内教職員
定員　各日24人（申込み順）
料金　200円
申込み　7/2（土）から中央公民館へ
　☎ 73-2424
※�電話での申込みは同日13：00から
問合せ　役場生涯学習課

　今年は福祉施設等の商品を販売す
る『わいわい物産展』を行います。
みなさん、ぜひお越しください。
日時　６/12（日）9：30～12：00
場所　多賀授産所（字多賀４- １）
内�容　福祉施設、ボランティア団体
等の商品を販売。

・�500 円以上購入した人に花苗と
せんべいセットをプレゼント
　（無くなり次第終了）
・�授産所製品の販売（せんべい、花苗、
紐おりマット、コーヒー豆等）

・授産所活動一般公開
問合せ　多賀授産所　☎ 73-5821

○歩けなくなる前に�膝
ひざ

の大事なこと
　「いつまでも元気に過ごしたい」
と考えているあなた！若々しく過ご
すための秘訣をお教えします。
日時　７/７（木）13：30～14：45
場所　東大高公民館
対象　町内在住で65歳以上の人
内容　膝

ひざ

の痛み予防のためのお話と運動
講師　医療法人榊原　榊原整形外科　
　小

こ

瀬
せ

浩
こう

二
じ

さん ( 理学療法士 )
定員　20人（申込み順）
料金　無料
申�込み　６/7（火）９：00から地域
包括支援センターへ　

　☎ 74-3305
※�当日、37.5 度以上の発熱もしく
は風邪症状がある人は参加をご遠
慮ください

日時　７/28（木）8：45～12：15
場所　JFEスチール㈱知多製造所
※�中央公民館に集合後、マイクロバ
スで移動。昼食なし
対象　町内小学４～６年生
内�容　JFEスチール工場見学、
　キーホルダー作り
講�師　JFE スチール（株）知多製造
所社員
定員　20人（申込み順）
料金　無料
申込み　６/18（土）から中央公民館へ
　☎ 73-2424
※�電話での申込みは同日13：00から
問合せ　役場生涯学習課

※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

いきいき元気教室

ものづくり教室

わくわく科学実験教室福寿大学

教科書展示会

たがフェスタ
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特別支援学校の体験入学

　

日時　７/25（月）、26（火）
　９：30～16：30
場�所　半田市福祉文化会館（半田市
雁宿町一丁目22番地の１）

対�象　幼児（３歳以上）から、来年度
に新1年生になるお子さん（６歳
まで）とその保護者

内�容　お子さんの発達や障がい、育
児に関する悩みや支援の仕方につ
いての相談

料金　無料（予約制）
申��込み・問合せ
　６/15（水）までに、申込書を役場
学校教育課へ
※申込書は、町内の各園にあります

　来年度に入学予定で、障がいの可
能性があると思われるお子さんと、
その保護者を対象に、特別支援学校
の様子を知っていただくため、体験
入学を実施します。希望者は、希望
する学校へ直接連絡してください。
◎半田特別支援学校（小学部）
日時　９/13（火）
対象　知的な発達に遅れのあるお子さん
場�所　半田特別支援学校 (半田市池
田町2-30)

申込み　半田特別支援学校
　☎ 27-7061
◎ひいらぎ特別支援学校 ( 小学部 )
日時　６/29（水）、９/22（木）
対象　手足の不自由なお子さん
場�所　ひいらぎ特別支援学校（半田
市出口町1-８-１）

申込み　ひいらぎ特別支援学校
　☎ 26-7131
◎大府特別支援学校（小・中・高等学校部）
日時　７/13（水）、10/25（火）
対象　病気療養しているお子さん
場�所　大府特別支援学校（大府市森
岡町7-427）

申込み　大府特別支援学校
　☎ 0562-48-5311
※�特別支援学校では、体験入学等以
外の日にも随時教育相談に応じて
います

　
日時　７/26（火）～31（日）
　各日４回（6日間・全24回）
　1回目　９：00～10：30
　2回目　10：30～12：00
　3回目　13：00～14：30
　4回目　14：30～16：00
内�容 さきおり（古くなった布を細
かく裂いて横糸にする織り方）で
テーブルセンターを作るはたおり
の体験

場所　歴史民俗資料館
対象　小学４年生以上
定員　各回２人
　　　（全48人・申込み順）
料金　200円
持ち物　古い布
申�込み・問合せ　６/25（土）９：00
から歴史民俗資料館

　☎ 73-4100
※電話申込みは同日13：00から

　

日時　毎週火・金曜日
　13：20～14：20
　15：45～16：45
場所　半田特別支援学校　相談室
　(半田市池田町2-30)
対�象　知多半島在住の保育所・幼稚
園、小・中学校、高等学校の先生
や保護者

内�容　保育所・幼稚園や学校の生活
になじめない、学習に集中できな
い、理解力はあるのに文字を読む
ことが苦手等、気になるお子さん
の理解の仕方や支援の方法につい
て相談

料金　無料
申�込み・問合せ
　半田特別支援学校　教育支援部
　☎27-7061

　「ゼロカーボンシティ」の実現を
目指す町の今年の環境学習のテーマ
は「環境とエネルギーの関わり」・「ご
みと資源と３Ｒ」。施設見学やワー
クショップ等を通して夏休みの期間
に楽しく学んでみませんか。
日�時　８/17（水）9：15～16：00
（9：15までにゆめたろうプラザ
駐車場に集合）
場�所 東邦ガス　ガスエネルギー館・
エコパルなごや（名古屋市中区栄
1-23-13）
対�象　町内の小学４～６年生とその
保護者（各組につき大人１人以上
参加必要）
定員　24人（申込み順）
料金　無料
申�込み　７/1（金）～15（金）の間に
役場環境課へ
※�施設まではバスで移動。昼食を持
参してください
問合せ　役場環境課

1日目
日時　６/12(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　６/26(日)10：00～15：00
内容
①屋敷、建物の一般公開
②手品（10：30～11：00）　
出演　スイカーズ
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

夏休みの環境学習はたおり体験

三井家住宅一般公開日
（６月）

県立半田特別支援学校
ふれあい相談

早期教育相談
（子育てで気になることがある人へ）
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地域の清掃活動にご協力
　町では、６月を「ごみ散乱防止町
民行動月間」と定め、町民のみなさ
んに道路、公園等のごみ拾いや草刈
り等の清掃活動を呼びかけていま
す。実施日や清掃場所等は各区、団
体で決定されますので、詳しくは地
元の区長さん等にご確認ください。
　なお、草については、リサイクル
をしますので、ごみと分けて頂き、
土を払ってから出してください。
　また、町内企業のみなさんには、
事業所周辺道路等の清掃活動に積極
的な取組みをお願いします。
　美しいまちへの第一歩は、「ごみ
をポイ捨てしない」ことです。きれ
いなまちづくりにご理解とご協力を
お願いします。
問合せ　役場環境課

