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施設の開館状況やごみの収集日、休日診療などのお知らせです。
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阿久比町長選挙で竹内啓二氏が当選

第33回阿久比町凧あげ大会
1月27日に町内4会場で開催します。
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BBQを楽しみながら恋を見つけませんか。BBQを楽しみながら恋を見つけませんか。
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阿久比町長選挙で竹内啓二氏が当選

第33回阿久比町凧あげ大会
1月27日に町内4会場で開催します。

❹ ～ ❺
ページ

　11月22日に東部小学校の4年生が半
田消防署阿久比支署を見学しました。児
童たちは消防士の1日の仕事内容などを
勉強した後、救急車や消防車の装備品を
見たり、支署内を見学したりしました。児
童たちは署員の説明に、メモを取りなが
ら真剣に耳を傾けていました。

■消防士の仕事に興味津々

11月25日に行われた阿久比町長選挙の投票と開票の結果をお知らせします。11月25日に行われた阿久比町長選挙の投票と開票の結果をお知らせします。
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竹内啓二氏が当選
阿久比町長選挙

開票結果　投票総数　11,524　票　　　　無効票　165　票

投票区別投票状況　当日の有権者数　22,657人　　　  町全体の投票率　50.86％

　11月25日に任期満了に伴う阿久比町
長選挙が行われました。町内9カ所で投
票が行われ、即日開票の結果、竹内啓二
氏が5選を果たしました。任期は、平成
30年12月18日から4年間です。
　当選証書を付与された竹内氏は、「町
民の皆さまにご推挙いただき、身の引き
締まる思い。職員と一丸になってこれか
らの4年間を頑張りたい」と今後に向け
た決意を語りました。
　投票と開票の結果は、下記のとおりで
す。

▲選挙管理委員会委員長から当選証書を受け取る竹内啓二氏

候補者氏名 得　票　数

○当　竹　内　け　い　じ
沢　田　みちたか

7,943

3,416

■問い合わせ先　阿久比町選挙管理委員会　（48）1111（内1308・1309）

投 票 区
東 部
宮 津 団 地
陽なたの丘
英 比
高 根 台
白 沢
草 木
阿 久 比
南 部

有権者数（人）
1,871
2,395
1,680
3,505
1,266
2,555
2,928
2,959
3,498

投票者数（人）
　926
1,235
　852
1,897
　757
1,231
1,351
1,471
1,804

投票率（％）
49.49
51.57
50.71
54.12
59.79
48.18
46.14
49.71
51.57



3

広報あぐい　2018.12.15

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

　阿久比町を探索しませんか。白沢地区をウォーキングで巡ります。
申し込み不要。直接集合場所に来てください。
※　歩きやすい靴、飲み物を各自で用意してください。
■日　時　平成31年1月13日（日）午前10時～午前11時30分
　　　　　（受け付けは午前9時30分から。小雨決行）
■集合場所　白沢グランド駐車場
■参加費　200円（資料・保険代など）
■問い合わせ先　あぐいふるさとガイド（秋葉）
　　　　　　　　　　　090(2135)9961

「住民税1％町民予算枠制度」
わくわくコラボ採択事業あぐいふるさとガイド 白沢周遊白沢周遊白沢周遊

白沢グランド駐車場→白沢大池→白沢ホ
タルの里→白山橋→白沢橋→宝安寺→
峠の地蔵尊→青年会場→八幡神社→英
比橋→北原天神→白沢駅→白沢グランド
駐車場

「北原天神コース」

■会　場　
▽　東部学区会場　宮津公民館西側
▽　英比学区会場　英比小学校運動場
▽　草木学区会場　（株）デンソー阿久比製作所グランド
▽　南部学区会場　阿久比中学校西側多目的広場
■注意事項
▽　凧を揚げるときは、電線や周囲の状況に注意して　
　ください。

▽　凧が高く上がり過ぎると風の影響を受けやすいた
　め、凧糸を伸ばし過ぎないように注意してください。
▽　会場までの行き帰りは、交通安全に注意してください。
▽　凧は、必ず各自が責任を持って持ち帰るようお願い
　します。
■問い合わせ先　社会教育課社会教育係　
　　　　　　　　　(48)1111（内1228）

※　雨天の場合、東部学区会場・英比学区会場は平成31年2月3日（日）に延期
　　　　　　　　草木学区会場・南部学区会場は雨天中止

第33回阿久比町凧あげ大会第33回阿久比町凧あげ大会第33回阿久比町凧あげ大会第33回阿久比町凧あげ大会
大空高く舞い上がれ

町民手作りの
凧が空に

平成31年1月27日（日）午後1時～

受注No.18K01476／版管理番229672-01／阿久比町役場様
広報あぐい12/15号 16P政策協働課（210×297mm）／18.12.04／11:47／長尾★★■
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施 設 名
問 い 合 わ せ 先

阿久比町役場
（48）1111

町保健センター
（48）1111

中央公民館本館・アグピアホール
（中央公民館多目的ホール）　 　

（48）1111
町立図書館
（48）6231

教育相談センター
（49）2550

■公共施設などの休業案内（〇印は平常業務　×印は休み）
年末年始の業務案内

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
（49）2500
ふれあいの森
（48）8431

町勤労福祉センター
（48）6644

丸山公園（運動広場・
テニスコート・武道場）

（48）6644
半田斎場
（27）8700

予約休止期間は、年末開館最終日の午後5時から年始開館初日の午前8時30分までです。
▽　中央公民館本館、アグピアホール（中央公民館多目的ホール）、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、ふれあいの森は、12月27日（木）午後5時～平成31年1月5日（土）午前8時30分

