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はじめの一歩
　4 月 9 日（火）、青空にピンクの桜が満開。暖かな
日差しが降り注ぐなか、市内小中学校で入学式が行わ
れました。
　小学 1 年生は、式では緊張した様子でしたが、休
憩時間は笑顔に。保育園からの友達と話をしたり、校
庭で仲良く遊んだり、伸び伸びと過ごしていました。
　今年の新入生は小学校 352 人、中学校 402 人です。
元号が変わり、新しい時代の風が吹く 5 月。いなべ
の明日を担う子どもたちが、元気にそれぞれの道を歩
みはじめています。 　（撮影協力 : 山郷小学校）

                 ドキドキ

　
　

　
　　　　　　　　　市内小中学校で入学式
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1.「桜の下に行こう !」と駆け出す 2. 名前を呼ばれたら大きな声で
返事 3.5. 入学を祝うかのような暖かい日。青空の下でたくさんの親
子が記念撮影 4. 飾りつけで新入生を歓迎 6. 友達と話すと緊張もほ
ぐれます 7. 初めての教室。これからどんな思い出ができるかな ?8.1
年に 1 回だけの時間割 9.6 年生のお姉さんが優しく声かけ 10. 式
開始前、緊張する子もリラックスする子も 11. 教科書を入れても背
負えるよ !12. 先生からのお話をお母さんと一緒に聞いてにっこり
13. 式が終わって「ホっ」 14. 保育園より大きな滑り台に大はしゃぎ
15. 教科書に興味津々。「勉強は楽しみですか？」と先生に聞かれる
とみんなが手を挙げていました 16. 色とりどりのランドセル。6 年
間の学校生活を支えます

11 
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まちで起こった出来事や
気になるあの人を紹介します。

日本シニア全国選抜野球大会

戸上川桜並木（員弁町松ノ木）

　大安中学校 3 年生の杉本希成さんが、3 月 26 日（火）～ 31

日（日）に大阪府で開催された第 25 回日本リトルシニア全国選

抜野球大会で 3 位に入賞し、市長に報告しました。杉本さんは

愛知西リトルシニアに所属しています。

　杉本さんは小学校 1 年生のとき、大安町の笠間クラブの練習

を見て「楽しそう」と思ったことがきっかけで、同チームで野

球を始めました。中学入学と同時に愛知西リトルシニアの一員

となり、愛知県弥富市のチーム練習に参加しています。今回の

大会では主にサードを守りながら、抑えのピッチャーとしても

活躍しました。

　「将来は大学野球を経験して、プロ野球の選手になりたいです」

と夢を語る杉本さん。これからの活躍が楽しみですね。

杉本希成さん 所属チームが 3 位

デパ地下で いなべの魅力伝える
　4 月 3 日（水）～ 9 日（火）に、松坂屋名古屋店で「にぎわい

の森 いなべヒュッテ」に出店する各店舗がいなべの PR 活動を

行いました。

　これは、5 月 18 日（土）のにぎわいの森オープンを前に、い

なべの魅力を伝える目的で行ったものです。各店舗は商品を販

売しながら、いなべでの店作りやいなべ産品を使っての商品作

りなどについて説明しました。

　訪れた人は、購入した商品を撮影し

SNS に投稿したり、いなべのパンフ

レットを手に取ったりしていました。

　1. いなべヒュッテの商品を先行販売 2.SNS 映えするタピオカミルクティーは市内産のお茶で試作中

2

いなべヒュッテ店舗

1

杉本希成さん
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いなべひまわり保育園、員弁東保育園で竣工式

新しい園でのびのびと
　3 月 19 日（火）にいなべひまわり保育園、23 日（土）に員弁

東保育園で竣工式が行われました。

　いなべひまわり保育園は老朽化した既存園舎の修繕と落ち着

いた環境の中で愛着をもって保育を行えるように増築をしまし

た。員弁東保育園は老朽化と保育ニーズの多様化に対応するため

新築移転して面積が広くなり、木に囲まれた園舎が完成しました。

　子どもたちは、4 月 1 日から新しい園で元気いっぱい過ごし

ています。

おねじゃの里の雛のつるし飾り
　4 月 3 日（水）～ 9 日（火）まで、員弁町笠田新田の二井家で第 14

回おねじゃの里の雛のつるし飾りが行われました。これは手芸作品の

製作を行う「麻の葉クラブ」の活動で、1 年かけて製作したつるし飾り

を展示する催しです。

　今年の作品テーマは「白」。会員 18 人がテーマに添って白い布を使

い、鶴、蝶、桜など思い思いのつるし飾りを作りました。

　クラブの会長の太田幸子さんは「和やかな雰囲気の会で、会員はお

互い教えあったり型紙をわけあったりしながら作品を作っています。

この催しは来年も続けられたら」と話していました。

今年のテーマは「白」

1. 白のほか、色とり
どりのつるし飾りも
2. 会員全員で協力し
て作ったしだれ桜の
飾り 3. 庭でゆず茶の
振る舞い

1. いなべひまわり保育園 2. 員弁東保育園

21

3

三重県保険医協会

保育園に絵本を贈呈
　4 月 11 日（木）、三重県保険医協会が、いなべ市の全ての

保育園に絵本を贈呈しました。

　絵本は歯医者をテーマに扱った「わにさんどきっ はいしゃ

さんどきっ」（五味太郎著）。子どもの歯の健康を啓発する目

的で選ばれたもので、昨年 10 月 8 日に開催された「入れ歯

供養祭」で集まった入れ歯のリサイクル益で購入されました。

　同協会の鵜飼伸副会長は、「絵本を読んだ子どもたちが、

歯医者に行くのが少しでも怖くなくなれば。ぜひ活用してく

ださい」と話していました。
（左から）藤川里美市保育園園長会会長（員弁東保育園長）、副
市長、宮﨑智徳会長、鵜飼副会長

1

2
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◆受給できる人◆
　次の条件に当てはまる 18歳に達する日以後の最初の 3
月 31 日までの間にある児童を監護している母や、児童を
監護し生計を同じくする父、または児童を養育している人。
1.	父母が婚姻を解消した児童
2.	父または母が死亡した児童
3.	父または母が重度の障がい（国民年金の障がい等級 1
級程度）にある児童

