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あなたとあなたの大切な人を守るために、
早めのワクチン接種をご検討ください。
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　令和4年阿久比町成人式は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、第1部・第2部の2回に分けて開催します。
■日時など　令和4年1月9日（日）
▽ 第1部　東部小学校・南部小学校の卒業生、または各学区在住の方を対象

午前11時～（受け付けは午前10時30分～）
▽ 第2部　英比小学校・草木小学校の卒業生、または各学区在住の方を対象

午後2時～（受け付けは午後1時30分～）
■場　所　アグピアホール（中央公民館多目的ホール）
■対　象　平成13年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた方
※ 町内に住所のある対象者には、11月中に案内状を郵送します。
※ 以前阿久比町に住んでいた方が、学校や仕事の都合で現在は町外に住んでいる場合も参加できます。参加希望
の方は、問い合わせ先に連絡してください。

■注意事項
▽ 保護者の方は入場できません。
▽ 当日は、受付時に案内状を提示してください。
▽ 会場内ではマスクの着用をお願いします。
▽ 発熱のある方や、体調不良の方は入場をお断りします。
▽ 新成人の方で、都合により付き添いを必要とする場合は、事前に問い合わせ先にご相談ください。
▽ 今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、やむをえず式の中止や開催方法の変更を行う場合があ
ります。最新の情報は、町ホームページで確認してください。

■問い合わせ先　社会教育課社会教育係　（48）1111（内1229）

成人式を2部制で開催成人式を2部制で開催

～　シリーズ⑩　新型コロナウイルスワクチン接種　～

接種を希望される方は
10月中に接種予約を！

▼あいちワクチンステーション栄
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/aichi-wakuchin-
station-sakae.html
▼サンシャインサカエひだまりコロナワクチン職域接種会場
https://www.nagoyacity-covid19vaccine.com

　現在、予約枠には十分余裕があり、金曜日の夕方から夜や土曜日に多くの枠を設
定しています。未接種の方のうち、接種を希望される方は、早めに予約・接種をお願いします。最新
の情報は、町ホームページを（http://www.town.agui.lg.jp/ka/coronayoyaku.html）ご覧いた
だくか、コロナワクチンコールセンターへ連絡してください。 ▲町ホーム

ページ

▲あいちワクチン
ステーション栄

▲サンシャインサカ
エひだまりコロナ
ワクチン職域接種

ワクチン接種状況【10月5日時点】
〈令和3年4月1日現在の全対象者（令和3年度中に12歳以上になる方）2万4,988人〉

※ ワクチン接種状況は、町ホームページでご覧いただけます

0%
2回接種済　67.0％（1万6,734人）

1回接種済　11.1％（2,776人）

未接種　21.9％（5,478人）
100%

阿久比町コロナワクチンコールセンター
（48）0900　開館時間：平日　午前8時30分～午後5時15分問い合わせ先

お急ぎく
ださい！
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1.貧困をなくそう
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせるＳＤＧｓ17の目標

2.飢餓をゼロに
飢餓を終わらせ、食料安全保障・栄養改善を実現し、持続可能な農業を
促進する



メニューに「新型コロナウイルス」を追加しました。
今後、感染者情報や施設の利用制限、支援策など皆さんにいち早くお伝

えしたい新型コロナウイルス関連情報を更新しますのでぜひアプリをご
利用ください。
　また、「ホーム」の「お知らせ」に表示する情報の並べ替え機能に、「新型コ
ロナウイルス」を追加しました。並べ替えは、「お知らせ」の情報をどれかタッ
プしていただき、画面右上に表示される「並び替え」を選択してください。
※ 防災無線で流れる内容（感染者情報など）は「防災無線」に分類されます。
■問い合わせ先　政策協働課調査広報係　(48)1111（内1310・1311）

「  」AguNavi（アグナビ）「  」AguNavi（アグナビ）

iPhone用 Android用

利用方法

新型コロナウイルス関連情報もすぐにお届けします！

ホーム

スマートフォン版アプリを利用開始するには専用アプリ「ライフビジョン」をイン
ストールして初期設定を行う必要があります。右のコードを読み取るか、アプリダウ
ンロードストアで「ライフビジョン」と検索し、アプリをインストールしてください。

～食品ロスについて考えよう～
　今回は、町の食育推進計画の目標「安全、安心で環境にやさしい食生活の推進」の項目の一つ「食品ロス」につ
いて考えます。
■食品ロスとは
「食品ロス」とは、本来食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。食べ物を捨てることはもったいない
ですし、環境にも悪い影響を与えてしまいます。
■日本の食品ロスの現状
日本の食品廃棄物などは年間2,531万トンで、そのうち食品ロスの量は年間600万トンになっています。（平
成30年度推計値）1人当たりの食品ロス量は1年で約47キログラムで、これは毎日お茶碗一杯分のご飯を捨て
ているのと同じ量となります。
■食品ロスを減らすには

