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新学校給食センター完成
新学校給食センターの愛称決定

「AGUMOGU（あぐもぐ）」

町立の小学校・中学校・幼稚園・保育園に通っている子どもたちから新学校給食センターの愛称を募集しました。応募
は304件あり、次の皆さんが「AGUMOGU（あぐもぐ）」
と名付けてくれました。

石原心優（東部小6年）、桑原悠（東部小6年）、土佐ねね
（東部小6年）、山下征之（東部小5年）、新美寛人（東部小4年）、
櫻井南月
（東部小2年）、神谷英奈（東部小1年）、猿楽奏斗（東部小1年）、小瀬良大河（東部小1年）、小平真朱（英比小6
年）、井本結椛（英比小3年）、尾迫ななみ（英比小2年）、佐藤杏（英比小1年）、牧野侑生（南部小6年）、西谷結花（南部小5
年）、山本栞奈（南部小2年）、田中健翔（ほくぶ幼稚園年中）、水野凉楓（ほくぶ幼稚園年少）、古川悠陽（草木保育園年中）

8月24日から町立保育園・幼稚園・小学校・中学校の
子どもたちに給食を届けます

▲ みんなで一斉にテープカット
給食
を
作
るとこ
ろが
よく見
えるね

▲ 調理作業を見学する皆さん
新学校給食センター「ＡＧＵＭＯＧＵ」の竣
工式を行いました。始めに町内小中学生や
アグピーも参加してテープカットが行われ、
町長や来賓、施工者などのあいさつ、新学校
給食センターの愛称の発表をしました。式典
後は見学者通路から実際に給食が作られて
いる様子を見学し、試食会も行いました。児
童・生徒は「新しい給食センターの給食を食
べることができてうれしい」
と笑顔で話し、栄
養満点でおいしい給食に舌鼓を打ちました。
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ＳＤＧｓ17の目標

1.貧困をなくそう

▲ 試食会が行われました
新学校給食センター「ＡＧＵＭＯＧＵ
（あぐもぐ）」
は、感染症を防ぐために玄関に消毒・手洗いができ
る場所を設置し、食中毒菌の繁殖を防ぐため、
ドラ
イシステムを採用するなど、徹底した衛生管理をし
ているほか、食物アレルギー対応食を調理するこ
とができ、安全・安心な給食を安定して供給するこ
とができます。食育を学ぶことができるゾーンも
あるので、多くの子どもたちに親しまれる施設にな
ることを願っています。
阿久比町長 竹内 啓二

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる

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
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町の農業を支える新しい農業委員会委員と
農地利用最適化推進委員の皆さんです
農業委員会の会長に澤田

裕さん、職務代理者（副会長）
に竹内幸伸さん

阿久比町農業委員会委員の任期満了に伴い、新たに11人が農業委員会委員として、町議会の同意を得
て、町長に任命されました。また、8人が農地利用最適化推進委員として、農業委員会から委嘱されました。
両委員の任期は令和2年7月20日から令和5年7月19日までの3年間です。
（産業観光課内） 
（48）
1111
（内1222）
■問い合わせ先 農業委員会事務局
■農業委員会委員（敬称略）

澤田 裕
英比地区
（板山）

会

長

戸嶋
二
東部地区
（宮津）

■農地利用最適化推進委員（敬称略）

竹内 幸伸
草木地区

杉浦 惠美子
東部地区
（横松）

青木 学
東部地区
（萩）

岡戸 つや子
英比地区
（福住）

竹内 一吉
草木地区

竹内 久司
英比地区
（白沢）

竹内 孝介
草木地区

副会長
山本 優二
英比地区
（板山）

伊藤 彰
宮原 泰子
佐々木 民二
英比地区
（坂部） 英比地区（阿久比団地） 南部地区
（阿久比）

新海 隆広
南部地区
（矢口）

ＳＤＧｓ17の目標

瀧塚 重臣
南部地区
（植）

3.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

渡
隆司
新海 元己
英比地区
（卯之山） 南部地区
（椋岡）

青木 宗昭
新美 浩
南部地区
（高岡） 南部地区
（大古根）

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
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町民の皆さんの話題やニュースを紹介

7/29
（水）

▲

▲

石井勝巳さん

加藤まゆみさん

教育行政に尽力された2人を表彰

長年にわたる教育行政への貢献が認められ、石井勝巳さんと加藤まゆみさんが全国市町村教育委員会連合会か
ら表彰されました。石井さんは平成25年4月から7年間教育長を務め、加藤さんは平成19年10月から12年間教育
委員会委員を務めました。2人は
「大変なこともあったが、皆さんにお力添えいただきながら取り組むことができた。
これからも子どもたちが健やかに成長することを祈ります」
と話しました。

7/16
（木）

首元ひんやりクールスカーフ
新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休
業措置により、例年夏季休業となっていた期間も登下
校する子どもたちの熱中症対策のため、町内小中学
校の児童生徒へクールスカーフを配布しました。
クー
ルスカーフは水に数分浸し、首に巻くだけで首元を冷
却できるもの。英比小学校の児童は「冷たくて気持ち
いい」
とうれしそうな表情を見せました。
▲ クールスカーフを巻いて下校する子どもたち

