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身近な教材特
集

自由研究の参考に



　小・中学生の夏休み。プールや海に行ったり、外泊
をしたり楽しかった思い出と、後回しにした宿題に追
われ大変だった思い出などいろいろとあるのではない
でしょうか。
　いなべは竜ヶ岳や藤原岳、員弁川、青川などたくさ
んの自然に囲まれていて、自由研究の題材にできる天

然の教材が身近にあります。
　今回はいなべで自然の魅力を伝えるために活動して
いる人に、自宅で簡単にできる自由研究のヒントを教
えていただきました。
　まだ自由研究のテーマが決まっていない人は本誌で
紹介する内容を参考にしてみてはいかがでしょうか？

特
集
　
身近な教材

珍しい動植物

ネコギギ
（国指定天然記念物、三重県レッ
ドデータブック絶滅危惧Ⅰ A 類）

カナマルマイマイ
（三重県指定希少野生動植物、三
重県レッドデータブック絶滅危惧
Ⅰ B 類）

　いなべ市は伊勢湾と若狭湾を直線で結ぶとほぼ中央
に位置しています。そのため、太平洋・日本海気候両
方の影響を強く受けてきました。2 種類の気候と石灰
岩地帯を含む独特の地質からつくり出された環境で生
息する動植物の種類は豊富で、三重県や全国でも珍し
い種類がいます。
　いなべで生息している動植物で、天然記念物や絶滅
危惧種に指定されているものの中から一部を紹介しま
す。目にしたことがありますか？これらの貴重な動植
物はふるさとの宝です。大切に守っていきましょう。

いなべに
生息する
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ミノコバイモ
（三重県レッドデータブック絶滅
危惧Ⅰ A 類）

キクザキイチゲ
（三重県レッドデータブック絶滅
危惧Ⅱ類）

タキミチャルメルソウ
（三重県レッドデータブック準絶
滅危惧）

セツブンソウ
（三重県レッドデータブック絶滅
危惧Ⅰ B 類）

身近な自然を使った授業
　十社小学校では地元の川の環境を知るために、
15 年以上前から田切川に生息する生き物の調査を
通した学習を行っています。
　捕まえた生き物を観察し、名前や生息していた場
所などを確認します。田切川の豊かな環境がいろい
ろな生き物を育んでいること、川の環境を守ること
が生き物の命を守ることを体験しながら学びます。

6 月 17 日（月）に十社
小学校で行われた「川の
生き物調べ」の様子
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紹介者　
地域おこし協力隊
田中翔貴さん
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木の枝で筆をつくろう

フォトフレームアレンジメント

筆先に使用したい植
物や木の実などを選

ぶ。それを枝にくくりつけら
れるようにはさみで形を整
える。筆の持ち手になる枝を
使いやすい長さに切る。

採集した植物の形を整え
て新聞紙 1 枚（1 ページ

を半分に折る）に挟む。新聞紙
1 ～ 2 枚で植物を挟んだ新聞紙
を包み、重しを載せる。

乾燥した植物を額のサイズ
に合わせた画用紙の上に載

せ、額にはめれば完成。

出来あがった筆で
描き心地を試して

みよう。筆先の素材を変
えるといろいろな種類の
線を楽しめます。

整えた植物など
をたこ糸で枝に

しっかりとくくりつけ
たら完成。

植物をパリパリになるまで乾燥させ
るため、毎日 1 回外側の新聞紙のみ

新しいものと交換する。そのとき、植物の
形を整えておく。（植物によって異なるが、
約 1 週間で乾燥できる）

紹介者　
地域おこし協力隊
坪井諒介さん

　木の枝で自分だけの筆をつくろう。いろいろなもの
でつくる筆は世界でたった一つの線を生み出します。

準備するもの
●植物や木の実など
●枝

準備するもの
●気に入った植物
●額やアルバムなど

植物を飾れるもの

●はさみ
●たこ糸

●新聞紙
●画用紙
●重し

植
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紹介者　
学校教育課
土岐竜馬さん

　川に生息する生き物を捕まえて観察してみよう。調
べて自分だけの図鑑をつくれます。
※水位が膝より高い場所は危険です。避けてください。

【捕まえる方法】

【観察方法】

準備するもの
●たも
●バケツ
●透明容器

●カメラ
●筆記用具

1

1 2

2

川に生息する生き物を調べてみよう 川

水草や草が茂ってい
る場所や石の下流に

たもを構える。

捕まえた生き物の中
から観察したいもの

を選び、水を入れた透明
容器に入れる。いろいろな
角度から眺めたり、写真を
撮ったりする。

気付いたことをノー
トにメモをする。

　図鑑で調べたり詳しい人
に聞いてみたりしてノート
に記録し、自分専用の図鑑
をつくろう。

上流から足で水草
や石を動かして、生

き物をたもに追い込む。追
い込んだらすぐにたもを
上げる。
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　セミを観察してみよう。脱皮殻で種類が区別できる
ので、脱皮殻を集めて調べると、近くにどんなセミが
暮らしているかなどいろいろなことが分かります。

　夏の人気者カブトムシやクワガタムシを捕まえ
てみよう。甘い匂いでおびき寄せられたら観察し
て自由研究で発表しよう！

　準備するもの
　●カメラ
　●筆記用具

準備するもの
●熟したバナナ
●ストッキング（水切りネットなどでも可）

●懐中電灯（ヘッドライトなど）
●時計

1
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セミの成長を観察

カブトムシトラップ

公園や学校周辺などに
植えられている、サク

ラやケヤキなどの大きな木を
探す。

使い古したストッ
キングなどに熟し

たバナナ（1 本もしくは
半分程度）を入れる。

カブトムシが集まりやすいコナラなど樹液を出
す木に巻きつけて完成！

※仕掛けたトラップは責任をもって必ず回収しましょう。

木の根元付近に直径１
～２cm 程度の丸い穴

が開いていないか探す。（穴
は幼虫が出てきた目印になる
ので、周辺で幼虫が見つかる
可能性が高い）

日没前後に幼虫が地上に出てくるので、葉の裏
や木の幹などで幼虫を一生懸命探す。幼虫を見

つけたら観察開始！幼虫が定位（じっとして動かなく
なること）したら間もなく脱皮を開始するので、ど
の よ う に 羽 化 し
ていくか撮影した
りノートに記録し
たりしよう。（脱
皮 が 始 ま っ た ら
幼虫には触らず静
かに見守りましょ
う！）

虫

紹介者　
藤原岳自然科学館
矢﨑充彦さん
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体験イベント

　藤原岳自然科学館ではいなべの大地の成り立ちを解
説する模型やパネル、岩石や化石の標本、絶滅が危惧
される希少生物、藤原岳固有の貴重な動植物などを写
真や生体、標本で紹介しています。
　また植物や昆虫などいろいろなジャンルの専門家が
いるので発見した生物への質問に答えることができま
す。疑問を解消したい場合は藤原岳自然科学館へ事前
連絡のうえお越しください。

