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今 月 の 表 紙 
今年も8月15日に笠松町の夏の風物詩「笠松川まつり」が開催されます。幻想的な万灯の灯りと色
鮮やかな花火の共演をお楽しみください。（関連記事3ページ）＝写真は過去の笠松川まつりの様子 

ホームページアドレス 

この広報紙は再生紙を使用しています。 

●発行・編集／笠松町・企画課 〒５０１‐６１８１ 岐阜県羽島郡笠松町司町１  

カラー広告募集中 
1枠（2.25cm×6cm） 
8,000円／号 

お気軽にご相談ください。 

4枠使用したサイズの大きな広告も可能です。 

【問合先】企画課　蕁388‐1113

「かさまる兄妹」のイラストを募集しています。
詳しくは町ホームページをご覧ください。 

YoUさんの作品 

　8月25日（日）に岐阜メモリアルセンター長良川競技場
で開催されるFC岐阜対柏レイソル戦は、笠松町ホーム
タウンデーです。 
　笠松町民先着500名限定で試合を無料観戦できる「感
動を共に!!チケット」は下記のQRコードからお申込みい
ただけます。 
　当日は、元イタリア代表のアレッサンドロ・デル・ピエロ
氏が来場し、トークショーなどのイベント
が開催されるほか、町内のグルメや笠
松競馬場のミニチュアホースとのふれ
あい体験などもお楽しみいただけます。
ぜひ現地でFC岐阜を応援しましょう!

～笠松町ホームタウンデーでFC岐阜を応援しよう～ 1枚 1枚 

町内のスポーツ少年団の活躍も必見です 
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Hello!Hello!おなまえ 正木 志季 （円城寺） くん 

ま さ  き  し  き  

平成30年8月2日生 
正木康雄・咲希さんの子 

元気な笑顔が可愛い志季くん。 
毎日成長する姿を見るのがパパママの幸せです螢� 
まごころいっぱいの子になってね。 

応募対象 
応募期限 
応募方法 

平成30年10月生まれの赤ちゃん 
8月30日（金） 
企画課まで写真とコメントをご持参、 
もしくはメールでご応募ください。Eメール　kikaku@town.kasamatsu.lg.jp 
なお、応募者が多い場合は一人あたりの掲載枠が小さくなる可能性があります。 

詳しくは企画課広報担当まで 
お問合せください。 

おなまえ 山内 愛菜 （長池） ちゃん 

や ま  う ち  あ い  な  

平成30年8月19日生 
山内清肇・千鶴さんの子 

可愛い笑顔にいつも癒されてます。 
優しい子になってね。 
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古田町長就任あいさつ 

笠松川まつり 

下水道使用料が変わります 
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まちの人口　令和元年7月1日現在（前月比） 
人口 22,282人（増2）／男 10,732人（減7）／女 11,550人（増9）／世帯数 9,032世帯（増12） 令和元年8月1日　第1107号 
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就任のごあいさつ 

笠松町長　古田 聖人 

　私は、このほど第21代笠松町長に就任いたしました古田聖人です。町議会議員として3期11年に

わたり町政に携わってきましたが、同じ風景でも外側と内側からでは、見え方が大きく違っています。あ

らためて町のリーダーという重責に身が引き締まる思いです。 

　さて時代は平成から令和へと移りましたが、地方行政を取り巻く環境は厳しいままです。少子高齢

化に伴う人口減少、歳入が伸び悩む一方で歳出は増え続け財政難は慢性化しつつあります。巨大

地震やゲリラ豪雨などに備えた防災力の強化も急務です。このほかにも老朽化した公共施設の建て

替えや改修も避けては通れません。AI時代に対応した学校教育の環境整備など、未来への投資も

重要です。 

　しかし、課題は山積みなのに有効な解決策が見つからないのが現状です。背景には、従来の行政

の仕組みや手法が時代の変化に適応できていないことが考えられます。では、どうしたらいいのか。こ

れからのまちづくりは、前例を踏襲したり、どこかの成功事例をまねるだけでは成功しません。まずは、

自分たちの町の資産や強みを見つめ直し、それらを生かしたまちづくりを進めるべきだと考えます。 

　幸いにも笠松町には、歴史や文化があります。豊かな木曽川の恵みがあります。笠松競馬など全

国に名の知れた施設もあります。広江前町長や議会のみなさんが築かれた安定した行政の土台が

あります。なによりも郷土を愛するたくさんの人たちがいます。 

　私はそれらの資産と土台の上に民間の発想力とスピードを加える、また、周辺の市や町との連携を

強化することで、笠松町を「豊かさと安らぎが感じられる地域」へと変えていきたいと思っています。そ

れには、町民の皆さんにも観客ではなくプレイヤーとして、まちづくりに参加していただく必要があります。 

　笠松町が進む道は決して平たんではないでしょう。町民の皆さんにもご負担をお願いすることもある

かもしれません。でも私は、「笠松の底力」を信じています。みなさんと力と心を合わせて、令和に光り

輝く笠松町をめざしたいと思います。いっそうのご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。 

　笠松川まつり開催有無の問合せで、町ホームペー
ジが大変込み合うことが予想されます。 
　町公式「笠松まちめぐりアプリ」登録の方には、ア
プリのプッシュ機能により、笠松川まつり開
催有無のお知らせが届きますので、ぜひ、
アプリをダウンロードしてみてください。 

笠松川まつり開催  笠松川まつり開催  笠松川まつり開催  

花火写真コンテスト作品募集 
　花火写真コンテストを実施しますので、奮って
ご応募ください。優秀作品は、来年度の笠松川
まつりのポスターなどに使用します。 
　詳しくは、広報かさまつ7月号、または町ホーム
ページをご覧ください。 

【自動車通行規制区域】午後６時～１０時 

8月15日（木） 月日 

笠松みなと公園一帯 場所 

※小雨決行、強風・川の増水時中止、順延なし 

　明治時代からお盆の風物詩として継承されてきた
川面に浮かぶ万灯流しの幻想的な風景と、夏の木
曽川を彩る色とりどりの打ち上げ花火やスターマイン
を間近でご覧いただけます。 
　ぜひ、ご来場ください。 

川まつり当日は、 
午後9時まで開館 

（企画展「笠松町の学校 
史をたどる」開催中） 

内　　容 時　　間 
笠松清流太鼓演奏 
花火打ち上げ 
万灯流し 

（3,000個） 

午後7時～7時30分 
午後7時30分～8時30分 

午後7時30分～ 
川の流れにより時間調整あり 

【問 合 先】 かさまつまちづくりイベント実行委員会事務局 
（環境経済課内）蕁388‐1114

《協賛イベント》 
リバーサイドバー  
午後6時～8時30分 
　ドリンクバー 
　フードバー 
　※売り切れ次第、販売終了 

【そ の 他】 
①駐車場はありませんので、徒歩・自転車・公共交通
機関をご利用ください。 
②8月15日は笠松川まつりのため、笠松みなと公園の
駐車場の利用や、笠松みなと公園トンボ広場（火
気使用可能区域）での火気の使用はできません
のでご了承ください。 
③川まつりの翌日の16日午前6時から、笠松みなと公
園一帯の会場清掃を行います。 
　皆さんのご協力をお願いします。 

