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　2月22日に町保健センターで子育て支援セン
ターの親子講座「豆腐だんご作り」が行われ、親
子13組が参加しました。親子は町内に住むおば
あちゃんに教わりながら、白玉粉と豆腐をこねて
丸めたものをゆで、きな粉やあんこ、黒ごまをか
けておいしく食べました。おばあちゃんの子育て
体験談もあり、お母さんたちは熱心に耳を傾け
ていました。

■町内おばあちゃん直伝の豆腐だんご作り 主な内容主な内容

❹ページ❹ページ 愛知県議会議員一般選挙
4月7日が投票日です。投票に出掛けてください。
愛知県議会議員一般選挙
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ごみ減量化特集ごみ減量化特集
家庭系ごみを減らすためにできることから始めてください。家庭系ごみを減らすためにできることから始めてください。
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すこやかだより
年に一度はがん検診を受けてください。
すこやかだより
年に一度はがん検診を受けてください。
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ページ あぐいの春祭り
各地区の春祭りで披露される町指定文化財をご覧ください。
あぐいの春祭り
各地区の春祭りで披露される町指定文化財をご覧ください。
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　町では、これまでもごみ減量化に取り組んできましたが、さらなるごみ減量化を目指し、1人1日当た
りの家庭系ごみの量を平成27年度の量と比較して20パーセント削減することを目標に、平成30年度
から2年間、ごみ減量化に取り組んでいます。
■問い合わせ先　建設環境課環境係　（48）1111（内1211・1212）

　平成31年4月から大府市、豊明市、東浦町、
阿久比町のごみ処理をしている東部知多衛生
組合クリーンセンターの新しいごみ処理施設

「エコリ」が本稼働します。この新施設は、将来
の人口減少を想定して設計されているため、
旧施設と比較して焼却処理能力が2割程度減
少します。施設への負担を軽減し、施設をでき
るだけ長く稼働させるため、東部知多衛生組
合構成市町で協力し、今まで以上にごみ減量
化に取り組む必要があります。

　削減目標の基準としている平成27年度の1人1日当たりの家庭系ごみの
量は、567グラム。

　その20パーセントは113.4グラムで、重さの目安は下のとおりです。
　食材を上手に使い切るなど、ごみにしない工夫をしてください。

ごみ減量化のススメごみ減量化のススメごみ減量化のススメ

▲ごみ処理施設「エコリ」

生活系収集ごみ量の推移（阿久比町）

出典：平成27年度・平成28年度一般廃棄物処理事業実態調査（愛知県）ほか
※1　生活系収集ごみ量＝可燃ごみ＋不燃ごみ＋資源ごみ＋その他＋粗大ごみ＋直接搬入ごみ
※2　収集ごみ量＝※1生活系収集ごみ量－直接搬入ごみ
※3　1人1日当たりの生活系収集ごみ量＝※1/（人口×365日）　平成23年度・27年度は366日

なぜごみを減らさなければいけないの？Q

阿久比町のごみの量はどれくらいあるの？

今のままだと負荷がかかり過ぎてしまうよ

どれくらいごみを減らせばいいの？

アグピーと一緒に学ぶ！
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生活系収集ごみ量の総計※1
人口（10月1日現在）
収集ごみ量 ※2
　うち可燃ごみ
　うち不燃ごみ
直接搬入ごみ量
1人1日当たりの量※3
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7,349トン（生活系収集ごみ）－1,499トン（資源ごみ）
28,174人（人口）×366日

≒567グラム
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　計画的な買い物を心掛
け、食べきれずに捨ててし
まうものを減らしたり、詰
め替え商品や包装の少な
い商品を選んだりするな
ど、身近なことからごみの
減量を始めてください。
　生ごみの水分をギュッ
と絞るだけでもごみの減
量につながります。

　繰り返し使用できるもの
を選び、修理をして長く使
うことを心掛けてくださ
い。使わなくなったものを
フリーマーケットやリサイ
クルショップに出すなどし
て、必要としている誰かに
再び大切に使用してもらう
ことで、ごみの減量につな
げることもできます。

　ひと手間かけて、正し
く分別することで、その
まま捨てるとごみになっ
てしまうものが大切な資
源に生まれ変わります。
　生ごみを堆肥化して、
家庭菜園や花壇などで
肥料として利用すること
もごみの減量につなが
ります。

リデュース
Reduce
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Reuse
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　ごみ減量化対策のひとつとして、燃えるごみの減量とリサイクルの
推進を目的に、プラスチック製容器包装収集袋（廃プラ袋45リットル・70

リットル）を値下げしています。
　燃えるごみの中には、まだまだプラスチック製容器包装（以下廃プラ）が含

まれています。その廃プラを資源としてリサイクルすることができれば、家庭系
ごみの減量につながることから、今まで以上に資源として出していただけるよう
に廃プラ袋を値下げしています。分別の徹底や汚れを落とすなどして、廃プラの
リサイクルに協力してください。
　※　平成30年7月1日から、ごみ袋販売店への販売価格を改定しています。

廃プラ袋　　　　 しています廃プラ袋　　　　 しています廃プラ袋　　　　 しています廃プラ袋　　　　 しています値下げ値下げ
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うーん、113.4グラム
なら減量できるかな

