
＊�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。

コロナに負けず全国で大活躍
【日本小学生＆中高生＆男女＆シニア混成ネオホッケー選手権2022　結果報告】

　３月20日㊐に開催された「日本小学生＆中高生＆男女＆シニア混成ネオホッケー選手権2022」の小学校低学年の
部で３位になったネオホッケーチームの坂崎ストロングと、中高生の部で優勝した坂崎ブルービーストが、４月22
日㊎に結果報告のため町長を訪れま
した。
　新型コロナウイルス感染症の影響
で大会の中止が続いていましたが、
めげずに練習を続け、見事輝かしい
成績を収められました。チームの中
には、「世界で活躍できるようなホッ
ケー選手になりたい」と話してくれ
る選手もいました。

令和２年１月１日の燃やすごみ指定袋の値下げから、３年目を迎えました。
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。

区分 単位 値下げ前
平成31年３月

値下げ後
令和２年３月 令和３年３月 令和４年３月

燃やすごみ量 ｔ 456.95 506.99 533.73 506.33

人口（各月1日現在） 人 42,054 42,407 42,647 42,450

１人当たりのごみ量 kg   10.9   12.0   12.5   11.9

　値下げ前より約50ｔ増加してしまいました。１人当たりのごみ量も約１㎏増えてしまいました。しかし、前年の同
月と比較すると約27ｔの減量、１人当たりでも0.6㎏の減量をすることができました。今後も引き続き燃やすごみの
減量化・資源化にご協力をお願いします。

ごみの分別状況を調べてみると…
　環境課職員が、鷲田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36.7kg。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、計2.2kg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5.9％なので、３月分の燃やすごみの量約506ｔで換算すると、まだ約
30ｔものリサイクル可能な資源が混入していたことになります。
　特にミックスペーパー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、資源回収、資源拠点回収などに出すようにしてください。
　一人一人のちょっとした心掛けで、燃やすごみの量を減らすことができます。分
別の徹底にご協力よろしくお願いします。

問合せ　環境課 ごみ対策グループ（内線273）　℻63-5169

⬆坂崎ブルービースト⬆坂崎ストロング

⬆ミックスペーパー　約1.3kg

⬆プラスチック製容器包装　約0.9kg

町 長 へ こ ん に ち は ！
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問合せ　環境課 環境保全グループ（内線272）　℻63-5169

町では「あいち森と緑づくり環境活動・学習推進事業」の取り
組みの一環として役場庁舎、福祉施設、教育機関などの各施設
で緑のカーテンを設置しています。

役場庁舎だけでなく、学校や保育園などでも緑のカーテンを育てているんだね。ところで、緑のカーテ
ンとは一体どういうものなの？

暑さを抑えてくれると、冷房も使い過ぎなくなるから節電にもなるね。
すこっぴーも緑のカーテンを育ててみようかな。

緑のカーテンは日差しを防ぐだけではなく、苗の成長を楽しんだり、実を調理して食べたりなど、子ど
もたちが自然と触れ合うきっかけにもなっています。
夏の定番となりつつある、緑のカーテン。皆さんも始めてみてはいかがでしょうか。

環境課

環境課

環境課

えこたん

すこっぴー

ゴーヤやアサガオなどのつる性の植物をカーテンのように育てて、葉っぱで窓や壁を覆うようにし、夏
の強い日差しを和らげるようにするものです。緑のカーテンの効果として以下の３点があります。
①窓から入り込む日差しをさえぎることで、室内の温度の上昇を防ぐ。
②壁や地面の表面温度を抑えて、暑さを和らげる。
③根から吸い上げた水分を葉から蒸散し、周りの熱を奪う。

　６月15日㊌午前10時ごろに緊急地震速報訓練を実施します。緊急地震速報を防災行政無線で流しますが、テスト放
送ですのでお間違えのないようにしていただくとともに、シェイクアウト訓練をぜひ実践してください。
＊気象・地震活動の状況などによっては、訓練を中止することがあります。