令和元年8月1日　第1107号 令和元年8月1日　第1107号 
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下水道使用料が変わります 下水道使用料が変わります 下水道使用料が変わります 

消費税率改正に伴う水道料金・下水道使用料の消費税額について 消費税率改正に伴う水道料金・下水道使用料の消費税額について 消費税率改正に伴う水道料金・下水道使用料の消費税額について 

平成30年の笠松町犯罪発生状況 平成30年の笠松町犯罪発生状況 平成30年の笠松町犯罪発生状況 

　町内における平成30年中の犯罪発生件数は平成29年に比べ減少した一方で、粗暴犯罪（暴力
により損害を与える犯罪）は増加、自転車盗は横ばい傾向でした。 
　また、岐阜羽島警察署管内では、ニセ電話詐欺が6件発生しており、被害額は646万円にのぼって
います。 
　今一度、身の回りの防犯対策を見直してみましょう。 

【防犯対策】 【下水道使用料単価の改定（2か月あたり・消費税別）】 

【下水道使用料単価改定後の新料金の取扱い】 
　令和元年12月の検針から、下水道使用料は改定後単価での請求となります。ただし、令和元年
10月1日以降に新たに使用される方は、初回から改定後単価での請求となります。 

【問 合 先】水道課　蕁388‐1118

区　分 現行単価 

基本使用料 

超過使用料 

排除量 

20裙まで 

20裙を超え1,000裙まで 

1,000裙を超えるもの 

改定後単価 

2,574円 

1裙につき　143円 

1裙につき　166円 

1,980円 

1裙につき　110円 

1裙につき　128円 

【消費税率改正に伴う消費税相当額の取扱い】 
　令和元年12月の検針から、水道料金・下水道使用料は消費税相当額を10%で計算します。
ただし、令和元年10月1日以降に新たに使用される方は、初回から消費税相当額を10%で計算

します。 

　水道料金・下水道使用料は、隔月の定例日に水道メーターを検針し算定した金額（2か月分）

に消費税相当額が加算された金額をお支払いいただいています。 

　令和元年10月1日に消費税の税率が8%から10%に改正された場合、水道料金・下水道使

用料の消費税相当額は下記のとおりとなります。 

■空き巣・忍び込み 
少しの時間の外出でも、必ず玄関ドアや窓などの鍵をかけましょう。 

■自転車盗・自動車盗 
自宅駐車でも油断せず、必ず鍵をかけましょう。自転車駐輪場を利用する場合は二重ロックを 
行いましょう。 

■子どもに対する声かけ 
いざという時の対応を家庭でよく話し合って子どもの危機回避能力を高め、 
地域ぐるみで子どもの安全を守りましょう。 

■ニセ電話詐欺 
家族と頻繁に連絡を取り合い、相談できる環境を整えましょう。 

【問 合 先】総務課　蕁388‐1111

【問 合 先】岐阜県警察　生活安全総務課　蕁271‐2424

不審者情報などをお知らせ「岐阜県警察　安全・安心メール」 

　不審者・犯罪発生情報などを、あらかじめ登録した携帯電話やパソコンにメールで
お届けします。 
　右記のQRコードより登録サイトにアクセスし、画面の表示に沿ってアドレス登録を完
了させていただくことで、「岐阜県警察　安全・安心メール」が受信できるようになります。 
（QRコードが読み取れない場合は、gifupolice@sg-m.jpへ空メールを送信してください） 
　受信する情報や、警察署単位で配信希望地域が選択できますので、情報収集手段のひとつとして、
ぜひご登録ください。 

窃盗犯 
117粗暴犯 

13

知能犯 
8

風俗犯 
1

凶悪犯 
1 その他 

27

自転車盗 
26車上狙い 

4

部品狙い 
4

自販機狙い 
1

オートバイ盗 
1

自動車盗 
6

平成30年　笠松町刑法犯の発生状況（件） 

　計 
前年比 

　計 
前年比 

167件 
－40件 

42件 
－41件 

平成30年　笠松町街頭犯罪の発生状況（件） 

　町の下水道事業は、家庭や事業所から出る汚水をきれい

な水にして河川などへ放流する大切な事業です。下水道の

整備は、町民の皆さまからの要望も強く、町としても重点事業

として取り組んでおり、平成4年の供用開始以降の下水道区

域内普及率は、平成31年3月31日現在で約88%となりました。 

　地方公営企業である下水道事業経営に必要な経費は、町

民の皆さまからいただく下水道使用料でまかなうことが原則と

されていますが、国からの補助金、企業債などを充てても経費をまかないきれず、不足分を町一般会

計から国の基準に基づかない基準外繰入金（税金）を投入して経営しており、一般会計を圧迫して

いる状況です。 

　一方で、下水道未普及地区の解消や、施設の老朽化・耐震化対策、維持管理に要する経費が今

後増大することが見込まれます。そこで、将来にわたり下水道事業を健全に経営し、より良い生活環

境を継続的に提供していくためには、下水道使用料の見直しが必要であると考え、町上下水道事業

経営審議会へ諮問を行い、町議会の議決を得て、下水道使用料単価の改定を行うこととなりました。 

　なお、水道料金（上水道）単価は、当面の間、据え置きます。 

　皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

岐阜羽島警察署 
特殊詐欺啓発マスコット 

だまされんこん 

※街頭犯罪とは、刑法犯のうち、主に街頭で 
　発生する犯罪を指します。 

下水道の整備は快適な 
生活環境につながります 

令和元年8月1日　第1107号 令和元年8月1日　第1107号 



下水道使用料が変わります 下水道使用料が変わります 下水道使用料が変わります 

消費税率改正に伴う水道料金・下水道使用料の消費税額について 消費税率改正に伴う水道料金・下水道使用料の消費税額について 消費税率改正に伴う水道料金・下水道使用料の消費税額について 

平成30年の笠松町犯罪発生状況 平成30年の笠松町犯罪発生状況 平成30年の笠松町犯罪発生状況 

　町内における平成30年中の犯罪発生件数は平成29年に比べ減少した一方で、粗暴犯罪（暴力
により損害を与える犯罪）は増加、自転車盗は横ばい傾向でした。 
　また、岐阜羽島警察署管内では、ニセ電話詐欺が6件発生しており、被害額は646万円にのぼって
います。 
　今一度、身の回りの防犯対策を見直してみましょう。 