でもどう
やって減ら
せばいいん
だろう

そんなときは

でできることから
ごみの減量を始め
てみよう！

献立を立ててから買
い物に行こう。食材
の無駄も減らせる
し、家計にも優しい
よ。

たとえば、
子ども服・おもちゃな

どの子ども用品を町勤労福
祉センター（エスペランス丸
山）で定期的に開催されてい
る「子ども用品リユース市」に
出すこともできるよ。開催日
時は広報あぐいで告知する
ので確認してね。

　燃えるごみの中に
ペットボトルを発見。シャン
プーなどのボトル類やカップ
ラーメンなどのカップ類など、
プラスチック製容器包装（廃プ
ラ）はきちんと分別しよう。

3R！

あ！

（リデュース・リユース・リサイクル）

リサイクル
Recycle
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愛知県議会議員一般選挙の投票日は

■日　時　4月7日（日）　午前7時～午後8時
■場　所

4月7日（日）

投票区 投票所 お住まいの地区
東部小学校

宮津保育園

陽なたの丘集会所

英比小学校

高根台集会所

白沢区民館

草木公民館

中央公民館本館

南部小学校

横松・萩・宮津

宮津山田・宮津団地

陽なたの丘

板山・福住・福住園高台・坂部・阿久比団地

高根台

白沢・白沢台・メイツ巽ケ丘

草木

卯之山・阿久比・椋岡・矢口

高岡・植・大古根

▽　平成13年4月8日以前に生まれた方で、平成30年12月28日以前から阿久比町の住民基本台帳に登録され、投
票する日まで引き続き阿久比町の住民基本台帳に登録されている方。

▽　阿久比町の選挙人名簿に登録されている方で、平成30年12月7日以後に県内の他市町村へ転出した方。（転出
先の選挙人名簿に登録された方は除く）投票の際に「引き続き愛知県内に住所を有する旨の証明書（※1）の提示」
または「引き続き愛知県内に住所を有することの確認」が必要となります。

阿久比町で投票のできる方

　平成30年12月29日以後に県内の他市町村から阿久比町へ転入し、前住所地の選挙人名簿に登録されている方
は、前住所地で投票してください。投票の際には、「引き続き愛知県内に住所を有する旨の証明書（※1）の提示」また
は「引き続き愛知県内に住所を有することの確認」が必要となります。

※1　引き続き愛知県内に住所を有する旨の証明書の発行について
　証明書は、どの市町村の窓口でも交付申請することができます。詳しくは、阿久比町選挙管理委員会に問い合わせくだ

さい。

前住所地で投票していただく方

　投票日当日、仕事や旅行などで投票所
に行くことができない方は、期日前投票
制度を利用してください。
■期　間　3月30日（土）～4月6日（土）
■時　間　午前8時30分～午後8時
■場　所　役場1階会議室101
　指定病院やほかの市区町村選挙管理
委員会でも不在者投票ができます。重度
の身体障がいのある方で、一定条件に該
当する方は、郵便による不在者投票制度
を利用することもできます。

開　票
■日　時　4月7日（日）午後9時～
■場　所　アグピアホール
　　　　　（中央公民館多目的ホール）

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

期日前・不在者投票

愛知県選挙管理委員会
啓発キャラクター

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

4月7日（日）
県政に　みんなで参加　その一票

4
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■日　時　5月18日（土）午前9時～正午（雨天中止）　※　受付開始時間は午前8時45分～
■内　容　草木地区内をウォーキングしながら、カーブミラー清掃、ごみ拾いを行います。
■参加費　無料（昼食付き）
■定　員　35人（応募者が定員に達した場合は、参加をお断りする場合があります）
■申し込み方法　必要事項〔①代表者氏名（ふりがな）②住所③電話番号④同行者（子ども同伴の場合はその
旨）⑤来場方法〕をＦＡＸもしくは電話でお知らせください。

■申込期限　4月23日（火）　
■そのほか　▽　交通量の多い場所での作業のため、子ども連れの方は特に注意してください。
　　　　　　▽　当日の詳細案内については、5月上旬ごろ参加者に送付します。
■申し込み・問い合わせ先
　株式会社デンソー阿久比製作所　総務（担当　長坂）
　（49）1684　ＦＡＸ（49）1290　電子メール　yukimi_nagasaka@denso.co.jp
■後　援　阿久比町・阿久比町教育委員会

企業・事業所のＣＳＲ活動を紹介
　町ではＣＳＲ（企業の社会的責任）活動について、町に協力していただいた企業などを「広報あぐい　みんなの
協働推進ページ」で紹介します。記事の掲載については政策協働課協働推進係まで連絡してください。
※　ＣＳＲ（Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｙ）とは「企業等の社会的責任」と訳され、企業などが社会の一
員として果たすべきさまざまな責任を意味します。近年、多くの企業などが環境保全・社会福祉・教育などの社
会貢献活動に積極的に取り組んでいます。