家で食品ロスが出ないようにするだけでなく、食料品店や飲食店でも食品ロスを減らすように意識すること
が大切です。例えば、賞味期限の近い値引き商品を買ったり、食べ切れる分量を注文して、食べ残しを出さない
ようにしたり、皆さんのちょっとした行動が食品ロスを減らします。

■問い合わせ先　産業観光課農政係　（48）1111（内1222）

食 育 通 信
No.
3

誰でもできる食品ロス削減（お買い物・消費編）
消費期限・賞味期限を正しく理解しましょう！

おいしく食べることができる期限　定められた方法で保存した場合に、品質が
変わらず、おいしく食べることができる期限

期限を過ぎたら食べない方が良い期限　定められた方法により保存した場合、
腐敗、変敗その他の品質（状態の）劣化を心配せず、安全に食べられる期限

菓子、カップめん、
缶詰

弁当、サンドイッチ、
惣菜

表　記

賞味期限

消費期限

表示されている食品の例意　　味
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33.すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢の全ての人の健康的な生活を確保し、
福祉を促進する

ＳＤＧｓ17の目標
4.質の高い教育をみんなに
全ての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会
を促進する



令和4年度実施事業が採択されました令和4年度実施事業が採択されました
「住民税1％町民予算枠制度」

町民活動団体の皆さんに企画いただいた8事業のうち、審査の結果、6事業が採択されました。採択された事業は、令
和4年度に町民活動団体が実施し、町からは補助金が交付されます。

　住民参画と協働のまちづくりを推進するため、皆さんからの「アイデア」や「想い」をカタチにする仕組み「住民税1％町民予算枠
制度」。各事業の募集を行ったところ、10年目になる今年も「熱い想い」と「創意工夫」あふれる企画提案を多数いただきました。
　審査委員会による書類審査と提案者・企画団体も参加した9月4日開催の公開ヒアリング審査を経て、採択事業が決定しまし
た。採択事業については、最小の経費で最大の効果を挙げられるよう、内容を再度精査し、事業実施・補助金の交付を行います。
　各事業の進捗状況などは広報あぐい「みんなで協働推進ページ」で随時お知らせします。

■わくわくコラボ事業（敬称略・評価点の高得点順で合計事業額1,506,184円）

事業の名称 企画団体 事業の内容 評価点

70.20

68.43

67.80

66.43

65.71

65.00

子どもたちのための
音楽会『音楽だ～い
すき』とEnsemble 
kuu（アンサンブル 
クウ）による「好き好
きミュージック」
10th記念コンサー
トの公演

「好き好き
ミュージック」

大村　泰敬

　町内4小学校で楽器のハープと歌の演奏会を開催する。新型コ
ロナウイルス対策として各校2回に分けて開催するなど、密になら
ないよう対策をして実施する。アグピアホールでEnsemble
kuuによる木管五重奏の演奏会を開催する。

矢勝川堤防など
への彼岸花球根
の植栽

矢勝川の環境を
守る会
竹内　立見

　まちのふるさとづくりの一環として、矢勝川周辺に植栽した彼岸
花を維持・管理する。彼岸花の植栽事業は12年が経過し、今後も
草刈り、彼岸花の手入れ、補植を活動の主体としながら、弘法橋周
辺の植栽を行う。9月・10月に秋祭りが実施された際は、来場者を
迎え、観光案内とまちのＰＲに努める。

ロビーコンサート
～♪憩のひととき
をあなたに～

Ｍオアシス
山本　みほ

　年間4～6回程度の開催を予定し、昼に庁舎1階ロビーまたはホ
ワイエ、アグピアホールを使い、30分間のミニコンサートを行う。
3～4人程度の出演者グループを町内外から募集し、来場者へ音
楽の生演奏を届けることで、コロナ禍による窮屈な毎日に心の潤
いをもたらすことをねらう。

花サークル・くさぎ
活動

花サークル・くさぎ
竹内　友章

　公民館、沿道、公園へ花を植え、水やり、草取り、消毒などを実施
し、四季を通して花いっぱい運動を展開することで環境保全に対
する住民意識の向上を図る。保育園児とその保護者に花苗の配布
や、希望者への花苗の定植体験を行う。草木公民館へグリーン
カーテンを設置する。

地球温暖化と異
常気象に備えるセ
ミナー
―ＳＤＧｓ（持続可
能な開発目標）を
視座に―

防災ボランティア
あぐい
梛野　祐三

エスペランス丸山で、ＳＤＧｓの理念に沿った異常気象について
のセミナーを行うことで、気候変動のもたらす影響の危機感を共
有し、一人一人の環境問題に対する意識を高める。また、防災倉庫
の見学、風水害に対する準備についてワークショップなどの防災
研修を行うことで、町の防災活動レベルの向上につなげる。