【防犯対策】 【下水道使用料単価の改定（2か月あたり・消費税別）】 

【下水道使用料単価改定後の新料金の取扱い】 
　令和元年12月の検針から、下水道使用料は改定後単価での請求となります。ただし、令和元年
10月1日以降に新たに使用される方は、初回から改定後単価での請求となります。 

【問 合 先】水道課　蕁388‐1118

区　分 現行単価 

基本使用料 

超過使用料 

排除量 

20裙まで 

20裙を超え1,000裙まで 

1,000裙を超えるもの 

改定後単価 

2,574円 

1裙につき　143円 

1裙につき　166円 

1,980円 

1裙につき　110円 

1裙につき　128円 

【消費税率改正に伴う消費税相当額の取扱い】 
　令和元年12月の検針から、水道料金・下水道使用料は消費税相当額を10%で計算します。
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【問 合 先】総務課　蕁388‐1111

【問 合 先】岐阜県警察　生活安全総務課　蕁271‐2424

不審者情報などをお知らせ「岐阜県警察　安全・安心メール」 

　不審者・犯罪発生情報などを、あらかじめ登録した携帯電話やパソコンにメールで
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　受信する情報や、警察署単位で配信希望地域が選択できますので、情報収集手段のひとつとして、
ぜひご登録ください。 

窃盗犯 
117粗暴犯 

13

知能犯 
8

風俗犯 
1

凶悪犯 
1 その他 

27

自転車盗 
26車上狙い 

4

部品狙い 
4

自販機狙い 
1

オートバイ盗 
1

自動車盗 
6

平成30年　笠松町刑法犯の発生状況（件） 

　計 
前年比 

　計 
前年比 

167件 
－40件 

42件 
－41件 

平成30年　笠松町街頭犯罪の発生状況（件） 
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岐阜羽島警察署 
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笠松町での交通事故が 
多発しています！ 

笠松町での交通事故が 
多発しています！ 

「目で見て確認！　目で見て安心！」 
～アイコンタクト・セーフティー～ 

道路を横断する前に、ドライバーと歩行者が目と目を合わせて、

お互いの安全を確認しましょう。 

70歳以上の高齢運転者は 
高齢運転者標識を必ずつけましょう 

●自宅近くの通り慣れた道路でも、気を抜かず
車の動きに注意しましょう。 

●交差点を通行するときは、左右の安全確認を確実に実施し、 
右折・左折車両にも注意を払いましょう。 

●道路の横断は、近くに横断歩道がある場合は、必ず横断歩道を渡りましょう。 

●不要な夜間の外出は避けましょう。 

●夜間の外出時は、反射材を身につけ、明るい色の服装で 
道路を通行しましょう。 

道路を横断するときは、 

「止まる」「見る」「待つ」「確かめる」 
を習慣づけましょう！ 

道路を横断するときは、 

「止まる」「見る」「待つ」「確かめる」 
を習慣づけましょう！ 

そのまま通行すると、 

『交通違反』になります。 
さらには、歩行者などと 

衝突し、『重大事故』 
に発展することがあります。 

◆横断歩道における歩行者の優先 
道路を横断している歩行者や、横断しようとしている歩行者がいるときは、 

必ず横断歩道の手前で一時停止して、歩行者を安全に渡らせましょう。 

◆横断歩道付近に歩行者がいるとき 
歩行者の急な横断開始に備え、横断歩道の手前で直ちに停止できる 

速度で進行しましょう。 

そのまま通行すると、 

『交通違反』になります。 
さらには、歩行者などと 

衝突し、『重大事故』 
に発展することがあります。 

横断歩道は 
歩行者優先！ 

人口あたりの交通事故による 
歩行者の死傷者割合 県内ワースト1位 
高齢者人口あたりの高齢者が 
関与する交通事故死傷者割合 県内ワースト1位 
人口あたりの 
交通事故死傷者割合 県内ワースト3位 

【問 合 先】建設課　蕁388‐1117
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右折・左折車両にも注意を払いましょう。 

●道路の横断は、近くに横断歩道がある場合は、必ず横断歩道を渡りましょう。 

●不要な夜間の外出は避けましょう。 

●夜間の外出時は、反射材を身につけ、明るい色の服装で 
道路を通行しましょう。 

道路を横断するときは、 

「止まる」「見る」「待つ」「確かめる」 
を習慣づけましょう！ 

道路を横断するときは、 

「止まる」「見る」「待つ」「確かめる」 
を習慣づけましょう！ 

そのまま通行すると、 

『交通違反』になります。 
さらには、歩行者などと 

衝突し、『重大事故』 
に発展することがあります。 

◆横断歩道における歩行者の優先 
道路を横断している歩行者や、横断しようとしている歩行者がいるときは、 

必ず横断歩道の手前で一時停止して、歩行者を安全に渡らせましょう。 

◆横断歩道付近に歩行者がいるとき 
歩行者の急な横断開始に備え、横断歩道の手前で直ちに停止できる 

速度で進行しましょう。 

そのまま通行すると、 

『交通違反』になります。 
さらには、歩行者などと 

衝突し、『重大事故』 
に発展することがあります。 

横断歩道は 
歩行者優先！ 

人口あたりの交通事故による 
歩行者の死傷者割合 県内ワースト1位 
高齢者人口あたりの高齢者が 
関与する交通事故死傷者割合 県内ワースト1位 
人口あたりの 
交通事故死傷者割合 県内ワースト3位 

【問 合 先】建設課　蕁388‐1117
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災害協定を締結しました 
　6月24日、大丸板紙加工株式会社と「災害時における段ボ

ール製簡易ベッド等の供給に関する協定」の締結式を開催し

ました。 

　この協定は、地震や豪雨災害時の避難所生活に必要とな

る簡易ベッドや簡易トイレなどの段ボール製品の優先的な調

達にご協力いただくものです。 

　今後も有事に備え、迅速に対応できるよう地域事業者との

協力体制を強化していきます。 

締結式の様子 

段ボールが 
ベッドやトイレに早変わり 

段ボールが 
ベッドやトイレに早変わり 

段ボールが 
ベッドやトイレに早変わり 

　町民の皆さんの自主的な健康づくりの取り組みを応援するため、岐阜県と協働で「清流の国ぎふ
健康ポイント事業」を実施しています。健（検）診を受診したり、健康づくりのための各種事業などに
参加すると、ポイントが付与され、ポイントが貯まるとさまざまなサービスや特典が受けられます。すでに
各種健（検）診などを受診された方にもポイントが付与されます。 