■問い合わせ先　政策協働課協働推進係　（48）1111（内1310・1311）

～デンソーグループ ハートフルデー阿久比～～デンソーグループ ハートフルデー阿久比～～デンソーグループ ハートフルデー阿久比～

まちのカーブミラーをきれいに  参加者大募集まちのカーブミラーをきれいに  参加者大募集まちのカーブミラーをきれいに  参加者大募集

　今年度工事を行っていました卯坂・宮
津地内のオアシス大橋東交差点から宮
津郵便局までの区間の道路は安全対策
が実施されるまで、右記のとおりとさせ
ていただきます。
■問い合わせ先
　建設環境課工事係
　（48）1111（内1215）

道路の通行規制
について

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

オアシス大橋東交差点

止まれ

止 ま れ

止
ま
れ

止
ま
れ

オアシス大橋

宮津郵便局

宮津団地
至　陽なたの丘

車両通行止め

侵入時注意

侵入時注意

通行規制図



町民の皆さんの話題やニュースを紹介

チーム全員で表彰台に
　チアダンスの大会「ＵＳＡ　Ｎａｔｉｏｎａｌｓ」（中学生：3月
24日、小学生：3月27日　千葉県幕張メッセで開催）に
出場する、江口晴奈さん（阿中2年・後ろ左）、松岡あか
りさん（阿中2年・後ろ右から2番目）、山村ひかりさん
（阿中1年・後ろ右）、新美茜采さん（南部小5年・前右）、
蒲愛里さん（南部小5年・前左）、江原琉奈さん（東部小
5年・前右から2番目）、赤﨑真優さん（東部小5年・前左
から2番目）が教育長を表敬訪問しました。7人は「今ま
での練習の成果を発揮して、全員で表彰台に上りたい」
と意気込みを語りました。

東京2020オリンピック
を目指して
　男子サッカーの国際審判員として活躍する佐
藤隆治さん（白沢）が町長を表敬訪問しました。
佐藤さんはAFCアジアカップ2019（1月5日～2
月1日　アラブ首長国連邦で開催）に出場し、4
試合で主審を務めたほか、2018Ｊリーグア
ウォーズで最優秀主審賞に選ばれました。審判
の醍醐味について、「憧れのトッププレイヤーを
間近で見ることができる。サッカーファンとして
たまらない」と笑顔で話す佐藤さん。次の目標は
「東京2020オリンピックに出場すること。目の前
の試合を積み上げていくことが東京オリンピッ
クにつながるはず。今回アジアカップで4試合主
審を務めることができたのも評価につながるの
では」と1年後を見据え、力強く話しました。　アジアカップで実際に着用したユニフォームや最優秀

主審賞のトロフィー、盾などは庁舎1階ロビーで3月29日
まで展示しています。

2/14
（木）

▲　トロフィーと盾を手に笑顔を見せる佐藤さん

2/18
（月）

▲　優勝を目指して意気込みを見せる皆さん

輝くチャンピオンベルト

　チームバルボーザジャパンに所属する梅尾メイさん
（植大）がキックボクシングの大会「Ｊ－ＧＩＲＬＳ2018　4
ｔｈ」（平成30年11月18日　東京都の新宿ＦＡＣＥで開
催）のフライ級タイトルマッチでチャンピオンとなり、町
長を表敬訪問しました。梅尾さんは、「次は防衛戦が
待っている。今回勝ち取ったベルトを守り抜きたい」と
タイトル防衛を誓いました。

2/15
（金）

▲　チャンピオンベルトを片手にガッツポーズ

広報あぐい　2019.3.15
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豊作と無事息災を祈って

　白沢地区の八幡社で豊作と無事息災を祈願し
て「山の神祭」が行われました。境内に集まった皆
さんはたき火を囲んで座り、わらをよって「苞（ツ
ト）」を作ると、拝殿に張られたしめ縄に苞を掛け
て、揺するように引きながら「山の神の頂栄（ちょう
え）さ　無事息災に頂栄さ…」と唱えました。静か
な境内に祈りを込めた皆さんの声が響き渡りまし
た。

　平成31年3月末をもって愛知県知多旅券コーナー（知多総合庁舎1階）の窓口業務が終了することに伴い、4月1日か
らクラシティ3階（名鉄知多半田駅直結）のパスポートセンターで旅券発給事務を開始します。4月1日以降、特別な場合
を除き、愛知県の旅券窓口である、愛知県旅券センター、西三河旅券コーナー、豊田加茂旅券コーナーは利用できなく
なります。
　平成30年度中に知多旅券コーナーで申請をした方の4月以降の旅券の受け取り窓口は、愛知県旅券センター（ＪＲセン
トラルタワーズ15階）となりますのでご注意ください。
■取扱場所　クラシティ3階パスポートセンター（名鉄知多半田駅直結）　半田市広小路町155番地の3
■取扱日時　・　申請日時　月曜日～金曜日　午前9時～午後5時　　　　
　　　　　　・　受取日時　月曜日～金曜日　午前9時～午後5時
　　　　　　　　　　　　 日曜日　　　　　午前9時～正午　　　　　　　　　　
■休業日　土曜日、祝日（日曜日を除く）、年末年始（12月29日～1月4日）、市民交流センター（クラシティ3階）休館日
（毎月第4水曜日）
■利用できる方　日本国籍を有し、町内に住民登録または居所のある方
　※　居所のある方（県内に住民登録がなく、一定の要件を満たし、町内に実際の住まいがある方）は、居住先を証明す