　毎年 7 月には「夏休みの自然研究の仕方を聞く会」、
8 月には「標本の名前を聞く会」を実施しています。
標本の採集方法やつくり方、名前の識別、自然研究の
仕方などについて各ジャンルの専門家が相談を受けた
り指導を行ったりします。学校の宿題や自主学習の手
助けになるので、一度来てみてください。

自然学習を手助けします

夏の終わりにまだ間に合う

●場所　藤原文化センター大研修室
●参加費　無料
※当日申し込み可。9：00 ～ 12：00 に会場に来て

ください。（できるだけ事前申し込みにご協力をお
願いします）
  藤原岳自然科学館　 46-8488　  46-4312

【この指と～まれ】
　くるみを採集。キーホルダーをつくるために種子を
取り出します。
●日時　8 月 18 日（日）9：00 ～ 11：00
●講師　茂木源次さん
●対象者　小学生（保護者の同伴が必要）
●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」の隣）
●参加費　無料
●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）　
46-4311　  46-4312

【たたいて染めよう夏巾着】
　気になる植物や花を採取。金づ
ちでトントン叩いて形や色を写
します。
●日程　8 月 3 日（土）～ 12 日（休・月）
　　　　※ 8 月 7 日（水）は休み
●時間　11：00 ～ 16：00　
●場所　アトリエ hitotema（藤原町篠立 2455-2）
●参加費　500 円（材料費込み）
※申し込み不要。当日会場に来てください。（所要時

間 20 分程度）
※「hitotema のシゴトバ展 vol.1」を同時開催してい

ます。身近な植物を使って色を移し染めた布や木の
作品を展示しています。
 hitotema　  hitotema.293@gmail.com　

【標本の名前を聞く会】
　自由研究でつくった標本の名前や研究内容について
指導します。
●日時　8 月 24 日（土）
　　　　9：00 ～ 12：00　

藤原岳自然科学館館長
伊藤朝生さん

夏休みの自然研究の仕方を聞
く会。参加者の相談に各担当
者が丁寧に対応
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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。

新しい市の拠点が誕生

　6月 30 日（日）、藤原町の旧中里小学校で大道芸のお披露目

会が行われました。これは旧中里小学校の再活用を目的として

活動している、地域おこし協力隊の近藤匡さん、芝山武志さん、

矢作仁さん、浜田優香さんが企画したものです。

　これから小学校でイベントを企画したり、夏にカフェをオー

知事と市長 1 対 1 対談
　7月 8日（月）、鈴木英敬三重県知事と市長の 1対 1対談が

行われました。この対談は毎年行われているもので、今年は「に

ぎわいの森を核にした地方創生」「カートラベルと観光と防災」

「フェアトレードの推進」をテーマに話し合いました。

　対談前には、にぎわいの森を視察。にぎわいの森について市

長は「全ての店舗がいなべの食材を活用してくれています。い

なべの食材の発掘を広域で行いたい」と話しました。知事は「9

月に京都府で行う三重県フェアで県外に情報発信します。県の

フードイノベーションネットワークに、にぎわいの森の店舗に

も加わっていただけたら」と話しました。

大道芸お披露目

新庁舎移転後初

1. 大道芸のコンクールで優勝した技で盛り上がった2.カ
フェ担当の浜田さんも技を披露 3. あっという間にバルー
ンアートが完成 4. 皿回しの体験ブースも設置

1. にぎわいの森を
視察。店舗の店長
との交流も行いま
した 2.1 対 1 対談
の様子。対談前に
は、にぎわいの森
で販売している商
品を試食

貨物鉄道博物館の開館日（大安町丹生川中）

1 2

3 4

1

2

プンしたりするため、地域の人に取り組みを

知ってもらおうと、活動の第一歩として開催

したものです。

　会場には多くの人が足を運び、バランス技

やバルーンアートなどのパフォーマンスを楽

しみました。近藤さんは「ここを拠点にして、

多くの人に集まってもらう場をつくっていき

たい」と意気込みを語りました。
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　5～ 6月に、阿下喜・山郷・笠間・員弁東・員弁西小学校

でキナンサイクリングチームがウィーラースクールを開催し

ました。5校合わせて児童 860 人が参加。選手やいなべ警察

署員らが自転車競技や自転車の安全な運転方法について話し

たあと、児童は実際に自転車に乗る体験をしました。

　地域おこし企業人として、自転車を活用

したまちづくりを行う中西健児さんは「自転

車の楽しさを知ってもらい、安全に乗って

もらいたい」と話していました。

まちおこし動画「そばにいるから」
　いなべを面白くする活動を行う団体「inap」が、阿下喜のまちを舞台に動

画作品「そばにいるから」を制作しました。7月 14日（日）、完成作品を携え、

出演者とスタッフのトークショーが岩田商店ギャラリーで開催されました。

　監督の加藤雄介さんは「多くの地域の人と一緒に作り上げた。さまざまな

コンテストに出品し、地元だけでなく市外のたくさんの人に見てもらいたい」

と話していました。

　なお、絵コンテや作品制作中のオフショットな

どの展示が 8月 13日（火）まで岩田商

店ギャラリーで開催されています。

　

ウィーラースクール

インターハイ 初出場
桑名工業高等学校ハンドボール部

（左から）森さん、田中さん、斎藤基貴さん（3年）、
鈴木椋斗さん（1年）

1. 撮影は昨年夏 2. 主演のいなべ総合学園
高等学校 3年貫代実津季さんが主題歌を
披露

　桑名工業高等学校ハンドボール部が、6月 2日（日）に四日市市で

開催された三重県高等学校総合体育大会で初優勝し、全国高等学校総

合体育大会（インターハイ）に初出場します。6月 24日（月）、同部

に所属するいなべ市出身の選手らがこのことを市長に報告しました。

　田中瑛人さん（3年）は「県総体では、勝ち負けを意識することが

なく楽しんで試合ができた。インターハイではレギュラーで出場する

ので、チームのために貢献したい」と話していました。

　また、森裕正さん（3年）は「チーム目標の全国ベスト 16に入れ

るように頑張りたい」と意気込みを語りました。

5 つの小学校で実施

全国ビデオ映像コンテスト 入賞作品

45

貨物鉄道博物館の開館日（大安町丹生川中）

1. ヘルメットは必ず着け
る !（員弁西小）2. 運転
中の児童を応援（阿下喜
小）3. 実習（山郷小）4. キ
ナンの選手との交流（笠
間小）5. キナンの加藤
GMも指導に（員弁東小）

1

3

2

「そばにいるから」全編公開中 ▼1

2
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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