健康づくりでお得をゲット！ 

清流の国ぎふ健康ポイント事業 
健康づくりでお得をゲット！ 

清流の国ぎふ健康ポイント事業 
健康づくりでお得をゲット！ 

清流の国ぎふ健康ポイント事業 

【期　　間】 
 
【対 象 者】 
【参加方法】 

平成31年4月1日～令和2年3月31日 
※上記期間中に実施された健（検）診や事業がポイント付与の対象です。 
笠松町に住民登録のある19歳以上の方 

■配布場所：福祉健康センター、住民課 
①「健康チャレンジシート」「健康づくりチャレンジ月間記録シート」を受け取る 

「健康チャレンジシート」に取り組んだ健康づくりメニューと日にちを記載し、スタンプ（ポイント）を集め
てください。 
■健康づくりメニュー（ポイント付与対象となる健（検）診や事業） 

■スタンプ押印場所：福祉健康センター、住民課 
　※受診済みの健（検）診がある方は受診結果を持参してください。 

②健康づくりに取り組んで、ポイントを貯める 

6ポイント以上貯まった「健康チャレンジシート」をご提出ください。「ミナモ健康カード」と「抽選申込書」
をお渡しします。 
■提出期限：令和2年3月31日（ただし、「抽選申込書」のお渡しは令和2年2月28日まで） 
■提出先：福祉健康センター、住民課 
■特典内容 

③「健康チャレンジシート」を提出し、特典を受ける 

1ポイント 

4ポイント 

1～8 
ポイント 

○健診 
特定健診、ぎふ・すこやか健診、フレッシュ健診（19～39歳） 
○がん検診 
胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、乳がん検診、子宮頸がん検診 

○その他の健診・検査 
はしま・さわやか口腔健診、歯科健診、骨粗しょう症健診、肝炎ウイルス検査 
○健康づくり事業 
栄養教室、健幸づくり教室、からだスッキリ教室、にこにこおやつ教室、 
ヤングレディースクッキング、親子の料理教室 
〇総合健診 
はつらつ健診、人間ドック 
〇健康づくりチャレンジ月間 
「食生活改善」（8月）、「運動習慣定着」（9月）にチャレンジ 
（「健康づくりチャレンジ月間記録シート」に取組み状況を記入いただく必要があります） 

特典1 
ミナモ健康カード 

特典2 
抽選申込書 

県内の協力店で提示すると、さまざまな特典を受けることができます。 

「抽選申込書」にて応募された方の中から、抽選で300名様に健康グッズや県産品が 
当たります。 
■申込期限：令和2年2月28日（消印有効） 

※特典を受けるためには、1つ以上の健（検）診の受診が必要です。 

【問 合 先】健康介護課　蕁388‐7171

第41回少年の主張大会 
　6月16日、町青少年育成町民会議主催の「第41回少年の

主張大会」が笠松中央公民館で開催され、登壇した小・中学

生12人は心に感じたことや考えたことなどを力強く発表しました。 

　なお、最優秀賞に選ばれた2人は、町の代表として「少年の

主張岐阜県大会　岐阜圏域選考委員会」に推薦され、その

結果、闍木 真咲さんは8月2日羽島市で行われる「第41回少

年の主張岐阜県大会」に出場することになりました。 

　審査の結果は、次のとおりです。（敬称略） 

【最優秀賞】 
闍木 真咲（笠松中3年） 川畑 里梨（笠松中3年） 

【優秀賞】 
小川 遼也（笠松小6年） 齊藤 　心（笠松小6年） 

河合 将吾（松枝小6年） 永木 友理（松枝小6年） 

栗本 歩花（下羽栗小6年） 小林 愛菜（下羽栗小6年） 

柴田 大輔（笠松中3年） 小木曽 優菜（笠松中3年） 

丹下 歩美（笠松中3年） 大下 晴可（笠松中3年） 

▲最優秀賞に選ばれた 木さんのテーマは 
　「すべての人を大切にする」 

▲最優秀賞に選ばれた川畑さんのテーマは 
　「障がい者は特別なんかじゃない」 

自分の考えを言葉に 自分の考えを言葉に 自分の考えを言葉に 

100歳おめでとうございます 
　7月7日、満100歳を迎えられた橋本 なつ子さんに、長年にわ

たり地域の発展に寄与されてきたことを感謝し、長寿者褒賞

金を贈呈しました。町長から「おめでとうございます。いつまで

もお元気で」と祝賀状と花束を手渡されると、笑顔を見せられ

ました。 

橋本なつ子さんと古田町長 
これからもお元気で これからもお元気で これからもお元気で 
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ました。 

橋本なつ子さんと古田町長 
これからもお元気で これからもお元気で これからもお元気で 

令和元年8月1日　第1107号 令和元年8月1日　第1107号 



自治功労者表彰　 江 正明さん 
　7月8日、笠松町自治功労者表彰が行われ、町長として多年にわたり町政発展に尽力された 

闊江 正明さん（天王町）に、表彰状と記念品が贈られました。 

スポーツ ＆  レクリエーション 

6月16日（日）　町民体育館1階 剣道場・卓球場　参加人数　68人　（敬称略） 
小学4年生以下の部 優勝　遠藤 壮琉 準優勝　松原 向日子 
小学5・6年生の部 優勝　辻 旺楽 準優勝　林 亮佑  3位　信國 主弥・鈴木 徹成 
中学1・2年生男子の部 優勝　葛谷 隼都 準優勝　麻生 一三海  3位　久木 慎太朗・菅原 彪我 
中学1・2年生女子の部 優勝　小島 遥香 準優勝　鈴木 杏奈  3位　北嶋 乃々葉・辻 心暖 
中学3年生男子の部 優勝　土屋 公駿 準優勝　村瀬 飛翼  3位　山川 将弘 
中学3年生女子の部 優勝　岩田 歩海 準優勝　則竹 虹架 
高校・一般の部 優勝　太田 将貴 準優勝　下村 翔  3位　岩田 結以 

第44回町民剣道大会 

7月7日（日）　総合会館　参加人数　92人　（敬称略） 
中学生男子の部 優勝　岩田 歩也 準優勝　道家 洛春  3位　大谷 蓮・山田 和弥 
中学生女子の部 優勝　中川 瑠華 準優勝　井筒 琴子  3位　可兒 真由子・横山 優衣 
一般男子の部 優勝　鈴木 健斗 準優勝　篠田 雄介  3位　浅野 智哉・松闢 諭希彦 
ラージボールダブルスの部 
　優勝 桜谷 道夫・森 光子 準優勝　古代 高・森闢 亜矢 
　 3位 北口 隼人・高橋 かず枝、河田 泰知・森闢 那 
ラージボール混合団体戦の部 
　優勝 伏屋 健二・高橋 かず枝・堀 千枝子 
 棚橋 日出夫・後藤 勉・古代 高 
　準優勝 広瀬 喜義・森闢 亜矢・川本 章代 
 中村 妙子・青木 好一 
　 3位 青山 真治・棚橋 久美子・石田 紘子 
 板橋 正子・岡田 久子 