日時　10/９（日）
対�象　保健・医療・福祉の各分野で
実務経験のある人（各業務により
経験年数、従事日数等の要件があ
ります）

願�書配布　
　�６/30（木）まで役場福祉課または
愛知県高齢福祉課、県福祉相談セ
ンター地域福祉課、県民事務所等
で配布

受付期間　６/1（水）～30（木）まで
問�合せ　
　�愛知県社会福祉協議会福祉人材セ
ンター介護支援専門員実務研修受
講試験係

　☎ 052-212-5530
　　（６/１（水）～10/７（金））
　☎ 052-212-5516
　　（上記期間以外）

　国民年金は、20歳から 59歳の
すべての人が加入する制度です。
国民年金保険料の納め忘れが続く
と、将来の年金、障害年金、遺族年
金を受取ることができない場合があ
ります。納期内にきちんと納めま
しょう！
４年度の国民年金保険料
　月額16,590円
※�納期は翌月末で、２年経過すると
納められなくなります。所得が少
ない等の理由で国民年金保険料の
納付が困難な場合は「保険料免除・
納付猶予制度」の手続きを行って
ください
保険料免除制度
　所得が少なく、本人・配偶者・世帯主
の前年所得が一定額以下の場合や、
失業の場合は、申請により保険料の
納付が免除になる場合があります。
保険料納付猶予制度
　20～49歳の人で、本人・配偶者の
前年所得が一定額以下の場合、申請
により保険料の納付が猶予されます。
保険料の後払い（追納）
　保険料の免除や猶予の承認を受け
た人は、もらえる年金額が少なくな
ります。免除などの承認期間が10
年以内であれば、追納（後から納め
ること）ができます。
※�追納の場合、当時の保険料額に経
過期間に応じた加算額を上乗せさ
れます
必要なもの（免除・猶予制度・追納）
・�基礎年金番号またはマイナンバー
のわかるもの
・�身分証明書（マイナンバーカード・
運転免許証等）
・�離職票または雇用保険受給資格者
証の原本等（失業により免除・猶予
申請する人のみ）
申込み　役場保険医療課
追納に関する問合せ先
　半田年金事務所☎ 21-2375
マイナポータルから国民年金手続きの
電子申請ができるようになりました
詳しくは日本年金機構
ホームページをご覧
ください。
問合せ　ねんきん加入者ダイヤル
☎　　　☎ 0570-003-004

６月は環境月間！
第25回
愛知県介護支援専門員
実務研修受講試験

国民年金保険料の
納め忘れはありませんか？

　適切なブラッシング圧について知っていますか？歯を綺麗に磨こうと
思って、ついつい力を入れすぎてしまうことがあります。
　適切なブラッシング圧は、100～200ｇ程度の力です。新しくおろし
た歯ブラシの毛先が2-3週間で広がるようでしたら力の入れ過ぎと考え
られます。一度磨く力を確認して、一生使う歯を大事にしていきましょう。

歯を強く磨き過ぎていませんか

第2期�健康たけとよ21

スマイルプラン　健康豆知識

ごみ拾い用の
ボランティアシールを作成しました
　地域の中には、率先して道路・公園等のごみを拾ってくださっている方がい
ます。この人たちのごみ出しの負担を軽減するため、ボランティアシールを作
成しました。
　ボランティアでごみ拾いした場合に、袋にシールを貼っていただくと、透明
または半透明の袋であれば集積所に出すことが可能になります。
シールをご入用の際は環境課窓口までお越しください。

ボランティアのごみの出し方（少量の場合）
①～④のいずれか
　①環境課へ持ち込む
　②環境課で減免申請書を記入し、
　　知多南部広域環境センターに持ち込む
　③お手持ちの町指定袋を使用し、地区のごみ集積所へ出す
　④透明または半透明の袋に入れて
　　ボランティアシールを貼って集積所へ出す
　※多量に出る場合は事前に役場環境課にご相談ください
　※ごみ袋の支給や団体活動のイベント用にトングの貸出ができます

▲ボランティアシール

  詳しくはこちら

問合せ　役場環境課



情報ステーション　‐ News & Information ‐募集
講習

教室
催し 説明会 お知らせ 相談

20広報たけとよ　2022. ６

　この時期になると、草や樹木が
青々と生い茂っている場所を見かけ
ます。緑にあふれ、きれいに見えま
すが、管理が行き届かないと害虫の
発生や、交通障害等、近隣の迷惑に
もなります。
　また、ごみの不法投棄の原因にな
る場合もありますので、所有者や管
理者は、草刈りや枝払いを定期的に
行う等、手入れを心がけましょう。
　なお、刈り取った草や枝は自分で
焼却せずに、土を払い、ごみと分け
れば資源としてリサイクルできま
す。「もやさなければならないごみ」
の日に、透明・半透明の袋に入れて
各地区の集積所に出せます。中身が
見える袋であれば指定袋でなくても
構いません。
　集積所では「もやさなければなら
ないごみ」を回収した後に、袋に入っ
た草・枝を回収します。袋に入れら
れないほど量がある場合は、エイ
ゼン臨海工場、いちはらエコステー
ションに直接お持ちください。
問合せ　役場環境課

　武豊町住宅用地球温暖化対策設備
設置費補助金制度について、ＺＥＨ
（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）
に関する補助要件を一部変更しまし
た。
　詳しくは町ホームページをご覧く
ださい。
問合せ　役場環境課

　新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、予定していたイベント
を中止とします。
日にち　７/23（土）
問合せ　役場生涯学習課

　冨貴地区内在住の数え75歳以上
の人に対し、地域の発展と日頃の区
行政への協力へ感謝するため敬老会
を開催します。
日時　６/19（日）９：30～
場所　東大高公民館
※�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　冨貴地区区長会長�小