4.	父または母の生死が明らかでない児童
5.	父または母から引き続き 1年以上遺棄されている児童
6.	父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.	父または母が引き続き 1年以上拘禁されている児童
8.	母の婚姻によらないで生まれた児童
9.	父母とも不明である児童
＊児童が、身体または精神に中程度以上の障がい
を有する場合は、手続きにより 20歳未満まで手
当の支給延長が認められます。

◆受給対象外となる場合◆
≪児童が…≫
1.	日本国内に住所がないとき
2.	児童入所施設に入所しているときまたは里親に委託さ
れているとき

3.	父または母の配偶者（内縁関係を含む）に養育されてい
るとき（父または母が障がい者である場合を除く）

≪父・母または養育者が…≫
　　日本国内に住所がないとき

◆手当を受ける手続き◆
　児童福祉課で手続きをしてください。（認定請求書およ
びマイナンバー、戸籍謄本などの提出が必要）

◆手当の月額◆
　請求者または配偶者および扶養義務者の前年の所得（1
～ 9月に請求書を出す場合は、前々年の所得）によって決
定されます。手当の月額は、次のとおりです。

《児童扶養手当額（月額）》

児童数 全部支給の人 一部支給の人

1 人 42,910 円 所得に応じて、10,120 ～
42,900 円までの額

2 人 10,140 円 所得に応じて、5,070 ～
10,130 円までの額

3 人目
以降 6,080 円 1 人につき、所得に応じて、

3,040 ～ 6,070 円までの額

◆所得制限限度額について◆　

扶養親族
などの数

請求者（本人） 配偶者および
扶養義務者の
所得制限限度額

全部支給の
所得制限限度額

一部支給の
所得制限限度額

0 人 49 万円未満 192 万円未満 236 万円未満

1 人 87 万円 230 万円 274 万円

2 人 125 万円 268 万円 312 万円

3 人以上 1 人につき 38 万円ずつ加算

※扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹な
どのことです。

◆罰則◆
　偽りその他不正な手段により手当を受けた人は、3年以
下の懲役または 30万円以下の罰金に処せられます。

児童扶養手当制度
　父または母のみで子どもを育てている「ひとり親家庭」な
どに対して、生活の安定と自立を助けるために設けられた
制度です。　	 　　　　  児童福祉課　 86-7821

  これまで公的年金を受給されている人は、児童
扶養手当の支給を受けることができませんでした
が、平成 26 年 12 月 1 日から公的年金などの額が児
童扶養手当額よりも低いときは、その差額分を児童
扶養手当から受給することができる場合があります。
詳しくは、ご相談ください。
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たくさんの情報の中から、特にお伝えしたい
大切なものを取り上げてお知らせ！

『ピックアップ』のコーナー



地域包括支援センター移転
　高齢者の総合相談窓口「地域包括支援センター」がいなべ
市役所新庁舎内に移転しました。
●場所　いなべ市役所行政棟 1階（北勢町阿下喜 31）
　地域包括支援センターでは、高齢者が住み慣れた地域で、
その人らしい生活を送ることができるよう、介護保険サー
ビスの利用についてなど、さまざまな相談に応じています。

　また、新庁舎への移転に伴い、くらしサポートセンター
縁
えにし

と連携した「ふくし総合相談窓口」を設置し、高齢者の相
談だけでなく、幅広い相談に対応します。
ふくし総合相談窓口

（月～金曜日（祝日除く）8：30 ～ 17：15）
	地域包括支援センター　 86-7818
	くらしサポートセンター縁　 86-7817

《参加記念品》
記念缶バッジ

※小学生未満はありません

幸せを呼ぶまち“いなべ”
―みんなで歩けば	まちがつながる―

●日時　6月 2日（日）9：30～（9：00～受け付け）
	 ※雨天決行（警報発令時は中止の場合もあります）
●場所　阿下喜温泉あじさいの里（集合）
　開会イベント終了後、クローバーコースは各地区に移動
し、ウォーキングを始めます。景観コースは阿下喜温泉あ
じさいの里から出発します。
●参加費　各コース 100 円	（小学生未満無料）
●参加資格　どなたでもご参加いただけます。状況により、

保護者、介護者の同伴をお願いします。
※十分に体調を整えてご参加ください。

　この日、いなべ中のあちらこちらで	多くの皆さんがウォーキングを楽しみます。
さぁ！あなたも一緒にウォーキングして、いなべ市をさらに元気にしましょう！

大安町

片樋・平塚・石榑下・山条
門前・大井田・石榑北山
石榑北・丹生川久下・寺内
丹生川上・宇賀・丹生川上北
南金井・渕・一色・湟川
北垣内・梅戸・戸井・大門
新田・丹生川中・梅戸北・高柳

