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主な内容主な内容

　第12回愛知駅伝が12月2日
に、長久手市にある愛・地球博記
念公園で開催されました。阿久
比町チームが“心とタスキ”をつ
なぎ、悲願の初優勝を果たしまし
た。関連記事が4・5ページにあり
ます。

■町村の部でナンバー1
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平成30年度　保育園の入園案内平成30年度　保育園の入園案内

新年のごあいさつ

愛知駅伝で阿久比町チームが初優勝
町長と町議会議長から新年のごあいさつです。

2017年まちの出来事

第12回愛知駅伝で阿久比町チームが、町村の部で初優勝を
飾りました。

阿久比町の2017年を振り返ります。

平成30年度の自由契約児（3歳児）の入園を受け付けます。

新年のごあいさつ

愛知駅伝で阿久比町チームが初優勝
町長と町議会議長から新年のごあいさつです。

2017年まちの出来事

第12回愛知駅伝で阿久比町チームが、町村の部で初優勝を
飾りました。

阿久比町の2017年を振り返ります。

平成30年度の自由契約児（3歳児）の入園を受け付けます。
❼ページ
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　明けましておめでとうございます。
　町民の皆さまには、輝かしい希望に満ちた新春を
健やかにお迎えのことと、心からお慶び申し上げま
す。また日頃より、阿久比町政に対しまして、ご理解
とご協力をいただき感謝いたしております。

　昨年は、新庁舎・多目的ホールの完成を祝う記念式
典と行事を無事に行うことができました。式典では、
皆さんから公募した新ホールの愛称「アグピアホー
ル」の発表や、皆さんに選んでいただいた緞帳「阿久
比の誇り」の披露などを行いました。記念行事では、
山車の祝いこみをはじめ、餅まきやケイコ・リージャ
ズコンサートなどを行い、朝早くからお集まりいた
だいた多くの町民の皆さまと一緒に、完成をお祝い
できたことを大変嬉しく思っています。これら一連
の開催に当たり、ご協力をいただきました多くの
方々には、厚くお礼を申し上げます。
　私が嬉しく思っているのは、町民の皆さまがこの
新しい施設を使って、さまざまなイベントや発表会
を開催してくださり、皆さまの「集える場所」となっ
てきていることです。これからも皆さまに愛される

庁舎でありたく願っています。それには、職員の笑顔
と住民目線でのサービスの提供が大切です。役場職
員一同と共に頑張ってまいります。
　

　「頑張る」で思い出すのが、何といっても昨年12月
2日に行われた第12回愛知県市町村対抗駅伝競走大
会です。阿久比町が町村の部で見事に初優勝いたし
ました。苦節12年。その間、選手たちはあきらめるこ
となく、年代を超えてタスキをつなぎ、栄冠を勝ち取
りました。多くの町民の方が、選手の頑張る姿から感
動とパワーをもらい、その姿に「阿久比町の未来と希
望」を感じ取ったのではないでしょうか。

　近年、本町では大規模な宅地開発が進み、若い子育
て世代を中心に人口が増加しています。今後急増す
る児童・生徒に安全・安心な給食を安定して提供する
ため、新しい給食センターの建設に取り組んでいき
ます。併せて、学童保育の充実も図り、町の宝である
子どもたちが健やかに成長できるよう努めてまいり
ます。
　また、愛知道路コンセッション株式会社により、レ
ストランや売店などを備えた「上り線阿久比パーキ
ングエリア」と、一般道からも利用できる「愛知多の
大地」が整備される予定です。それらの整備を千載一
遇のチャンスと捉え、県や道路公社、商工会などと連
携を図り、町の活性化につなげていきたいと考えて
います。
　今年は、阿久比町が誕生して65周年となります。
名古屋と阿久比と三河を結ぶＮＡＭトライアングル
による町の発展と、緑豊かな自然を守りつつ都市近
郊の利便性を生かした住みやすく富めるまち「田園
町富」を目指します。
　そして、今年の題字「国之良幹垂愛在民」という言
葉に習い、町民の皆さまに愛を込めた政策を打ち出
し、誰もが「住んでいたい。住んでみたい」と思う活気
ある町となるよう、町民の皆さまと共に力を合わせ
ていきたいと考えています。
　新しい年を迎え、新たな気持ちで努力してまいり
ますので、町政運営に一層のご理解とご協力をお願
い申し上げるとともに、本年も皆さまにとりまして、
実り多く幸せな1年となりますよう心より祈念申し
上げ、新年のごあいさつとさせていただきます。

町民の集える場所

活気ある町を目指して

阿久比町の未来と希望
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　明けましておめでとうございます。
　町民の皆さまにおかれましては、穏やかに輝かし
い平成30年の新春をお迎えのことと、心よりお慶び
申し上げますとともに、本年も皆さまにとりまして
良い年でありますよう心よりお祈り申し上げます。
　町民の皆さまには、日頃から町行政にご協力並び
に議会活動に対しまして、格別のご理解、ご協力をい
ただき、心より感謝いたします。
　さて、昨年10月に行われました阿久比町議会議員
補欠選挙において、新たに3人の議員が仲間になり、
定数の14人となりました。これからは、今まで以上
に一致団結して、議員活動に精進してまいりますの
で、よろしくお願いいたします。
　そして、新庁舎に続き多目的ホール（アグピアホー
ル）の完成により、全ての庁舎建設事業が完了しまし
た。行事やイベントなどで多くの町民の方が利用さ
れ、誠に喜ばしいことと存じます。
　昨年は、大きな台風が日本列島を縦断し、各地で甚
大な被害が出ました。阿久比町では、幸い大きな被害
はありませんでしたが、過去には河川の堤防が決壊
し、多くの家屋が被害に遭ったことは、記憶に残って
おります。阿久比町では地区の防災組織がしっかり
しており、災害時に備え、地域によっては年に数回防
災訓練を行っています。議会としてもこのような活
動を推し進め、協力したいと思っております。
　近年は住宅開発が順調に進み、陽なたの丘地区に
は多くの若い住民が増えてまいりましたことは、阿
久比町にとって大変喜ばしいことだと思っておりま
す。そのことに伴い、子どもたちを受け入れるための
施設の拡充におきましても、町行政と密に連絡を取
りながら、その地区の皆さんの要望を行政に届け、安
心して学校生活を送れるよう努力してまいります。
　教育関係では、昨今、県外の自治体が「幼保小中一
貫教育プロジェクト」につきまして、先進地というこ
とで行政視察にお見えになり、大変参考になりまし
たとお礼をいただいております。このことは、教育関
係者の皆さまがしっかりと子どもたちを見守り、ご
家庭で家族の絆ができているからこそだと思い、感
謝しております。
　また、12月2日に愛・地球博記念公園で開催されま
した、第12回愛知県市町村対抗駅伝競走大会では、
阿久比町は「町村の部」で前回の4位から大きく順位
を上げ、念願の初優勝に輝いたことは大変喜ばしい
ことです。選手の皆さまには、今年も活躍を期待して
おります。

　そして、これからも常に町民の皆さまから信頼さ
れる、開かれた議会づくりを目指して創意工夫を重
ね、その果たすべき役割と責任を自覚しながら皆さ
まの期待に応えられるよう、精いっぱい取り組んで
まいります。本年は、議員活動節目の４年目に入りま
すので、議会改革にも取り組み、より良い議会を目指
してまいります。
　今後も、若者からお年寄りまで幅広い年齢層から、
住み続けたい町と思われるよう、行政と議会の充実
を図り、町議会といたしましても、常に町民の皆さま
と共に歩みながら、議会の監視機能も十分に発揮し
てまいる所存であります。
　最後に、本年も町議会に対しまして、温かいご支援
とご協力を賜りますよう心からお願い申し上げます
とともに、本町の限りない発展と皆さま方のご健勝
とご多幸を心からお祈り申し上げ、新年のごあいさ
つといたします。

