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１０月から青ルートの

 ルートが変わります！
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問合せ  役場防災交通課

１０月より「接続タクシー」の制度が変更されます！

　町では、コミュニティバスを利用したいけど、バス停まで遠くて生活の足がない・・・という人をバス停
までお送りする接続タクシー制度を設けていますが、制度利用が少ないことから、より多くの人にご利用
頂けるよう、令和２年度より制度変更の検討を住民ワークショップ等により進めてきました。
　これまでは、「予め指定されたタクシー停留所とバス停留所間の移動」でしたが、「自宅と自宅から最寄
りのバス停留所間の移動」ができるように、制度を変更します。

※�制度の変更に伴い、現在の接続
タクシー停留所は４年１０月以降
に順次撤去します

接続タクシー制度利用には
事前登録 が必要です

○主な変更点
（利用可能範囲）
　【変更前】接続タクシー停留所 ⇔ 指定のバス停留所　
　【変更後】自宅 ⇔ 自宅から最寄りのバス停留所

（運賃）
　【変更前】100 円
　【変更後】タクシーメーター料金から町負担額 400 円を引いた残りの金額
　　　　　（例）タクシーメーター料金900円の場合、町負担額を引き、
　　　　　　　�残りの500円がご利用される方のお支払金額となります。
　※��ただし、無料乗車券や障がい者手帳を持っている、未就学児がいる等、無料でご利用できる場合が
　　ありますので、事前の利用登録申請時にご確認ください

【利用対象者】
町内に住所を有している人で申請書に
記載された利用に関する注意事項に同
意した人

【利用の流れ】
必要なもの：身分証明書（運転免許証、保険証等）
１．必要なものを持参の上、役場防災交通課へ
２．��注意事項をご確認の上、定められた申請書に記入
　　ご自身が利用できる、「自宅から最寄りのバス停留所」を確認
３．発行された「接続タクシー登録証」を受け取る

※現在、接続タクシーの登録証をお持ちの人には、別途お知らせします
※本制度は、一般のタクシーとは異なるサービスです。
　利用可能範囲以外の移動はできませんのでご注意ください
※バス停留所へ到着後、バスを利用しなくても本制度はご利用できます
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　武豊町コミュニティバス・生活の足を考える会では、既にある観光スポット以外で、散歩で立ち寄れる
「珍しい！」「面白い！」といった新たなスポットを募集します。
（例えば…）　○○（場所）は春になると桜が綺麗で見応えがある、昔この辺りは○○だった（昔の様子）等

●スポットの募集について　※①～③のいずれかの方法でご提出ください！
　①コミュニティバス車内に用意された用紙に記入し、専用の箱へ投函
　②役場防災交通課の窓口に用意された用紙に記入し、提出
　③  メールの場合、右記の必要事項を記入の上、役場防災交通課へ送付
　　してください（メール：bosai@town.taketoyo.lg.jp）
　※�スポットはコミュニティバス車内等で紹介させて頂く場合があります
　　スポットをご提供頂いた人へ「ちょっとしたプレゼント」をお渡しします

問合せ　武豊町コミュニティバス・生活の足を考える会
　　　　会長　櫻

さくら

場
ば

　☎０９０－６４６７－３３３１

珍しい！ 面白い！みなさんが と思えるスポットを募集します！

（メールの場合）
・氏名（公表の可否）
・住所
・電話番号
・スポットについて
・おすすめ理由
・スポットの住所等
・その他（任意）
・写真（可能であれば）

町ホームページ▲



　

問合せ  役場防災交通課

１０月から青ルートの

 ルートとダイヤが変わります！
　コミュニティバス青ルートでは、利用者およびカバーエリアを増やすことを目的に、

令和２年度より住民ワークショップ等にて検討を進めてきました。１０月より町内の

新たな地域へ停留所を設置し、以下のルートで運行します。

併せて、運行事業者が知多乗合㈱へ変更となりますのでご承知おきください。

　変更に伴い、ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

現在の路線図（変更前） １０月以降の路線図（変更後）

【主な変更点】

・青ルート停留所の追加、移設および廃止

・左回りから「右回り」に変更
※現在とは逆回りとなりますのでお気をつけください
　運行ダイヤ、ルート変更後の停留所位置につきましては、町ホームページを
　ご確認ください。併せまして、コミュニティバス車内や各停留所においても、
　事前にお知らせします
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町ホームページ▲
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【実施園】

預り保育：14：30 ～16：00　町立保育園・北中根こども園（幼稚園部）

11 月７日 (月) から役場子育て支援課へ申込みください。
※第１次受付の人が優先となります

【実施園】町立保育園・このみ保育園・　　
　　  　　北中根こども園（保育園部）

０歳児
北・西・六貫山・中山・このみ保育園
北中根こども園（保育園部）

１・２歳児
町立保育園・このみ保育園・
北中根こども園（保育園部）

早朝保育 ７：30 ～　8：00

延長保育 16：00 ～19：00

乳児保育　３号認定に該当する場合のみ

預り保育　１号認定に該当する場合のみ

第2次受付

延長保育　２・３号認定に該当する場合のみ

募集児童予定数および保育所の所在地

※�入所希望者が募集児童数を超える場合は、保育の必要性が高い順に選考を行います。優先順位が同位の場合は、
抽選で決めさせて頂きます。また、募集人数は変更する場合があります

園 ５歳児 ４歳児 ３歳児 ２歳児 １歳児 ０歳児 所在地 電話

南 2 5 10 2 10 �字明神戸59 72-0327

富貴 2 5 20 5 15 �大字冨貴字道兼50－１ 72-0841

北 3 ３ 36 5 4 6 �字砂川一丁目43 72-0467

西 0 3 27 5 19 6 �字中根四丁目50 72-0443

六貫山 4 3 25 5 14 6 �字六貫山一丁目61 72-1762

中山 0 2 30 5 9 6 �字平井田10－17 72-0141

東大高 2 2 20 3 10 �大字東大高字池下10 72-1354

わかば 4 3 19 5 10 �字四畝58－１ 73-3996

（私立）このみ ２ 5 5 �字梨子ノ木９－782 72-1071

（私立）北中根
こども園

保育園部 4 4 18 6 ５ 9
�字北中根六丁目６ 84-1133

幼稚園部 4 3 12
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令和５年度

保育所入所案内
保護者が希望する保育所へ申込みができます。

ただし、募集児童数を超える場合は、

希望保育所へ入所できないことがあります。

町ホームページより申込書類のダウンロードが可能です。入所相談を希
望される人は以下の日程でご来場ください。会場では、個別にお話を伺
い書類をご用意します。お時間に余裕をもってお越しください。

受付会場：中央公民館 （講堂）　　※��園での受付は行いません。第１希望園の日程にご来場ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　面接日の予約をしていただきますので、ご予定ください

・申込み時に保護者とお子さんが町内在住であること
　※令和５年３月末日までに転入予定の人は所定の書類が必要

日　時 場　所

９月21日（水）　 9：00～11：30
　　　　　　　13：00～16：00

中央公民館（講堂）
※例年大変混み合います

９月22日（木）　 9：00～11：30
　　　　　　　13：00～16：00

役場第５・６会議室

9月26日（月）～　平日８：30～17：15
　　　　　　　　水曜８：30～19：15

　　　　　　※土日祝を除く
役場子育て支援課

入所申込書配布

第１次受付　新規入所申込書受付 （新入園児）

申込みのために必要な条件

日　程 受付時間 場　所 第１希望園

10月19日(水)
9：００～１１：００

１３：００～１５：００
中央公民館（講堂）

六貫山・中山・北中根こども園

10月20日(木) 富貴・東大高・わかば・このみ

10月21日(金) 南・北・西

10月24日(月)
10月25日(火)

１７：００～１９：００
（夜間受付）

武豊町役場
第５・６会議室

全園
（上記指定日時で都合の悪い人）

認定区分 内　容 利用できる施設

１号認定 満３歳以上で保育を必要としない場合 町立保育園 ・北中根こども園（幼稚園部）

２号認定
満３歳以上で保護者の就労や疾病等の
事由により、保育を必要とする場合

町立保育園 ・北中根こども園（保育園部）

３号認定
満３歳未満で保護者の就労や疾病等の
事由により、保育を必要とする場合

町立保育園・このみ保育園・北中根こども園（保育園部）
※町立保育園のうち０歳児は北・西・六貫山・中山保育園

町立保育園…南・富貴・北・西・六貫山・中山・東大高・わかば
私立保育園・こども園…このみ・北中根
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問合せ  役場防災交通課９月１日は「 防 災 の日」です

　町では、新型コロナウイルスをはじめとする感染症予防の観点からも、住民のみなさんに
大地震や風水害等に備え、分散避難を検討いただくことを奨励しています。
つきましては、下図を参照にご家庭で、事前避難も視野に検討しておきましょう。

①在宅避難

　住民がハザード
マップで自宅周り
の災害リスクを確
認し、自宅が安全
であれば在宅避難

（要すれば垂直避
難）

②縁故避難

　自宅に災害リスクがある場合、ハザードマップ
で安全な「親戚・知人宅」を確認し、事前に避難
することを相談

③ホテル避難

自宅に災害リスクがある場合、ハザード
マップで安全な「ホテル・旅館」を確認し、
事前に宿泊料や予約方法を知っておく

④避難所避難

①②③の避難ができない場合は事前に
最寄りの町指定避難所、避難経路および
避難所運営マニュアルを知っておく

感染症のリスクを下げる、分散避難について

すぐに始めたい防災対策

　　町からの災害情報を入手するための手段や、地震対策の予防についてご紹介します。

武豊町一斉情報配信サービス

　町から送信される防災情報、防犯情報、生活情報より選択した情報を受信することができます。
防災情報では避難所開設情報、避難情報等が配信されますので、ぜひご登録ください。
登録方法　右記QRコードから、空メールを送信していただくか、�
　　　　　taketoyo@entry.mail-dpt.jp へ空メールを送信し、登録してください。

防災ラジオ
　町から放送される防災行政無線や、AM・FMラジオが受信できる防災
ラジオ（１台1,500円）を防災交通課窓口にて販売しています。

分散避難
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問合せ  役場環境課

資源物の出し方について
身近にあるプラスチック製容器包装や紙類。
今回は出す際のポイントについて紹介します。

プラスチック製容器包装の出し方

紙類の出し方

●マークをチェックしよう！
　右のマークがついていれば
　プラスチック製容器包装です！

●油汚れ等不衛生な汚れはついていませんか？
　汚れがひどい場合はもやさなければならないごみです。

●ペットボトルを出していませんか？
　ペットボトルはプラスチック製容器包装で出すことはできません。
　ペットボトルのフタはプラスチック製容器包装です。

●�ファイルの金具、留め具、テープはついたままで出す
　ことができます！

●�新聞紙・本・雑誌・牛乳パック・段ボールは「紙類」ではなく、
「古紙」の分類です。

裏がアルミの
紙パックは紙類の

分類です。

指定袋のデザインが変わります！

いつから変わるの？
　現在、販売しているデザインの袋が無くなり次第、
変わります。

何が変わるの？
　武豊町の指定袋のデザインが変わり、もやさなけ
ればならないごみの指定袋に広告が追加されます。
　左のデザインがもやさなければならないごみ、右
のデザインがプラスチック製容器包装・紙類のデザ
インです。