福祉医療費受給資格証の更新  保険年金課　 86-7811 

各制度と対象者
●障がい者医療費助成
•	1 ～ 4 級の身体障害者手帳をお持ちの人
•	判定機関で、知的障がい者と判定された人のうち IQ50

以下の人、または A・B1 の療育手帳をお持ちの人
•	1 級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人（通院分の

みの助成となります）
●子ども医療費助成
・15 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
●一人親家庭等医療費助成
•	18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある

児童を扶養する一人親家庭の母または父、および 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
•	父母が一定の障がいがある家庭において、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扶養す
る母または父、および 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
•	父母のいない 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　

●所得制限　本人と扶養義務者（子ども医療費は保護者）
の前年の所得で制限され ます。

共通事項

●助成額　自己負担金額（保険適用分のみ。高額療養費・
付加給付分を除く）

※県内の医療機関で受診の場合は、受給資格証を医療機関窓
口へ提示してください。県外の医療機関で受診の場合は、
領収書を添付して保険年金課または員弁・大安・藤原庁
舎総合窓口課で助成申請をしてください。詳しくは保険
年金課までお問い合わせください。（三重県後期高齢者医
療制度適用者は、提示も申請も必要ありません）

※ 9 月 1 日から未就学児の窓口無料化を実施します。対象
者には、窓口無料化に対応した受給資格証を郵送します。

※これまで福祉医療費の申請手続きをしていない人で、該当
すると思われる人は保険年金課までご連絡ください。た
だし、所得制限などの受給資格要件があります。

ご注意ください

　毎年、9 月 1 日に福祉医療費受給資格証を更新していま
す。8 月 31 日までの受給資格証をお持ちの人で、引き続
き受給資格がある人には 8 月下旬に更新申請の案内通知を
送付しますので、更新の手続きをしてください。

　障がい者・子ども・一人親家庭などの人が医療機関
で診察を受けたときに支払った自己負担金額（保険適
用分）の一部または全部を県や市が助成する制度です。

人権擁護委員交代のお知らせ  人権福祉課　  86-7815

　任期満了で退任されました　　     　  （北勢町）
に法務大臣から感謝状が贈呈されました。専門的な
知識を活かし、相談業務や各種人権擁護活動でリー
ダー的役割を果たすなど、人権啓発・人権救済など
に全力を挙げて取り組んでこられました。

《ありがとうございました》 《これからよろしくお願いします》
　新しい人権擁護委員
の川瀬勉さん（北勢町）、
再任の羽場一仁さん

（大安町）に委嘱状が手
渡されました。 川瀬勉さん 羽場一仁さん近藤　男さん

　学校管理下での負傷または疾病など、独立行政法人日本ス
ポーツ振興センターの災害給付制度対象の医療費は、福祉医
療費助成制度の対象外です。医療機関窓口で受給資格証は提
示せず、その旨をお申し出ください。重複して助成を受ける
と、後日、助成金を返還していただくことになります。
　転出などで、受給資格を喪失した際は受給資格証を返還
してください。受給資格が無い状態で医療機関を受診する
と、誤った助成に繋がり、助成金を返金いただく場合があ
ります。

近藤　男さん

福祉医療費
助成制度
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　保険料の納付方法は、原則として年金からの天引き（特別徴収）です。
ただし、次の場合は、納付書や口座振替など（普通徴収）で納付することになります。　　
①年金の受給額が年額 18 万円未満の人
②新たに第 1 号被保険者（65 歳）になった人や他の市区町村から転入した人
③税の申告の修正などで保険料の所得段階が変更になった人　
※②および③の場合、年金からの天引きが可能となり次第、順次、特別徴収に切り替わります。
※普通徴収の人の保険料納付には口座振替をご利用ください。

　65 歳以上の人の介護保険料は、基準額（第 5 段階　年額 72,605 円）をもとに、所得の低い人
などの負担が大きくならないよう本人や世帯の課税状況や所得に応じて段階的に決まります。

　所得の低い世帯に属する人（第 1 段
階～第 3 段階）の保険料について、令
和元年 10 月の消費税率引き上げ分を
財源として公費を投入し、軽減措置を
強化しました。

《所得段階別の介護保険料》

《保険料の軽減措置》

《保険料の納付》

8 月に保険料額および納付方法の通知を送付します

介護保険料額について

段　階 対　　象　　者 基準額に
対する割合 年　額

第 1 段階
・老齢福祉年金の受給者で、本人および世帯全員が市民税非課税
・生活保護の受給者
・本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額※と課税年金収入額の合計

が 80 万円以下の人
0.375 27,227 円

第 2 段階 ・本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計
が 120 万円以下の人 0.575 41,748 円

第 3 段階 ・本人および世帯全員が市民税非課税で、第 1 段階、第 2 段階以外の人 0.725 52,639 円

第 4 段階 ・本人が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80 万円以下
の人（世帯内に市民税課税者がいる場合） 0.900 65,345 円

第 5 段階 ・本人が市民税非課税で、第 4 段階以外の人（世帯内に市民税課税者がいる場合） 1.000 72,605 円
　（基準額）

第 6 段階 ・本人が市民税課税で、合計所得金額が 120 万円未満の人 1.200 87,126 円

第 7 段階 ・本人が市民税課税で、合計所得金額が 120 万円以上 200 万円未満の人 1.325 96,202 円

第 8 段階 ・本人が市民税課税で、合計所得金額が 200 万円以上 300 万円未満の人 1.525 110,723 円

第 9 段階 ・本人が市民税課税で、合計所得金額が 300 万円以上 380 万円未満の人 1.650 119,798 円

第 10 段階 ・本人が市民税課税で、合計所得金額が 380 万円以上 570 万円未満の人 1.775 128,874 円

第 11 段階 ・本人が市民税課税で、合計所得金額が 570 万円以上 760 万円未満の人 1.900 137,950 円

第 12 段階 ・本人が市民税課税で、合計所得金額が 760 万円以上の人 2.000 145,210 円

 介護保険課　 86-7820

段　階
平成 30 年度 令和元年度（平成 31 年度）

基準額に
対する割合 年額 基準額に

対する割合 年額

第 1 段階 0.45 32,672 円 0.375 27,227 円
第 2 段階 0.65 47,193 円 0.575 41,748 円
第 3 段階 0.75 54,454 円 0.725 52,639 円

