
児童福祉活動に貢献
【児童福祉週間記念表彰】

　令和３年度児童福祉週間記念表彰において大
おお

川
かわ

惠
けい

一
いち

さんが
児童福祉功労者に認められ、４月30日㊎に県知事に代わり町
長から感謝状が手渡されました。
　上六栗区在住の大川さんは、多年にわたり上六栗子育て支
援センター敷地内の除草、施設の塗装や修繕など奉仕活動に
努めてこられました。

町ホストタウン事業に寄付金をいただきました
【寄付受納式】

　３月29日㊊に徳倉建設株式会社からホストタウン事業
に対し50万円を寄付したいとの申し出があり、その寄付
受納式を行いました。徳倉建設はハイチ共和国の病院や
学校建設を行うなどの関わりがあり、ハイチ共和国とホ
ストタウン提携を結んでいる町に協力をしたいとのこと
でした。寄付金は、ハイチ共和国との交流事業に活用し
ていく予定です。
＊�ホストタウンとは日本の自治体と、東京2020オリン
ピックに参加する国・地域の住民などが、スポーツ、
文化、経済などを通じて交流し、地域の活性化などに
活かしていくものです。

【飛沫防止パーテーション寄贈式】

　町内で自動車関連部品を製造している株式会社鈴木化学
工業所から、新型コロナウイルス感染防止に活用すること
を目的とした、飛沫防止パーテーション27台の寄贈があり
ました。パーテーションの枠と足部分は木製で、会議室な
どの机上に設置して使用できる作りとなっています。代表
取締役社長 小

お

幡
ばた

和
かず

史
ふみ

さんは「感染対策の役に立てればう
れしい」と話されていました。寄贈された当日に開催され
た、定例区長会議でさっそく活用させていただきました。

飛沫防止パーテーションの寄贈がありました

⬆感謝状を授与された大川さん

⬆中央：国際支店長 尾
お

関
ぜき

修
おさむ

さん　右：三河支店長 岡
おか

田
だ

博
ひろ

明
あき

さん

⬆寄贈したパーテーションを手に持つ代表取締役社長小幡さん

町 長 へ こ ん に ち は ！

あ り が と う ご ざ い 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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１人１日当たりの
ごみの量※１

（ｇ/ 人・日）

処理しなければな
らないごみの１人
１日当たりの量

＊２（ｇ/ 人・日）

１人１日当たりの
家庭系ごみの量

＊３（ｇ/ 人・日）
リサイクル率

（％）
１人当たりの最終

処分（埋立）量
（ｋｇ/ 人・年）

１ 幸田町 671 幸田町 539 幸田町 420 小牧市 37.0 岩倉市 4.6
２ 岩倉市 677 岩倉市 549 大口町 420 田原市 34.6 小牧市 6.8
３ 大治町 699 江南市 559 豊橋市 421 大口町 33.3 幸田町 9.2
４ 扶桑町 705 扶桑町 583 江南市 431 新城市 31.4 豊明市 9.4
５ あま市 713 東浦町 603 小牧市 443 大府市 30.6 東浦町 9.6

愛知県
平均 915 753 520 21.3 25.7

＊１　ごみ総排出量を１人１日当たりに割り返した量
＊２　ごみ総排出量から資源ごみ量を引いて１人１日当たりに割り返した量
＊３　生活系ごみ排出量から生活系資源ごみ量を引いて１人１日当たりに割り返した量
　　　同じ値の場合は、小数点以下の値でランキングされます。

問合せ　環境課ごみ対策グループ（内線273）　FAX63-5169

愛知県から令和元年度のごみの指標について発表がありました。幸田町は、皆さんのごみの減量に対する
ご理解、ご協力によりランキングが発表された５部門のうち３部門が１位となりましたが、家庭から排出
される燃やすごみの量は年々増えています。引き続きごみの減量化・資源化にご協力をお願いします。

