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第２４回 ゆめたろうスマイルマラソン

コース 参加資格 優勝者 記録

10km

男子 30 歳未満 西
に し

岡
お か

　大
だ い

志
し

32 分 10 秒

男子 30 歳代 近
こ ん

並
な み

　郷
あきら

32 分 13 秒

男子 40 歳代 大
お お

久
く

保
ぼ

　利
と し

哉
や

33 分 02 秒

男子 50 歳代 鈴
す ず

木
き

　義
よ し

尚
な お

36 分 56 秒

男子 60 歳以上 高
た か

田
だ

　晋
し ん

司
じ

41 分 14 秒

女子 40 歳未満 原
は ら

田
だ

　采
あ や

奈
な

38 分 05 秒

女子 40 歳代 長
は

谷
せ

川
が わ

　真
ま

由
ゆ

美
み

45 分 36 秒

女子 50 歳代 小
お

倉
ぐ ら

　紀
き

美
み

45 分 09 秒

女子 60 歳以上 後
ご

閑
か ん

　文
ふ み

子
こ

48 分 39 秒

コース 参加資格 優勝者 記録

5km
一般男子 藤

ふ じ

井
い

　正
ま さ

斗
と

15分20秒

一般女子 大
お お

坪
つ ぼ

　天
そ ら

乃
の

19分51秒

3km

中学男子 2・3 年 水
み ず

野
の

　悠
ゆ う

希
き

9分52秒

中学女子 2・3 年 宇
う

野
の

　莉
り

里
り

杏
あ

11分26秒

中学男子 1 年 神
か み

谷
や

　一
か ず

希
き

10分23秒

中学女子 1 年 古
ふ る

川
か わ

　蒼
あ い

椛
か

11分30秒

2km

小学男子 5・6 年 竹
た け

村
む ら

　風
ふ う

翔
と

6分25秒

小学女子 5・6 年 鈴
す ず

木
き

　沙
さ

那
な

6分54秒

小学男子 3・4 年 竹
た け

村
む ら

　諒
あ さ

陽
ひ

7分01秒

小学女子 3・4 年 古
ふ る

川
か わ

　楓
ふ う

絆
か

7分04秒

延1,807人が町内コースを駆け抜けました！

　　　　多くのみなさんのご参加、ありがとうございました。

●第24回ゆめたろうスマイルマラソン　大会結果

仮装
して

走っ
てみ
たよ



第２４回 ゆめたろうスマイルマラソン
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よーいドン！！
1/
26

日



　令和４年 11 月 30 日に知多半島ケーブルネット

ワーク株式会社（CCNC）と本町初となるネーミング

ライツ（命名権）契約を締結しました。これにより、

令和５年４月１日から５年間、プールの愛称が

「ＣＣＮＣプールたけとよ」になります！

●２月中旬から順次、看板等の表記を変更しています

●�町やプールのホームページ・プールのＳＮＳは、
　４月１日頃に愛称表記へと変更します

●�パンフレット等の印刷物については、現在の在庫が
なくなり次第、愛称へ変更していきます

４月１日からは
「CCNCプールたけとよ」と

呼んでください♪

問合せ  役場企画政策課

▲�入口正面のイメージです

▲道路から見える�案内標識の看板も変更する予定です

　プールに愛称がつくことで、利用者の
みなさんにお手続きいただくことはあり
ません。スイミング教室・フィットネス・
一般利用の料金や、方法等についても
変更はありません。

ご安心を！

４月１日から

武豊町屋内温水

プールの愛称が

ＣＣ
シ ーシ ー

ＣＣ
シ ーシ ー

ＮＮ
エ ヌエ ヌ

ＣＣ
シ ーシ ー

プールたけとよプールたけとよ
になります！になります！
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出産・子育て応援事業

　すべての妊婦と子育て家庭が安心して出産・子育てが

できるように「出産・子育て応援事業」を令和 5 年 3 月

1 日から開始します。

　妊娠期から出産・子育てまで一貫した“相談支援”の

充実を図るとともに、出産育児関連用品の購入や子育

て支援サービスの利用負担軽減のため“経済的支援”を

行います。

応援金の種類 　　　　　出産応援 �������　　　子育て応援

交付額
妊婦一人につき５万円 出生した子一人につき５万円

交付対象者
※ 申請日とは申請書等の

　提出日もしくは郵便物の

　消印日です

・ 令和 4 年 4 月 1 日以降に妊娠届提出後、
　保健師等の面談を行った妊婦
・申請日時点で武豊町に住民登録のある人
・産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を
　確認した人（その後、妊娠が継続していな
　くても交付の対象となります）

・ 令和 4 年 4 月 1 日以降に出生した子の
　面談を行った養育者
・申請日時点で武豊町に住民登録のある人
・「お元気ですか訪問」（生後 1～2 か月）で
　保健師の面談等を行った人

申請期限 妊娠期間中 対象の子が生後６か月に達する日まで

申請手続き

申請者は妊婦になります。
申請書は母子手帳交付時に
ご記入いただきます。

申請者は「お元気ですか訪問」等の
面談を行った養育者になります。
申請書は訪問時にご記入いただきます。

必要書類
※①～③の書類が
　揃わなければ受理　
　できません
※④は該当者に限る

①申請書
②申請者の身分証明書の写し…マイナンバーカード（表面のみ）、運転免許証等
　※氏名・生年月日・住所が記載された有効期限内のもの
③振込先口座が確認できる書類の写し…通帳またはキャッシュカード等
　※口座名義・口座番号・口座種別・金融機関および支店名がわかるもの
④当町において対象児童との続柄が確認できない場合は、戸籍謄本の写し

5 広報たけとよ　2023. ３

3/1
START

たけとよベビー応援金

相談支援
妊娠期

母子手帳
交付時

妊娠期
8か月
ごろ

産後
1～2か月出産

問合せ  保健センター
　　　　☎ 72-2500

令和４年４月１日～12 月 31 日にすでに出産された人は計 10 万円（双子の場合は 15 万円）

令和４年４月１日～12 月 31 日にすでに出産された人には３月２日に申請書を郵送します

８か月サポートコール お元気ですか訪問

妊娠から出産までの相談や
必要な支援の情報提供を行
います。

保健師がお電話にてご様子をお伺い
します。必要に応じて面談やサポー
トの情報提供を行います。

保健師がお宅に伺い、赤ちゃん
の体重測定や育児相談を行い
ます。
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誰もが笑顔で暮らせる町へ
問合せ  役場福祉課　社会福祉担当

障害者差別解消法障害者差別解消法※※ を知っていますか？を知っていますか？

「ヘルプカード」ってなに？「ヘルプカード」ってなに？

　この法律は、障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、

共に生きる社会をつくることを目指しています。

　障がいのある人は、「困っている」ことを自分から伝えられ
なかったり、そもそも「困っている」ことに気づけない場合が
あります。一方で、地域の人からは、「どう支援したらよい
かわからない」という声があります。ヘルプカードは、障が
いのある人が携帯し、日常で困ったとき、災害や緊急のとき
に、まわりの人に支援を求めるきっかけをつくるカードです。
ちょっとした手助けが障がいのある人の安心につながります。

※�正式名称は、「障害を理由とする差別
の解消の推進に関する法律」です

不当な差別的取り扱いの禁止 合理的配慮の提供

正当な理由なく、障がいを理由と
してサービスの提供を拒否したり、
制限したり、条件を付けたりする
ようなことをしてはいけません。

障がいのある人から何らかの配慮
を求める意思の表明があった場合
に、負担になりすぎない範囲で、社
会的障壁を取り除くために必要で
合理的な配慮が必要です。

対象となる人

身体、知的、精神等に障がいのある人
（難病を含む）　※障害者手帳の有無を問いません

携帯方法

　本人が携帯しやすく、もしものときに確実に
ヘルプカードを出すことができる方法で検討し
ましょう。
●�カードフォルダに入れてかばん等に付けたり、
首から下げる　

●財布や障害者手帳等に入れる
・ヘルプカードは、役場福祉課でお渡しします
・�ヘルプカードには、重要な個人情報も含まれていま
すので、取扱いや紛失には十分ご注意ください

記載内容

本人の基本情報、医療情報、必要な支援、

配慮等

国・県・市町
民間事業者

法的義務
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障がいのある人への虐待は重大な権利侵害です !!障がいのある人への虐待は重大な権利侵害です !!

　障がいのある人への虐待は、絶対にあってはならないことです。

虐待は、障がいのある人に対する重大な権利侵害であり、みな

さん一人ひとりが、この問題に対する認識を深めることが、障

がい者虐待を防ぐ第一歩となります。

　町では、役場福祉課内に武豊町障がい者虐待防止センターを

設置しており、家族等の養護者、障害福祉施設従事者、職場の

使用者等による障がいのある人への虐待に関する通報・届出・

相談を受け付けています。虐待を受けている、虐待を知っている、

ちょっと心配だなと感じたら、速やかに通報・ご相談ください。

障がい者授産製品を販売しています障がい者授産製品を販売しています

　障がいのある人の社会参画、自立
促進の支援、障がいのある人への理
解促進を図ることを目的に、役場敷
地内において障がい者授産製品の
販売を実施しています。
みなさんぜひお立ち寄りください。

日　時　毎週火曜日
　　　　11：00 頃～13：00 頃
　　　　※祝日、年末年始除く
場　所　役場北駐車場および北庁舎ロビー
販売品目　コロッケ、ジャム、パン、せんべい、
　　　　　コーヒー、和紙製品 等
　※ 事業所の出品状況により販売品目を変更
　　することがあります

毎週毎週 火火 曜日は曜日は

役場でお買い物役場でお買い物
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① 日本国民で投票日現在、満18歳以上になる人
（平成 17 年４月 10 日以前に生まれた人）

② 武豊町内に住所を有する人で、令和４年 12 月
30 日以前に住民票が作成され（または転入の
届出をし）、引き続き令和５年３月 30 日まで
住民基本台帳に記載されている人

※愛知県外に転出した人は投票できません

　愛知県内の市町村間で住所を異動された人は、
旧住所地で投票を行うことになります。

（ただし、旧住所地の市区町村の選挙人名簿に登
録されていることが必要）
　その際には、県内に引続き住所を有する旨の証
明書の提示または確認申請をする必要がありま
す。（期日前、不在者投票にも必要です。）
【証明書の発行場所】
役場住民窓口課または他市区町村の住民課等