▽　町勤労福祉センター、丸山公園（運動広場、テニスコート、武道場）は、12月28日（金）午後5時～平成31年
1月4日（金）午前9時

【注意】
　予約システムで申し込んだ予約は、全て仮予約となります。各施
設で申請書を提出し、使用料を支払って本予約をしてください。
　7日以内に本予約をしなかった場合、仮予約は自動的に削除さ
れます。
　年末年始の休業中に7日経過した場合も削除されます。年末に
予約した場合は、施設休業前に窓口で本予約をしてください。

27
（木）

5
（土）

4
（金）

3
（木）

2
（水）

1
（火）

12月 1月
31

（月）
30

（日）
29

（土）
28

（金）

　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。

子育て支援センター
（47）0369

あぐいファミリー・サポート・センター
（47）0369

【注意】

　年末年始は、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）

　１２月２８日（金）は、スポーツ村クラブハウ
ス高圧電気改修工事のため１２月２７日（木）
が今年最後の利用日となります。

あぐいファミリー・サポート・セン
ターの年末利用日について
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アグピー号の年末年始の運休期間は
　１２月２９日（土）～ 
　　　平成31年１月３日（木）

～　お願い　～

　12月29日（土）から平成31年1月3日（木）まで休業します。
　年末はごみの量が増えますので、家の内外の掃除やごみ出しは計画的に行ってください。
　1月のごみ収集は、通常の収集日と異なる地区があります。「阿久比町ごみ分別収集カレ
ンダー」で確認し、収集日以外には絶対に出さないでください。
※　町オアシスセンターでの使用済小型家電回収日は、平成31年1月5日（土）からです。

年末搬入最終日時：12月29日（土）午後4時まで　年始搬入開始日時：平成31年1月4日（金）午前8時30分から

　12月29日（土）から平成31年1月6日（日）まで休業します。
　年末は12月28日（金）まで、年始は平成31年1月7日（月）から平常日程でくみ取りをしま
す。申し込みは、町指定の「し尿くみ取り券取扱所」で早めにお願いします。

診療時間：午前9時～正午年末年始休日診療案内

年末年始休日歯科診療所

福住、福住園高台、阿久比団地、板山、高根台、
メイツ巽ケ丘、白沢、白沢台、草木の各地区

年内収集最終日　　12月27日（木）
年明け収集開始日　平成31年1月5日（土）臨時収集
※　平成31年1月7日（月）から通常収集

■各地区の年末年始「燃えるごみ」収集日

■家庭系・事業系ごみの東部知多クリーンセンターへの直接搬入（年末は大変な混雑が予想されます）

【12月29日（土）～平成31年1月3日（木）】
半田歯科医療センター（半田市港町1-62）　（23）2636

横松、萩、宮津、宮津団地、宮津山田、陽なた
の丘、坂部、卯之山、阿久比、椋岡、矢口、高
岡、植、大古根の各地区

年内収集最終日　　12月28日（金）
年明け収集開始日　平成31年1月4日（金）

アグピー号だより　vol.34

　巽ケ丘駅西バス停は、送迎などで混み合う
ことが多いため、アグピー号が停車できなく
なる場合があります。車で送迎する際は停車
時間を短くするなどご協力をお願いします。
■問い合わせ先　
　防災交通課交通係　（48）1111（内1210）

▽12月29日（土）

▽12月30日（日）

▽12月31日（月）

▽  1月  1日（火）

▽  1月  2日（水）

▽  1月  3日（木）

阿久比クリニック
（卯坂字米山1-1） （48）8866
阿久比クリニック

（卯坂字米山1-1） （48）8866
阿久比クリニック

（卯坂字米山1-1） （48）8866
浅井外科

（白沢字天神前33-2） （48）8787
阿久比クリニック

（卯坂字米山1-1） （48）8866
阿久比クリニック

（卯坂字米山1-1） （48）8866

診療時間：午前9時～午後1時

年末年始のごみ収集・し尿くみ取り
ごみ収集

し尿くみ取り

■問い合わせ先　建設環境課環境係　（48）1111（内1211・1212）

■問い合わせ先　健康介護課保健係　（48）1111（内1209）

▲阿久比町ごみ分別
　収集カレンダー

▲し尿くみ取り券取扱所一覧
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健康を意識するきっかけに

　町民の健康増進を目的として、町保健センターで第31回阿久比町健康まつりが開催され、約600人が来場しまし
た。会場には足腰の負担のかかり具合を測定する「歩行測定」や声をパソコンで分析し、健康状態や性格を診断する
「ボイスクリニック」などさまざまなコーナーが設けられ、来場者は「健康を意識するきっかけになりました」と話しまし
た。

　第41回阿久比町産業まつりが役場駐車場を中心に
開催され、2日間で約6,000人が訪れました。会場には
協賛企業や商店などの出店が立ち並び、来場者は焼き
そばやうどん、「アグピー人形焼き」などをおいしそうに
頬張っていました。アグピアホールのステージでは少林
寺拳法の演舞や和太鼓の演奏などが披露され、来場者
の注目を集めていました。

▲　血管年齢測定を受ける参加者 ▲　フッ素塗布をして強い歯に

11/4
（日）

阿久比の産業　見て食べて楽しんで

▲　農畜産物が当たって喜ぶ参加者 ▲　立派に育った農畜産物を眺める

▲　和太鼓の演奏

11/17
（土）

18
（日）・



　第7回太極拳世界大会（10月27日～10月28日　中
華民国台北アリーナ）の外国人の部13式太極拳で金メ
ダル、全体の部で銅メダルを受賞した渡邊順子さん
（卯坂）が町長を表敬訪問しました。渡邊さんは約20年
前に太極拳を始め、集大成として今回の世界大会に挑
みました。受賞について、「家族や仲間のおかげでここ
まで続けることができた。これからも練習を重ね、成長
していきたい」と笑顔で話しました。