阿久比町議会　議長

沢田 栄治
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町村の部
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サポート選手 ： 山本睦乃、河合希叶、田中　茂、椎葉心彩、井本歩希、
　　　　　　　柴田順平、伊藤くるみ、新海結夢、青木　信
監　督 ： 鈴鹿　敦
コーチ ： 濵﨑政伯

第12回愛知駅伝

悲願の初優勝初優勝
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　愛知万博メモリアル「愛知県市町村対抗駅伝競走大会（略称『愛知駅
伝』）」が、長久手市にある愛・地球博記念公園で開催されました。2005
年に開催された「愛知万博」を語り継ぎ、市町村の交流を目的に行われ
ている同大会。12回目となった今回も12月2日に、県内の全市町村（市
の部38チーム・町村の部16チーム）が参加しました。各市町村の代表と
して、小学生から40歳以上の大人まで各年代で選ばれた9人の選手た
ちが、公園内の周回コース9区間28.7キロメートルのコースで健脚を競
いました。
　これまで最高順位が2位であった阿久比町チーム。大会前から練習を
重ねて培ったチームワークと団結力でタスキをつなぎ、見事、町村の部
で初優勝を勝ち取りました。

　1区は中学生女子の澤田理紗さん。1年生ながら区間2位の走りでタ
スキをつなぎました。2区の井本光紀君が昨年の悔しさを晴らす快走で
1位を奪うと、3区の近藤直樹さんと4区の岡田なのはさんが区間賞と
なる力走でリードを広げました。
　5区の鈴木尚登君と6区の藤原光一郎君も区間賞まで1秒に迫る区間
2位となる走りで首位をキープしました。7区の竹内麻里子さんは、区間
賞となる快走で2位以下を大きく引き離し、市の部も合わせた全体の4
位まで順位を引き上げ、8区の今村天音さんは、女子の中で最長の3.9
キロメートルを粘り強く走り、アンカーにタスキをつなぎました。アン
カーの古川淳一さんも区間3位の素晴らしい走りを見せ、2位の東郷町
に2分近く差を付けてゴールしました。

　今回の優勝は、町民にとっての誇りであり、町全体に大きな勇気と感
動を与えてくれました。優勝をつかみ取った選手はもちろん、サポート選
手や現地に駆け付けた応援の方たちを含めた阿久比町チームの皆さ
ん、おめでとうございます。
　詳しい大会結果は、大会ホームページ（http://tokai-tv.com/ekiden17/）
で確認できます。

　初回大会から、徐々に力を付けてきた
阿久比町チーム。ここ数年は2位～4位
と、優勝を狙えるチームとなりました。
　今年は昨年出場した選手が多く残り、
この大会に向けて定期的に集まって練習
を重ね、チームワークを培ってきました。

12年分の思いをつないだ選手たち

2区以降は1位を一度も譲らぬ完璧なレース

感動をありがとう

　「監督に就任して10年、『継続は力なり』をモットーに、子どもたちと一緒
に練習に励み、チーム作りを行ってきました。年々選手も育ち、今回は最強
のメンバーに巡り会えました。どの選手も1秒を大切に、全力を尽くしてく
れたことに感謝しています。町民の皆さんの応援の力も大きかったです。
連覇のために、今後も日々の練習を頑張っていきたいと思います」　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 監督　鈴鹿　敦

順位
1位
2位
3位

町村名
阿久比町
東郷町
東浦町

タイム
1時間35分33秒
1時間37分28秒
1時間38分08秒

第12回　町村の部

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回

9位
15位
4位
5位
6位
5位
3位
3位
準優勝
4位
4位
優勝

東浦町
三好町
三好町
三好町
東浦町
東浦町
東浦町
東浦町
東浦町
東浦町
武豊町
阿久比町

豊田市
岡崎市
岡崎市
豊橋市
豊橋市
豊橋市
田原市
豊橋市
豊田市
名古屋市
名古屋市
豊田市

市の部
優勝

町村の部
優勝

阿久比町の
成績

阿久比町の
成績開催数

優勝までの道のり
〜12年間の軌跡〜

表 彰 式

近藤直樹さん近藤直樹さん 岡田なのはさん岡田なのはさん 竹内麻里子さん竹内麻里子さん

区間賞おめでとう
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　スポーツ村すこやか町民開放日（毎月第3日曜日）に合わせ、トレーニングスクールを行います。今回から
3回続けて「安全で良い姿勢」のプログラムを中心に、ポールウォーキングに取り組みます。楽しく健康づく
り・体づくりをしましょう。
■日　時　1月21日（日）午後2時～午後3時30分（マラソン大会のため、実施時間が遅くなっています）
■場　所　阿久比スポーツ村陸上競技場（雨天時は屋内練習場で実施）
■対　象　町内在住の家族または個人（身長130cm以上の小学生から大人まで）
■定員・参加費　20組（先着順）・無料
■申し込み方法　電話、ＦＡＸ、電子メールまたは直接社会教育課の窓口で申し込んでください。その際、氏

名、年齢、性別、住所、電話番号をお知らせください。（ＦＡＸ、電子メールの場合は件名に
｢トレーニングスクール｣と明記してください。）

■講　師　平井由佑子さん（健康運動指導士）
　　数多くの自治体、スポーツクラブにおいて

トレーニング教室、健康づくり教室、からだづ
くり教室などの講師を務める。今話題のコア
トレーニングの指導にも精通している「から
だづくりのスペシャリスト」。

すこやかトレーニングスクール

文化交流サロンを開催文化交流サロンを開催文化交流サロンを開催

1月のプログラム「やってみよう！ポールウォーキング」

■申込期限　1月19日（金）
■申し込み・問い合わせ先
　社会教育課体育係
　蕕（48）1111（内1228）
　ＦＡＸ（48）6229
　電子メール taiiku@town.agui.lg.jp

今後の
予定

～冬～（2月～3月）　家族プログラム　“やってみよう！ポールウォーキング ”
※毎回、参加申し込みが必要です。詳細は毎月１日号の広報に掲載します。

　山本勝子さん（知多半島総合研究所顧問）を招いて、阿久比町の良さを再発見する交流会を行います。
いれたてのコーヒーとプチお菓子を楽しみながら、阿久比の「とっておき」についてお話ししませんか。申し
込み不要ですので、たくさんの方のご来場をお待ちしています。

　当日お手伝い
いただけるフロアー
担当のボランティア
を募集しています。

■日　時　1月21日（日）午前10時～正午
■会　場　あつまルーム（中央公民館本館1階）
■問い合わせ先　あつまろまい会（安井）　蕕（48）8554

「住民税1％町民予算枠制度」
わくわくコラボ採択事業

フェイス  トゥ  フェイス（み ん な で 協 働 推 進 ペ ー ジ）〈H30.1.1〉
顔のみえる関係づくりでひろげる阿久比のまちづくり

このごろなんだか阿久比がおもしろい！このごろなんだか阿久比がおもしろい！このごろなんだか阿久比がおもしろい！

第3弾
あつまルーム1周年記念事業あつまルーム1周年記念事業あつまルーム1周年記念事業
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　皆さまにはご迷惑をお掛けしますが、参加
者の安全確保のため、規制時間帯は周辺道
路への自動車の通行を控えるなどご協力を
お願いします。規制時間中、通行止め区間へ
の車両の出入りは一切できません。
　マラソンコースの通行、駐車場への出入
りについては、警察官、係員の指示に従って
ください。

■問い合わせ先
　社会教育課体育係（内1228・1229）

■規制日時　１月21日（日）
　　　　　　午前９時～午前１１時３０分
■規制場所　阿久比スポーツ村陸上競技場

周辺道路

　平成30年度の自由契約児（3歳児）の入園を受け付けます。願書の配布
と受け付けは、子育て支援課で行います。入園希望者が募集人員を超えた
場合は、抽選により入園を決定します。
　ほくぶ幼稚園で入園手続きを進めている方は申し込みできません。
■入園できる園と募集人員
　▽草木保育園　若干名　▽英比保育園　若干名
　▽城山保育園　若干名　▽東部保育園　若干名
■受付期間　1月9日(火)～1月12日(金)（願書の配布は、1月4日(木)～）