　選挙資格がある人には、投票所入場券を郵送し
ます。
・ 入場券は、一人ひとりにお送りしますが、郵便

事情により、同じ世帯でも別の日に届くことが
あります。

・ 入場券が届かないまたは紛失した場合でも、左
上の「投票できる人」であれば投票できますので、
選挙当日に指定の投票所でお申し出ください。

・ 期日前投票をされる場合は、投票所入場券裏面
の期日前投票宣誓書に必要事項を記入してお持
ちください。事前にご自宅等で必要事項をご記
入いただくことで、期日前投票所での受付が早
く済みます。なお、投票日当日に投票される人
は、記入不要です。

投票所入場券

愛知県議会議員一般選挙

投票日　４月９日(日) 7：00～20：00

問合せ  武豊町選挙管理委員会　☎ 72-1111

令和４年12 月31 日以降に

武豊町に転入された人

選挙結果(速報)は、
町ホームページで
ご覧になれます。

投票できる人

ID�1001540

第5投票所＝富貴児童館第4投票所＝玉貫老人憩の家

第11投票所＝砂川会館第10投票所＝緑丘小体育館
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第1投票所＝武豊町高齢者生きがいセンター

投票所はこちら
入場券をご確認の上
お間違いのないよう
お出かけください

第7投票所＝保健センター第6投票所＝東大高公民館

対�象　 投票日当日に用事があり、投票所に行けな
い人（ 例 妊娠・疾病、仕事、旅行、冠婚葬祭 ）

方法　�「宣誓書」を記入してから投票します
期間　４月１日（土）～８日（土）8：30～20：00
投票所　役場１階　第５・６会議室
※ 宣誓書は、入場券の裏面にあります。また、投

票所にもありますが、町ホームページからもダ
ウンロードできます

【役場北駐車場の一般開放について】
 期日前投票期間中、４月１・２・８日は役場北駐車
場が利用できません。武豊交番横の長尾山駐車場
をご利用ください。

対象　
・ 選挙期間中、仕事や旅行等で名簿登録地以外の

市区町村に滞在している人
・指定病院等に入院等している人
※ 投票用紙の請求には期限がありますので、投票

方法等については、お早めに武豊町選挙管理委
員会にお問合せください

　下表に該当する人は、自宅で郵便等による不在
者投票ができます。
※ 事前に郵便等投票証明書の交付を受けた後、
４月５日 (水)の17：00までに武豊町選挙管理委
員会へ投票用紙の請求をお願いします

　新型コロナウイルス感染症で宿泊、自宅療養等
をされている人で、一定の要件に該当する人は、

「特例郵便等投票」ができます。詳しくは、町ホー
ムページをご確認ください。

期日前投票

特例郵便等投票ができます

郵便等による不在者投票

第3投票所＝中央公民館

身体障害者手帳 戦傷病者手帳

両下肢、体幹
１級または２級

特別項症から
第２項症まで

移動機能

心臓、じん臓
呼吸器、直腸
ぼうこう、小腸

１級または３級

特別項症から
第３項症まで

（障がいの種類に
肝臓を含む）

免疫、肝臓 １級から３級まで

介護保険の
被保険者証 要介護状態区分 要介護５

第2投票所＝武豊小被服室

第8投票所＝中山公民館 第9投票所＝衣浦小プレイルーム

不在者投票

　第３投票所は、投票所が変更になりますのでご注意ください。（投票所
入場券に記載されている投票所をよく確認の上、お出かけください）
第３投票所の区域
石川・北曲輪・中挟・浅水・塩田・口田・内鉋・若宮・ヱヶ屋敷・前田・下門・
池田一丁目・池田二丁目・七号地・九号地・天神前一丁目・天神前二丁目・
平井畑

　（変更前）下門区公民館
　　　　　　　�↓
　（変更後）中央公民館

投票所変更のお知らせ

色



10広報たけとよ　2023. ３       

令 和 ５ 年 度

保健センター がん検診のお知らせ

問合せ  保健センター ☎ 72-2500

　がんは死亡原因の第1位。２人に１人はかかると言われています。
症状がない早期のうちに発見して治療すれば、治る可能性が高い病気です。
自分自身や、あなたを必要とする人のためにも、がん検診を受けましょう。

どんな検診が受けられるの？（対象・検診料）

　男女ともに増加傾向にあります。50 歳以上にな
るとリスクが高くなります。
　自宅で２日分の便を採り、便に潜む血液の有無を
調べる検査です。

大腸がん検診 【便潜血反応検査】

　子宮の入口付近でできる子宮頸がんは、20～30
代の若い人がかかりやすいがんです。さらに 30 代
後半から 40 代でかかる可能性が最も高いがんで
す。ブラシや綿棒等で子宮頸部を軽くこすり、採れ
た細胞を染色し、顕微鏡で調べます。
※ 性交渉のない人は、出血、強い痛み
　を伴う場合がありますので、保健セ
　ンターでの検査はできません

子宮頸がん検診 【子宮頸部細胞診】

　女性のがんの中で、最もかかる人が多いがんです。
乳がんにかかる人は 30 代から増え始め、40 代後
半から 50 代前半が最も多くなります。医師による
乳房の視触診、乳房専用のＸ線撮影装置で乳房をは
さんで圧迫し撮影します。
※ 授乳中や断乳後 1 年未満の人は、保健
　センターでの検査はできません

乳がん検診 【視触診とマンモグラフィ検査】

　肺がんは、近年増加しています。タバコを吸う人
も吸わない人もかかり、40 歳以上になるとリスク
が高くなります。結核は「結核菌」を吸い込むこと
によっておこる感染症です。
昔の病気ではなく、今も潜
伏している病気です。

肺がん・結核検診 【胸部レントゲン撮影・喀
かく

痰
たん

検査】

　男性にだけ存在する前立腺から発生するがんで
す。50 歳を過ぎると急激に増加します。
血液中のＰＳＡ値を調べます。ＰＳＡは
前立腺でつくられるタンパク質で、がん
や炎症等があると血液中に出てきます。

対　象　昭和48年 4月 1日以前生まれの男性
検診料　2,000円

対　象　平成5年 4月 1日以前生まれの女性
検診料　2,600円

対　象　平成5年 4月 1日以前生まれの女性
検診料　1,400円

対　象　昭和48年 4月 1日以前生まれの男性
検診料　600円

対　象　平成15年 4月 1日以前生まれの女性
検診料　1,200円

対　象　昭和58年 4月 1日以前生まれの人
検診料　500円

対　象　昭和58年 4月 1日以前生まれの人
検診料　1,400円

【胸部レントゲン撮影】
対　象　昭和59年 4月 1日以前生まれの人
検診料　無料
※喀

かく

痰
たん

検査については12ページをご覧ください

前立腺がん検診 【血液検査】

メンズミニドック 
【胃がん検診と前立腺がん検診のセット】

レディースミニドック 
【乳がん検診と子宮頸がん検診のセット】

　日本人が最もかかりやすいがんです。胃の調子が
おかしいなと思う前に早く見つけて治療すれば、ほ
とんどが治ると言われています。
胃を膨らませる発泡剤を飲んだ後、
バリウムを飲み、様々な角度から
胃の内部をＸ線で撮影します。

胃がん検診 【胃部X線（バリウム）検査】

がん検診で

早期発見！

がん検診受診の際は手指消毒等、感染症対策にご協力ください
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令和５年度　がん検診無料クーポン事業のお知らせ

　下記の生年月日に該当する人は、無料で検診を受けられるクーポン券を送付します。
（令和５年４月 20 日現在で武豊町に住所がある人に、５月中旬ごろに送付予定）
　詳しい受診方法等は、クーポン券に同封するチラシをご覧いただくか、保健センターにお問合
せください。また、無料クーポン券がお手元に届く前でも、対象者であれば該当するがん検診は
無料で受診できます。

●検診料（自己負担金）免除について
　以下のいずれかに該当する人は、検診料が無料になります。

　①70歳以上の人（昭和28年 4月 1日以前生まれ）　

　②がん検診無料クーポン対象者（子宮頸がん、乳がん、大腸がん）

　③生活保護世帯の人　④住民税非課税世帯の人

子宮頸がん【平成14年 4月 2日～平成15年 4月 1日生まれの女性】
乳がん　　��【昭和 57年 4月 2日～昭和58年 4月 1日生まれの女性】
大腸がん　��【昭和 57年 4月 2日～昭和58年 4月 1日生まれの男女】

がん検診の受け方

　予約が不要な大腸がん検診は、12 ページの日程をご覧の上、保健センターにお越しください。
　予約が必要な検診は、12・13 ページで日程をご覧の上、お電話にてご予約ください。

保健センターで受診する場合

医療機関で受診する場合

　感染症対策に伴い、がん検診の予約は電話受付のみです。電話予約受付開始日は、電話
がつながりにくいことが考えられます。保健センターの窓口では予約受付ができませんの
でご注意ください。（窓口予約は４/６（木）から可能ですが、電話予約にご協力ください）

　乳がん検診 ( マンモグラフィのみ )・子宮頸がん検診は、各医療機関で受けられる個別検診も
行います。（定員あり）
　個別検診の予約方法や受診方法等の詳細は、広報たけとよ 5 月号でお知らせします。

令和５年度�がん検診の電話予約開始日

3月23日（木）　８：30～

・�②③④に該当する人は、本人確認が必要です。検診当日には、本人確認書類（運転免許証等）を
ご持参ください
・③④に該当する人で、医療機関で受診する場合、事前に保健センターへ申請が必要です

　検診実施期間　　６月１日～６年２月29日（予定）
　対象・検診料　　保健センターで受診する場合と同様です

※保健センターでがん検診を受けた人（予定をしている人）は医療機関では受けられません
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予約が必要ながん検診