こ

坂
さか

　☎ 73-2049

　厚生労働省より布製マスクの提供
がありましたので福祉課窓口にて配
布しております。
※無くなり次第終了
問合せ　役場福祉課

冨貴地区敬老会
土地の適正管理に
心がけましょう

布製マスクの配布

サマーサイエンス
スクール（中止）

※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

武豊町住宅用地球温暖
化対策設備設置費補助
金について（改正）

問合せ��役場環境課
世界の平均気温

気象庁

100年間で0.73℃平均気温が
上昇しています。

平
均
気
温
か
ら
の
差（
℃
）
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　最近、猛暑や豪雨等の異常気象の話題をよく耳にしませんか？こ
の原因として、二酸化炭素を始めとする温室効果ガスが増えたこと
による地球温暖化の影響が考えられています。
　事実、日本を含めた世界の平均気温は100年前と比べて0.73℃
上昇しており、データを見ると地球の温暖化は間違いなく進行して
います。気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は、この気温上昇
について、人間の影響が地球の気候を温暖化させてきたことに疑う
余地がないと断定しています。

ゼロカーボンシティたけとよ 環境コラム��vol.1
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危険物安全週間　
６月５日（日）～11日（土）

　ガソリンや化粧品、医療品等に含
まれている危険物は、取扱いを誤る
と大事故につながります。危険物の
正しい知識を持ち、適正に取扱いま
しょう。
火災予防のための注意事項
・危険物付近で火気を使用しない　　　　　
・�容器は地震等で容易に転倒・転落
しないような措置をする
・風通しのよい場所で保管する
・�蒸気の発散を防ぐためにふたは必
ず密栓する
統一標語
　一連の　確かな所作で　無災害
問�合せ　知多中部広域事務組合消防
本部予防課　☎ 21-1491

　３年度情報公開制度・個人情報保
護制度の実施状況は、次のとおり。
情報公開制度
　開示請求　　29件
　開示状況　全部開示　26件
　　　　　　一部開示　３件
個人情報保護制度
　開示請求　　１件
　開示状況　全部開示　１件
問合せ　役場総務課

情報公開・個人情報
保護制度実施状況

選挙人名簿の抄本の閲覧状況
３年度の選挙人名簿の抄本の閲覧状況は、次のとおりです。

申請者 事務所の所在地 利用目的
閲覧日

（令和3年）
選挙人の範囲

区域 人数

愛知県企画政策局長
名古屋市中区三の丸
3-1-2

県政世論調査
6月 7日 第11投票区 20人

9月 30日 第５投票区 20人

愛知県防災安全局長
名古屋市中区三の丸
3-1-2

防災に関する意識調査 6月 7日 第6投票区 20人

( 一社 ) 共同通信社
東京都港区東新橋
1-7-1

世論調査 9月 7日 第10投票区 12人

国立大学法人大阪大学大
学院人間科学研究科長

大阪府吹田市山田丘
1-2

学術研究 9月 14日 第7投票区 32人

日本共産党武豊委員会 武豊町字瀬木25-2 政治活動 10月 12日 全区域 1,314人

読売新聞
東京都千代田区大手町
1-7-1

世論調査 11月 22日 第3投票区 45人

■計画期間　令和３～12 年度

■取組分野 3‐4���文化芸術 （生涯学習課（町民会館））�

●どんなまちを目指すの？
　　誰もが気軽に文化芸術活動に触れ、参加でき、世代や地域、立場
　を超えて交流し、豊かな心を育むことができるまちを目指します。

●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Ｐ100～101）

●どんな事業が予定されているの？
＜学校アウトリーチ＞
　芸術を表現する側と見る側の垣根を越

えて、アーティストと子どもたちの間で

お互いに積極的な交流を図り、芸術を身

近に感じる心を育てることを目的に取り

組んでいます。

　毎年町内の全小学校4年生を対象にア

ウトリーチを行い、小さい会場・少人数（ク

ラス単位）でプロの演奏や表現を鑑賞した

り、一緒に参加する機会を提供します。

第６次武豊町総合計画の取組第６次武豊町総合計画の取組

　

問合せ��役場環境課

問合せ　ゆめたろうプラザ ( 町民会館 )
☎ 74-1211

今回は、学校アウトリーチを紹介
するよ！

～ちょっと未来の武豊を紹介～

▲カルテットスピリタス (武小)

▲かとうかなこ＆田島隆 (緑小)
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�閲覧請求者および申出者の氏名�
�※法人の場合にあっては名称
�　および代表者等の氏名

利用目的の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民の範囲

株式会社野村総合研究所
専門執行役員　立花　博史

「日本放送協会（ＮＨＫ）の
テレビ視聴に関する調査」

３年６月１日
桜ケ丘四丁目の一部及び周辺地域から
抽出、満16歳以上（平成17年６月末日
まで生まれ）・・・14件

日本銀行情報サービス局
局長　渡邉　昌一

「生活意識に関する
アンケート調査」

３年６月10日
長峰、梨子ノ木地域の20歳以上の男女
個人・・・15件

昭和56年度酉戌会
代表　榊原　徳久

厄歳名簿作成 ３年８月２日
富貴地区在住の平成10年４月２日～
平成11年４月１日生まれの男

内閣府政策統括官（政策調整担当）付
参事官（青少年環境整備担当）

小山　巌

令和３年度「青少年のインター
ネット利用環境実態調査」

３年９月21日

梨子ノ木、梨子ノ木一丁目～二丁目、三
丁目～
平成15年11月２日～平成23年11月
１日に生まれた日本国籍を持つ男女
（10歳～17歳）・・・20件

学校法人　中央大学
学長　河合　久

「メディアの利用と意識

に関する調査」
３年10月 14日

東大高字浦之島在住の一部、満12歳以上
69歳以下男女（昭和26年12月１日～平
成21年11月30日生まれ）・・・８件

愛知県知事　大村　秀章
「子ども・若者の生活
実態・意識調査」

３年10月 20日
平成17年４月２日以降に生まれた15
歳以上～満39歳以下の者・・・20件

一新クラブ

会長　栗本　孝成
老人会名簿作成 ３年12月６日

富貴市場区、新田区に在住の
昭和37年４月２日～昭和38年４月１
日生まれの男女

一般財団法人日本宝くじ協会　

理事長　山口　一久

「宝くじに関する世論

調査」実施のため
４年２月２日

東大高字川南の一部から抽出を開始し、
18件になるまで・・・18件

国土交通省総合政策局

交通政策課長

「大都市交通センサス大

都市圏住民調査」のため
４年２月14日

令和３年12月１日現在５歳以上の者
（男女は問わない）、武豊町全域から・・・
20件

　令和３年４月１日から令和４年３月31日までの住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を住民基本台帳法第
11条第３項および第11条の２第12項の規定により、下記のとおり公表します。