変わらないことは？
　もやさなければならないごみは令和３年度から
販売している黄色の指定袋も使用できます。プラス
チック製容器包装・紙類用の指定袋についてはこれ
までと同じく、過去の指定袋も使用できます。
　分別方法・袋の色は変更ありません。

もやさなければならないごみ用 プラスチック製
容器包装・紙類用

　詳しくは環境課等で配布し
ている「ごみの分け方・出し方」
にて掲載しています。

Check!!
Check!!
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武豊町武豊町一般不妊治療費等一般不妊治療費等

助成制度を紹介助成制度を紹介しますします
不妊検査・不妊治療を受けるご夫婦の経済的な不妊検査・不妊治療を受けるご夫婦の経済的な
負担の軽減を図るため、治療等に要する経費の負担の軽減を図るため、治療等に要する経費の
一部を助成します。一部を助成します。

問合せ  保健センター 問合せ  保健センター 
　　　�☎　　　�☎ 72‐250072‐2500

対象となる検査・治療

助成金額

申請手続

申請に必要なもの

対象となる人

不妊検査・不妊治療
　�（体外受精および顕微授精等の特定不妊治療
は除く）

限度額：５万 円／年度
・１夫婦につき、年度（３月診療分から翌年２
　月診療分）ごとに、不妊検査・不妊治療に要
　した費用の合計を助成します
・１夫婦につき、合計５年度分まで助成します

助成金の申請は年度に１回
・�年度内（３月診療分から翌年２月診療分）に要
した治療費等について、当該年度の３月10
日までに申請してください。ただし、検査・
治療を終了し、継続する予定のない場合等は
随時申請をしてください
・�申請は夫婦のうち、どちらか一方でまとめて
申請してください

１．不妊治療費等助成金交付申請書（様式第１号）
２．不妊治療費等助成事業受診等証明書（様式第２号）
３．不妊治療等に要した費用の領収書（原本）
４．不妊治療費等助成事業に関する同意書（様式第３号）
５．健康保険証・身分証明書（本人確認ができるもの）
　※ 次に該当する場合は、下記書類も必ず添付して
ください

　①�夫婦のいずれか一方が武豊町外に住民登録が
　　あり、かつ本籍が武豊町外の人
　　：戸籍謄本
　②婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻
　　関係と同様の事情にある人
　　：事実婚関係に関する申立書（様式第4号）

　※ 様式第１～4号は保健センターで受取るか、
　　町ホームページからダウン
　　ロードできます

次の条件のすべてを満たすご夫婦
１．�婚姻の届出をした夫婦または婚姻が確認
　�できる夫婦（事実婚関係にあたる人も含む）
２．助成金の申請時に夫婦のいずれか一方または、
　 両方が武豊町に住民登録をしていること
３．医療保険各法による被保険者または被扶
　��養者

その他

・�体外受精、顕微授精等の特定不妊治療について
は、４年４月から保険適用になりました。
　４年３月分に関しては半田保健所（☎ 21-　　
　3341）へご相談ください
・�不育症については愛知県不妊・不育相談センター
（☎ 052-741-7830）へご相談ください

保健センター８：30～ 17：15　※�土・日曜日、祝日、年末年始（12/29～１/3）�は除く申請先



　高齢者の発病防止や重症化防止に有効であることから、高齢者インフルエンザ
予防接種を実施します。

対　象　者     武豊町に住民登録のある人で接種日に下記のいずれかに該当する人�����������　　　　　��
　　　　　��①65歳以上の人
　　　　　��②�60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器機能に重い病気のある人、またはヒト

免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいのある人で、身体障害者手帳１級程度の人
接種期間  　10 月１日（土）～５年１月31 日（火）（休診日は除く）
接種回数  　１回　※新型コロナウイルスワクチンとの同日接種が可能です
自己負担金　  1,000 円

町外で予防接種を受ける場合
　かかりつけ医が武豊町外にある、町外の高齢者施設等に入所している等、武豊町で予防接種ができ
ない場合、愛知県広域予防接種事業を利用できる場合があります。必ず接種予約前に保健センターに
ご相談ください。受付は10月 3日（月）からです。

予防接種実施医療機関（50 音順）　※お問合せは診療時間内にお願いします

町内実施医療機関 電話番号 町内実施医療機関 電話番号

�石川医院（冨貴） ☎73-3332 �すこやかクリニック ☎71-0315

�石川病院（武豊） ☎72-2345 �内科・外科　渡辺医院 ☎72-1195

�奥村医院 ☎72-0623 �内科　毛受医院 ☎72-6432

�くめクリニック ☎74-3377 �なかしまキッズクリニック ☎74-0555

�榊原整形外科 ☎73-6811 �よしかねクリニック ☎73-0089

�じこう医院 ☎74-0311 �わたなべ小児科 ☎71-0567

�杉石病院 ☎72-1155

問合せ  保健センター
　　　　☎72-2500

インフルエンザにかからない！ひどくしない！
　ウイルスは、感染した人の咳・くしゃみ等によって飛ぶつばの中に含まれており、
それを吸い込むことで鼻やのどにウイルスが付着して感染します。また、ウイルスが
付着したものを触ることにより、ウイルスが手につき、さらにその手で目・鼻・口等
を触ることでも感染してしまいます。それらを防ぐためにも、マスクの着用、手洗い
うがいの徹底をしましょう。室内では定期的に換気を行うことも大切です。
　また、体力が落ちていると、ウイルスの力に打ち勝つことができません。十分な睡眠、
バランスの良い食事を心がけ、抵抗力をつけましょう。

65 歳以上の高齢者がインフルエンザにかかった場合、重症化する可能性が高くなります。
できるだけ早めに予防接種をし、予防に努めましょう。

生活保護受給世帯、町民税非課税世帯の人は、申請により自己負担金を免除します。
必ず接種予約前に保健センターで申請してください。１～２週間程度で免除証明書を発行します。
　持ち物　本人確認書類（運転免許証等）
　※申請者が代理人の場合、代理人の本人確認書類をお持ちください
　※�令和４年１月１日現在に武豊町に住民登録がない人は、別途書類が必要です。詳しくは保健
センターにお問合せください

高齢者インフルエンザ
　　　予防接種のお知らせ

9 広報たけとよ　2022. ９
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臨時交付金を活用した

新たな５つの取組みの紹介

まちを元気に！

コロナ禍における、原油価格や電気、ガス料金を含む物価の高騰の影響を受けた

町民や事業者への負担軽減を国からの臨時交付金を活用して取り組んでいきます。

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

事業費　220,000 千円

事業費　13,574 千円

事業費　 70,212 千円 事業費　21,198 千円

地域振興券交付

給食費

水道基本料金 減免 農業者支援

（地域振興券事業）
町内事業所での消費喚起と事業
者支援のため、全町民（4 年 4
月1日現在で住民登録されてい
る人）に１人あたり5,000 円の
地域振興券を５月末～６月にかけ
て交付しました。
※使用期限：5年2月28日まで

（学校給食食材費高騰対策事業）　　
（保育園給食食材費高騰対策事業（公立保育所））
（保育所等給食費軽減対策支援金（私立保育所等））　
小中学校および公立保育園給食の賄材料費の上昇分を負担することに
より、現状の給食費を維持し、子育て世帯の負担を軽減します。私立
保育所等へは、県の支援金を活用し、物価高騰の影響を受けながら安
定的な給食を実施している保育所等を支援します。
・実施期間　　　　　　　　　　　　　
　小中学校…９月～5年３月分（124日分）
・実施期間　　　　　　　　　　　　　
　保育園…８月～5年３月分　�　私立保育園等…４月～９月分

（水道事業会計繰出）
水道料金の基本料金を減免し、
住民と町内事業所の負担を軽減
します。
・実施期間 ８月～５年１月
口径13㎜　3,300円（６か月分）
口径20㎜���3,960円（６か月分）

（農業生産資材高騰対策補助金）
営農継続に向け、農業生産資材
に係る経費の一部を助成します。
※詳細は広報８月号参照
・補助経費
　令和3年分の農業生産資材の
　経費×高騰率×1/2
・上限額　120 万円

保育所等小中学校

※新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金

（臨時交付金）とは？

新型コロナウイルス感染症の
影響を受けている地域経済や
住民生活を支援するために創
設された国の交付金です。地
方公共団体が行う地域の実情
に応じたコロナ対策事業に使
うことができます。

問合せ  役場企画政策課

高齢者を対象に

後付け安全運転支援装置の設置費を補助します！

問合せ  役場防災交通課
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高齢者を対象に

後付け安全運転支援装置の設置費を補助します！

　町では、6 月 9 日に交通死亡事故ゼロ 1,000 日を達成し、より一層の交通安全意識の
向上と事故防止・軽減のため、高齢ドライバーを対象として、8 月 1 日より、後付けの
安全運転支援装置の購入・設置費の一部を補助する制度を開始しました。
※ 本装置は、走行中のブレーキ踏み間違いに対応するものではありません

■対象者　町内に住所を有し、 令和４年度中に65歳以上である運転免許所有者

■申請書受付期間　５年３月３１日（金）まで（令和４年度設置分）

　　　　　　　　　��本事業は、令和６年度まで予定しています

　愛知県に店舗等を有し、国が定めた「安全運転サポート車普及促進事業費補助金交付規定」に基づき、
一般社団法人次世代自動車振興センターから「後付け装置取扱事業者」として認定された事業者にて対
象装置を設置した場合が補助対象となります。
※補助対象装置は、令和４年８月１日以降に設置した装置のみになります
※町内装置取扱事業者は、町ホームページをご覧いただくか、
　役場防災交通課までお問合せください

※他にも、町税を滞納していないこと等の条件があります。
　詳しくは、町ホームページをご覧いただくか、役場防災交通課までお問合せください

町ホームページ▲

■補助額　購入設置費の 2 分の 1 以内

�・障害物検知機能付き装置　上限32,000円
 ・障害物検知機能なし装置　上限16,000円
 ※1,000円未満の端数切捨て

■交付手続きの流れ

■対象装置　国土交通省の性能認定を受けている装置

① 設置可能車種か確認＆設置申込み

② 設置完了・「設置証明書」等を渡す

③ 交付申請書兼実績報告書・請求書を提出

④ 交付決定通知兼確定通知書送付・補助金支払（口座振込)

装置取扱
事業者

・交付申請書兼実績報告書　　・請求書
・運転免許証の写し　・車検証の写し
　※使用者欄が申請者本人
・領収書の写し
・②で装置取付事業者が発行した
�「設置証明書」

問合せ  役場防災交通課発進時におけるブレーキとアクセルの
踏み間違いを防止する装置

申
請
者

武豊町
（防災交通課）

申請時に必要なもの ※役場に持っていくもの
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武豊町文化講演会２０２２