8/17
（月）

災害時の物資供給について
協定を締結

▲
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協定書を手に持つ二ノ宮さんと町長

避難所の新型コロナウイルス感染症対策として、個
室スペースの確保のための段ボールなど物資供給に
関する協定を阿久比町と東明工業株式会社が締結し
ました。東明工業株式会社代表取締役の二ノ宮啓さ
んは「災害時にぜひとも世の中の役に立ちたい」
と話
しました。災害時は、段ボール製の間仕切り・シート・簡
易ベッド・簡易トイレ、その他東明工業株式会社の取り
扱い製品の供給を要請することができます。

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）
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7/20
（月）

避難所における感染予防対策を学ぶ

▲

段ボールベッドなどを組み立てる参加者

アグピアホール（中央公民館多目的ホール）
で、県が
主催する
「感染防止対策研修」が行われました。避難所
における新型コロナウイルス感染症対策のガイドライ
ンや実際の感染防止対策の手順を学ぶ実演を交えた
研修です。参加者は真剣な表情で避難所運営のポイン
トや衛生管理について講義を受けた後、段ボールベッド
やパーテーションを設置したり、避難所の受付時の模
擬演習を行ったりして、
コロナ禍の中で災害が発生した
際の対応に取り組みました。

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）

9月10日は
「下水道の日」
下 水 道 は 私 たち の
生活に欠かせないもの
です。下水道の役割と
正しい使い方について
お知らせします。
■下水道の役割
▽ トイレの水洗化など、清潔で快適な生活環境を
確保します。
▽ 悪臭やカ、ハエなどの発生を防ぎ、
まちを快適
で清潔にします。
▽ 下水を処理し、
きれいにした水を放流すること
で、川や海の水質を守ります。
■下水道の正しい使い方
▽ 台所では、残飯や野菜くずを流さないでくださ
い。下水道管の詰まりや悪臭の原因となります。
▽ てんぷら油などの廃油を流すと、
冷えて固まり、
下水道管が詰まる原因となります。
フライパンな
どの汚れは拭き取ってから洗ってください。
▽ 水洗トイレでは、専用のトイレットペーパー以
外は流さないでください。便器や下水道管が詰ま
る原因となります。
▽ シンナーやガソリンなどの揮発性の高い危険
物を流すと下水道管の中で爆発したり、下水道管
を損傷したりしますので、絶対に流さないでくだ
さい。
ＳＤＧｓ17の目標

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

■公共下水道に接続するには
東部、植大、高根台、椋岡、阿久比、卯之山、坂
部、草木、白沢の各処理分区で下水道に接続でき
ます。排水設備工事を行う際は、直接阿久比町下
水道指定工事店に依頼してください。指定工事店
一覧は町ホームページの「暮らし」→「下水道」で
確認できます。
(http://www.town.agui.lg.jp/ka/
shiteikoujiten.html)
■点検商法の悪質業者に注意
最近、不審な業者が「お宅の下水道管の点検を
します」
と言って下水道のます蓋を勝手に開け、
点検料として高額な金額を請求
する事案が起きています。十分に
注意してください。実際にこのよ
うな業者の訪問があった際は断
ることが第一です。不審に思った
ら警察へ連絡・相談してください。
■問い合わせ先
上下水道課下水道係 (48)1111(内1218)
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
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「コロナに打ち勝て！暮らしの応援クーポン券」
取扱加盟店を募集
新型コロナウイルスの影響を受けて低迷する地域経済を活性化させるため、町ではクー
ポン券（500円券×6枚つづり）
を全世帯へ9月末に配布します。
クーポン券は取扱加盟店
で買上金額1,000円（税込）
につき、500円券を1枚利用でき、最大6,000円の買い物で6
枚3,000円分の利用が可能です。利用期間は10月1日から令和3年2月28日までです。
多くの町民にクーポン券を利用していただき、
より大きな経済効果を得るためには町内

事業者の皆さんの協力が必要です。加盟店への登録をよろしくお願いします。
■加盟店登録応募期限 令和3年2月28日
（日）
■応募要件 町内で一般消費者を対象とした小売業・飲食業・サービス業などを営んでいること。
■登録手数料 手数料は一切かかりません。
■換金期間 10月1日
（木）
～令和3年3月8日
（月） ※ 指定口座への振り込みとなります。
■応募方法など 町ホームページから
「加盟店登録申請書」
と
「債権者登録申請書」
をダウンロードし、必要事項を
記入の上、産業観光課まで提出してください。
（郵送も可）
■問い合わせ先 産業観光課商工労政係 （48）1111
（内1225・1227）
※

加盟店募集に係る詳細や申請書などの様式については、町ホームページをご覧ください。
http://www.town.agui.lg.jp/ka/coupon_shop.html

クーポン券について

■配布内容 3,000円分（1セット500円券×6枚つづり） ※ 1世帯につき、1セット
■対 象 全世帯
■利用期間 10月1日
（木）
～令和3年2月28日
（日） ※ 9月末に世帯主宛てに郵送します。
※ 特別な事情などがあり、郵送先の変更や、受け取りを希望しない場合は、産業観光課までご連絡ください。

あ ぐ いちょう で標語をつくろう！
優秀作品発表

広報あぐい7月1日号で募集した、新型コロナウイルスを予防する
「新生活様式」
を広く知っ
ていただくための「あ」
「ぐ」
「い」
「ちょ」
「う」の5文字を頭文字に使った標語について、優秀作品を紹介します。

優秀作品は、今後広報に定期的に掲載するなどして新型コロナウイルス感染症対策の啓発に活用させていただ
きます。
たくさんのご応募ありがとうございました。

最優秀作品

■全体部門 「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！ （高嶋宣子さん作）
■個別部門 「あ」 朝一番で体温チェック！ （竹川真矢さん
作）
「ぐ」 ぐっとこらえて3密注意！ （近藤龍之介さん作）
「い」 いつもマスクを忘れずに （田中麻里子さん作）