上の表を見たけど、幸田町は愛知県の中でも優秀ですね。でも、燃やすごみは増えていると聞いたことが
あるんだけど…。

環境課

環境課

＊ 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。

幸田町の人は、ごみに対する高い意識が定着しているため、１人１日当たりのごみの量など県内でトップ
レベルの少なさを維持しています。しかし、えこたんの言うとおり燃やすごみの量は年々増加しており、
広報で毎月燃やすごみの量の変化をお知らせしています。今後はさらにごみの減量化に気を配っていただ
きたいと思います。具体的なごみの減量方法としては、以下の３つがあります。
⃝生ごみの水切りを徹底する。
⃝生ごみ処理容器などを使って生ごみの堆肥化·減量化をする。
⃝プラスチック製容器包装、ミックスペーパーの分別を徹底する。

例えばお菓子の袋やシャンプーの詰め替え袋、ヨーグルトの紙カップやトイレットペーパーの芯などは
分別ステーションに出すなど皆さんのご協力をお願いします。

　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。
　ご相談は無料で、秘密は厳守します。

問合せ　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･祝除く）

６月１日は人権擁護委員の日です

えこたん

⬅�インターネット人権
相談はこちら

Kankyostagram 環境スタグラム Vo.16
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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。

３月の燃やすごみの量
区分 単位 平成31年３月 令和２年３月 令和３年３月 前年と比べると…

ごみ量 kg 456,950 506,990 533,730

人口（各年1日現在） 人  42,054  42,407  42,647 ■総量で約27トン増
■１人当たり約500グラム増
■�岡崎市中央クリーンセンターで
の処理費約50万円増１人当たりのごみ量 kg    10.9    12.0    12.5

１人当たりの燃やすごみの量が年々増えています。職員が４月12日㊊にごみの分別状況
を調べてみると…

　ごみ袋10袋で重さは71.5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が約1.0キログラム、プラス
チック製容器包装が約3.0キログラム、合計4.0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5.6パーセントなので、３月分の燃やすごみの量約534トンで換算すると、約30トンがリサイクル可能な
資源ごみと言えます。
　特にトイレットペーパーの芯などの混入が多く見られました。分別収集のプラスチック製容器包装やミックスペー
パーとして、きちんと分別して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！

生ごみ処理容器など購入費補助金について
申請条件
・生ごみ処理容器などを町内に設置する人　　・町税を滞納していないこと
対象機器および条件
コンポスト、ぼかし容器、電気式処理機
新規で購入し、町内に設置するもの
補助金額
コンポスト：購入価格の１／２、上限額６千円
ぼかし容器：購入価格の１／２、上限額６千円
電気式処理機：購入金額の１／２、上限額３万円���
　申請の受付は、予算の範囲内で先着順となります。
申請条件がほかにもありますので、詳しくは町ホームページをご覧いただくか、環境課までお問い合わせください。
問合せ　環境課ごみ対策グループ（内線273）　FAX63-5169

生ごみ処理を
行うと何が　
いいの？　　

生ごみは家庭から排出される燃やすごみ
の約半数を占めるんだ。その生ごみを指
定袋に入れることなく処理容器などに入
れることは、ごみの減量化や資源化につ
ながり、燃やすごみを減らすことができ
るよ。

⬆ミックスペーパーの計量 ⬆プラスチック製容器包装の計量

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。

就任あいさつ
　このたびは、５月臨時会において選任の同意をいただき、監査委員を拝命す
ることとなり、その職責の重大さに身の引き締まる思いであります。
　近年の地方行政を取り巻く環境は、人口構造の変化などに合わせ厳しい財政
状況が続いており、持続可能な地域社会のため、より一層安定した自治体運営
が求められております。そうした中、本町の行財政の適法性・効率性・有用性
などの点について、細心の注意を払い、微力ではございますが、議会選出の監
査委員として、誠実・公正に監査の職務遂行に全力を尽くす所存です。
　町民の皆さまのご指導とご鞭

べん

撻
たつ

を賜りますよう、心からお願い申し上げ、就
任のあいさつとさせていただきます。
問合せ　監査委員事務局(内線431)　FAX63-5149

　中央公民館で幸田町女性消防クラブ総会が
４月10日㊏に開催されました。本クラブは、
女性を対象に防災に関する知識の向上に努
め、安心して暮らしやすい地域づくりを推進
することを目的として平成18年に発足しまし
た。コロナ禍での開催となりソーシャルディ
スタンスを保ち、時間を短縮して行われまし
た。本年度は町内各行政区から総勢28人のク
ラブ員が入会し、総合防災訓練や消防出初め
式などへの参加を予定しています。
問合せ　消防本部予防防災課予防グループ
　　　　☎（0564）63-0513
　　　　FAX（0564）63-1189