予約が不要ながん検診

大腸がん 大腸がん検査容器販売日

肺がん・結核 
胸部レントゲン撮影日・喀

か く

痰
た ん

検査容器販売日

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

10（水）午後
【男女】

７（水）午後
【男女】

1（土）午前
【男女】

28（月）午前
【男女】

15（金）午前
【男女】

10（火）午前
【男女】

24（金）午前
【男女】

30（火）午前
【男】

12（月）午前
【男女】

31（月）午前
【女】

28（月）午後
【男女】

15（金）午後
【男女】

30（火）午後
【女】

12（月）午後
【男女】

31（月）午後
【男】

28（木）午前
【男女】

＜受付時間＞�午前　8:50～／午後　13:20～
※受付は 10 分ごとに時間を分けて行います。時間は予約時にお伝えします

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

24（月） 29（月）
６（火） ４（火） １（火） １（金） ６（金）

13（月）
16（金） 24（月） 21（月） 12（火） 30（月）

＜受付時間＞�　9：00～16：00

●提出は随時できます【提出期限：12月13日（水）】
● １回目の採便日から５日以内に保健センターへ提出してください
● 申込みは、氏名・生年月日・電話番号等の記入が必要ですが、代理の人でも購入できます。

ただし、 検診料免除③④（10ページ参照）に該当する人の分は、 代理人の本人確認書類
　（運転免許証等）と本人の委任状が必要です

＜喀痰検査について＞
● 胸部レントゲン撮影の問診で喫煙年数等により必要な人（※）のうち、希望者に喀痰の容器  
（600 円）を販売します

　※  50 歳以上（昭和 48 年 4 月 1 日以前生まれの人）の男女で喫煙指数（１日の喫煙本数
×喫煙年数）が 600 以上の人

●提出は保健センターの開館日に、随時できます。【提出期限：12月13日（水）】
●１回目の採取日から 10 日以内に保健センターへ提出してください

●定員は各150人

●定員は各80人　★印は各50人胃がん検診

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

★８（月）
５（月）

10（月） ８（火） 11（月）
★３（火）

★７（火）
27（火） ★16（月）
＜受付時間＞　8：15～8：45／9：00～9：30／9：45～10：15

男女共通
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●定員は各50人

●定員は各50人

●定員は各10人
子宮頸がん検診とレディース
ミニドックは同じ日程です●定員は各35人

子宮頸がん検診

レディースミニドック

前立腺がん検診

メンズミニドック

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

16（火）午前 19（月）午前 ３（月）午前 ７（月）午前 14（木）午前 17（火）午前 ６（月）午前

16（火）午後 19（月）午後 ３（月）午後 ７（月）午後 14（木）午後 17（火）午後 ６（月）午後

26（月）午前 ３（月）夕方 25（月）午前 30（月）午前 12（日）午前

26（月）午後 21（金）午前 25（月）午後 30（月）午後

21（金）午後

＜受付時間＞　午前　��9：15～9：45��／��9：45～10：15／10：15～10：45
　　　　　　　午後　13：30～14：00／14：00～14：30／14：30～15：00
　　　　　　　夕方　16：45～17：15／17：15～17：45／17：45～18：15／18：15～18：45

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

15（月） 13（火） 18（火） 29（火） ９（土） ５（木）

＜受付時間＞�8：15～8：45／9：00～9：30／9：45～10：15

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

15（月） 13（火） 18（火） 29（火） ９（土）

＜受付時間＞�8：15～8：45／9：00～9：30／9：45～10：15

女性

●定員は各35人乳がん検診

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

22（月）午前 16（金）午前 11（火）午前 19（土）午前 19（火）午前 ２（月）午前

22（月）午後 16（金）午後 11（火）午後 19（火）午後 ２（月）午後

＜受付時間＞　午前　　９：15～９：45  ／��９：45～10：15／10：15～10：45
　　　　　　　午後　13：30～14：00／14：00～14：30／14：30～15：00

女性

男性

男性

健康が気になる今だからこそ、 がん検診を受けましょう！

　がん検診会場は、換気や消毒でしっかり感染防止対策をしています。
保健センターで行う集団検診は、会場の密を防ぐため、受付時間を
分けています。そのため、待ち時間も少なくスムーズに受診ができ
ます。不安等ある場合は、保健センターへお問合せください。
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▼国保に加入する人
　職場等の健康保険や後期高齢者医療制度
の加入者、生活保護を受けている人を除き、
すべての人が加入します。

▼加入の届出が遅れると
　保険証交付前の医療費が全額自己負担に
なる場合があります。
　保険税は加入資格が発生した時点（職場
の健康保険の資格喪失日や転入日等）まで
さかのぼって納めることになります。

▼他の健康保険等に加入したら
　脱退の届出が必要になります。
　他保険へ加入後に国保で受診した場合、
国保が負担した医療費を返すことになります。

▼加入手続きが必要な人
　20 歳以上 60 歳未満の学生、自営業者、無職
の人で配偶者の扶養（３号被保険者）ではない人は、
国民年金に加入します。
　会社を退職した際や扶養を外れた際には、国民
年金の加入手続きが必要です。基礎年金番号が分
かるものと身分証明書（※ 2）を持参し、手続きし
てください。

▼老後のためだけではありません
　国民年金には老齢年金のほか、障害年金や遺族
年金もあります。障害年金は、病気や事故で障が
いが残った時に受け取ることができます。
　また、遺族年金は加入者が死亡した場合、その
加入者により生計が維持されていた遺族（子のある
配偶者や子）が受け取ることができます。

▼国民年金保険料の納付が難しい場合　
　経済的に困難なときは、保険料の納付が
免除または猶予される制度があります。
　未納のままにせず、ご相談ください。

　国民健康保険（国保）は加入者が保険税を出し合い、病気や
けがをしたときの医療費に充てる相互扶助の制度です。

　国民年金は、老後や病気・事故で障がいが残ったとき、家族の
働き手が亡くなったときに、働いている世代みんなで支えようと
いう考えで作られた制度です。

こんなとき 届出に必要なもの

表中のすべての手続き
基本セット
　　①マイナンバー(※1)
　　②身分証明書(※2)

武豊町に転入した ー
他の健康保険を脱退した
(健康保険の扶養から外れた) 健康保険を脱退した証明書

子どもが生まれた ー
生活保護を受けなくなった 保護廃止決定通知書

武豊町から転出する 国民健康保険証
他の健康保険に加入した
(健康保険の扶養になった)

国民健康保険証、
職場の健康保険証

加入者が死亡した 国民健康保険証、会葬礼状、
喪主の口座がわかるもの

生活保護を受けるようになった 保護開始決定通知書

町内で住所、世帯主、
氏名が変わった 国民健康保険証

世帯を分けたり、一緒になった 国民健康保険証

就学のため町外に住所変更した 国民健康保険証、在学証明書

保険証をなくした、
汚れて使えなくなった 使えなくなった保険証

定額保険料
1か月あたり

４年度 ５年度
16,590円 16,520円

▼保険料額

▼こんなときは14日以内に届出を！

国民健康保健・国民年金　共通事項
※1 マイナンバー：世帯主および対象者全員のマイナンバーカード等個人番号が分かるもの
※2 身分証明書:届出に来庁される人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)

国民健康保険

国民年金

問合せ  役場保険医療課

問合せ  役場保険医療課・半田年金事務所 ☎ 21-2375

共
　
通

加
入
す
る
と
き

脱
退
す
る
と
き

そ
の
他

毎月の納期限：翌月末日まで

　保険料は納期までに納めましょう。
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問合せ  役場保険医療課

医療費の負担を軽減するために、次のような助成制度があります。
申請をしていない人で、該当すると思われる人は、役場保険医療課までお問合せください。

福祉医療制度のご案内

※対象者には各種「医療費受給者証」が交付されます（妊産婦医療を除く）
※助成の対象は保険診療内のものに限ります（予防接種、歯列矯正、入院時の食事代、差額ベッド代等は対象外です）

こんな時には
届け出を

○受給資格要件に該当しなくなったとき　○氏名、住所、加入している医療保険が変わったとき
○転入したとき　○転出するとき　○死亡したとき
○�交通事故等、第三者から被害を受けた場合のけがで福祉医療を使うとき

制度の種類 対象者 所得制限 助成内容

�子ども医療
 中学校卒業までの子
�【�令和５年４月からは18歳到達の年度末まで
の子に変更】

なし

 保険診療による医療費

 の自己負担額

�障害者医療

�・身体障害者手帳所持者
　( １～３級、４級腎臓機能障害、
　�４～６級進行性筋萎縮症 )
�・療育手帳所持者 ( Ａ、Ｂ判定 )
�・自閉症状群と診断された人
   ※ 自閉症状群の要件で申請する場合は、
　　事前にご相談ください

なし

�母子・父子家庭医療
�・�18歳到達の年度末までの子を扶養している
　母 (父) とその子
�・父母のいない18歳到達の年度末までの子

 児童扶養手当一部

 支給制限額に準ず

 る ( 母・父 )

�精神障害者医療

 精神障害者保健福祉手帳 (１、２級) 所持者

なし
 自立支援医療受給者証 ( 精神通院 ) 所持者

 自立支援医療 ( 精神通

 院 ) にかかる医療費の
 自己負担額

�後期高齢者福祉医療

 後期高齢者医療に加入している人のうち
　①母子・父子家庭医療該当者
　②戦傷病者手帳所持者
　③ひとり暮らし、ねたきり・認知症高齢者
　④障害者医療該当者
　⑤感染症予防法、精神保健福祉法による
　　命令入所該当者
　⑥精神障害者保健福祉手帳 (１、２級)
　　所持者

 ①母子・父子家庭

 　医療に準ずる
 ②障害児福祉手当
　 に準ずる
 ③住民税非課税世
　 帯のみ対象
　（世帯を分けてい
　ても生計を同一に
　している場合は、
　同じ世帯とみなし
　ます）
   ④⑤⑥なし

 保険診療による医療費

 の自己負担額

 後期高齢者医療に加入している人のうち
�自立支援医療受給者証 (精神通院) 所持者

 なし
 自立支援医療 ( 精神通
 院 ) にかかる医療費の
 自己負担額

�妊産婦医療
 母子健康手帳の交付を受けた妊産婦
 (母子健康手帳交付月の初日から出産月の

  末日まで)

 なし
 保険診療による医療費
 の自己負担額
 (申請による償還払い)
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問合せ　役場収納課

　お手元に納付書がある場合は、役場出納室ま
たは納付書裏面に記載のある金融機関・コンビ
ニ・スマートフォン決済アプリで納付してくだ
さい。紛失してしまった場合は再発行しますの
で、役場収納課へご連絡ください。

