
　外出自粛が続き、運動不足やストレス、体調の不安を抱えている人もいるかと思います。
　また、新型コロナウイルス感染症の拡大により、スポーツイベントの中止などで体を動かす機会が減ってきていま
す。しかし、健康を維持するためには、適度な運動が必要です。
　町では現在、消毒や検温などの感染症予防対策をしっかりして、新しい生活様式の中でもできるスポーツの大会や、
教室などを開催しています。その一つとして、だれでも気軽にできるスポーツを皆さんに体験してもらい、体を動か
す機会となるイベントを幸田町スポーツ推進委員と一緒に行っています。それが「やろまいスポーツ」です。
　検温や体調チェック、手指などの消毒など、感染症予防もしっかりと行っています。また、屋外で行うスポーツで、
密になることもないようにしています。ぜひ皆さんも一緒に体を動かしましょう！

と き　11月29日㊐　午前10時～午後２時
　　　　　＊開催時間内の入退場は自由です。
と こ ろ　中央公園グラウンド　＊雨天中止
種　　目　体力測定：握力、背筋、反復横飛び　ほか
　　　　　ニュースポーツ：クッブ　ほか　
対　　象　運動ができる人ならどなたでも参加できます。
そのほか　混雑時には人数を制限する場合もあります。
　　　　　種目は変更する場合があります。

ニュースポーツ「クッブ」とは
　クッブは木の棒を投げて木の的を倒していく2チーム対抗の的当て・陣取りゲームで、ヨーロッパやアメリカを中
心に子どもからお年寄りまで幅広い年齢層の人たちの間で親しまれているスポーツです。
　参加された人からは、「簡単なルールなので、みんなで楽しめて面白かった」との声もありました。

⬆棒を投げて的を倒すぞ！

　

⬆的を狙ってー！

問合せ　生涯学習課スポーツグループ　（内線192）　ＦＡＸ63-1675
　　　　月曜休館（月曜が祝日の場合は翌平日が休館）

de

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。幸田町役場 ☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139
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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。

健康増進活動に貢献
【ボランティア活動功労者表彰を受賞】

　ボランティア団体「チャレンジ遊
ゆう

泳
えい

」代表の浅
あさ

野
の

弘
ひろし

さ
んは、多年にわたり水泳指導奉仕により健康増進活動の実
践に努められました。そのご功労が広く認められ、県知事
からボランティア活動功労者表彰が授与され、９月２日㊌
に愛知県庁で行われた表彰式に出席し、その報告に訪れま
した。

全国大会出場
【第26回日本リトルシニア全国選抜野球大会出場報告】

　南部中学校３年生の今
いま

泉
いずみ

秀
しゅう

悟
ご

さん、北部中学校３年生
の畑

はた

中
なか

翔
しょう

太
た

さん、寺
てら

地
ち

志
し

優
ゆう

さんが所属する三河安城リト
ルシニアが、ＪＡ共済杯第26回日本リトルシニア全国選抜
野球大会に出場し、その報告のため９月30日㊌に町長を訪
れました。
　選手たちは「息の長い野球選手になれるよう頑張りた
い」、「高校でも野球を続けていきたい」とそれぞれの今後
の抱負を話してくれました。

書道で全国２位
【第50回全国教育書道展　晴

せい
嵐
らん

館
かん

大賞受賞報告】

　８月４日㊋～10日㊊に名古屋市博物館にて開催された、「第
50回全国教育書道展」で、岡崎城西高等学校に通う浦

うら

山
やま

妃
ひ

菜
な

さんが5,000を超える応募作品の中で第２位にあたる「晴嵐
館大賞」を受賞し、９月30日㊌にその報告のため、町長を訪
れました。
　浦山さんは、「１、２年生の間は部活との両立が難しく、
いい結果を残せずにいたが、高校生活最後となる今回、この
ような賞を取れてとてもうれしかった。この書道の経験を活
かし、将来は国語の先生になりたい」と話してくれました。

⬆受賞された浅野さんと同ボランティア団体の立
たち

山
やま

ゆう子
こ

さん

⬆予選の大会で３位になったメダルを掲げる
　左から今泉さん、畑中さん、寺地さん

⬆受賞された浦山さん

町 長 へ こ ん に ち は ！
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花火の寄付をいただきました
【花火　贈呈式】