※合計所得金額とは、実際の「収入」から「必要経費」相当額を差し引いた金額で、
　扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
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8 月 28日（水） 北勢町
9：10～		 9：50 川原多目的集会所
10：20～ 11：00 田辺農業振興センター
11：20～ 11：45 十社小学校
13：00～ 13：15 小原一色公会堂
13：45～ 14：10 下平多目的集会所
14：30～ 15：40 北勢福祉センター
9月 2日（月） 北勢町
9：30～ 10：00 南中津原公会場
10：20～ 10：50 東部林業会館
11：10～ 11：50 其原自治会館
13：20～ 14：00 麻生神社裏（川沿い）
14：30～ 15：00 東貝野林業研修センター
9月 3日（火） 大安町
9：20～ 10：00 丹生川上自治会館
10：20～ 10：50 丹生川中研修センター
11：10～ 11：50 久下野添会館
13：10～ 13：50 片樋自治会館
14：20～ 14：50 石榑北集会所
9月 4日（水） 大安町
9：20～　9：50 北垣内公会場
10：10～ 10：40 新田コミュニティセンター
11：00～ 12：15 郷土資料館
13：30～ 15：10 三重北農協梅戸井支店
9月 9日（月） 員弁町
9：30～　9：50 平古集会所
10：10～ 10：40 畑新田公民館
11：00～ 11：30 大泉新田集落センター
12：50～ 14：00 員弁老人福祉センター
14：05～ 14：15 員弁老人福祉センター（車椅子の人）
9月 10日（火） 員弁町
9：20～　9：40 市之原公民館
10：00～ 11：00 上笠田宇野公民館
11：20～ 11：50 笠田新田観音堂
13：00～ 13：20 下笠田公民館
13：40～ 14：20 楚原公民館
14：40～ 15：20 旧 JA員弁中支店
9月 11日（水） 員弁町
9：30～　9：50 岡丁田集落センター
10：10～ 10：30 松之木公民館
10：50～ 11：30 東一色集落センター
13：00～ 13：20 大泉公民館
13：40～ 14：00 西方集落センター
14：20～ 14：50 北金井公民館

8月 20日（火） 藤原町
9：30～10：00 東禅寺公民館
10：25～ 10：55 東藤原消防コミュニティセンター
11：15～ 11：35 西野尻公民館
13：00～ 13：40 山口集落センター
14：00～ 14：30 本郷集落センター
14：50～ 15：15 市場公会堂
8月 21日（水） 藤原町
9：30～ 10：00 篠立生活改善センター
10：20～ 10：40 古田多目的集会所
11：00～ 11：40 坂本農事集会所
13：10～ 13：50 大貝戸公民館
14：10～ 15：00 藤原文化センター
15：05～ 15：20 藤原文化センター（車椅子の人）
8月 22日（木） 北勢町
9：30～ 11：30 阿下喜温泉駐車場
13：20～ 13：50 別名自治会館
14：20～ 14：50 円福寺
8月 23日（金） 藤原町
9：30～ 10：10 川合公民館
10：30～ 11：00 日内集落センター
11：20～ 11：40 上相場公民館
13：00～ 13：20 上之山田集落センター
13：40～ 14：00 米野集落センター
14：20～ 14：40 夢かなえ荘
8月 26日（月） 北勢町
9：10～	 9：40 新町農業研修センター
10：00～ 10：40 垣内自治会館
11：00～ 12：15 治田小学校
13：35～ 14：55 ウッドヘッド三重
15：00～ 15：15 ウッドヘッド三重（車椅子の人）
8月 27日（火） 大安町
9：20～			9：50 鍋坂公会場（ごみ集積場）
10：10～ 10：30 宇賀公会場
10：50～ 11：40 石榑小学校（体育館東駐車場）
13：20～ 15：30 大安庁舎玄関前
15：35～ 15：45 大安庁舎玄関前（車椅子の人）

胸部検診（結核・肺がん）
　市内を巡回して胸部検診を実施します。対象者には、
検診開始の 2 週間前までに受診票を送付します。

●対象者　結 核 検 診： 65 歳以上
　　　　　肺がん検診： 40 歳以上の申込者
●受診料　結 核 検 診： 無料
　　　　　肺がん検診： 200 円（喀

かく
たん検査 500 円）

●持ち物　受診票、健康手帳（お持ちでない人は当日発行
します）、受診料

 健康推進課　  86-7824
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2. 普及啓発にご協力いただけるお店を募集！

1. 住宅用火災警報器の取り
替え時期

住宅用火災警報器について

 桑名市消防本部 予防課　  24-5279（平日 8：30 ～ 17：15）

　市民に警報器の重要性を訴えていくために新たな啓発手
段として、消防本部と連携した普及啓発にご協力いただけ
るお店（家電販売店、ホームセンターなど）を募集します。

【協力依頼内容】
・警報器に関するポスターの掲示およびチラシの設置
・広報用映像資料（DVD）の視聴場所の確保　など

《設置箇所》
○設置が義務付けられている所
　寝室、階段（2 階以上に寝室のある場合）
○取り付けをおすすめする所
　台所、居室

　住宅用火災警報器が皆さんの家庭への設置が義務化され
てから、10 年が経過しました。
　住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池
切れなどで、火災を感知しなくなることがあります。10
年を目安に交換しましょう。設置時期を調べるには、火災
警報器を設置したときに記入した「設置年月」、または、
本体に記載されている「製造年」を確認してください。ま
た、定期的にボタンを押すか、作動点検をし、火災時の警
報を確認しましょう。

認知症高齢者等 SOSネットワーク
QRコードワッペンの交付・個人賠償責任保険料補助はじまります

  長寿福祉課　  86-7819
　SOS ネットワークとは、認知症などが原因で、外出し
て帰宅できなくなる心配がある人とその家族を支援するた
めのしくみです。
　行方不明時には、「まいめる」を利用して行方不明情報
を発信し、SOS ネットワーク協力団体や市民の協力を得
て早期解決につなげています。
　8 月から、これまでの支援のほか、QR コードワッペン
交付と個人賠償責任保険料の補助を追加しました。

　あらかじめメッセージと連絡先が表示されるよ
う登録した QR コードが印字されたワッペンで、
衣服や靴などに貼ることができます。
　行方不明者に気付いた人が、持ち物に貼り付け
されたワッペンの QR コードをスマートフォン
で読み取り、付記された登録番号を連絡先に伝え
ていただきます。連絡を受けた担当者が、登録番
号から行方不明者を特定し、家族などに連絡する
ことで早期解決につながります。
※ SOS ネットワークに事前登録した人が対象です。

　日常生活の偶然の事故で、他人にけがを負わせたり、他
人の物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負う場合に
備えた保険です。認知症高齢者などを被保険者とする個人
賠償責任保険に、市が保険契約者として加入します。なお、
保険料は市が全額を負担します。
※ SOS ネットワークに事前登録し、在宅で生活している人が

対象です。

《QRコードワッペンとは》

《個人賠償責任保険とは》

スマートフォンなどでQR
コードを読み取ると右のよ
うな表示画面がでます。

◆三重県いなべ市 SOS ネットワーク
　身元が分からないときは最寄りの
警察署か下記に連絡をお願いします。
　　　　　　　  記
◆平日 8：30 ～ 17：15
　いなべ市地域包括支援センター
　  0594-86-7818
　いなべ市長寿福祉課
　  0594-86-7819
◆夜間土日祝日
　いなべ市警備宿直
　 0594-86-7850