シェイクアウト
シェイクアウト訓練は、１分間地震から身を守る行動　１－２－３を実施する訓練です。

問合せ　防災安全課 安全対策グループ（内線371）　℻63-5139

⬆里保育園の緑のカーテン（令和３年度）

環境スタグラム Vo.22

緊急地震速報訓練を実施します

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。

教室名 とき ところ 対象 定員

科学実験教室
８月６日㊏
①午前９時30分～正午
②午後１時30分～４時

さくら会館 町内在住の小学生
とその保護者

各回
親子15組

水彩画教室 ８月24日㊌、27日㊏　＊全２回の教室
午後２時～４時 さくら会館 町内在住の小学校

３～６年生 15人

�おもしろ�
パン作り教室

①８月10日㊌、②31日㊌
午前10時～午後０時30分

保健センター
栄養指導室

町内在住の小学生
とその保護者

各回
親子10組

そば打ち教室 ①７月27日㊌、②28日㊍
午前10時～午後０時30分 さくら会館 町内在住の小学生

とその保護者
各回
親子５組

�モルック�
体験教室

８月13日㊏
午前９時30分～11時 荻谷小学校 町内在住の小学生 24人

お菓子作り教室 ①８月２日㊋、②30日㊋
午前10時～午後０時30分

保健センター
栄養指導室

町内在住の小学生
とその保護者

各回
親子10組

�ドローンで�
プログラミング�
教室

７月22日㊎
①小学１～３年生　午前10時～11時30分
②小学４～６年生　午後１時30分～３時

中央公民館ホ
ール

町内在住の小学生
とその保護者

各回
親子６組

そのほか　・受講料などの詳細は、各学校から配布されるチラシをご覧ください。
　　　　　・電話やFAXでの申し込みはできません。町ホームページでのみの受付となりますのでご注意ください。
　　　　　・１人につき１教室のお申し込みとさせていただきます。
　　　　　・ 定員を超えた場合で、同一講座を兄弟一緒に受講希望する場合はセットで抽選を行いますので、申し込

みページにて参加人数分の情報をご入力ください。
申 込 み　 町ホームページから、6月26日㊐までにお申し込みください。定員を

超えた場合は抽選を行い、結果および詳細についてはハガキにて通知
します。講座当日はハガキをご持参ください。

問 合 せ　生涯学習課 生涯学習グループ（中央公民館内、内線197）　℻63-1675
　　　　　月曜休館（月曜が祝日の場合は翌平日が休館）

　いつ起こるかわからない災害に備えるためには、災害発生時に取るべ
き行動、避難所の位置などについて事前に把握しておくことが重要です。
これらの防災情報を外国籍の人にも周知、理解してもらうために「防災
ハザードマップ風水害対策」「地震防災ハザードマップ」を英語、ポルト
ガル語、中国語、ベトナム語の４言語に翻訳しました。町のホームペー
ジから見ることができ、ダウンロードができます。お知り合いの外国籍
の人にも、ぜひご紹介ください。

＊ホームページの　ハザードマップは　右
みぎ

の　コードから　見
み

てください。
　Please see the hazard map on the homepage from the code on the right
　Por favor, veja o mapa de risco na página inicial do código à direita
　请通过右侧二维码查看主页上的灾害地图。
　Vui lòng xem bản đồ nguy hiểm trên trang chủ từ mã bên phải

問合せ　防災安全課 安全対策グループ（内線371）　℻63-5139

⬅ 申し込みはこちら

教室・講習・講座／学校教育課

夏休み子ども教室に参加しよう

ハザードマップを多言語化しました
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　任期満了に伴い深溝学区、荻谷学区および幸田学区の人権擁護委員について、新たに３人が就任しました。深溝学
区は平成19年度から15年にわたりご活躍いただいた三
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さ
ん（高力区）が法務大臣から委嘱されました。４月７日㊍には役場で、名古屋法務局岡崎支局長から退任者に感謝状
が贈られ、新任者は委嘱状の交付を受けました。