住民基本台帳の閲覧状況の公表 問合せ  役場住民窓口課
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人口　43,258人（-267）
　男　21,804人（-183）
　女　21,454人　�(-84）
世帯　18,579　　��（+8）

内外国人　1,108人
　男　620人　　女　488人

交通事故
死亡0人（±0）　重傷0人（±0）
軽傷５人（-4)

町県民税　第１期

救急出動
急病76人（-６)　一般負傷14人（+3）
交通事故8人（+5）

火災

建物�0件（-３）車両�０件（±0）
その他�0件（±0）

出産　
　男12人（-2）　女8人（+1）

人口　　5月１日現在

事故災害状況　　4月分

納税　　納期限6月30日（木）

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

月 日 区　名 収集場所

7

6（水） 東大高 �東大高公民館
13（水） 市原 �市原農村広場

20（水）
玉東 �武豊中学校南門前
富貴 �富貴公民館駐車場

27（水）
富貴市場 �富貴ヨットハーバー堤防
新田 �新田防火用水

【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7 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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　知多南部広域環境組合の財政状況を公表します。

　これは、組合を構成する市町（半田市、常滑市、南知多町、美浜町および武豊町）からの分担金、国

からの補助金などが、どのように使われているか知っていただくため実施するもので、今回は、令和4

年 3月 31日現在における予算の執行状況等です。

　当組合は、環境負荷の低減、熱エネルギーの効率的回収、財政負荷の低減などを目的に、ごみ処理施

設の広域化のため平成22年 4月 1日に発足し、令和４年４月に供用開始した知多南部広域環境セン

ター ( ゆめくりん ) の管理運営を行っています。詳しくは、組合ホームページをご覧ください。

※�令和３年度分の現金の出納を整理する期
間（令和４年４月１日～５月31日）を含め
た決算状況は、12月にお知らせします

●令和３年度一般会計歳入歳出予算執行状況（令和4年3月31日現在）

●公有財産の現況（令和4年3月31日現在）

●公債および一時借入金の現況（令和4年３月31日現在）

科目（款） 予算額（Ａ）円 収入済額（Ｂ）円 収入率（％）

歳

入

�分担金および負担金 401,495,000 401,494,369 100.0

�使用料および手数料 112,681,000 48,243,100 42.8

�繰越金 5,759,000 5,759,212 100.0

�諸収入 27,134,000 6,414,153 23.6

�組合債 8,607,600,000 8,607,600,000 100.0

�国庫補助金 3,863,930,000 3,863,930,000 100.0

合計 13,018,599,000 12,933,440,834 99.3

�科目（款） 予算額（Ａ）円 支出済額（Ｂ）円 執行率（％）

歳

出

�議会費 659,000 85,684 13.0

�清掃総務費 66,331,000 64,444,826 97.2

�ごみ処理施設建設費 12,824,249,000 3,942,682 0.0

�公債費 122,360,000 122,359,438 100.0

�予備費 5,000,000 0 0.0

合計 13,018,599,000 190,832,630 1.5

知多南部広域環境組合財政状況の公表（令和３年度分）

▲組合ホームページ

区分 延面積

土地・行政財産 50,000.60㎡

区分 金額

組合債 12,576,057,064円

問合せ��知多南部広域環境組合�
　　　 ☎84-1007
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相談名 日時 場所 内容 問合せ

困りごと相談
7月 13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（☆）

7月 8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1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（☆） ７月はありません

不動産無料相談会 7月 19日（火）
13：30～ 16：30

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 ７月はありません

障がい（児）者のため
の巡回相談

7月 7日（木）
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

7月 14日（木）
13：30～ 16：30

思いやりセンター
会議室Ｂ

�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（☆）

7月 12・26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

7月 21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7月



26広報たけとよ　2022. ６

◇�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します

◇軟式野球町民大会　　　　　　　　　17日(日)、31日(日）�� � � 運動公園
◇武豊町テニス大会（混合ダブルス）　　17日(日)� � ※予備日24日(日)� 運動公園
◇レクリエーションソフトボール大会　24日(日)、31日(日)�※予備日８月７日(日)�緑地グラウンド
◇武豊町民空手道大会　　　　　　　　24日(日)� � � � � 総合体育館

●レクリエーションソフトボール大会

日　時　　　７月24日（日）、31日（日）９：00�～�17：00　※予備日８月７日（日）
場　所　　　緑地グラウンド
対　象　　　町内在住・在勤・在学の中学校卒業以上
チーム編成　男性のみまたは男女混合
料　金　　　１チーム5,000円（説明会時に支払い）
申込み　　　７月２日（土）までに申込書を総合体育館へ
　　　　　　※申込書は総合体育館にて配布
説明会　　　７月10日（日）16：00�～　総合体育館２階�第２・３会議室
問合せ　　　竹

たけ

元
もと

隆
たか

行
ゆき

　☎090-1864-0443

　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

　下記成人教室は飛び入りで参加することができます。
都合の良い日だけ当日払いで予約の必要もありません。

◎ゆるゆるヨガ(火)　　　　　10：00～11：00
◎ヨガ(火)　　　　　　　　　19：00～20：00
◎ヨガ(木)　　　　　　　　　10：00～11：00
◎リラクゼーションヨガ(木)　19：30～20：30
◎機能改善ヨガ(金)　　　　　10：00～11：00
◎ヨガ(金)　　　　　　　　　19：30～20：30
※�飛び入り参加費　会員1,000円・一般1,500円
　（開始時間15分前にお越しください）

　本年度より対象が年少～小学3年生
になりました。
　飛び入りで参加することもできます。
都合の良い日だけ当日払いで予約の必
要もございません。

教室名　おやこヨガ
曜　日　木曜日全9回（3回 / 月）
時　間　16：40～17：30
会　場　総合体育館　視聴覚室
受講料　会員：7,200円 /9回
　　　　一般：9,900円 /9回
飛び入り　1,500円 /1 回

７月スポーツカレンダー

催　　し

７月の休館日開館時間 問合せ
総合体育館　　　９：00�～�21：30　４・11・25日　　　☎72-1114
運動公園　　　　９：00�～�17：00　４・11・19・25日　☎73-5900
屋内温水プール　９：00�～�22：00　５・12・19・26日　☎84-0220スポーツ

SPORTSSPORTS

スポーツクラブ
情 報

飛び入り参加可能教室 短期教室　おやこヨガ

施 設 情 報
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問合せ��地域包括支援センター　 ☎ 74-3305