世界大会金メダル
これからも成長したい

悔しさをバネに次こそ優勝を
　第56回全国防具付空手道選手権大会（9月24日　東
京武道場）に出場した敬信館阿久比支部所属の永池理
良さん（東部小4年・左）と竹内花梨さん（草木小3年・
右）が町長に結果を報告しました。2人とも準優勝を手
にしましたが、普段どおりの力が発揮できなかったとの
ことで、悔しそうな表情を見せました。「もっと練習を頑
張りたい」と言葉に力を込めました。

11/7
（水）

11/14
（水）

　ほくぶ幼稚園の園児たちがサツマイモ掘りをしまし
た。「取れた」と言ってうれしそうな表情を見せる園児た
ち。今年は天候不順で昨年ほど大きいサイズのものは
ありませんでしたが、園児たちはサツマイモが傷付か
ないように慎重に掘り進め、たくさん収穫することがで
きました。11月7日にPTAとサポ ト̶の方の手伝いで、
焼き芋会をしておいしく食べました。

大事に育てたサツマイモを収穫
10/22
（月）

▲　いっぱいサツマイモを掘るぞ

▲　胸に輝く金メダルと銅メダル

▲　笑顔を見せる永池さんと竹内さん

ブタさん逃げて　ハラハラドキドキ
　ひなた保育園で読書指導グループ「ぶんぶん」のメ
ンバーが絵本『パンダ体操』『なめれおん』の読み聞か
せと『3匹の子豚』の人形劇を披露しました。人形劇の
途中で歌を歌ったり、木琴を演奏したりして園児たちに
より楽しんでもらえるように工夫をしていました。園児
たちは最後にブタがオオカミを倒すと安心したように
笑顔を見せ、物語を存分に楽しんだ様子でした。

10/16
（火）

▲　人形劇に夢中になる園児たち
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　（48）1111（内線1310） 7
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■年末年始は侵入盗に要注意
　　12月末から1月初旬にかけて長期休暇による旅行や帰省などで、家を空ける方が増えます。泥棒はその隙にあなた
　の家を狙うかもしれません。
■防犯対策状況をチェック
　□　植木や塀などで外から自宅の状況が分からない。
　□　新聞や郵便が置いてあるのが見え、長期間家を空けていると分かる。
　□　家に人がいるとき鍵をしていない。
　□　家の付近で人とすれ違ってもあいさつをしない。
　□　通帳や印鑑などの貴重品を同じ場所に保管している。
　上のチェックに一つでも当てはまる場合は、侵入盗への対策をおすすめします。
■防犯の四原則
　　犯罪を防止するための4つの原則が「時間・光・音・地域の目」です。4原則に基づいて対策を組み合わせることで、大
　きな防犯効果が得られます。

～年末年始に向けて～

～平成31年阿久比町消防出初式～～平成31年阿久比町消防出初式～～平成31年阿久比町消防出初式～～平成31年阿久比町消防出初式～
今回は中央公民館本館北側駐車場で開催

わが家の防犯対策状況チェックわが家の防犯対策状況チェックわが家の防犯対策状況チェック

　愛知県では住宅への侵入盗の被害件数が「11年連続ワースト1位」になっています。件数は平成29年中で3,676件
で、2位との差が約660件あり、全国的に見ても非常に多くなっています。小さな対策を積み上げることで、大きな効果を
発揮することができます。安全な年末年始を過ごすためにも侵入盗対策をしてください。
■問い合わせ先　防災交通課交通係　(48)1111(内1209)

　家の侵入にできる限り時間
がかかるようにする。
（例）在宅時も戸締りをする、
CPマーク（※）の防犯製品などを
活用する。

■日　時　平成31年1月6日（日）午前9時～午前10時45分（予定）
■場　所　町立中央公民館本館北側駐車場
※　前日1月5日（土）から準備のため、駐車場の一部が利用できませんので、よろしくお願いします。
■問い合わせ先　防災交通課防災係　(48)1111（内1209）

「時間」
　家や家の周りを明るくする
（例）センサー式ライトを活用
する。

　音で周囲に異変を知らせる
（例）防犯砂利や警報機を活用
する。

住民同士の連携
（例）普段から近所の人とあい
さつをすることで自然と不審者
への声掛けになる。

「光」

「音」 「地域の目」

※　CPマーク…防犯性能の高い建物部品に使用されるマーク
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シリーズ食育47
～阿久比町食生活改善推進員
連絡協議会のレシピ～

　イチゴは、ビタミンCが豊富に含まれ、風邪の予防や美肌に効果
があると言われます。
　今回は阿久比町食生活改善推進員連絡協議会のレシピ「真っ赤
なイチゴ入りの大福」を紹介します。皮を大きめに伸ばすと、こし
あんとイチゴを包みやすくなります。皮の厚さを変えると食感が
変わるので、自分好みの大福を作ることができます。　
　作りたての皮は柔らかくてとてもおいしいです。皆さんもイチ
ゴを使って、自分好みの大福を作ってください。