第68回町民卓球大会 

6月16日（日）　米野ゲートボール場 
参加チーム　4チーム 
　優勝 米野B 
　準優勝 米野A 
　 3位 円城寺B

第17回町民ゲートボール大会 

　6月9日、ぎふ清流郡市対抗駅伝に出場する
小学生代表選手の選考会を笠松みなと公園
で行いました。郡内6小学校の代表による選考
レースの結果、笠松町からは、次の方が代表選
手に選ばれました。（敬称略） 
　中川 りさ子（笠松小学校6年） 

ぎふ清流郡市対抗駅伝競争大会　羽島郡代表選抜　選考会 

6月16日（日）　緑地公園内テニスコート　参加人数　88人　（敬称略） 
小学生男子の部 優勝　西川 舜也・小林 右京 準優勝　足立 哲生・山田 健 
  3位　宇野 俊汰・杉山 大晃 
小学生女子の部 優勝　吉村 心結・近藤 小百合 準優勝　四宮 美優・中村 彩沙 
  3位　森 琴音・森 日鞠 
中学生男子の部 優勝　山田 優・塩谷 怜太 準優勝　安藤 啓太・中村 望空 
一般男子の部 優勝　福田 譲・田村 浩太 準優勝　吉村 昌敏・小野木 翔悟 
  3位　江端 邦明・早川 智成 
 コンソレーション優勝　水谷 清孝・水野 寛之 
一般女子の部 優勝　稗田 智晶・稗田 優菜 準優勝　間宮 啓子・大野 由香里 
  3位　田原 恵美・宇野 美佐 
45歳以上壮年男子の部 優勝　松田 哲也・五十川 英紀 準優勝　奥村 明史・佐原 教仁 
  3位　樋口 諭実彦・松尾 洋一 
 コンソレーション優勝　今枝 幹博・尾関 俊治 
40歳以上壮年女子の部 優勝　奥村 由紀・中村 仁美 準優勝　宮部 朱美・坂本 由香 
  3位　山木田 美枝・市古 裕子 
60歳以上壮年男子の部 優勝　岩越 誠・後藤 正勝 準優勝　後藤 英健・近藤 正典 
  3位　増田 隆司・伊藤 晴夫 
 コンソレーション優勝　森 光正・宇野 勝博 
55歳以上壮年女子の部 優勝　池場 久佐子・村木 由美 

第33回町民テニス大会 
6月30日（日）　町民体育館2階 競技場　参加チーム　10チーム 
混成の部 優勝　北門間 準優勝　長池  3位　北及 
女子の部 優勝　北門間 準優勝　田代A  3位　北及・南栄 

第23回町民ソフトバレーボール大会 
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ごみを減らしましょう　～ぎふ食べきり運動～ 
　食べられるにも関わらず捨てられている食品（食品廃棄物）は、全国で年間約643万トンに上り、特
に宴会では多くの食べ残しが発生しています。 
　食品廃棄物を減らすため、身近にできることから取り組んでみましょう。 

　県では、食品ロス対策の一環として、食品廃棄物を削減するための「ぎふ食べきり運動」に協力い
ただく飲食店・企業を募集しています。 

・乾杯後30分間は席を立たず料理を楽しみましょう。 
・終了10分前には、自分の席に戻って、再度料理を
楽しみましょう。 

宴会での取り組み 
～3010（さんまる・いちまる）運動の実践～ 

【問 合 先】 県廃棄物対策課　総合対策係　蕁272‐8214

　6月19日と21日に、令和初の「笠松町あいさつ運動」が実施されました。 
　この活動は、笠松中学校生徒会が、校内で行っていた活動を町内に広げ、明るく温かいまちづくり
に協力したいという願いをもとに計画し、これに笠松町をはじめ多くの団体や有志が協力する形で始
まったものです。 
　今年度で10年目を迎えた「笠松町あいさつ運動」ですが、
活動も年々工夫され、町内の小学校の校門では、ハイタッチを
しての挨拶が自然な姿になってきました。 
　笠松駅や西笠松駅の前では、鉄道を利用する人たちと挨拶
を交わすことができました。運動に参加した児童生徒らの挨拶
に対して、しっかりと挨拶を返してくれる方も増え、ここにも運動
の成果を感じました。 
　その他の挨拶ポイントでも、多くの中学生が参加するとともに、
そこに小学生や大人も加わり、元気に明るく大きな声で挨拶が
行われているのがとても印象的でした。 
　元号が令和に変わり、地域住民の連携がますます重要視さ
れる今日、挨拶は繋がりを作り、深めるための一つのツールです。 
　第2回笠松町あいさつ運動は12月17日・18日の2日間を予定
しています。この機会に、さらにあいさつの輪を広げましょう。 

No.46
令和初の「笠松町あいさつ運動」 

～「警戒レベル」で 
　避難のタイミングをお伝えします～ 

【問 合 先】 総務課　蕁388‐1111

元気な挨拶が響く校庭 

知ろう 

備えよう
 

　平成30年7月豪雨をきっかけに、災害発生時にすみやかに避難行動に移ることができるよう「分
かりやすい防災情報の提供」を目的として、「警戒レベル」を用いた防災情報の提供が始まりました。 
　町が発令する避難情報は、あんしんかさまつメール、各携帯会社の緊急速報メール、防災行
政無線放送を通じて町民の皆さんにお知らせします。 
　防災情報の種類や意味をよく理解いただき、有事の際にすぐ避難の判断ができるよう備えて
ください。 

※高齢者等とは、高齢者世帯や独居高齢者、身体障がい者など、避難に時間を要する方です。 

3010運動とは、宴会時の食べ残し
を減らすためのキャンペーンです。 
これからの宴会シーズンにぜひ実践
してみよう！ 

事業系一般廃棄物 

自己搬入 許可業者が収集・運搬 

事業系一般廃棄物の運搬は、自ら行うか、許可業者に依頼します。 

町ごみ処理施設 民間許可業者 古紙問屋（紙のみ） 
事業系一般廃棄物の処分は、町が定める搬入先などで行います。 

・買い物に行く前に冷蔵庫の中を確認し、必要な分
だけを購入しましょう。 
・食材はできるだけ無駄なく使いきるようにしましょう。 
・調理は食べきれる量だけを作りましょう。 

家庭での取り組み 

　事業系ごみは法律で、事業者自らの責任により処
理しなければならないものと定められています。事業
系ごみを町内のごみ集積所に出すことは、自らの責
任で処理していることにあたりませんので、一般廃棄
物収集運搬業許可業者と契約するか、事前に役場
環境経済課で手続きの上、㈱高島衛生ごみ積替施
設への直接搬入をご利用ください。 
◎事業系ごみとは 
　店舗や工場、事務所から出るごみをはじめ、営利・
非営利、民間・公共を問わず、日々の生活から出るご
み（家庭系ごみ）以外の、一定の目的をもって行う事
業により出るごみのことです。 
◎ご注意ください！！ 
・事業系ごみは質や量に関わらず事業活動に伴っ
て発生したごみのことを言います。少量であったり
家庭系ごみと変わらないごみであっても町内会の
ごみ集積所に出すことはできません。 
・事業所と住宅が併用の場合でも、必ず家庭のご
みと事業に伴って出るごみを分けてください。 