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 7月7・21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 7月7・14・21・28日(木) 13：30～14：30

�富貴会場(富貴公民館) 20人 7月7・14・21・28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 7/19(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 7/14(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 7/27(水) 10：00～11：00 ― 室内履き

馬場サロン 砂川会館 7/21(木) 13：30～14：30 100円 室内履き

富貴サロン 富貴公民館 7/ 5(火) 13：30～14：30 100円 室内履き

東大高サロン 東大高公民館 7/12(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) 7/18(祝) 10：00～11：00 100円 ―

下門八幡さわやかサロン 下門区公民館 7/ 4(月) 10：00～11：00 100円 ―

小迎サロン 小迎公民館 7/19(火) 10：00～11：00 ― ―

中山ふれあいサロン 中山公民館 7/15(金) 10：00～11：00 100円 ―

市場神宮きらくサロン 市場公民館 7/27(水) 10：00～11：00 ― ―

みどりサロン 緑区区民館 7/22(金) 13：30～14：30 100円 ―

竜宮サロン 富貴市場公民館 7/20(水) 13：30～14：30 ― 室内履き

玉東ホタルサロン 日油武豊クラブ 7/8(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
・複数の会場に参加していただけますが、できる限り近くの会場へご参加ください
・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

≪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します～

問合せ��ゆめフルたけとよスポーツクラブ　 ☎ 84-1100
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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

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♪

息子、娘が中高年ひきこもりでも
どうにかなるって本当ですか?

畠
はた

中
なか

雅
まさ

子
こ

／著　時事通信社
　親の持つ資産やネットワーク
などを最大限に活用し、親亡き
後、ひきこもりの子どもがひと
りで生きていくために必要な生
活術までを含めて立てる長期的
な生活設計の方法を解説する。

７月の休館日

4・11・25・29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

お助けマン参上！

～特集☆読書感想文おすすめ本～

読書感想文にぴったりのスタッフ
おすすめ本を集めています。
日　時　6月25日（土）
　　　　　　　～8月25日（木）　
場　所　児童室　
対　象　小学生～中学生

①そば打ち教室（ざるそば）　　

②親子そば打ち教室（ざるそば）

武豊自然観察会

ギターサークルセレナーデ

サマーコンサート

日　時　①７月15日(金)：一般
　　　　②７月16日(土)：親子（小学生）
　　　　①②どちらも10：00～12：00
場　所　1階�料理実習室
講　師　ゆめすけ
定　員　①８人（申込み順）
　　　　②６組（申込み順）
料　金　1,500円（材料費込み）
申込み　6月10日(金)から中央公民館へ

日　時　７月３日(日)　9：30～
場　所　市原農村広場の東駐車場
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

日　時　７月３日(日)��
　　　　13：30開演（13：20開場）
場　所　地域交流センター
問合せ　ギターサークル　セレナーデ　
　　　　城

き

殿
どの

　☎73-7915

　自分で打ったそばの味は格別です。
　打ち立て茹でたての美味しいそばを食
べてみませんか。そばは、３人前を打ち、
持ち帰ります。

　ジャブジャブと新川の生きものすくい

※電話のかけ間違いに
　ご注意ください

７月の休館日

４・11・25日

障がいを問わず、映画をよりわかりやすく
鑑賞するための環境を整えてある映画会です。
※途中、換気休憩あり

日　時　6月25日（土）
　　　　10：00～12：10ごろ
場　所　武豊町中央公民館　講堂
定　員　120人　※座席指定
申込み　6月4日（土）整理券配布

共催：武豊町立図書館/武豊町社会福祉協議会
協力：住友商事

バリアフリー映画上映会
「博士の愛した数式」

ｙ

ボードゲームであそぼう！
子どもから大人まで一緒になって
楽しめるボードゲームで遊ぼう！

大人のための朗読会 第49幕

日　時　6月11日（土）、12日（日）
　　　　13:00～16:00
　　　　（出入り自由）
場　所　２階　会議室
対　象　どなたでも　※マスク必須
　　　　（未就学児以下は保護者同伴）

日　時　6月14日（火）
　　　　13:30～（1時間程度）
場　所　１階　展示室
定　員　15人程度
　　　　�（当日受付順）
演　目　「ごはんの神さま」
　　　　長

は

谷
せ

川
がわ

� 也
なりや

　　　　「偉丈夫」　藤
ふじ

沢
さわ

周
しゅう

平
へい

日　時　6月23日（木）～7月7日（木）
場　所　玄関入ってすぐ

七夕イベント  星に願いをこめて…

短冊に願いを書いて、笹に飾ろう!!
【展示室の催し】
写真展（武豊写友会）

６月21日（火）～7月9日（土）�



・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）

7月

３か月児健康診査
日時　７月７日(木)　��13：15～　対象　R4．３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　７月４日（月）　
　　　　��9:15～10：45　13:30～15：00　16:45～18：45
　　　��７月22日（金）　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　７月１日(金)　10：15～10：30
対象　R4．２月生　持ち物�①・③

１歳６か月児健康診
日時　７月27日(水)　12：45～　対象　R2．12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　７月19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　７月１日(金)　13：00～13：15　
対象　R4．４月生　持ち物�①・③

３歳児健康診査
日時　７月26日(火)　12：45～　対象　R1．７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　７月２日(土)　��男・女　８:50～10：50
　　　７月15日(金)����女８:50～10：50 男13:20～15：20��
持ち物�②

２歳児歯科健診
日時　７月29日(金)　12：45～　対象　R2．７月生
持ち物�①・②・③

乳がん検診（要予約）
日時　７月12日(火)　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　７月５日(火)・25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　７月11日(月)　8：15～10：15　持ち物�②

健康相談＆育児相談(要予約)
日時　７月６・13・20日(水)　9：15～11：15　
持ち物�①・③

７か月児すくすく相談
日時　７月８日(金)　９：00～９：15　
対象　R3．12月生　持ち物�①・③

10か月児すくすく相談
日時　７月８日(金)　12：30～
対象　R3．９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

※６月の休日診療は５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、年末年始）　診療時間�9:00～13:00　診療場所�半田歯科医療センター(☎23‐2636)

７月３日（日） 奥村医院　　　　　　　☎72-0623
７月10日（日）ちゅうや整形外科　��☎73-7770
７月17日（日）石川病院（武豊）　　 　☎72-2345
７月18日（祝）杉石病院　　　　　　☎72-1155
７月24日（日） すこやかクリニック���　☎71-0315
７月31日（日） なかしまキッズクリニック���☎74-0555
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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