「真っ赤なイチゴ入りの大福」レシピ

①　イチゴを洗ってへたを取り、こしあんでイチゴを包
む。
②　耐熱容器に白玉粉と砂糖を入れて混ぜる。
③　②に水を5回に分けて加え、その都度粒がなくなる
までよく混ぜる。
④　③にラップをして、500ワットに設定した電子レンジ
で、3回（1分、1分、30秒）に分けて加熱し、その都度
よく練る。
⑤　④を片栗粉の入ったバットに入れて4等分し、片栗
粉をまぶしながら、まな板の上で薄く伸ばし、①を包
む。
■問い合わせ先
　産業観光課農政係　（48）1111（内1223）

材料（4個分）
・　白玉粉　　50グラム
・　砂糖　　　15グラム
・　水　　　　80cc

・　イチゴ　　4粒
・　こしあん　60グラム
・　片栗粉　　適量

戦後の子どもたちの生活のぞいてみて
　阿久比風土記の会が編集する冊子『戦後の子どもたち』が発
行されました。阿久比風土記の会は町内の各地に残る伝統行事
や風習、習慣について調査し、冊子にまとめている団体です。9
冊目となる『戦後の子どもたち』では、戦後間もない時期を過ご
した町民の皆さんにインタビューした内容がまとめられ、子ども
たちがどのように生活していたのか、何を食べ、どうやって遊ん
でいたのかつぶさに語られています。会員の大村峯子さんと神
谷温三郎さんは「子どもたちに読んでもらい、昔の生活を知って
ほしい」と笑顔で話しました。
　『戦後の子どもたち』は町立図書館で閲覧することができま
す。希望する方は受け付けにお声掛けください。

～　歴史講座受講者募集　～
■日　時　平成31年1月24日（木）、31日（木）、2月8
日（金）、14日（木）　時間はいずれも午後2時～午
後3時30分（全4回）
■場　所　中央公民館本館301号室
■内　容　「建築・土木からみた近世近代の知多・三
河」をメインテーマに4人の講師がそれぞれ講演
■講　師　曲田浩和日本福祉大学教授　はじめ4人
■対　象　一般
■定　員　80人（応募者多数の場合は抽選）
■受講料　800円（4回分）

■申込期限　平成31年1月10日（木）
■申し込み方法　電話、電子メールまたは社会教育課
窓口で申し込みください。
（電話、窓口の受付時間は平日の午前8時30分から
午後5時15分まで。電子メールの場合は、件名に「歴
史講座」と入れてください）
■申し込み・問い合わせ先
　社会教育課社会教育係　（48）1111（内1229）
　電子メール　shakyo@town.agui.lg.jp

■問い合わせ先　町立図書館　（48）6231

9

広報あぐい　2018.12.15
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守ろう　飲酒ルール守ろう　飲酒ルール
　年末年始は忘年会や新年会など、飲酒をする機会が増える時期です。昔から「酒は百薬の長」と言われるように、適量
であれば体に良く、精神的な緊張を緩めてストレスの解消につながります。飲み過ぎると、体に悪い影響を与え、睡眠の
質を下げて疲労を増やしてしまいます。

　がんの発症には、生活習慣が大きく関わっています。「がん予防教室」に参加して、がんになりにくい生活習慣につ
いて学びませんか。

■日　時　平成31年1月31日（木）
　午前9時30分～正午
■場　所　町保健センター（町オアシスセンター内）
■内　容　ヨガ実技「適度な運動＆リラックスでがん予
防」、栄養講義「がんを予防する食事って？」
■対　象　町内在住の20歳以上の方
■定　員　20人程度（申し込み多数の場合は抽選）

■講　師　久松直子ヨガインストラクター、岡本和代管
理栄養士
■申込期限　平成31年1月21日（月）
■申し込み・問い合わせ先
　　電話または直接町保健センター窓口で申し込みく
ださい。
　健康介護課保健係　（48）1111（内1520・1521）

　保
健センター通信

すこやかだより 保健センター1階　（48）1111（内1520・1521）

がん予防を学ぼう

　国民の健康増進の目標に関する事項などを定めた厚生労働省の「健康日本21」で
は、適量の目安は「1日にアルコール分20グラム以内」としています。アルコール分20
グラムは、ビールなら中ビン1本、酎ハイ（7パーセント）なら350ミリリットル缶1本、
日本酒なら1合、ウイスキーならダブル1杯程度です。

適量を守る

　アルコールは、主に睡眠中に肝臓で分解されます。毎日飲酒が続いたり、睡眠時間
が短くなったりすると、肝臓はアルコールを分解しきれなくなり、肝機能障害を引き起
こす原因となります。少なくとも、週に2日は連続した休肝日をつくり、肝臓を休ませて
ください。

休肝日をつくる

　空腹時の飲酒は、アルコールの吸収が早くなり、酔いの回りが早くなります。つまみ
を食べながら飲むと、急速なアルコールの吸収を抑えるので悪酔いを防ぐことができ
ると言われています。タンパク質は肝臓の働きを助けるので、つまみには枝豆や豆腐
料理、魚などがおすすめです。そのほか、体を守るためにも濃い酒は薄めて飲むよう
にしてください。

食事と一緒にゆっくりと

　アルコールには利尿作用があるため、体は水分不足になります。飲酒後は、茶や水
などを飲み、水分を補ってください。

茶や水などの水分を取る

受注No.18K01476／版管理番号229672-01／阿久比町役場様
広報あぐい12/15号 16P 政策協働課（210×297mm）／18.12.06／16：04／澤田★★★■