みんなで使おう！
コミュニケーショ
ンボード

手話サークル
もちっこ
島田　美和

コミュニケーション支援ボード（聴覚障害など、話し言葉でコミュ
ニケーションを取れない方向けに、イラストを指さししながら意思
を伝えることができるもの）を作成し、町内のコンビニエンススト
アに設置してもらうことで、全ての方がコミュニケーションを取り
やすく暮らしやすいまちづくりを目指す。

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

町民の皆さんからいただいた提案を事業担当課で調整・計画し、審査の結果、1事業が採択されました。採択された
事業は令和4年度に町が実施します。

■わくわくアイデア事業（敬称略・事業額58,740円）

事業の名称 提案者
事業担当課

事業の内容 評価点

　毎月1回日曜日と、体育室の予約の入っていない午前9時から午
後5時までの間、ふれあいの森体育室を無料で一般開放し、一般の
利用者の利便性向上につなげる。

ふれあいの森体育
館の一般開放事業 67.29

後藤　由希子

社会教育課

■問い合わせ先　政策協働課協働推進係　（48）1111（内1310・1311）
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5.ジェンダー平等を実現しよう
ジェンダーの平等を達成し、全ての女性と女児の能
力開花を図る

ＳＤＧｓ17の目標
6.安全な水とトイレを世界中に
全ての人の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する



町民の皆さんの話題やニュースを紹介

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。 　政策協働課調査広報係　（48）1111（内線1310）

　皇室ご一家の食卓、だんらん、知ら
れざる食にまつわるエピソードを、宮
内庁大膳課厨房第二係に勤務してい
た筆者が絵と文章でまとめた、心温ま
る一冊。

展示ホール
◆れんげ絵画同好会展　10月24日（日）まで
◆絵手紙同好会作品展　10月29日（金）～11月7日（日）
◆読書感想画文作品展【小学校低学年】　11月10日（水）～11月23日（火・祝）

　子どもが楽しく、習慣的に料理がで
きるようになることを目標に、料理や
食材の基本を学びます。
　「おなかすいた」と大人を待つより、
冷蔵庫を開けてみよう。

『陛下、お味はい
かがでしょう。

「天皇の料理番」
の絵日記』

一般向け 児童・ティーンズ 絵本『こびとの台所
子どもがつくる
うちのごはん』

『スプーン
コプター』

著者

上田　のりこ

著者

竹与井　かこ

　赤、青、黄色、白と黒。
　5色のスプーンコプターたちが、食
器棚から出発！スープやチャーハン
を、みんなの口に運びます。

著者

工藤　極

食事に関する本こちら、阿久比町立図書館です！
●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。

出版社

星の環会

出版社

アリス館

出版社

徳間書店

こちら、阿久比町立図書館です！

おはなし会
土曜日：午後2時30分～
日曜日・祝日：午前11時～、午後2時30分～
※　まん延防止等重点措置、緊急事態宣言中は開催しません。

▲　賞状を手に笑顔を見せる大村さん

̶ 今月号の表紙 ̶
　9月24日に阿久比中学校で令和3年度桜輝祭 体育の部が行われ
ました。新型コロナウイルスの影響で例年通りとはいかないものの、
今年の桜輝祭のスローガンが「enjoy～今この瞬間を楽しもう～」と
あるように、感染対策を徹底した上で自分たちの桜輝祭を盛り上げ
よう！という意気込みが伝わる体育の部でした。写真は学年種目「阿
中 the ハリケーン」の様子です。

　平成5年から更生保護女性会の会員として活動され
ている大村貞子さん（福住）が日本更生保護女性連盟
会長表彰を受賞し、町長を表敬訪問しました。大村さん
は、平成20、21年度に会長を務めています。印象に
残っている活動について、平成21年度に開催した「子
育てフォーラム」を挙げ、「例年のミニ集会は参加者が
少なく、発言をしにくいという意見があったため、子育
てフォーラムを開催しました。結果、会場に入りきらな
いほど人が集まり、大変でしたがとても感激したことを
覚えています」と笑顔で語りました。

大変でもやりがいのある活動
9/13
（月）

7.エネルギーをみんなに　そしてクリーンに
全ての人の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エ
ネルギーへのアクセスを確保する

ＳＤＧｓ17の目標
8.働きがいも経済成長も
包摂的かつ持続可能な経済成長、全ての人の完全かつ生産的な雇
用と働きがいのある人間らしい雇用を促進する
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　令和3年10月20日から、マイナンバーカードが健康保険証として対応の一部医療機関で利用できるよう
になります。なお、従来どおり健康保険証でも受診可能です。