【問 合 先】 環境経済課　蕁388‐1114

事業系ごみは町内のごみ集積所に出せません 

寄　附 【レジ袋有料化還元基金寄附金】ピアゴ笠松店 現金 76,025円 
町では、環境保全活動に活用させていただきます。 

・警報級の可能性【気象庁】⇒ 心構えを高める 

・注意報【気象庁】⇒ 避難行動の確認 

・避難準備・高齢者等避難開始【笠松町】⇒ ※高齢者等は避難 

・避難勧告・避難指示（緊急）【笠松町】⇒ 避難 

・災害の発生情報【笠松町】⇒ 命を守る最善の行動 

警戒 
レベル1

警戒 
レベル2

警戒 
レベル3

警戒 
レベル4

警戒 
レベル5
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役 場  
 
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
こ ど も 館  
学校給食センター 

388‐1111 
387‐5816 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐5321

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

笠松中央公民館 
（町体育協会事務局） 

教育文化課 学校教育担当 
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 未 来 館  
ふらっと笠 松  

388-3231 
 
388-3926 
387-0156 
387-8432 
388-0161 
388-2355

蕁 
 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

総 務 課  
税 務 課  
企 画 課  
環 境 経 済 課  
住 民 課  
健 康 介 護 課  

388-1111 
388-1112 
388-1113 
388-1114 
388-1115 
388-7171

蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

福 祉 子ども課  
建 設 課  
水 道 課  
教 育 文 化 課  
会 計 課  
議 会 事 務 局  

388-1116 
388-1117 
388-1118 
388-3231 
388-1119 
388-1110

蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

健康ポイント 
対象事業 

→詳細は8ページ 

羽島郡笠松町中野 
387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

羽島梱包株式会社 
岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

幼児教育・保育の無償化 

 
 
 
【対 象 者】 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　幼稚園、保育所（園）、認定こども園などの利
用料が10月から無償化されます。詳しくは、広
報かさまつ9月号でお知らせします。 

①3～5歳児クラスの園児 
②0～2歳児クラスの園児 
（②は住民税非課税世帯の子に限る） 

※給食費、保育用品代などは自己負担となります。 
※認可外保育施設も一部対象になります。 

福祉子ども課　蕁388‐1116

中学生以下のお子さんの 
福祉医療費受給者証 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　福祉医療費受給者証（乳幼児・児童・生徒）
の有効期限を令和表記へ変更し、8月上旬に
郵送します。新しい受給者証が届きましたら、現
在お持ちの受給者証はハサミなどで裁断し、ご
自身で処分してください。 
　なお、改元後に出生や転入の届出をした方や、
転居などの理由によりすでに令和表記の受給
者証をお持ちの方への郵送は行いませんので、
そのままご使用ください。 
　また、他の制度の福祉医療費受給者証（重度・
母子家庭等・父子家庭）をお持ちの方は、次回
交付する際に変更しますので、そのままご使用
ください。 

住民課　蕁388‐1115

英語検定料助成金 

 
 
 
【助成対象】 
【対象となる検定】 
 
 
 
【助 成 額】 
【申請方法】 
 
 
 
 
【申請期限】 
【申請・問合先】 

　町内に在住する小・中学生の英語能力向上
を図るため、実用英語技能検定試験（1級から
4級まで）の検定料を助成しています。 

町内在住の小・中学生の保護者 
 
令和元年度に実施された実用英語技能検定
1級から4級。 
なお、申請に合格、不合格は問いません。 

検定料の半額（100円未満切捨て） 
 

交付申請書（役場企画課で配布、または町ホー
ムページからダウンロードできます）に受験票と
検定結果通知書の写しを添えて企画課に提出
してください。 

令和2年3月31日（火）必着 
企画課　蕁388‐1113

児童扶養手当の現況届 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【提出期限】 
【提出・問合先】 

　児童扶養手当を引き続き受給できるかを確
認するため、受給者の方には、毎年8月に「現況
届」を提出していただきます。 
　この「現況届」の提出がない場合、8月以降
の手当の支給が停止しますのでご注意ください。 
○児童扶養手当とは 
　父母の離婚、父（母）の死亡、未婚などにより
父（母）と生計を共にしていない母子（父子）家
庭などで18歳以下（誕生日以降の最初の3月31
日まで）の児童を養育している方に支給される
手当です。 
　なお、11月以降は支給回数が年6回（奇数月
に2ヶ月分ずつ）に変わります。 

8月30日（金） 
福祉子ども課　蕁388‐1116

　18日（日）は、家庭の日です。 
心豊かな明るい家庭づくりをしましょう。 

第3日曜日は家庭の日 

今月のテーマ 

家族みんなが、地域の行事などに参加し、 
ふれあいの輪を広げましょう。 

乳がん・子宮頸がん検診　～2年に1回は受診しましょう！～ 

　がんの早期発見のために、乳がん・子宮頸がん検診（病院検診）を実施します。
申込みをされている方には検診の案内を郵送しましたので、早めに受診してください。 
　申込みをされていない方で検診を希望される方には案内を送付しますので、健康
介護課へご連絡ください。 
　詳しくは案内をご覧ください。 

【問 合 先】 

【実施概要】 

○無料クーポン券（がん検診推進事業）のご案内 
　対象者に「乳がん・子宮頸がん検診無料クーポン券」を郵送しましたので、この機会にぜひ受診し
てください。無料クーポン券は、検診時に医療機関窓口に提出してください。 

【実施医療機関】 

健康介護課　蕁388‐7171

検診名 

乳がん検診 

子宮頸がん検診 

対象者 

40歳以上 
（2年毎） 

20歳以上 
（2年毎） 

自己負担金 

1,000円 

検診期間（ただし診療時間内） 

8月1日（木）～令和2年1月31日（金） 

松枝地域の方　　 8月1日（木）～9月30日（月） 
下羽栗地域の方　10月1日（火）～11月30日（土） 
笠松地域の方　　12月2日（月）～令和2年1月31日（金） 

検診名 無料クーポン対象者 自己負担金 

無料 

乳がん検診 

子宮頸がん検診 

今年度 
41歳になる方 

今年度 
21歳になる方 

8月1日（木）～令和2年1月31日（金） 

松枝地域の方　　 8月1日（木）～9月30日（月） 
下羽栗地域の方　10月1日（火）～11月30日（土） 
笠松地域の方　　12月2日（月）～令和2年1月31日（金） 