11

広報あぐい　2018.12.15

■問い合わせ先
健康介護課保健係（48）1111（内1520・1521）
※　場所の指定がない場合、会場は保健センターです。1月 の保健ガイド

（診療時間　午前9時～午後1時）●休日診療歯科診療所
日にち 診療所（所在地） 電　話

日曜日・祝日 （23）2636半田歯科医療センター
（半田市港町1-62）

●健康なんでも相談日　乳児・一般健康相談
日にち 内　　容 受付時間

11日（金）・
18日（金）  

午前9時～
　午前11時
午後1時～
　午後3時

赤ちゃんからお年寄りま
で、身長・体重・血圧など
を測定します。

（電話相談も可) 

（診療時間　午前9時～正午）●休日診療担当医院

妊娠届出書を交付された方　
（都合の悪い方は問い合わせ先まで
連絡してください）　　　　　　　

11日（金）
18日（金）

●その他
事業の種類 対象者 時　間日にち・場所

母子健康手帳の交付 午前11時～正午
（受け付けは午前11時15分まで）

16歳～69歳までの健康な方。ただし、
65歳以上は、60歳～64歳までの間に
献血経験がある方に限ります。　　　

 

16日(水)献血 午後2時30分～午後4時30分

乳児健診 8日（火）

1歳児歯科相談 23日（水）

1歳6カ月児健診 15日（火）

2歳児歯科健診 24日（木）

3歳児健診

平成30年1月生まれ

平成27年12月生まれ 23日（水）

●乳幼児健康診査日（都合の悪い方は問い合わせ先まで連絡してください）
健診の種類 対象者

第2子以降　午後0時45分～
第1子　　　午後1時40分～

時　間日にち
平成30年9月12日～　

10月8日生まれ

平成29年6月19日～
平成29年7月15日生まれ

平成28年12月～
平成29年1月生まれ

午前9時30分～
(受け付けは午前11時まで）

午後1時～
（受け付けは午後1時30分まで）

午後1時～
（受け付けは午後1時30分まで）

午前10時～
（受け付けは午前9時30分～

午前10時30分）

●予防接種日（都合の悪い方は問い合わせ先まで連絡してください）

平成30年7月5日～　　　
　　　　　8月9日生まれ 9日（水）

予防接種名 対象者 時　間日にち

ＢＣＧ接種 午後1時30分～
（接種開始は午後1時50分から）

前期離乳食講習会 平成30年9月生まれ

後期離乳食講習会 平成30年4月～　　　　
　　平成30年5月生まれ

ペア教室（沐浴編） 妊婦とその家族

午前10時～午前11時30分
（受け付けは午前10時まで）

午前9時30分～午前11時45分

10日（木）

25日（金）

4日（金）

●教室・講習会
教室などの種類 対象者 時　間日にち

●がん検診日（定員に達した場合は、申し込み受け付けを締め切っていることがあります。ご了承ください）

申込者
申込者 7日（月） 午前9時～午前11時

乳がん・子宮頸がん・骨密度検診 22日（火）
胃がん・大腸がん・前立腺がん検診

時　間日にち検診の種類 対象者

午前9時～午前11時

日にち 担当医院（所在地）
1日（火）
2日（水）
3日（木）
6日（日）

13日（日）
14日（月）
20日（日）
27日（日）

電　話
（48）8787
（48）8866
（48）8866
（49）0373
（89）2020
（49）3811
（48）5551
（89）2020

浅井外科（白沢字天神前33-2）
阿久比クリニック（卯坂字米山1-1）
阿久比クリニック（卯坂字米山1-1）
あぐい南クリニック（矢高字高岡北86）
あぐい小児科クリニック（福住字坊田34）
於大クリニック阿久比（宮津字西森下14-1）
東ヶ丘クリニック（福住字高根台11-6）
あぐい小児科クリニック（福住字坊田34）
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月日 火 水 木 金 土

7

14

21

28

子育て支援センター子育て支援センター子育て支援センター子育て支援センター
開所時間　午前9時～午後4時
　　　　　　　（土曜日・日曜日、祝日は休み）
開所時間　午前9時～午後4時
　　　　　　　（土曜日・日曜日、祝日は休み）