　健康保険証として利用するには、マイナポータルでの保険証利用の申し込み （初回登録） が必要です。また、住民福祉
課③窓口で申請に必要な証明写真を撮影し（無料）、マイナンバーカードの申請を受け付けています。気軽にお声掛けく
ださい。
■持ち物
健康保険証利用登録：マイナンバーカード
マイナンバーカード作成：本人確認書類、通知カード
■マイナンバーカード作成についての問い合わせ先　住民福祉課戸籍住民係　（48）1111（内1115）
■健康保険証利用についての問い合わせ先　住民福祉課医療年金係　（48）1111（内1118）
マイナンバーカードの保険証利用について、詳しくは厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.
jp/stf/newpage_08277.html）のマイナンバーカード保険証利用についてご覧ください。

窓口で健康保険証利用登録の補助、マイナンバーカードの作成を行っています

令和3年10月20日から
マイナンバーカードが健康保険証として利用可能に！

令和3年10月20日から
マイナンバーカードが健康保険証として利用可能に！

▼ 対応医療機関で保険証として利用できます
対応医療機関で、マイナンバーカードをかざし、顔認証もしくは4桁の暗証番号を入力す

ることで保険証の代わりに利用できます。
※ 対応医療機関は下記厚生労働省ホームページをご確認ください。町内の対応医療機
関はあぐい小児科クリニックです。（10月6日現在）

▼ 窓口での限度額以上の一時支払いの手続きが不要になります
急な入院などで「限度額適用認定証」が手元になくても、限度額を超える支払いが不要に

なります。
▼ 保険が変わっても、健康保険証としてずっと利用できます

新しい医療保険者へ手続き済みであれば、健康保険証としてずっと使うことができます。
（医療保険者などが変わる場合は、加入の手続きが引き続き必要です）また、国民健康保険
や後期高齢者医療制度に加入している方は、原則、被保険者証の更新が不要になります。加
えて高齢受給者証の持参が不要になります。
▼ 特定健診や薬の情報がマイナポータルで閲覧できます

特定健診の結果や、受け取った薬の情報がマイナポータルから閲覧できます。また、自身が同意すれば医療機関・薬
局が特定健診情報、薬剤情報を閲覧することが可能になります。このため、データに基づく診療・薬の処方が受けられ
ます。

具体的にできるようになること

マイナンバー制度
マスコットキャラクター
“マイナちゃん”

新型コロナウイルス感染拡大防止のために

「あ」「ぐ」「い」「ちょ」「う」で表す啓発標語
みんなで習慣にしよう！みんなで習慣にしよう！

「あ」　　朝　体温はかって　今日もスタート
「ぐ」　　ぐっすり眠って　免疫力アップ！
「い」　　いつでも換気　いい空気
「ちょ」　丁度いい　その距離保って　マスクして
「う」 　うがいした？　手洗いの後は忘れずに！

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年度阿
久比町産業まつりを中止します。
■問い合わせ先
産業観光課商工観光係　(48)1111（内1225）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和３年度阿
久比町みんなの菊花展は中止となりました。
■問い合わせ先
産業観光課商工観光係　(48)1111（内1225）

令和3年度阿久比町産業まつりを中止

令和3年度阿久比町みんなの菊花展を中止

受注No.21I01157／版管理番245589-01／阿久比町役場様    
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6 9.産業と技術革新の基盤をつくろう
強靭なインフラの整備、包摂的かつ持続可能な産業化の促進・イノベー
ションの推進を図る

ＳＤＧｓ17の目標
10.人や国の不平等をなくそう
各国内・各国間の不平等を是正する
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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 阿久比町
子育て支援センター

あぐぴっぴ

だ よ りだ よ りだ よ り11月

◆ どの講座も先着順です。
◆ 10月１8日（月）から10月25日（月）までに子育て支援セ
ンターあぐぴっぴへ申し込んでください。電話でも受け付
けます。
◆ 対象は町内在住の方に限ります。
◆ 生後4カ月の子どもから託児を受け付けます。
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座や行事
などを延期・中止する場合があります。ご了承ください。

透明感のあるアクセサリー素材「レジン」の中に花やビーズ
を閉じ込めて、かわいいキーホルダーを作りませんか。
■日　時　11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　未就園児の保護者
■定　員　10人（託児は10人まで可能）
■講　師　臼井恭子さん

ファミサポ会員募集中！
詳しくは子育て支援センタースタッフまで！

広報あぐい　2021.10.15
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● リフレッシュ講座 「RESINでアクセサリー作り」　●
レ ジ  ン