《住宅用火災警報器の効果》
　住宅火災の被害状況の分析で、住宅用火災警報器が設置
されている場合は、設置されていない場合に比べ、死者の
発生は約 4 割減、焼損床面積・損害額はおおむね半減し
ています。（総務省消防庁調べ）家族の尊い命を守るため、
住宅用火災警報器を設置しましょう。そして、適切な位置
に設置するとともに、維持管理に努めてください。
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藤原岳自然科学館

【登奈井尾林道の秋をさぐろう】
　秋の自然を観察します。
●日時　9 月 21 日（土）

9：30 ～ 15：00
●場所　藤原文化センター集合　登奈

井尾林道（北勢町川原）
●定員　40 人
●参加費　小学生以上 1 人 100 円
●申込期限　9 月 14 日（土）
●対象者　どなたでも参加できます。

（小学生以下は保護者の同伴が必要）
●持ち物　筆記用具・返信はがき・水
筒（服装など詳しくは参加者に連絡）
●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。当日雨天
の場合は屋内での学習とします。
　当日 6：00 の段階で三重県北部に
暴風警報が発令されている場合は中止
とします。
●申込人法　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。

【第 41 回児童生徒自然科学作品展】
　市内および近隣市町の児童生徒が作
製した自然科学作品を展示します。
●日時　9 月 15 日（日）～ 29 日（日）
　　　　9：00 ～ 17：00　　　　
　　　　※火曜日は休館
●場所　藤原文化センター 2F 大研修室
●入場料　無料

【企画展「秋の鳴く虫」】
　スズムシなど秋に鳴く虫の生体展示
と解説を行います。
●日時　9 月 15 日（日）～ 29 日（日）
9：00 ～ 17：00（最終日は 16：00 まで）
※火曜日は休館
●場所　藤原文化センター 1 階 企画
展示コーナー「みんなの広場」
●入場料　無料

  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

名フィルの
オーケストラ傑作選

in いなべ vol.9
●内容　いなべ市親善大使　川瀬賢太
郎さんプロデュースのコンサート
●チケット販売　8 月 20 日（火）
　　　　　　　　9：00 ～　
●日時　10 月 26 日（土）

15：00（開場 14：15）
●場所　北勢市民会館さくらホール
●入場料（税込・全席指定）
一般： S 席 3,000 円（当日 3,500 円）
　　：A 席 2,500 円（当日 3,000 円）
　　：B 席 2,000 円（当日 2,500 円）
中学生以下：1,000 円引き
未就学児の入場はご遠慮ください。
《チケット取り扱い》
○市芸術文化協会（北勢市民会館）
　平日 9：00 ～ 17：00
○ローソンチケット
　ローソン、ミニストップ
　（L コード：45317）
　  0570-084-004
○チケットぴあ
　各ぴあスポット、セブンイレブン
　（P コード：157 － 470）
　  0570-02-9999

 （一社）いなべ市芸術文化協会　
 82-1551

小さなごちそう体験

【マドレーヌ作り】
　地元の素朴な味のお菓子をみんなで
作りましょう。
●日時　9 月 7 日（土）
　　　　9：30 ～ 11：00
●場所　川原多目的集会所（北勢町川
　　　　原 916-2）
●定員　15 人

●申込開始日　8 月 6 日（火）
●体験料　1,000 円（1 人あたり）

【五平餅作り】
　手作りでアツアツのおいしい五平餅
を一緒に作って食べませんか。
●日時　9 月 14 日（土）
　　　　9：15 ～ 12：00
●場所　立田会館（藤原町篠立 2450-6）
●定員　10 人
●申込開始日　8 月 13 日（火）
●体験料　800 円（1 人あたり）

【かかし作り】
　自分だけのオリジナルかかしを作り
ましょう !
●日時　9 月 21 日（土）
　　　　9：30 ～ 11：30
●場所　夢かなえ荘（藤原町鼎 762）
●定員　10 人
●申込開始日　8 月 6 日（火）
●体験料　500 円（1 人あたり）
≪共通事項≫
●申込方法　電話、市ホームページ
●主催　いなべグリーン・ツーリズム
　　　　推進委員会

  政策課　  86-7741

屋根のない学校
9 月の教室

【びっくり生きものアラカルト】
　科学実験「電気パン」を作ってみよう。
●日時　9 月 7 日（土）
　　　　9：00 ～ 11：00
●講師　俵秀作さん

【自然とふれあって遊ぼう】
　ミニキャンプ。
●日時　9 月 7 日（土）
　　　　13：30 ～ 15：30
●講師　藤田重輝さん、伊藤一昭さん

【昆虫と遊ぼう】
　昆虫採集。
●日時　9 月 14 日（土）
　　　　9：00 ～ 11：00
●講師　大山義雄さん

【人びとの命とくらしを守る植物】
　秋の野を彩る雑草たち。
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 ふるさといなべ市の語り部の会 
伊藤忠　  090-3583-2827

　十社村立十社中学校は昭和 22 年５月、十社小学校の一部を借りて発足しました。
昭和 23 年になると、GHQ が県下の中学校の統合を命令し、統合案を指示しました。
ただ、十社中学校は統合できる中学校が近隣にないため、一村一校を認められました。
　昭和 25 年に独立校舎が完成。昭和 30 年の町村合併で十社村は北勢町となり、校名
を北勢町立北勢中学校に変更しました。
　昭和 33 年に北勢町内もう一校の大和中学校と統合して新たな北勢中学校となり、
旧来の北勢中学校（十社中学校）は北勢中学北校舎と呼ぶことになりました。
　昭和 35 年 4 月北勢中学校新校舎が阿下喜の鳥坂野（現在地）に完成。それと共に、 
旧十社村の生徒をはじめ北勢町内の中学生が新校舎で学びました。
　作詞者の川瀬一郎さんは十社村畑毛の人でたくさんの校歌を作詞しています。作曲
者の三重大学教授の鈴木寛さんは県内 130 校もの校歌を作曲されました。

