
＊�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載されている催し物などが延期・中止となる
場合があります。催し物などに参加をする場合はマスクを着用してください。

県大会優勝
【第41回全日本バレーボール小学生大会愛知県大会 混合の部優勝報告】

　６月26日㊏に豊橋市総合体育館で開催された「第41回全日本バ
レーボール小学生大会愛知県大会【混合の部】」に出場し、優勝を
収めた町内在住の愛知六南クラブの田
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さんが、結果報告のため８月３日㊋に町長を
訪問しました。
　チームの副キャプテンである石塚さんは、「愛知六南クラブはサー
ブが売りのチーム。大会でもサーブで相手を圧倒し、優勝できたの
で、うれしかった」と話してくれました。
　東海大会、全国大会と意気込んでいましたが、新型コロナウイル
ス感染症の影響により中止となりました。

【ペットボトル飲料贈呈式】

　コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社から、社会貢献の
一環として、500ミリリットルのペットボトル飲料960本を町に
寄付したいとの申し出があり、８月６日㊎に贈呈式を行いまし
た。寄付された飲料は、新型コロナウイルスワクチンの公共施
設型集団接種会場に従事する医療従事者の人たちに配布します。

【寄付受納式】

　あいち三河農業協同組合から「岡崎茶」の売り上げの一
部を寄付したいとの申し出があり８月19日㊍に寄付受納式
を行いました。
　ペットボトル販売1本につき２円として、令和２年度分
は、「16,126円」を町に寄付していただきました。
　寄付金は、農林業の振興に繋がるよう、有効に活用します。
「岡崎茶」は、町内では、幸田憩の農園で販売しています。
また幸田営農センターでも、注文を受け付けています。

新型コロナウイルス感染症対策用
物資の寄付をいただきました

岡崎茶の売り上げの一部を寄付
いただきました

⬆左から、田中さん、石塚さん、辻さん、西岡さん

⬆右：ベンディング豊田支店支店長 三
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町 長 へ こ ん に ち は ！

あ り が と う ご ざ い ま す
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＊詳細は町ホームページをご覧ください。
問合せ　環境課環境保全グループ（内線272）　℻63-5169

環境課です。
皆さんは食品ロスをご存じでしょうか。食品ロスとは、食べられる状態であるのに捨てられてしまう食品
のことです。平成30年度の推計では、日本での食品ロスの量は年間約600万トン、１人当たり47キログラ
ムです。これは、毎日お茶碗１杯分のご飯が捨てられている計算となります。こうした食品ロスを削減す
ることは、温室効果ガスの削減などにもつながります。10月は食品ロス削減月間です。町で行っているフー
ドドライブを活用し、食品ロス削減にご協力ください。

毎日１杯分のご飯が捨てられちゃうなんて、すごくもったいないなあ。食べ残しはしてないけど、ほかに
はどんなことが食品ロス削減につながるのかな？

環境課

環境課

食品ロスは、食べ残しをしないこと以外にも、食品の買いすぎの抑制や賞味期限の近い食品の購入なども
削減につながります。ほかには、適切な方法で食品を保存することも重要です。残念ながら食品が余って
しまうこともありますが、そんなときは町で行っているフードドライブをご活用ください。

フードドライブについて
環境課では、食品ロス削減活動の一環としてフードドライブを行っています。フードドライブとは、家庭で余ってい
る食品を持ち寄り、それらをまとめて地域の福祉団体、施設、およびフードバンクなどに寄付する活動です。
と　き　毎月第３週（役場庁舎開庁日のみ）　午前８時30分～午後５時15分
ところ　役場２階環境課窓口　　　対象品目、対象外品目　下表のとおり

○対象品目
・お米　　・缶詰（肉、魚、野菜、果物など）
・レトルト食品（カップ麺、カレーなど）
・乾物（パスタ、うどん、蕎麦など）
・ギフト（お歳暮、お中元などの余剰品）
・お菓子　・調味料
・飲料（ペットボトル飲料、缶ジュースなど）
・乳幼児用食品（粉ミルク、離乳食など）

×対象外品目
・賞味期限が明記されていない食品
・賞味期限が１カ月を切っている食品
・開封されている食品
・生鮮食品（肉類、魚介類、生野菜）
・冷蔵・冷凍食品
・アルコール（みりん、料理酒は除く）