　※土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分～午後5時15分
■申し込み・問い合わせ先　子育て支援課幼児保育係　蕕(48)1111（内1123・1124・1130）

保育園の入園案内保育園の入園案内保育園の入園案内平成30年度平成30年度平成30年度 （3歳の自由契約児）

※車で会場にお越しの方は、駐車場に限りがありますので、乗り合わせ
でお越しください。

■マラソンコースと大会周辺概略図

マラソンコース
通行止め区間

草木東

中部工業団地北

阿久比インター
卯坂

卯坂南

城街道
阿久比町役場北

卯坂西

役場

スポーツ村

知多半島道路

Ｐ

知多半島道路

卯坂西

阿久比町役場北

阿
久
比
駅

坂
部
駅

阿久比町
役場前

名
鉄
河
和
線

野球場

陸上競技場

ほくぶ幼稚園ほくぶ幼稚園

N

※ブルーラインとオレンジラインとの相互乗り継ぎ、接続の電車への乗り継ぎができない場合もあります。
■当日の運行状況の問い合わせ先　大興タクシーバス事業部知多営業所　蕕0562（57）1870

　「阿久比町健康づくりマラソン大会」が1月21日(日)にスポーツ村周辺で開催されます。大会の進行状況によ
り、循環バス「アグピー号」オレンジラインは、午前中の便に遅れが予想されますのでご注意ください。
■問い合わせ先　防災交通課交通係　蕕（48）1111（内1209）

【オレンジラインの遅れが予想される便と区間】

マラソン大会開催日の「アグピー号」についてマラソン大会開催日の「アグピー号」についてマラソン大会開催日の「アグピー号」について

202便 スポーツ村（9：46発）→草木公民館（10：03発）→浅井外科（10：09発）→
阿久比駅前（10：30着）の区間

スポーツ村、ピアゴ、草木公民館、浅井外科方面

アグピー号だより vol.31

「健康づくりマラソン大会」に伴う通行規制について「健康づくりマラソン大会」に伴う通行規制について「健康づくりマラソン大会」に伴う通行規制について



阿久比町小学生海外派遣事業阿久比町小学生海外派遣事業

全国へ発信
228

【英比小学校　澤田　碧】

　阿久比町では小学生海外派遣事業として、毎年、小学6年生の児童をシンガポールに派遣しています。8回
目となる今回も、10人の元気な子どもたちが異国の地へと旅立ちました。今回は子どもたちの手記から、そ
の様子をお伝えします。

　私は、グリーンウッド小学校でゆかたの紹介をしました。ペアの子
が「かわいい」と喜んでくれたので、とても嬉しかったです。その後の
お手玉遊びでは、ペアの子は私よりも上手で、もっと練習しておけば
よかったと思いました。一緒に着たゆかたはプレゼントしてきました。
私が説明したことを思い出して、自分でゆかたを着てくれるといいな
と思いました。

【東部小学校　青木暖流】
　グリーンウッド小学校では、文化の違いを感じました。廊下や階段
の壁には、子どもたちが描いた絵などが飾られていました。昼食は、
東部小学校では給食係がワゴンを持ってきて配りますが、グリーン
ウッド小学校には売店があり、自分でご飯を買って食べます。僕は、た
くさんの子どもたちと、けん玉や竹とんぼなどで楽しく遊んで交流す
ることができました。

【英比小学校　都筑凱登】
　グリーンウッド小学校の異文化交流では、折り紙を教えました。僕
は手裏剣と紙飛行機の折り方を教え、みんなで投げたり飛ばしたりし
ました。僕は英語があまり得意ではありませんが、簡単な英語とジェ
スチャーで、ペアの友達とコミュニケーションが取れたので、うれし
かったです。　　　　　　　　　

【東部小学校　藤原光一郎】
　グリーンウッド小学校で、僕のペアはリーオン君でした。時々、英語
で何を話しているのか分からなかったけれど、一生懸命リーオン君の
話を聞いていると、なんとなく分かるようになりました。リーオン君
も、僕のためにゆっくりと話をしてくれました。シンガポールの友達は
とても優しいなと感じました。
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【草木小学校　竹内美香】
　グリーンウッド小学校は、草木小学校の2～3倍の広さがありまし
た。小学校で特に楽しかったことは、ダンスの授業です。よく分からな
いところがありましたが、シンガポールの子どもを見たり、ダンスの
映像を見たりして、少しずつ踊れるようになりました。私は教科書を開
かないで授業をしていることがすごいなと思いました。

【南部小学校　正村莉久】
　ナイトサファリは、シンガポール最後の日程です。食事をしてファイ
ヤーショーを見た後、トラムに乗ってナイトサファリに出発しました。
特に心に残っているのはアジアライオンです。まだ薄暗い時間だった
ので姿もよく見え、ライオンのほえる声が聞こえるほど距離も近かっ
たので迫力がありました。

【東部小学校　岡田なのは】
　シンガポールでは中華街、インド人街に行きましたが、他にもアラ
ブ人街などがあり、日本とは違い、たくさんの民族が暮らしていまし
た。おみやげを買うとき、その国の言葉が聞こえてきて、服装や身に
付けている物も違いました。日本では体験できないことだったので、
不思議な、でも新鮮な感じがしました。

【東部小学校　縣　美優】
　マレーシアでは、王様の宮殿に行きました。宮殿の前には大きな王
冠もありました。初めて見た宮殿はとても大きくきれいで、びっくりし
ました。バスに乗ったとき、他のバスに乗ったマレーシアの学校の子
に手を振ったら振り返してくれました。日本では簡単に国境を越える
ことができないので、貴重な体験ができました。

【南部小学校　鈴木茉奈】
　私たちは、2日目にチャイナタウンに行きました。初めに、みんなで
マンゴーのかき氷を食べました。量が多かったけれど、おいしかった
です。その後、買い物をしました。お店の人は日本語を少し話せるの
で「安い、安い」と押し売りをされました。本当に安かったので、ついた
くさん買ってしまいました。

【草木小学校　都筑　仁】
　シンガポールのデンソーと阿久比のデンソーとの違いは、働いて
いる人の人種が多いことです。従業員106人のうち日本人は16人
で、他はマレー系、中国系、華人、インド系がほとんどでした。今回、シ
ンガポールの空港に着いたときは、不安と緊張ばかりで楽しむことは
考えられませんでしたが、常に一人ではなかったので、不安があって
も友達と話せば消えていきました。

受注No.17L00618／版管理番号224954-01／阿久比町役場様
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防災交通課 （48）1111（内1210）

防災行政無線情報は電話でも （48）7030で確認してください。
防災行政無線が聞き取りにくい場合は、

最新のメッセージを聞くことができます。

広報あぐい　2018.1.1
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防災講演会を開催します
「災害って人ごと？」
　近年、本町は大きな災害が起きていません。そのため、日本各地のさまざまな災害を「自分には関係ないこ
と」と考えている方もいるのではないでしょうか。
　また、災害に対して危機感はあっても、具体的にどのような備えをしなければならないのか分からない人も
多いのではないでしょうか。
　そこで、実際に被災された方を熊本から招き、リアルな経験談と身近なものでできる対策を伝える講演会を
開催します。

「東日本大震災と熊本地震、2回の被災経験」
　講師の柳原さんは、東日本大震災で自宅が大規模半壊し、2週間の避
難所生活を強いられました。その後、妹が暮らす熊本県へ子どもと移
住。防災士の資格を取得し、地道な講演活動を始めた折、熊本地震でも
被災しました。
　移住してきた柳原さんに、熊本の人は次のように言ったそうです。

「来て良かったね。熊本は地震がないよ」と。

「人ごとだと思って何もしていなかった」
　こうした後悔をなくすため、被災経験を伝えることを使命にした講
演は、200カ所、参加者1万人を超えています。2回の大震災を経験し
た方の話を聴ける機会はめったにありません。
　講演を聴き、災害を擬似体験することで「自分にも起きる」と危機感
を持つことができるはずです。そして、それぞれの家庭に合った防災
を見つめ直すきっかけになることでしょう。