る資料を提出することで、申請できる場合があります。詳しくは問い合わせ先まで。
■取扱業務　新規・切替申請、記載事項変更申請、査証欄の増補申請・交付、紛失・焼失の届け出
■問い合わせ先　住民福祉課戸籍住民係　（48）1111（内1115）

　個人番号カードを申請していただいてから約1カ月後、個人番号カードが役場に届き次第、申請者に交付通知書（はが
き）を送付しています。交付通知書に記載してある必要なものを持って、住民福祉課までお越しください。申請者本人の
受け取りとなりますので、窓口で本人確認し、暗証番号の設定をしていただいた上で、個人番号カードを交付します。
　申請後に個人番号カードの受け取りに来ていない方がいます。必要なものを持って、住民福祉課までお越しください。
交付通知書に記載してある交付期限をすでに経過している方は、住民福祉課戸籍住民係まで連絡してください。

個人番号カード受け取りに必要なもの
　▽　交付通知書（はがき） 
　▽　通知カード 
　▽　本人確認書類（何を持参すればよいか分からない場合は、問い合わせ先まで連絡してください）
　▽　住民基本台帳カード（持っている方のみ）

■問い合わせ先　住民福祉課戸籍住民係　（48）1111（内1115）

2/11
（月）

▲　苞を揺すりながら唱える皆さん

4月1日（月）からクラシティに「パスポートセンター」が開設

個人番号カードの受け取りを忘れていませんか個人番号カードの受け取りを忘れていませんか

4月1日（月）からクラシティに「パスポートセンター」が開設
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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）

受注No.19B01294／版管理番号230969-01／阿久比町役場様
広報あぐい3/15号18P（210×297mm）／19.3.8／09:52／澤田★★★★★■
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　飲酒運転根絶活動の合言葉「しない、させない、許さない」のとおり、飲酒運転はしても、させても、（することを）許して
もいけない重大な違反行為です。
　町では5年前の平成26年3月に県内の他市町に先駆けて飲酒運転根絶条例を施行しました。現在では近隣の市町で
も根絶条例が施行され、飲酒運転根絶の輪は着実に広がっています。全国的にも飲酒運転の根絶を目指して多くの団体
が啓発活動を続けていますが、飲酒運転に関連する事故の件数は減少傾向にあるものの、いまだに根絶にはいたってい
ません。
　飲酒運転根絶条例には「町民の責務」として、飲酒運転が重大事故の原因となることを自覚し、根絶するための取り組
みに努めるという条文があります。「少しだけなら問題ない」「自分だけは大丈夫」といった気持ちで飲酒運転の危険性を
軽視することがないよう、飲酒運転の怖さや、罰則について家庭などで改めて話し合ってください。

▲平成29年2月3日に行われた
　飲酒運転根絶決起大会

▲飲酒運転根絶パレード

酒酔い運転
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
免許取り消しの対象となります
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
免許取り消しや停止処分の対象となります

罰　　則
行政処分
罰　　則
行政処分

酒気帯び運転

運転手の罰則

運転手が酒酔い運転だった場合
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
免許取り消しや停止処分の対象となります
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
免許取り消しや停止処分の対象となります

罰　　則
行政処分
罰　　則
行政処分

運転手が酒気帯び運転だった場合

飲酒運転同乗者の罰則

運転手が酒酔い運転だった場合
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
免許取り消しや停止処分の対象となります
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
免許取り消しや停止処分の対象となります

罰　　則
行政処分
罰　　則
行政処分

運転手が酒気帯び運転だった場合

車両の提供者の罰則

運転手が酒酔い運転だった場合
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
免許取り消しや停止処分の対象となります
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
免許取り消しや停止処分の対象となります

罰　　則
行政処分
罰　　則
行政処分

運転手が酒気帯び運転だった場合

酒類の提供者の罰則

飲酒運転根絶飲酒運転根絶飲酒運転根絶しな
い
させ
ない許さ

ない

■問い合わせ先　防災交通課交通係　(48)1111(内1209)

受注No.19B01294  ／版管理番230969-01／阿久比町役場様    
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月日 火 水 木 金 土
1

8

15

22

29

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

2

9

16

23

30

7

14

21

28

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

休

休

休

休

休

休

休

休

リフレッシュ講座
「リボンを編んで　
アクセサリー作り」

（予約制）

親子講座
赤ちゃんふれあい教室

（予約制）

児童館「あそびひろば」

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

児童館　PM開館

児童館　PM開館

児童館　休み

児童館　休み

児童館　休み

児童館　休み

児童館「あそびひろば」 児童館「あそびひろば」

児童館　開館

児童館「あそびひろば」

児童館「あそびひろば」

児童館「あそびひろば」

児童館「あそびひろば」

児童館　開館 児開館

おしゃべりルーム
「夜泣きにHELP！    　
 赤ちゃんの睡眠のこと」

（申し込み順）

わくわくぴっぴ広場
中央公民館本館103

おもちゃ病院
午前10時～午前11時30分

児童館「あそびひろば」

児童館　休み

児童館　開館

児童館の開館時間は4月1日から9月30日までは午前9時から午後6時ま
でです。５月１日（水）から５月６日（月）までは管理規則により休館します。

昭和の日 国民の休日

　ことばの相談室「すくすく相談」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。　　

4月

＊　　マークの日は、芝生広場で外あそびができます。

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

おそとでぴっぴ

おそとでぴっぴ

おしゃべりルーム　（先着順）
今月のテーマ
「夜泣きにHELP！赤ちゃんの睡眠のこと」

　みんなで気楽におしゃべりしませんか。
■日　時　４月１５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歳の子どもと保護者
■定　員　親子10組