①納付に出かけなくてもＯＫ！　
②納め忘れの心配がないので安心！　
③現金を取り扱わないので安全！
　課税されている人以外の口座からも振替
が可能です。利用できる金融機関は納付書
裏面に記載してあります。
　申込みは、役場収納課または金融機関で
手続きしてください。銀行の届出印が必要
となります。

納付書はありますか？

　納期限を過ぎても納付がないと「督
と く

促
そ く

状
じょう

」を発
送して納付のお知らせをします。
　納付が遅れると延滞金（納期限の翌日から起
算）も納付しなければならない場合があります
ので、今一度納め忘れの税金がないかご確認く
ださい。

納期限を過ぎてしまうと…

　「督促状」や「催告書」を送付しても、納付やご
連絡がない場合は、勤務先・取引先・金融機関
等への財産調査や、財産の差押（預貯金・不動産・
給与等）の滞納処分を受けることになります。
　納付できない事情がある場合は、必ず役場収
納課へご相談ください。

税金を滞納してしまうと…

●利用可能なスマートフォン決済アプリ
　PayPay、PayB、LINEPay、FamiPay、
　au PAY　

※ 詳しくは、町ホームページを
ご確認ください

●スマートフォン決済アプリ使用時の注意事項
　①領収書の発行はできません
　② 領収書や軽自動車の継続検査（車検）用の納

税証明書が必要な人は、納付書裏面の納付
場所で納付してください

納期月
納期限

　税目

4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月
５月１日
(月)

5月31日
(水)

６月30日
(金)

7月31日
(月)

８月31日
(木)

10月2日
(月)

10月31日
(火)

11月30日
(木)

12月25日
(月)

１月31日
(水)

2月29日
(木)

固定資産税
都市計画税

第１期
（全期） 第２期 第３期 第４期

軽自動車税
(種別割) 定期

町県民税 第１期
（全期） 第２期 第３期 第４期

国民健康保険税 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期

納付を忘れている納付を忘れている税金はありませんか？税金はありませんか？

　令和４年度に納めていただく税金の納め忘れはありませんか？
今一度ご確認をお願いします。４月になると、令和５年度の税金が課税されますので、令和４年度の
税金はお早めに納付してください。

令和５年度　町税の期別納期限一覧表 ※口座振替の人は、納期限前に口座残高をご確認ください

コンビニ納付・スマートフォン

決済アプリをご利用できます！

町ホームページ

▲

便利な口座振替をご利用ください便利な口座振替をご利用ください
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刈草刈草やや剪定枝剪定枝はは

黄色の指定袋に入れなくていい！？黄色の指定袋に入れなくていい！？

問合せ  役場環境課　そうなんです。家庭から出される刈草や剪定枝は
黄色の指定袋に入れなくてもいいんです。
では、どんな出し方があるのか、ご紹介します。

ええ!?!?

集積所に出す

出し方①

出し方②

・�もやさなければならないごみの日に、生ごみ等他のごみを混ぜずに
　透明・半透明の袋（指定袋でなくても可）に入れて集積所へ出してください

・�直接持ち込む場合は袋に入れたり、ひもで縛ったりせずに出してください

・土を払って出してください

・ 刈草と剪定枝は別々の袋を用意してください

・ ネットをかけなくても大丈夫です。
　生ごみ等のごみが入った袋にネットがかかるようにしてください

直接持ち込むことができる場所

エイゼン臨海工場　　場　　所　武豊町字沢田新田 89-49　　
　　　　　　　　　　営業時間　月曜～土曜 ８：30 ～12：00/13：00 ～16：30

いちはら資源回収
エコステーション

場　　所　武豊町大字冨貴字寺後 70
営業時間　月曜～火曜・木曜～日曜 9：00 ～15：00

お家でも庭木をリサイクル！お家でも庭木をリサイクル！

　剪定した庭木等を細かく破砕できる家庭
用剪定枝破砕機の無料貸出をしております。
庭木等を破砕することで堆肥に利用したり、
雑草抑止、土の乾燥予防等様々な用途に使
うことができます。
　詳しくは下の QR
コードから確認して
ください。

出すことができるもの

出すことができないもの

草　葉物野菜 (キャベツ等 )

草花　枝・幹・根

笹・竹

木材　果物　球根　根野菜

アジサイ　キョウチクトウ　

彼岸花　

場所等
詳しくはこちらから

直接持ち込む
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Pick Up NewsPick Up News

問合せ  役場住民窓口課問合せ  役場住民窓口課

日曜日に役場を臨時開庁します

■４月２日(日)　８：30～12：00 ※富貴支所は開庁しません
　４月は、引越しにともなう住民異動等の手続きが多く、窓口が混雑する
ため、日曜日にも手続きができるように役場の一部を開庁します。

課　名 実施業務

住民窓口課
（※企画政策課）

 ■住民異動届(転入、転居、転出、世帯変更等)の受付
 注意  個人番号カード（マイナンバーカード）・住民基本台帳カードを利用した
　　　転入届は取扱いできません
 ■戸籍届の受付　■マイナンバーカードの交付（※マイナポイント等各種手続き支援）
 ■住民票(広域交付を除く)、印鑑登録証明書、戸籍証明等の交付

保険医療課
 ■国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度の手続き
 ■ 子ども医療、母子・父子家庭医療、後期高齢者福祉医療等の福祉医療に関する
　手続き

子育て支援課
 ■児童・母子手当等の申請手続き
 ■保育園・児童クラブの手続き

■日曜開庁日に業務を実施する課と実施業務

・上記以外の課は開庁しませんのでご注意ください
・他市区町村への確認が必要な業務等は、受付できない場合があります

問合せ  役場秘書広報課

コンビニ交付サービス開始
住民票の写し等の

　 マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアで住

民票の写し等を取得できるようになりました。

　このコンビニ交付サービスを利用するには、利用者証明用

電子証明書が搭載されたマイナンバーカードおよび利用者証

明用電子証明書の４桁の暗証番号が必要となります。

■利用可能時間　6：30 ～ 23：00（土日祝も利用可）
※年末年始（12/19～1/3）およびメンテナンス時は利用できません

町外でも

利用できま
す！

■利�用可能店舗　キオスク端末（マルチコピー機）が設置されている、
　　　　　　全国のコンビニエンスストア等

詳しくは
町ホームページへ

役場に役場に

行かなくても行かなくても

大丈夫！大丈夫！

手数料　※役場窓口で受け取る場合と同額です

200 円 450 円

取得できる
証明書

・住民票の写し
・印鑑登録証明書
・戸籍の附票
・所得証明書

戸籍謄本抄本
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◎産業課
募集人数　１人

業�務内容　農地台帳・届出書類の窓

口受付・事務等

任用期間　4/3（月）～6年3/29（金）

勤�務時間　平日の9：00～15：00

（休憩時間60分）の5時間で週3～4日

条件　パソコンの基本的な操作ができる人

報酬　986～ 1,005円

期�末手当　支給要件を満たす任用形

態の場合のみ支給

申�込み　3/15（水）までに申込書を

役場産業課へ郵送または持参（閉

庁日を除く）

※郵送の場合は当日必着

※ 採用については、面接等による選

考で決定します

※ 申込書は役場産業課にて

　配付または町ホームペー

　ジからダウンロード

　町民のみなさんが野菜や花を栽培

して自然と触れ合うとともに、農業

に対する理解を深めていただくこと

を目的として、町民小菜園の貸付を

行っております。

募集地区
・梨子ノ木地区（５区画）

・西門地区（３区画）

・砂川①地区（４区画）

・砂川②地区（４区画）

・四畝地区（１区画）

※駐車場はありません

利用期間　
　4/１（土）～６年 3/31日（日）

料金　１区画 5，000円／年間

申�込み　3/14（火）までに、役場産

業課へ（電話申込み可）

※ 申込み多数の場合は抽選となり、

3/17（金）以降に結果を連絡します

　３Ａ運動とは、あいさつ・安全・

安心をスローガンとして、子どもた

ちが、犯罪に巻き込まれないよう、

通学路を中心に子どもたちを見守る

活動です。

　配布するシンボル・

フクロウくんの「バッ

ヂ」を身に着けたり

「マグネットシート」

を自動車に貼り付けたりして、一人

ひとりができる範囲で、あいさつを

重点として子どもたちを見守ってい

きます。安心安全の町づくりと人づ

くりのご協力をお願いします。

対象　町内在住、在勤の成人

申込み　申込書を役場学校教育課へ

※ 申込書は役場学校教育課にて配布また

は町ホームページからダウンロード

問合せ　

　役場学校教育課

対�象　町指定の花壇の管理に参加で

きる人

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）

　知多教育事務所では、小中学校で

勤務するスクールソーシャルワー

カーの登録を受け付けています。登

録を希望する人は、知多教育事務所

で登録票を記入して、登録を行って

ください。登録方法については問合

せください。

問合せ　知多教育事務所

　半田市出口町 1-36(知多総合庁

　舎１階 )☎ 21-8111

　心肺蘇生法や AEDの取扱い方法

など応急手当を学ぶ講習会です。

◎上級救命講習
日時　３/５（日）9：00～ 18：00

場所　知多中部消防本部・半田消防署

◎普通救命講習Ⅰ
日時　３/21（火）９：00～12：00

場所　阿久比町中央公民館

※ 新型コロナウイルス感染症の影響

により定員数は未定となっていま

すので、受講を希望する人は、お

電話にてお問合せください

問�合せ　知多中部広域事務組合消防

本部武豊支署　☎ 73-0119

武豊町役場　

☎72‐1111(代表)　　72‐1115FAX

3Ａ(あいさつ・安全・
安心)運動

町を花でいっぱいに！
花と緑のまちづくり事業

スクールソーシャル
ワーカー人材登録

会計年度職員募集

町民小菜園
利用者募集

ID 0000000

町ホームページ内の「ページ番
号検索」で IDを入力すると、
該当のページを閲覧できます。

ID が掲載された記事について

ID 1002026

募集
講習

教室
催し 説明会 お知らせ 相談

定期救命講習
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　見えにくい、見えないなど見え方
が気になるお子さんの教育相談を実
施しています。また、社会人で見え
方が気になる人や、鍼灸マッサージ
による職業自立を目指す人の相談も
行っています。お気軽にお電話くだ
さい。
日時　月～金曜日　９：00～ 16：30
料金　無料
問合せ　愛知県立名古屋盲学校
　（名古屋市千種区北千種1-８-22）
　☎ 052-711-0009