　宮城県多賀城市生
まれ。熊本県在住の
防災士。子ども2人を
持つシングルマザー。 
　講演会の最後に復
興ソング「花は咲く」
を歌うことから「歌う
ママ防災士」と名付
けて活動

■開催日　2月10日（土）
■時　間　午前10時～午前11時30分
　　　　　　　（受付時間　午前9時30分～）
■会　場　アグピアホール（中央公民館多目的ホール）
■対象者　どなたでも
■定　員　400人
■参加費　無料
■申し込み方法　1月22日（月）までに電話または防

災交通課窓口で申し込んでください。（町のホーム
ページや全戸配布されるチラシを使っての申し込
みもできます）

■講　師　柳原志保さん

～熊本地震と東日本大震災　
　　　ふたつの大災害を経験して～防災ってなにをすればいいの？

受注No.17L00618／版管理番号224954-01／阿久比町役場様
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12/5
（火）

12/1
（金）

11/26
（日）

12/3
（日）

あなたは写っていませんか。もし写っていれば、写真をおわけしますのでご連絡ください。 　政策協働課　蕕（48）1111（内線1310）

　第27回阿久比町スポーツ少年団交流大会が、スポーツ村
陸上競技場で行われました。野球やサッカーなど5団体25
チームが参加し、小学校低学年の部と高学年の部にそれぞれ
分かれて駅伝を行いました。子どもたちは、ゴールを目指して
タスキをつなぎ、競技場と周辺道路を駆け抜けました。高学年
の部で優勝した児童は「小学校最後の大会で優勝できてうれ
しい」と笑顔で話しました。結果は次のとおりです。（敬称略）

　宮津公民館で行われている「宮津ふれあいサロン」に、東部
小学校の児童らが招かれました。3年生の児童131人が、サロ
ンや子ども会の方などと一緒に、松ぼっくりを使った小さなク
リスマスツリー作りに挑戦しました。周りに座る友達と飾りを
交換したり相談したりしながら、松ぼっくりに飾りを１枚１枚丁
寧に貼りつけていく児童たち。それぞれが思い思いのオリジ
ナルツリーを完成させ、うれしそうな表情を浮かべていまし
た。児童の一人は「思ったよりも上手にできた。家に帰ったらリ
ビングに飾りたい」と笑顔で話しました。

　阿久比町の監査委員（平成15年～平成27年の12
年間）として尽力していただいた関又男さん（白沢台）
が、監査事務功労者として総務大臣表彰を受けまし
た。アグピアホールで副町長から表彰状を伝達され、

「12年間大変なこともありましたが、頑張りが報われた
ようでうれしいです」と喜びを語りました。

　あぐいカップリングパーティーが開催され、抽選で決
まった男性20人、女性18人が参加しました。男女別セ
ミナーや自己紹介、立食パーティーで交流し、その後の
カップリングタイムでは6組のカップルが成立しました。
　来年度も男女交流イベントを行う予定です。真剣に結
婚を考えている皆さんの申し込みをお待ちしています。

【低学年の部】
▽優　勝　A.F.C.AGUI-F
▽準優勝　A.F.C.AGUI-G
▽第 3 位　A.F.C.AGUI-H

【高学年の部】
▽優　勝　A.F.C.AGUI-A
▽準優勝　A.F.C.AGUI-D
▽第 3 位　白沢ベアーズB

スポーツ少年団が駅伝で交流

松ぼっくりでクリスマスツリー

元町監査委員　関さんが総務大臣表彰 6組のカップルが成立
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1月
 5 日
 8 日

22日
2月
 5 日
14日
3月
 4 日   
 5 日
12日
30日
4月
 1 日

 
 2 日
 8 日
20日
23日

25日

29日

5月
 9 日
13日

13日
13日
19日
21日
28日
6月
 3 日

15日
16日
20日

21日
25日
30日

第2回菅原道真公書初め大会
消防出初式
成人式
第31回凧あげ大会

男女共同参画講演会
町内４小学校の児童が２分の１成人式

第21回阿久比町近郊リレーカーニバル
あぐいっしょクッキングスクール
消防団観閲式
新庁舎・多目的ホール完成記念式典

アグピアホールオープン
SAKURA保育園開園
消防団入退団式（女性団員が入団）
カフェ&レストラン桜坂オープン
新庁舎・多目的ホール完成記念行事
ほたるの幼虫観察会（～21日）
英比小学校に子どもの読書活動優秀実践
校として文部科学大臣表彰

「住民税1％町民予算枠制度」公開事業報
告会
春だ！れんげだ！農業まつり（第23回農
業まつり）

未来づくり懇談会（～27日・町内８カ所）
生涯学習フェスティバル（14日、20日、21
日）
愛知県植樹祭
阿久比町植樹祭
町小学校陸上競技大会
ゴミゼロ運動
梅まつり

花かつみ園一般公開（～18日）
ほたるポスター作品展（～18日）
幼保小中高一斉あいさつ運動（～21日）
ほたる観察会（～18日）

「ホタルと一緒に自然を守らナイト」（～７
月１０日）
ホタル生息分布調査（～23日、28日～30日）
第40回消防団消防操法大会
社会を明るくする運動・安全安心町民大
会

1月
 5 日
 8 日

22日
2月
 5 日
14日
3月
 4 日   
 5 日
12日
30日
4月
 1 日

 2 日
 3 日
 8 日
20日
23日

25日

29日

5月
 9 日
13日

19日
21日
28日
6月
 3 日

15日
16日
20日

21日
25日
30日

消防団入退団式
女性団員が入団

愛知県植樹祭と
町植樹祭
緑を大切に

成人式
晴れの門出を皆で祝う

新庁舎・多目的ホール
完成記念行事

町民の皆さんと共にお祝い

新庁舎・多目的ホール
完成記念式典

アグピアホールのお披露目

第31回凧あげ大会
手作りの大凧、小凧が空を舞う

消防団入退団式
女性団員が入団

愛知県植樹祭と
町植樹祭
緑を大切に

成人式
晴れの門出を皆で祝う

新庁舎・多目的ホール
完成記念行事

町民の皆さんと共にお祝い

新庁舎・多目的ホール
完成記念式典

アグピアホールのお披露目

第31回凧あげ大会
手作りの大凧、小凧が空を舞う

2017年2017年2017年１年間
いろんなことが
あったね

１年間
いろんなことが
あったね
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7月
 2 日
 3 日
15日
25日

29日
8月
 8 日

16日
27日
28日
9月
 9 日

10日
21日
23日
27日
28日

10月
 1 日
 6 日
 8 日
15日
19日
21日
26日
28日
31日
11月
 3 日

 6 日
18日
20日
12月
 2 日

 3 日

16日

野外音楽会
役場芝生広場で初開催

産業まつり
6,000人が訪れる

愛知駅伝
町村の部で初優勝

阿久比中学校
70周年記念式典
これまでの歩みを振り返る

野外音楽会
役場芝生広場で初開催

産業まつり
6,000人が訪れる

愛知駅伝
町村の部で初優勝

阿久比中学校
70周年記念式典
これまでの歩みを振り返る

町民体育祭
レクリエーション大会

3年ぶりに開催

町民体育祭
レクリエーション大会

3年ぶりに開催
みんなの菊花展
作り手の心が咲かす大輪
みんなの菊花展
作り手の心が咲かす大輪

7月
 2 日
 3 日
15日
25日

29日
8月
 8 日

16日
27日
28日
9月
 9 日

10日
21日
23日
27日
28日

10月
 1 日
 6 日
 8 日
15日
19日
21日
26日
28日
31日
11月
 3 日

 5 日
18日
20日
12月
 2 日

 3 日

16日

青少年健全育成推進大会
「安否確認フラッグ」の有償配布
町立図書館で「おたのしみ会」
小学生海外派遣事業でシンガポールへ児
童10人を派遣（～30日）
役場芝生広場で「野外音楽会」