　株式会社若松屋から地域社会貢献事業の一環として「花
火1,200セット」を町に寄付したいとの申し出があり、９
月３日㊍に贈呈式を行いました。寄付された花火は、町立
保育園８園に配布しました。どの保育園も園児の笑顔があ
ふれました。

2年連続夏の全国大会へ
【第51回　日本少年野球選手権大会　出場報告】

　幸田中学校３年生の上
うえ

田
だ

愛
あい

斗
と

さん、２年生の岩
いわ

瀬
せ

迅
じん

さん、
幸田北部中学校２年生の平

ひら

方
かた

晄
こう

太
た

さん、藤
ふじ

江
え

壮
そう

太
た

さんが所
属する三州ボーイズが、リポビタンカップ第51回日本少年
野球選手権大会中学生の部に出場を決め、その報告に９月
30日㊌に町長を訪れました。選手たちは「みんなで頑張っ
てきて、コロナで全国大会が中止になったのは悔しいが、
予選で優勝できたことはうれしい」、「当たり前にスポーツ
できることに感謝して、全国制覇を目指したい」と話して
くれました。

手作りマスクの寄付を
いただきました

【手作りマスク　贈呈式】

　株式会社鈴木化学工業所から新型コロナウイルス感染症対
策として「手作りマスク150枚」を町に寄付したいとの申し
出があり、9月16日㊌に贈呈式を行いました。マスクは、従
業員で裁縫が趣味の竹

たけ

ノ
の

内
うち

京
きょう

子
こ

さんが「コロナ禍の中、私に 
も何かできることはないか」と考えて作られたものです。竹
ノ内さんの「地域の人の感染予防に役立ててほしい」との希
望を受け、地元にある豊坂小学校で使ってもらう予定です。

⬆左から代表取締役　佐
さ

野
の

泰
やす

隆
たか

さん、取締役常務　鈴
すず

木
き

秀
ひで

紀
き

さん

⬆左から上田さん、岩瀬さん、平方さん、藤江さん

⬆左から代表取締役社長　小
お

幡
ばた

和
かず

史
ふみ

さん、主監　都
つ

築
づく

久
ひさ

暢
のぶ

さん

あ り が と う ご ざ い ま す

町 長 へ こ ん に ち は ！

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。幸田町役場 ☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139
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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。

　町指定ごみ袋の値下げにより、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 平成30年８月 令和元年８月 令和２年８月 前年比 １人当たりのごみ量
ごみ量 kg 492,590 505,730 513,810 +8,080

人口 (各年 1日現在 ) 人  41,638  42,141  42,463    +322
１人当たりのごみ量 kg    11.8    12.0    12.1   +0.1 注意

前年と比べて…
■総量で８トン増
■１人当たり100g増
■ 岡崎市中央クリーンセンターでの
処理費15万円増

〈今月の一句〉 ～ ごみ削減　去りゆく秋の　願い事 ～（幸田高等学校文芸部 大
おお

須
す

賀
か

 祐
ゆう

哉
や

さん）

問合せ　環境課ごみ対策グループ（内線273）　ＦＡＸ63-5169

　親子で楽しくパン作りをしませんか？　お家で手軽にできるパンの作り方を伝授します。ぜひ、ご参加ください。

と　き　12月８日㊋　午前10時～11時頃

ところ　上六栗子育て支援センター（くりくりひろば）

内　容　子どもと一緒にパン作りをします。

対　象　町内在住で１歳６カ月以上のお子さんとその保護者

定　員　親子８組　＊先着順

講　師　熊
くま

井
い

 恵
え

里
り

奈
な

氏（おうちパンマスター）

参加費　無料

持ち物　親子ともエプロン、三角巾。大人は新型コロナウイルス感染症拡大防止のためマスクの着用をお願いします。

申込み　11月25日㊌から12月３日㊍までに上六栗子育て支援センターへお申し込みください。

　　　　☎（0564）62-8333

■平成 30 年　■令和元年　■令和２年
１月

（単位：kg）

２月 ３月 ４月 ５月 6月 ７月 ８月

１人当たりのごみ量の推移

8

9

10

11

12

13

14

15

　☝生ごみの減量化に有効な生ごみ処理容器などの補助制度をご活用ください！
　☝テイクアウトした食べ物の容器はリサイクルしましょう！
　☝段ボールは燃やすごみではなく、資源回収に出しましょう！