問い合わせ先 （４７）０３６９（阿久比スポーツ村クラブハウス２階）

ぴ っ ぴぴ っ ぴぴ っ ぴ
だ よ りだ よ りだ よ り

阿久比町
子育て支援センター

あぐぴっぴ

1

8

15

22

29

6

13

20

27

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

休

休

休

休

休

休

休

休

休 休 休 休

絵本講座
「親子をつなぐ  　　
　　　読み聞かせ！」
（予約制・先着順）

親子講座（予約制）
「リズム遊び」

ミニ講座
「消防士さんに　  　
　教えてもらおう！」

（予約制）

児童館　休み
草木保育園なかよし広場

児童館　休み

児開館

児開館

児開館

児開館

児開館

児開館

児開館

児童館　PM開館 児童館「あそびひろば」

児童館　PM開館
城山保育園なかよし広場

児童館　PM開館
中部保育園なかよし広場

児童館　PM開館

児童館　休み

児童館　休み

児童館　開館

児童館「あそびひろば」
お楽しみコンサート

児童館　開館
英比保育園なかよし広場

児童館　開館
東部保育園なかよし広場

児童館　休み

児童館「あそびひろば」
宮津保育園なかよし広場

児童館「あそびひろば」

児童館「あそびひろば」

児童館　開館

南部保育園なかよし広場

児開館

おしゃべりルーム
「はじめての　　　
　　おもちゃ選び」

（予約制）

中央公民館本館103
わくわくぴっぴ広場
★おもちゃ病院

児童館「あそびひろば」

児童館「あそびひろば」

＊ ことばの相談室「すくすく相談日」
は臨床心理士に子どもの発達や
子育ての悩みなどを相談できま
す。詳しくは、子育て支援センター
まで問い合わせください。

３０日（水）に児童館のあそびひろばでお楽しみコンサート（読み聞かせ）があります。

成人の日

◆　どの講座も町内在住の方が対象です。
◆　託児は4カ月からです。
◆　どの講座も12月１７日(月)から１２月２５日（火）までに直

接あぐぴっぴで申し込みください。（電話不可）
　　参加希望者多数のため抽選になる場合は、当選した方

に後日連絡しますので、必ずあぐぴっぴの電話番号をス
マートフォンや携帯電話に登録してください。　

　子育て支援センター　（４７）０３６９　FAX（47）1085

1月

おそとでぴっぴ

おそとでぴっぴ

おそとでぴっぴ

おそとでぴっぴ

おそとでぴっぴ

おそとでぴっぴ

おそとでぴっぴ

おそとでぴっぴ

おそとでぴっぴ

おそとでぴっぴ

おしゃべりルーム（予約制）
　子育てで困ったことや、日ごろの子どもの様子などを自由
に話してください。今月のテーマは「はじめてのおもちゃ
選び」
■日　時　平成31年1月２１日（月）午前10時～午前11時
■場　所　あぐぴっぴ赤ちゃんルーム
■対　象　０歳の子どもの保護者
■定　員　親子10組（先着順）

ミニ講座「消防士さんに教えてもらおう！」（予約制）
　事故やけがを未然に防ぐ方法やＡＥＤ（電気ショックを与える機器）
の使い方、心肺蘇生法のやり方を実践しながら学びます。
■日　時　平成31年１月２５日（金）午前10時～午前11時
■場　所　スポーツ村クラブハウス２階会議室 
■対　象　就園前の子どもの保護者
■定　員　２0人（託児は15人まで可能）※　定員を超えた場合は抽選
■講　師　半田消防署阿久比支署職員

絵本講座「親子をつなぐ読み聞かせ！」（予約制）
　親子で絵本を見たり、絵本の面白さや楽しさについての話（保護者

向け）を聞いたりします。
■日　時　平成31年1月１８日（金）午前１０時～午前１０時４５分
■場　所　スポーツ村クラブハウス２階会議室
■対　象　０歳児～未就園の子どもと保護者
■定　員　３０組（先着順）
■講　師　霜田　美津子日本子どもの本研究会岡崎支部長

親子講座「リズム遊び」（予約制）
　楽しい曲に合わせて親子で体を動かします。
■日　時　平成31年1月３１日（木）午前10時～午前11時
■場　所　スポーツ村クラブハウス2階会議室
■対　象　2歳～3歳の子どもと保護者
■定　員　15組（託児は３人まで可能）※　定員を超えた場合は抽選
■講　師　杉浦　好美元養護教諭

あぐぴっぴ年末年始のお知らせ
年末は12月27日（木）午後4時で閉館します。
新年は平成31年1月7日（月）午前9時から開館します。
【卯ノ山児童館】
年末は12月28日（金）正午で閉館します。
新年は平成31年１月４日（金）午前9時から開館します。

おそとでぴっぴ

おそとでぴっぴ

カレンダー 1 がつ

子育てに
絵本を！



　雪が降って、大喜びの子ブタ
の兄弟。楽しい日のはずが、転ん
でしまったママが病院へ行って
しまいました。ママ、大丈夫か
な。子どもたちは雪だるまをつく
りながらママの帰りを待ちます。
　ママを思う子どもたちの様子
にいとしさが込み上げる絵本で
す。
（小学校低学年向け）

子どもと本を読もう！66回子どもと本を読もう！66回 「阿久比町子ども読書活動推進計画」の一環で、読書活動の
理解・関心の普及のために本の紹介をしています。

このほかにも多くの
新着図書があります

『ママのゆきだるま』

子どもが危ない！『スマホ社会の落とし穴』
清川　輝基・内海　裕美　著（少年写真新聞社）

『神社のどうぶつ図鑑』
茂木　貞純　監修（二見書房）

日経テクノロジー展望2019『世界をつなぐ100の技術』
日経ＢＰ社　編（日経ＢＰ社）

かわいいを作る、38のデザイン
『ニットのヘアアクセサリー』

神宮司　芳子・Ｈamanaka　著（文化出版局）

『私はあなたの瞳の林檎』
舞城　王太郎　著

（講談社）

『芸能の不思議な力』
なかにし　礼　著
（毎日新聞出版）

『<東京オリンピック>の
誕生』1940年から2020年へ

浜田　幸絵　著
（吉川弘文館）

『没イチ』
パートナーを亡くしてからの生き方

小谷　みどり　著
（新潮社）

『ゆきのひのホネホネさん』
にしむら　あつこ　作・絵（福音館書店）

　ホネホネさんは郵便屋さん。いつ
もはギコギコキーと自転車で郵便
配達をするのですが、今日は雪なの
で、スキーを履いてザクザクシュー、
さあ出発。雪に埋もれたヘビさん、
ナマズさんなどに苦労しながら配
達します。クリスマスは村の人たち
が集まって楽しいパーティー。楽し
いクリスマスの絵本です。
（幼児向け）

長崎　源之助　作／柿本　幸造　絵（学研プラス）

おすすめの本 おすすめの本

おはなし会
おはなしコーナーで、紙芝居や絵本の読み聞かせ
など子ども向けの楽しい催しを行います。
○土曜日  午後2時30分～
○日曜日と祝日  午前11時～、午後2時30分～