●持ち物　水分補給用の飲料水、補助食、雨具、帽子、タ
オル、健康保険証（写）

●その他　参加費の支払方法や申込方法など詳しくはお問
い合わせください。

クローバーコース　【元気クラブいなべ推奨の各地区を歩くコース】（距離：約2～2.5ｋｍ）

景観コース【三重県ウォーキング協会推奨新日本歩く道紀行 100 選・ふるさとの道ショートコース】

●コース　心にのこるいなべ・三岐鉄道北勢線沿線を歩くみち（距離：6km） ●出発時間　10：00（一斉スタート）

●出発時間　各コース 10：00～ 11：30

  （一社）元気クラブいなべ（〒511-0504 藤原町川合790）
 46-8421  46-8424 

全 85 コース
員弁町

大泉新田・楚原
東一色・畑新田
松之木・岡丁田

市之原・西方・北金井
上笠田宇野・大泉
みその団地・暮明
下笠田・笠田新田

北勢町

奥村・東貝野・東村東・北中津原
南中津原・下平・麻生田・畑毛・皷
瀬木・小原一色・別名・新町上下
東町・其原・楚里・大辻新田・中山
向平・麻野・六石・一之坂・川原
昭電・垣内・麓村・赤神・塩崎・田辺
新貝・東村西・平野新田・加野

藤原町

石川・東禅寺
大貝戸・本郷
篠立・山口
古田・上相場
米野（上相場）
坂本・下野尻

市場

お友達、ご家族、グループで
ご参加ください。

お 1 人でも楽しめます。

	長寿福祉課　 86-7819
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　6～ 11月ごろに、全ての民間事業所（個人経営の農林業を除く）
の活動状態などの基本的構造を明らかにする経済センサス基礎調査
を実施します。
　調査期間中は調査員が事業所の名称や所在地の確認などで訪問す
る場合がありますので、ご協力をお願いいたします。なお、調査員
は調査員証を携帯しています。不審に感じた場合は調査員証の提示
を求めてください。

　市では、総合的かつ長期的な行政運営を図るため、平成
28年度に策定した「第 2次いなべ市総合計画」に基づき、
小中学校・保育園の建て替えや定住・移住・交流の促進な
どさまざまな事業を進めてきました。
　この総合計画が 2020 年度末で策定から 5年を迎えま
す。そこで、この 5年間の振り返りと今後のいなべ市に
必要な施策は何かを把握するために、市内在住者を対象に
市民満足度アンケート調査を実施します。
　この調査結果をもとに、いなべ市の今後 5年間の目指
すべき姿を定める、第 2次いなべ市総合計画の後期 5年
間の計画を策定していきます。

●対象者　市内在住の 20歳以上の男女 3,000 人程度（無
作為抽出）

●調査方法　対象者には 5月末にアンケート用紙を送付
します。アンケート回答後、政策課までご返
送ください。

経済センサス基礎調査

市民アンケートにご協力を

 広報秘書課（統計係）　  72-3588

 政策課　  86-7741

三重県内男女共同参画連携映画祭2019

開催日 開催市町 上映作品

6 月 2日（日）
朝日町

海よりもまだ深く
川越町

6月 8日（土） いなべ市 家族はつらいよ
6月15日（土） 亀山市 美女と野獣（実写版）
6月22日（土） 鈴鹿市 日々是好日
6月23日（日） 熊野市 グレイテスト・ショーマン

6月29日（土）

四日市市 未定
東員町 モリのいる場所
津市 美女と野獣（実写版）
明和町 湯を沸かすほどの熱い愛
南伊勢町 はなちゃんのみそ汁

開催日 開催市町 上映作品

6月30日（日）
桑名市 彼らが本気で編むときは、
名張市 日々是好日

7月 6日（土）
松阪市 海よりもまだ深く
菰野町 未定
鳥羽市 星めぐりのまち

7月 7日（日）
伊勢市

家族はつらいよⅢ　
妻よ薔薇のように

志摩市 美女と野獣（実写版）
8月24日（土） 伊賀市 美女と野獣（実写版）
未 定 大台町 未定

　三重県の男女共同参画を推進するため、県内のセンター
と市町が手を取り合い「映画祭」を開催します。

※他市町の上映につきましては三重県男女共同参画センター
「フレンテみえ」にお問い合わせください。

 人権福祉課　  86-7815
 三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」

059-233-1130
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　国内最高峰の自転車ロードレース「ツアー・オブ・ジャ
パンいなべステージ」が今年も開催されます。国内・海外
のトッププロ選手総勢約 100 人が最高時速 70kmで駆け
抜ける姿は迫力満点です。
　メイン会場では、そばやサンドウィッチ、パスタ、スイー
ツなど食べ物を販売します。大型モニターも
設置しますので、出展ブースとともにレース
観戦を楽しめます。ぜひ、お越しください !
●日時　5月 21日（火）
　　　　9：20　阿下喜駅	スタート

12：30ごろ　梅林公園	ゴール

2019 ツアー・オブ・ジャパン（TOJ） いなべステージ

　いなべステージホームチーム

ロードレース開催

この事業は、競輪の補助を
受けて実施しています。

 2019 ツアー・オブ・ジャパンいなべステージ実行委員
会 （国体推進室内）　  86-7847

中里ダム

あじさい
クリーン
センター

旧中里小学校

藤原文化センター

梅林公園
（メイン会場）

藤原 G.C

リオ
フジワラ
C.C

京ヶ野
G.C

阿下喜駅

R306

上川原橋

下野尻

鎌田

コースマップ

　キナンサイクリングチームは、ツアー ･オブ ･ジャパン
期間外にも、市内の小学校で自転車の交通安全教室を開催
するなどさまざまな活動をしています。当日は応援ハリセ
ンも配布しますので、キナンサイクリングチームへ熱い応
援をお願いします !

キナンサイクリングチームを応援しよう !