「ちょ」ちょこちょこ窓開け、換気して （澤田知恵さん作）

「う」 ウィルスは、除菌、手洗い、
うがいで退治 （山内和子さん作）
■問い合わせ先 政策協働課調査広報係 （48）1111
（内1310）
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ＳＤＧｓ17の目標

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

広報あぐい 2020.9.1

早期発見のために
『がん検診』
を受けませんか
日本人は、2人に1人ががんにかかり、3人に1人ががんで亡くなると言われています。がんは初期の段階
では自覚症状がほとんどありません。早期発見のために定期的な検診を受けてください。
■検診の種類・対象・料金
種類

対象（令和2年度になる年齢）

胃がん

検査内容
バリウムを飲んでのＸ線撮影

40歳以上、男女

大腸がん
前立腺がん
乳がん
子宮頸がん

料

1,000円

便潜血反応検査

50歳以上、男性

血液検査（ＰＳＡ値測定）

20歳～39歳、女性

超音波

40歳以上、女性

マンモグラフィ

20歳以上、女性

内診＋子宮頸部細胞診検査

金

500円
600円
1,200円
700円

【10月・11月の予約可能ながん検診の日時】
■胃がん・大腸がん・前立腺がん検診
実施日

時

間

備

考

10月19日
（月）
11月13日
（金）

午前9時～午前11時

11月19日
（木）

男性のみ

■乳がん・子宮頸がん検診
実施日

※
※

時

10月27日
（火）

午前9時～午前11時

11月11日
（水）

午前9時～午前11時

間
午後1時～午後2時30分

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

■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）

助けよう命、覚えよう応急手当

「おうち時間 命について 考えよう」
9月9日
（水）
は、救急の日、9月6日
（日）
～9月12日
（土）
は救急医療週間

心肺停止した人が助かる確率は1分間に10％ずつ低下します。救急隊だけで助けることのできる命には限りが
あり、助けるためにはあなたの協力が必要です。
知多中部広域事務組合消防本部では、定期的に
「救命講習」
を開催しています。救命の知識を身
に付けて、命について考えてみてください。
※ 詳しくは、知多中部広域事務組合消防本部のホームページ
（http://www.cac-net.ne.jp/̃
chitachu/）
をご覧ください。
普通救命講習Ⅰ
■内 容 成人に対する心肺蘇生法、
ＡＥＤ
（電気
ショックを与える機器）の取り扱い、止血法
■日 時 10月8日
（木）午前9時30分～正午
■場 所 阿久比町立中央公民館本館
（阿久比町大字卯坂字殿越50）
■定 員 10人（先着順）
■申し込み・問い合わせ先
半田消防署阿久比支署 （47）0119
ＳＤＧｓ17の目標

8.働きがいも経済成長も

上級救命講習
■内 容 成人に対する心肺蘇生法、
ＡＥＤの取り扱
い、止血法、外傷手当、搬送法
■日 時 10月16日
（金）午前9時～午後6時
■場 所 半田消防署（半田市東洋町1-6）
■定 員 10人（先着順）
■申し込み・問い合わせ先
半田消防署救急課 （21）1492

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2年10月から子どもの予防接種が変わります
■ロタワクチンが定期接種になります
ロタウイルス胃腸炎は、乳幼児に多く起こる感染性胃腸炎の１つで、脱水やけいれんを起こすなど重症化しやすい
胃腸炎と言われています。ロタウイルス胃腸炎は、
ワクチンで予防することが可能で、
ロタワクチン
（経口ワクチン）
は
生後6週から接種ができます。対象者は、令和2年8月1日以降に生まれた方で、接種開始は10月1日からです。対象と
なる方が令和2年10月1日より前に接種した場合、
自費接種となります。対象者には随時、保健センターから予診票を
配布します。
■接種間隔が変わります
異なる種類のワクチンを接種する場合の接種間隔が変わります。
生ワクチンを接種した後、
別の生ワクチンを接種する場合、
今までどおり27日以上間隔を空けてください。
不活化ワクチンや生ワクチンを接種した後、不活化ワクチンを接種する場合の接種間隔は制限がなくなります。

生ワクチン
27日以上

制限なし

生ワクチン

経口 不活性化
ワクチン ワクチン

経口生ワクチン

不活性化生ワクチン

制限なし

制限なし

生ワクチン

経口
不活性化
ワクチン ワクチン

生ワクチン

経口
不活性化
ワクチン ワクチン

■予防接種委任状について
予防接種を受ける際、保護者の同伴が原則となります。やむを得ず保護者以外
（祖父母など）
が同伴する場合、令和
2年10月から委任状が必要となります。委任状は保健センター窓口で受け取るか、
ホームページからダウンロードす
ることもできます。
※ 詳細は、保健センターまで問い合わせください。
■問い合わせ先 保健センター (48)1111
（内1520・1521）

令和2年阿久比谷虫供養

開催中止

9月22日
（火・祝）
に阿久比神社で開催を予定していました
「阿久比谷虫供養」
は、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、中止となりました。
■問い合わせ先 社会教育課社会教育係 
（48）
1111
（内1228）