◎1日目
日時　３/12（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　３/26（日）10：00～15：00
内容　①屋敷、建物の一般公開
　　　②催し　常滑チンドン　　　
出演　とこなめちんどん「ほんもの屋」
　　　10：30～11：00頃　
　　　③茶会　茶器50個用意
料金　1人300円
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

◎武豊町一般廃棄物処理基本計画（案）
募集期間　１/４（水）～１/31（火）
意見件数　０件
問合せ　役場環境課
◎第３次武豊町文化創造プラン（案）
募集期間　１/５（木）～２/３（金）
意見件数　０件
問合せ　町民会館

　災害情報ダイヤルは、火災の発生
情報を提供するサービスです。近く
でサイレンが鳴って不安な時等、災
害情報の取得手段としてご利用くだ
さい。
新しい番号は、☎0569-20-0088
です。
問合せ　知多広域消防指令センター
　☎20－1119

 
　こころの悩みに関する相談窓口の
周知と、ゲートキーパーについて理
解を深めることにより、自殺予防へ
の意識を高めましょう。
　ゲートキーパーとは、自殺の危険
を示すサインに気づき、声をかけ、話
を聞いて、必要な支援につなげ、見守
る言わば「命の門番」です。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。
【こころの健康に関する相談】
あいちこころホットライン３６５
　☎052-951-2881
問合せ　役場福祉課・半田保健所
　☎21‐3340
※詳しくは、厚生労働省自殺対策
ホームページをご覧ください

三井家住宅一般公開日
（3月）

愛知県立名古屋盲学校　
教育相談春の火災予防運動

３月１日（水）～７日（火）

◎全国統一防火標語
お出かけは　マスク戸締り　火の用心

　空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節です。火災に対し十分な備えをし、
家族や近所の人と助け合い、火災予防に取り組んでいきましょう。
火災の概要
　令和４年中の知多中部管内（半田市、阿久比町、武豊町、東浦町）では、72 件（昨
年比－７件）の火災が発生し、負傷者は５人、死者は０人でした。少しの油断
から火災は発生しますので、火気の取り扱い等、十分注意してください。
出火原因（令和４年）
　１位　たき火　15 件
　２位　火入れ　※野焼き等９件
　３位　配線機器４件 、コンロ４件　　　　　　　　　
　たき火が原因で発生した火災の多くは、風の影響で大きく燃え広がったり、
周囲の枯れ草等に火の粉が飛ぶことで発生します。空気が乾燥して風が強い
ときは、屋外で火を使わないようにしましょう。また、配線機器のプラグに付
着したほこりが原因で発火する「トラッキング現象」が増加しているので、定
期的にコンセントのほこりを清掃しましょう。

住宅用火災警報器の点検
　住宅用火災警報器は、火災をいち早く
知らせてくれる機器です。定期的に作動
確認をしましょう。
作動確認方法
・ ボタンを押す、またはひもを引いて作動確認します。音が鳴らない場合は電

池切れか機器本体の故障です
・機器には交換時期があります。概ね 10 年経った機器は、交換しましょう

問合せ　知多中部広域事務組合
　　　　消防本部予防課
　　　　☎ 21-1491

３月は
「自殺対策強化月間」

災害情報案内ダイヤル
が変更になりました

パブリックコメント
意見募集結果
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　冨貴市場区会・小迎区では、宝く

じの普及や広報を目的とした（一財）

自治総合センターの「一般コミュニ

ティ助成事業」を活用し、山車大幕

等の備品を購入しました。この助成

事業は、宝くじの受託事業収入を財

源とし、地域のまちづくりの推進に

役立っています。

（右）冨貴市場区会

（下）小迎区

問合せ　役場企画政策課

　交通事故、詐欺などの犯罪の被害

に遭い、警察や検察庁に訴えたが、検

察官がその事件を裁判にかけてく

れないことがどうも納得できない。

このような人のために、検察官が事

件を裁判にかけなかったことが正し

かったかどうかを審査する機関とし

て、検察審査会があります。

　検察審査会は、全国に165 か所あ

り、地方裁判所と主な地方裁判所支

部の建物内にあります。

　検察審査会では、11 人の検察審

査員が、事件を裁判にかけなかった

ことが正しかったかどうかの審査を

します。検察審査員は、選挙権を持っ

ているみなさんの中から、くじで選

ばれることになっています。

　あなたも、いつか検察審査員に選

ばれることがあるかもしれません。

検察審査員に選ばれたときには、国

民の代表として、この仕事に是非ご

協力をお願いします。

問合せ　半田検察審査会事務局

　☎21-0372

　衣浦港冨貴地区（冨貴港）船揚場

における17 船の放置船舶等は、港

湾管理上支障がありますので、以下

の期限までに移動してください。

撤去期限　4/30（日）

　移動区域、日時等については、以下

の問合せ先に連絡のうえ、移動をお

願いします。なお、期日までに連絡が

ない場合は、港湾管理者にて移動お

よび処分することになりますので、

ご承知ください。

問�合せ　愛知県衣浦港務所総務課

　保安・管理・防災グループ

　☎21-2450

　岩川農園の岩
いわ

川
かわ

聡
さと

美
み

さんより、役

場のカウンターを花で飾り、来庁さ

れたみなさんに楽しんでいただける

よう、シクラメン70 鉢をご寄附い

ただきました。ありがとうございま

した。

問合せ　役場都市計画課

宝くじの助成金を
活用しました！

検察審査員に選ばれたら
ご協力を！

衣浦港冨貴地区船揚場に
おける放置船舶について

ご寄附ありがとう
ございました

※広報たけとよへ掲載する広告を募集しています。お問合せは役場企画政策課まで

家庭廃油交換会 問合せ　役場産業課

日時 ４月 11 日（火）、６月 13 日（火）、
　　 ８月 10 日（木）、10 月 10 日（火）、
　　 12 月 12 日（火）、令和６年２月 13 日（火）
　　 すべて９：00 ～ 11：00
場所　中央公民館　駐輪場付近
※ 廃油をお持ちいただいた人には、廃油 1.5 Ｌに対

し、トイレットペーパー１つと交換します
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補助金の種類
　次世代自動車購入費補助金
申請期限　３/31（金）
　町では、地球温暖化対策の一環と
して、燃料電池自動車（FCV)、電気
自動車（EV)、プラグインハイブリッ
ド自動車（PHV)の購入経費の一部
を補助しています。
　令和４年４月以降に新車の購入・
初度登録等が完了し、3/31（金）ま
でに交付申請書兼実績報告書が提出
されたものが対象と
なりますので、ご注
意ください。
問合せ　役場環境課

　家電４品目（エアコン・室外機、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）が不要になったときは正しいリ
サイクルにご協力ください！
資源回収エコステーションや集積所に捨てることや、家電無料回収業者を利用することは誤りです。処分する際の方
法は家電リサイクル法で決められています。以下のいずれかの方法で廃棄してください。
処分には料金がかかります。
○購入した店舗がわかる場合
　販売店に引取りを依頼する
○購入した店舗がわからない場合
　１．指定引取場所へ電話
　２. 郵便局等で「家電リサイクル券」を購入
　３．捨てる家電に家電リサイクル券を貼りつけ、
　　　指定引取場所へ持っていく
※ 最寄りの指定引取場所は町ホームページまたは
　一般財団法人家電リサイクル協会のホームページをご覧ください

　し尿の汲取り手数料は町の発行する汲取券でお支払いください。汲取券は
販売所で購入し、事前にご用意ください。家を留守にするときは、必ず事前に
し尿汲取り業者にお知らせください。
　汲取りの際に、汲取券をお持ちでない
場合、『し尿汲取券請求書』をお渡しいた
します。汲取日より1か月以内に役場環
境課、富貴支所、㈲タケイチでお支払い
ください。
※ 支払がない場合は、次回からの汲取り
　が出来ない場合があります

いらなくなった家電４品目は

適切にリサイクルしましょう！

し尿の汲取りをお願いする人へ

問合せ　役場環境課

問合せ　役場環境課

ID�1001684

ID�1001642

補助金の申請期限
（次世代自動車購入費
補助金）

販売所 字名

㈱エイゼン 向陽三丁目

開港屋商店 ヒジリ田

ときわや酒店 若宮

マルニ呉服店 冨貴海道

岸岡酒店 東大高長田

八百孝 白山

綜合ストアー吉村 中根一丁目

味の蔵たけとよ 忠白田

役場環境課 ー

富貴支所 ー
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持ち込み時間は、指定日の朝7時から9時までです

問合せ��役場環境課

粗大ごみ収集日（令和５年４～９月）

○�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　日曜日、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回収【無料】
　受付時間　9：00～15：00
　　　　　　（年末年始を除く）

地区名 場　　　所 収集日

北山 北山構造改善センター 5/10・8/16
中山 中山公民館 5/17・8/23

下門（公） 下門区公民館 5/17
下門（池） 池田公園南西角 8/16
馬場（公） 馬場公民館 8/9
馬場（保） 北保育園西 5/17
市場 神宮社境内 5/24・8/23
上ケ アサリ池南集積所 5/24・8/30
小迎 小迎公民館 6/14・9/13
玉東 武豊中学校南門前 4/19・7/19
玉西① 玉貫老人憩の家 6/21・9/20
原田 原田集落センター 6/28・9/27
緑 緑区区民館 6/14・9/13

大足（公） 大足公民館 6/28・9/27
大足（老） 大足老人憩の家 6/21・9/20
富貴 富貴公民館駐車場 4/19・7/19

富貴市場 富貴ヨットハーバー堤防 4/26・7/26
東大高 東大高公民館 4/5・7/5
市原 市原農村広場 4/12・7/12
新田 新田防火用水 4/26・7/26

雇用武豊 ビレッジハウス武豊 6/28・9/27
雇用谷口 ビレッジハウス谷口 6/28・9/27
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人口　43,329人（-51）
　男　21,833人（-13）
　女　21,496人��(-38）
世帯　18,733��（+190）