1人当たりのごみ量は前年より
若干増えています。
一人一人がごみの減量化・資
源化に心掛けましょう！

子育て講座「おうちパン」
～親子で楽しくパンを作ろう！～

えこたん日記 Let's go to リサイクル
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職種 非常勤保育士
（フルタイム・パートタイム） 児童クラブ支援員

募集人員 若干人 若干人

勤務内容 保育士業務 昼間家庭に保護者のいない児童の育成、支援

勤務場所 町内保育園 小学校敷地内児童クラブ活動室

勤務時間 週15時間以上38時間45分以内
年末年始は休日

週20時間未満
土曜、日曜、祝日、
年末年始は休日

資格など 保育士資格を有し健康な人 児童と接することが好きな健康な人（保育士また
は教諭資格を有していることが望ましい）

給与 フルタイム・パートタイム会計年度任用職員給料・報酬基準による

採用期日 令和３年４月以降

提出書類
①履歴書（市販のもので可、写真をのり付けしたもの）
②保育士免許または教諭資格証明書の写し（児童クラブ支援員はなくても可）　
＊提出された書類などはお返ししません。

申込期間 11月２日㊊～12月11日㊎　役場執務時間中に限る。（午前８時30分～午後５時15分）

採用方法など
採用は、書類審査および面接により決定します。面接日程などについては、後日通知します。
＊採用時期については、欠員状況などにより異なる場合があります。
＊実際の勤務日、勤務時間については、勤務割での調整となります。

申込み こども課保育所グループ・児童育成グループ（内線132・133）　ＦＡＸ63-5334

　役場１階ロビーに設置してある声のポスト（意見箱）を「えこたん」の形にリニューアルしました。投函いただい
た意見などは、今後の町政の運営に反映および活用していきます。また、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、
日常生活が一変し不安や心配に思うことなどにも幅広く耳を傾けられるように努めていきます。
＊声のポストとは、住民の意見を町政に反映するため、自由に意見を記載し投函できるものです。

問合せ　企画政策課情報グループ（内線442）ＦＡＸ63-5139

記入用紙もリニューアル
したよ

保育士、児童クラブ支援員を募集します

声のポストをリニューアルしました

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。幸田町役場 ☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139

19 広報こうた◉2020(R2).11.1



＊�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。

　火災が発生しやすい乾燥した時季となります。事前の防火対策、火災発生時の状況判断に基づく早めの行動開始お
よび迅速な避難行動が、命を守るポイントとなります。「自らの命は自らが守る」という意識を高めましょう。

◉火災の被害を最小限にするために設置するもの
　・ 逃げ遅れを防ぐために、火災による煙や熱を感知し音声などの警報を発して、火災の発生を知らせてくれる住宅

用火災警報器を設置しましょう。
　　住宅用火災警報器は、全ての住宅に設置が義務付けられています。
　・ 火災発生時に被害の拡大を防ぐために、住宅用消火器の設置をしましょう。また、住宅用消火器の使用方法を覚

えて、いざというときに使えるようにしましょう。

◉火災が発生した際の行動
　・早く知らせる！
　　大きな声で「火事だ！」と叫び、周りの人や、近隣の人に知らせましょう。
　　また、火災を発見した際には、すぐに１１９番通報をしましょう。
　・早く消す！
　　消火器などを使用し、なるべく早く火を消しましょう。
　　ただし、火が天井まで燃え広がっていたら、避難を優先しましょう。
　・早く逃げる！
　　身の危険を感じたら、服装、持ち物にこだわらず一刻も早く避難しましょう。

◉避難についてのポイント
　・貴重品などに気を取られず、すぐに避難しましょう。避難後は、建物内に戻らないようにしましょう。
　・タオル、ハンカチ、服などを口と鼻にあてて低い姿勢で避難しましょう。
　・走ると、周りの煙をかき乱してしまうため、煙の高さより低い姿勢で静かに移動しましょう。
　・ ２階から避難するときは、飛び降りるのではなく窓や手すりなどにぶら下がり、足を伸ばした状態で手を放し地

上に降りることで、地上までの距離が縮まり、負傷するリスクが減ります。
　　 やむを得ず飛び降りる場合は、布団や毛布などクッション性のものを敷き、衝撃をやわらげる措置を講じてくだ