令和 2 年国勢調査を実施します

回答は、できる限り
インターネットでお願いします。
（郵送も可能）

インターネット回答期間

/14 /7

9

10

月

国勢調査については、
「国勢調査2020総合サイト」
をご覧ください。
https://www.kokusei2020.go.jp/
■問い合わせ先 政策協働課調査広報係
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ＳＤＧｓ17の目標

（48）1111（内1310）

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

水
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あなたの助けを求めている人がいます
9月10日～9月16日は自殺予防週間

平成30年、
日本では、2万840人が自殺で亡くなっています。
（厚生労働省・警察庁「平成30年中にお
ける自殺の状況」）自殺者数は平成22年以降減り続けていますが、自殺死亡率（人口10万人当たりの
自殺者数）
は、主要先進7カ国の中で最も高くなっています。
自殺に至るには、経済苦、過労、健康問題など何らかの問題が起き、心理的に追い込まれるという場合が多く、早い段
階で社会や周囲の人の支えがあれば、
自殺に至らずに済む場合があります。
周囲が見守る上でのキーワードは、
「気づき」
「聴く」
「つなぎ」
「見守り」
です。

① 「気づき」
ＳＯＳサインをあまり表に出さない方もいるので、気付きにくい場合もありますが、
「いつもと様子が違う」場合は、悩ん
でいたり、
疲れていたりするのかもしれません。
まずは、声を掛けてみてください。

よく見られるＳＯＳのサイン

・ 表情が暗くなった、笑顔が見られなくなった
・ 口数が減って元気がない
・ よく眠れていないようだ
・ 食欲がなくなったり、体重が減ってきているように
見える

・ 周囲との交流を避けるようになった
・ 遅刻や欠勤が増えてきた
・ これまで関心を示していたことに興味を失った
ように見える
・ イライラしたり、感情が不安定になった

② 「聴く」
人は、話を聴いてもらうことで気持ちが楽になることがあります。無理に助言しようとする必要はありません。
まずは、
親身になって話を聴いてください。
■こんな聴き方は避けてください
■話を聴くときに掛けたい言葉
など
・ 共感の言葉 「そうなんですね」
「つらいですね」
など ・ 安易な励まし 「頑張って」
・ 相手を否定する言葉 「あなたに原因があるのでは」
・ ねぎらいの言葉 「よく頑張ったね」
など
「あなたの思い込みだ」
など

③ 「つなぎ」
気分の落ち込みが大きいときなどは、
メンタルクリニックや精神科といった専門医や専門機関への相談を勧めること
も必要です。

④ 「見守り」
悩みを抱えた方がすぐ元気になるわけではありません。今までどおり自然な雰囲気で声を掛けたり、家庭や職場で身
体や心の負担が軽くなるよう配慮したりして、温かく見守ってください。
「気づき」
「聴く」
「つなぎ」
「見守り」
の4つを実践する方のことを
「ゲートキーパー」
と言います。
特別なことをするわけで
はなく、
普段この4つを意識して
「ゲートキーパー活動」
をすることが、
あなたの周りにいる方にとっての救いになります。
■一人で悩まないで
もしあなたがつらいと感じていたり、傷ついていたりする場合は、一人で抱え込まず、誰かに悩みを打ち明けてくだ
さい。身近な人に話しにくいときは、電話で相談を受けてくれるところもあります。
▽ 保健センター （48）1111（内1520・1521）
（平日 午前8時30分～午後5時15分）
▽ 愛知県半田保健所健康支援課こころの健康推進グループ

（21）3340（平日 午前9時～正午、午後1時～午後4時30分）
▽ あいちこころほっとライン365 052（951）2881（毎日 午前9時～午後4時30分）
▽ 名古屋いのちの電話 052（931）4343（毎日 24時間）
■それでも、
自殺を防げないことはあります 大切な方を自死で亡くされた方へ
同じ体験をされた遺族同士が集まり、
自身の気持ちを語ることができる会があります。詳細は、各会のホームページ
をご覧ください。
▽ リメンバー名古屋自死遺族の会 http://will.obi.ne.jp/remember
▽ ～こころの居場所～ＡＩＣＨＩ 自死遺族支援室 http://cocoroibasyo.org
▽ Ｄearest（ディアレスト）
～親愛なるあなたへ～ http://dearest.heya.jp
■問い合わせ先 保健センター（オアシスセンター内） （48）1111（内1520・1521）
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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令和2年度

阿久比町
ホタル
分布調査
凡

例

今年見つかった場所
昨年見つかったが、今年
見つからなかった場所
一昨年見つかったが、
今年見つからなかっ
た場所

10

6月21日から6月30日までの10日間、小中学校の児童・生徒と
町民の皆さんの協力のもと、生息分布調査を実施しました。調査
の結果は、下図のとおりです。

幼虫のエサ(巻貝)の情報を提供してください
令和2年もふれあいの森「ホタル養殖場」と東部小学校｢ホタル
と出会う部屋｣では、たくさんの幼虫を育てています。
ホタルボランティアの協力で幼虫のエサとなる巻貝を採って
いますが、なかなか確保できません。
田んぼや水路などでタニシやカワニナ、ヒメモノアラガイ
（黒っぽい殻高1センチメートルほどの巻貝）などの小さな巻貝
がたくさんいる場所を見つけたら、ご連絡ください。
■連絡先 建設環境課環境係 （48）1111
（内1211）
※

令和2年度は、ふれあいの森の「ほたる観察会」、
「 ほたるポスター作品
展」、白沢ホタルの里の「ヘイケボタル観賞会」、東部小学校の「ホタル鑑賞
会」は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止しました。
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令和2年度 第3期