えこたん

　（一財）自治総合センターからの助成金でコミュニティ活動に使用する山
だ

車
し

などを荻谷学区と豊坂学区が購入しま
した。この助成は宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源として実施されています。

問合せ　総務課行政グループ（内線352）　FAX63-5139

Kankyostagram 環境スタグラム Vo.18

宝くじで町おこし！～コミュニティ助成事業～

幸田町役場 ☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139 申込み・問合せに関しては、役場および各施設で
開庁日・開館日が異なりますのでご注意ください。
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＊�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載されている催し物などが延期・中止となる
場合があります。催し物などに参加をする場合はマスクを着用してください。

令和２年１月から町指定ごみ袋の値下げをしました。
燃やすごみの量はどうなったの？そんな疑問にお答えするコーナーです。

７月の燃やすごみの量

区分 単位 値下げ前
令和元年７月

値下げ後
令和２年７月

現在
令和３年７月 値下げ前と現在を比べると…

ごみ量 kg 538,720 543,890 535,670

人口
（各年1日現在） 人  42,144  42,480  42,691 ■総量で約３トン減

■１人当たり約0.3キログラム減
■ 岡崎市中央クリーンセンターで

の処理費約５万円減
１人当たりの

ごみ量 kg    12.8    12.8    12.5

ごみの分別状況を調べてみると…
　環境課職員が、横落区内のごみス
テーションの分別状況を確認しまし
た。ごみ袋10袋で重さは約43キログラ
ム。その中からリサイクル可能なミッ
クスペーパー、プラスチック製容器包
装、新聞・雑誌、計4.9キログラムも
の資源ごみが燃やすごみとして出され
ていました。混入率は約11.4パーセン
トなので、７月分の燃やすごみの量約
536トンで換算すると、約61トンがリ
サイクル可能な資源ごみと言えます。
特にプラスチック製容器包装の混入が多く見られました。週に１回の分別ステーションや、各団体が行う資源回収、
資源拠点回収、平日資源等拠点回収などに出すようにしてください。詳しくは、家庭ごみ収集カレンダーをご覧くだ
さい。一人一人のちょっとした心掛けで燃やすごみは減らすことができます。ごみの分別にご協力をお願いします！
問合せ　環境課ごみ対策グループ（内線273）　FAX63-5169

　コロナ禍で日常生活が大きく変化しています。自粛生活の中、ＤＶ、子ども
への虐待が深刻化しています。安全な暮らしを守るために、暴力は絶対に許さ
ないという意識を町全体で共有することができるように講演会を開催します。
と　き　11月６日㊏　午後１時30分～３時（開場：午後１時）
ところ　西尾信用金庫幸田支店２階会議室
演　題　「コロナ禍におけるＤＶ、子ども虐待、性犯罪の現状と対策」
対　象　どなたでも　　　定　員　40人　＊先着順
講　師　具

ぐ

ゆり 氏（ウィメンズカウンセリング名古屋ＹＷＣＡ　フェミニストカウンセラー）
参加費　無料
申込み　10月12日㊋から29日㊎までに企画政策課政策グループ（内線331）へお申し込みください。　FAX63-5139

⬆ミックスペーパー
　約1.5キログラム

⬆新聞・雑誌
　約1.2キログラム

⬆プラスチック製容器包装
　約2.2キログラム

幸田町男女共同参画講演会・
男女共同参画サテライトセミナーを開催します
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＊2次元コードを
　訂正しました



＊�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載されている催し物などが延期・中止となる
場合があります。催し物などに参加をする場合はマスクを着用してください。

　７月16日㊎に幸田憩の農園で交通安全キャンペーンを実施しました。広報大使のゆるキャラ、交通指導員、岡崎警
察署員に加え、下記の交通安全協会事業所の人たちにも参加していただき、歩行者保護や自転車乗車時のヘルメット
着用を呼び掛けながら、啓発品を配布しました。町では、４月１日か
ら自転車乗車用ヘルメット購入費補助制度を開始しています。詳細は、
町ホームページをご覧ください。

【参加事業所】㈱伊藤建設、㈱コーテック、㈱鈴木化学工業所、ソニー
グローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱、轟醸造㈱、
パナソニック住宅設備㈱幸田工場、フタバ産業㈱ 幸田工場
問合せ　防災安全課安全対策グループ（内線372）　FAX63-5139