内外国人　1,218人（+99）
　男677人（+58）女541人（+41）

交通事故
死亡0人（±0）　重傷0人（±0）
軽傷14人（+7)

救急出動
急病94人（+29)　一般負傷15人（-8）
交通事故6人（+3）

火災

建物�1件（+1）���車両�0 件（±0）
その他�2件（+2）

出産　
　男12人（-1）女 6人（-5）

人口　　２月１日現在

事故災害状況　　1月分

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

役場環境課

　深刻化する地球温暖化の影響を抑えるため、1994 年に「気候変動に関す
る国際連合枠組条約」が発効し、翌年から条約締結国の代表者が集まり、温
室効果ガスの排出削減対策について話し合う会議（COP）が毎年開かれて
います。2015 年にパリで開かれた COP21 では締結国が長期目標として

「世界の平均気温上昇を工業化以前に比べて 2℃より十分低く保つとともに、
1.5℃に抑える努力を追及すること」、「今世紀後半に温室効果ガスの排出量
を実質ゼロ（カーボンニュートラル）を達成すること」に合意した「パリ協定」
が採択され、「脱炭素化」に向けて世界規模で取り組むことが確認されました。

どうする地球温暖化～国際社会の動き～
ゼロカーボンシティたけとよ　環境コラム vol.5

問合せ　保健センター
　　　　☎ 72-2500

　乳児（6 か月～ 4 歳）および小児（5 ～ 11 歳）
の接種は令和 5 年度以降も継続する予定です。
それ以外の人の接種については、現在国が
秋冬の追加接種を検討しています。
詳細が決定次第、町ホームページおよび

広報でお知らせします。

4月以降の新型コロナワクチン接種

問合せ　役場秘書広報課

応募条件　① 町内に事業所・店舗があること
　　　　　② 働く人や事業所・店舗の紹介ができること　※広報担当が取材に伺います

　　　　　③ 広報クイズ景品として、1,000 円相当×５人分の商品・サービス等の
　　　　　　 引換券を提供できること（引換券は役場が作成・発送します）
　　　　　④広報クイズ実施基準を満たすこと（町ホームページをご確認ください）
掲 載 号　４月号～6 年 3 月号のいずれか（多数の場合は抽選）
応募方法　メールまたは電話で役場秘書広報課まで
　　　　　①事業所・店舗名 ②所在地 ③担当者名 ④電話番号をお知らせください
申 込 み 　随時募集

広報クイズ広報クイズ  わがまちお店めぐりわがまちお店めぐり

掲載店掲載店をを募集募集しています！しています ！

町内の約12,000世帯に届く広報たけとよで、
お店を知ってもらうチャンス！
PRしたい人はぜひ！ご応募お待ちしております！

＼今月号はP34に！／

メールはこちら

町ホームページ
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相談名 日時 場所 内容 問合せ

困りごと相談
4 月 12 日（水）

13：30 ～ 16：00
※受付は 15：30 まで

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
による家庭内、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（☆）

4 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（☆）

4 月 27 日（木）
13：00 ～ 16：00

※受付は 15：30 まで

役場
２階第４会議室

遺言、相続、契約、
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 ４月 18 日（火）
13：30 ～ 16：30

役場
2 階第 1 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 ４月 18 日（火）
13：30 ～ 16：30

役場
2 階第 2 委員会室

 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

４月 7 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

４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（☆）

4 月 11(火)・26 日（水）
 ９：00 ～ 13：00
※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

・（☆）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4
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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

４月の休館日開館時間 問合せ

総合体育館　　　９：00�～�21：30　��３・10・17・24日　��☎72-1114
運動公園　　　　９：00�～�17：00　��３・10・17・24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
施 設 情 報

◇春季町民太極拳大会�� 　12日(水)� � � 　総合体育館
◇春季町民バドミントン大会�　16日(日)� � � 　総合体育館
◇町民テニス大会� � 　16日(日)※予備日23日（日）　運動公園

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

４月スポーツカレンダー

催　し

スポーツクラブスポーツクラブ情報情報
問合せ
申込み

日　時　４月 16 日 (日) ９:00 ～
場　所　総合体育館
対　象　中学生以上の町内在住・在勤・在学者
　　　　または武豊町スポーツ協会バドミントン
　　　　部登録者
部　門　①男子ダブルス１部・２部・３部
　　　　②女子ダブルス１部・２部・３部
料　金　大学生以上１人 1,300 円、
　　　　中高生１人 800 円
　　　　※大会当日に支払
申込み　４月９日 (日)19：00 までに、下記①～
　　　　③のいずれかへ申込用紙を提出してく
　　　　ださい。
　　　　※申込用紙は総合体育館にて配布
①総合体育館 　（FAX の場合 0569-72-8506）
②会　長　杉

す ぎ

江
え

 （FAX の場合 0569-42-0432）
③副会長　篠

さ さ

倉
く ら

 （FAX の場合 0569-72-4864）
問合せ　杉江　☎ 090-1827-4023
　　　　 篠倉☎☎ 090-6619-9618

春季バドミントン大会

● 2023 年度　教室申込●

　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。
申込手続がお済みでない方は、３月22日（水）以降の受付時間内にご来館ください。
2023 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

屋内温水プール情報　　　
☎ 84-0220

期　間　３月１日（水）～ 31 日（金）
場　所　屋内温水プール
対　象　高校生以上で屋内温水プール未入会の人
内　容　期間内に１回、会員メニューの体験がで
　　　　きます
　◎プール・トレーニング室が使えます
　◎スタジオプログラムに参加できます
　◎ 体組成計を使った体のバランスチェックや、
　　トレーニングメニューの提案が受けられます
料　金　1,000 円　※申込み時に支払い
持ち物　動きやすい服装、室内用シューズ、タオル
　　　　プール利用の場合は 水着、キャップ等
申込み　期間中に直接屋内温水プール受付へ
　　　　※電話申込みはできません
その他　初回体験時は講習を行います
　　　　（10 分程度）
　　　　※ 屋内温水プールは会員登録が無くても

利用できます

● フィットネス体験 ●

４月１日からは
「CCNCプールたけとよ」と

呼んでください♪
※詳細は4ページを

ご覧ください
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問合せ  地域包括支援センター　 ☎ 74‐3305

会場名 日にち 時間 料金 主な内容

�玉貫会場(玉貫老人憩の家) 4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) 4月6・20日 (木) 13：30～14：30

■持ち物　上靴、飲み物、タオル、動きやすい服装

■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 4/18(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 4/13(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 4/26(水) 10:00～11：00 ― 室内履き

馬場サロン 砂川会館
4 / 6(木)

13：30～15：00 100円 室内履き
4/20(木)

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

東大高サロン 東大高公民館 4/11(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) 4/17(月) 10：00～11：00 100円 ―

下門八幡さわやかサロン 下門区公民館 4 / 3(月) 10：00～11：00 100円 ―

小迎サロン 小迎公民館 4/18(火) 10：00～11：30 ― ―

中山ふれあいサロン 中山公民館 4/21(金) 10：00～11：30 100円 ―

市場神宮きらくサロン 市場公民館 4/22(土) 13：30～14：30 100円 ―

みどりサロン 緑区区民館 4/28(金) 13：30～14：30 100円 ―

竜宮サロン 富貴市場公民館 4/19(水) 13：30～14：30 ― 室内履き

玉東ホタルサロン 日油武豊クラブ 4/14(金) 14：00～15：00 100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

≪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、ご協力をお願いします～
※対策方法については、今後変更する可能性がありますのでご了承ください

会話を楽しむために、
マスクの着用をお願いします。
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開館時間　9:00～19:00
問　合　せ　�☎ 73‐6800

４月の休館日

3・10・17・24・28日

ｙ

　自宅で野生蘭を咲かせてみませんか？
知多半島に自生する野生蘭を中心とした各種野生蘭の
展示会です。園芸相談やアドバイス等ができます。
　お気軽にどうぞ
日　時　4 月 15 日（土）　9:00 ～ 16:00 　
　　　　　　 16 日（日）　9:00 ～ 15:00
場　所　1 階１・２会議室　
問合せ　知多野生蘭愛好会　藤

ふじ

田
た

 ☎ 65-0876

エビネ蘭 = ネジバナ（小町蘭）　展示会

令和５年度パソコン広場（前期分）

　パソコンの操作等を相談できます。
お気軽にどうぞ
日　時　毎週木曜日　13:30～16:30
場　所　２階　パソコンルーム
問合せ　ＮＰＯ知多ネット　鈴

すず

木
き

　　　　☎ 090-8422-4251

図書館利用アンケートへのご協力
ありがとうございました

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♪

100歳足腰のつくり方

笹
さ さ

原
は ら

健
け ん

太
た

郎
ろ う

／著　
主婦と生活社

　100 歳になっても自分の
足で歩いて暮らそう。簡単
な準備運動からマッサージ、
ストレッチ、エクササイズ
まで、100 歳足腰を手に入
れるためのからだづくりを
紹介する。

クイズを解いて暗号を完成させよう。
全問正解するとガチャがまわせるよ！
日　時　3 月 1 日（水）～30 日（木）
場　所　図書館
対　象　小学生まで

カラーセラピスト®と一緒にワークショップや
色で分かる性格診断など楽しい時間を過ごしましょう。
日　時　4 月 23 日（日）　13：30 ～15：00
場　所　2 階　会議室
講　師　北

き た

川
が わ

美
み

香
か

さん（カラーセラピスト®）
対　象　どなたでも　※未就学児は保護者同伴
定　員　12人
申込み　3月25日（土）　（窓口優先受付）
　　　　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

実施期間：2月1日（水）～15日（水）
結果掲示：3月15日（水）～30日（木）
ご協力いただいたみなさん、ありがとうござ
いました。みなさんのご意見を真摯に受け止
め、いつも気持ちよくご利用いただけるよう、
スタッフ一同努めてまいります。
なお、アンケート結果は、館内およびホーム
ページにて公開しております。