スタート

ゴール

いろいろな飲食ブースが出展

阿下喜駅スタート後 疾走する選手を間近で観戦

ゴール直前の応援

@KINAN Cycling Team/Syunsuke FUKUMITSU

大会当日は、交通規制の実施によりご迷惑をおかけし
ますが、何卒ご理解ご協力をお願いいたします。

"ALLEZ" はフランス語で、
「行け !」を意味します。
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藤原岳自然科学館

【①ホタルを見る会】
　藤原岳自然科学館と近くの小川で、
ホタルについての学習と観察をします。
●日時　6 月 1日（土）
　　　　19：30～ 21：00
●場所　藤原文化センター集合
●定員　40 人
●申込期限　5月 25日（土）

【②植物標本をつくろう】
　植物を採集し、その標本づくりと保
存方法を学びます。
●日時　6 月 8日（土）
　　　　9：30～ 12：00
●場所　藤原文化センター
●定員　40 人
●申込期限　6月 1日（土）

【③チョウの標本をつくろう】
　チョウを採集し、その標本づくりと
保存方法を学びます。
●日時　6 月 22 日（土）
　　　　9：30～ 12：00
●場所　藤原文化センター
●定員　20 人（小学生以上）
●申込期限　6月 15日（土）

【④光に集まる虫を調べよう（1）】
　藤原文化センターで、クワガタやガ
などの光に集まる虫を観察します。
●日時　6 月 29 日（土）
　　　　19：00～ 21：00
●場所　藤原文化センター
●定員　20 人（小学生以上）
●申込期限　6月 22日（土）
《共通事項》
●対象者　③、④以外はどなたでも参
加できます。（小学生以下は保護者同伴）
●持ち物　筆記用具、返信はがき、飲

み物、（服装、採集用具な
ど詳細は参加者に連絡）

●参加費　小学生以上 1人 100 円
●申込方法　往復はがきまたは FAX

で「開催日・希望教室名」「参加者全員
の氏名・人数」「住所」「電話番号」「学
年」を記入して申込先へ。
●その他　観察コースは天候などによ
り変更することがあります。雨天の場
合は屋内での学習とします。

  藤原岳自然科学館
（〒 511-0511 藤原町市場 493-1 藤
原文化センター内）

 46-8488  46-4312

屋根のない学校
6 月の教室

【びっくり生きものアラカルト】
　マス釣り体験、マス料理賞味。
●日時　6月 1日（土）

9：00～ 11：00（時間厳守）
●持ち物　500 円（1人）、おにぎり、

水筒
●講師　俵秀作さん、鹿島清孝さん

【自然とふれあって遊ぼう】
　室内外ゲーム。
●日時　6月 1日（土）

13：30～ 15：30
●講師　藤田重輝さん

【田んぼと畑の学校】
　サツマイモの苗を植えよう。
●日時　6月 8日（土）

9：00～ 11：00
●講師　藤井樹巳さん

【人びとのいのちとくらしを守る植物】
　薬草や山菜について。
●日時　6月 8日（土）

13：30～ 15：30
●講師　葛山博次さん

【昆虫と遊ぼう】
　ホタルの生態と観察。
●日時　6月 8日（土）

19：00～ 21：00
●講師　大山義雄さん

【この指と～まれ】
　鉛筆削り＆笛作り。
●日時　6月 16日（日）

9：00～ 11：00
●講師　茂木源次さん

《共通事項》
●対象者　小学生・保護者
●場所　屋根のない学校（藤原町坂本
2065「簡易パーキングふじわら」隣）
●申込方法　はがきまたはFAXで「住
所」「氏名（ふりがな）」「学校名」「学年」
「電話番号」を記入して申込先へ。

  自然学習室
（〒 511-0511 藤原町市場 493-1 藤
原文化センター内）

 46-4311  46-4312

スマイルフェスタ

　市民団体・ボランティア団体の活動、
企業の社会貢献活動を紹介します。　　
　6月 16日（日）にはクラウンショー
やクラシックカー展示などもあります。
●日時　
舞台発表　6月 15日（土）
　　　　　13：00～ 16：00
活動紹介　6月 16日（日）
　　　　　10：00～ 15：00
●場所　北勢市民会館

 いなべ市市民活動センター　
 74-5806

いなべ市民大学講座

第 1 回「奇跡を起こす人になれ !」
●日時　
6月 22日（土）
13：30～ 15：00
●講師　竹原慎二さん
（元WBA世界ミドル級王者）
第 2 回「リンパケア革命」
●日時　6月 29日（土）
　　　　13：30～ 15：00
●講師　木村友泉さん（薬剤師、リン
パケアトレーナー）
第 3 回「ご縁がご縁を呼ぶ」
●日時　7月 20日（土）
　　　　13：30　～ 15：00
●講師　伊藤典明さん、駒田貴志さん
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め ざ せ

 広報秘書課　 86-7740

いなべ
検定入門

152

   2

 校歌で知る

　協和中学校は、藤原町白瀬、中里、西藤原、立田の 4村の生徒が通う中学
校として昭和 23年に開校しました。
　歌詞は本郷出身の歴史家で漢学者、近藤杢

もく

さんが漢詩を訳して作りました。
作曲は本郷出身の篤志家の紹介で、日本作曲界の重鎮山田耕作さんに依頼し
ました。また、この篤志家からは校歌の披露に併せ、グランドピアノ 1台の
寄付がありました。
　昭和 35年藤原中学校設立に合わせ、杢さんが 2番の始まりを「むつまじく　
この学び舎に」と変更しました。また、最後の部分が復唱になりました。
【参考】員弁史談

情報提供
ふるさといなべ市の語り部

協
き ょ う わ

和中学校校歌（作詞 近藤杢　作曲 山田耕作） 昭和 26 年制定

設立当時の藤原中学校（旧白瀬小学校）

一．仰ぎ見る	藤原の峰
　　員弁川	流れ絶えず
　　山川の	秀

ほ つ ま

真の里ぞ
　　すこやかに	清く気高く
　　伸びゆかん	教えの庭に

二．名もゆかし	協和のそのに
　　手を重

つら

ね	力合わせてゆるぎなく
　　永久に安けく
　　国の基	築き固めん
　　われ等皆	雄心高し

三．汲めや汲め	文化の泉
　　うちならせ	平和の鐘
　　霜に耐え	暑さにめげず
　　身に負える	重き使命を　
　　魂こめて	いざ果てしなん

わたしの母校 

（いなべ市企業人）
第 4 回「ゆる精進料理」
●日時　
7月 27日（土）
13：30～ 15：00
●講師　麻生怜菜さん
（精進料理研究家）
≪共通事項≫
●対象　小学 4年以上
※小学生は保護者同伴
●定員　100 人（1講座、先着順）
●場所　員弁コミュニティプラザ
●参加費　500 円（1講座、当日徴収）
●申込開始　5 月 13 日（月）
●申込方法　持参、FAX、
ホームページ、メール