⬆町ホーム
　ページは
　こちら　

　仕事などで昼間保護者のいない小学生を受け入れ「遊び」や「生活」を支援します。
指導日時　 ①月～金曜日…下校後～午後６時30分　②土曜日（中央小学校で実施）、長期休業日および学校行事など

による特定休業日…午前７時45分～午後６時30分
　　　　　＊ 日曜日、祝日・お盆期間・年末年始はお休みです。午後６時以降の利用を希望する場合は、入会決定後

に改めて申請する必要があります。
指導場所　小学校敷地内児童クラブ活動室（下表のとおり）
対　　象　仕事などで昼間保護者のいない家庭の令和４年度新入学１年生から６年生までの児童
そのほか　・ 定員以上の申し込みがあった場合には、低学年順または家庭での養育の困難性の高い順に入会決定させ

ていただきます。
　　　　　・長期休暇利用の場合、申込状況によっては他クラブに入会していただくことがあります。
　　　　　・令和３年度に入会していた人でも、令和４年度の入会については改めて申し込みをする必要があります。
申 込 み　 申込用紙（各児童クラブにて配布）に必要事項を記入の上、10月18日㊊から11月30日㊋午後５時15分まで

にこども課児童育成グループ（役場１階３番窓口）に提出してください。
　　　　　＊期限後の申し込みについては、令和４年４月１日入会の選考対象となりません。

クラブ名 指導場所 連絡先
坂崎第１児童クラブ 坂崎小学校体育館２階会議室 （0564）62-2924
坂崎第２児童クラブ 坂崎小学校南館児童クラブ室 （0564）63-1572
幸田第１児童クラブ 幸田小学校体育館２階会議室 （0564）62-0715
幸田第２児童クラブ 幸田小学校北舎１階会議室 （0564）62-2721
幸田第３児童クラブ 幸田小学校南館１階児童クラブ室 （0564）62-0203
幸田第４児童クラブ 幸田小学校本館１階多目的室 （0564）62-0226
中央第１児童クラブ 中央小学校体育館地階

児童クラブ専用室
（0564）62-8126

中央第２児童クラブ （0564）63-3885
中央第３児童クラブ 中央小学校西館１階児童クラブ室 （0564）62-5755
荻谷第１児童クラブ 荻谷小学校体育館２階会議室 （0564）62-4222
荻谷第２児童クラブ 荻谷小学校特別教室棟１階多目的室 （0564）62-1055
深溝第１児童クラブ 深溝小学校体育館２階会議室 （0564）62-4223
深溝第２児童クラブ 深溝小学校南館２階特別活動室 （0564）62-6660
豊坂第１児童クラブ 豊坂小学校体育館２階会議室 （0564）62-2923
豊坂第２児童クラブ 豊坂小学校東館１階児童クラブ室 （0564）62-0750

問 合 せ　こども課児童育成グループ（内線133）　FAX63-5334

（＊７月11日現在）町内での交通死亡事故ゼロ日数400日達成！*

令和４年度幸田町児童クラブ入会について
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　児童の健全育成や高齢者および障がい者の福祉の増進を図るため、各種手当支給制度があります。対象の人で、ま
だ手当を受けていない人は、手続きをしてください。

手続き場所・問合せ
　①、②　福祉課介護保険グループ（内線156）
　③～⑦　福祉課福祉グループ（内線153）
　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX56-6218
　⑧～⑪　こども課児童育成グループ（内線133）
　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX63-5334

各種手当をご存じですか

名称 支給要件 所得
制限

①幸田町
　在宅介護
　手当

要介護３～５で65歳以上の人を
現に在宅で介護している同一世
帯（住民票が同じ）の親族
＊対象者が入院、入所している

期間は除きます。

無

②幸田町
　家族介護
　手当

要介護４または５で町民税非課
税世帯の65歳以上の人を過去１
年間介護保険サービスを受けず

（ショートステイは７日以内な
ら可）に在宅で介護している同
一世帯（住民票が同じ）の親族

有

③幸田町
　心身障害
　者扶助費

身体障害者手帳・療育手帳また
は精神障害者保健福祉手帳を
持っている人
＊下記の人は除きます。
◦介護人が在宅介護手当受給者
◦施設入所者
◦65歳以上の新規・転入