食事・睡眠・排泄などの生活習慣をつくっていくために、0歳・
1歳のうちにやっておくといいことは何でしょうか。
　今回は保健師も参加します。ママの「分からない」を解消で
きるトークルームです。
■日　時　11月８日（月）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　0歳～1歳の子どもの保護者
■定　員　7人

● おしゃべりルーム 「生活リズムの自立に向けて」　●

　今年度2回目の双子（三つ子）の会を開催します。
■日　時　11月29日（月）午前10時～午前11時
■対　象　双子（三つ子）と保護者
■定　員　親子１０組

● 双子ちゃんの会 「さくらんぼ」　●

11.住み続けられるまちづくりを
包摂的で安全かつ強靭で持続可能な都市・人間居住を実現するＳＤＧｓ17の目標

12.つくる責任　つかう責任
持続可能な生産消費形態を確保する

月日 火 水 木 金 土
1

8

15

22

29

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

児童館｢あそびひろば｣
草木保育園なかよし広場

児童館　臨時休館
英比保育園なかよし広場

児 開館

児　開館

児 開館

児 休館

児　開館

児　開館

児　休館

児童館　13：30開館

児童館　13：30開館

中部保育園なかよし広場

城山保育園なかよし広場

児童館　13：30開館

児童館　休館

児童館　休館児　開館

児童館　臨時休館

児童館　休館 児童館｢あそびひろば｣

児童館　臨時休館

いしざかやまこどもえんなかよし広場

東部保育園なかよし広場

児童館　臨時休館 児童館　臨時休館児童館　臨時休館 児童館　臨時休館

児童館　休館
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｢あそびひろば｣

児童館　臨時休館

児童館　開館

児童館｢あそびひろば｣

◆ 新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、広場の人数制限、開所時間短縮をする場合がありま
す。広場の掲示、ホームページなどでお知らせします。

◆ ことばの相談室「すくすく相談日」は、公認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。

◆ 児童館は、11月23日（火）が祝日で開館のため、管理規則により24日（水）は休館になります。また、
11月1日（月）から10日（水）まで、工事のため児童館を臨時休館します。（期間中は、館庭・外遊具なども
使用できません）ご理解・ご協力をお願いします。

カレンダー 11がつ

・おもちゃ病院
午前10時～

・ことばの相談室
｢すくすく相談日｣

・リフレッシュ講座
　「RESINで
アクセサリー作り」

スポーツ村
避難訓練

・保健師訪問
　「からだげんきかな」

・おしゃべりルーム
　「生活リズムの
　自立に向けて」

・双子ちゃんの会
　「さくらんぼ」

・わくわくぴっぴ広場
　（中央公民館本館
午前10時～午前11時30分）

・わくわくぴっぴ広場
　（宮津公民館
午前10時～午前11時30分）

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

勤労感謝の日

文化の日
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13.気候変動に具体的な対策を
気候変動とその影響を軽減するための緊急対策を講じるＳＤＧｓ17の目標

保健セ
ンター通信

すこやかだより
第6回テーマ　「身体活動・運動」

「日常生活の中で、体を動かす習慣を身につける」
健康日本21あぐい計画（第3次）での目標（目指すべき姿）

会計年度任用職員（介護支援専門員）を募集

　自動車の利用が増え、家事の機械化が進むなど、私たちの生活はずいぶん便利になりました。しかし、その
反面、身体を動かす機会が減り、運動量が減ったことで、糖尿病や高血圧といった生活習慣病を抱える方が増
えています。
　また、私たちの筋力は使わなければ衰えます。いつまでも元気に活動的に過ごすためには、継続して体を動
かし続ける必要があります。
　家事や買い物などの「生活活動」や「運動」で、無理のない程度に、積極的に体を動かしましょう。

健康日本21あぐい計画（第3次）

実現するための「取り組み」
町民の皆さんにお願いする取り組み

◇ 自分に合った運動を見つけて実践し、それを続
けます
◇ 生活の中でこまめに動き、積極的に外出します
◇ 地域の活動に、積極的に参加します

地域や職場の皆さんにお願いする取り組み
◇ 運動に関する知識を深め、運動を習慣化できる
よう努めます
◇ 感染症に配慮した形で、地域や職場での運動の
機会をつくります

行政の取り組み
◇ 運動できる機会づくり
◇ 運動の大切さの周知・啓発
◇ 運動を始めるきっかけづくり
◇ 運動習慣が長続きするよう支援
◇ 運動に関するグループ活動への支援
◇ 感染症に配慮した形での地域交流機会の充実
◇ 安全で無理のない運動についての知識の普及
◇ 室内や自宅などでできる運動方法の周知・啓発