十社中学校校歌（作詞 川瀬一郎・作曲 鈴木寛） 

昭和 29年度卒業生名簿

一．北をかぎれる　多
た

度
ど

峰
がね

や
　　峯より落ちる　清流に　
　　沃

よく
野
や

　南に　広ごりて
　　ながめ　妙なる　うまし郷
　　それぞ　文化の　揺

よう
籃
らん

と
　　 十

じゅっ
中

ちゅう
とわに　栄え　あれ

二．朝な朝なに　集い来て　
　　師をば見る事　父母の事　
　　友を見ること　はらからの
　　ちぎりゆかしき　この庭に
　　世界平和の　若みどり
　　萌

も
えざるさまを　君　みずや

三．正義を愛し　おのがじし
　　つとめの責

せめ
を　身において

　　心をみがき　身をきたえ　
　　強く正しく　生い立ちて
　　民主日本の　いしずえを　
　　築かんかなや　いざや　いざ

め ざ せ いなべ
検定入門
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 校歌で知る

執筆：ふるさといなべ市の語り部の会わたしの母校 

●日時　9 月 14 日（土）
　　　　13：30 ～ 15：30
●講師　葛山博次さん

【この指と～まれ】
　クルミのキーホルダー作り。
●日時　9 月 15 日（日）
　　　　9：00 ～ 11：00
●講師　茂木源次さん

【田んぼと畑の学校】
　稲刈りを体験しよう。
●日時　9 月 29 日（日）
　　　　9：00 ～ 12：00
●講師　藤井樹巳さん
≪共通事項≫
●対象者　小学生（保護者の同伴が必要）
●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」の隣）
●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）

 46-4311  46-4312

署各分署で受け取り、または桑名市
ホームページでダウンロード）
●申込期間　8月5日（月）～30日（金）

 桑名市消防本部予防課
 24-5279  24-5281

認知症のひとと家族の
「お

オ
れ
レ

ん
ン

家
ヂ

ガフェ」

　今回は専門職も交えた座談会です。
膝付き合わせて、悩みも喜びも分かち
合いましょう。
●日時　8 月 18 日（ 日 ）10：00 ～
12：00（受け付け 9：30 ～）
●場所　員弁老人福祉センター 1 階
　　　　会議室 1
●参加費　300 円（カフェ代、傷害保

険代）
●申込期限　8 月 12 日（休・月）

 市民活動センター　
 74-5806  74-5834
	認知症予防ボランティアかのん
 090-7604-3184

乙種防火管理講習
甲種防火管理新規講習

防災管理新規講習
●日時

【乙種防火管理講習】
10 月 2 日（水）9：30 ～ 16：00

【甲種防火管理新規講習】
10 月 2 日（水）、3 日（木）9：30 ～
16：00（全 2 日）　

【防災管理新規講習】
10 月 4 日（金）9：30 ～ 15：30
≪共通事項≫
●場所　くわなメディアライブ 1 階
多目的ホール（桑名市中央町 3-79）
●定員　乙種・甲種合計 120 人、防
　　　　災 100 人（いずれも先着順）
●対象者　桑名市消防本部管内（いな
べ市、桑名市、木曽岬町、東員町）の
事業所などの人、または管内に居住さ
れている人
●参加費　乙種・防災 3,000 円、甲
種 4,000 円（それぞれテキスト代含む）
●申込方法　申込書を桑名市消防本部
まで持参または FAX（申込書は消防
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「愛、そして絆」の
メシェレ映画館

「wonder ワンダー 君は太陽」113 分
●日程　8 月 10 日（土）
●場所　大安公民館大ホール
●時間　14：00 ～（開場 13：00 ～）

「万引き家族」120 分
●日程　9 月 14 日（土）
●場所　北勢市民会館さくらホール
●時間　14：00 ～（開場 13：00 ～）
≪共通事項≫
●託児　（定員）各映画先着 10 人
　　　　（対象）1 歳児～小学 2 年生
　　　　（申込期限）日程の 1 週間前

 人権福祉課　  86-7815

創業セミナー（無料）

　創業に興味を持つ仲間と共に疑問や
悩みを解決しませんか？
※ pâtisserie GHIBLI オーナー島尻

慎也さんの特別講演もあり！
●日時　9 月 7 日（ 土 ）13：00 ～
17：00（受け付け 12：45 ～）
●場所　北部経営支援センター（員弁

町楚原 475-1）
●定員　25 人（先着順）
●対象者　県内で創業に興味のある人

（創業間もない人も可）
●講師　中小企業診断士  横山博昭さん
●申込方法　電話、ホームページ
●申込期限　8 月 20 日（火）

  三重県信用保証協会
 059-229-6060
 http://www.cgc-mie.or.jp

第 4 回 ふるさといなべ市
語り部の会会員養成講座

　会員養成講座を 3 回（1 回のみの参
加も可能です）にわたり行います。歴
史に興味がある人はお越しください。
●日程
【1 回】　9 月 12 日（木）

　　　  13：30 ～ 16：00
＊治田鉱山、市内の寺、神社ほか

【2 回】　10 月 10 日（木）
　　　　13：30 ～ 16：00
＊新制中学の現状、市内の顕彰碑ほか

【3 回】　11 月 14 日（木）
　　　　13：30 ～ 16：00
＊総括、フィルドワーク（員弁大池・

笠田大溜・刻限日陰石）。雨天の場
合は室内で行います。

≪共通事項≫
●場所　員弁老人福祉センター
●申込方法　電話
●申込期限　各開催日の 5 日前
●参加費　無料

  伊藤忠　  72-3368
 090-3583-2827
 商工観光課　  86-7833

桑名広域環境管理
センター施設見学

●対象者　学校、各種団体（自治会など）
●見学時間　約 1 時間
●申込方法　電話予約
※詳細はお問い合わせください。

 桑名・員弁広域連合 業務課
 27-5111

学生奨学金
返還支援事業助成金

●申込期限　令和 2 年 1 月 17 日（金）
17：00

●応募資格　申請時に大学院、大学、
短期大学、高等専門学校、専修学校専
門課程の最終学年またはその 1 年前
の学年の在学生で就業先が決まってお
らず、卒業後に県内の指定地域に定住
を希望の人（その他条件あり）
※詳細は、お問い合わせください。
●定員　20 人
●助成金額　在学中に借り受け予定の
奨学金総額の 1 ／ 4（上限 100 万円）

 三重県 戦略企画総務課
 059-224-2009

三重とこわか国体
三重とこわか大会

　開・閉会式などのイ
ベントで炬火（オリン
ピックの聖火にあたる
もの）を運ぶトーチのデザ
インを募集します。
●応募期限　9 月 6 日（金）
●応募資格　県内に在住・在学・在

勤の人
●賞および賞金　最優秀賞（賞金 30
万円）、優秀賞 2 点（賞金 5 万円）、と
こまる賞 30 点（賞金 3 千円）
●応募方法　三重とこわか国
体・三重とこわか大会ホーム
ページをご覧ください。

 三重県国体・全国障害者
スポーツ大会局 競技・式典課

059-224-2341

就学義務猶予免除者などの
中学校卒業程度認定試験

●対象者　病気などのやむを得ない理
由で、義務教育諸学校への就学を猶予
または免除された人など
●日時　10 月 24 日（木）
　　　　10：00 ～ 15：40
●場所　三重県栄町庁舎 第 41 会議