明日を読む　～溢れる情報の海を乗り切るには～

辛坊治郎氏  

1120 日

14：00開演 （13：30開場）

会場　ゆめたろうプラザ(町民会館)　
　　輝きホール
料金　入場無料（全席自由）※要入場整理券

講師　辛
し ん

坊
ぼ う

治
じ

郎
ろ う

氏　元民放解説委員長　海洋冒険家

●プロフィール
1980年�早稲田大学法学部卒業後、読売テレビ入社。「ズームイン！！朝！」
　　　　�「ウェークアップ！」「ニューススクランブル」等のリポーター、キャスターを歴任
1996年�アメリカ国務省文化交流庁の招きで米国放送行政等を視察・研究
1997年�ニューヨーク・ペース大学客員研究員として渡米し、地上デジタル放送を中心とした、
　　　　�アメリカのメディアを研究(～1998年)
1999年�報道局チーフプロデューサー
2000年�報道局情報番組部長
2001年�早朝の情報番組「あさイチ！」でニュース解説担当
　　　　�同年、関西学院大学非常勤講師.他に、立命館大学、早稲田大学で非常勤講師
2001年�「ズームイン!!Super」内でニュース解説を担当
2003年�「たかじんのそこまで言って委員会」がレギュラー昇格
2005年�報道番組「ウェークアップ！ぷらす」にて司会
2009年�「SUPER�SURPRISE」出演
2010年�読売テレビ退社。退社後株式会社大阪綜合研究所代表就任
2021年�約4カ月に渡るヨットでの太平洋単独無寄港往復横断に成功

［入場整理券が必要です］
入場整理券配布日　10月８日（土）9：00～ゆめたろうプラザにて(受付順) 1人２枚まで
電話受付は翌日10月9日(日)から （10月8日(土)に配布予定枚数に達した場合は、電話受付はありません）

※入場整理券受取時に、入場者氏名と電話番号をご提出していただきます
※未就学児の入場はご遠慮ください　※車椅子席をご利用の人は、事前に予約してください
※座席はホールの100％設定です。前後左右の座席は空いておりませんので、予めご了承ください　　　　

●主　催　武豊町・武豊町教育委員会・株式会社ＪＥＲＡ武豊火力発電所
●問合せ　ゆめたろうプラザ（町民会館）☎ 74-1211　月曜日休館　(月曜日が祝日の場合は、翌平日)　　　　

辛坊治郎氏  
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文化祭
日　時　11 月５日（土） 10：00～ 16：00
　　　　11 月６日（日）   9：30～ 16：00
　　　　（開会式　11月５日（土）�9：45～10：00）

場　所　ゆめたろうプラザ（町民会館）
主　催　武豊町民文化祭実行委員会、武豊町教育委員会
協　賛　武豊町、武豊町文化協会

あなたの作品を展示してみませんか？ あなたの作品を展示してみませんか？ 
展示種目　�いけ花・マクラメ・手工芸・パッチワーク・盆栽・山野草・ビー

ズ織り・アートフラワー・アメリカントールペイント・ちぎり
絵・俳句・川柳・水墨画・書道・創作漢詩・写真・絵画・水彩
画・押し花・ガラス工芸・ねんど手芸・紙粘土・絵手紙・レザー
クラフト・布工芸・婦人会コーナー　ほか

対　　象　高校生以上（当日はどなたでもご覧いただけます）
申 込 み　10月２日（日）までに、ゆめたろうプラザヘ
　　　　　（申込用紙は、ゆめたろうプラザ・中央公民館にあります）
出品制限　１種目につき１人１点（婦人会、作品が小物の場合を除く）
　　　　　写真：四つ切以上　書：半切り以下

※作品搬入時のお願い等、前回より変更があります。資料は申込み時に窓口にてお渡しします
※展示場所は指定できません。あらかじめご了承ください

各各 種種 大大 会会

問合せ  ゆめたろうプラザ
　　　　（町民会館）
　　　　�☎ 74‐1211

町民囲碁大会

日　時　10月2日（日）
　　　　受付９：00～　開始10：00～
場　所　中央公民館�第３・４会議室
料　金　1,000円（昼食代含む）
申込み　当日会場で受付

町民俳句大会

日　時　10月2日（日）11：00～16：00
場　所　中央公民館　第1・２会議室
招待選者　　齊

さ い

藤
と う

朗
ろ う

笛
て き

さん
料　金　500円
申込み　当季雑詠五句を当日会場で
　　　　12:30までに受付

武豊町民

■今年度は町民将棋大会、町民川柳大会、呈茶会は行いません
■ 主催者による記録用の撮影を行います。写真は、主催者の発行する印刷物やホームページ上に掲載する場合

があります。また、メディアによる取材が入る場合があります
■ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、事前にご自宅等での検温をお願いします（37.5 度以上入場

不可）。また、手洗い・消毒、マスクの正しい着用等、感染対策にご協力をお願いします
■ 体調の優れない人やその同居家族、濃厚接触者・ご家族に濃厚接触者がいる人は入場を
　ご遠慮ください
■ 新型コロナウイルス感染症の影響等不可抗力により、延期・中止となる場合があります。
　最新情報はゆめたろうプラザホームページをご覧ください
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　本町は、2021（令和３）年度を始期とする第６次武豊町総合計画および武豊町都市計画マスター

プランを策定し、その中で名鉄知多武豊駅周辺とＪＲ武豊駅をつなぐ一帯を「都市拠点」、武豊中

央公園周辺を「公共交流拠点」と位置づけています。

　名鉄知多武豊駅西グランドデザインは、この「都市拠点」と「公共交流拠点」を一体的な一つ

の拠点としてとらえ、対象区域の具体的なまちづくりの方向性を明らかにするための概ね20年先

を見据えた長期ビジョンです。

（１）町内に住所がある人　

（２）町内に事務所・事業所がある人・法人・その他団体

（３）町内の事務所・事業所に勤めている人　

（４）町内の学校に在学している人

（５）武豊町に納税義務のある人・法人・その他団体

（６）意見募集する計画案について利害関係のある人・法人・その他団体

〇募 集 期 間 � ９月８日（木）～10月７日（金）

　　　　　　　※役場企画政策課窓口に提出の場合は、役場開庁時のみとなります

〇資料の閲覧　役場企画政策課窓口、町ホームページ

〇提 出 方 法 � 郵送、FAX、メールまたは役場企画政策課窓口に直接提出してください。

　　　　　　���※任意様式

　　　　　　　〒470-2392　字長尾山２　企画政策課

　　　　　　　☎ 72-1111　 72-1115　メール　kikaku@town.taketoyo.lg.jp

計画概要

応募資格

意見の提出方法

名鉄知多武豊駅西グランドデザイン（案）

問合せ   役場企画政策課

意 見 募 集

パブリックコメントとは
　町が政策や制度を決定する前に、趣旨や内容を公表し、
より多くのみなさんのご意見を求め、その計画等に反映
させようとするものです。
※�個々のご意見等に直接回答するものではありません。
あらかじめご了承ください

参考資料：庁舎整備計画（案）
庁舎整備計画とは、役場庁舎の今後のあり方について、上記「名鉄知多武豊駅西グランドデザイン」と
整合を図りながら、町民にとっての利便性や安全性、そして町運営にとっての経済性等の総合的な観点
から検討を行い、今後の庁舎整備における基本的な考え方・方向性を整理したものです。

町ホームページ▲
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2022 協働のまちづくり楽
が っ

校
こ う

コラボ企画

図書館×SDGs

SDGｓカードゲームで
まちの未来を考えよう
　昨年より開講している「まちづくり楽

が っ

校
こ う

」。
今 年度 第 1 弾はアフターコロナも見据え、
カードゲームを通して自分たちのまちの未来
について学べる企画です。
　SDGs が、まちづくりとどんな関係があ
るの？そもそも SDGs って何？それがある
ことで、どんな可能性が生まれるの？など…
ゲームで楽しく交流しながら学べます。小学
校 5 年生以上なら、どなたでも学べる内容
です。あなたの参加をお持ちしております！

※ 冒頭のルール説明を聞けないとゲーム参加できま
せん。遅くとも 13：40 までにはご着席ください

対　　象　 武豊町に在住、在学、在勤、または活動して
いる人 (小5以上は1人で参加可、小４以下の
お子さんは保護者同伴のこと。家族での参加
も歓迎)

募集人数　20 人程度 ( 申込順 ) お早めに！
申込期間　9 月 3 日 (土) 9：00 より
　　　　　(定員になり次第終了)
申込方法　 右の Google フォームから
　　　　　お申込みください
　　　　　(お困りの場合は、下記までお問合せください )
　　　　　※ 新型コロナ等により、開催が困難な場合は、
　　　　　　ご連絡させていただきます

9/25 (日)

13：30～16：30ごろ
図書館 2階会議室

ファシリテーター加
か

藤
と う

武
た け

志
し

さん

まちラボ(有)代表取締役　中京大学非常勤講師
2030SDGsゲーム公認ファシリテーター

1964年広島県生まれ。対話を通して自分
たちで創造的に課題を解決する「ソーシャ
ルデザイン ( まちづくり )」に取り組む。大
学での講義や、自治体職員研修など講演会
も多数。おもな著書に「まちのエンジン」
など

参加費

無料
事前申込制

今 後、 夏 か ら 冬 に か け て、
対話から未来へのヒントや
価値を生み出す講座を開催
する予定です。お楽しみに！

町立図書館 ☎ 73-6800

役場企画政策課 ☎ 73-1111 
kikaku@town.taketoyo.lg.jp

問合せ
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問合せ  地域包括支援センター ☎ 74‐3305

迷い人発生！

介護者・家族等 地域包括支援センター・役場

協力団体（事業者等）
武豊町メールサービス登録者

発見・保護発見・保護

④報告

③情報提供
②情報
　配信等

②同報
　無線

武豊町内

①連絡・相談

　認知症迷い人SOS情報ネットワークは、認知症の人が行方不明になった場合に、地域の団体
等へ迷い人情報をいち早く配信することで、迷い人の早期発見につなげるための仕組みです。

認知症迷い人SOS
　 情報ネットワーク
認知症迷い人SOS
　 情報ネットワーク

●●●�地域包括支援センターで登録受付中�●●●

半田警察署

地域包括支援センター・役場 < 迷い人のお知らせ >
日時：〇月〇日〇時頃
場所：○○○
特徴：70代女性
中肉中背、花柄の上着
に黒色のズボン着用

情報があれば、半田警
察署へご連絡ください。

配信内容(例)

　 　
～介護をされている人へ～

迷い人の心配がある人の登録を

～迷い人の発見のお手伝いで地域貢献～

協力団体の募集
もしもの場合に備え、早めに登録しましょう。 迷い人情報の配信を受け、日常活動・業務内で

情報提供にご協力ください。
支援対象者 登録件数 66件

(４年７月31日現在) 協力団体 登録件数 19件
(４年７月31日現在)

支援対象者　�町内在住で認知症（若年性認
知症を含む）のため、迷い人
となる恐れのある人

登 録 費 用　無料

※ご家族、成年後見人、施設職員、ケアマ
　ネジャー等により代理登録できます

対象団体　企業や事業所、支店、団体等
登録費用　無料

※迷い人情報はFAXでの配信もできます
※ご希望により、事業の説明に職員が伺い
　ますので、気軽にご相談ください

　ご家族・協力団体以外の人も、LINEやＥメールで迷い
人情報を受信することができます。町ホームページまたは
右記ＱＲコードからサイトにアクセスし、「緊急情報」を
選択してご登録ください。LINE登録は「武豊町」で検索
して、友だち追加してください。ご協力をお願いします。

武豊町一斉情報配信サービスで迷い人情報が受取れます

▲スマホ用 ▲フィーチャーフォン用
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Pick Up NewsPick Up News