フレッシュ�パパママ教室（たいけん編）�要予約
日時　７月９日(土)　９：15～9：30　持ち物�①
※�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
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抽選内容　輝きホール　１月分　　生涯学習棟　９月分
抽選日時　受付　7月１日（金）9：00～　　抽選　9：30～
抽選場所　１階　町民ロビー

※貸館抽選の詳細については後日、ゆめたろうプラザホームページにて
　お知らせいたします

　6年の時を経て、あのコラボが帰ってくる！
　再演を望むみなさんの熱い声に応えて、2016
年以来の登場です。前回完売した大人気のコラボ
ステージ、今回は座席数を減らしてのご案内にな
ります。あそびうた界を牽引する二組のステージ、
お見逃しなく！！
日　時　９月11日（日）�14：00開演（13：30開場）
場　所　輝きホール（全席指定）
対　象　どなたでも
料　金　前売　大人　1,800�円（中学生以上）
　　　　　　　子ども���800�円（3�歳以上）
　　　　当日　大人　2,300�円（中学生以上）
　　　　　　　子ども1,300�円（3�歳以上）
発売日　７月９日（土）から、ゆめたろうプラザへ
※�２歳以下は無料
( 大人一人につ
きひとりひざ上
鑑賞・要おひざ
券）座席が必要
な場合はチケッ
トをお買い求め
ください

　魔界帝王デスカイザーと一緒にガムテープを
使って、ダンボールや廃材で「着ることができる
ダンボールコスチューム」を作る講座です。
　中高生・大人の参加大歓迎！
日　時　７月23日（土）10：00～16：30　　　　
　　　　（昼食12:00～13:00）
場　所　創作工房
講　師　黒

くろ

野
の

雅
まさ

直
なお

さん
対　象　小学３年生以上（小学３年生は１人につき
　　　　１人の保護者同伴）
定　員　12人（申込み順）
料　金　500円（保険料含む）　※当日は筆記用具
　　　　と昼食をご持参ください
申込み　６月11日（土）から、ゆめたろうプラザへ

　赤ちゃんが大好きな“まる”を使ったパフォーマンス。丸が生き物のように動き出します。
“まる”が風景のように広がります。“まる”から音が生まれ、“まる”から物語が始まります。
イマジネーションが広がる世界をピアノの演奏と共にお楽しみください。
作・演出　川

かわ

原
はら

美
み

奈
な

子
こ

出　演　朝
あさ　ひ　な　みどり

比奈緑、川原美奈子、浅
あさ　の　か　おり

野加織 ( ピアニスト )�
主　催　NPOたけとよ、武豊町教育委員会、愛知県芸術劇場、
　　　　公益社団法人日本芸能実演家団体協議会
日　時　７月20日（水）　11：00開演（10：45開場）
場　所　練習室
対　象　2歳未満の親子６組（７月20日の年齢）
料　金　1組（子ども１人＋保護者１人）1,000円
申込み　6月20日(月) 〆切�ウェブ受付 ( 抽選 )　※申込みは右のQRコードか会館ホームページより

ＪＡＰＡＮ　ＬＩＶＥ　ＹＥＬＬ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　ｉｎ　ＣＨＵＢＵ

うりんこ　ベイビーシアター「まるまる」

舞台芸術企画ゆめっぴ企画　

鈴木翼・ロケットくれよんコラボコンサート

あそびうたワンダーランド
アートレクチャー 2022

ガムテープで君だけのダンボール
コスチュームを作ろう！！　
with 魔界帝王デスカイザー

芸術と科学のハーモニー事業

昨年度の様子鈴木　翼 ロケットくれよん
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７月の貸館抽選のお知らせ
抽選内容　輝きホール　１月分　　生涯学習棟　９月分
抽選日時　受付　7月１日（金）9：00～　　抽選　9：30～
抽選場所　１階　町民ロビー

※貸館抽選の詳細については後日、ゆめたろうプラザホームページにて
　お知らせいたします

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

7月の休館日　４・11・19・25日

Welcome to Yumetaro plaza

令和４年度 ゆめプラ モーニングコンサート出演者決定！

　モーニングコンサート開催に先駆け、モーニングコンサート実行委員会による特別企画を開催します。
忙しい毎日にちょっとひといき、GONNAのメロディーをこころにチャージ。
　マリンバの深い響きと和太鼓のキレ良いビートが明日からの活力になるはず！オリジナルからクラ
シック、歌謡曲まで幅広いレパートリーをGONNA色でお届けいたします。
日　時　８月17日（水）　10：30開演（10：00開場）
場　所　輝きホール（全席自由）　
対　象　３歳以上
料　金　500円（お持ち帰りドリンク付）
出　演　和太鼓×マリンバ�G

ガ ナ

ONNA
発売日　６月18日（土）から、ゆめたろうプラザにて
演奏曲　はじまりの唄、聴いたことがあるぞメドレー、Bloodほか

オーケストラ！（日本語字幕付き上映 /BD　上映時間124分）
　寄せ集め楽団が巻き起こす奇跡の物語。沸き起こる拍手に温かい涙が溢れ、
笑って、元気をくれる感動作。
日　時　７月17日（日）　14:00開演（13：30開場）　※途中換気休憩あり
場　所　輝きホール（全席自由）　　料　金　500円　発売中

今年度も多くのみなさまにご応募いただき、誠にありがとうございました。
各コンサートの詳細につきましては、発売日前に広報やチラシでお知らせします。

■「モーニング」「ONEコイン」「ゆめっぴ」：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
■「ONEコイン」：未就学児の入場はご遠慮ください
■「ONEコイン」：シーンボイスガイド、音声磁気ループの申込は上映日の前日までに
■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人は、参加をご遠慮ください
■公演により、席の間隔は空けずに収容率100％で販売いたします。詳しくはゆめたろうプラザにお問合せください

ⓒ2009�-�Les
�Productions�du�Tresor

和太鼓×マリンバ�GONNA

※�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

実行委員会特別企画！ゆめプラ プレモーニングコンサート

ＧＯＮＮＡ　LIVE「こころに charge」

ゆめプラ　ＯＮＥコイン映画会　2022

　音楽�・�友情�・�夢�・�家族�・�政治�・�生活…色々なメッセージを感じることができ
た。�“うそでしょ�!?”�みたいな事がどんどん起きて、�重い雰囲気の中にも笑える
ところがあって、�さらに感動のラスト…オーケストラの演奏シーンでは、�１曲ま
るごと聴けるお得感を感じつつ、�まるで自分も劇場にいるような感覚になった。�
多くの人に楽しんでもらえる作品だと思う。
����������������������　　�----------------------------------------- ＮＰＯ�たけとよ　ツッチー
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子 育 て 情 報