室（津市栄町 1 丁目 954）
●試験科目　国語・社会・数学・理科・

外国語（英語）
●願書受付期間　8 月 19 日（月）～ 9
月 6 日（金）消印有効

 三重県教育委員会事務局 高校教育
課 キャリア教育班

 059-224-2913

国民健康保険
限度額適用・

標準負担額減額認定証
　医療機関で 1 カ月に支払った窓口
負担が自己負担限度額を超えた場合、
窓口負担は認定証や高齢受給者証を
提示することで、自己負担限度額ま
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8・9月の休館日　全館…毎週月・火（※員弁のみ祝・日・月・火・土）
特別休館日　員弁…8月 14日（水）～ 16日（金）、大安…9月 11日（水）～ 20日（金）

 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）

オススメ
情報満載
図書館通信

「夏の夜のお楽しみ」
いなべ市図書館キャラクター

いなピョン

＜第 5 土曜日イベント＞

　高校の学校司書が、生徒用にテーマ別で
小説を紹介した冊子「（こんな本）Ｒ本（あ
る本）」から、市内図書館が所蔵する本を
展示します。学生から大人まで楽しめる本
がもりだくさん！

●日時　8 月 31 日（土）10：30 ～ 11：00
●場所　藤原図書館

●参加費　無料
●内容　ケンちゃんとうたあそびを楽しみます♪

腹話術劇団「はたいも」による『お楽しみショー』

『Ｒ本展』
【三重県学校図書館協議会司書部レファレンス研究会との連携展示】

●期間　9 月 6 日（金）まで
●場所　員弁図書館

でになります。これらの提示がない場
合は、いったん費用を支払い、自己負
担限度額を超えた分は後の申請するこ
とで国保から払い戻しされます。
　あらかじめ高額な窓口負担が発生す
ることが分かっている場合は、認定証
の申請をお願いします。
※保険料に滞納がある場合は、認定証

の発行はできません。
●受付場所　保険年金課または員弁・
大安・藤原庁舎総合窓口課

 保険年金課　  86-7811

風しん抗体検査・
第 5 期予防接種

（無料）
　定期予防接種を受ける機会がなかっ
た男性を対象に風しん抗体検査と定期
予防接種を実施します。今年度は、昭
和 47 年 4 月 2 日～昭和 54 年 4 月 1
日生まれの男性のみにクーポン券を送
付しました。医療機関で個別に受診し
てください。健康推進課への申し込み
は不要です。
　なお、昭和 37 年 4 月 2 日～昭和

47 年 4 月 1 日生まれの人で今年度検
査を希望される人はお問い合わせくだ
さい。
●対象　昭和 37 年 4 月 2 日～昭和
54 年 4 月 1 日生まれの男性
●持ち物　健康保険証、運転免許証な
ど本人確認ができるもの、クーポン券

 健康推進課　  86-7824

献血にご協力を

●日時　9 月 26 日（木）10：00 ～
13：00

●場所　いなべ市役所
 健康推進課　  86-7824

若者就職支援
相談（無料）

「就職について悩んでいませんか？」
　15 ～ 39 歳の無業状態にある人、
ご家族、関係者をサポート。就労体験
やスキルアップのための支援もあるの
で、お気軽にご相談ください。

　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　8 月の相談日】
●日時　8 月 21 日（水）
　　　　13：30～16：30
●場所　いなべ市役所 2階 2-1 相談室
※事前に申し込みが必要です。

 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

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」、「仕事が続かない」、「どこ
に相談していいのかわからない」、「家
族のことで悩んでいる」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。ひとりで抱え込まずに、
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
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健康推進課 86-7824

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》19：30 ～ 21：30

対象者には
個別通知
します。

　　　　　　　　　　　　　　日時（受付時間）　　　 　   　場　所                             対　象　者
【1 歳 6 か月児健康診査】9 月 19 日（木）13：15 ～ 14：15　　保健センター　　 H30.  2.12 ～ 3. 8 生 および 前回欠席者
【 2 歳 児 歯 科 教 室 】9 月 12 日（木）   9：15～  9：30  　  保健センター　　 H29.  8 月、9 月生 
【3 歳 6 か月児健康診査】9 月 26 日（木）13：15 ～ 14：15　　保健センター　　 H28.  2.15 ～ 3.18 生 および 前回欠席者

【ぷれ mama セミナー（妊婦教室）】　　　
日　程　9 月 24 日（火）
時　間　10：00 ～ 12：30（受け付け 9：50 ～）
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
内　容　マタニティクッキングとランチ会（調理実習含む）
※電話でご予約ください。託児はご相談ください。

　　

【育児相談】
日・対象者　9 月　4 日（水）　北勢町在住
　　　　　　9 月 11 日（水）　藤原町在住
　　　　　　9 月 18 日（水）　大安町在住
　　　　　　9 月 25 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。

人権相談
（無料・申込不要）

9 月の相談　9 月 25 日（水）
　　　　　  13：00 ～ 16：00
●場所　北勢福祉センター

 人権福祉課　  86-7815

期限内納付のお願い

● 8月の納付
○市・県民税　第 2 期
○国民健康保険料　第 2 期
○後期高齢者医療保険料　第 2 期
○介護保険料　第 3 期
●納期限（口座振替日）　9 月 2 日（月）

【口座振替の人へ】
○前日までに通帳残高をご確認ください。
○万一、預金不足などで口座振替日

に振替ができなかった場合は、9 月
13 日（金）に 口座≪再≫振替 を行
います。

【納付書（現金納付）の人へ】
（市 ･県民税、国民健康保険料、介護
保険料）

○近くのコンビニエンスストアでも納
付できます。

（市・県民税、国民健康保険料）
○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。詳しくは、
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。

※納付には便利な口座振替制度をご利
用ください。申し込みは近くの指定
金融機関などで！
 納税課　 86-7793
 保険年金課　 86-7811
 介護保険課　 86-7820

児童扶養手当
ひとり親家庭等就学金

「現況届」提出のお願い
　現況届は、毎年 8 月 1 日現在の家
庭の状況を報告し、児童扶養手当やひ
とり親家庭等就学金を引き続き受給で
きるか確認するためのものです。対象
者には現況届用紙を送付します。必要
書類とともに期限までに提出してくだ
さい。未提出の場合、11 月分以降の

手当を受給できません。
≪児童扶養手当≫
●提出期限　8 月 30 日（金）
●提出書類
①「児童扶養手当現況届」　　
②「現況届調書」
③「前年度に交付された証書」
　  ※手当受給中の人のみ
④「養育費に関する申告書」

※離婚した人（養育費が「0 円」
でも）は提出が必要

①～④以外に受給者の状況に応じて必
要となる書類があります。対象者には
個別にご連絡します。
≪ひとり親家庭等就学金≫
●提出期限　9 月 10 日（火）
●提出書類
①「ひとり親家庭等就学金現況届」　
②「在学（園）証明書」