生きがい教室・講座開講
「いつでも、
どこでも、だれでも」
を目標に町民の皆さんの
生涯学習を支援する教室・講座を開講します。年4回皆さんに
お知らせします。今回はその第3回目です。

①パソコン教室「エクセルの基礎」
■開講日 10月2日
（金）
、
5日
（月）
、
7日（水）、9日（金）、12日（月）、
14日
（水）、16日
（金）
■時 間 午後4時～午後6時
■会 場 中央公民館本館
■対 象 Ｍｉ
ｃｒｏｓｏｆ
ｔ Ｏｆ
ｆ
ｉ
ｃｅ
2010以降がインストールされ
たノートパソコンを持参できる
方 ※ Ｏｆ
ｆ
ｉ
ｃｅ Ｍｏｂ
ｉ
ｌ
ｅは対
象外となります。
■定 員 10人
■受講料など 3,000円程度
■内 容 エクセルの基本操作か
ら、データ入力、表計算、グラフ、
データベースなどエクセルのさ
まざまな機能を学びます。
■講 師 近藤恵子さん（プロバ
イダ訪問設定の仕事に従事）

②パソコン教室「年賀状を作ろう」
■開講日 11月13日（金）、16日
（月）
■時 間 午後4時～午後6時
■会 場 中央公民館本館
■対 象 パソコンで文字入力で
きる方で、Ｍｉ
ｃｒｏｓｏｆ
ｔ Ｏｆ
ｆ
ｉ
ｃｅ
2010以降がインストールされ
たノートパソコンを持参できる
方 ※ Ｏｆ
ｆ
ｉ
ｃｅ Ｍｏｂ
ｉ
ｌ
ｅは対
象外となります。
■定 員 10人
■受講料など 600円程度
■内 容 干支の絵を取り入れな
がら楽しく年賀状を作ります。
■講 師 近藤恵子さん（プロバ
イダ訪問設定の仕事に従事）

③秋の手作りお菓子講座
■開講日 10月6日
（火）
■時 間 午前10時～正午
■会 場 中央公民館本館
■対 象 一般
■定 員 12人
ＳＤＧｓ17の目標

■受講料など 800円程度
■内 容 フォンダンショコラ（切
ると中から溶けたチョコレートが
出るチョコレートケーキ）作りに
挑戦します。
■講 師 宮本友美さん（製パン
技能士）

④美術講座「現代アートの見方」
■開講日 10月7日
（水）
■時 間 午前10時～午前11時
30分
■会 場 中央公民館本館
■対 象 一般
■定 員 13人
■受講料など 200円程度
■内 容 「理解するのが難しい」
と思われがちな現代アートの鑑
賞法を講師と楽しくトークしなが
ら学びます。※ 令和2年は美術
館での鑑賞は行いません。
■講 師 神谷由美さん（高校非
常勤講師）

⑤季節のケーキポップス講座
■開講日 10月23日、11月27
日、12月11日、令和3年1月22
日、2月19日の各金曜日
■時 間 午後1時30分～午後3
時30分
■会 場 中央公民館本館
■対 象 一般（親子での参加も
可）
■定 員 12人
■受講料など 4,200円程度
■内 容 見て楽しい、
食べておい
しい飾れるお菓子「ケーキポップ
ス」を作り、季節を感じながらお
菓子作りの楽しさを学びます。
（ＡＬＡケー
■講 師 遠藤みささん
キポップス認定講師）

⑥油絵初心者のための熱い肖像画
■開講日 10月13日、
27日、
11月
10日、24日、12月8日、22日、令

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

和3年1月12日、
26日の各火曜日
■時 間 午後1時30分～午後3
時30分
■会 場 中央公民館本館
■対 象 一般
■定 員 10人
■受講料など 油絵道具を持って
いない方は6,200円程度（持っ
ている方は1,200円程度）
■内 容 年齢関係なく楽しめて
描き直しができる油絵で肖像画
を描き、熱い想いを表現します。
■講 師 平山寿美子さん（令和
元年度阿久比町文化祭みんな
の美術展 絵画部門町長賞受賞）

⑦ゆっくり話そう！中国語会話
■開講日 10月10日、24日、31
日、11月14日、28日の各土曜日
■時 間 午後1時30分～午後3
時
■会 場 中央公民館本館
■対 象 一般
■定 員 15人
■受講料など 2,900円程度
■内 容 旅行や仕事などで中国
へ行くことを想定して基本的な
中国語会話を学習します。
■講 師 倪丹さん（中部国際空
港通訳・中国語講師）
■申込資格 町内在住・在勤・在
学している方
■申込期限 9月18日（金）
■申し込み方法 電話または中
央公民館本館窓口で直接申し
込みをしてください。
（ 土、日を
含む午前9時～午後5時）
ＦＡＸ、電子メール、町ホー
ムページ（「トピックス」→「生
きがい教室」）からも申し込み
で き ま す 。電 子 メ ー ル の 場 合
は、件名に「生きがい教室」と入
れてください。
申込者が定員を超えた場合
は、初めての方を優先し、抽選
で受講者を決定します。申込者
が定員の半数未満の場合や講
師の都合で、開講日や時間など
を変更することもあります。
■申し込み・問い合わせ先
社会教育課公民館係
（48）1111（内1501）
ＦＡＸ（48）6229
電子メール
kominkan@town.agui.lg.jp