こどもこどもクイズラリークイズラリー

開館時間　8:30～17:00
貸館時間　9:00～21:30
問　合　せ　�☎ 73‐2424
※電話のかけ間違いに
　ご注意ください

４月の休館日

・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

３・10・17・24日

予約・申込み

月 日にち

４月 6・13・20・27 日

５月 11・18・25 日（4 日は休み）

６月 1・8・15・22・29 日

７月 6・13・20・27 日

８月 3・10・17・24・31 日

９月 7・14・21・28 日

※ 次回は６月 17 日（土）、18 日（日）に羽蝶蘭の
展示会を開催する予定です

※ 現在、会員募集中です。野生蘭に興味のある
人は、ぜひお声掛けください。一緒に会を盛
り上げていきましょう

いいろろの魔法　～ヒミツの自分に出会おう～



・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）

4月

◇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)
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３か月児健康診査
日時　４月13日(木)　受付 12：45～　
対象　R4．12月生　持ち物�①・②・③

ベビークラス離乳食編（要予約）
日時　４月７日(金)　受付 10：15～10：30
対象　R４．11月生　持ち物�①・③

１歳６か月児健康診査
日時　４月19日(水)　受付 12：45～　
対象　R３．9月生　持ち物�①・②・③

ベビークラスお世話編（要予約）
日時　４月７日(金)　受付 13：00～13：15
対象　R５．１月生　持ち物�①・③

フレッシュパパママ教室（たいけん編）（要予約）
日時　４月15日(土)　受付 9：15～9：30
持ち物�①

３歳児健康診査
日時　４月18日(火)　受付 12：45～　
対象　R２．４月生　持ち物�①・②・③

２歳児歯科健康診査
日時　４月21日(金)　受付 12：45～　
対象　R３．４月生　持ち物�①・②・③

赤ちゃん・子ども健康診査

休日診療　9：00～12：00�

赤ちゃん・パパママ教室

健康相談＆育児相談(要予約)
日時　４月５・12・26日(水)　受付 9：15～11：15　
持ち物�①・③

７か月児すくすく相談
日時　４月14日(金)　受付 ９：00～９：15　
対象　R4．9月生　持ち物�①・③

10か月児すくすく相談
日時　4月14日(金)　受付 12：45～
対象　R4．６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

※３月の休日診療は２月号の広報たけとよに掲載しています

４月２日（日） 内科　毛受医院 　　  ☎72-6432

４月９日（日） 内科・外科　渡辺医院  ☎72-1195

４月16日（日） 石川医院（冨貴）　　 　☎73-3332

４月23日（日） じこう医院　　　　　 ☎74-0311

４月29日（祝） 石川病院（武豊）　　  ☎72-2345

４月30日（日） 杉石病院　 　　　　　☎72-1155

�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

がん健診

大腸がん検診容器販売
日時　４月24日(月)　受付�9：00～16：00　
対象　S58.４.１以前生まれの人　

こころの健康、ポイントは睡眠

第2期�健康たけとよ21

スマイルプラン　健康豆知識

　こころの健康を保つには、質の良い睡眠をとる
ことが大切です。睡眠不足は、疲労を翌日に残し、
頭と体の動きを弱めてしまいます。また、睡眠で
休養感を得られない場合、こころのＳＯＳの可能
性があります。
　お風呂やストレッチ、音楽などでリラックスさ
せてから布団に入ることで、質の高い睡眠につな
がります。睡眠リズムを整え、心身共に疲れをと
りましょう！
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■「メイト総会」「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
■「メイト総会」「サロン」：未就学児の入場はご遠慮ください
■演奏曲が変更になる場合があります　
■電話予約は発売日・申込日の翌日から
■今年度の託児や町内送迎車は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行いません
■検温をし、37.5℃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

　固体燃料のロケットエンジンで飛ばすモデルロケットを製作し、製作したモデルロケットを使って打ち
上げ大会を行います。発射角度や方向を調整して、目標地点にどれだけ近く着地させられるかを競います。
打ち上げ大会優勝者には、オリジナルトロフィーを贈呈！�また、製作教室の前には、ロケット博士（日油株
式会社社員）による「ロケット講座」もあります。

　武豊町民劇団 TAKE�TO�YOUは、ただいま劇団員を募集しております。舞台に立ってみたい人、
演劇やミュージカルに興味のある人、ぜひ一度、ワークショップに参加してみてください。
お待ちしております！

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　４月 15 日（土）９：30 ～ 15：30 予定（昼休憩１時間）
場　所　情報考房、創作工房、ふれあい広場
講　師　東海モデルロケットクラブ、日油株式会社
対　象　小学４年生以上　ロケット講座、製作教室での保護者の見学はできません
持ち物　筆記用具、定規、はさみ、油性ペン、ティッシュ、（弁当・水筒）
定　員　15 人（申込み順）　　料　金 2,100 円（保険料含む）
申込み　３月 11 日（土）から、ゆめたろうプラザにて

（３月25日（土）から、空きがあれば小学1年生～3年生も募集します。※小学３年生以下は保護者同伴）
※ 同講座で製作したロケットを持っている人は、打ち上げ大会のみの参加も可能。詳しくはチラシを

ご覧ください
※４月 15 日（土）が悪天候の場合、打上げのみ４月 16 日（日）10：00 ～ 12：00 に順延

日　時　4 月 23 日（日）14:00 ～ 16：00
場　所　練習室　　
対　象　小学 4 年生以上
持ち物　上履き、動きやすい服装
問合せ　TTY 事務局　☎ 090-7434-0569
※劇団員募集の第一次締め切りは５月７日（日）です

日　時　＜製　作＞５月 13 日（土）10：00 ～ 16：00
　　　　＜競技会＞５月 14 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　ぎ　まさ　ひろ

木正博さん（NPO たけとよ）
定　員　10 人（申込み順・初めて受講する人優先）　　
料　金　500 円（保険料含む）
持ち物　筆記用具、はさみ、マスク
申込み　3 月 25 日（土）から、ゆめたろうプラザへ　定員に余裕があれば４月 1 日（土）から経験者申込開始

モデルロケット製作教室＆打ち上げ大会「大空杯」

ゴム銃製作教室＆競技会

武豊町民劇団 TAKE TO YOU　新人募集ワークショップ

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
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　ゆめプラメイトとは、ゆめたろうプラザの友の会です。会員価格でのチケット購入や先行発売などの特
典を受けることができ、年４回ほど情報誌とチラシを一緒にご自宅にお届けします。
　総会は、「ゆめプラメイト」のみなさんの会費の会計報告と新年度予算を承認していただく大切な会です。
各種報告の他、公演チケットの当たる「お楽しみ抽選会」や「アトラクション」を開催します。

日　時　４月 22 日（土）　14：00 開演（13：30 開場）　　場　所　輝きホール（全席自由）

ゆめプラメイト総会

４月の貸館抽選のお知らせ４月の貸館抽選のお知らせ
抽選内容　輝きホール　10月分　　生涯学習棟　６月分
抽選日時　受付　４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３月21日(祝)～10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。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

４月の休館日　３・10・17・24日

Welcome to Yumetaro plaza

※ 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

　日中友好の架け橋。想像の枠を超えた優美な音色。中国の伝統と歴史を受け継ぎ、ときに優しく、
時に激しく、その音色は、私たちを悠久の大地へと誘い込みます。
日　時　４月 29 日（祝）　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　ゆめたろうプラザにて発売中　
出　演　さくら（中国琵琶）、葉

よう

衛
えい

陽
よう

（中国琵琶・中阮）、冨
とみ

田
た

裕
ゆ

三
み

子
こ

（ピアノ）
演奏曲　蘇州夜曲、川の流れのように、天山の春　ほか

　名古屋を拠点に数々のミュージシャンと活動する尾崎真希さんを中心として、魂揺さぶる歌声と演奏
でジャズやポップス曲をお届けします！なお、ゆめプラメイト会員の人は無料で鑑賞することができま
す。この機会にぜひご入会ください。
日　時　４月 22 日（土）　15：00 開演 　
場　所　輝きホール（全席自由）※総会終了後に開場
料　金　�ゆめプラメイトは鑑賞無料（要申込み／要会員証）
　　　　 ※ゆめプラメイトヤング会員も対象
　　　　　一般 500 円　
発売日　３月４日（土）から、ゆめたろうプラザにて
出　演　尾

お

崎
ざき

真
ま

希
き

（ヴォーカル）、高
たか

橋
はし

　誠
せい

（ヴァイオリン）、
　　　　望

もち

月
づき

雄
たけ

史
し

（クラシックギター）、片
かた

桐
ぎり

一
かず

篤
ま

（ピアノ）
演奏曲　いつか王子様が、タイタニックのテーマ　ほか

ゆめプラメイト総会 2023 アトラクション　情熱歌唱と超絶技巧！ JAZZ ＆ POPS　「T
テ ィ

e　A
ア モ

mo」

ゆめプラ　サロンコンサート 2023　vol. １　　透きとおる音色～遥かなる中国琵琶の魅力～

さくら 葉衛陽

尾崎真希

片桐一篤

高橋誠

望月雅史
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子 育 て 情 報

３月も開催します！
日　時　3月10日（金）
　　　　２・３歳児　10：00～11：30
　　　　０・１歳児と多胎児妊娠中の妊婦
　　　　13：30～15：00
※4月以降も開催します。詳細はお問い合わせください
場　所　南部子育て支援センター「わくわく」
対　象　町内の多胎児とその保護者
問合せ　子育て世代包括支援センター　
　　　　母子保健型（保健センター内）　　　☎72-2500
　　　　基本型（南部子育て支援センター内）☎74-0511

日　時　４月20日（木）10：30～12：00
場　所　中央公民館　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）

料　金　無料
申込み　３月23日（木）から、役場生涯学習課へ
※ 電話・メールの申し込みは、同日10：00から。メール

の場合、氏名・住所・連絡先・子どもの氏名・月齢を明記
メール　gakushu@town.taketoyo.lg.jp
※キッズスペースあり

新米お母さんの教室「ベビーマッサージ」

双子ちゃんの会を双子ちゃんの会を

　　開催しています！　　開催しています！

双子ちゃんの会を双子ちゃんの会を

　　開催しています！　　開催しています！

　多胎児（双子・三つ子）を妊娠しているお母さんや、多胎児の育児に奮闘
しているご家族が交流する会です。多胎児ならではの大変さや喜びを分か
ち合いながら、毎日を乗り切っていく工夫などを共有しませんか。