無

④愛知県
　在宅重度
　障害者
　手当

⃝身体障害者手帳１・２級＋
IQ35以下の人（１種）

⃝身体障害者手帳１・２（２種）
の人

⃝IQ35以下の人（２種）
⃝身体障害者手帳３級＋IQ50

以下の人（２種）
＊施設入所者、３カ月以上継続

して入院している人および特
別障害者手当、障害児福祉手
当の受給者、65歳以上の新規
手帳取得者は除きます。

有

⑤障害児
　福祉手当

20歳未満で、知的または身体に
著しい重度の障がいがあるた
め、日常生活において常時特別
の介護が必要な児童
＊施設入所者は除きます。
◦１級身体障がい児
◦２級身体障がい児の一部
　（常時介護を必要とする人）
◦IQ20以下の知的障がいまた

は病状で常時介護が必要な人

有

名称 支給要件 所得
制限

⑥特別障害
　者手当

20歳以上で、知的または身体に著
しい障がいがあるため、日常生活
において常時特別の介護が必要な
人
＊施設入所者、長期入院者は除き

ます。
◦身体障害２級（一部を除く）程

度の障がいが重複している人
◦身体障害２級（一部を除く）程

度の障がいがあり、IQ20以下
の人
◦身体障害２級（一部を除く）程

度の障がいまたはIQ20以下で、
ほかに３級相当の障がいが２つ
以上ある人
◦身体障害２級（一部を除く）程

度の障がいまたはIQ20以下、
もしくは、これと同程度の障が
いまたは病状がある人で、日常
生活でほぼ全面介護が必要な人

有

⑦特別児童
　扶養手当

20歳未満の障がい児（身体障害者
手帳１～３級程度・４級程度の一
部、療育手帳Ａ・Ｂ判定・Ｃ判定
の一部、内部障がい、精神障がい
など）を養育している人
＊手帳をお持ちでない人も申請で

きます。
＊施設入所者は除きます。

有

⑧児童手当
中学校卒業までの児童を養育して
いる人
＊公務員は勤務先から支給されま

す。
有

⑨児童扶養
　手当

父または母、もしくは両親のいな
い18歳以下（18歳に達した日の属
する年度の末日まで）の児童を養
育している人
＊親の一方が重度の心身障がい者

の場合も対象になります。

有

⑩愛知県
　遺児手当

父または母、もしくは両親のいな
い18歳以下（18歳に達した日の属
する年度の末日まで）の児童を養
育している人
＊支給期間は認定から５年間で

す。
＊親の一方が重度の心身障がい者

の場合も対象になります。

有

⑪幸田町
　遺児家庭
　扶助費

父または母、もしくは両親のいな
い義務教育修了前の児童を養育し
ている人
＊親の一方が重度の心身障がい者

の場合も対象になります。

無

幸田町役場 ☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139 申込み・問合せに関しては、役場および各施設で
開庁日・開館日が異なりますのでご注意ください。

25 広報こうた◉2021(R3).10.1



＊�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載されている催し物などが延期・中止となる
場合があります。催し物などに参加をする場合はマスクを着用してください。

　政治家が選挙区内の人にお金や物を
贈ることは公職選挙法で禁止されてい
ます。また、有権者が政治家に寄附や
贈り物を求めることも禁止されていま
す。寄附禁止のルールを守って、明る
い選挙を実現しましょう。

　詳細は総務省ホーム
ページをご覧ください。
なるほど！選挙「寄附の禁止」

（出典：広報紙「総務省」平成29年12月号）

問合せ　幸田町選挙管理委員会（総務課内、内線352）　FAX63-5139

選挙事務アルバイト登録者を募集します
登録制度　あらかじめ登録していただき、選挙が執行される場合に登録者の中から、必要に応じて幸田町選挙管
理委員会にて選考（勤務可能日時、経験、地域性などを考慮）し、会計年度任用職員として採用します。
　注意） 登録しても、採用されない場合があります。会計年度任用職員としての採用を約束するものではありま