■日常生活で活動量を増やす工夫
▽ エスカレーターやエレベーターでなく、階段を使う。
▽ 車を遠くの駐車場に停める。
▽ 掃除などの家事をこまめに行う。
▽ 電車に乗っている間は座らずに立つ、一つ手前の駅で降りて歩くなど通勤時間を有効に使い、体を動かす。
▽ 歩幅をあと10センチメートル広くして歩く。（自然と歩く速度が早くなり、普通に歩くより活動量が増える）

■運動で大切なことは「無理をしないこと」
▽ 運動の強さ：軽く汗をかく程度がお勧め。息切れするような強い運動は危険を伴います。　
▽ 運動の時間：プラス10分。急激な活動量の増加も、体に悪影響を与える危険があります。「1日10分」を目安に、
今より活動量を増やしてみましょう。

■問い合わせ先　保健センター（オアシスセンター）　　(48)1111（内1520・1521）

■任用期間　開始時期については要相談～令和4年3月31日
■勤務時間　1日5時間
■勤務場所　町地域包括支援センター（役場内）
■募集人員　1人
■応募資格　介護支援専門員資格のある健康な方
■勤務内容　ケアプラン作成、相談業務など
■報　　酬　1,336円～（時間給）
■試　　験　面接試験（後日連絡）

■提出書類　会計年度任用職員登録申請書
（令和3年度用）〔町ホームページ
（http://www.town.agui.lg.jp/ka/R
3_kaikeisaiyo.html）よりダウンロード
可・写真添付〕、介護支援専門員証の写し
■申込期限　10月29日（金）
■申し込み・問い合わせ先
健康介護課地域包括支援係
(48)1111（内1127）

保健センター（オアシスセンター）　　（48）1111（内1520・1521）
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14.海の豊かさを守ろう
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な
形で利用する

ＳＤＧｓ17の目標

11月 の保健ガイド

乳児健診
1歳児歯科相談
1歳6カ月児健診
2歳児歯科健診

2歳6カ月児歯科健診
3歳児健診

令和3年7月13日～8月9日生
令和2年11月生

令和2年4月20日～5月16日生
令和元年10月～11月生
平成31年3月～4月生
平成30年10月生

9日（火）
24日（水）
16日（火）
25日（木）
4日（木）
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

午後1時～午後1時30分
受付時間日にち

午前9時30分～午前11時

午前9時30分～午前10時30分
午後1時～午後1時30分

午前9時30分～午前10時30分
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）

令和3年5月6日～6月10日生 10日（水）
予防接種名 対象者 受付時間日にち
ＢＣＧ接種 午後1時30分～午後2時

10日（水）
24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）

5日（金）
19日（金）

●健康なんでも相談日　乳児・一般健康相談
内　容 時　間日にち

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）

午前9時～午前11時
午後1時～午後3時

【がん検診、母子健診を受けられる方へのお願い】
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、あらかじめ来所時間を指定しています。来所時間は、案内通知でお知らせし
ます。体調不良の場合は、受診を控えてください。

前期離乳食講習会
後期離乳食講習会

令和3年7月生
令和3年2月～3月生 午前10時～午前11時

11日（木）
30日（火）

●教室・講習会
教室などの種類 対象者 時　間日にち

午前9時～午前11時
胃がん・大腸がん・前立腺がん
乳がん・子宮がん・大腸がん

レディスがん検診
申込者

 17日（水）
 18日（木）
 22日（月）

●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 受付時間日にち

●休日診療歯科診療所（診療時間　午前9時～午後1時）
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）

■申し込み・問い合わせ先
保健センター（オアシスセンター）
　（48）1111（内1520・1521）
※　会場・所在地の記載がない場合、会場は保健センターです。

●休日診療担当医院（診療時間　午前9時～正午）
日にち 担当医院（所在地） 診療科目 電　話
3日（水・祝）
7日（日）
14日（日）
21日（日）
23日（火・祝）
28日（日）

阿久比クリニック（卯坂字米山1-1）
あぐい小児科クリニック（福住字坊田34）
飯塚医院（福住字六反田1-9）
渡辺クリニック（白沢字天神裏10-8）
阿久比クリニック（卯坂字米山1-1）
ハーブ内科皮フ科（横松字宮前67）

内科、小児科
小児科
内科、糖尿病内科、消化器内科、小児科
泌尿器科、皮膚科
内科、小児科
内科、皮膚科

（48）8866
（89）2020
（48）2131
（48）0202
（48）8866
（48）9074
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15.陸の豊かさも守ろう
陸上生態系の保護、回復、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、
ならびに土地劣化の阻止・回復、生物多様性の損失を阻止する

ＳＤＧｓ17の目標10
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information
お知らせ

■申込日時　
　11月1日（月）～12月27日（月）
　午前8時30分～午後5時15分
■申込場所　子育て支援課
■募集人員
▽　3年保育（3歳児クラス）
　若干名
▽　2年保育（4歳児クラス）
　若干名
▽　1年保育（5歳児クラス）
　若干名
※　申し込み受け付けは先着順
とし、定員になり次第締め切り
とします。