※高等学校に在学している生徒また
はいなべ市外の保育園（幼稚園な
ど）に在園している児童のみ

③「平成 31 年度所得課税証明書」（控
除額、扶養人数などがわかるもの）
※平成 31 年 1 月 2 日以降にいな

べ市へ転入した人のみ（所得課
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今月の表紙
【撮影日】7 月 13 日（土）【場所】 屋根のない学校
　屋根のない学校の「昆虫と遊ぼう」での 1 枚。真剣なまなざしで
トンボを追いかける子どもたち。タイミングを見計らって捕まえ
ようとする瞬間の何とも言えない表情を撮影できました。

　もえるごみとして回収されるごみの
うち、約 4 割が「紙類」です。もえる
ごみを減らし、資源回収にご協力お願
いします。

【雑がみのリサイクルポイント】
1. 捨てない
　もえるごみへ捨てる前に考
えよう。紙マークがあるもの
はリサイクルができます。
2. 持ち込む
　お住まい地区の粗大ごみ場・リサイク
ルセンターや民間古紙回収施設に出す。

 環境衛生課　  86-7813

2019 年全国家計構造調査の
お知らせ

　8 月から 11 月にかけて、対象の世
帯に調査員が訪問しますので、ご協力
をお願いします。
　調査員は顔写真付きの「調査員証」を
携帯しています。統計調査を装った「か
たり調査」にご注意ください。

 文書統計室　  72-3588

プレミアム付商品券購入引換
券交付申請書の送付について

　対象と考えられる人に申請書を送付
しますので、希望者は期限までに提出
してください。
●対象者　2019 年度住民税非課税者

（住民税課税者と生計同一の配偶者・扶
養親族、生活保護被保護者などは対象外）
※子育て世帯の対象者には後日連絡し

ます。
●提出期限　令和 2 年 1 月 31 日（金）

 文書統計室　  72-3588

税証明書は、平成 31 年 1 月 1
日の住所地で取得）

 児童福祉課　  86-7821

津地方法務局からの
お知らせ

≪相続登記について≫
　土地・建物などの不動産の所有者が
亡くなったときは、法務局で相続登記
の申請をしましょう。放置すると、所
有者が誰か分からなくなる、防災対策
や災害復興事業の妨げになる、管理者
のいない荒れ地となるなどの問題が発
生します。

 三重県司法書士会
059-224-5171

≪相続手続について≫
　不動産の登記、預金の払い戻し、相
続税の申告など、各種の相続手続には
法務局で取り扱う「法定相続情報証明
制度」が便利です。
　戸籍謄本などの束を何度も出し直す
必要がなくなり、相続手続に必要な情
報だけが証明されるため、それ以外の
戸籍に記載されている個人情報は表示
されません。複数の機関で同時に相続
手続ができ、手数料は無料です。（必
要な通数を取得できます）
　法定相続情報証明制度の詳しい内容は、
法務局のホームページをご覧ください。

全国一斉「子どもの人権
110 番」強化週間

●期間　8月29日（木）～9月4日（水）
　　　　8：30 ～ 19：00
　　　　（土日は 10：00 ～ 17：00）
●相談番号　0120-007-110

 津地方法務局人権擁護課
 059-228-4193

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

休日交付窓口を開設します。
●日時　8 月 25 日（日）
　　　　9：00 ～ 12：00
　　　　（15 分毎で予約受け付け）
●場所　市民課
●その他　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

J アラート、防災ラジオ
試験放送

【J アラート全国一斉訓練】
●日時　8 月 28 日（水）11：00 ～
※国民保護情報に関する試験放送です。
※都合により中止する場合があります。

【9 月の試験放送】
●日時　9 月 11 日（水）14：00 ～

 防災課　  86-7746

限りある資源を守ろう

　雑がみとは、新聞・雑誌・段ボール・
飲料用紙パック以外のリサイクルでき
る紙のことで、（例：カタログ、パン
フレット、コピー用紙、メモ用紙、包
装紙、紙箱、ビールなどの紙ケース、
封筒、はがき、教科書、ノート、画用
紙、ポスター、※ビニールやテープは
取り除いて出してください）資源とし
てリサイクルされます。

192019.9　Ｌｉｎｋ

	問い合わせ先　 /	 	ＴＥＬ /ＦＡＸ〔市外局番 0594〕　 	Ｅメール　 	ホームページ



　

里
山
を
遊
ぶ
、
愉
し
む
、

感
じ
る
　
晩
夏
の
宵

～ あの人の仕事のつくり方 ～ 好きなコト、面白いコトを仕事にする ～ 森をたのしもう ～
　庭デザイナーの桜井ひろ子さんと
共に、にぎわいの森を巡り、季節の
植物たちを知る。植物たちの美しく
たくましく奥深い世界を楽しみます。
●日時　8 月 24 日（土）
　　　   16：00 ～ 17：30
●場所　シビックコア研修室 1

（受け付け）

にぎわいの森ワークショップ（参加費無料、申し込み不要）

「いなべヒュッテのリアルな生業」 「いなべヒュッテの
　　　　　自然観察会」

 政策課　  86-7741

　ゲストは、紆余曲折を経て、自ら
オリジナル過ぎる道を切り拓いた、
まさに生業人。仕事の面白さ、人生
の楽しさに、晴れやかな勇気が湧い
てきます。
　おもしろ、ぶっちゃけエピソード
満載でお送りします。どなたでもお
気軽にご参加ください !!
●日時、ゲスト
8 月 24 日（土）14：00 ～ 15：30
スタンドフォー  篠原達さん（ワイ
ン販売、イベント企画、スクール開
催などを手掛ける）

キャンドル装飾、ミニライブ

17：00 ～ 20：00

にぎわいの森
店舗は
臨時営業

《ライブ出演者》
【チェロ】櫛田ダナビュー謙
【ピアノ】中村節
【アイリッシュミュージック】
Dai ＆ Shingo
フィドル：小松大
ギター・ブスーキ：山田晋吾
アイリッシュハープ：大橋志麻（ゲ
スト）

9 月 7 日（土）14：00 ～ 15：30
ブルーチップファーム 馬場憲之さん

（観光農園、農家レストラン、ワイ
ナリーなど経営）
9 月 7 日（土）17：00 ～ 18：30
ロブいなべヒュッテ 市古嗣斗さん

（多様なスタイルのカフェを経営）
●場所　シビックコア研修室 1

にぎわいの森
情報は LINE で !
GCI に特化した情報
を配信する LINE 公式
アカウント「いなべ市」 ＠ inabecity

8月31日（土）

携帯用
「モバイルサイト」
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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（令和元年 7 月 1 日現在）

　　　　 総人口：45,667（+31）
　　　　 世　帯：18,406（+42）

男：23,302（+21） 女：22,365（+10）生活情報
「まいめる」