  いなべ市芸術文化協会　
 82-1551  82-1561
 jimukyoku@inabe-bunka.com

市営住宅の
入居者募集

●住宅名　市営いなべ中央住宅（員弁
町楚原地内、平成 12年度建築、鉄筋

コンクリート造 2階建て、2DK）
●募集戸数　1 戸
●募集期間　5月10日（金）～31日（金）
●申込資格
1. 申込日より 3カ月前から、市内に
在住または在勤している人
2. 現に住居に困っている人で、同居
する親族がある人（60歳以上は単身
入居可、婚姻予定の人も入居可）
3. 市区町村税、諸保険料、保育料、
上下水道使用料および過去に市営住
宅に入居していた人は、当時の家賃
を滞納していないこと
4. 連帯保証人を 2人立てること（連帯
保証人は申込者の親族または、市内
に在住または在勤している人に限る）
5. 申込者または同居する親族が暴力
団員でないこと
6. 外国籍の人は特別永住者または中
長期在留者であること
7. 政令月収（（世帯の年間所得－控除
額※）÷ 12）が 15万 8千円以下であ
ること
●次のいずれかに該当する世帯は政令
月収が 25万 9千円以下であること

• 申込者が 60歳以上で、同居する親
族がいずれも 60歳以上または、18
歳未満

• 障害者手帳を所持する人がいる
• 小学校就学前の子どもがいる
【※控除額について】
同居親族等控除…1人 38万円
老人控除対象配偶者控除、老人扶養
控除（70歳以上）…1人 10万円
特定扶養親族控除…1人 25万円
障害者控除…1人 27万円
特別障害者控除…1人 40万円
寡婦、寡夫控除…27万円

●審査方法　
【一次審査】書類審査
【二次審査】一次審査合格者の抽選会
●入居予定日　7月中旬
●家賃　世帯の所得に応じて決定
●敷金　家賃の 3カ月分
●申込方法　申込書は申込先のみで配
布します。配布時に詳しい説明を受け
た上で、本人または同居する親族が申
込先へ提出。（代理人による申し込み
は不可）

  住宅課　  86-7809
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2019 年度
狩猟免許試験

　7～ 8月にかけて3回実施予定です。
試験の日程は県ホームページなど県の
広報でご確認ください。

 四日市農林事務所森林・林業室
 059-352-0655
 農林水産部獣害対策課捕獲管理班
 059-224-2017

いなべファミリー・サポート・
センター提供会員養成講座

　いなべファミリー・サポート・セン
ターでは地域の子育てのお手伝いをし
てくださる人（提供会員）を募集してい
ます。

【提供会員の援助内容とは？】
・保育園、放課後児童クラブ、塾の送迎
・保護者の外出時、お母さんがリフ
レッシュしたいときなどの預かり

≪ 1 日目≫
6 月 11 日（火）9：00～ 15：40
①子育て支援サービスを提供するために
②ファミリー・サポート・センターの
しくみ（DVD鑑賞・事業説明）
③提供会員の心得
④子どもと学校生活
⑤身体の発育と病気・小児看護の基礎
知識

≪ 2 日目≫
6 月 12 日（水）10：00～ 15：00
⑥保育の心・子どもの遊ばせ方
⑦子どもの世話
⑧心の発達と学習への支援
≪ 3 日目≫
6 月 13 日（木）9：00～ 16：00
⑨子どもの栄養と食生活
⑩訪問支援について
⑪安全と事故（普通救命講習）
※現在の提供会員も⑧、⑩の講座を受
講すれば、訪問支援のサポーターと
して活動できます。

●場所　大安中央児童センター
●対象　20 歳以上の人

●受講料　無料（テキスト代 1,000 円
は受講生負担です）

●託児　無料（先着 5人、要予約）
●申込方法　電話
●申込期限　5月 31日（金）

 NPO 法人こどもぱれっと いなべ
ファミリー・サポート・センター

 77-1524 

プレミアム付商品券
取り扱い店舗募集

　消費増税の影響を緩和し、景気を下
支えするため、プレミアム付商品券（対
象者限定）事業を実施します。
　商品券が利用できる店舗を募集しま
す。詳しくはお問い合わせください。
●申込期限　6月 7日（金）
●申込場所　広報秘書課

 広報秘書課　  86-7740

献血にご協力を

● 5 月 30 日（木）
いなべ市役所　10：00～ 12：30

 健康推進課　  86-7824

いなべ市
命の相談電話

●日時　毎週水曜日（祝日は除く）
　　　　13：00 ～ 16：00

 78-3831

行政相談
（無料、秘密厳守）

　総務大臣から委嘱された「行政相談
委員」が国、県、市などの仕事について、
苦情や意見を聞き、その解決を促します。

《行政相談開催日》
●日程、場所
5 月 16 日（木）　藤原文化センター
5 月 23 日（木）　いなべ市役所シビッ

クコア棟

6月 6日（木）大安公民館
●時間　各日程 13：00～ 16：00

【行政苦情 110 番】
 0570-090-110

※平日 8：30	～	17：15
（電話で毎日受け付けていますが土日
祝、時間外は留守番電話で対応します）

 総務省三重行政監視行政相談センター
 059-227-6661
 総務課　  86-7745

全国一斉『人権擁護委員の日』
特設相談所の開設

　人権尊重の大切さを呼び掛ける日と
して、毎年 6月 1 日前後に全国各地
の公共施設などにおいて特設人権相談
所を開設しています。
●日時　6 月 3日（月）
　　　　13：00～ 16：00
●場所　北勢福祉センター
●担当　いなべ市人権擁護委員
5 月の人権相談日
●日時　5 月 22 日（水）
　　　　13：00～ 16：00
●場所　北勢福祉センター
●担当　北勢地区人権擁護委員