中学生海外家庭生活体験事業でカナダへ
生徒10人を派遣（～16日）
あぐいふれあい盆踊りの夕べ
町防災訓練
阿久比サマースクール（～29日）

「住民税１％町民予算枠制度」公開ヒアリ
ング審査
みんなの敬老会
阿久比中学校70周年記念式典
阿久比谷虫供養（椋岡地区）
ダイヤモンド婚者・金婚者お祝いの会

「小学生海外派遣事業」・「中学生海外家
庭生活体験事業」報告会

循環バス“アグピー号”ダイヤ改正
戦没者追悼式
第69回町民体育祭レクリエーション大会
阿久比町議会議員補欠選挙
あぐぴっぴ運動会
町民講座（福澤朗さん）
あぐい教育週間（～11月9日）
第66回文化祭（～29日）
第38回みんなの菊花展（～11月5日）

文化の日式典・文化協会式典・
8020運動表彰
第30回健康まつり
第40回産業まつり（～19日）
幼保小中高一斉あいさつ運動（～24日）

第12回愛知駅伝で阿久比町チームが
町村の部初優勝
人権教育推進事業講演会（三遊亭笑くぼ
さん）
スポーツ少年団交流大会
こどものまち　あぐいっこtown2017

（～17日）

まちの出来事まちの出来事まちの出来事
阿久比町の
１年間を
振り返る

阿久比町の
１年間を
振り返る
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　成人式が1月7日（日曜日）にアグピアホール（中央公
民館多目的ホール）で行われます。
　今年、成人を迎えるのは、平成9年4月2日から平成
10年4月1日までに生まれた皆さんです。阿久比町で
は、237人が対象になります。
　参加する皆さんにとって、思い出に残る「成人式」と
「新成人の集い」にするため、11月から実行委員会メン
バーが毎週中央公民館に集まり、準備を進めてきました。

～実行委員会の新成人に聞きました～
　成人式より一足早く、実行委員の皆さんに成人を迎
えた感想や将来の夢（目標）などを聞きました。

̶ 20歳を迎えて、今までと心境の変化はありますか
「特別変わらないけれど、20歳を迎えたことで将来のこ
とを考える時間が多くなった」
「社会人なので、より責任を意識するようになった」
「しっかりしないといけないと思うけれど、大学生なの
で、特別な実感はない」

̶ 将来の夢（目標）は
「学校の先生になって、部活の顧問をしたい」
「迷い中。もう少しゆっくり考えたい」
「今、勉強している化学を生かした仕事に就きたい」
「商品を売るだけでなく、お客さんを楽しませることが
できる販売員になりたい」

̶ 阿久比町の好きなところは
「近所の人が自然にあいさつしてくれる、アットホームな
ところ」
「自然が豊かな割に駅やスーパーが近く、生活しやすい
ところ」
「自然豊かでのんびりしたところ。名古屋に通学してい
て、帰ってくると静かで落ち着く」

̶ 20年間で一番お世話になったのは誰ですか
「高校の先生。部活も勉強も熱心に指導してくれて、先
生がいなければ今の自分はない」
「祖母。自分に夢を与えてくれたので」
「父。分かりやすく諭してくれた。経験や知識が豊かで尊
敬できる」

　話を聞いた実行委員は学生が多く、20歳を迎えて
も、大人になったという実感が湧かないのも当然かもし
れません。ただ20歳を迎え、急に大人の責任や自覚が
出てくるものでもないと思います。しかし、仲間のため
に成人式を盛り上げようと、責任をもって準備に当たる
実行委員にとって、今回の経験が大人へのステップとな
るのではないでしょうか。ぜひ、一歩一歩ステップアップ
して理想の大人を目指してください。
　実行委員長の竹内陽理さんは「みんなで楽しむのは
もちろん、お祝いに来てくれる恩師の皆さんに成長した
姿を見せたい」と語ってくれました。
　町の未来を担う新成人が多く参加し、人生の素晴らし
い節目の式になることを期待しています。

平成30年平成30年平成30年

消費税が3％から5％に増税
2005年万国博覧会の会場が愛知県に決定
香港がイギリスから中華人民共和国に返還
映画「もののけ姫」（宮崎駿監督）が劇場
公開
ノーベル平和賞を受賞したカトリック修道
女・マザー・テレサが死去
サッカーＷ杯のアジア最終予選で日本が
本戦出場を決める（ジョホールバルの歓
喜）
宇宙飛行士・土井隆雄さんがスペース
シャトル「コロンビア」で日本人初の船外
活動

郵便番号が5桁から7桁に変更
長野冬季オリンピック開催（日本は金5
個、銀1個、銅4個を獲得）

　阿久比町では、8月に町制45周年を記念して
花火大会（2,000発）が行われました。

4月
6月
7月

9月

11月

11月

2月
2月

【平成9年】

【平成10年】

新成人が生まれた時の出来事

間もなく 成 人 式

実行委員の皆さん実行委員の皆さん

準備を進め
る実行委員

準備を進め
る実行委員
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阿久比町のオアシス

文化の泉

展示
期間

1月9日(火)～1月16日（火)
庁舎1階ロビーに展示します。

木下さんと平田さんの作品も展示されます。

■日　時　1月27日（土）、28日（日)
■場　所　中央公民館301

石橋安男さん

「桜」木下智子さん 「梓川」平田武康さん

■コンテ画

■賀状紹介（作品の一部）

■パステル画

「りす」田中春香さん

「スケッチ燦」20周年記念展

■応募方法　掲載してほしい作品などを中央公民館窓口
までお持ちください。（選考は社会教育課で
行います）

■問い合わせ先　社会教育課公民館係
　　　　　　　　蕕（４８）１１１１（内１５０１）

阿久比町では町内で活躍する皆さんの力作をお待ち
しています。どしどしご応募ください。
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〇臨時職員候補者登録制度とは
　町の臨時職員として勤務することを希望される方に、あらかじめ登録をして
いただき、臨時職員が必要となった場合に、登録者の中から条件に合う方に連
絡し、面接をした上で採用を行う制度です。
※登録によって採用を約束するものではありませんので、ご了承ください。

■問い合わせ先　役場代表　蕕（４８）１１１１
【仕事内容に関すること】　希望する職種の受付担当課
【制度に関すること】　総務課人事秘書係（内１３０７）

臨時（パート）職員候補者の登録を受け付けます

①一般事務職
　　　　　　　
■賃　金　時間給875円
■勤務場所　一般事務を必要とす

る部署
■受付担当課　
　総務課人事秘書係（内1307）

②レセプト点検員
■賃　金　時間給875円
■勤務場所　住民福祉課
■経　験　医療事務経験
■受付担当課　
　住民福祉課国保年金係（内1117）

③特定健診事務
　　　　　　
■賃　金　時間給1,510円
■勤務場所　住民福祉課
■資　格　看護師
■受付担当課
　住民福祉課国保年金係（内1117）

④介護認定調査員　　　
　　
■賃　金　時間給１,９4０円
■勤務場所　健康介護課
■資　格　介護支援専門員、保健

師、看護師のいずれか
■受付担当課
　健康介護課介護保険係（内1126）

⑤介護保険情報処理事務
　　
■賃　金　時間給８75円
■勤務場所　健康介護課
■経　験　情報処理（介護保険関係）
■受付担当課
　健康介護課介護保険係（内1126）

⑥介護支援専門員　
　　　　
■賃　金　時間給1,940円
■勤務場所　健康介護課
■資　格　介護支援専門員
■受付担当課
　健康介護課包括支援係（内1128）

⑦保健師　　　　　　　　　

■賃　金　時間給2,120円
■勤務場所　保健センターおよび

地域包括支援センター
■資　格　保健師
■受付担当課
　健康介護課保健係（内1522）

⑧歯科衛生士　
　　　　　　
■賃　金　時間給1,920円
■勤務場所　保健センター
■資　格　歯科衛生士
■受付担当課
　健康介護課保健係（内1522）

⑨看護師　
　　　　　　　　
■賃　金　時間給1,510円
■勤務場所　保健センター
■資　格　看護師
■受付担当課
　健康介護課保健係（内1522）

⑩保育士・幼稚園教諭
　　　　　
■賃　金
　（クラス持ち）月給220,000円
　（クラス持ち）時間給1,220円
　（乳児・クラス加配）時間給1,180円
　（障害児保育）時間給1,200円
　（早朝・延長）時間給1,350円
　（早朝・延長（資格無）） 時間給