問合せ  役場防災交通課

　町では、自転車に係る交通事故による被害の軽減を目的に、令和３年度より
自転車乗車用ヘルメットの購入費の一部を補助する制度を実施していますが、
８月１日より補助対象者を拡充し、全年齢を対象としました。
また、申請期間を５年３月31日（金）までに延長しました。

補助金額

対象者

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

全年齢�※これまでは、児童生徒等と高齢者を対象

補助対象製品

新品かつ安全認証を満たしたマーク（SG・JCF・
CE・GS・CPSC）がついたヘルメット

※10円未満の端数切捨て
※補助対象者１人につき１回限り

申請期間

ヘルメット購入後 30 日以内または
５年３月 31 日（金）までのいずれか早い日
（郵送必着）

※これまでは、５年２月28日（火）まで
※�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

※�申請方法や申請書類等は、町ホーム
ページをご覧いただくか、防災交通
課までお問合せください

武豊町自転車乗車用ヘルメット武豊町自転車乗車用ヘルメット

着用促進事業費補助金着用促進事業費補助金のの対象者を拡充対象者を拡充
およびおよび申請期間申請期間をを延長延長しました！しました！

武豊町自転車乗車用ヘルメット武豊町自転車乗車用ヘルメット

着用促進事業費補助金着用促進事業費補助金のの対象者を拡充対象者を拡充
およびおよび申請期間申請期間をを延長延長しました！しました！

コロナワクチン接種についてコロナワクチン接種について

　オミクロン株対応ワクチンは初回接種を終了している人が対象となる予定です。まだ初回接種を
終えていない人で、接種をご希望の人はコロナワクチン予約専用コールセンター（☎ 47-7155）
へお電話ください。

●オミクロン株対応ワクチンについて

初回接種（1・2回目）が終了していない人は

問合せ  保健センター 
　　　�☎ 72-2500

対象者 初回接種（1・2回目）を終えたすべての人

接種時期 早くて10月半ばから

接種間隔 検討中

※8/10時点での情報です。最新情報は町ホームページをご確認ください

　オミクロン株に対応した新しいワクチンの接種が検討されています。
詳細については、決定次第広報、町ホームページ等でお知らせします。
現時点で示されている情報は下記のとおりです。

新型コロナウイルスワクチン接種が受けられる時期は、４年９月 30 日までとなっていましたが、
延長が検討されています。接種期間の延長が決まり次第お知らせします。

町ホームページ▲
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９月は「区加入促進月間」です！

区に加入しませんか？
「区（自治会）」は、その地区に暮らすみなさんでより良い地域社会を築いていく組織です。
ごみ問題、防災、防犯等、生活する上で、あなたや家族だけでは解決できない「地域の課題」を
「地域で解決」し、「安全で住み良いまち」を築いていくために活動しています。

　区長または最寄りの常会長・組長にお申し出ください。世帯単位での
加入になります。加入する区がわからない場合は、役場総務課庶務担当
へお問合せください。各区長の連絡先、加入方法等、詳しくは町ホーム
ページをご覧ください。

区とは？

ふれあい交流

区に加入するには

こんな活動をしています

問合せ  役場総務課

問合せ  役場環境課

▲町ホーム
　ページ

環境美化・整備

　地域をきれいに保ち、気持ちよ
く暮らせるよう、ごみの収集場所
の維持管理や草刈・清掃活動等を
行っています。

防災・防犯・交通安全

　自主防災会を組織し、住民同士がいざと
いうときに助け合える力を養っています。
住民が安心して暮らせるよう防犯灯の設
置・管理をはじめ、子どもたちの見守り、
防犯パトロールの実施等、地域安全にも
取り組んでいます。

行政や地域の情報提供

　「広報たけとよ」の配布や回覧板等で、
地域の情報、行事案内といった様々な情
報が住民のみなさんに届けられます。

　祭礼、運動会、盆踊り、敬老会等、
各種の行事等を開催し、地域住民
の親睦・交流を深める活動を行っ
ています。

ごみの分け方出し方の

ベトナム語版を寄贈頂きました！ HƯỚNG DẪN PHÂN
LOẠI RÁC
Tiếng Việt

Hoàn thành 　環境課で配布しているごみの分け方出し方のベトナム語翻訳版を
由良アイテック株式会社 タ カン フェン さんより寄贈頂きました！

　タ カン フェンさんはベトナム人で、由良アイテック株式会社に勤務しな
がら「ベトナム人のみなさんがより良く日本で住みやすくなるように」と日
頃から社内でベトナム語の翻訳をしており、今回頂いた翻訳もその想いか
ら寄贈されたとのことでした。

環境課では、今回の寄贈により、ごみの分け方
出し方の外国語対応は

英語（English）
ポルトガル語（Português）
ベトナム語 （Tiếng Việt）

の3か国語となりました。身近に必要とされて
いる人がいらっしゃいましたらぜひ、ご周知ください。
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リユースパーク
たけとよスポーツDayにて

開 催

　リユースパークとは地域のみなさんからお預かりしたまだ使えるリユー
ス品（再利用品）を展示し、ほしい人へ無料で譲渡するイベントです。　
　10月9日(日) に開催するたけとよスポーツ Day のウォーキングコース
内にて出店します！掘り出し物を見つけにイベントに参加しよう！

展示品（予定）

来場から引取りまでの方法

①キッチン用品・食器　②家事・日用雑貨品　③育児関係・おもちゃ　
④衣料品　⑤本・CD・DVD・Blu-ray・ゲーム　⑥家具　⑦その他

味の蔵イベント会場に到着→地域交流施設2階へ向かい来場
→ほしい展示物を選ぶ→引取り！
※歩いて持ち帰れない物はイベント参加後、車で引取りをするための予約券を発行します
　取りに来る時間（当日9：00～16：00) を指定すれば、イベント参加後に車で物品を受け取ることができます

リユースパークにはどなたでも来場が可能です。
10 月 9 日はおおあし資源回収エコステーション、たけとよ資源回収エコステーション内にあります。
リユースステーションは休業します。
■問合せ先　たけとよスポーツ Day 全体について→スポーツ課 / リユースパークについて→環境課

スーパー

知多南部
広域環境センター

屋内温水プール

転車台

地域交流施設
味の蔵

名
鉄
河
和
線

場　所　

地域交流施設２階

★飼い犬が言うことを聞かずに困ったときは
　動物愛護センター知多支所で基本的なしつけ方の相談を受け付けています。一度ご相談ください。
　〒 475-0803　半田市乙川末広町 100-1　☎ 21-5567
★野良猫へのむやみな餌やりはやめましょう
　かわいそうだからという理由から、餌を与える人がいます。餌を与える場合は、トイレ等の管理
　をしましょう。また、野良猫でお困りの人は、県が発行している「所有者のいない猫の適正管理
　マニュアル」をご参考ください。　
★動物を飼うと決めたら最期まで
　かわいい動物達も大切な命です。飼うと決めたら責任を持って最期まで面倒を見ましょう。
　飼えなくなって捨てられた犬や猫は、知らない場所で、近隣の人に迷惑をかけている場合があ
　ります。どうしても飼うことができなくなったら、ご自身で里親を探す等、動物が天寿を全うで
　きるようにすることも飼い主の大切な役目です。
★犬・猫へのマイクロチップの装着と登録
　マイクロチップ装着について、4 年 6 月 1 日から、ブリーダーやペットショップ等で販売さ　れ
る犬や猫については、義務化、すでに犬・猫を飼っている人については、努力義務となりました。

散歩ごはん ト イ レ

食べ終わったら器を片付けましょ
う。室外の場合、カラス等の動物が
食べにくる場合があります。

犬の事故を防ぐためにリードを繋げましょ
う。散歩中のフンは持ち帰り、尿は水で流
す等周囲への配慮を心がけましょう。

飼い主の家で排泄する習慣
を身に付けさせましょう。

問合せ  役場環境課問合せ  役場環境課

動物愛護週間 ９月20日(火)～26日(月)

考考えよう動物との暮らし方

▲詳細はこちら

▲詳細はこちら

おおあし児童館
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対 象　小学校または中学校の教員免
許状を持っている人および取得見

込みの人

内 容　常勤講師あるいは非常勤講師
として、児童・生徒の指導

勤務地　知多５市５町の小中学校
常 勤講師　１日７時間 45 分勤務
（賃金は経験に応じて支給）

非常勤講師　
　週10～20時間程度の勤務（時給

2,880円）

※��勤務時間数により社会保険、雇　

用保険に加入していただきます

申込み・問合せ
　横３㎝×縦４㎝の顔写真を持参

し、平日の9：00～17：00の間に、

知多教育事務所(半田市出口町１

-36)へ　☎21-8111

対象
　町指定の花壇の管理に参加できる

人、花が好きな人

内容
　町の花壇への苗植え（６月・10

月）、水やり等

申込み・問 合せ　
　武豊花と緑のまちづくり委員会

事務局（役場都市計画課内）

　体操サロンの運営ボランティアを募

集します。運動を通じて仲間づくりや

健康づくりに取り組んでみませんか。

　説明会を行いますので、お気軽に

ご参加ください。

説 明会日時　
　10/20(木)13：30～15：00

場所　中央公民館　視聴覚室
内容　活動内容について
対 象　ボランティアに興味がある人（年齢不問）
持ち物　筆記用具、お茶
問合せ・申込み
　９/６（火）から電話で地域包括支

援センターへ　☎74-3305

◎健康課（保健センター）
募集内容　①保健師②看護師
　③一般事務　いずれか１人

業務内容　①②健診業務（補助）等
　　　　　③事務補助等

任用期間　10/1～3/31
勤 務時間　平日の8：30～17：15
のうち、7時間で週5日程度（応相談）

※�勤務日数、勤務時間についてはお

気軽にご相談ください

報酬　時給①1,412～1,489円
　　　　　②1,325～1,412円

　　　　　③955～980円

申 込み　9/14（水）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

は町ホームページからダウンロード　
問合せ　役場秘書広報課

種目　
①防衛大学校

②防衛医科大学校（医学科・看護学科）

③陸上自衛隊高等工科学校

応募資格
①②18歳以上21歳未満

③17歳未満の男子

採用試験
　筆記試験、口述試験、身体検査

試験日
①一次：11/５・６

　二次：12/６～10

②（医学科）一次：10/22

　二次：12/14～16

　（看護学科）一次：10/15

　二次：11/26・27

③一次：５年１/14・15

　二次：５年１/26～29

受付期間
①～10/26

②（医学科）～10/12

　（看護学科）～10/5

③10/１～５年１/６

※�受付期間中の種目は愛知地本ホー

ムページよりエントリー可能

待遇・その他
①�②大学資格付与、学生手当あり。卒

業後、陸上・海上・航空自衛隊の幹

部候補生課程を経て幹部自衛官へ

③�高卒資格付与、学生手当あり。陸曹

候補生課程を経て３等陸曹へ

問 合せ　自衛隊愛知地方協力本部　
半田地域事務所　

　☎21-0004

武豊町役場　

☎72‐1111( 代表 )　　72‐1115FAX

体操サロンボランティア

会計年度任用職員

自衛隊各種学生

小中学校の常勤・
非常勤講師登録

「町を花でいっぱいに！」
花と緑のまちづくり事業

　腹囲基準値は男性85㎝、女性90㎝未満です。武豊町は腹囲基準値を超
えている人の割合が愛知県下ワースト１位。「太っ腹＝内臓脂肪の蓄積」
は病気ではありませんが、重大な生活習慣病になる可能性が高くなりま
す。　太っ腹が病気に変わるかどうかはこれからの生活習慣次第！バラ
ンスの良い食事を摂ったり、適度な運動をする等身体のメンテナンスを
してみませんか。