検診期間（ただし診療時間内） 

医療機関名 所在 

こ め の 医 院  

松 波 総 合 病 院  

サンライズクリニック 

笠松町米野 

笠松町田代 

岐南町野中 

電話 

387‐6010 

388‐0111 

247‐3307

乳がん検診 
曜日 

子宮頸がん検診 
曜日 

月・水・金 

火・金 

月～土 

月・火・水（クーポン対象者は木） 

火・金 

※予約が必要な場合がありますので、詳しくは案内をご覧ください。 

8月はふるさと納税普及啓発月間 
　お盆などで帰省される方が多い8月を「ふるさと納
税普及啓発月間」としています。この機会にふるさと
納税を通して笠松町を応援いただけると幸いです。 
　詳しくは町ホームページをご覧ください。 
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388‐0811 
387‐5321

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

笠松中央公民館 
（町体育協会事務局） 

教育文化課 学校教育担当 
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 未 来 館  
ふらっと笠 松  

388-3231 
 
388-3926 
387-0156 
387-8432 
388-0161 
388-2355

蕁 
 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

総 務 課  
税 務 課  
企 画 課  
環 境 経 済 課  
住 民 課  
健 康 介 護 課  

388-1111 
388-1112 
388-1113 
388-1114 
388-1115 
388-7171

蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

福 祉 子ども課  
建 設 課  
水 道 課  
教 育 文 化 課  
会 計 課  
議 会 事 務 局  

388-1116 
388-1117 
388-1118 
388-3231 
388-1119 
388-1110

蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

健康ポイント 
対象事業 

→詳細は8ページ 

羽島郡笠松町中野 
387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

羽島梱包株式会社 
岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

幼児教育・保育の無償化 

 
 
 
【対 象 者】 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　幼稚園、保育所（園）、認定こども園などの利
用料が10月から無償化されます。詳しくは、広
報かさまつ9月号でお知らせします。 

①3～5歳児クラスの園児 
②0～2歳児クラスの園児 
（②は住民税非課税世帯の子に限る） 

※給食費、保育用品代などは自己負担となります。 
※認可外保育施設も一部対象になります。 

福祉子ども課　蕁388‐1116

中学生以下のお子さんの 
福祉医療費受給者証 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　福祉医療費受給者証（乳幼児・児童・生徒）
の有効期限を令和表記へ変更し、8月上旬に
郵送します。新しい受給者証が届きましたら、現
在お持ちの受給者証はハサミなどで裁断し、ご
自身で処分してください。 
　なお、改元後に出生や転入の届出をした方や、
転居などの理由によりすでに令和表記の受給
者証をお持ちの方への郵送は行いませんので、
そのままご使用ください。 
　また、他の制度の福祉医療費受給者証（重度・
母子家庭等・父子家庭）をお持ちの方は、次回
交付する際に変更しますので、そのままご使用
ください。 

住民課　蕁388‐1115

英語検定料助成金 

 
 
 
【助成対象】 
【対象となる検定】 
 
 
 
【助 成 額】 
【申請方法】 
 
 
 
 
【申請期限】 
【申請・問合先】 

　町内に在住する小・中学生の英語能力向上
を図るため、実用英語技能検定試験（1級から
4級まで）の検定料を助成しています。 

町内在住の小・中学生の保護者 
 
令和元年度に実施された実用英語技能検定
1級から4級。 
なお、申請に合格、不合格は問いません。 

検定料の半額（100円未満切捨て） 
 

交付申請書（役場企画課で配布、または町ホー
ムページからダウンロードできます）に受験票と
検定結果通知書の写しを添えて企画課に提出
してください。 

令和2年3月31日（火）必着 
企画課　蕁388‐1113

児童扶養手当の現況届 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【提出期限】 
【提出・問合先】 

　児童扶養手当を引き続き受給できるかを確
認するため、受給者の方には、毎年8月に「現況
届」を提出していただきます。 
　この「現況届」の提出がない場合、8月以降
の手当の支給が停止しますのでご注意ください。 
○児童扶養手当とは 
　父母の離婚、父（母）の死亡、未婚などにより
父（母）と生計を共にしていない母子（父子）家
庭などで18歳以下（誕生日以降の最初の3月31
日まで）の児童を養育している方に支給される
手当です。 
　なお、11月以降は支給回数が年6回（奇数月
に2ヶ月分ずつ）に変わります。 

8月30日（金） 
福祉子ども課　蕁388‐1116

　18日（日）は、家庭の日です。 
心豊かな明るい家庭づくりをしましょう。 

第3日曜日は家庭の日 

今月のテーマ 

家族みんなが、地域の行事などに参加し、 
ふれあいの輪を広げましょう。 

乳がん・子宮頸がん検診　～2年に1回は受診しましょう！～ 

　がんの早期発見のために、乳がん・子宮頸がん検診（病院検診）を実施します。
申込みをされている方には検診の案内を郵送しましたので、早めに受診してください。 
　申込みをされていない方で検診を希望される方には案内を送付しますので、健康
介護課へご連絡ください。 
　詳しくは案内をご覧ください。 

【問 合 先】 

【実施概要】 

○無料クーポン券（がん検診推進事業）のご案内 
　対象者に「乳がん・子宮頸がん検診無料クーポン券」を郵送しましたので、この機会にぜひ受診し
てください。無料クーポン券は、検診時に医療機関窓口に提出してください。 

【実施医療機関】 

健康介護課　蕁388‐7171

検診名 

乳がん検診 

子宮頸がん検診 

対象者 

40歳以上 
（2年毎） 

20歳以上 
（2年毎） 

自己負担金 

1,000円 

検診期間（ただし診療時間内） 

8月1日（木）～令和2年1月31日（金） 

松枝地域の方　　 8月1日（木）～9月30日（月） 
下羽栗地域の方　10月1日（火）～11月30日（土） 
笠松地域の方　　12月2日（月）～令和2年1月31日（金） 

検診名 無料クーポン対象者 自己負担金 

無料 

乳がん検診 

子宮頸がん検診 

今年度 
41歳になる方 

今年度 
21歳になる方 

8月1日（木）～令和2年1月31日（金） 

松枝地域の方　　 8月1日（木）～9月30日（月） 
下羽栗地域の方　10月1日（火）～11月30日（土） 
笠松地域の方　　12月2日（月）～令和2年1月31日（金） 

検診期間（ただし診療時間内） 

医療機関名 所在 

こ め の 医 院  

松 波 総 合 病 院  

サンライズクリニック 

笠松町米野 

笠松町田代 

岐南町野中 

電話 

387‐6010 

388‐0111 

247‐3307

乳がん検診 
曜日 

子宮頸がん検診 
曜日 

月・水・金 

火・金 

月～土 

月・火・水（クーポン対象者は木） 

火・金 

※予約が必要な場合がありますので、詳しくは案内をご覧ください。 

8月はふるさと納税普及啓発月間 
　お盆などで帰省される方が多い8月を「ふるさと納
税普及啓発月間」としています。この機会にふるさと
納税を通して笠松町を応援いただけると幸いです。 
　詳しくは町ホームページをご覧ください。 
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＜営業所＞ 岐阜・羽島・名古屋・四日市 