６月１日現在の人権擁護委員(敬称略・委嘱順)
＊町には、６人の人権擁護委員がいます。
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６月１日は人権擁護委員の日です
　人権擁護委員はあなたの街の身近な相談パートナーです。隣近所のもめごと、家族間の問題、体罰やいじめ、職場
におけるセクハラ、ＤＶなどでお悩みの人は、お気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は厳守します。
全国共通相談ダイヤル
　•みんなの人権110番 　　　☎0570-003-110
　•子どもの人権110番 　　　☎0120-007-110（通話料無料）
　•女性の人権ホットライン　 ☎0570-070-810
　　午前８時30分～午後５時15分（土日祝日を除く）

問合せ　住民課 住民窓口グループ（内線122）　℻62-6555

⬅ インターネット
　人権相談はこちら

　４月25日㊊に西日本電信電話株式会社と「災害時における相互
連携に関する協定」を締結しました。この協定は、町内で災害に
よる大規模な通信障害が発生した場合または発生が予想される場
合に、町と西日本電信電話株式会社が連携し対応することで、迅
速な災害復旧を行うことを目的としています。

問合せ　防災安全課 安全対策グループ（内線371）
　　　　℻63-5139

⬆左から酒向さん、志賀さん、小野さん

⬆右：執行役員東海支店長　安
あ

部
べ

真
まさ

弘
ひろ

さん

人権擁護委員に３人が就任しました

災害時における相互連携に関する協定を締結しました

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。

　健康教室などの受講料が無料になる「利用券」を役場で発行しています。
対象者　町内在住の20歳以上の国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者
対象教室

教室名 実施場所 日程 予約・受講申込み

水中運動教室 町民プール 水曜日・金曜日 
＊スイミング教室開催時

町民プール 
☎（0564）56-8111

昼下がりのはるさき健康教室
（12種類）
自分みがき!ゆるトレ教室（1種類）

はるさき
健診センター

（岡崎市）

窓口で配布するチラシまたは一般社団法
人岡崎市医師会ホームページをご確認く
ださい。

一般社団法人 
岡崎市医師会 
☎（0564）52-1841
＊ 教室実施の２カ月

前から予約可能みんなのお気軽体操教室（5種類）
ためして実践!教室（12種類）

公衆衛生センター
（岡崎市）

受講料　通常は有料の教室が「利用券」使用時に無料となります。
申込み　「利用券」を希望される人は、保険証をお持ちの上、保険医療課（役場１階４番窓口）へお越しください。
利用券に関しての注意事項
•発行は１年度につき１人１セット（10枚）のみで、健康教室などの受講申し込みは各団体へ直接行ってください。
•「利用券」は、受講料などを支払う際に必要となります。
•詳細は、各団体のチラシまたはホームページをご覧いただくか、申込先へ直接お問い合わせください。
問合せ　保険医療課 国保年金グループ（内線142）、医療グループ（内線144）　℻63-5334
　　　　町民プール　☎（0564）56-8111　℻（0564）56-8112、一般社団法人岡崎市医師会　☎（0564）52-1841