めざせ！
脱・太っ腹な武豊！

第 2 期 健康たけとよ 21
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愛知県立農業大学校
令和５年度学生

　愛知県立農業大学校は、農業後継

者や農業の担い手を育成する２年間

の専修学校です。広大な施設で実践

的な農業を学ぶことができます。

Ｕターン就農希望者も歓迎します。

定員　100人（農学科）
専 攻　鉢物・緑花木、切花、作物、果
樹、露地野菜、施設野菜、酪農、養

豚・養鶏

※�入試日程等、詳しくは農大ホーム

ページをご覧ください

問 合せ　愛知県立農業大学校
　教育部学務科　

　☎0564‐51‐1602

　「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。

元気よく！歩きましょう
～正しい歩き方のお話と運動～
日時　9/13(火)13：30～14：45　
場所　大足老人憩の家　
対象　町内在住で65歳以上の人
内 容　歩き方や姿勢についての講
話・運動

ヒヤリ！これから起こるかもしれないお話
～尿漏

も

れ予防のお話と運動～
日時　10/24(月)13：30～14：45
場所　玉貫老人憩の家　
対象　町内在住で65歳以上の人
内容　尿漏れ予防の講話・運動
共通事項
講師　（公社）愛知県柔道整復師会
　桑
くわ

子
こ

和
かず

也
や

さん、森
もり

正
まさ

仁
ひと

さん、鈴
すず

木
き

満
みち

也
や

さん

定員　各20人(申込み順)
料金　無料　
申込み　地域包括支援センターへ　
　☎74-3305
教室参加当日、37.5度以上の発熱も

しくは風邪症状がある人は参加をお

断りさせていただきますのでご了承

ください。

日 時　10/９・30、11/13・27、
12/11（日）14：00～15：30

場所　中央公民館　講座室
対象　中学生以上
内 容　プロコフィエフ「ピーターと　
狼」等の鑑賞を通して、クラシック

中心の音楽、作品の背景を学ぶ。

※�ピアノ等の楽器演奏技術の習得は

出来ません

講 師　稲
いのう

生勝
かつ

尋
ひろ

さん（作・編曲家、ピ

アニスト）

定員　20人（申込み順）
料金　500円/回
※５回分を初回に集めます

申 込み　９/15（木）から、氏名・住
所・連絡先・年齢を添えて、メー

ルまたは電話で、講師へ

メール　
　tmp.88@softbank.ne.jp

　☎080-9733-8530（稲生）

　　

日時　①②いずれかを選択
　①10/3(月)②10/11(火)

　10:00～12:00

場所　保健センター　栄養指導室
対象　18歳以上
内 容　調理実習をしながら、健康に
ついて考える

費用　300円
定員　各12人　
※応募多数の場合は抽選

持 ち物　調理したものを持ち帰る容
器、エプロン、三角巾

申 込み　９/22(木)までに保健セン
ター窓口または電話で

　☎72-2500

　知多南部広域環境センター（ゆめ

くりん）では、ごみ減量や低炭素に

つながる環境にやさしい暮らしを考

えるイベントを開催します。みなさ

んのご来場をお待ちしています！

日時　9/25（日）10：00～16：00
場 所　知多南部広域環境センター管
理棟・多目的スペース（字一号地

11-37）

内 容　販売・展示ブース（エコグッ
ズ販売、ワークショップ等）、飲食

コーナー、もったいない！フリー

マーケット、工場見学（ごみ処理の

しくみをわかりやすく学べる工場

見学ツアー）、演奏会等

※�詳しくは、ゆめくりんホームペー

ジをご覧ください

問合せ　知多南部
　広域環境センター

　☎84-1731

日時　10/10（祝）11:30～14:30
場所　中部国際空港セントレア
対 象　知多半島に在住または在勤の
28歳から39歳（独身限定）

※友達同士等、グループでの参加可

内 容　滑走路を貸切バスで走行しな
がら、飛行機を間近で楽しみ、空港

の滑走路が一望できるスポットに

て機内食を堪能する

定員　40人（男性20人、女性20人）
参加費　男女ともに1,000円
申込期限　9/30（金）まで
　※�申込み多数の場合は抽選

申込方法　下記QRコードから
協 力　株式会社ＩＢＪ、名古屋エア
ケータリング株式会社

問 合せ　中部国際空港を核とした知多
地域振興協議会事務局

　（常滑市役所企画課）

　☎47-6111

いきいき元気教室

食からはじまる
健康づくり教室

聴いて学ぶ♪見て学ぶ
～心を潤すための音楽
鑑賞講座～

婚活イベント
（滑走路バスツアー＆
機内食堪能）

ゆめくりん・えこふぇす
～知多南部地域の美し
い環境を未来へ！～
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1日目
日時　9/11（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　9/25（日）10：00～15：00
内容　①屋敷、建物の一般公開
　　　②催し　落語を楽しむ
　　　（10：15～11：00）
出演　半田大衆演芸クラブ
料金　無料　
定員　20人　
共通事項
場所　三井家住宅（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

対 象　4年 10/1 現在、次の私立高
等学校等に在学する生徒で、保護
者の住所が町内にある人

①�高等学校
　(全日制または定時制に限る)
②専修学校（高等課程に限る）
③朝鮮中高級学校（高級部に限る）
※�国からの就学支援金および愛知県
の授業料軽減等により授業料の納
付を全額免除されている人は、補
助金を受けることはできません

補 助額　上限12，000円／年
　（対象生徒１人当たり）
申 込み　10/3（月）～31（月）（土・日
曜日、祝日を除く）。所定の用紙に
記入し、在学証明を受け、役場学
校教育課へ

※�用紙は学校教育課で配付または町
ホームぺージからダウンロード

　来年度入園予定のお子さんは、次
の日程で自由に見学ができますので、
是非お越しください。
町立保育園・このみ保育園
日時　10/3（月）・4（火）
　9：00～11：00
　13：00～15：00
北中根こども園
日時　随時
　（子育て支援センター開所日）
　9：15～10：15
　10：45～11：45
　12：45～13：45
北中根子育て支援センターにお越し
ください
対象　来年度入園予定のお子さん
問合せ　
　各保育園・役場子育て支援課

日時　10/3（月）13:00～16:00
場所　役場北庁舎１階第５・６会議室
内容　
・相続・遺言に関する登記相談
・�土地・建物の相続、売買、贈与等の登
記相談
・会社の設立・増資等の登記相談
・�簡易裁判所での民事訴訟に関する
法律相談
・�多重債務、自己破産、裁判所への申
立書類作成に関する相談
・成年後見制度に関する相談
相 談員　愛知県司法書士会半田支部会員
料金　無料
問合せ　愛知県司法書士会半田支部
　　☎32-8895（予約不要）

司法書士の無料相談会 三井家住宅
一般公開日（9月）

私立高校等
授業料補助

保育園・こども園を
見学しませんか

「ホームスタート」って何？
　�　核家族化や地域のつながりがない等育児に不安を抱える家庭に、先輩ママ
ボランティアが家庭訪問をして、話し相手や遊びの場への同行等で育児をサ
ポートする町の委託事業です。この事業について広く皆さんに知っていただ
くための説明会を開催します。

日時　9/27(火)　10：00～11：30
場所　NPO法人SmilyDream（字六貫山3-84）　※オンラインZoom参加可
対 象　ホームスタート事業に関心がある人・子育て支援をしたい人・事業を利
用してみたい人

内容　武豊町の子育て家庭の現状と課題・ホームスタートとは等
定員　会場10人、オンライン�40人(申込み順)
申込み　9/７(水)から、NPO法人SmileyDream
　☎090-5145-2720（藤

ふじ�の

野）
　またはQRコードより申込み

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 10/11(火）�9:00～11：00　場所 中央公民館

家庭訪問型子育て支援事業

「ホームスタート」説明会

問合せ　役場子育て支援課
　　　　NPO 法人 SmileyDream
　           ☎ 090-5145-2720　

家庭廃油交換会　　 問合せ　役場産業課　　
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　長尾地区在住の数え75歳以上の

人に対し、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　9/18（日）８：00～12：30
予備日　９/19（祝）
場所　中央公民館
※�徒歩またはドライブスルー方式に

て記念品贈呈

問合せ　長尾部事務局（土
つち

平
ひら

）

　☎72-5006

　自殺のリスクを抱えた人を早期に

発見し、支援へとつなぐ人をゲート

キーパーと呼びます。ゲートキー

パーは、「命の門番」と位置付けられ、

だれでもなり得ます。もし、あなた

の周りの人が「いつもと違う」こと

に気づいたときは、声をかけてみま

せんか。

【心の悩み相談】
　あいちこころホットライン365

　☎052-951-2881
受付時間　９：00～20：30
問合せ　役場福祉課

　給付金の申請期限が迫っていま

す。お早めにお手続きをお願いしま

す。詳しくは、広報たけとよ 7月

号または町ホームページをご確認く

ださい。

令和3年度非課税世帯…9/30（金)

令和4年度非課税世帯…12/9(金)

家計急変世帯…9/30(金)

問合せ　役場福祉課

「げすいどう　めぐりめぐって　
またあおう！」
（令和４年度下水道推進標語）

　下水道の日は、国土交通省、環境

省、都道府県、市町村等が全国一体

となって下水道についての理解と、

下水道の普及を促進するために設け

られた日です。供用開始区域内で未

接続の人は、できるだけ早く接続を

お願いします。

問合せ　役場上下水道課

　年金生活者支援給付金は、所得額

が一定基準以下の年金受給者の生活

を支援するために、年金に上乗せし

て支給されるものです。

　新たに対象になる人には日本年金

機構から案内はがきが届きますの

で、申請してください。

※�既に給付を受けている人は、手続

きは不要

問合せ　「給付金専用ダイヤル」
　☎0570-05-4092
　（ナビダイヤル）

　秋は、日没時刻が日に日に早まり、

運転者から歩行者や自転車の動きが

見えづらくなる夕暮れ時と、仕事や

学校からの帰宅時間帯が重なるた

め、交通事故の危険性が高まります。

そこで、「秋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
・�子どもと高齢者を始めとする歩行

者の安全確保

・�夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の

防止及び飲酒運転の根絶

・自転車の交通ルール遵守の徹底

問合せ　役場防災交通課

長尾地区敬老会年金生活者支援
給付金制度

秋の全国交通安全運動
9/21(水)～30（金)

９月10日は下水道の日

「自殺予防週間」
9/10（土)～16(金)

申請をお忘れなく！
（住民税非課税世帯等に
対する臨時特別給付金）

現在使用している保険証（赤茶色）の有効期限は、９月30日です

10月１日から使える新保険証（青色）は９月中旬ごろ簡易書留で郵送します。
一定以上所得がある人は医療費の窓口負担割合が２割になります。
課税所得が28万円以上ある加入者がいる世帯のうち、下記の場合は２割となります。
　・単身世帯　　　　　　…「年金収入＋その他の合計所得金額」が200万円以上
　・加入者が複数いる世帯…「年金収入＋その他の合計所得金額」が320万円以上
※３割負担の現役並み所得者の人は、10月１日以降も引き続き３割です