さい。

◉煙の特徴
　・ 煙は縦方向に毎秒３～５メートルの速さで進み、横方向に毎秒0.3～0.8メートルの速さで広がります。縦方向に

は、わずか10秒程で10階ビルの階段の最上階まで到達するスピードです。室内では天井に広がって、次第に床
面へと下がり、室内全体が煙に包まれます。

　・大量の煙で視界が奪われ、避難する方向や今いる場所が分からなくなることがあります。
　・ 煙は、多くの有毒ガスを含んでおり、その中でも一酸化炭素は酸素の200～300倍の速さでヘモグロビンと結合し、

一瞬で意識を失いやがて死に至ることもあります。一酸化炭素は、無色、無臭で吸ったかどうか分かりづらいの
で、特に注意が必要です。

　・火災による煙は高熱で、吸い込むと気道に熱傷を負い、呼吸ができなくなります。

問合せ　予防防災課予防グループ　☎（0564）63-0513　ＦＡＸ（0564）63-1189

11月９日から15日は秋季火災予防運動期間です
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　令和元年度は全国各地から36,414件、38億4,967万円のふるさと寄附（ふるさと納税）をいただきました。町では、
町の魅力発信や産業の活性化、財源の確保を目的に、ふるさと寄附を受け付けています。

ふるさと寄附って何？
　ふるさと寄附制度は、生まれ育った自治体や思い入れのある応援したい自治体に寄附を行い、まちづくりに携わる
ことができる制度です。寄附した人は、税の控除が受けられ、自治体によってはお礼の品がもらえます（お礼の品は
町外に住んでいる人が対象となります）。

町のお礼の品はどんなものがあるの？
　町にゆかりのある品を、寄附のお礼として町外の人へお送りしています。10月現在では、14の事業者にご協力い
ただき、寝具や農産物など117品目を提供していただいています。

寄附は何に使われるの？
　寄附を申し込んでいただくときに、次の７つから寄附金の使いみちを指定していただいています。寄附をしていた
だいた皆さんの思いを受け、指定された事業に活用しています。

寄附の使いみちと令和元年度の主な事業
安全・安心に関する事業　寄附金額 925,248 千円
　防災、防犯、都市基盤整備などに関する事業
　【 主な事業：交通安全施設整備、生活道路の整備など】

環境に関する事業　寄附金額 566,692 千円
　環境保全、ごみ処理などに関する事業
　【主な事業：クリーンパトロールなど】

産業振興に関する事業　寄附金額 216,812 千円
　農・商・工業の振興、観光振興などに関する事業
　【主な事業：産業振興事業補助金など】

健康・福祉に関する事業　寄附金額 424,865 千円
　 子育て支援、健康づくり、高齢者福祉などに関する事業
　【 主な事業：ちびっこ広場遊具改修、幸田保育園大規模改修など】

教育・文化に関する事業　寄附金額 654,699 千円
　 教育の充実、文化振興、スポーツ振興などに関する事業
　【 主な事業：小学校空調設備設置、町民プール維持修繕、豊坂小

学校増築など】

協働・参画に関する事業　寄附金額 33,330 千円
　コミュニティ育成、男女共同参画などに関する事業
　【 主な事業：コミュニティ活動推進事業費補助金など】

町長が特に必要と認める事業　寄附金額 1,028,029 千円
　さまざまな事業に活用しています。

⬆環境に関する事業：クリーンパトロールの実施

⬆産業振興に関する事業：農業の振興

⬆教育・文化に関する事業：豊坂小学校を増築

問合せ　財政課財政グループ・管財グループ（内線324）　ＦＡＸ63-5139

全国から熱い応援！　～ふるさと寄附制度～

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。幸田町役場 ☎（0564）62-1111㈹／℻（0564）63-5139
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⃝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）FAX63-5139
⃝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）FAX62-6555
⃝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）FAX63-5139

▲ 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　FAX62-7254
⃝無料法律相談（予約制）
　と　き　毎月第２木曜日 午後１時～４時
　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）FAX62-6555
⃝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 介護保険グループ（内線157）FAX56-6218
⃝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）FAX56-6218
⃝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）FAX56-6218
⃝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 ☎・FAX62-8333

⃝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　☎・FAX63-1188　Ｅメール soudan@sk2.aitai.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　FAX62-7254
⃝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　FAX0562-33-7102
⃝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）FAX56-6218
⃝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業所
　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☎63-1775　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）FAX56-6218
⃝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）FAX56-6218
⃝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　FAX63-1756
⃝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　FAX0563-54－6791
⃝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）FAX63-5334
　　　　　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