身　　　　分　会計年度任用職員（非常勤）
職 務 内 容　夏休み期間中、昼間家庭に保護者のいない児童の遊びの指導、見守り
採用予定人数　40人
応 募 資 格　児童と接することが好きで、健康な人（大学生・専門学生可）
任　　　　期　７月20日㊌～８月31日㊌
勤　 務　 日　週３日
勤 務 時 間　午前７時45分から午後６時30分までの範囲内（１日７時間45分以内の勤務）
　　　　　　　＊ 実際の勤務日、勤務時間については、シフトの調整によります。
勤　 務　 地　町内小学校敷地内クラブスペースなど
報酬（給料）　 ①保育士または教諭資格などを有する人：時間額1,200円
　　　　　　　②上記資格を有しない人：時間額1,000円
休　　　　日　週休日（原則として土日）、祝日、夏季休業期間（８月13日～15日）
諸 手 当 な ど　通勤に係る費用弁償
休　　　　暇　特別休暇（忌引など）
社 会 保 険　勤務条件に応じて雇用保険の適用があります。
災 害 補 償　あり
提 出 書 類　①履歴書（市販のもので可）　②顔写真（３カ月以内に撮影されたものを履歴書に添付）
　　　　　　　③資格証明書の写し（保育士または教諭資格などのある人）
採 用 方 法　書類選考、面接
申　 込　 み　 ６月17日㊎までにこども課 児童育成グループ（内線133）へお申し込みください。℻63-5334

⬅ 一般社団法人岡崎市
医師会のホームペー
ジはこちら

人事・職員等（人）

健康教室のお得な「利用券」は手に入れましたか？

夏休み期間中の児童クラブ支援員を募集します
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　町では、止まってくれて「ありがとう！」運動を
推進し、交通事故の減少に努めています。交通死亡
事故が少なかったことが評価され、４月14日㊍に岡
崎警察署で愛知県警察本部長から町に対して感謝状
が贈呈されました。今回受賞することができたのは、
日頃から交通ルールとマナーを守っていただいてい
る町民の皆さんのおかげです。今後も交通事故が減
らせるよう、引き続き交通ルールやマナーを守り、
安全安心なまちづくりにご協力をお願いします。

問合せ　防災安全課 安全対策グループ（内線371）
　　　　℻63-5139

職種・採用予定人員・受験資格
職種 採用人員 学歴 受験資格

社会福祉
総合職 若干人

大学
・

短大

以下を満たす人
・ 昭和38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９月30

日までに卒業見込みの人
・社会福祉士資格または介護支援専門員資格を令和４年９月30日までに取得ま

たは取得見込みの人

試験日程・会場・試験内容
試験日 会場 試験内容

８月６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
７月22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
（土日祝日は除く）

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、℻（0564）62-7254

⬆横断歩道での立
りっ

哨
しょう

活動

人事・職員等（人）

交通ルールとマナー向上に努めましょう

10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
　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332）℻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４年度の５月・８月・11月・２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
⃝税理士による税務相談（予約制）
　と　き　毎月第３木曜日　午後１時30分～２時15分、午後２時30分

～３時15分
　ところ　役場１階相談室　
　問合せ　税務課町民税グループ（内線161）℻56-6218
⃝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　福祉課包括ケアグループ（内線155）℻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　福祉課包括ケアグループ（内線155）℻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　①北部地域包括支援センター（シニア・シルバー世代サポー

トセンター内）
　　　　　②中部地域包括支援センター（福祉サービスセンター内）
　　　　　③南部地域包括支援センター（まどかの郷内）
　対　象　①坂崎・幸田学区在住者　②中央・荻谷学区在住者
　　　　　③豊坂・深溝学区在住者
　問合せ　①☎62-5516　℻62-5517
　　　　　②☎62-7331　℻62-7254
　　　　　③☎47-7370　℻47-7371
⃝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
　　　　　③幸田町社協相談支援事務所
　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　③☎62-7171
⃝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～４時
　　　　　＊令和４年度の１月は第３水曜日
　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