　町初となる絵本大使の委嘱式が４月９日㊎に行われました。ひろたあ
きらさんは、町内出身の東京吉本所属のお笑い芸人であり、絵本作家と
しても活躍しています。委嘱期間は令和４年３月末までで、読書活動、
特に絵本の普及に関する活動を推進していただくことを目的としていま
す。６月からは、クラウドファンディング「絵本の力を信じて、コロナ
禍による心の疲れを癒したい！　子どもも大人も絵本作家と！　幸田町
絵本プロジェクト」の一環として町内保育園などで読み聞かせやワーク
ショップなどを行っていただく予定です。
＊�クラウドファンディングの詳細は町ホームページをご覧ください。
問合せ　財政課管財・ふるさと納税グループ（内線325）　FAX63-5139

⬆令和３年度幸田町女性消防クラブ員

⬆右：委嘱されたひろたさん

⬆就任された水
みず

野
の

千
ち

代
よ

子
こ

氏

人事・職員等（人）

防災／防災安全課

人事・職員等（人）

議会選出監査委員に水野千代子氏が就任されました
（5月10日付）

防災力向上に期待 ～令和３年度幸田町女性消防クラブ総会～

絵本作家「ひろたあきら」さんを幸田町絵本大使に
委嘱しました
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教室名 とき ところ 対象 定員

①科学実験教室 ８月７日㊏　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 親子15組

②水彩画教室 ７月28日㊌、30日㊎　＊計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

③おもしろ
　パン作り

①８月４日㊌、②６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

④そば打ち教室 ①８月12日㊍、②13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

⑤KUBB（クッブ）
　体験教室 ８月21日㊏　午前９時30分～11時 荻谷小学校 町内在住の小学

生 24人

⑥お菓子作り教室 ①８月24日㊋、②26日㊍、③27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

⑦ドローンで
　プログラミング
　教室

８月28日㊏
①小学１～３年生　午前９時～10時30分
②小学４～６年生　午前11時～午後０時30分

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での申込みは不可。町ホームページでのみの受付とします。
　　　　　・１人につき１教室の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を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27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）　FAX63-1675
　　　　　月曜休館（月曜が祝日の場合は翌平日が休館）

　第Ⅱ期（７～９月）のヨガ教室などの申し込みおよび受け付けが町民プールで始まります。「利用券」があれば通
常よりも低料金で受講できますので、ぜひ健康づくりにご活用ください。
対象者　20歳以上の国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者。ただし本年度のトレーニングジムなどの利用料金
の「割引券」を発行している人は対象外。
対象教室（全10回コースの教室のみ）
⃝ヨガ教室　フロースタイルヨガ、パワーヨガ、ゆるりヨガ
⃝楽々エクササイズ　楽々エアロ、ボクシングエクササイズ、ストレッチ＆筋トレ、シェイプアップフラ、ズンバ
受講料　通常5,500円のところ「利用券」により2,000円となります。
申込方法など
・�「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」
の発行は、１年度につき１人１枚です（再発行不可）。ヨガ教室などの受講申し込みは、町民プールで直接行って
ください。「利用券」は、町民プールへ受講料を支払う際に必要となります。
・詳細は、文化振興協会発行の「ハピル」などをご覧いただくか、町民プールまで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） FAX63-5334
　　　　町民プール ☎（0564）56-8111

夏休みこども

⬅申し込みは
　こちらから

教室・講習・講座／学校教育課

スポーツ／生涯学習課

夏休み子ども教室に参加してみませんか

気軽に楽しく健康アップ！

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。

　新型コロナウイルスワクチンの接種券を順次発送していきます。予診票や接種に関するお知らせを同封しています
ので、２回接種が完了するまで大切に保管してください。なお、スケジュールなどについては、変更する場合があります。