「子育て相談室」臨床心理士への個別相談

おしゃべり会「双子・三つ子ちゃん、妊婦さんも」

公園であそぼう「地域交流センター多目的広場」

日　時　７月５日（火）9：30～11：00
対　象　乳幼児とその保護者（町内在住）
内　容　�乳幼児の発達や子育てについて臨床心

理士への相談
定　員　１組30分程度　３組まで
申込み　�６月14日(火)から

日　時　６月16日（木）10：00～11：00
対　象　未就園児とその保護者
内　容　�更生保護女性会の方に子育ての話を聞

いたり、一緒に遊んでもらったりする
申込み　�不要

日　時　７月８日（金）10:00～11：00
対　象　未就園児とその保護者、妊婦さん（町内在住）
内　容　�子育てで困っていることや、聞いてみたいこと

等を、みなさんとおしゃべりしてみませんか
定　員　７組
申込み　６月17日（金）から

日　時　６月21日（火）10:00～11：30
予備日　６月29日（水）
場　所　地域交流センター多目的広場
対　象　未就園児とその保護者（町内在住）
内　容　�公園で親子や地域の人と体を動かして遊ぶ
申込み　�不要

「更生保護女性会の方とあそぼう」

「言葉の相談室」言語聴覚士への個別相談

日　時　７月13日（水）10：00～11：30
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について言語聴覚士への相談
定　員　１組30分程度　３組まで
申込み　６月22日（水）から

すくすく

育児講座「乳幼児の食物アレルギー」

日　時　７月15日（金）10：30～11：30
対　象　未就園児とその保護者（町内在住）
内　容　食物アレルギーの基礎知識や対応等を学ぶ
講　師　鳥

とり

居
い

慶
けい

子
こ

さん(食物アレルギーマイスター)
定　員　15組まで
申込み　６月23日（木）から

すくすく

おしゃべり会「イヤイヤ期について」

日　時　６月27日（月）10：00～11：00
対　象　未就園児とその保護者（町内在住）
内　容　子育てで困っていること等を、話し合う
定　員　10組まで
申込み　６月６日（月）から

すくすく

わくわく

わくわく

わくわく

南部子育て支援センター｢わくわく｣
　　　　　　開催場所が南部子育て支援センター「わくわく」になりますわくわく

申 問 ☎72-0778

北部子育て支援センター「すくすく」
　　　　　　開催場所が北部子育て支援センター「すくすく」になりますすくすく

申 問 ☎73-8714

子育てリフレッシュ講座

日　時　７月12日（火）10：00～12：00
場　所　中央公民館　第２和室
対　象　妊婦・子育て中の親
内　容　�手相から、家族の未来を想像してみましょう。
　　　　手相は、コピーでもＯＫ。子育てに関する座
　　　　談会も行います

講　師　ＮＰＯ法人ＳｍｉｌｅｙＤｒｅａｍ　
定　員　12人（申込み順）
料　金　無料　※キッズスペースあり
申込み　６月14日（火）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）

◎家族の手相をみよう
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今月の野菜　玉ねぎ

　玉ねぎはユリ科の多年草で、和食、中華、洋食までさま
ざまな料理に使われる万能な野菜です。加熱すると甘みを
感じ料理を引き立ててくれます。
　私たちが普段から食べているのは根でも茎でもなく葉が
何枚も重なった「鱗

りん

茎
けい

」とよばれる部分です。
　玉ねぎには食欲の増進やビタミンＢ１の吸収と活性化を
促す作用のある硫化アリルや老化予防やダイエットにも有
効と言われているケルセチンという成分が含まれています。
また、血液をさらさらにして動脈硬化を予防する作用があ
ることも報告されています。
　愛知県は玉ねぎの収穫量が全国第５位で知多半島も代表
的な玉ねぎの産地です。武豊町では北部の農地で生産され
ており、その多くはあいち知多農業協同組合を通して出荷
されています。
　体にやさしく、おいしい玉ねぎをぜひご賞味ください。

たけとよの農業を知る

をのぞいてみよう !

今月のレシピ

玉ねぎとトマトの減塩おかかサラダ
玉ねぎのパワーを美味しくいただく、お手軽な健康メニュー

作り方
①玉ねぎは薄切りにして30分ほど

　置く

②トマトは2cm角くらいに切る

③青じそは細切りにする

④Aを混ぜ合わせる

⑤①、②、A、かつお節を和える

⑥器に⑤を盛り付け、③を散らす

材料（４人分）
・玉ねぎ…1個（約 200g）
・トマト…1個（約 120g）
・A　　ＥＸオリーブ油　小さじ1/3
　　　�米酢………………�小さじ1/3
　　　�ブラックペッパー　少々
・かつお節（小パック）…1個（約 120g）
・青じそ�………………�2枚

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

玉ねぎ生産農家　神
か み

谷
や

直
な お

樹
き

さん

　私は武豊町の北部を拠点に玉ねぎとキャベツ
の生産をしています。
　玉ねぎは５月から７月にかけて毎年工夫をし
ながらひとつひとつ手で収穫し、農協を通じて
市場へ出荷しています。特に今の時期は玉ねぎ
が病気にならないように気を使っています。お
いしい玉ねぎを作っていますので、愛知県産や
知多半島産の玉ねぎをよろしくお願いします。

玉ねぎのシャキシャキ感とト
マトの

の甘みが効いたさっぱりサ
ラダ！

Point

・�玉ねぎは水につけません。高血圧予防のため水に溶けやすいカリウム ( ナト
リウムの排泄を促す ) の流出をなくすためです。

・�高血圧予防のため塩分０ｇです！薄味なので物足りない人はブラックペッパー、
ポン酢・塩・しょうゆのいずれかを少し加えると美味しくいただけます！

栄養価
1人分あたり

エネルギー／3kcal　タンパク質／2.8ｇ　脂質／0.7ｇ　

食物繊維／1.1ｇ　食塩相当量／０ｇ

武豊町食育健康づくりグループ
　「健康づくりは食生活から」をモットーに、常に自分
自身の健康と家族の健康、地域の健康を考えています。
活動内容としては会員を３つのグループに分け、保健
センターの栄養指導室で月１回調理実習を行っており、
町の各種行事の協力事業も行っています。