新保険証を窓口（役場保険医療課）で受取りたい場合　
申込み　９月９日（金）までに役場保険医療課へ電話で連絡
受取り　９月20日（火）から可能
※ただし、７月に現在の保険証（赤茶色）を、事前連絡により窓口受取りを希望した人で、
　新保険証（青色）も窓口受取りする人は、再度の連絡は不要です

後期高齢者医療保険証が変わります 問合せ　役場保険医療課

新保険証（青色）

現在の保険証（赤茶色）
有効期限　9月30日まで

９月中旬ごろ簡易書留で郵送
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問合せ  役場都市計画課
地区計画の決定（案）及び用途地域の変更（案）について、
都市計画法に基づき、説明会を開催します。
日時　①9/25（日）10:00～
　　　②9/26（月）18:30～
　　※いずれかご都合の良い日程でご参加ください（内容は同じです）
場所　富貴市場公民館
　　　（大字冨貴字南側３-２）
内容　・知多都市計画小桜地区計画の決定（案）について
　　　・知多都市計画用途地域の変更（案）について

小桜地区における都市計画決定・変更に向けた説明会小桜地区における都市計画決定・変更に向けた説明会

小桜地区計画（案）の縦覧小桜地区計画（案）の縦覧
小桜地区において地区計画を決定するため、町の条例に基づき、地区計画
（案）の縦覧を行います。地区計画（案）について意見のある計画区域内の
住民および土地所有者などの利害関係者は、武豊町に対し意見書を提出
することができます。
縦覧図書　知多都市計画小桜地区計画の決定（案）【武豊町決定】
縦覧期間　９/26(月)～10/10(祝)　８：30～17：15
縦覧場所　役場都市計画課
意見書の提出　10/17（月）までに役場都市計画課まで

※�新型コロナウイルス感染症の状況により説明会及び縦覧を延期させていただく場合があります。
延期の場合は町ホームページでお知らせします

小桜地区 富貴駅
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住み慣れた地域で助け合う住み慣れた地域で助け合う

地域包括ケアシステム地域包括ケアシステム 問合せ  役場福祉課

　今回は、『認知症総合支援施策』での取組みのひとつをご紹介します。
　認知症になっても、住み慣れた地域で暮らし続けるために、周囲の人や介護者へ認知症に関する
理解を促し、認知症予防や早期対応取り組み、関係機関との連携を図る等、認知症とともに生きる
まちづくりに取り組んでいます。
　町では、「世界アルツハイマー月間」に合わせ、認知症を正しく知り、認知症への理解を呼びかけ
る取組みとして、９月21・22日の２日間『オレンジデイズ2022』と題し、講座を開催します。
参加には申込みが必要です。詳しくは、広報たけとよ８月号をご覧いただくか、地域包括支援センター
（☎ 74-3305）へお問合せください。

９月は「世界アルツハイマー月間」

なぜ９月 21 日なの？ 

　1994年「国際アルツハイマー病協会」（ＡＤＩ）は、世界保健機構（ＷＨＯ）
と共同で、毎年９月21日を「世界アルツハイマーデー」とし、この日を中
心に認知症の啓蒙活動を行っています。

　1994年９月21日、スコットランドのエジンバラで第10回国際アルツハイマー病協会国際
会議が開催されました。会議の初日であるこの日を「世界アルツハイマーデー」と宣言し、アル
ツハイマー病等に関する認識を高め、世界の患者と家族に援助と希望をもたらす事を目的として
います。
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人口　43,331 人（-89）
　男　21,814 人（-94）
　女　21,517 人  (+5）
世帯　18,652 人  （+135）

内外国人　1,167 人
　男　646 人　　女　521 人

交通事故
死亡０人（±0）　重傷０人（±0）
軽傷 13 人（+８)

国民健康保険税、
介護保険料、後期高齢者医療保険料

（普通徴収 第3期）

救急出動
急病103人（+10)　一般負傷20人（+5）
交通事故4人（+1）

火災

建物 １件（±0）車両 ０件（±0）
その他 ０件（±0）

出産　
　男 13 人（-4）女 15 人（-1）

人口　　8 月１日現在

事故災害状況　　7 月分

納税　　納期限９月30日（金）

まちの情報まちの情報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、高齢者等、
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」
により、ＣＤを録音し、お届けをし
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

10

5（水） 東大高  東大高公民館

12（水） 市原  市原農村広場

19（水）
富貴  富貴公民館駐車場

玉東  武豊中学校南門前

26（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

問合せ  役場環境課10 月の粗大ごみ収集日

○ 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
◆�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・おおあし資源回収エコステーションでの回収【無料】
　受付時間　9：00～15：00（年末年始を除く）

ご自身や大切な人の命を守るため、応急手当を覚えましょう！

知多中部広域事務組合（消防署）では、年間を通じて定期的に
救命講習を行っています。ぜひご参加ください。

救急車の適正な利用を！
119番通報で要請を受けると、最も近い救急車が出動します。しかし、救急要請が
集中・増加し近くの救急車が出動してしまうと、遠くから救急車が出動するため、
到着までの時間が遅くなってしまいます。緊急性がない救急要請が減少すれば、
救急車が必要な傷病者のもとへ少しでも早く到着することができます。
限りある救急車、適正な利用についてご理解とご協力をお願いします。

9月9日は救急の日　　　救急医療週間　９月４日（日）～1０日（土）

▲救命講習予定表
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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
10月 12日（水）
13：30～ 16：00

（受付13：30～ 15：30）

中央公民館
1階第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（☆）

10月 14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（☆）

10月 6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

☎ 73-4801

不動産無料相談会 10月 18日（火）
13：30～ 16：30

役場
1階第6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 10月 18日（火）
13：30～ 16：30

役場
2階第3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

10月 14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

10月 13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（☆）

10月 11・25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

10月 20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

無料相談月10
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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します

◇太極拳町民大会 　12日(水)
◇町民バドミントン大会　16日(日)
◇健康づくり体操発表会　23日(日)

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

日　時　火曜日　19:30～ 20:30
　　　　9月20・27日　10月4・11・18日
会　場　総合体育館　第3競技場
対　象　成人
参加料　会員　4,000円 /5回　　　　　
　　　　一般　5,500円 /5回（保険料込み）
持ち物　上履き・ヨガマット・水筒
講　師　榊

さかき

原
ばら

牧
まき

子
こ

さん（ヨガセラピスト）

申込み　現金を添えて上記問合せへ
　　　　またはホームページで申込み後、振込み
( クラブホームページ⇒イベント申込み⇒リズムストレッチ )

10月スポーツカレンダー

10 月の休館日開館時間 問合せ

総合体育館　　　９：00 ～ 21：30　３・17・24・31日　　 ☎72-1114
運動公園　　　　９：00 ～ 17：00　３・11・17・24・31日　 ☎73-5900
屋内温水プール　９：00 ～ 22：00　４・11・18・25日　　 ☎84-0220スポーツ

SPORTSSPORTS

スポーツクラブスポーツクラブ情報情報

●リズムストレッチ●　貯筋しよう !!
◆前半はリズムに乗って自重ストレッチ　自分のテンポで OK
■後半はストレッチヨガでクールダウン　がんばった体を整える

施 設 情 報

問合せ
申込み

●太極拳・練功・八段錦　初心者講習会　～心身ともに健康で若々しく～

日　時　10月９日10月９日(日)(日)��※予備日10月10日(祝)
　　　　９：00 ～ 15：00
場　所　総合体育館内および総合体育館を発着としたウォーキングコース
内　容　館内イベント：たけとよチャレンジ大会
　　　　館外イベント：たけとよウォ～カ～
※�ウォ～カ～コース途中の中央公園・味の蔵たけとよ・グリーンセンターでもイベントを開催します

日　時　９月17日・24日（土）
　　　　13：30～15：00
場　所　総合体育館　視聴覚室
対　象　どなたでも
料　金　無料　定　員　20人

講　師　師範　丁
ちょう

子
じ

三
み

枝
え

子
こ

さん　(日本健康太極拳協会)
申込み　９月15日（木）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
問合せ　武豊町スポーツ協会太極拳部　
　　　　丁子三枝子　☎090-4269-0330

催　　し

チャレンジ大会で５種目
( 幼児は２種目 ) 参加もしくはウォー

キングコースのチェックポイント通過で、
町内の色々なお店の商品が当たるお楽

しみ抽選会に参加できます！

　※飛び入り参加できます（事前に電話で確認）
　　会員 1,000 円 /1 回　一般 1,500 円 /1 回

▲申込みフォーム

◇軟式野球町民大会　　　　２日(日)
◇武豊町テニス大会(団体戦) ２日(日)  ※予備日９日(日)
◇町民ソフトテニス大会　　16日(日) ※予備日23日(日)

運動公園

総合体育館

たけとよたけとよ
　スポーツ　スポーツDayDay
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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 10月6・20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 10月6・13・20・27日(木) 13：30～14：30

 富貴会場(富貴公民館) 20人 10月6・13・20・27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 10/18(火) 13：30～15：00 100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 10/13(木) 13:30～15：00 100円 室内履き

上ケいきいきサロン 上ケ公民館 10/26(水) 10：00～11：00 ― 室内履き

馬場サロン 砂川会館
10/ 6(木)

13：30～15：00 100円 室内履き
10/20(木)

富貴サロン 富貴公民館 10/ 4(火) 13：30～14：30 100円 室内履き

東大高サロン 東大高公民館 10/11(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) 10/17(月) 10：00～11：00 100円 ―

下門八幡さわやかサロン 下門区公民館 10/ 3(月) 10：00～11：00 100円 ―

小迎サロン 小迎公民館 10/18(火) 10：00～11：30 ― ―

中山ふれあいサロン 中山公民館 10/21(金) 10：00～11：30 100円 ―

市場神宮きらくサロン 市場公民館 10/22(土) 13：30～14：30 100円 ―

みどりサロン 緑区区民館 10/28(金) 13：30～14：30 100円 ―

竜宮サロン 富貴市場公民館 10/19(水) 13：30～14：30 ― 室内履き

玉東ホタルサロン 日油武豊クラブ 10/14(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
・できるだけ近くの会場へご参加ください
・各会場定員があります。定員に達した場合は入場を制限する場合があります
・37.5度以上の発熱や風邪症状がある人は参加をご遠慮ください

お詫びと訂正：広報たけとよ８月号でご案内した「市場神宮きらくサロン」の日時に誤りがありました。　　　
　　　　　　【誤】9/28(水)10：00～11：00　【正】9/24（土）13:30～14：30

≪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～
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開館時間　9:00～19:00
問　合　せ　 ☎ 73‐6800

♪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♪

図解リノベーション大百科

エクスナレッジ

東海・北陸のジオサイトを
味わう

森
もり

勇
ゆう

一
いち

／著　田
た

口
ぐち

一
かず

男
お

／著
　風媒社

　ライフスタイルに
合った間取りにしたい、
収納を充実させたい…。
27人の建築家の住まい
のリノベーションのア
イデアを、ビフォー・
アフターの設計図や写
真とともに紹介する。