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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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『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。
　６月11日㊏～24日㊎　　　　１週目 ９：30、19：30、22：30放送
　　　　　　　　　　　　　　２週目 10：30、15：30、20：00放送
❸『店ばな工房』(15分)
　幸田町、蒲郡市にあるお店を紹介します。
　６月18日㊏～７月１日㊎　　１週目 ９：15、12：30、19：15放送
　　　　　　　　　　　　　　２週目 12：15、18：00、22：15放送
❹『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。
　６月18日㊏～７月１日㊎　　１週目 ９：30、19：30、22：30放送
　　　　　　　　　　　　　　２週目 10：30、15：30、20：00放送
❺『がんばれ高校球児』(30分)
　「 第104回　全国高等学校野球選手権愛知大会 」を目前に控え、
厳しい練習に励む東三河エリアと幸田町の各高校の野球部を直
撃取材します！　（＊取材の都合上、紹介校の放送日など変更
が生じる場合があります）

【第１弾】６月11日㊏～17日㊎
　　　　午前10時～、午後５時30分～、午後８時30分～
　　　　★紹介校／時習館・豊橋東・豊丘・福江・新城有教館・

国府・小坂井・蒲郡
【第２弾】６月18日㊏～24日㊎
　　　　午前10時～、午後５時30分～、午後８時30分～
　　　　★紹介校／豊橋南・ 豊橋商業・ 豊橋西・ 成章・ 豊川・

豊川工科・蒲郡東・海陽学園
【第３弾】６月25日㊏～７月１日㊎
　　　　午前10時～、午後５時30分～、午後８時30分～
　　　　★紹介校／豊橋工科・豊橋中央・桜丘・渥美農業・御津・

三谷水産・幸田
問合せ　三河湾ネットワーク株式会社　☎0120-794934

「町内でSF映画撮影」
　今月の表紙は、幸田町商工会で行われた劇場映画「突撃！　隣の
UFO」の制作発表会の様子です。河

かわ

崎
さき

実
みのる

監督、キャストのヨネスケ
さん、濱

はま

田
だ

龍
たつ

臣
おみ

さんなどが登壇し、制作の意気込みを語ってくれまし
た。ギャグと町おこしが一体化したこ
の作品は、幸田町と蒲郡市で撮影され
ました。映画には、幸田町の特産品の
筆柿と蒲郡市で水揚げされるタカアシ
ガニをモチーフにした宇宙人も登場し
ます。令和５年２月に全国公開予定で
す。別ショットの写真

山本　 隆一

中村　 愛子

牧野　 清明

福澤　 　典

天野　 敏昭

川合　 恆雄

小山　 政春

三浦 かずゑ

永田　 初代

小野　 利郎

山本　 清隆

中村　 愛子

牧野　 繁信

福澤 紀久代

天野　 敏昭

川合　 恆雄

小山　 政春

三浦　 桂子

永田　 雅彦

小野　 伸之　 

相川　 白帆

吉田　　陸

吉村　 月花

保谷 美桜莉

山口　 瑛太

杉浦　 彪太

内田　 唯尊

 劉　　道琦

筒井　 千暁

KONO MENEGOLLA WADA DANILO ATSUSHI

天白 莉央奈

正木　　湊

成田　 彩桜

安部　 世梛

【しらほ】

【りく】

【るか】

【みおり】

【えいた】

【あやた】

【ゆいと】

【ちあき】

【りおな】

【みなと】

【さら】

【せな】

航

知樹

竜哉

尚恆

雄太

龍太

昌芳

志賀文敬

未来

WADA VICTOR TSUTOMU

浩太

孝憲

良

雄太

芦谷

高力

荻

岩堀

久保田

須美

岩堀

岩堀

里

横落

横落

六栗

鷲田

市場

高力

六栗

野場

海谷

野場

大草

高力

市場

市場

久保田

89

92

93

87

67

78

77

92

89

97

人口動態

戸籍異動

2022.5.1現在

総人口
　内
世帯数

42,369人（前月比－2人）
㊚21,484人　㊛20,885人

16,565世帯（前月比＋33世帯）

23人（㊚ 13人／㊛ 10人）
22人（㊚ 15人／㊛ ７人）

192人（㊚108人／㊛ 84人）
196人（㊚107人／㊛ 89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

4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

４
月
中
の
主
な
異
動

6

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