せん。
業務内容　主に期日前投票所および投票日当日の各投票所（町内９投票所）における受付、名簿対照または投票
用紙の交付など
応募資格　18歳以上で、責任を持って選挙事務を遂行できる人　＊高校生、選挙運動に従事する人および地方公
務員法第16条に規定する欠格事項に該当する場合は登録できません。
勤務日時など
①期日前投票期間　前半：午前８時15分～午後２時15分　　後半：午後２時15分～午後８時15分
②投票日当日　　　前半：午前６時30分～午後０時30分　　後半：午後０時30分～午後８時30分
＊投票日当日の投票事務後半の場合は45分休憩を含みます。
＊期間中の勤務可能日時を確認した後に事務局で割振りします。
勤務場所　期日前投票所および当日投票所のうち、選挙管理委員会が指定する場所
報酬　980円／時間　＊通勤に係る費用弁償：片道２キロメートル以上で交通用具（自動車、自転車など）を利
用して通勤する場合は距離に応じて支給
①期日前投票事務　前半：5,880円、後半：5,880円
②投票日当日事務　前半：5,880円、後半：7,105円
申込方法　選挙事務登録申込書（写真貼付）を選挙管理委員会へ提出してください（郵送可）。
なお、申込書は町ホームページでダウンロードしていただくか選挙管理委員会で配布します。
今後の選挙予定
令和３年10月21日任期満了　衆議院議員総選挙
令和４年５月26日任期満了　幸田町長選挙
令和４年７月25日任期満了　参議院議員通常選挙

※政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席してその場で行う場合は、罰則が適用されない場合があります。

三ない運動

政治家は贈らない！
有権者は求めない！
政治家から受け取らない！

政治家の寄附は禁止 有権者が求めることも禁止されています
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職種・採用予定人員・受験資格
職種 採用人数 学歴 受験資格

社会福祉
総合職 若干人 大学、短大

・ 昭和37年４月２日以降に生まれた人で、左記学歴を卒業または令和
４年３月31日までに卒業見込みの人

＊ 社会福祉士資格、介護支援専門員資格または保健師資格を令和４年
３月31日までに取得または取得見込みの人

試験日・会場・試験内容
試験日 会場 試験内容

12月４日㊏ 幸田町福祉サービスセンター 基礎能力検査（言語、数理、論理）、職場適正検査、面接

試験申込み・受付期間
区分 受付期間 受付場所 備考

窓口受付
11月12日㊎

まで

幸田町社会福祉協議会
（幸田町福祉サービスセンター内）
〒444-0113
幸田町大字菱池字錦田82番地４

受付時間は、午前８時30分～午後５時15分
（土曜・日曜・祝日は休み）

郵便受付 受付期間末日の消印まで有効
（消印なきものは無効）

そのほか
　① 募集要項をよくご確認の上、お申し込みください。なお、募集要項、受験申込書などは、幸田町社会福祉協議会

でお渡しするほか、幸田町社会福祉協議会ホームページからもダウンロードできます。
　②提出書類（履歴書など）は、理由を問わず返却しません。

問合せ　幸田町社会福祉協議会　☎（0564）62-7171　FAX（0564）62-7254

　幸田高等学校は、昭和47年に地域社会の要望を担って幸
田の地に開校しました。以来、本年度で創立50周年を迎える
こととなりました。この間、地域社会の要望に応えるため、
校訓「洞察　眞面目　責任感」のもと、現実をふまえて未来
を洞察し、真面目に人生を生き抜き、言

げん

行
こう

一
いっ

致
ち

責任感あふれ
るとともに、豊かな心で生きがいを求める人間を育成するた
め、学校一丸となって努めてきました。現在までに、14,000
人を超える卒業生を輩出しています。
　部活動も盛んであり、本年度は文芸部が第24回俳句甲子園
で６年連続19回目の全国大会出場を果たしました。また、弓
道部では個人で東海大会出場を果たし、国体愛知県代表に選
出されました。さらに、卓球部、バスケットボール部、剣道
部、陸上競技部、バレーボール部、吹奏楽部が県大会出場を果たしています。
　これからも、進学にも就職にも強い幸田高校を目指し、幅広い進学希望に対応する高校、安定した就職実績を誇る
高校として、地域社会の要望に応える高校教育を実施していきます。今後も地域の皆さんのご理解、ご協力をお願い
いたします。
問合せ　幸田高等学校　☎（0564）62-1445

未来へつなぐバトン ～共にこれからの50年へ～

50th Anniversary

創立50周年

令和4年4月1日採用 幸田町社会福祉協議会職員を募集します

幸田高等学校 創立50周年を迎えました

幸田町役場 ☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139 申込み・問合せに関しては、役場および各施設で
開庁日・開館日が異なりますのでご注意ください。
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＊�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載されている催し物などが延期・中止となる
場合があります。催し物などに参加をする場合はマスクを着用してください。