 人権福祉課　  86-7815

こんなときは年金相談

「将来、年金をいくらもらえるの？」
　社会保険労務士による年金相談会。
●日時　毎月第 2火曜日
10：00～ 12：00、13：00～ 15：00
※ 5・2月を除く
●場所　いなべ市役所（新庁舎）
※本人以外はご家族でも委任状が必要。
※相談員 2人が対応します。

 四日市年金事務所
 059-353-5513
 保険年金課　  86-7811
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5・6 月の休館日　全館…毎週月・火（※員弁のみ祝・日・月・火・土）
 北勢図書館 72-2200（開館時間／ 9：00 ～ 17：00）　員弁図書館 74-5077（開館時間／ 9：00 ～ 17：00）

　 大安図書館 87-0021（開館時間／ 9：30 ～ 17：30）　藤原図書館 46-4150（開館時間／ 9：00 ～ 17：00）

●ご利用ありがとうございます 平成 30年度統計
～男女共同参画図書コーナー～

（男女共同参画週間 6/23 ～ 6/29）
図書館では、男女共同参画週間に合わ
せて関連本のコーナーを設置します。
個「性」ってなんだろう？／中塚幹也監修
／あかね書房

蔵書冊数
　135,942 冊
　　北勢　70,399 冊
　　員弁		　4,469 冊
　　大安　44,527 冊
　　藤原　16,547 冊

 貸出冊数
　185,920 冊
　　北勢　73,079 冊
　　員弁　		9,166 冊
　　大安　67,057 冊
　　藤原　36,618 冊

貸出年間ベスト 3 ≪一般図書≫
①人魚の眠る家／東野圭吾／幻冬舎
②危険なビーナス／東野圭吾／講談社
③ラプラスの魔女／東野圭吾／KADOKAWA

予約年間ベスト 3
①沈黙のパレード／東野圭吾／文藝春秋
②かがみの孤城／辻村深月／ポプラ社
③下町ロケット［3］／池井戸潤／小学館

女性らしさ、男性らしさって
何？学校はみんなが楽しくす
ごせる場所？仕事や結婚は？
性の多様性や LGBT の知識
をやさしく解説している本で
す。

オススメ
情報満載
図書館通信

「りっぱなたけのこ
採れたよ」

いなべ市図書館キャラクター
いなピョン

仕事や生活にお困りの人へ
（無料）

　「借金の返済が大変」、「仕事がみつ
からない」など、生活や仕事にお困り
の人への相談・サポートを行います。
　一人で抱え込まずに、まずはご相談
ください。

 いなべ市くらしサポートセンター縁
えにし

　 
 86-7817

若者就職支援相談
（無料・要予約）

「就職について悩んでいませんか？」
　15 ～ 39 歳までの無業状態にある
人・ご家族・関係者をサポートします。
※相談会場が藤原庁舎から新庁舎へ変

わりました。ご注意ください。
【出張相談 in いなべ 5 月の相談日】
●日時　5月 15日（水）
　　　　13：30～ 16：30
●場所　いなべ市役所 2階会議室

 北勢地域若者サポートステーション
 059-359-7280

（火～土：9：30 ～ 18：00）
ほくサポ 検索

耐震補強事業費
補助金のお知らせ

【木造住宅無料耐震診断】
　建築専門家が診断します。
●対象となる住宅
・昭和 56 年 5 月 31 日以前に完成し
ている
・階数が 3階以下
・延床面積の 1/2 以上が居住の用に
供されている
※丸太組工法（ログハウス）やプレハブ
工法などの住宅は対象外です。

●申込方法　本誌に挟み込まれている
申込書に必要事項を記入し、建築時期
がわかる書類（固定資産税課税明細書
の写しなど）を添付のうえ、都市整備
課または各庁舎総合窓口課へご提出く
ださい。
※診断後、結果がお手元に届くまでに
は 3カ月程度要します。

【木造住宅耐震補強設計費
3 3 3

補助制度】
　住宅耐震診断の結果、三重県木造住
宅耐震診断マニュアルなどの総合評点
が 1.0 未満と診断された住宅の評点を
1.0 以上にする工事の設計費用を補助
する制度で、最高 16万円まで補助さ

れます。（総合評点 0.7 以上の場合ま
たは工事に進まない場合）
　また、工事に進む場合は三重県木造
住宅耐震診断マニュアルなどの総合
評点が 0.7 未満と診断された住宅の評
点を 1.0 以上にする工事の設計費用を
補助する制度となり工事補助に最高 8
万円まで加算補助されます。

【木造住宅耐震補強工事費
3 3 3

補助制度】
　住宅耐震診断の結果、三重県木造住
宅耐震診断マニュアルなどの総合評点
が 0.7 未満と診断された住宅の評点を
1.0 以上にする補強工事の施工費用の
一部を補助する制度です。最高 60万
円に国費補助金の額を加算した額まで
補助されます。
　耐震補強工事と併せてリフォーム工
事を行う場合には、リフォームに要し
た費用のうち最高 20万円まで補助さ
れます。（一部対象とならないリフォー
ム工事もあります）
≪共通事項≫
●申込方法　業者などとの契約前に、
お問い合わせください。（契約後の申
請は受け付けできません）
●申込期限　12月 27日（金）