（５月18日時点）
公共施設型接種スケジュール ＊接種は必ず予約が必要です。予約受付開始日はホームページなどで順次ご案内します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　接種対象　16歳以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　接種回数　２回（無料）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊�高齢者入所施設は５月中旬から

接種を開始しています。

接種までの流れ
接種券が届いた後は次のように手続をしてください。
①�公共施設型接種会場での接種を希望される場合は、接種券同封の案内文に記載の予約専用サイトまたはコールセン
ターから予約してください。
②予約した接種日に、接種券·予診票·本人確認書類を持参し、会場までお越しください。
③かかりつけ医がある場合は、まずはかかりつけ医に接種が可能かどうか相談してください。
公共施設型接種会場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間　①土曜日：午後３時～６時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②日曜日：午前９時～正午、午後１時～４時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊�当日は予約時間にお越しください。予約時間前の入

場、受付はできません。

【幸田町新型コロナワクチンコールセンター】☎0570-090-072　受付時間：午前９時～午後６時（毎日）

問合せ　健康課ワクチン接種対策グループ（内線181）　FAX62-8217

接種開始 会場
６月５日㊏ 中央公民館（菱池字黒方78番地）

７月以降 中央公民館、消防署（菱池字前田41番地１）

対象者（年齢区分） 接種券の送付 接種開始
65歳以上 ４月30日（発送済） ６月５日㊏

64歳以下～16歳以上 ６月以降（年齢別に分けて順次
送付する場合があります。）

決まり次第ホームページ
などでご案内します。

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育成、支援
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21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ほか
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・日曜日）、祝日、夏季休業期間（８月13日～15日）
諸 手 当 等　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18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。FAX63-5334
予防接種

人事・職員等（人）

新型コロナウイルスワクチン接種について

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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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

・�昭和57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３年９月30
日までに卒業見込みの人
＊社会福祉士資格を令和３年９月30日までに取得または取得見込みの人

介護支援
専門員 若干人

大学
・
短大

・�昭和37年４月２日以降に生まれた人で、左記学歴を卒業のまたは令和３年９月
30日までに卒業見込みの人
＊介護支援専門員資格を令和３年９月30日までに取得または取得見込みの人

保健師 若干人
大学
・
短大

・�昭和37年４月２日以降に生まれた人で、左記学歴を卒業のまたは令和３年９月
30日までに卒業見込みの人
＊保健師資格を令和３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７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
６月14日㊊　
～７月21日㊌

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

事例　百貨店の関係者を装い、「あなたのクレジットカードで高額な不正利用があった」「不正利用されようとしてい
たので、利用停止手続きをとった」などと不安をあおる、不審電話に関する相談が増えています。教えられた架空の
連絡先に電話すると、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号や個人情報などをだまし取られるおそれがあ
ります。
アドバイス　少しでも怪しいと感じる電話があったらすぐに切りましょう。また、クレジットカードなどの番号や暗
証番号は絶対に教えないようにしましょう。
不安を感じたら家族やお近くの警察、消費生活相談窓口などに相談を！
⃝消費者ホットライン　☎188（いやや！）
⃝愛知県消費生活総合センター
　平日／午前９時～午後４時30分　土日／午前９時～午後４時　☎052-962-0999　FAX052-961-1317
⃝幸田町消費生活相談（役場１階相談室）
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）

問合せ　企画政策課政策グループ（内線331）　FAX63-5139

人事・職員等（人）

注意喚起

10月1日採用 幸田町社会福祉協議会職員を募集します

百貨店の関係者を装った不審な電話にご注意！

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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⃝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　＊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）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
　　　　　＊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）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154）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 福祉グループ（内線151）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 福祉グループ（内線151）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 k-soudan@siren.ocn.ne.jp
　　　　　＊Ｅメール変わりました。
⃝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 介護保険グループ（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
　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）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
⃝徳倉建設㈱／金500,000円 ⃝㈱中條総合保険／金8,400円
⃝㈱鈴木化学工業所／飛沫防止パーテーション 27台 ⃝小原木材協力会／足踏みポンプ台 1台
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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毎月の相談