★読書感想画・文作品展（中学校）
～12月18日（火）

★阿久比中学校美術作品展・造形部展
12月20日（木）～1月13日（日）

展示ホール

●阿久比町立図書館蕕（48）6231●開館＝火曜日～金曜日 午前10時～午後6時、土曜日・日曜日・祝日 午前10時～午後5時
●休館日＝毎週月曜日、毎月最終木曜日　※　そのほか、館内整理など不定期の休館もありますので問い合わせてください。
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information
お知らせ

8日（火)、11日（金）、15日（火）、18日（金)､
22日（火)、25日（金)、29日（火)
午後6時30分～午後8時30分

種　　　目 日　　　時場　　　所

健康体操教室

ヨガ教室

親子体操教室

健康教室

吹き矢教室

グラウンドゴルフ

ヒップホップ
ダンス教室

小中学生
バレーボール教室

小中学生
剣道教室

小中学生
サッカー教室

アクティブ教室
（フラダンス教室）

16日（水）、30日（水）
午後7時30分～午後9時

9日（水)、23日（水)
午後7時30分～午後8時30分

5日（土）、12日（土）、19日（土）、26日（土）
午前9時～午後0時30分

5日（土）、12日（土）、19日（土）、26日（土）
午前9時～正午

10日（木）、17日（木）、24日（木）
午前10時～午前11時

8日（火）、22日（火）
午後2時～午後3時

27日（日）
午前9時～午前11時

20日（日）　
午前9時30分～午前11時30分

18日（金）
午後2時～午後3時30分
8日（火）、22日（火）
午前10時～午前11時30分

■問い合わせ先　阿久比スポーツ村　（49）2500

日　　　時 内　　　容 会　　場

陸上競技場1月20日（日） 第41回　阿久比町健康づくりマラソン大会

陸上競技場

○非会員の方は、1人1回300円です。
○どの教室も予約なしで参加できます。（やむを得ず中止になる場合があります）

■申し込み・問い合わせ先
アクティブあぐい　090（6617）9101（担当　竹内）
アクティブあぐいホームページ　https://activeagui.com/

草木小学校体育館

草木小学校運動場

丸山公園武道場

板山グランド

ふれあいの森

ふれあいの森

ふれあいの森

ふれあいの森

草木小学校体育館

草木公民館

1月のスポーツ村イベントガイド

11日（金）、25日（金）
午後1時30分～午後3時

総合型地域スポーツクラブ「アクティブあぐい」1月の予定

ボウリング大会参加者募集
■日　時　平成31年2月10日（日）　午前10時30分～（午前10時から受け

付け）
■場　所　半田グランドボウル（現地集合）
■参加費　 （会員）1,500円　（非会員）1,800円　※　共に貸し靴代は別 
■定　員　40人（先着順）
■申込締切　1月30日（水）
■申し込み　電話でアクティブあぐいまで申し込みください。
※　マイボール持参の方も、一般の方と一緒に2ゲーム投げます。

草木小学校体育館

　八ヶ谷配水場の電気設備の定期
点検のため、深夜未明、一時的に電
力の受電を止めます。このため、送
水ポンプが止まります。直ちに非常
用発電機に切り替えて稼動させま
すが、約1分～2分間、高台や配水
場から遠方の地域では、水圧が低
下して、水の出が悪くなる恐れが
あります。特に萩地区の高台にお
いては一時的に水が出なくなりま
す。
■該当する地区
　横松・萩・宮津・坂部・卯之山・阿

久比・椋岡・矢口・高岡・植・大古
根

■点検作業日時
　平成31年1月8日（火）
　午前2時から1時間程度
　※　この時間は、不用な水の使

用を控えてください。
　万が一、蛇口から濁った水が出た
場合は、浄水器の付いていない蛇
口から水が透明になるまでしばら
く流し続けてください。
■問い合わせ先　
　上下水道課上水工務係
　（48）1111（内1220・1221）

　特定最低賃金は、都道府県ごと
に特定の産業に設定されています。
愛知県は12月16日から5業種で改
定があります。

（参考：愛知県の最低賃金は10月1
日より898円）

※　1時間あたりの金額
■問い合わせ先
　半田労働基準監督署
　（21）1030

八ヶ谷配水場の電気設
備の点検（停電作業に伴
う水圧低下）のお知らせ

愛知県特定最低賃
金が改定

1月20日（日）
午後1時30分～午後4時30分 スポーツ村すこやか町民開放

業　種　名
鉄 鋼 業
はん用機械器具製造業
電気機械器具製造業
輸送用機械器具製造業
自動車（新車）小売業

最低賃金額
957円
928円
901円
936円
921円
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※　トレーニングジム・スタジオなどの運動施設を備え、指導員を配置して会員にト
レーニングの機会を提供する事業所
○　事例
　娘が通っている近所の空手教室では、受講料は3カ月ごとの前払いとなっていた。
最近、娘がやめたいと言うので、教室に退会と未受講分の受講料返金を申し出たと
ころ、「店長が認めない限りは返金できません」と言われた。受講していない分は返
金してほしい。
○　助言
　原則、返金については規約に従うことになります。規約を確認したところ、「納入
後の受講料は返金しません。ただし、転勤、転居、病気により店長が受講不可能と
認めた場合は残金をお返しします」とあった。規約条件はあるが、娘がやめたい理
由を具体的に伝え、話し合うように助言した。
○　被害を防ぐアドバイス
　スポーツジムなどは、原則クーリング・オフが適用されません。契約時は契約書
面や規約に記載された解約条件を必ず確認してください。規約などが渡されない
場合は、事業者へ書面交付を依頼してください。
◎　消費生活相談（無料）を行います。　
■日　時　平成31年1月9日（水）（毎月第2水曜日）
　　　　　午前10時～正午、午後1時～午後4時
■場　所　役場2階相談室201
■問い合わせ先　産業観光課商工労政係　（48）1111（内1226・1227）
◎　知多半田消費生活センターでも消費生活相談を行っています。
　相談を希望する方は、電話をしてください。
■日にち　月曜日～金曜日（祝日、第４水曜日を除く）
■時　間　来所相談：午前9時30分～午前11時30分
　　　　　　　　　　午後1時30分～午後4時30分
　　　　　電話相談：午前9時30分～午後4時30分
■問い合わせ先　知多半田消費生活センター　（32）2444