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
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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

自分でおいしいピザを作ってみよう！
ふれあいの森

第2回手作りピザ教室

令和元年度にふれあいの森デイキャンプ場内に製作したピザ窯を使って手作りピザ教室を開催します。
■日 時 9月22日
（火・祝）午前9時30分～午後0時30分
■場 所 ふれあいの森デイキャンプ場（ピザ教室は屋内バーベキュー場で行います）
■対 象 町内在住・在勤の方
▽ 小学生以下のみの参加はできません。
▽ 前回の教室に参加した方は申し込みをご遠慮ください。
▽ デイキャンプ場内の人数制限のため、見学はお断りします。
■定 員 6組12人（2人1組） ※ 先着順。定員になり次第締め切ります。
■参加費 1組500円（材料費）
■持ち物 エプロン、三角巾、布巾、飲み物、
マスク
※ 当日は新型コロナウイルス感染症対策のためマスクの着用をお願いします。
「住民税1％町民予算枠制度」
■申込開始日 9月12日
（土）
わくわくコラボ採択事業
■申し込み方法 ①「ピザ教室参加希望」、②参加者氏名、③電話番号を入力して、
oyaji2019ob@gmail.comに電子メールを送信してください。当選者には後日連絡します。
■申し込み・問い合わせ先 粋なり！オヤジ塾OB会 （48）0584

阿久比町のオアシス

文化の泉

町内で活躍する皆さんの力作
を募集しています。
■応募方法

掲載を希望する作品などを中央公民館
本館窓口まで持参してください。
（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
（４８）
１１１１
（内１５０１）

【押し花作品】
押花夢アート

新美宏美さん「花のワルツ」

小笠原恵子さん「初秋」

鈴木輝子さん「風にゆれて」

（金） ※ 役場開庁時間のみご覧いただけます。
展示 9月8日(火)～9月25日
期間 庁舎1階ロビーに展示します。
広報掲載作品と実際の展示作品が異なる場合があります。
12

ＳＤＧｓ17の目標

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
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連載
第3回

考えよう！ごみの減量化
刈った草は水分を蒸発させてから処分

ごみを減らすために、各自で焼却処分するのはやめてください。
屋外焼却で、特に刈草の野焼きは、多くの苦情が寄せられています。
・ 煙の臭いが付くから、洗濯物や布団を干せない
・ 煙が部屋に入ってくるので、窓が開けられない
・ 煙で咳込んで、苦しい などです。
屋外焼却は特別な場合を除き、法律で禁止されています。
刈った草は、減量化のため、
しばらく置いて水分を蒸発させてから捨ててください。

9月の
粗大ごみ収集

「みなおして 職場の環境
からだの健康」(全国一斉
スローガン)
10月1日（木）～10月7日
（水）は全国労働衛生週間
国民の労働衛生意識の高揚や産
業界における自主的な労働衛生管
理活動の促進を図るため、厚生労
働省は、10月1日から10月7日ま
で、働く人の健康の確保・増進や快
適に働くことができる職場づくりな
ど、積極的な活動を提唱していま
す。
■問い合わせ先
産業観光課商工労政係
（48）1111（内1225）

地区名

収集場所

坂部

焼山池北

萩

老人憩の家

阿久比
高根台

公会堂

西公園西

9月12日
（土）午前8時～正午

※ 収集時間を守って出してください。
■問い合わせ先
建設環境課環境係
（48）1111（内1211・1212）

は、事前に知事の登録を受ける必
要があります。
（名古屋市、豊橋市、
岡崎市、豊田市は別制度）
屋外広告物条例を守り、美しい
愛知づくりへの協力をお願いしま
す。
■問い合わせ先
建設環境課都市計画係

（48）
1111
（内1213・1214）

「児童福祉週間」の標
語を募集

緑の募金にご協力あ
りがとうございました

9月1日から9月10日までは
「屋外広告物適正化旬間」
貼り紙、貼り札、立て看板、広告
板、広告塔などの屋外広告物の設
置は、まちの美観や自然環境を守
るため、愛知県屋外広告物条例に
よる一定の制限があります。屋外
広告物を設置するときは、事前に
建設環境課へ相談し、規制内容を
確認してください。
県内で屋外広告業を営むために
ＳＤＧｓ17の目標

o.or.jp/jigyo/hyou
go）
をご覧ください。
（令和2年度最優秀作品）
やさしさに つつまれそだつ や
さしいこころ
■募集締切日 10月20日
（火）
■募集内容 子どもたちを応援す
る標語や、未来に向けての子ど
もたちからのメッセージとなる
標語。
■主催者 厚生労働省・社会福祉
法人全国社会福祉協議会・公益
財団法人児童育成協会
■問い合わせ先
公益財団法人児童育成協会
標語募集係
03（5357）1174

毎年5月5日の「こどもの日」
から
1週間を
「児童福祉週間」
と定めて、
児童福祉の理念の普及・啓発のた
めの各種行事を行っています。
令和3年度の児童福祉週間に向
けて、その象徴となる標語を募集し
ます。詳細については、公益財団法
人児童育成協会のホームページ
（https://www.kodomono-shir

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

町民の皆さんと事業所の皆さん
にご協力いただき、19万4,742円
の募金が集まりました。
集まった募金は全額を公益社団
法人愛知県緑化推進委員会へ贈り
ます。ありがとうございました。
■問い合わせ先
産業観光課農政係
（48）1111（内1222）
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information
防災リーダー・災害
ボランティアコーデ
ィネーター養成講座