⃝行政相談
　と　き　毎月第３水曜日（祝日除く）　午前９時～正午
　ところ　役場１階相談室
　問合せ　総務課 法規グループ（内線353）℻63-5139
⃝人権相談
　と　き　毎月第１水曜日 午前９時～正午　＊11月は第２水曜日
　ところ　役場１階相談室
　問合せ　住民課 住民窓口グループ（内線122）℻62-6555
⃝消費生活相談

▲ 幸田町（電話相談可）
　と　き　毎週火曜日　午前10時～正午、 午後１時～４時  
　　　　　＊受付は午後３時30分まで
　ところ　役場１階相談室
　そのほか　専門の相談員が応対します。
　問合せ　企画政策課 政策グループ（内線331）℻63-5139

▲ 愛知県消費生活総合センター（電話相談可）
　と　き　㊊～㊎　午前９時～午後４時30分
　　　　　㊏・㊐　午前９時～午後４時
　ところ・問合せ　愛知県消費生活総合センター ☎052-962-0999
⃝多重債務相談（予約制）
　と　き　毎週火・木曜日　午後１時～４時
　ところ・問合せ　愛知県消費生活総合センター ☎052-962-0999
⃝司法書士法律困りごと相談（予約制）
　と　き　毎月第１・３水曜日 午後１時～４時
　ところ　福祉サービスセンター
　そのほか　１週間前までに事前予約が必要
　問合せ　幸田町社会福祉協議会 ☎62-7171　℻62-7254
⃝無料法律相談（予約制）
　と　き　毎月第２木曜日 午後１時～４時
　　　　　＊令和３年度の６月・９月・12月・３月は第２水曜日
　ところ　役場１階相談室　
　問合せ　住民課 住民窓口グループ（内線122）℻62-6555
⃝心配ごとお気軽相談（電話相談可）
　と　き　毎週水曜日　午前９時～正午
　ところ　役場１階相談室
　問合せ　福祉課 包括ケアグループ（内線154）℻56-6218
⃝母子父子家庭相談（電話相談可）
　と　き　毎月第４木曜日　午前10時～午後４時
　ところ　役場１階相談室
　問合せ　福祉課 福祉グループ（内線151）℻56-6218
⃝こどもの相談
　と　き　毎月第２水曜日　午前10時～午後４時
　ところ　役場１階相談室
　問合せ　福祉課 福祉グループ（内線151）℻56-6218
⃝子育て相談（訪問相談可）
　と　き　㊊～㊎ 午前８時30分～午後５時
　　　　　㊏ 午前８時30分～正午 ＊㊏は電話相談のみ（祝日除く）
　ところ・問合せ　上六栗子育て支援センター ☎・℻62-8333
⃝教育相談
　と　き　㊋～㊎　午前10時～午後６時
　ところ　中央公民館教育相談室
　問合せ　☎・℻63-1188　Ｅメール k-soudan@siren.ocn.ne.jp

⃝高齢者の相談（訪問相談可）
　と　き　㊊～㊎（祝日除く）　午前８時30分～午後５時15分
　ところ　福祉サービスセンター
　問合せ　幸田町地域包括支援センター ☎62-7331　℻62-7254
⃝認知症介護電話相談
　と　き　㊊～㊎（祝日除く）　午前10時～午後４時
　ところ　公益社団法人　認知症の人と家族の会・愛知県支部
　問合せ　☎0562-31-1911　℻0562-33-7102
⃝ゆるカフェ（若年性認知症・高次脳機能障害当事者の相談・交流会）
　と　き　毎月第１土曜日 午前10時～正午
　ところ　就労継続支援Ｂ型事業所ひなた
　問合せ　福祉課 包括ケアグループ（内線154）℻56-6218
⃝身体・知的・精神障がい者相談
　と　き　㊊～㊎（祝日除く）　午前８時30分～午後５時15分
　ところ　①生活支援センターこうた　②相談支援事業所ひなた
　相談員　相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士
　そのほか　ご家庭への訪問相談も行っています（要予約）。
　問合せ　①☎63-1755　②☎77-6900
⃝心の病気を抱える人の家族の相談
　と　き　毎月第３火曜日　午後１時30分～３時
　ところ　つどいの家１階　図書室
　内   容　精神保健福祉士などが相談に応じます。
　問合せ　福祉課 福祉グループ（内線151）℻56-6218
⃝憩いの場（心の病気のある人のデイケア）
　と　き　毎週火曜日 午後１時30分～４時
　ところ　つどいの家 会議室・図書室
　相談員　精神保健福祉士
　問合せ　福祉課 福祉グループ（内線151）℻56-6218
⃝ひきこもり家族の集い
　と　き　毎月第３水曜日　午後５時30分～７時
　ところ　つどいの家
　対   象　ひきこもり状態にある本人または家族
　問合せ　幸田町基幹相談支援センター ☎63-1755　℻63-1756
⃝精神保健福祉（心の病、心の健康）相談
　と　き　㊊～㊎（祝日、年末年始除く）　午前９時～午後４時30分
　ところ・問合せ　西尾保健所健康支援課
　　　　　　　　　☎0563-56-5241　℻0563-54－6791
⃝子どもの権利擁護委員会
　と　き　㊊～㊎（祝日除く）　午前８時30分～午後５時15分
　問合せ　こども課 児童育成グループ（内線133）℻63-5334
　　　　　Ｅメール kodomo-kenri@town.kota.lg.jp
⃝国税に関する「電話相談センター」
　と　き　㊊～㊎（祝日、年末年始除く）　午前８時30分～午後５時
　利用方法　 ①岡崎税務署 ☎58-6511へ電話　②自動音声→「１」