 住宅課　  86-7809
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緊急
相談

緊急
診察

みえ子ども医療ダイヤル #8000
《毎日》19：30 ～翌朝 8：00

桑名市応急診療所 21-9916
《日祝》9：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00《土》20：00 ～ 22：00

対象者には
個別通知
します。

健康推進課86-7824

　　　　　　　　　　　　　　日時（受付時間）　　　 　   　場　所                             対　象　者
【1 歳 6 か月児健康診査】6 月		 6 日（木）13：15～ 14：15　　保健センター							H29.10.21 ～ H29.11.29 生	および	前回欠席者
【3 歳 6 か月児健康診査】6 月 13 日（木）13：15～	14：15　　保健センター　　	H27.10.18 ～ H27.11.24 生	および	前回欠席者
　　　　　　　　　　6月 27日（木）13：15～	14：15　　保健センター　　	H27.11.25 ～ H27.12.24 生	および	前回欠席者

【ぷれ mama セミナー（妊婦教室）】　　　
日　程　6 月 21 日（金）
時　間　13：00 ～ 15：00（受け付け 12：50～）
場　所　つくしんぼ（藤原町川合 770）
持ち物　母子健康手帳
内　容　妊娠期を楽しむために～スタイ作り・交流～
※電話でご予約ください。
※託児が必要な人はご相談ください。

　　

【育児相談】
日・対象者　6 月　5 日（水）　北勢町在住
　　　　　　6 月 12 日（水）　藤原町在住
　　　　　　6 月 19 日（水）　大安町在住
　　　　　　6 月 26 日（水）　員弁町在住
受付時間　　9：30～ 11：00
場所　　　　保健センター（北勢町阿下喜 31）
持ち物　　　母子健康手帳
＊どなたでも参加できます。身体計測のみでも可。
　仲間づくりの場としてもお気軽にお越しください。

【離乳食教室】
前期：日　時　6 月 11 日（火）　9：30～ 9：45（受け付け）
　　　対象者　生後 4カ月～ 6カ月の乳児の保護者
後期：日　時　6 月 25 日（火）　9：30～ 9：45（受け付け）
　　　対象者　生後 7カ月～ 11カ月の乳児の保護者

場 所　保健センター（北勢町阿下喜 31）
持ち物　母子健康手帳、エプロン、おんぶひも
内　容　講義および調理実習
※ 1週間前までにご予約ください。

2019 年度
工業統計調査

　工業統計調査は国の製造業の実態を
明らかにするための統計調査です。5
月中旬から対象事業所に調査員が訪問
しますので、ご協力お願いします。

 広報秘書課（統計係）　  72-3588

マイナンバーカード
休日交付窓口開設

平日の受け取りが困難な人のために休
日窓口を開設します。
●日時　5月 26日（日）

9：00～ 12：00
（15分毎に予約受け付け）

●場所　市民課（いなべ市役所新庁舎）
●その他　当日はマイナンバーカード
用写真の無料撮影および申請手続きの
サポートも行います。

※マイナンバーカードの受け取りには
交付日の 4日前までに市民課に予
約が必要です。また通知カードをま
だ受け取りされていない人で休日受
け取りを希望する場合も、事前連絡
が必要です。
  市民課　  86-7810

大安町特別清掃

●目的　不法投棄ごみの撤去および清
掃による地域環境美化

●日程　5 月 26 日（日）
●場所　大安町全域の公共施設（道路・

公園・集会所・ごみ集積場な
ど）を中心とする場所

※悪天候の際の実施については、各自
　治会の判断になります。

【注意】
　当日、大安粗大ごみ場では自治会で

集めたごみのみ受け入れています。
※混雑を防ぐため、一般家庭からの粗
　大ごみは受け入れません。

 環境政策課　  86-7812

軽自動車税の
減免手続き

　身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療
育手帳（愛護手帳）、精神障害者保健福
祉手帳の交付を受けている人などが所
有する軽自動車などにかかる軽自動車
税を減免する制度があります。
• 1 人につき 1台
• すでに自動車税で減免を受けている
人は除く

●持ち物　減免申請書、印鑑、身体障
害者手帳など、運転する人の運転免許
証、車検証、個人番号カード（マイナ
ンバーカード）
※個人番号通知カードを提示する場合
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今月の表紙
【撮影日】4 月 9 日（火）【場所】 山郷小学校
　桜の下で記念撮影する姿を撮影。カメラをまっすぐに見つめるその笑顔は、
横から見ると明るい未来にワクワクしている表情に見えました。

平坦な道でないときも、力になってくれる人がいる。家族や
地域の人に見守られ、仲間と共に新しい生活をはじめる新

入生。これからもたくさんの素敵な出会いがありますように。（中）

成長が楽しみな子どもたち。時代の節目に友達、家族と嬉し
そうに学校で過ごす姿がまぶしかったです。（向）

は運転免許証など身分証明書も必要
●申請期限　事務の都合により、5月
17日（金）までの申請にご協力お願い
します。（申請期限は 5月 31日（金））
●申請場所　市民税課または各庁舎総

合窓口課
●注意事項
• 申請期限を過ぎると減免を受けるこ
とができません。

• 申請をしても納税通知書が送付され
ますが、納付しないでください。

• 口座振替をご利用いただいている人
は、申請時期によっては、口座振替
の停止が間に合わず引き落としに
なってしまう場合があります。その
場合は、後日還付となります。
 市民税課　  86-7794

軽減税率制度の各種説明会

　10 月 1日から、消費税の軽減税率
制度が実施されます。この制度の実施
によって、事業者は対応や準備が必要
となります。
　事業者が理解を深めて、必要な準備
を円滑に進めれるよう、「消費税の軽
減税率制度等に関する説明会」を開催
しています。
　説明会の日程などは、国税庁ホー
ムページ（www.nta.go.jp）内の「消費
税の軽減税率制度」をご覧いただくか、
お問い合わせください。