参加者の声
・「双子のお友達になかなか出会う機会が

　なかったのでとてもよかったです」

・「悩み交流タイムをみんなでしたいと思いました」

・「たくさんのママさんと交流できて良かった！」

・「いろいろ情報がきけて嬉しい」など。

日　時　３月14日（火）・15日（水）
　　　　10：30～11：00
対　象　町内在住で保育園入園前の２歳以上
　　　　（令和５年４月２日時点）の子どもと
　　　　保護者
内　容　体操、ふれあい遊び、読み聞かせ等
申込み　２月28日（火）から各児童館へ
　　　　（電話申込み　可）
　　　　※３月６日（月）・13日（月）は休館日
　　　　　のため、申込み受付はできません

日　時　４月～６年３月の火曜日と水曜日
　　　　10：30～11：30
　　　　※各曜日とも年間30回程度
対　象　町内在住で保育園入園前の２歳以上
　　　　（令和５年４月２日時点）の子どもと保護者
内　容　体操、ふれあい遊び、製作、手遊び、
　　　　読み聞かせ等
申込み　３月14日（火）～24日（金）の間に、各児童館
　　　　へ直接来館しての申込みとなります。
　　　　※３月20日（月）・22日（水）は休館日のため
　　　　　申込み受付はできません

長尾児童館　　　☎73-4841
くすのき児童館　☎73-6500

おおあし児童館　☎73-8181
富貴児童館　　　☎72-0778

※他館との重複申込みはできません
※新型コロナウイルス感染症の状況により、変更する場合があります

親子クラブを体験しよう 親子クラブの入会

問 合 せ



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

ブロッコリーとクリームチーズのおかか和え
ブロッコリーの甘さとクリームチーズのさっぱりした味わいがマッチング！

作り方
① ブロッコリーを食べやすい大きさ

に分けて茹で、しっかり水気を切る。

② クリームチーズを 5mm から 1cm 

角に切る。

③ 調味料をすべて混ぜ合わせてから、

ブロッコリーとクリームチーズを加え

よく和える。

材料（４人分）
・ブロッコリー ……１株�
・クリームチーズ……30ｇ
・おかか……………１パック
・すりごま…………�大さじ1
・醤油………………�小さじ1
・砂糖………………小さじ1
・だしの素…………小さじ1

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

シンプルだけど、味わい深い

一品です！お酒のお供にも

栄養価
1人分あたり

エネルギー／ 81.1Kcal　タンパク質／ 4.1g　
脂質／ 1.0 ｇ　食物繊維／ 1.6g　塩分／ 1.0g

今月の野菜　ブロッコリー
　ブロッコリーはアブラナ科の一年草で、食べる部分は花の

つぼみ（花蕾：からい）で、秋から冬に収穫されます。ブロッコ

リーの種類は「紫」と「茎ブロッコリー」の２種類あります。「紫」

は普段スーパー等でよく見る花のつぼみが紫色になっているも

ので、熱を加えると鮮やかな緑色に変わります。「茎ブロッコ

リー」は茎の部分が細長く、アスパラガスのような味と歯ごた

えが特徴的です。

　地中海東部で栽培されていたケールから改良されたもので、

栽培が盛んになったのは 1980 年頃と言われています。

　ブロッコリーにはビタミンＣやカロテン、スルフォラファン

が含まれています。中でも、スルフォラファンは抗がん作用が

あり、アメリカの国立がん研究所はがん予防に高い効果がある

野菜と発表しています。ブロッコリーは収穫後も成長を続けま

す。収穫後、日にちがたつと栄養成分が減少するため、新鮮な

うちに調理しましょう。沸騰した水で１～２分茹で、ざるに移

し、水気を切りながら余熱を使って芯まで火を通すと栄養成分

は損なわれないと言われています。調理法に気を付けながら、

栄養価たっぷりの季節のブロッコリーをお楽しみください。

農家からの一言　ブロッコリー生産農家　

ポージン・ケンさん・ポージン・友貴さん

　夫婦で有機栽培の農業を行っています。

　今年から武豊産のたまり粕を肥料として使っ

て、地産地消のブロッコリーを育てています。

安全で美味しい野菜を食べてもらうため、自ら

土壌診断や肥料設計を行い、栄養価や糖度のこ

とを考えて栽培しています。普段は生協に販売

していますが、鵜の池ファームで販売すること

もあります。私たちのブロッコリーは茎が特に

甘いと言っていただいているので、見かけたら

ぜひ茎までご賞味ください！

「♯広報たけとよレシピ作ってみた」でTwitterやInstagramで発信してね

武豊町食育健康づくり
グループ

レシピ の提供 者
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●表紙のことば● 

　３年ぶりの開催となったゆめたろうスマイルマラソン。
子どもから大人まで多くの人が参加しました。そして、中
には仮装を楽しみながら走るユニークなランナーもいまし
た！（２，３ページの写真で探してみてくださいね）
　個人で参加した人、サークルや会社の仲間と参加した人、
家族で参加した人…ゴールした時のみなさんの“スマイル”
はとても輝いていました。お疲れ様でした♪

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？

Renard（ルナール）

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　３月 15 日（水）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

２月号の正解　①ゆめ②70③オミクロン
　　　　　　  

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

①４月１日から武豊町屋内温水プールの愛称は「〇〇〇〇プールたけとよ」へ！
②刈草や剪定枝は○○の指定袋に入れなくても OK
③子育て支援センターでは○○○○○の会を開催してます
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】

店長さんおすすめ

パンセット

引換券５名様
※写真はイメージです

  広報
クイズ出店者募集中！ 広報ク
イズ出店者募集中！

R
ル ナ ー ル

enard 

■住所　梨子ノ木 3-80（駐車場あり）
■営業時間　10：00～17：00
　　　　　　※売り切れ次第終了
■定休日　　日曜日・月曜日

　インスタグラム

▲大人気のネコのクリームパンはそれぞれ顔に個性あり。
　あなただけのお気に入りの一匹を探してみてくださいね！

わがまちお店めぐり

02　ここが自慢！

特に生地にこだわって作っています。
また、パンの種類の多さも魅力の一つ。日々新商
品がうまれているので、店に訪れる度、新しい出
会いがあるかも？日替わりで楽しめると思います。

カレーはヨーグルトに漬けた鶏もも肉に、トマトや
たまねぎ等をたっぷり加えて煮込み、マイルドでコ
クのある味に。揚げずに焼くことで食べやすいカ
レーパンを目指しました！トッピングのかぼちゃの
種で食感を楽しんでください♪

03　オススメMENU

 ことこと煮込んだバターチキンカレーパン

店長　中川亜美さん

（パン作りのメインは

夫・中川学さん）

01　オープンのきっかけ

スーパーコノミヤ（武豊町）内にある「M
マ ナ ブ ー ノ

anabu-no」を手掛ける店主（夫・
中川学さん）が、新たなパン作りの幅を広げるため、そしてマナブーノ
には無かったイートインスペースを設けた新たなお店を作り、実際に食
べているお客さんの顔を見てみたいという思いから出来ました。
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　武豊町への多大なご寄附、地域活動
や地域活性化に寄与された方々に対し、
感謝状の贈呈式を行いました。ありがと
うございました。

　武豊町観光ガイドボランティア協会
が「愛知県地域づくり活動表彰」を受
賞しました。
　平成２３年５月に発足以来、武豊町
の魅力を伝える案内役とし、貢献さ
れてきた功績が認められたものです。
　会長の石

い し

黒
ぐ ろ

幸
ゆ き

男
お

さんは「このような
名誉ある賞をいただき光栄に思いま
す。ご参加いただいたみなさんの笑
顔のために、コツコツと頑張ってきた
甲斐がありました。」と話されました。

　武豊中１年生の堤
つつみ

田
だ

樹
いつき

さん（ホワイ
トベアーズベースボールクラブ所属 東
浦）が 11 月に行われた文部科学大臣
杯第 14 回全日本少年春季軟式野球
愛知県大会で優勝され、全国大会の
出場権を獲得されました。堤田さん
は、「上の代がいるので出場できる時、
できない時がありますが、出場でき
る時にはしっかりとアピールしたいで
す。全国制覇を目指して頑張りたいで
す。」と話されました。

感謝状贈呈式
を行いました

１/
27 金

1/
26木

地域づくり活動
表彰を受賞

月

2/
６

野球で
全国大会出場！

１/
20金

伝統の六貫山たくあん
できたよ

　六貫山保育園の園児たちが地域の町農
業委員さんに習い、たくあんの漬け込み
作業に挑戦。給食では自分たちで漬けた
たくあんの入ったチャーハンを食べました。

たくあんチャーハン

完成！手作りのたくあん入り

実は、六貫山保育園が建つ前は漬物工場だったんだよ～

水でジャブジャブ洗います

たくあんの漬け方を教えてもらいました 給食でおいしく食べました！

自分たちでつくった
たくあんは
おいしいね！

子育て支援課
栄養士 辻原さん
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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

5月

天使の写真募集中！

◆対　　象　平成29年～令和４年の5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　3月31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

亀
かめ

谷
たに

千
ち

咲
さ

希
き

ちゃん・直
なお

大
ひろ

くん
３月２日生�（４歳）・23日生(１歳)

鏡
かがみ

　莉
り

桜
おん

・愛
あん

珠
じゅ

ちゃん
３月7日生�（3歳）・9日生(１歳)

尼
あま

ケ
が

塚
つか

彪
あや

斗
と

くん
３月17日生�（３歳）

　竹
たけ

内
うち

　春
はる

弥
や

くん
３月８日生�（５歳）

古
ふる

川
かわ

　冬
とう

麻
ま

くん
３月16日生�（４歳）

永
なが

田
た

　美
み

桜
お

ちゃん
３月18日生�（６歳）

米
よね

島
じま

しいなちゃん
３月24日生�（４歳）

川
かわ

添
ぞえ

　結
ゆ

衣
い

ちゃん
３月８日生�（５歳）

石
いし

井
い

　葵
あお

葉
ば

ちゃん
３月８日生�（４歳）

竹
たけ

内
うち

　春
はる

陽
ひ

くん
３月18日生�（３歳）

浅
あさ

野
の

　美
み

桜
お

ちゃん
３月22日生�（５歳）

鈴
すず

木
き

　愛
あい

基
き

くん
３月22日生�（４歳）