　簡単な編み方です。チャレンジしてみてください。
■日　時　４月１９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　15人（託児は1５人まで可能）
■材料費　100円
■講　師　ハンドメイド作家　柴田　未沙さん

　ママの手で赤ちゃんを優しくマッサージします。　（予約制）
■日　時　４月２５日（木）午前10時～午前11時
■場　所　あぐぴっぴ 赤ちゃんルーム
■対　象　３カ月～1０カ月の子どもと保護者
■定　員　親子10組
■持ち物　バスタオル・水分補給できるもの（母乳でも大丈夫）
■講　師　ベビーマッサージ講師　三輪　康子さん

　動かなくなったり壊れたりしたおもちゃを診察して治療します。町
ボランティアグループ「おもちゃ病院あぐい」のメンバーが直します。
■日　時　毎月、第１木曜日の午前１０時～午前１１時３０分開催予定
■場　所　スポーツ村クラブハウス２階会議室（あぐぴっぴ隣）
※　治療できないおもちゃもあります。

カレンダー 4 がつ

◆　どの講座も町内の方が対象です。参加したことがある講座に再
度申し込みした場合、初めて申し込みした方を優先します。

◆　生後4カ月の子どもから託児を受け付けます。
◆　予約制の講座は３月１９日(火)から３月２６日（火）まで（土、日、祝

日を除く）に直接あぐぴっぴで申し込んで下さい。（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

リフレッシュ講座　（予約制）
     「リボンを編んでアクセサリー作り」

親子講座「赤ちゃんふれあい教室」

来年度も「おもちゃ病院あぐぴっぴ」が開催されます

講座の申し込みについて
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　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）

　日本人の死因の第1位はがんです。がんになる可能性は誰にでもあります。検診によって早期がんの段階で発見し治
療を受ければ、完治する可能性はずっと高くなります。早期発見のためにがん検診を受けてください。

　3月26日（火）午前8時30分から予約受け付けを開始します。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。
※　対象年齢は平成31年度に迎える年齢。
※　各検診を受診できるのは年度内で1人1回までです。
※　検診所要時間は、1時間から1時間30分程度ですが、検診内容で多少前後します。
※　実施会場はいずれの検診も町保健センター（町オアシスセンター内）です。

※　月経中の方…子宮頸がん・大腸がんは受診できません。
※　授乳中の方、断乳後1年未満の方…乳がん検診は医療機関で受診してください。
※　妊娠中の方…大腸がん検診のみ受診できます。

～がん検診の案内～～がん検診の案内～
早期発見があなたを守る

4月23日（火）
5月20日（月）
5月28日（火）
5月29日（水）
9月 5日（木）
9月19日（木）

■胃がん・大腸がん・前立腺がん検診

《検診の種類・対象者・料金》

9時～11時

男性のみ

男性のみ
男性のみ

1,200円

1,000円40歳以上、男女 20歳以上、女性
50歳以上、男性
平成31年度40・45・50・55・
60・65・70歳になる女性

40歳以上、男女
胃がん 子宮頸がん

前立腺がん

骨密度

大腸がん

乳がん 超音波
マンモグラフィ 40歳以上、女性

20歳～39歳、女性
500円

700円
600円

1,000円

日にち

種　類 対　象 料　金 種　類 対　象 料　金

時　間日にち 備　考 備　考時　間

4月26日（金）
5月 8日（水）
6月 3日（月）
6月20日（木）

7月18日（木）
9月24日（火）
11月13日（水）
12月　2日（月）

■レディスがん検診

9時～11時 9時～11時

日にち 時　間日にち 時　間

5月16日（木）
5月31日（金）
7月12日（金）
8月 4日（日）

9月13日（金）
10月21日（月）
11月 5日（火）
1月15日（水）

■乳がん・子宮頸がん・骨密度検診

9時～11時 14時～15時30分
9時～11時
9時～11時
9時～11時

13時～14時30分 18時～19時

13時～14時30分
9時～11時

9時～11時

13時～14時30分

日にち 時　間日にち 備　考 備　考時　間
骨密度なし

骨密度なし
骨密度なし

10月11日（金）
10月16日（水）
11月18日（月）
12月13日（金）
1月 7日（火）

9時～11時
男性のみ

男性のみ

40歳以上の女性で、全ての検診（胃がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん、骨密度）を受ける方が対象です。
ただし、骨密度は対象年齢があります。

※　70歳以上は無料です。

※　レディスがん検診は【骨密度検診を受ける方】4,400円、【骨密度検診を受けない方】3,400円

受注No.19B01294  ／版管理番230969-01／阿久比町役場様    
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■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。4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