1,050円
　※経験などにより加算
■勤務場所　町立保育園・幼稚園
■資　格　保育士資格、幼稚園教

諭免許状、小学校教諭免許状、養
護教諭免許状など

■受付担当課　
　子育て支援課
　幼児保育係（内1124）

⑪保育園用務員
　　　　　　
■賃　金　時間給880円
■勤務場所　町立保育園
■受付担当課　
　子育て支援課
　幼児保育係（内1124）

⑫幼稚園バス添乗員　
　　　
■賃　金　時間給875円
■勤務場所　ほくぶ幼稚園
■受付担当課　
　子育て支援課
　幼児保育係（内1124）

⑬子育て支援センター補助職員

■賃　金　時間給1,130円
■勤務場所　子育て支援センター
■資　格　保育士資格または幼稚

園教諭免許状
■受付担当課　
　子育て支援課
　子育て支援係（内1124）

　登録募集職種と受付担当課など
は次のとおりです。（賃金は平成30
年１月１日現在）

広報あぐい　2018.1.1

16

受注No.17L00618／版管理番号224954-01／阿久比町役場様
広報あぐい1/1号 22Pｶﾗｰ3P含む  政策協働課（210×297mm）／17.12.19／16：21／夏目★★★★■



⑭児童館児童厚生員　
　　　
■賃　金　時間給１,10０円
■勤務場所　卯ノ山児童館
■資　格　保育士資格または教員
免許状

■受付担当課
　子育て支援課
　子育て支援係（内１１２４）

⑮給食調理員
　　　　　　　
■賃　金
　（１日７.５時間勤務の班長）
　月給１８3,1００円
　（1日7.5時間勤務の副班長）
　月給164,700円
　（３年以下）時間給９3０円
　（３年超）時間給９6０円
■勤務場所　給食センター
■受付担当課
　給食センター　蕕（４８）５１１１

⑯給食運転手　
　　　　　　
■賃　金　時間給１,１3０円
■勤務場所　給食センター
■受付担当課
　給食センター　蕕（４８）５１１１

⑰給食配膳員
　　　　　　　
■賃　金　時間給８8０円
■勤務場所　町内の小中学校
■受付担当課
　学校教育課庶務係（内１２３１）

⑱学校用務員　
　　　　　　
■賃　金　時間給８8０円
■勤務場所　町内の小中学校
■受付担当課
　学校教育課庶務係（内１２３１）

⑲学校図書整理員　
　　　　
■賃　金　時間給８7５円
■勤務場所　町内の小中学校
■受付担当課
　学校教育課庶務係（内１２３１）

⑳学校支援員　
　　　　　　
■賃　金　時間給１,１5０円
■勤務場所　町内の小中学校
■受付担当課
　学校教育課学校教育係（内１２３１）

㉑教育相談センター事務
　　　
■賃　金　時間給８7５円
■勤務場所　教育相談センター
■受付担当課
　学校教育課学校教育係（内１２３１）

㉒ボランティアコーディネーター

■賃　金　時間給９６０円
■勤務場所　社会教育課
■資　格　ボランティアコーディ
ネーター

■受付担当課
　社会教育課社会教育係（内１２２８）

㉓スポーツ村管理
　　　　　　　
■賃　金　時間給８7５円（祝日は
　８9０円）
■勤務場所　スポーツ村
■受付担当課
　社会教育課体育係（内１２２９）

㉔公民館管理
　　　　　　　　
■賃　金　時間給875円（土曜日・
日曜日、祝日は８9０円）

■勤務場所　中央公民館
■受付担当課
　社会教育課公民館係（内１５０１）

㉕図書館業務
　　　　　　　
■賃　金　時間給８7５円（土曜日・
日曜日、祝日は８9０円）

■勤務場所　町立図書館
■受付担当課
　町立図書館　蕕（４８）６２３１

■登録方法
　　町指定の「臨時職員登録申
請書」に必要事項を記入の
上、本人が直接受付担当課に
提出し、登録申請を行ってくだ
さい。資格・経験を必要とする
職種については、その職種に
必要な免許状・資格証などの
写しを添付してください。

　　登録申請書は、受付担当課
窓口にあります。町ホーム
ページからもダウンロードで
きます。

■登録要件
１　地方公務員法第１６条各号
に掲げる欠格事項に該当しな
い方

２　登録申込日現在において満
18歳以上の方
3　登録を希望する職種の資
格・免許状などを有している
方
4　職務遂行上支障のない良好
な健康状態である方

■登録有効期間
　４月１日～平成３1年３月３１日
■雇用期間　
　４月１日～平成３1年３月３１日
の必要とする期間

■交通費
　月額２,０００円（月１０日以上勤
務で自宅から勤務地までが２
キロメートル以上の場合）

■勤務時間
　１週間のうち５日以内、１日４～
７.７５時間（職種により異なり
ます）

■その他
　　社会保険は勤務時間によ
り、健康保険、厚生年金、雇用
保険に加入します。

　　年次有給休暇を町の規定
により付与します。

■申請期限　1月31日（水）
■登録から採用までの流れ
①「臨時職員登録申請書」を受
付担当課に提出

②申請書から条件に合う方を書
類選考

③担当課より、申請者に連絡
④面接と勤務条件などの確認
⑤採用決定
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information
お知らせ

　阿久比産の大豆とスリランカの
天日干塩を使って、手作りみそを造
ってみませんか。
■日　時　2月6日（火）に4回実施
　①午前9時～午前10時30分
　②午前10時30分～正午
　③午後1時～午後2時30分
　④午後2時30分～午後4時
■場　所　中央公民館204号室
■持ち物　材料費、エプロン、三角