自分の住む地域の危険箇所を知
り、災害に対応する力を身に付けま
せんか。
町では、地域の皆さんが防災の
基礎知識を身に付けることができ
る講座を、東浦町と共催で毎年開
催しています。
■開催日 ※ 全て土曜日
▽ 第1回 11月21日
▽ 第2回 12月12日
▽ 第3回 令和3年1月23日
■時 間 午前9時～午後4時
■会 場 東浦町福祉センター
■定 員 15人程度
■内 容 防災の基礎講話、家具
転倒防止講座、
ボランティアセン
ターの運営訓練、避難所運営訓
練、
アルファ米の実食など
■受講料 無料
■申込期限 9月15日
（火）
■申し込み・問い合わせ先 電話
または防災交通課窓口で申し込
みください。
防災交通課防災係
（48）1111（内1209）

人権擁護委員に
相談を
人権擁護委員は、法務大臣から
委嘱された民間ボランティアです。
地域の皆さんから人権相談を受
け、問題解決の手伝いをしたり、人
権侵害の被害者を救済したり、地
域の皆さんに人権について関心を
持ってもらえるように啓発活動を
行っています。
人権相談を希望する方は次の連

今月の納税など

国民健康保険税

3期分

介護保険料

3期分

後期高齢者医療保険料

3期分

納期限は9月30日（水）です。
※

口座振替の方は、口座の残
高確認をお願いします。

14

ＳＤＧｓ17の目標

絡先に電話してください。
■電話相談 平日の午前8時30分
～午後5時15分
▽ みんなの人権110番
0570（003）110
▽ 子どもの人権110番
0120（007）110
▽ 女性の人権ホットライン
0570（070）810
■窓口相談
名古屋法務局半田支局
（半田市東洋町1丁目12）
（21）1095
■Ｌ
ＩＮＥで相談できる
「Ｌ
ＩＮＥじんけ
ん相談＠名古屋法務局」
を実施
▽ 実施日時 平日の午前8時
30分～午後5時15分
▽ Ｌ
ＩＮＥアカウント
@snsjinkensoudan

↑Ｌ
ＩＮＥ公式アカウント
「ＳＮＳ人
権相談」
を友達登録して相談して
ください。
■問い合わせ先
名古屋法務局人権擁護部
052（952）8111

名古屋高等技術専門
校訓練生を募集
■募集科・訓練期間・定員
普通課程
訓練科名

建築デザイン施工科
組込みシステム科

機械エンジニア科

訓練期間 定員
2年

30人

1年

30人

2年

20人

■対 象 高等学校卒業（令和3
年3月卒業見込みの方も含む）
程度の学力を有する方で、30歳
以下の方
■募集期間 9月7日
（月）
～10月
22日(木)
■選考日 11月6日(金)
■施設見学会・体験訓練
9月6日(日)・10月4日
（日）
■入校日 令和3年4月6日(火)
■応募・問い合わせ先
愛知県立名古屋高等技術専門校
〒462-0023
名古屋市北区安井二丁目4-48
052(917)6711
ホームページ http://w
ww.pref.aichi.jp/shug
yo/koukyou/nagoya/

在職者対象訓練「スキルアップ講座」受講者を募集
訓練コース名

訓練期間

フライス盤２級要素加工
（勾配はめあわせ編）

10月15日
（木）
16日
（金）
10月24日
（土）
25日
（日）
10月27日
（火）
～10月30日
（金）
11月19日
（木）
20日
（金）
11月１9日
（木）
２0日
（金）
１1月28日
（土）
29日
（日）
12月5日
（土）
6日
（日）

PLCプログラミング基礎
旋盤作業の基本操作
（４日間コース）
Ｔ
ＩＧ溶接入門
技能検定２級 機械製
図手書き作業準備講習
第二種電気工事士技能
試験対策②
マイコンによるロボカー
作成

応募期間
～9月17日
（木）
～10月１日
（木）
～10月1日
（木）
10月1日
（木）
～
10月３0日
（金）
9月21日
（月・祝）
～10月22日
（木）
10月１日(木)～
10月30日
（金）
10月１日(木)～
11月5日
（木）

※ 詳しくは問い合わせ先までご連絡ください。
■問い合わせ先
愛知県立岡崎高等技術専門校在職者訓練担当
〒444-0802 岡崎市美合町平端２４番地 0564
（51）0775
ホームページ https://www.pref.aichi.jp/shugyo/
koukyou/okazaki/index.html

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
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お知らせ

9月定例議会を開催

消防職員募集
知多中部広域事務組合では、令
和3年4月採用予定の消防職員を
募集します。
■応募資格 【高校卒】平成7年4
月2日以降に生まれ、高校を卒業
または令和3年3月までに卒業見
込みの方
※ 大学卒または短大卒の方
は、受験できません。
■採用予定人数 4人程度
■試験日 10月18日
（日）
■申込期間 9月17日（木）～9月
25日
（金）
■申し込み方法 知多中部広域事
務組合消防本部総務課へ申し込
みください。
（土、
日、祝日は除く）
※ 申込書などは、消防本部総
務課または組合ホームページ
（http://www.ca
c-net.ne.jp/̃chi
tachu/）
にあります。
■申し込み・問い合わせ先
知多中部広域事務組合
消防本部総務課
（21）1490 ＦＡＸ
（22）7420
電子メール
chitachu@cac-net.ne.jp