5日（金）・
19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） 
3日（水）
17日（水）

●その他
事業の種類 対象者 時　間日にち

母子健康手帳の交付 午前9時～午前10時

乳児健診 9日（火）

1歳児歯科相談 24日（水）

1歳6カ月児健診 16日（火）

2歳6カ月児歯科健診 25日（木）

3歳児健診

平成30年4月生まれ

平成28年3月生まれ

平成28年9月～10月生まれ

24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

受け付け 
第2子以降：午後1時～午後１時20分

第１子：午後1時40分～午後2時

時　間日にち
平成30年12月13日～  　　　

平成31年1月9日生まれ

平成29年9月20日～　　　　　
10月16日生まれ

受け付け 午前9時30分～午前11時

受け付け 午後1時～午後1時30分

受け付け 
午前9時30分～午前10時30分

受け付け 午後1時～午後1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10月6日～
                    11月8日生まれ 8日（月）

予防接種名 対象者 時　間日にち

ＢＣＧ接種 受け付け 午後1時30分～午後2時

胃がん・大腸がん・前立腺がん 申込者 受け付け 午前9時～午前11時23日(火)

レディスがん 申込者 受け付け 午前9時～午前11時26日（金）

●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）
検診の種類 対象者 時　間日にち

前期離乳食講習会 平成30年12月生 午前10時～午前11時30分11日(木)

●教室・講習会
教室などの種類 対象者 時　間日にち

日にち 担当医院（所在地）

7日（日）

14日（日）

21日（日）

28日（日）

29日（月・祝）

30日（火・休）

電　話

（89）2020

（48）8787

（48）8787

（48）2131

（48）8866

（48）8866

あぐい小児科クリニック
（福住字坊田34）

浅井外科
（白沢字天神前33-2）
浅井外科

（白沢字天神前33-2）
飯塚医院

（福住字六反田1-9）
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）

受注No.19B01294  ／版管理番230969-01／阿久比町役場様    
広報あぐい3/15号 18P（ｶﾗｰ含む） 政策協働課（210×297mm）／19.3.5／10:41／長尾★★■
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　かなは、幼なじみのごうたにいつも
いたずらをされてばかり。かなは、今
度の誕生日会にごうたを呼ばないこ
とにしました。けれど、誕生日会の後
に友達と野原で遊んでいると、ごうた
がやって来て…。
　素直になれないごうたの様子がほ
ほ笑ましい絵本です
（小学校低学年向け）

子どもと本を読もう！69回子どもと本を読もう！69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

『ごうた、1年生でしょっ』

心が整う　禅の庭づくり『ミニ枯山水の世界』 
枡野　俊明　著（家の光協会）

もはや不要なのに存在する人体パーツ 21 の秘密
『終わっている臓器』

坂井　建雄　監修（徳間書店）

5つの心得と32の視点で考える孫とのかかわり
『祖父母学』

大森　　弘　著（グッドブックス）

『新幹線で知る日本』なるほど地理・歴史・社会
　池　　　亨　著（天夢人）

『天　命』
岩井　三四二　著

（光文社）

『第一印象の科学』
なぜヒトは顔に惑わされてしま
うのか？
アレクサンダー・トドロフ　著

中里　京子　訳
（みすず書房）

『もうひとつの「異邦人」』
ムルソー再捜査

カメル・ダーウド　著
鵜戸　　聡　訳

（水声社）

『「すぐやる人」の読書術』
塚本　　亮　著
　（明日香出版社）

『はるかぜさんぽ』
江頭　路子／作　　(講談社)

　お気に入りのワンピースを着
て、新しい靴を履いた女の子が、
春のそよ風吹く日に散歩へ出掛
けます。出会ったのは、タンポポ、
チョウチョ、優しい風…。
　これからの季節、春の散歩に出
掛けたくなる絵本です。
（幼児向け）

すとう　あさえ／文　　
おおしま　りえ／絵　　(文研出版)　

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～

★スケッチ燦作品展
～3月24日(日)

展示ホール

●阿久比町立図書館（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。

おすすめの本 おすすめの本

受注No.19B01294  ／版管理番230969-01／阿久比町役場様    
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【みんなで体操しよう会】
■内　容　みんなで楽しくあぐい
の健康体操をします。初心者も
大歓迎。参加できる日だけでも
大丈夫です。
■日　程　毎月第1・第3火曜日
　午前10時～午前11時30分　
　初日は4月16日です。
【あぐいの健康体操マスター
教室】
■内　容　あぐいの健康体操をし
っかり覚えたい方にお勧めです。
■参加特典　
　▽　「あぐいの健康体操」のＣＤ・
ＤＶＤの無料貸し出し

　▽　体操をマスターした方には
Ｔシャツプレゼント

■日　程　全11回（全て水曜日）
　午前10時～午前11時30分
　4月17日、24日、5月15日、22日、
29日、6月5日、12日、26日、7月
3日、24日、8月7日