■申し込み方法　子育て支援課窓
口で配布する所定の入園願書に
必要事項を記入し、提出してくだ
さい。
■入園の決定　健康診断と面接の
結果により入園を決定します。
■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）

図書館で除籍した本や雑誌を1
人10冊まで無料で差し上げます。
※　新型コロナウイルスの感染状
況によっては、中止・延期となる
場合があります。（その際は町
ホームページでご案内します）
■日　時　11月13日（土）～11月
21日（日）（月曜日は休館）
　午前10時～午後5時
※　13日・14日は、午前9時50分
から会場入口で整理券を配布し
ます。入場人数は最大20人とし、
選書時間は20分間です。
■会　場　町立図書館　1階学習
室Ａ・Ｂ
■注意事項　会場は混雑が予想さ
れます。列に並ぶときは一定の
間隔を空けてください。入館の
際には、マスクの着用、手指の消
毒、検温をお願いします。
■問い合わせ先　
町立図書館　　（48）6231　

令和4年度　ほくぶ
幼稚園児　追加募集

■問い合わせ先　阿久比スポーツ村　　（49）2500

日　　　時 内　　　容 会　　場
11月のスポーツ村イベントガイド

全尾張高等学校野球選手権　
決勝大会
2021　ＡＧＵＩサッカーフェス
ティバル

3日（水・祝） 野球場
6日（土）・7日（日）・
13日（土）・14日（日） 陸上競技場

愛知県高等学校野球　
1年生大会13日（土）・14日（日） 野球場

スポーツ村
すこやか町民開放

21日（日）
午前9時～午後4時30分 陸上競技場

軟式野球大会
（阿久比スポーツフェスティバル）28日（日） 野球場

2日(火)、5日(金)、9日(火)、12日(金)、16日(火)
19日(金)、26日(金)、30日(火)
午後6時30分～午後8時30分　

種　　　目 日　　　時場　　　所

ヨガ教室

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
（ZUMBA）

10日(水)、17日(水)、24日(水)
午後7時30分～午後9時

13日(土)、20日(土)、27日(土)
午前9時～午後0時30分

6日(土)、13日(土)、20日(土)、27日(土)
午前9時～午後0時30分
2日(火)、9日(火)、30日(火)
午後6時30分～午後9時30分
毎回シャトル代100円が必要です。
1日(月)、8日(月)、15日(月)、22日(月)、29日(月)
初級 午後7時～午後8時　
中級 午後7時～午後9時30分
毎回シャトル代100円が必要です。

21日(日)、28日(日)
午前9時～午前11時
21日(日)
午前10時～午前11時
ヨガマットをお持ちの方は、持参ください。

4日(木)、11日(木)、18日(木)、25日(木)
午前10時～午前11時30分
ヨガマットをお持ちの方は、持参ください。

■申し込み・問い合わせ先
　アクティブあぐい（スポーツ村クラブハウス1階）　月・火・水・金・土曜日　午前9時～正午
　　090（6617）9101　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

丸山武道場

板山グランド

小中学生
バドミントン教室
上級

小中学生
バドミントン教室
初級・中級

ふれあいの森

南部小学校体育館

健康教室
11日(木)、25日(木)
午後2時～午後3時30分
ヨガマットをお持ちの方は、持参ください。

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

ふれあいの森

12日(金)、26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」11月の予定

○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）

※　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となる場合があります。

グラウンドゴルフ大会参加者募集！

新型コロナウイルス感染症の拡大により、教室が急きょ中止になる場合があります。
その場合は、アクティブあぐいホームページでお知らせしますのでご確認ください。

お　知　ら　せ

■日　時　10月24日（日）　午前9時30分～午前9時50分受け付け（午前10時スタート）
　　　　　　※　雨天延期（10月31日）
■場　所　草木小学校運動場　
■参加費　会員 500円　非会員 800円
■定　員　40人（定員になり次第締め切り）
■申込期限　10月20日（水）
　※　優勝、準優勝、第三位、飛び賞、B.B.賞、参加賞有り
　※　新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、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

図書リサイクル
フェアを開催

16.平和と公正をすべての人に
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、全ての人に司法へのアクセスを
提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する
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ＳＤＧｓ17の目標
17.パートナーシップで目標を達成しよう
持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

お知らせ

　午後の部：午後2時～午後3時40分
■場　所　半田公共職業安定所
　2階共用会議室（名鉄河和線住
吉町駅下車徒歩1分）
※　できるだけ公共交通機関をご
利用ください。
※　詳細はハローワーク
　半田ホームページをご
　覧ください。
（https://jsite.mhlw.go.jp/ai
chi-hellowork/list/handa.ht
ml）
■問い合わせ先
ハローワーク半田（半田公共職
業安定所）　　(21)0252