　海底10mになぜ遺跡があ
るのか ?�常滑焼の土はどこ
から来たのか ?�愛知県・三
重県・岐阜県・福井県・石
川県・富山県の、ドラマチッ
クな大地の営みをさぐる。

10 月の休館日

3・17・24・28・31日

指先を使って楽しみながら脳のトレー
ニング！折り紙ですてきな作品を一緒
に作りませんか？
日　時　10月22日（土）
　　　　①10：00～11：00
　　　　②13：00～14：00
場　所　2階会議室
対　象　中学生以上
定　員　6人×2部構成　計12人
申込み　10月1日（土）
　　　　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

大人のための朗読会50幕大人のための朗読会50幕
やってみよう！ペーパーアート教室 脳トレ！指トレ！大人の折り紙

日　時　10月1日（土）
　　　　10：00～12：00
場　所　２階会議室
対　象　小学４年生以上�
定　員　20人
作　品　『手袋を買いに』
講　師　榊

さかき

原
ばら

澄
すみ

香
こ

さん
持ち物　はさみ、木工用ボンド、筆記用具、
　　　　ピンセット（あれば）
申込み　9月10日（土）～
　　　　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

大人向けの朗読会です
日　時　9月 13日（火）
　　　　13：30～（1時間程度）
場　所　1階展示室
定　員　15人
演　者　グループ空
演　目　「バスに乗って」重

しげ

松
まつ

清
きよし

　　　　『小学五年生』より
　　　　「黄八丈の小袖」岡

おか

本
もと

綺
き

堂
どう

　　　　『岡本綺堂総特集』より

展示室の催し
絵画展（木の葉会） ～9月14日（水）
ペーパーアート展
9月24日（土）～10月23日（日）

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

実用書道教室  日常生活に役立つ書

日　時　①11月８日(火)　②11月15日(火)
　　　　③11月22日(火)
　　　　①②③とも10:00～11:30
場　所　１階　第１・２会議室
対　象　一般
講　師　江

え

川
がわ

美
み

揮
き

子
こ

さん
定　員　10人（申込み順）
料　金　2,000円(材料費を含む)
申込み　９月27日(火)から中央公民館へ

　ボールペン、万年筆、筆ペン等を使って、
宛名書きや名前等の書き方を学びます。

（３回コース）

腸大事講座（美腸ストレッチで免疫力アップ！）

 体が疲れやすい、お肌の調子がよくない
等と感じることはありませんか。腸は体の
中で重要な働きをしています。腸の働きを
学び、「免疫力」を高め、快適な毎日を過
ごしましょう。体幹ストレッチ等の簡単な
運動を行います。（２回コース）
日　時　①10月26日(水)�10:00～11:30
　　　　②11月16日(水)��10:00～11:30
場　所　２階　第２和室
講　師　森

もり

田
た

久
く

美
み

子
こ

さん
対　象　一般（女性向けの内容です）
定　員　10人(申込み順)　料　金　600円
申込み　９月21日(水)から中央公民館へ

※電話のかけ間違いに
　ご注意ください

10 月の休館日

ｙ

・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

武豊自然観察会

　ツルや枝・ドングリ等で工作しよう！
日　時　10月23日（日）　9：30～
集合場所　武豊自然公園駐車場　
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
　　　　畑

はた

中
なか

　☎080-1631-0413
※申込み不要。小雨決行。
　小学生以下は保護者同伴

３・17・24・31日

月 日にち
10 月 6・13・20・27 日
11 月 10・17・24 日（3 日は休み）
12 月 1・8・15・22 日
1 月 12・19・26 日（5 日は休み）
2 月 2・9・16 日（23 日休み）
3 月 2・9・16・23・30 日

問合せ  ＮＰＯ知多ネット　
�������������鈴木☎ 090-8422-4251

日時　毎週木曜日　13:30～16:30
場所　２階　パソコンルーム

令和４年度　パソコン広場（後期分）

予約・申込み



・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）

10月

３か月児健康診査
日時　10月６日(木)　13：15～　対象　R4．６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　10月18日（火）・31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　10月７日(金)　10：15～10：30
対象　R４．５月生　持ち物 ①・③

１歳６か月児健康診
日時　10月26日(水)　12：45～　対象　R３．３月生
持ち物 ①・②・③

ベビークラスお世話編（要予約）
日時　10月７日(金)　13：00～13：15　
対象　R4．７月生　持ち物 ①・③

３歳児健康診査
日時　10月25日(火)　12：45～　対象　R1．10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　10月11日(火)　８:50～10：50　持ち物 ②

２歳児歯科健診
日時　10月28日(金)　12：45～　対象　R2．10月生
持ち物 ①・②・③

乳がん検診（要予約）
日時　10月３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　10月７日(金)・31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　10月４日(火)・17日(月)　8：15～10：15　
持ち物 ②

前立腺がん検診（要予約）
日時　10月６日(木)　8：15～10：15　持ち物 ②

健康相談＆育児相談(要予約)
日時　10月５・12・19日(水)　9：15～11：15　
持ち物 ①・③

７か月児すくすく相談
日時　10月14日(金)　９：00～９：15　
対象　R4．3月生　持ち物 ①・③

10か月児すくすく相談
日時　10月14日(金)　12：30～
対象　R3．12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
※�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

※９月の休日診療は８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)

10月２日（日）榊原整形外科　　　　　☎73-6811
10月９日（日）石川病院（武豊）　　  ☎72-2345
10月10日（祝）杉石病院　 　　　　　☎72-1155
10月16日（日）くめクリニック　　　☎74-3377
10月23日（日）奥村医院　 　　　　　☎72-0623
10月30日（日）ちゅうや整形外科　　 ☎73-7770
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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　10月１日(土)　９：15～9：30　持ち物 ①
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　注目のクラリネッティストによる洗練された極上の響きと、幸せと楽しさいっぱいの
ステージング。多彩な音色と圧倒的なテクニック、そして巧みな日本語のナビゲーション。
一瞬で夢の世界に惹き込まれます。卓越したクラリネット・デュオをご堪能ください。

　ライトセンサーや超音波センサーを使ってボール
を探して取ってくるロボットを作ります。

　地元企業の技術者から学ぶ地域密着サイエンス。

日　時　10月８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】一般2,000円　U25（25歳以下）1,000円
　　　　【当日】一般2,300円　U25（25歳以下）1,200円
出　演　コハーン・イシュトヴァーン(クラリネット)、
　　　　アレッサンドロ・ベヴェラリ(クラリネット)、
　　　　浜

はま

野
の

与
よ

志
し

男
お

(ピアノ)
演奏曲　２つのヴァイオリン(クラリネット)のための協奏曲　
　　　　BWV1043　全楽章/J.S.バッハ　ほか

日　時　11月16日（水）10:�30開演（10:00開場）
場　所　輝きホール（全席自由）
料　金　500円（お持ち帰り用ドリンク付）
出　演　イネ・セイミ(インディアンフルート)、清

きよ

香
か

(箏)、
　　　　川

かわ

本
もと

晃
あき

世
よ

(ピアノ)
演奏曲　リベルタンゴ/ピアソラ、春待人/石垣征山、結/清香　ほか

　現代お箏の奏法でピアソラのリベルタンゴをフルートと箏とピアノでお届けします。類を見ない斬新さ
をお楽しみください。朝のひと時が１日の活力になりますように…

日　時　10月23日（日）・10月29日（土）
　　　　10：00～16：30
場　所　創作工房
対　象　レゴロボット製作教室・初級修了者
講　師　伊

い

藤
とう

　勤
つとむ

さん
定　員　各日６人（申込み順）
料　金　無料（ロボットは持ち帰れません）
申込み　９月10日（土）～18日（日）
※�抽選で参加決定。
　10月中旬にハガキにて
　お知らせします
※初めて中級を受講する
　人が優先されます

日　時　10月22日（土）9:30～12:15
場　所　日本ルーブリゾール株式会社　
　　　　衣浦事業所
　　　　※�ゆめたろうプラザからバス送迎があります
対　象　小学４年生以上
講　師　日本ルーブリゾール株式会社
定　員　15人（申込み順）
参加費　100円(保険料)
持ち物　筆記用具
申込み　９月10日（土）から、ゆめたろうプラザへ

ゆめプラ　サロンコンサート 2022　vol. ４　Viva ! !　クラリネット

ゆめプラ　モーニングコンサート 2022

箏の調べとインディアンフルートに魅せられて

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

レゴロボット製作教室☆中級

イネ・セイミ

アレッサンドロ・ベヴェラリ

コハーン・イシュトヴァーン

浜野与志男

清香 川本晃世

サイエンストーク第 29 弾

潤滑油添加剤の科学

「何に役立つ？摩
ま さ つ

擦と潤
じゅんかつ

滑の大発見」

昨年度の様子
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10月の貸館抽選のお知らせ10月の貸館抽選のお知らせ
抽選内容　輝きホール　４月分　　生涯学習棟　12月分
抽選日時　受付　10月1日（土）9：00～　　抽選　9：30～
抽選場所　１階　町民ロビー

※ 響きホールは天井耐震工事を実施する予定のため、3月21日(火)以降の予約
は行えません

※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

10月の休館日　３・11・17・24・31日

Welcome to Yumetaro plaza

■「サロン」「モーニング」は車椅子席をご利用の人は事前に予約してください
■「サロン」「モーニング」は未就学児の入場はご遠慮ください
■電話予約は各発売日・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等がある人は入場できません

※�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

第 21 回武豊町文化協会　芸能祭

日　時　10月２日（日）10:00～15:30（9:30開場予定）
　　　　※昼休憩1時間（午後の部12:50～）※約1時間毎に10分休憩
場　所　輝きホール（全席自由）
料　金　入場無料　
　　　　※入場時に検温・手指消毒のご協力をお願いします
　　　　※入場時に入場者氏名と電話番号を提出していただきます

吹奏楽　　　　武豊吹奏楽団

民　踊　　　　ゆりの会

民　踊　　　　豊輝会

合　唱　　　　合唱団みずすまし

大正琴　　　　キーハープ琴枝会

新舞踊　　　　若草会

日本舞踊　　　西川流紫園会

詩　吟　　　　武豊詩吟同好会

民　踊　　　　豊文会

ジャズダンス　三代真史ジャズダンスサークル武豊

　武豊町文化協会 芸能部門所属の 10 団体が、日頃の練習の成果を披露します。演目は合唱・日本舞踊・
大正琴・ジャズダンスなど盛り沢山。芸能祭の開催は３年振り！今年は一団体ずつまとまっての発表
です。文化協会会員一同、みなさんのご来場をお待ちしております。

10：00 Ｓｔａｒｔ

15：30 Ｆｉｎｉｓｈ

第 21回武豊町文化協会　芸能祭　出演プログラム
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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

育児講座「楽しくお話～言葉を育むために～」

おしゃべり会「離乳食～幼児食への移行～」

日　時　9月27日（火）9：30～11：00
　　　　（１組30分程度　3組まで）
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
申込み　９月６日(火)から

日　時　10月20日（木）10：00～11：00
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　10組
申込み　９月29日（木）から

日　時　10月14日（金）10：00～11：00
対　象　未就園児とその保護者（町内在住）
内　容　 子どもの食事で困っていることや、聞いて

みたいこと等を話す
定　員　７組
申込み　９月22日(木)から

「言葉の相談室」言語聴覚士への個別相談
日　時　10月25日（火）10：30～11：30
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

ひら

浦
うら

美
み

穂
ほ

さん（臨床心理士）
定　員　15組
申込み　10月４日（火）から

日　時　10月５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

に相談をする
定　員　３組(1組30分程度)
申込み　９月14日（水）から

わくわく

わくわく

わくわく

すくすく
すくすく

南部子育て支援センター｢わくわく｣
　　　　　　申 問 ☎72-0778

北部子育て支援センター「すくすく」

申 問 ☎73-8714

開催場所　　　　　　　南部子育て支援センター「わくわく」

　　　　　　　　　　　北部子育て支援センター「すくすく」
わくわく

すくすく

子 育 て リフレッシュ講座 ◎アロマセラピー

日　時　10月５日（水）10：30～12：00
場　所　中央公民館　第２和室
対　象　妊婦・子育て中の親
内　容　 子育てにアロマセラピーを取り入れてみま

せんか。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　100円（当日集めます）
　　　　※キッズスペースあり

申込み　９月７日（水）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）

公園であそぼう公園であそぼう

　　　「武豊中央公園」　　　「武豊中央公園」

日　時　10月４日（火）10：00～11：30
予備日　10月6日（木）
場　所　武豊中央公園
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　９月６日(火)から
　　　　　　　　　�へわくわく

育児講座「子育てで大切にしたいこと」～心の

育ちのプロ臨床心理士さんに聞いてみよう～



たけとよの農業を知る

ををのぞいてみよう !のぞいてみよう !