巾、みそを入れる容器（約6リット
ル入るかめ・樽・プラスチック容
器など。みその出来上がりは、
3.5キログラム程度）

■費　用　材料費2,000円程度
（大豆1キログラム、米麹、塩ほか）

■講　師　あぐいくらしの会、愛知
県農村生活アドバイザー

■定　員　各回8人（計32人）
■申し込み方法　窓口または電話

でお申し込みください。代理申し
込み、申し込み後の時間変更は、
ご遠慮ください。定員になり次第
締め切ります。

■申込開始日　1月18日（木）午前
9時～（初めて申し込まれる方の
み、先行して1月15日（月）午前9
時から受け付けます）

■申し込み・問い合わせ先　
　産業観光課商工労政係
　蕕（48）1111（内1226）

　年度計画などは、知多中部広域
事務組合ホームページでご確認く
ださい。
 普通救命講習Ⅰ（女性限定）
　成人に対する心肺蘇生法、ＡＥＤ

（電気ショックをかける機器）の使
い方、止血方法などを学びます。
■日　時　2月18日（日）午前9時

～正午
■場　所　半田消防署成岩出張所
■定　員　10人（先着順）
■申し込み・問い合わせ先
　半田消防署成岩出張所
　蕕（24）0119

 普通救命講習Ⅰ
　成人に対する心肺蘇生法、ＡＥＤ
の使い方、止血方法などを学びま
す。
■日　時　2月24日（土）午前9時

～正午
■場　所　阿久比町立中央公民館
■定　員　20人（先着順）
■申し込み・問い合わせ先
　半田消防署阿久比支署
　蕕（47）0119

　認知症の方やその家族の息抜
き・交流の場です。地域の皆さん、
介護家族の方、要介護のご本人、医
療・福祉専門職の方など、どなたで

もご利用いただけます。
　本格コーヒーや紅茶でリラック
スしませんか。申し込み不要ですの
で、お気軽にお越しください。
■日　時　2月1日（木）午前10時

30分～午後3時
■場　所　オアシスセンター2階

集団指導室
■参加費　200円（本格コーヒーか

紅茶にお菓子付き）
■共　催　町認知症介護家族交流

会「なごみ会」
■協　力　（公財）認知症の人と家

族の会愛知支部・（特非）HEART 
TO HEART

■問い合わせ先
　地域包括支援センター
　蕕（48）1111（内1127・1128）

救命講習を開催

手作りみそ講習会を開催

ケアラーズカフェを開催

　国の「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ
計画的な推進を図るための基本的な方針」では、廃棄物の減量化の目標
量として、「平成32年度において、1人1日当たりの家庭系ごみ排出量を
500ｇとする」と記述されており、これに相当する阿久比町の値は、567ｇ
（平成27年度）でした。
　「ごみ減量化」に取り組み、この値を目標量に近づけるため「阿久比町家
庭系ごみ減量化実施計画」（案）をまとめました。
　この計画（案）について、パブリックコメントを実施し、広く皆さんから意
見を募集します。
■募集案件名　「阿久比町家庭系ごみ減量化実施計画」（案）
■公表方法　町ホームページに掲載および建設環境課環境係窓口で閲覧
■募集期間　1月5日(金)～1月26日（金）
■提出方法　
　　案件名、住所、氏名、電話番号、意見を記入し、郵便（１月26日（金）必
着）、ＦＡＸ、電子メール、または役場開庁時間内に直接建設環境課環境
係窓口へ提出してください。様式は問いませんが、日本語でお願いしま
す。提出していただいた個人情報は、目的以外に利用および流用しませ
ん。
■意見の取り扱い　
　　提出された意見に対し、個別に回答しませんが、意見の概要と町の考
え方をまとめ、町ホームページなどで公表します。
■提出・問い合わせ先
　建設環境課環境係　蕕（48）1111（内1212・1211）
　〒470-2292　阿久比町大字卯坂字殿越50　ＦＡＸ（49）0057
　電子メール　kankyo@town.agui.lg.jp

　パブリックコメントとは、町の基本的な政策を立案する過程で素案
を公表し、住民の皆さんから広く意見を募集し、提出された意見など
を考慮して町の意思決定を行うものです。また、意見などに対する町
の考え方を公表します。

パブリックコメント（意見募集）パブリックコメント（意見募集）パブリックコメント（意見募集）
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■勤務場所　町立図書館
■勤務内容　図書館用務
■募集人員　１人
■勤務期間　2月1日～3月31日
■勤務時間　週5日（町の規定によ

る。ただし、土曜日・日曜日・祝日
も勤務ができる方）
■賃　金　町が定める金額
■応募資格　図書館司書資格を有

し、パソコン操作ができる年齢
64歳（平成30年2月１日現在）ま
での方（65歳定年）
■試　験　面接試験（1月30日（火））
■提出書類　履歴書（町指定のも

の・写真貼付）
　※履歴書の様式は、図書館で配

布します。また、町ホームペー
ジからダウンロードすることも

できます。
■申込期限　1月25日（木）
■申し込み・問い合わせ先
　町立図書館　蕕（48）6231

 

　阿久比町が発注する建設工事、
設計コンサルタント業務、物品の製
造販売・役務の提供などに係る競
争入札に参加を希望する方は、あ
いち電子調達共同システムにより
入札参加資格申請を行ってくださ
い。
■定時申請期間
　1月4日（木）～2月15日（木）（土

曜日・日曜日・祝日を除く）午前8
時から午後8時まで

お知らせ

　　詳しくは、あいち電子調達共
同システムのホームページをご
覧ください。
■あいち電子調達共同システム
　▽CALS/EC
　https://www.chotatsu.e-aic
　hi.jp/portal/index.jsp
　▽物品等
　http://www.buppin.e-aichi.
　jp/
　※定時申請期間において、障害

などによりシステムが利用で
きない期間があったとしても、
システム利用期間の延長は行
いません。早めの申請手続き
をお願いします。

■問い合わせ先
　検査財政課管財係
　蕕（48）1111（内1312）

嘱託職員を募集

平成30・31年度　
入札参加資格申請の
定時申請が始まります

■対象者
　　労働などで保護者が昼間家庭にいない町内小学
校児童（保護者の就労状況や学年などにより、優先
順位が変わります）

■定員（平成30年度予定）
　▽東部学区【げんきッズ東部165人程度】　
　　　　　　【げんきッズあゆみ75人程度】
　▽英比学区【げんきッズ英比85人程度】
　▽草木学区【げんきッズ草木50人程度】
　▽南部学区【げんきッズ南部50人程度】　
　※げんきッズ東部、草木はNPO法人学童保育ざり

がにクラブ、げんきッズ英比、南部はNPO法人プ
レママクラブ、げんきッズあゆみはNPO法人どり
ーむハウスが運営しています。

■入所申込書配布・提出先
　　継続児童は現在通っている「げんきッズ」で、新規
希望児童は希望する「げんきッズ」または現在通園
している保育園・幼稚園で、それ以外の児童は役場
子育て支援課で配布します。提出先も同じです。

　※各学童保育の場所、利用料、開所時間などは入所
申込書配布・提出先にあるパンフレットで確認し
てください。

■提出書類
　▽入所申込書
　▽家庭で放課後に児童の育成ができないことを証
明する書類（入所希望する児童の父母と65歳未
満の同居祖父母が対象）

　　※げんキッズ東部とげんキッズあゆみの併願は
できません。

■受付期間
　1月12日（金）～31日（水）（土曜日、日曜日を除く）
■入所決定
　審査後の2月下旬ごろ、保護者宛てに通知します。
■入所希望者説明会
　各げんきッズで次の日時に開催します。
　▽げんきッズ東部　　1月19日（金）午後７時～
　　※場所は、げんきッズ東部第1（宮津字宮平池6）

です。
　▽げんきッズあゆみ　1月19日（金）午後7時～
　▽げんきッズ英比　　1月19日（金）午後7時～
　▽げんきッズ草木　　1月20日（土）午後6時～
　▽げんきッズ南部　　1月15日（月）午後7時～
■問い合わせ先　
　子育て支援課子育て支援係
　蕕（48）1111（内1124）

学童保育「げんきッズ」入所者を募集学童保育「げんきッズ」入所者を募集
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■応募資格
　①【総合実務科】知的障害のある

方で次の要件を全て満たして
いる方

　　▽療育手帳を所持している方、
または判定機関で判定を受
けた方

　　▽就職意欲があり、技能を身
に付け職業的自立を望んで
いる方

　　▽訓練と集団生活に支障がな
いと認められる方

　　▽自立通校が可能な方（自宅
から通校できる方）

　　▽訓練の受講に際し、保護者
などの理解と協力が得られ
る方

　②【総合実務科以外の科】障害の
ある方で次の要件を全て満た
している方

　　▽就職意欲があり、技能を身
に付け職業的自立を望んで
いる方

　　▽障害の症状が安定している
方

　　▽訓練と集団生活に支障がな
いと認められる方

■科　目（定員）
　▽総合実務科（15人）
　▽ I T スキル科（20人）
　▽OAビジネス科（30人）
　▽CAD設計科（30人）
　▽デザイン科（30人）
■訓練期間　1年（身体に障害が

あって通校が困難な方は、一定
の要件を満たせば、寄宿舎を利
用することができます）
■費　用　受験料と入校料、授業

料は無料ですが、教科書代、食費
などは実費が必要です。寄宿生
は、寄宿舎の使用料は無料です
が、食費は必要です。
■入校日　4月6日（金）
■応募方法　最寄りの公共職業安

定所で職業相談された後、入校
願書と健康診断書を公共職業安
定所に提出してください。

■募集期間
　1月4日（木）～2月16日（金）
■選考日
　①【総合実務科】2月25日（日）
　②【総合実務科以外の科】
　　3月2日（金）
■選考方法
　①【総合実務科】筆記試験（適性