 桑名税務署　  22-5123

期限内納付のお願い

● 5 月の納付
○軽自動車税　全期
○上下水道料金　4・5月分
●納期限（口座振替日）5 月 31 日（金）

【口座振替の人へ】
○前日までに通帳残高を確認ください。
○万一、残高不足などで口座振替日
に振替ができなかった場合は、6 月

13 日（木）に 口座≪再≫振替 を行
います。

【納付書（現金納付）の人へ】
（軽自動車税・上下水道料金）
○取り扱いコンビニエンスストアでも
納付できます。
○パソコン、スマートフォンからイン
ターネットを利用して、クレジット
カードでも納付できます。クレジッ
ト納付については、市ホームページ
のオンラインサービス「Yahoo! 公
金支払い」をご覧になるか、担当課
までお問い合わせください。
※納付には便利な口座振替制度をご利
用ください。お申し込みはお近くの
指定金融機関などで！

●注意事項
　軽自動車税をクレジットカードで納

付された場合、軽自動車継続検査用
納税証明書は後日、郵送いたします。
手続き後に代行納付者の入金を確認
し、納税証明書を発行するため日数
（3～ 6週間）が必要となります。そ
のため 5、6 月に軽自動車の継続検
査があり、納税証明書が必要な人は
クレジット納付はお勧めできません。
現金（納付書）でお納めください。

☆軽自動車税【継続検査用納税証明書】
の取り扱いについて

　車検時まで大切に保管し、車検を業
者などに依頼する場合は忘れずにお渡
しください。

 納税課　 86-7793
 いなべ市水道お客様センター
72-3516

5 月は軽自動車税の
納付月です

　軽自動車税は、4月 1日時点で原動
機付自転車、軽自動車、小型特殊自動
車・二輪の小型自動車などを所有して
いる人に課税されます。
　4月 2日以降に廃車手続きをしても、
その年度の軽自動車税は課税されます。
納税通知書は 5月初旬に郵送します。
※軽自動車税納付期限：5月31日（金）

 市民税課　  86-7794

試験放送

【定期試験放送】
　毎月 11日に、防災ラジオの試験放
送を実施してい
ます。試験放送は
防災ラジオのス
イッチが入って
いない状態でも、
自動で起動し、終
了します。防災ラジオは常時、コンセ
ントにつないだ状態を維持してくださ
い。最大音量で放送しますのでご了承
ください。
●日時　6月 11日（火）14：00～

【J アラート全国一斉訓練】
●日時　5月 15日（水）11：00～
※都合により中止する場合があります。
※定期試験放送ではありません。

 防災課　  86-7746
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川原のお母さんたちの
ふわっふわ「シフォンケーキ」

作り方

（A）生地
①薄力粉と塩を合わせ、2
回ふるいにかける。

②ボールに卵黄と砂糖の
1/3 を入れ泡立て器で
しっかり混ぜる。

③ざらつきがなくなったら
残りの砂糖を 2回に分け
て入れ、その都度しっか
り混ぜる。（白っぽくもっ
たりなるまで）

④油を入れてよく混ぜ、牛乳
とバニラオイルを加える。

⑤④に①を入れ、ダマがで
きないようによく混ぜ
る。

 いなべグリーン・ツーリズム推進委員会（政策課内）　
 86-7741　  http://www.inabe-satoyama.com/

ジャガイモ収穫体験
●日時　6月 1日（土）9：30～ 11：30
●場所　川原多目的集会所（北勢町川原 916-2）
●参加費　1,000 円（1人あたり）
●申込方法　ホームページから

※他にもさまざまな体験があります。ホームペー
ジをご確認ください。

（B）メレンゲ
⑥卵白に砂糖を 3回に分け
て入れ、ツノが立つくら
い泡立てる。

（A）と（B）を合わせて焼く
⑦（A）に（B）をお玉で
1杯入れ、なじませる。

⑧さらに（B）をお玉で 1
杯入れ、ゴムベラで混ぜ
合わせる。

⑨残りの（B）を入れ、手早
くゴムベラで混ぜる。

⑩型に入れる。
⑪175℃で予熱したオーブ
ンに入れて、170℃で
25分焼く。

同じレシピを紹介中

　いなべ市公式
　　　キッチン

材料（20cm 型）

（A）生地
卵黄･･････80グラム（4個）
砂糖 ･･･････････80 グラム
油 ･････････････････80cc
薄力粉 ････････160グラム
塩････････････小さじ1/4
牛乳 ･･････････････160cc
バニラオイル ･･････10 滴
（B）メレンゲ
卵白･････280グラム（7個）
砂糖 ･･･････････60 グラム

小さなごちそう体験

レシピ作成中の様子
（北勢町川原）
地域の女性がレシピ作成。
4 月 27 日（土）の小さな
ごちそう体験で市内外の親
子らと共に調理しました。

携帯用
「モバイルサイト」

いなべ市情報誌 Link6 月号（vol.186）　令和元年 5 月 1 日発行
発行／いなべ市　編集／企画部 広報秘書課　〒 511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜 31

0594-86-7740　 0594-86-7857　 https://www.city.inabe.mie.jp/

救急医療情報
■三重県救急医療情報センター　 059-229-1199
■いなべ医師会（在宅当番医）　 http://inabe-med.or.jp/
■医療ネットみえ　 http://www.qq.pref.mie.lg.jp/

　  人口情報（平成 31 年 4 月 1 日現在）

　　　　総人口：45,527（-98）
　　　　 世　帯：18,169（+34）

男：23,148（-34） 女：22,379（-64）生活情報
「まいめる」