■場　所　町保健センター　
■対　象　町内在住の方
■定　員　各20人程度（申し込み
多数の場合は抽選）　　

■申込期間　
　3月15日（金）～3月29日（金）
■申し込み・問い合わせ先
　健康介護課保健係
　（48）1111（内1520・1521）

　7月分の保育園入園受け付けを
行います。詳しい入所基準は、入所
申込書と一緒に配布する入所申し
込み案内を確認してください。
■受付期間
　4月1日（月）～4月10日（水）の
午前9時～午後5時（土曜日、日曜
日を除く）
　※　上記期間を過ぎると優先順
位が下がります。

■受付場所　
　子育て支援課（10番窓口）
■申し込み方法
　　子育て支援課で配布する入所
申込書に必要事項を記入し、必
要書類と併せて提出してくださ
い。
　※　提出書類に不備や不足があ
る場合、受け付けできません。

■そのほか
　▽　年少クラス以上については、
自由契約児の受け付けも行い

ます。
　▽　6月分までの入園受け付け
は随時行っています。希望月
の前月10日（10日が休みの
場合は直前の開庁日）までに
必要書類を提出してください。

■申し込み・問い合わせ先
　子育て支援課幼児保育係　
　（48）1111（内1123・1124）

　平成31年度の高齢者タクシー
料金助成券を、4月1日から交付し
ます。対象は、70歳以上の方です。
　申請する方は、健康介護課介護
保険係の窓口に次のものを持参し
てください。
■申請に必要なもの
【継続の方】
　証明書（助成券登録時に作成し
たもの）、印鑑

【新規の方】
　本人の顔写真（縦3センチメート
ル×横2.5センチメートル）、印鑑、
生年月日を証明できるもの（運
転免許証・保険証など）
■問い合わせ先
　健康介護課介護保険係
　（48）1111（内1125・1126）

健康体操で楽しく
健康づくり

保育園入園案内
（7月入園分）

高齢者タクシー
料金助成券を交付

　2020年に東京で開催されるオリンピック・パラリンピック競技大会の入賞メダルに、不要になった小型家電に含まれ
るリサイクル材を活用する取り組み「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」は、メダル作製に必要な金属量
を確保できる見通しとなったことから、プロジェクトのための小型家電回収の受け付けを3月31日で終了することになり
ました。
　町では、役場1階インフォメーションに設置した回収ボックスでの携帯
電話・スマートフォン本体の回収を3月29日で終了します。
　引き続き、ごみの減量のため、小型家電リサイクルをはじめとするご
みの分別収集に協力してください。

■日　時　毎月第1・第3土曜日の午前9時～午前11時30分
■場　所　町オアシスセンター（町保健センター）駐車場
※　詳しくは、広報あぐい3月1日号をご覧ください。
■問い合わせ先　建設環境課環境係　(48)1111（内1211・1212）

使用済小型家電回収は継続
プロジェクト終了後も

「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」
回収受け付け終了のお知らせ
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9日（火)、12日（金）、16日（火）、19日（金）、
23日（火）、26日（金)
午後6時30分～午後8時30分

種　　　目 日　　　時場　　　所

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）

3日（水）、10日（水）、17日（水）、24日（水）
午後7時30分～午後9時

6日（土）、13日（土）、20日（土）、27日（土）
午前9時～午後0時30分

20日（土）、27日（土）
午前9時～正午
11日（木）、18日（木）、25日（木）
午前10時～午前11時
9日（火）、23日（火）
午後2時～午後3時

21日（日）、28日（日）
午前9時～午前11時
28日（日）　
午前9時30分～午前11時30分

5日（金）、19日（金）
午後2時～午後3時30分
9日（火）、23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

野球場

野球場

○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

中央公民館

4月のスポーツ村イベントガイド

総合型地域スポーツクラブ「アクティブあぐい」4月の予定

吹き矢大会を開催

5月から小中学生バドミントン教室が始まります

健康体操教室は、3月で終了しました。

■日　時　4月26日（金）　午後1時30分スタート（午後1時までに集合してください）
■場　所　ふれあいの森体育室
■参加費　会員 500円　非会員 800円　
※　優勝～第3位、飛び賞、B.B.賞、参加賞があります。
※　当日に受け付けしますので、予約は必要ありません。この日の吹き矢教室は休みと

なります。

■日　時　毎週火曜日　午後7時～午後9時30分
■場　所　ふれあいの森　体育室
※　シューズ、ラケットは、各自で用意してください。
※　参加費300円（会員は無料）のほかに、シャトル代として、1回100円が必要です。

～　親子の憩い、芝生の上で遊
び、笑い、和やかな時間を過ごし
ませんか　～

　町民の憩いの場として、毎月第3
日曜日（家庭の日）にスポーツ村の
陸上競技場を無料で開放します。
芝生で仲良く遊んだり、友人とバド
ミントンを楽しんだりと、公園のよ
うに使うことができます。もちろん
競技用トラックを走ることもできま
す。申し込みは不要です。
■開催日（毎月第3日曜日）
　4月21日、5月19日、6月16日、7