試験）と運動機能試験、面接試
験（本人・保護者）

　②【総合実務科以外の科】筆記試
験（一般教養試験）と面接試験

（本人）
■申し込み・問い合わせ先
　愛知障害者職業能力開発校
　蕕0533（93）2102

　いつまでも健やかに自分らしく、
いきいきと過ごすために、楽しく体
を動かして健康を維持しましょう。
お口の健康状態や食習慣の見直し
も行います。ぜひご参加ください。
■日　程（全12回）
　①1月23日（火） 
　②1月25日（木） 
　③1月26日（金）
　④1月29日（月）
　⑤1月31日（水）
　⑥2月5日（月）
　⑦2月7日（水）
　⑧2月19日（月）
　⑨2月21日（水）
　⑩2月22日（木）

　⑪2月27日（火）
　⑫3月7日（水）
■時　間
　①と⑫は午後1時30分～
　午後3時30分
　②～⑪は午後2時～
　午後3時30分 
■場　所　オアシスセンター3階
■内　容
　みんなで楽しく身体を動かそう！ 
　①運動前に健康度をチェック
　②～⑪軽い運動
　⑫健康度チェックとまとめ
　※①、③、⑤、⑦、⑨、⑪、⑫は歯科

・栄養の話と個別相談を行い
ます。

■対象者　
　65歳以上の方（原則全ての回に

参加できる方）
■講　師　トレーナー（デイリハビ

リセンター阿久比）、歯科衛生士、
管理栄養士
■定　員　約20人（申込者多数の

場合は抽選）
■料　金　無料
■申し込み方法　1月11日（木）ま

でに電話で申し込んでください。
■その他　毎回、体を動かします

ので、動きやすい服装でお越しく
ださい。体が不調な方や心配な
方は、かかりつけ医と相談の上、
ご参加ください。
■申し込み・問い合わせ先
　健康介護課保健係　
　蕕（48）1111（内1520・1521）

元気アップ教室を開催

愛知障害者職業能力開発
校の来年度訓練生を募集

　愛知県内の特定の産業に適用される6業種の最低賃金が、平成29年
12月16日から次のとおり改正されました。
　既に10月1日に改正されている「愛知県最低賃金」は871円です。

■問い合わせ先　半田労働基準監督署　蕕（21）1030
　　　　　　　　詳しくは、愛知労働局ホームページをご覧ください。

愛知県の特定（産業別）最低賃金が　
平成29年12月16日から改正されました

鉄鋼業最低賃金
はん用機器製造業最低賃金
精密機器製造業最低賃金
電気機器製造業最低賃金
輸送用機器製造業最低賃金
自動車(新車)小売業最低賃金

941円
911円
875円
883円
919円
904円

特定（産業別）最低賃金 時間額

平成29年12月16日

効力発生日
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知多信用金庫　様
　小学校図書の充実のため、町に
現金50万円をご寄付いただきまし
た。

　「ふるさと阿久比応援寄付金（ふ
るさと納税）」で、次の皆さんから町
にご寄付いただきました。
　池野万智　様（1万円）
　本多美保子　様（2万円）
　佐野和也　様（5万円）
　齋藤裕　様（50万円）

お知らせ

ロビーコンサートロビーコンサートロビーコンサート
～憩いのひとときをあなたに～

【第10回】
♪～ノスタルジアに誘われて　ハーモニカのしらべ～♪
■日　時　1月17日（水）午後0時15分～（30分間）
■場　所　庁舎1階ロビー
■出演者　中瀨眞佐夫
■曲　名　箱根の山、フォスター
　　　　　名曲メドレー、行商人、
　　　　　荒城の月　ほか
■問い合わせ先
　Ｍオアシス（代表　近藤由美子）　蕕（48）4947

　音楽の生演奏を聴いて、ほっこりと心癒やされてみ
ませんか？
　10回目は、複音ハーモニカによるコンサートです。
出演するのは、昨年、複音ハーモニカコンクール・シニ
アの部で全国優勝をした町内在住の中瀨眞佐夫さん。
複音ハーモニカの魅力は、奏法の多彩さとその音色。
音の重なりや響きを繊細に表現して、大人も十分に楽
しめるハーモニカの奥深さと魅力をたっぷりと伝えま
す。ぜひ、郷愁を誘う音色に包まれてみませんか。

「住民税1％町民予算枠制度」
わくわくコラボ採択事業

　愛知駅伝の撮影
終盤、持ち場でアン

カーを撮り終えた私は、走ってゴー
ルへ向かいました。しかし、既に多く
のカメラマンなどがゴールテープ正
面辺りに群がり、ゴールが見えませ
ん。「まずい。初優勝なのに写真が撮
れない…」と冷や汗が出ました。「頑
張る選手のためにも行くしかない」
と心を決め、人の良さそうなカメラ
マンを選び、その間をすり抜けまし
た。何とか2列目までたどり着いたも
のの、私の前には体格の良いカメラ
マンたちが…。阿久比町がゴールに
近づくアナウンスが聞こえ、万事休
すと視線を落とした瞬間、前の人た
ちの間に隙間を発見。サッとしゃが
み、その間からゴールの瞬間を狙い
ました。カメラの液晶でゴールの瞬
間が撮れたことを確認した後、初優
勝で喜ぶ選手たちの顔を見ると、何
だかほっとして涙が出そうになりまし
た。

編集後記

ご寄付ありがとうございます
■公共施設などの休業案内（〇印は平常業務　×印は休み）

年始の業務案内

阿久比スポーツ村　草木グランド
白沢グランド　板山グランド

蕕（49）2500
ふれあいの森　蕕（48）8431
勤労福祉センター　蕕（48）6644

丸山公園（運動広場・テニスコート・武道場）
蕕（48）6644

半田斎場　蕕（27）8700
循環バス“アグピー号”　蕕0562（57）1870
　年始は、施設の休業により窓口での予約ができません。予約管理を適正に
行うため、施設休業中は、予約システムからの予約も休止します。（空き状況
の確認はできます）

施設の予約は年始開館初日の午前8時30分からです。

5
（金）

4
（木）

3
（水）

2
（火）

1
（月）

子育て支援センター　蕕（47）0369

1月

　死亡届・出生届などの戸籍の届け出や、火葬の利用手続きは、役場宿直
室で受け付けます。

阿久比町役場　蕕（48）1111
保健センター　蕕（48）1111
中央公民館・アグピアホール

蕕（48）1111
図書館　蕕（48）6231

教育相談センター　蕕（49）2550

施 設 名
問 い 合 わ せ 先
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阿久比町
マスコットキャラクター

阿久比町民憲章
　わたしたち阿久比町民は、ここに町民憲章を定
め、よりよい町づくりに努めることを誓います。
◎ホタル飛びかう、豊かな自然を守ります。
◎歴史と伝統を守り、教養を高めます。
◎スポーツに親しみ、健康で明るい家庭をつくり
ます。
◎オアシス運動をすすめ、笑顔あふれるまちをつ
くります。
◎ボランティア活動に、すすんで参加します。

人 口 と 世 帯
世帯数　10，517　（＋15）
人　口　28，724人（+33）
　男　　14，216人（+15）
　女　　14，508人（+18）
（　　）は前月との増減数

11月中の異動
　出生　19　　転入　83
　死亡　18　　転出　51

平成２9年12月１日現在

　目の不自由な方が広報あぐいを利用できるよう声の
広報ボランティア「あいうえお」がCDに音訳録音してい
ます。録音したCDを利用希望者へ無料で送付していま
す。利用希望者は、下記までご連絡ください。
■問い合わせ先　町社会福祉協議会・ボランティアセンター　（４８）１１１１（内１５２３）

■発行／阿久比町（〒470-2292　愛知県知多郡阿久比町
　大字卯坂字殿越50　 　0569（48）1111）
　編集／総務部政策協働課
■阿久比町ホームページ  ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｔｏｗｎ．ａｇｕｉ．ｌｇ．ｊｐ/
資源を大切に！この用紙は再生紙を使用しています。

　2018年も、読みやすく、皆さんに親しんでもらえる「広報あぐい」を作っていきた
いと思います。町の明るい話題や情報を掲載していきますので、ご愛読ください。
　ホームページやオアシスセンターに設置してある電光掲示板からも、迅速に情報
発信しますので、そちらもご覧ください。
　今年もどうぞよろしくお願いします。

　広報編集スタッフ一同
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