レシピの提供者
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カフェ　LITTLE HOUSE

米粉パンケーキ・

ドリンクセット引換券

５名様
※パンケーキは抹茶かチョコ

いずれか１つ

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　７月15日（金）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

４月号の正解　①ジャグジー　②エネルギー　③結婚　④地域振興　⑤６

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？

カフェ Ｌ
リ ト ル

ＩＴＴＬＥ Ｈ
ハ ウ ス

ＯＵＳＥ

わがまちお店めぐり

お店でしか味わえない手作り食パンやケーキが自慢

　オレンジ色の壁が目印の、夫婦で営む小さなカフェ。お菓
子作りやパン作りが趣味だった妻・新

にい

美
み

佳
か

代
よ

さん。いつか自
分のお店を開きたい！という佳代さんの夢を夫・進

しん

司
じ

さんと
共に実現させました。
　コーヒーはもちろん、このお店の特徴は手作りの食パンや
ケーキ。モーニングに付くトーストはお店のオリジナルです。
また、人気のシフォンケーキはモーニングやランチとセット、
または単品でも注文できます。
　特にオススメなのが「米粉パンケーキ」。温かいふわふわの
生地の上に乗った冷たいアイスが相性抜群。オーダーが入って
から焼き上げるので出来立てが食べられます。ぜひ、一度ご
賞味ください。※提供に20分程お時間がかかります
　

　表紙および巻頭１ページで、絵本作家の小山つづきさんを
特集しました。絵を描くことと子どもが大好きな優しい小山
さん。とても気さくな方で、インタビューも楽しくお話させ
ていただきました。誰でも楽しめるストーリーと、色鉛筆で
描かれたカラフルで優しいイラストが、ページをめくるたび
ワクワクした気持ちにさせます。大人になった人も、童心に
返り、久々に絵本を読んでみてはいかがでしょうか。

オーナー

新
にい

美
み

 進
しん

司
じ

さん

①�屋内温水プール内の○○施設における高齢者無料利用サービスには
　事前登録が必要
②たけとよ地域振興券の使用期間は○月１日から
③�○○○○○・サポート・センターは、子育ての援助を受けたい人に援助
ができる人を紹介するボランティア組織です
④成人式は“○○○のつどい”に変わります　※ひらがな・漢字どちらでも可
⑤ごみ拾い用の○○○○○○シールを作成しました　　　　　　

【問題】

字山ノ神20-20
■営業時間�8：00～17：00
　　　　　※ラストオーダー16：30
　　　　　〈モーニング〉8：00-11：00
　　　　　〈ランチ〉���11：30-13：30
■定休日：月曜、第１・第３火曜
　☎59-0409

▲インスタグラム

米粉パンケーキは
オーダーが入ってから
焼きたてを
ご提供します！

看
板メ
ニュ
ーの米粉パンケーキ
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4/ 5/
28 7

土木

　町内において、令和元年９月13日
以降、交通死亡事故が発生しておらず、
計算上で4月28日では 958日継続
しています。２年以上交通事故死ゼロ
ということで、この度愛知県警より感
謝状が贈られました。
　半田署長の堀

ほり

日
ひ

出
で

夫
お

さんより、「地
域の人の交通安全の意識の高さに感
謝したい。武豊町は交通死亡事故ゼ
ロ1,000日が近づいている。さらな
る交通安全の意識の向上に期待した
い。」とお言葉をいただきました。

　武豊町少年少女発明クラブは、毎
月１回土曜日に、武豊町中央公民館
にて開催しています（今年度の募集
は終了）。この日は、動く恐竜作りを
行いました。
　参加した児童たちは、指導員の方々
に電流の流れや、モーターと繋がっ
た恐竜の足が動く仕組み等を学びな
がら、楽しく組み立てに取り組みま
した。組み立て後は色塗りをし、個
性あふれるオリジナル恐竜を完成さ
せました。

２年以上交通死亡
事故ゼロを達成

モーターで
動く恐竜作り

4/
28

木

　武豊町観光協会が、グルメブック
「武豊ぐるぐるグルメ」を発行しま
した。武豊町内の飲食店をぐるぐ
る巡って、それぞれのお店の「美味
しい！」をみつけて欲しいという思
いから、「武豊ぐるぐるグルメ」と
名付けられたそうです。
　町内外の施設や掲載店舗にて、
配架しています。
　この機会に行ったことのないお
店等におでかけください。

必見！武豊町の
美味しいを集めた
グルメブック！

町の魅力を発信する「たけとよ日和」。「たけとよ日和」編集部
のメンバーが、町の暮らしの中で発見や体験、また、町で輝
く人や団体等を紹介します！

ようこさん
たけとよ日和編集部

もり３さん
たけとよ日和編集部

武豊に引越してきたばかりの
30代主婦です。
景色の写真を撮ることと、
美味しいものが好きです♪

武豊町に行きたくなるような
魅力を発信していきます！

おすすめスポット
【♯森田いちご園】

好きな景色
【♯田園の夕陽】

▲インスタグラム



わが家の天使
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●発行/武豊町��〒470-2392�武豊町字長尾山２番地
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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８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30日（木）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

8月

天使の写真募集中！

「
広
報
た
け
と
よ
」は
、【
雑
誌
】に
分
別
し
て
く
だ
さ
い
。
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長
なが

嶺
みね

　由
ゆ

絃
づる

くん
６月2日生�（2歳）

青
あお

木
き

　誉
ほまれ

くん
６月３日生�（1歳）

田
た

中
なか

　涼
す

晴
ばる

くん
６月23日生�（4歳）

白
しら

石
いし

　賢
けん

心
しん

くん
６月20日生�（3歳）

近
こん

藤
どう

　奏
そう

太
た

くん
6月22日生�（5歳）

保
ほ

科
しな

　鈴
すず

ちゃん
６月24日生�（6歳）

三
み

次
よし

　陽
ひ

葵
まり

ちゃん
６月18日生�（4歳）

岩
いわ

田
た

奈
な

々
な

花
か

ちゃん
６月８日生�（1歳）

清
きよ

原
はら

あかりちゃん
６月25日生�（2歳）

翁
お

長
なが

　武
たけ

琉
る

くん
6月28日生�（3歳）

太
おお

田
た

　実
み

伶
れい

ちゃん
６月30日生�（2歳）

土
ど

井
い

　丞
しょう

竜
り

くん
６月28日生�（1歳）