精神保健福祉家族
教室を開催
家族で悩みを話し合い、
こころの
病気などについて理解を深めませ
んか。1回のみの参加も可能です。
■開催日・内容
① 10月14日
（水）
講演：
「大人の発達障害につい
て」
講師：共和病院 臨床心理士
飯田愛さん
② 12月9日
（水）
講演：
「訪問看護の紹介」
講師：訪問看護ステーション
アイリス 看護師
小島顕代さん
③ 令和3年1月13日
（水）
講演：
「親亡きあとに備えて～
成年後見制度について
知ろう～」
講師：ＮＰＯ法人 知多地域成
ＳＤＧｓ17の目標

令和2年阿久比町議会第3回定例会を次のとおり開催します。
■日 時 9月4日
（金） 午前10時～
※ 一般質問は、9月7日
（月）
・8日
（火）の予定
■問い合わせ先 議会事務局 （48）1111（内1401）
年後見センター 事務
局長 今井友乃さん
④ 令和3年2月10日
（水）
家族のつどい
■時 間
①② 午後1時30分～午後3時
③ 午後1時15分～午後3時15分
④ 午前10時30分～正午
■場 所 半田保健所（半田市出
口町1-45-4）
■対 象 半田保健所管内在住の
こころの病気を抱える方の家族
■定 員 25人（先着順）
■申込期間
（火）～10月7日
（水）
① 9月1日
② 10月14日（水）～12月2日（水）
③ 12月9日
（水）～令和3年1月
6日
（水）
（水）～2月
④ 令和3年1月13日
3日
（水）
■申し込み・問い合わせ先
半田保健所健康支援課こころの
健康推進グループ
（21）3340

うつ病家族教室を
開催
うつ病についての理解を深め、
う
つ病の方へのよりよい接し方を学
んでみませんか。1回のみの参加も
可能です。
■日時・内容
① 10月22日
（木）
午前10時～正午
講演：
「うつ病の症状と治療」
講師：みどりの風 南知多病院
医師 新畑敬子さん
② 11月9日
（月）
午前10時～正午
講演・交流会：
「家族の役割と接
し方について」
講師：みどりの風 南知多病院
臨床心理士 吉澤寛子
さん

16.平和と公正をすべての人に

■場 所 半田保健所（半田市出
口町1-45-4）
■対 象 半田保健所管内在住の
うつ病患者の家族
■定 員 25人（先着順）
■申込期間
① 9月1日（火）～10月15日
（木）
② 10月22日（木）～11月2日
（月）
■申し込み・問い合わせ先
半田保健所健康支援課こころの
健康推進グループ
（21）3340

関連するＳＤＧｓの目
標のアイコンを掲載
町が実施する事業などの記事
に、関 連 するＳＤＧｓ
（ エスディー
ジーズ）の目標のアイコンを掲載し
ています。
ＳＤＧｓのどの目標に寄与
するのか知っていただき、
ＳＤＧｓを
身近に感じて、意識するきっかけに
してください。
■問い合わせ先
政策協働課企画政策係
（48）1111（内1310）
コロナ禍の

編 集 後 記 中 、皆 さん 自 宅

で運動はされていますか。わが
家は最近ダンベル（5キロ）
を購
入しました。家族がほしいと言う
の で 購 入した の ですが 、私 も
せっかくだからと使い始め、気
付いたら今まで真っ平だった上
腕二頭筋が盛り上がるほどに。
職場では力がなさそうに思われ
ている
（と思う）私ですが、今後
は
「Ｗさんに力仕事は任せよう」
と言ってもらえるほどになるか
もしれません。女性としてそれ
はどうなんだろうと思い始めた
今日この頃です。
広報担当者Ｗ．
Ｙ

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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子ども用品リユース市を開催
子どもの成長に伴い不要になった衣類・おもちゃ・チャイルドシートなど子ども用品
を無料で配布するリユース市を開催します。
新型コロナウイルス感染防止策として、開催形式を大きく変更しました。当面
の間、時間短縮と入場制限をします。状況によっては中止・延期となる場合があ
ります。詳しくは町ホームページ（http://www.town.agui.lg.jp/
ka/reuse.html）
をご確認ください。

※

■日時・入場可能人数 9月18日
（金）
【前半】午前11時～午前11時25分
入場可能人数：各40人
【後半】午前11時40分～午後0時5分
■対 象 今回は町内在住の方のみ
■開催・入場抽選受付会場 勤労福祉センター
（エスペランス丸山）
■入場抽選について 入場人数を制限するため、抽選を行います。
【受付開始日時】9月18日
（金）
午前10時
（密集を避けるため、午前10時より前に並
ぶのはご遠慮ください）
【抽選開始時間】午前10時15分
（抽選開始時間に会場にいてください。開始時間を
過ぎてからおみえになった場合、抽選を受けることはできません）
■注意事項
▽ 必ずマスクを着用してください。
▽ 子どもを連れての来場はお断りさせていただきます。
■問い合わせ先 子育て支援課子育て支援係 
（48）
1111
（内1130）
阿久比町
マスコットキャラクター

アグピー

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。

■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 ｈｔ
ｔｐ：//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。
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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

人口と世帯
世帯数

10，
813 （＋19） 7月中の異動

人

28，
668人
（＋9）

出生

17

転入

59

男

14，
221人
（＋7）

死亡

20

転出

47

女

14，
447人
（＋2）

（

口

）
は前月との増減数

令和2年8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）

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

広報 あ ぐ い
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