月21日、8月18日、9月15日
　※　10月以降の予定は10月1

日号の広報でお知らせします。
■時　間　
　午前9時～午後4時30分
■場　所　
　阿久比スポーツ村陸上競技場
■注意事項
　▽　ごみは各自で持ち帰ってく

ださい。
　▽　道具の貸し出しは行いませ

んので、各自で用意してくださ
い。

　▽　以下の行為は禁止します。
　　①ほかの人の迷惑となる行為、

②ペットの入場、③スパイクの
使用、④スポーツ団体の使用、
⑤火気の使用、⑥硬いボール
の使用（サッカーボール、野球
ボールなど）

■問い合わせ先　
　阿久比スポーツ村　
　（49）2500

4月13日（土）・14日（日）・20日（土） 愛知県高等学校優勝野球大会
春季愛知県大会

4月1日（月）・2日（火） 愛知県高等学校優勝野球大会
知多地区予選会

陸上競技場

野球場

4月21日（日）
午前9時30分～午後4時30分 スポーツ村すこやか町民開放

4月21日（日）・27日（土）・28日（日） 全尾張高等学校野球選手権大会
知多地区予選会

スポーツ村開放事業
スポーツ村

すこやか町民開放

12日（金）　※　26日（金）は大会
午後1時30分～午後3時
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○　事例
　携帯電話やパソコンに迷惑メールが１日に何十件も届いて困っている。
メールの内容に、「配信停止はこちら」とアドレスが書かれている。停止させ
たいので返信しても良いか。
○　助言
　心当たりのない不審なメールなどは、開けずに削除してください。返信し
たり、記載されたアドレスにアクセスしたりしてはいけません。相手から連絡
があり、新たなトラブルのきっかけとなる場合があります。
○　被害を防ぐアドバイス
　迷惑メールは「開けずに削除し、反応しない」ようにしてください。迷惑メ
ールか本物のメールか判断ができない場合など、心配なときは消費生活セ
ンターまで相談してください。
消費生活相談（無料）をご利用ください。　
◎　知多半田消費生活センターで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

　屋外での焼却行為（野焼き）に関
して、毎年「臭いが付くので洗濯物
が干せない」「ぜんそくなので咳が
止まらなくなる」「煙が屋内に入る
ので窓が開けられない」といった苦
情が多数寄せられています。
　野焼きは、農林水産業や宗教的・
文化的儀礼に伴うものなど一部の
例外を除き、禁止されています。違
反した場合は罰金が規定されてい
ます。
　例外に該当するものであっても、
周囲の方へ迷惑をかけるものや、
生活に悪影響を与えるような焼却

　先月号で昼食
に野菜を増やす

と宣言したので、最近弁当に意
識して野菜を取り入れるように
しているのですが、そろそろ自
分の知っているレシピが尽きて
きたのでインターネットでレシ
ピを検索する毎日です。豆知識
ですが、捨てられることが多い
ブロッコリーの芯は実はとても
栄養が豊富な部分なので、サラ
ダにしたり肉巻きにしたりして
おいしく食べることをお勧めし
ます。豊富な栄養も取れてごみ
の減量にもつながる…一石二
鳥です。ぜひ実践してみてくだ
さい。

編集後記

行為は認められません。
　野焼きに関して悪質なもの、危
険なものを目撃した方は警察や消
防へ通報をお願いします。
■問い合わせ先
　建設環境課環境係
　（48）1111（内1211・1212）

　例年2月中旬から6月上旬まで
の間、カラスの巣作りが活発になり
ます。電柱や鉄塔にカラスの巣を
発見した場合は、近くの中部電力ま
で連絡してください。
　カラスの巣には、金属製ハンガ
ーや針金などの電気を通す材料が
使われています。これらが電線に接

野焼きは禁止され
ています

触すると、停電が発生することがあ
ります。ハンガーなどを屋外に放置
しないように協力をお願いします。
■連絡・問い合わせ先
　中部電力株式会社電力ネットワ
ークカンパニー半田営業所
　0120（985）232

シリーズ　消費生活相談　
心当たりのない迷惑メールに関する相談
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4 月の相談
■人権・行政・心配ごと相談
　4日（木）、18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）
　18日（木）
　場　所　中央公民館本館102号室
　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）

4月4日（木）
場　所　中央公民館本館308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

4 月の相談

カラスの巣作りによる
停電防止にご協力を
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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。

2 月　救急・火災

火災
建　物
車　両
その他

5
1
2
2

救急
交通事故
急　　病
そ の 他

阿久比町消防団
出動人員　 66人

82
9
55
18

　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。

■4月7日（日）
高岡地区の天満社で高岡獅子館
（平成7年１月4日指定）が披露さ
れます。

■4月13日（土）・4月14日（日）
萩地区で萩大山車（平成2年10
月1日指定）の引き回しが行われ
ます。

■4月27日（土）・4月28日（日）
横松地区で横社山車（平成4年2
月17日指定）の引き回しが行わ
れます。

■4月13日（土）・4月14日（日）
大古根地区で八幡社山車（平成2
年10月1日指定）の引き回しが行
われます。

■4月13日（土）・4月14日（日）
宮津地区で宮津北組山車と南社
山車（共に平成2年10月1日指
定）の引き回しが行われます。

各地区の
春祭りで披露される
町指定文化財を
ご覧ください。
■問い合わせ先
　社会教育課社会教育係
　（48）1111（内1229）
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