幸田町へ
⃝㈲中條総合保険リスクマネージメントサービス／金5,900円
⃝㈱若松屋／花火1,200セット　　　　　⃝㈱鈴木化学工業所／手作りマスク150枚
幸田町社会福祉協議会へ
⃝㈱石原組従業員一同／金1,200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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（敬称略）

＊�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。



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。
　11月14日㊏～27日㊎　
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。
　11月21日㊏～12月４日㊎　１週目　９：15、12：30、19：15放送
　　　　　　　　　　　　　２週目　12：15、18：00、22：15放送
❹『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。
　11月14日㊏～27日㊎
❺『幸田発！ハツラツさん紀行』(15分)
　幸田町のハツラツさんを紹介します。
　11月21日㊏～12月４日㊎
❹❺は期間中　　　　　　　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

「幸田の大凧、島原へ」
　今月の表紙は姉妹都市提
携をしている島原市へ贈る
大凧を須美区凧の会が作成
している様子です。この日
は、絵描きの最終日で細部
に筆を入れる作業をしてい
ました。10月16日にこうた
凧保存会が赴き、島原市役
所に掲げられました。

　こんにちは！　編集者のＴです！
　朝夕は冷え込むようになりました。風
邪やこの時期から流行り始めるインフル
エンザにかからないように気を付けま
しょう！　インフルエンザと言えばP25
に予防接種を推奨する記事があります。
まだお済みでない人はこの機会にぜひ！

大凧完成！

山田　 透馬
HIRAI DOS SANTOS ISADORA MIKI
照喜名 すず
坂本 朔太郎
PEREIRA KONNO MANUELA
鞍掛　 伶奈
内藤　 悠稀
長谷　 阿門
鳥居　 壮偉
山本　 稜馬
田中　 千尋
斎藤　 瑚都
宮城　 奏佑
竹本　 桜良
岡田　 彩楓
栗田　 翔成
石野　 結愛
久野　 朝陽
稲吉　　諒

【とうま】

【さくたろう】

【れな】

【ゆうま】

【あもん】

【そうい】

【りょうま】

【ちひろ】

【こと】

【そうすけ】

【さくら】

【あやか】

【かなる】

【ゆあ】

【あさひ】

【りょう】

祥平
HIRAI STEPHANIE SAYURI

博樹
拓也

CAMILO KONNO FABRICIO
友弥
俊介

俊英・良子
靖剛
有希

あかね
辰也
翔太
正樹
佳通
翔

達也
拓哉

克幸・彩

岩堀
六栗
大草
大草
岩堀
鷲田
芦谷
海谷
鷲田
鷲田
鷲田
市場
里

大草
芦谷
横落
里

坂崎
逆川

小山　 貞夫
岩瀬 みきゑ
鈴木　 浩美
板垣 チドリ
志賀 きみ江
大澤　　智
稲吉　 彰吾
大場 ひさ子
竹内 宏太郎
鈴木　 浩之
野沢　 せつ
永井　　弘
本田　 くみ
本多 よしの
杉浦 美津江
川端　 隆一
神取　 けい
手嶋　 スマ
三浦 富美子

小山　 貞夫
岩瀬　　泉
鈴木　 真吾
板垣　 敏男
志賀　　勇
大澤　　智
稲吉　　巖
大場　 陽子
竹内 宏太郎
鈴木　 浩之
野沢　 初男
永井　　弘
本田　 計得
本多　 義和
杉浦　 正男
川端　 靜江
神取 まち子
手嶋　 正則
三浦　 明美

坂崎
市場
海谷
大草
岩堀
岩堀
荻

市場
大草
鷲田
鷲田

上六栗
永野
岩堀
大草
鷲田
里

横落
大草

87
97
58
79
85
84
69
106
74
78
94
77
99
100
81
91
93
93
78

人口動態

戸籍異動

2020.10.1現在

総人口
　内
世帯数

42,497人（前月比＋5人）
㊚21,565人　㊛20,932人

16,412世帯（前月比＋3世帯）

39人（㊚ 20人／㊛ 19人）
30人（㊚ 12人／㊛ 18人）

135人（㊚ 81人／㊛ 54人）
136人（㊚ 77人／㊛ 59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。

死亡者 年齢 世帯主 区

9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

9
月
中
の
主
な
異
動
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