を押す　③自動音声→相談内容の番号を押す
⃝税務相談（予約優先）
　と　き　毎週月・水・金曜日　午前10時～午後３時
　ところ　岡崎信用金庫本店（岡崎市菅生町）
　問合せ　東海税理士会　岡崎支部事務局 ☎25-6622
⃝こころの健康医師相談
　と　き　毎月第３木曜日　午後２時～午後４時
　　　　　＊１月は第３水曜日　午後３時30分～午後４時30分
　ところ　西尾保健所２階相談室
　そのほか　２日前までに事前予約が必要
　問合せ　西尾保健所健康支援課 ☎0563-56-5241

幸田町へ
⃝コカ·コーラボトラーズジャパン㈱／ペットボトル飲料960本
⃝あいち三河農業協同組合／金16,126円 ⃝㈱中條総合保険／金7,200円
幸田町社会福祉協議会へ
⃝ピアゴ幸田店／金106,780円 ⃝幸田町仏教会／金5,810円
⃝大橋正義／金2,000円

申込み・問合せに関しては、役場および各施設で
開庁日・開館日が異なりますのでご注意ください。
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毎月の相談

寄付
（敬称略）

ありがとうございます



❶『テレビ回覧板ＷＥＥＫＬＹ』（15分）
　幸田町、蒲郡市の地域ニュース。毎週土曜日更新
　（毎日９：00、12：00、15：00、17：00、19：00、22：00放送）
❷『町の風景』（10分）
　幸田町、蒲郡市の美しい風景をお届けします。
　10月９日㊏～22日㊎　　　　１週目 ９：15、12：30、19：15放送
　　　　　　　　　　　　　　２週目 12：15、18：00、22：15放送
❸『マイ Ｈｏｍｅ Ｔｏｗｎ』（30分）
　「私の町」をテーマにしたエリア内の情報番組です。
　10月９日㊏～22日㊎　　　　１週目 ９：30、19：30、22：30放送
　　　　　　　　　　　　　　２週目 10：30、15：30、20：00放送
❹『店ばな工房』(15分)
　幸田町、蒲郡市にあるお店を紹介します。
　10月16日㊏～29日㊎　　　　１週目 ９：15、12：30、19：15放送
　　　　　　　　　　　　　　２週目 12：15、18：00、22：15放送
❺新番組『魅力発信！まちのインスタ映えスポットin幸田』(15分)
　インスタをテーマに幸田町の魅力を紹介します。
　10月16日㊏～29日㊎　　　　１週目 ９：30、19：30、22：30放送
　　　　　　　　　　　　　　２週目 10：30、15：30、20：00放送
問合せ　三河湾ネットワーク株式会社　☎0120-794934

版画の説明
「筆柿」
　筆柿は筆の穂先のようなユニークな型をした柿ですね。数年前、島

しま

原
ばら

城
じょう

薪
たきぎ

能
のう

で筆柿を食べました。糖度が高く濃厚な甘さがありました。
また、「ゴマ」がたくさんついているのがとても気に入りました。長
崎では私の子どもの頃は「トンゴ」柿として型が尖っているという意
味でしょうか、小さな柿があり、とても懐かしく感じました。
　この筆柿の模様や色などを工夫して装飾的な意