▽　知多半島の生産者に育てられ
た、管理のしやすい季節の寄せ
植えや洋ランなどの鉢物、切花
アレンジやブーケを生産者価格
で販売します。　
▽　ランドマークとなる花で飾り付
けられた巨大なモニュメントは
大迫力。写真撮影スポットに最適
です。　
▽　花と触れ合いながら、ものづく
りの楽しさを感じることができる
フラワーアレンジ体験などの花
の体験コーナーや子ども向け花
植え体験コーナーなども行われ
ます。
▽　体験コーナーの参加者や花き
の購入者に配布される抽選券
で、「おたのしみ大抽選会」に参
加できます。知多半島のさまざ
まな花きがプレゼントされます。
（各日先着500人）

　保健センターで
行われた第31回

阿久比町健康まつりに行ってきまし
た。骨密度測定や歯科検診・フッ素
塗布などさまざまなコーナーがあ
り、私もどれか受けてみようと館内
を回っていると、廊下に設置されて
いた健康歩道板が目につきました。
健康歩道板とは、いわゆる足つぼを
刺激するでこぼこの付いた板のこ
とで、見るからに痛そうです。どれど
れ、と足を踏み入れると不細工な格
好になってしまいました。健康歩道
板で痛みを感じるのは体のどこか
に悪いところがあるサインかもしれ
ないとのことです。通りかかった職
員に「全然痛くないですよ」と言って
平然を装いました。

編集後記

■日　時　
　1月19日（土）、20日（日）
　午前10時～午後5時
■場　所　
　イオンモール常滑
　１階サウスコートと北通路
　（常滑市りんくう町2-20-3）
■問い合わせ先
　ＪＡあいち知多生活部組織相談課
　（34）9958

知多信用金庫　様

　町に「門松用祝賀紙」を2万
1,300枚ご寄付いただきました。
　祝賀紙は、今回の広報と一緒に
配布しています。

2019花半島事業フラワー
フェスティバルを開催
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1 月の相談
■人権・行政・心配ごと相談
　17日（木）
　場　所　中央公民館本館308号室
　時　間　午前9時30分～午前11時30分
　※　電話での相談も受け付けます。
■無料法律相談（事前に予約が必要）
　17日（木）
　場　所　役場1階相談室101
　時　間　午後1時～午後4時
■問い合わせ先
　住民福祉課社会福祉係
　（４８）１１１１（内１１２２）

1月10日（木）
場　所　中央公民館本館102号室
時　間　午後1時～午後５時
　NPO法人知多地域成年後見セン
ターでは、成年後見制度巡回相談（事前
に予約が必要）を毎月行っています。
■問い合わせ先
　知多地域成年後見センター事務所
（知多福祉活動センター内）
　0562（39）3770

1 月の相談

鈴木　嘉博　様　（2万円）
　「ふるさと阿久比応援寄付金（ふ
るさと納税）」で町にご寄付いただ
きました。

シリーズ　消費生活相談　
スポーツジムなど（※）の契約トラブルについての相談

○102

ご寄付ありがとうございます
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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。

11 月　救急・火災

火災
建　物
車　両
その他

1
1
0
0

救急
交通事故
急　　病
そ の 他

阿久比町消防団
出動人員　 22人

103
10
66
27

　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。

あぐいカップリングパーティーあぐいカップリングパーティー
赤く染まる頬はBBQの炎のせい？ほかにも理由が…赤く染まる頬はBBQの炎のせい？ほかにも理由が…

バーベキューメニュー
・きのこのアヒージョ
・れんげちゃんのおにぎり
・チョコレートフォンデュ
・丸ごとスイートポテト　など

■日　時　平成31年2月9日（土）
　　　　　午前10時～午後2時（受付時間：午前9時45分～）
■会　場　ふれあいの森
■内　容　自己紹介、バーベキュー、カップリングタイム
■参加資格　町内または町近郊に在住・在勤で25歳から45歳までの独身の男性・女性
■参加費　男性3,000円　女性2,000円
　　　　　（当日受け付けで支払ってください）
■募集期間　12月14日（金）～平成31年1月18日（金）必着
■定　員　男女各15人（申し込み多数の場合は、初参加の
方、町内在住・在勤の方を優先した上で、抽選）
■申し込み方法　申込書（兼誓約書）に身分証明書（運転免
許証など）のコピーを添えて、政策協働課へ郵送または直
接持参してください。
※　申込書は政策協働課の窓口にあります。ホームペー
ジからダウンロードすることもできます。

■申し込み・問い合わせ先
　婚活応援事業実行委員会（政策協働課内）
　〒470-2292　阿久比町大字卯坂字殿越
50番地
　（48）1111（内1310・1311）
　※　詳しくは、町ホームページまたはチラシ
をご覧ください。

受注No.18K01476／版管理番号229672-01／阿久比町役場様
広報あぐい12/15号 16P 政策協働課（210×297mm）／18.12.6／9：10／東雲・澤田★★★■