例年（令和2年を除く）実施して
いました税務署主催の「年末調整
等説明会」は、令和3年以降実施し
ないこととしました。
なお、国税庁においては、今後も
各種事務のデジタル化を進めるこ
とで、さらなる納税者利便の向上に
取り組みます。
不明な点などがありましたら、問

い合わせ先までご連絡ください。
■問い合わせ先　
半田税務署　法人課税第7部門
　(21)3423（ダイヤルイン）

福祉業界への就職を検討している
方を対象とした就職ミニ面接会を開
催します。事前予約が必要です。ハ
ローワークへお申し込みください。
■日　時　11月11日（木）
午前の部：午前10時～午前11時40分

今後の年末調整説明
会の取りやめについて

令和3年度福祉業
界就職ミニ面接会

　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）

　情報商材や暗号資産（仮想通貨）に関するトラブルが、10歳・20歳代の若者に増
えています。
○相談事例
　インターネットで副業を探していると、株取引で2,000万円もうかるというサイトを見つけ
た。もうかる株の情報を20万円で購入するよう勧められ、大学生なのでお金がないと伝える
とクレジットカードを作るように指示されたので、カード番号を伝えて決済した。しかし、指示ど
おりにしても株価予想に必要なパソコンの設定ができない。高額で支払えず解約したい。
○被害を防ぐアドバイス
　「うまい話」はありません。借金をしてまで契約しないでください。
　情報商材は、インターネットの通信販売などで、副業や投資、ギャンブルなどで高額収入を
得るためのノウハウなどと称して販売されている情報です。契約するまで中身を確かめること
ができないため、広告や説明と違ってあまり価値のない情報だったということがあります。ま
た、後から高額なコンサルティングやソフトウェアなどの契約をさせられるケースもあります。
　暗号資産はインターネットを通して電子的に取り引きされるデータであり、価格が変動する
ため、価格が急落して損をする可能性があります。また、暗号資産が詐欺的な投資の勧誘に利
用されている場合もあります。マッチングアプリなどで知り合った人から勧誘されて投資した
が出金できなくなったというケースでは、投資サイト自体が架空のものである可能性もあり、
勧誘者や事業者と連絡が取れなくなると、被害を回復することは困難です。
　情報商材、暗号資産いずれの場合も、「簡単に稼げる」ことを強調する広告や誘い文句を安
易に信じてはいけません。知人や友人から勧誘されて断りにくいと思っても、必要のない契約
はきっぱり断りましょう。
◎　知多半田消費生活センターでは消費生活相談を行っています。
■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
　　　　　　　　　　午後1時30分～午後3時
　　　　　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
　　　　　　　　（クラシティ3階市民交流センター内）

シリーズ　消費生活相談　
 情報商材・暗号資産（仮想通貨）のトラブルに注意！
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成年後見制度巡回相談成年後見制度巡回相談
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11 月の相談11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　役場1階会議室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）

11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
（知多市福祉活動センター内）
　　0562（39）2663

　阿久比中学校へ桜輝祭
体育の部の取材へ行って
きました。空は青々として、

涼しい風が吹き、まさに絶好の体育の部
日和！生徒たちの表情が生き生きとして
いて、写真を撮っているだけの私も元気
になるようなすてきな学校祭でした。私
がかつて阿久比中学校の生徒だったとき
も、（おそらく）阿久比中学校独自種目「阿
中 the ハリケーン（名前は今と少し違っ
ていましたが）」があったのですが、今も
その種目が続いてい
るんだなあと思うと
かつての中学生時代
にほんの少しだけ
戻ったような懐かしい
気持ちになりました。

編集後記
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　県の自転車道設置工事に伴い、二級河川前田川左岸堤防道路（町道）の復旧工事のため、次の期間通行止
めとします。付近を通行する皆さんにはご不便とご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。
■交通規制の内容
　▽　町道通行止め　工事用車両・重機が道路を占用するため、自転車・歩行者も通行できません。
　▽　規制期間　11月1日（月）～12月17日（金）　終日通行止め

■問い合わせ先
　▽　発注者
　　愛知県知多建設事務所道路整備課
　　（21）3321
　▽　施行者　株式会社岡戸組　（48）1981
　▽　町担当者　建設環境課管理係
　　　　　　　　（48）1111（内1216）

町道の通行止めによる交通規制のお知らせ
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9 月　救急・火災
火災
建　物
車　両
その他

1
0
0
1

阿久比町消防団
出動人員　　 9人

救急
交通事故
急　　病
そ の 他

81
10
49
22