い

匠
しょう

、デザインに構
成するとすばらしい絵となると思いながら制作いたしました。

島原市とゆかりのある画家・版画家　小
こ

﨑
ざき

　侃
かん

 氏

俳句の説明
筆
ふで

柿
がき

やどこもかしこも三
み

つ子
ご

かな
　幸田町が誇る出荷量日本一の筆柿。よく見てみると、どこの木にも
複数の筆柿が固まっているのが分かります。一緒に育っているところ
が三つ子のように見えたときの情景を詠みました。

幸田高等学校　３年　三
み

浦
うら

 早
さ

葵
き

 さん

＊ 句
くまたが

跨りなどにより、定型句でない場合があるた
め、空白を入れない表記方法となっています。

 泉　ちゑ子
小山 　里子
山本 　貞雄
内田 知津代
近藤 はる江
成瀬 　邦明
鈴木 　昭和
稲吉 義三郎
後藤 　あや
天野 　哲三
西村 　増美
坂口 　昌幸
髙橋 　光子
福尾 　冨雄
石井 シゲ子
山本 　又喜
大島 恵美子
大須賀 英雄

岡本　　尚
小山 　政春
山本 　貞雄
内田 　茂樹
近藤 はる江
成瀬　　博
鈴木 　昭和
稲吉 　優二
後藤 　宏行
天野 　和雅
西村 　増美
坂口 　昌幸
髙橋 　健一
福尾 　敏広
石井 シゲ子
山本 　又喜
大島　　博
大須賀 英雄

大須賀　澪
深谷 　稀夏
戸田 　瑛翔
EJARA SALOMON HEART KENDRA
田中 　希愛
水平　　宙
鳥居 詩乃織
牧原 　佑弦
外輪 　怜久
田原 　瑠泉
伊井島 佑都
飯飼 　心花
岩永 　悠槻
小林 　千迅
左右田 登理
山本 　匠真
大須賀 美結
永本 莉々花
伊藤 　大夏
波多野 茉夏
長尾 　虎河
鈴木 　陽真
伊藤 　颯真

【みお】

【きなつ】

【えいと】

【のあ】

【ひろ】

【しのり】

【ゆうげん】

【りく】

【るい】

【ゆうと】

【こはな】

【ゆづき】

【ちはや】

【とうり】

【しょうま】

【みゆ】

【りりか】

【はるか】

【まなつ】

【こうが】

【はるま】

【そうま】

靖典
則之

和也・早紀
SALOMON KENNETH DAVE OCIER

恵利香
ゆみ
宏幸
佑斗
理紗
誠基
優人
正人
雅人
隆二
真樹
和也

肇・結理
匠・直美
正信
豊
卓哉
秀人

功一朗・彩希

幸田
野場
岩堀
岩堀
岩堀
横落
鷲田
幸田
里
芦谷
里
鷲田
永野
市場
野場
岩堀
芦谷
坂崎
大草
大草
六栗
鷲田
大草

市場
高力
海谷
荻
里
大草
鷲田
逆川
市場
野場
六栗
芦谷
市場
坂崎
岩堀
市場
岩堀
野場

89
76
75
87
100
51
73
101
97
74
74
76
95
82
88
86
71
84

人口動態

戸籍異動

2021.9.1現在

総人口
　内
世帯数

42,668人（前月比－30人）
㊚21,661人　㊛21,007人

16,691世帯（前月比－29世帯）

38人（㊚ 20人／㊛ 18人）
31人（㊚ 16人／㊛ 15人）
147人（㊚ 79人／㊛ 68人）
180人（㊚104人／㊛ 76人）

＊プライバシー保護のため、希望者のみ掲載して
　います。掲載希望の人は、届け出時に住民課に
　お申し出ください。

おめでとうございます

おくやみ申し上げます
死亡者 年齢 世帯主 区

8月届出分（順不同・敬称略）

出生児 保護者 区

出　生
死　亡
転　入
転　出

８
月
中
の
主
な
異
動

ケーブルTV 10月の番組案内
〈スマイル12チャンネル〉

幸田町役場 ☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139
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今月の表紙