今月のレシピ

ナスのナムル
火を使わずに電子レンジで簡単にできる、食欲そそる無限ナムル！

作り方
①�ナスはヘタとガクの間に包丁をいれ、

ぐるっと一周切り込みを入れガクを

とる。

②�ラップを広げてナス 1個を中央

に置き、ごま油を回しかけて包み、

電子レンジ600W で４分～５分加

熱する。

③�取り出したナスをヘタを持ちながら

竹串で4～5本に割き、ヘタを切

り落とす。　

④ナスに調味料Aを絡める。

⑤器に盛り、千切りにした大葉を飾る。

材料（４人分）
・ナス……４本 
　※ナス�1本 80ｇ前後のもの
・ごま油…小さじ４
・Ａ　   鶏ガラスープの素…小さじ２
　 　　おろしにんにく…小さじ１
　　　 砂糖………小さじ１
　 　　塩…………少々
　 　　ごま油……小さじ２
　　　 すりごま…大さじ１
・大葉…４枚

おやさいレシピおやさいレシピ
旬の素材をたべよう！
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Know

食欲の無いときにもごはんが

すすむお手軽な一品！

栄養価
1人分あたり

エネルギー／91Kcal　タンパク質／1.5g　

脂質／7.2ｇ　

武豊町食育健康づくり
グループ

レ シ ピ の 提 供 者

今月の野菜　ナス

　ナスは夏から秋にかけて収穫できるとても育てやすい野菜

です。家庭菜園でも育てる人が多く、畑や鉢、プランターなど

で育っている様子をよくみかけます。

　ナスはインド東部が原産地とされており、日本にも古くから

ある野菜で東大寺「正倉院文書」（750 年）に記録が残ってい

ます。平安時代には「奈須比」と呼ばれ、煮物や漬物として人

気の食材でした。

　ナスは血圧を下げる効果や体を冷やす効果があるといわれ、

残暑の時期にもぴったりです。また最近では紫の皮に含まれる

「ナスニン」と呼ばれるポリフェノールの一種が眼精疲労の回

復に役立つと注目されています。

　これからの時期は秋ナスがおいしくなってきます。小ぶりな

秋ナスは実が締まり、味が濃く、柔らかい皮が特徴です。ぜひ、

秋の味覚の一つとしてご賞味ください。

農家からの一言

ナス生産農家　

　農業歴は約50年。米や野菜をつくっており、
土壌を工夫したり、減農薬を意識しています。
　甘いナスをつくる工夫として、米の生産の際
に出来るもみ殻を自家製の「もみ殻燻炭」にし、
畑に撒くことを行っています。
　ナスは似顔絵付きのシールを貼って、武豊の
グリーンセンターにて販売していますのでぜひ
手に取ってみてください。
　秋にかけてのナスは特に実が締まって甘く、
焼きナスで食べるとおいしいですよ。

「♯広報たけとよ
レシピ作ってみた」で
TwitterやInstagram

で発信してね

▲ この似顔絵シールが
目印です！
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●表紙のことば● 

　今回の表紙はコミュニティバスゆめころんの青色のバ
ス！バスの利用者さんにご協力をいただき撮影をしました。
　10月より青ルートが変更しますので、利用の際はご注
意ください。また、接続タクシーの利用範囲も変わり、自
宅から自宅の最寄のバス停留所まで利用できるようになり
ます！今月号の2、３ページ「コミュバスニュース」をぜ
ひご覧ください。

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？

スポーツ広場 美楽'す

今月のPRESENT

■応募資格　町内在住の人
■応募方法　�クイズの答え①②③（○の中に入る数字や文字）と広報についてのア

ンケート④⑤、住所、氏名、年齢、電話番号書いてハガキまたはメー
ルでご応募ください。

■応募締切　10月 17日（月）必着
■応　募　先　〒470-2392�字長尾山２　役場秘書広報課
■ E - mai l　�hishokoho@town.taketoyo.lg.jp

7月号の正解　①水キリ�②リユース�③350�④会員�⑤ロケット　

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

わがまちお店めぐり

①コロナ禍の災害に備え、○○避難を検討しましょう
②新聞紙・本・雑誌・牛乳パック・段ボールは「紙類」ではなく、「○○」の分類
③高齢者○○○○○○○予防接種を実施します
④【アンケート】今月号でよかったページ等を教えてください
⑤��【アンケート】�今月号で改善が必要なページ等や、今後取り上げてほしい内容を

教えてください

【クイズ】

スポーツ広場 美
み ら っ く

楽'す

いつまでも元気な身体で 楽しい毎日を！

�　ガラスの外から建物の中を覗くと、一見トレーニングジムのみに見えま
すが…ここでは、リンパマッサージ、骨盤矯正、また歩行の講習会や栄養
指導等、トータルバランスを考えた健康プログラムを体験できます！
　また、一人ひとりの悩みや生活スタイルに合ったアドバイスを、ビュー
ティーケアリスト等の資格を持つ須田晴美さん（写真下）が提案します。
　運動が大好きで、とても明るい笑顔（と筋肉）が輝く須田さん。好きな
言葉は「自分の身体は自分で守る」「継続は力なり」。継続する事で実年齢
よりも若く、そしてコロナ等の病気にも負けない身体づくりが出来ると話
します。
　また、居心地のよいアットホームな雰囲気が魅力です。ぜひお気軽に見
学・体験へお越しください！（只今、無料体験実施中です）

オーナー�須
す

田
だ

晴
はる

美
み

さん字金下53　
☎070-1673-0072（須田）
■営業時間�平日�　�10：00～12：00
���������������������������14：00～21：00
　　　　　�土日祝��10：00～17：00��������
■定休日　�水曜日

30分もみほぐし無料券

引換券　５名様

年齢・性別問わず、
お気軽にご利用ください。
一緒に目標を決めて
楽しくトレーニングしましょう！

  広報クイズ出店者募集中！ 広報クイズ出店者募集中！
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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！

さっちんさん
たけとよ日和編集部

もり３さん
たけとよ日和編集部

▲インスタグラム

フルーツサンドが人気！
【マルディグラ】

武豊町のカードをゲット！
【マンホールカード】

おいしい食べ物とお酒、きれい
な景色が大好きなOLです。
武豊町で活躍しているみなさん
を紹介できるよう頑張ります！

武豊町に行きたくなるような
魅力を発信していきます！

8/
５金

�更生保護女性会会員の岡
おか

田
だ

弘
ひろ

子
こ

さ
んが、日本更生保護女性連盟会長表
彰を受賞し、報告を兼ね町長を表敬
訪問しました。長年にわたって武豊
町更生保護女性会において活動を続
け、その活動が顕著で他の模範であ
ると認められたものです。
　８月５日に町長を表敬訪問され、
籾山芳輝町長は岡田さんに「副会長、
会長を経た 18 年間の活動の中で、
その功績が認められたのだと思いま
す。おめでとうございます。」とお話
されました。

日本更生保護女性
連盟会長表彰を受賞

8/
10

水

　アイリスオーヤマ第６回プレミア
リーグ U-11チャンピオンシップ
2021 東海大会において優勝された
MFC.�VOICEに所属の衣浦小学校
６年伊

い

賀
が

蒼
そう

さんが町長を表敬訪問し
ました。
　今年７月には、新型コロナの影響
で延期されていた全国大会にも出場
した伊賀さんは、「全国には強いチー
ムがたくさんあったが、自分たちの
サッカーができた。失点してしまった
ことなど課題については、今後、日
頃の練習や試合などで克服していき
たい。これからもサッカーを続けて
いきたいです」とコメントしました。

サッカーで
全国大会出場

8/
５

金

　8月5日の武豊火力発電所５号機
の営業運転開始に先立ち、今年６月
にオープンした、武豊火力発電所の
隣にある「さくら広場」を紹介します。
芝生が広がり、ベンチや東屋、足つ
ぼ等の健康器具が置いてあります。
一般に開放している公園ですので、
みなさんぜひご利用ください。春に
はきれいな桜の花が咲くそうです！
　発電所においては、安定的な電力
の供給だけでなく、バイオマス燃料
を含んだ火力発電で、武豊町の目指
すゼロカーボンシティにも貢献して
いただいております。
【さくら広場：武豊火力発電所前】

春には満開の桜！
さくら広場
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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。

   　　 に誕生日を迎え、  
1 歳から 6 歳になる

お子さん

11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
。

2022
9月号
No.1132

▼

◆対　　象　平成28年～令和3年の11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　9月30日（金）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

釜
か ま

田
だ

　侑
ゆ う

汰
た

くん
９月１日生 （５歳）

平
ひ ら

口
ぐ ち

　奨
たすく

くん
９月３日生 （６歳）

小
こ

森
もり

　悠
ゆう

世
せい

くん
９月23日生 （２歳）

土
つ ち

屋
や

　優
ゆ

乃
の

ちゃん
９月８日生 （５歳）

杉
す ぎ

山
や ま

　蒼
そ う

くん
９月22日生 （２歳）

田
た

中
な か

　颯
は や

人
と

くん
９月25日生 （２歳）

高
た か

橋
は し

　駿
しゅん

介
す け

くん
９月５日生 （５歳）

坂
さ か

井
い

　楓
かえで

ちゃん
９月４日生 （４歳）

竹
た け

本
も と

　明
あ き

穂
ほ

ちゃん
９月27日生 （６歳）

與
よ

吾
ご

　歌
う た

晴
は

ちゃん
９月28日生 （６歳）

小
お

栗
ぐ り

　伊
い

万
ま

里
り

ちゃん
９月29日生 （５歳）

伊
だ

達
て

　愛
あ

姫
き

ちゃん
９月29日生 （６歳）