寄付
（敬称略）

ありがとうございます

＊ 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。
　６月12日㊏～25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。
　６月12日㊏～25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。
　６月19日㊏～７月２日㊎　１週目　９：15、12：30、19：15放送
　　　　　　　　　　　　　２週目　12：15、18：00、22：15放送
❺『幸田イチオシみっけ』(15分) 幸田町のイチオシを紹介します。
　６月19日㊏～７月２日㊎　１週目　９：30、19：30、22：30放送
　　　　　　　　　　　　　２週目　10：30、15：30、20：00放送
■頑張れ高校球児（予定）
　「第103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19日㊏～25日㊎
★紹介校／時習館・福江・新城有教館・国府・豊川工科・蒲郡・
桜丘・豊橋西・渥美農業・三谷水産・豊川・豊橋東

【第２弾】６月26日㊏～７月２日㊎
★紹介校／豊橋南・豊橋商業・豊丘・豊橋中央・成章・小坂井・
蒲郡東・海陽学園・新城有教館作手・豊橋工科・御津・幸田
問合せ　三河湾ネットワーク株式会社　☎0120-794934

版画の説明
「本光寺紫

あ じ さ い

陽花まつり」
　深溝松平家の菩

ぼ

提
だい

寺
じ

としての本光寺ですが、島原城主とな
られる松平家の６代から19代までの墓所であるということで、
私も初めて本光寺を訪れました。それは平成30年の８月で、
紫陽花の花が青々と茂る風景でした。四季折々の花の名所と
お聞きし、椿や紫陽花の頃に、もう一度訪れることを楽しみ

に制作しました。シーボルトは紫陽花を、愛妻の名の「オタクサ」と
呼んでいました。

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
紫陽花や空の涙を抱きしめる
　紫陽花に雨粒が落ちてきた瞬間を詠みました。紫陽花の花びらの中
に入り込んでいく様子が、まるで涙を優しく抱きしめているように感
じました。切なくも温かな気持ちになれるように言葉を選びました。

幸田高等学校　３年　児
こ

玉
だま

　鈴
り

音
お

�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。

水野 ますゑ

石川 　あい

朝岡　　正

山本 惠美子

天野 　保夫

夏目　　清

山本 みちゑ

 林　キク子

粟田 　大貴

稲吉 　茂之

加藤 元次郎

水野 　弘一

石川 　金光

朝岡 　克已

山本 　勝久

天野 　保夫

夏目 　和彦

山本 　正敏

 林　昭次郎

粟田 　小雪

稲吉 　茂樹

加藤　　肇

吉見 　香穂

鈴木 　花怜

桑山 　綺心

渡邉 　颯太

渡邉 　結太

長尾　　築

飛永 　楓真

中村 　晴太

小田 　心結

 牧　　泰地

小野 　真子

池田 　壮甫

松山 　菜月

伊藤 　光則

小野　　花

成瀬 　吏隻

【かほ】

【かれん】

【いろは】

【そうた】

【ゆうた】

【きずき】

【ふうま】

【はるた】

【さゆ】

【たいち】

【まこ】

【そうすけ】

【なつき】

【みのり】

【はな】

【りひと】

圭史

康明

大季

貴大

貴大

彰俊

恭介

太郎

祥

拓也

健太郎

圭甫

弘崇

英則・沙苗

洋平

拓郎

鷲田

横落

芦谷

芦谷

芦谷

鷲田

岩堀

鷲田

岩堀

坂崎

岩堀

横落

六栗

里

久保田

鷲田

岩堀

鷲田

岩堀

大草

鷲田

芦谷

久保田

坂崎

鷲田

市場

須美

82

100

91

86

82

98

90

89

47

84

87

人口動態

戸籍異動

2021.5.1現在

総人口
　内
世帯数

42,684人（前月比＋26人）
㊚21,658人　㊛21,026人

16,661世帯（前月比＋34世帯）

23人（㊚ 13人／㊛ 10人）
25人（㊚ ６人／㊛ 19人）
174人（㊚ 96人／㊛ 78人）
152人（㊚ 88人／㊛ 64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

ケーブルTV 6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