消火器･防災用品･消防設備点検･施工 

〒501－6065 岐阜県羽島郡笠松町門間928－2
TEL：058－388－0607(代)　 0120－119－073

住 ま
 い の パ イ オ ニ ア 住 ま
 い の パ イ オ ニ ア 

10年保証 

安藤建設株式会社 
蕁 
FAX  058-387-1515 
058-388-0077 

つみきとえいご  

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp

はぴねすワーク・サポート事業 

　ハローワーク岐阜では、児童扶養手当受給者を対象とした「はぴねすワーク・サポート事業」を行っ
ています。 
　就労支援員が担当制・予約制で仕事探しのお手伝いをします。また、各市町の担当課と連携し、
一日も早く就職ができるようサポートします。 

【問 合 先】 ハローワーク岐阜　住居・生活支援窓口「はぴねすワーク・サポート事業」係 
（岐阜市五坪1‐9‐1）　蕁206‐5065

笠松トンボ天国親子探検隊 

 
 
 
 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
 
【集合場所】 
【講　　師】 
【定　　員】 
【参 加 料】 
【申込方法】 
 
【そ の 他】 
 
 
 
【申込・問合先】 

防災講演会 

 
 
 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【内　　容】 
 
 
【講　　師】 
【参 加 料】 
【問 合 先】 

　いつ発生してもおかしくない大規模災害への
備えの重要性や自主防災の原点である自助・
共助の精神を再確認し、自分の命を守る行動を
身につけるため、防災講演会を開催します。ぜ
ひお出かけください。 

8月24日（土）午前10時～ 
笠松中央公民館3階　大ホール 
講演 
「事前の備えと事前の共助 

～地震編・水害編～」 
村岡 治道氏（岐阜大学特任准教授） 
無料 
総務課　蕁388‐1111

対　象　者 
パートから正社員に働き方を変えたい方／子育てがひと
段落したので、働きたいけど、どのように就職活動をした
らよいかわからない方／児童扶養手当受給の相談中で、
就職や転職を考えている方／離婚調停中の方　など 

支　援　内　容 
相談者の経歴・経験を考慮した就職支援／履歴書・
職務経歴書の作成支援／求人情報の提供／各種就
職支援セミナーや職業訓練などの情報提供／採用後
の相談　など 

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間 

 
 
 
 
 
【日　　時】 
 
 
【相 談 員】 
 
 
【相 談 先】 

　いじめ・体罰・虐待など、誰にも打ち明けること
ができない悩みを抱えている方の相談に電話で
応じます。 
　相談は無料で、秘密は固く守られます。お気
軽にご相談ください。 

8月29日（木）～9月4日（水） 
平　日：午前8時30分～午後7時 
土・日：午前10時～午後5時 
・岐阜県人権擁護委員連合会 
人権擁護委員 
・岐阜地方法務局人権擁護課職員 
子ども人権110番 
蕁0120‐007‐110 

※強化週間以外の日は、平日の午前8時30分
から午後5時15分まで相談に応じています。 

中学校卒業程度認定試験 

 
 
 
 
 
 
【試験日時】 
 
【場　　所】 
 
【出願方法】 
 
 
 
【受付期間】 
 
【問 合 先】 

　この認定試験は、病気などやむを得ない理由
により保護者が義務教育諸学校に就学させる
義務を猶予または免除された方に対し、中学校
卒業程度の学力があるかどうかを認定するた
めに国が行うものです。今年度は下記のとおり
実施されます。 

10月24日（木） 
午前10時～午後3時40分 
岐阜県総合教育センター 
（岐阜市薮田南5丁目9番1号） 
受験希望者は、文部科学省に出願
書類を提出してください。受験案内
は岐阜県教育委員会と文部科学
省で配布します。 
8月19日（月）～9月6日（金） 
※9月6日の消印分まで有効 
郡二町教育委員会 学校教育課 
蕁245‐1133

電気のご相談は 
（一財）中部電気保安協会まで。 
岐阜南営業所　蕁388‐1372

8月は電気使用安全月間 こんなこと 
していませんか？ 

野菜の日 

毎月19日は食育の日 毎月19日は食育の日 

今月のテーマ 

　8月31日は野菜の日です。野菜の目標摂取量
は1日350gですが、岐阜県の野菜摂取量は約
270gで県民の7割が野菜不足
の状態です。野菜は食物繊維と
ビタミンが豊富で生活習慣病予
防にも効果があります。積極的な
野菜摂取を心がけましょう。 

電気設備の安全点検をし
て正しく安全に使いましょう。 

古文書読解講習会 

◆西濃会場◆ 

　岐阜県古文書読解講習会（全12日）が開催
されます。西濃会場では、笠松町歴史未来館
学芸員の闍木 敏彦氏による闍嶋久衛門家文
書の読解講座も開講されます。 
　皆さんの参加をお待ちしています。 

※西濃会場以外の講座の詳細は岐阜県歴史
資料保存協会ホームページをご覧ください。 

【申込方法】 
 
 
 
 
【問 合 先】 

郵送またはFAXで①会場名、②郵
便番号・住所、③氏名、④電話番号
をお送りいただくか、岐阜県歴史資
料保存協会ホームページの専用申
込みフォームからお申込みください。 
岐阜県歴史資料保存協会 
（岐阜県歴史資料館内） 
〒500‐8041　岐阜市夕陽ヶ丘4番地 
蕁214‐8561　FAX：263‐6678

日 に ち  

受講時間 

場 所  
定 員  

参 加 料  

持 ち 物  

8月20日（火）・21日（水） 
午前9時30分～午後3時30分 
※正午～午後1時は昼休憩 
※各日とも受付は午前9時～ 
西濃総合庁舎 
100人 
テキスト代　3,000円（一般） 
※岐阜県歴史資料保存協会会員の場合は
2,000円で購入できます 
筆記用具、昼食 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問合先】 

　夏の暑い日、家庭での電気使用量の半分以上
はエアコンに使われています。 
　そこで、1人1台のエアコンの使用をやめ、地域
の涼しい場所をみんなでシェア（共有）する取組み
をクールシェアと言います。 
　環境にもお財布にもやさしいクールシェアをご家
族、近所、お友達と声を掛け合ってやってみましょう！ 
　クールシェアスポットは岐阜県のWEBサイト（「岐
阜県クールシェア」で検索）で確認できます。 

県環境管理課　温暖化対策係　 
蕁272‐1111（内線2694） 

ぎふ清流クールシェアキャンペーン ぎふ清流クールシェアキャンペーン ぎふ清流クールシェアキャンペーン ぎふ清流クールシェアキャンペーン 

　笠松トンボ天国には
たくさんの生き物がいます。
親子で昆虫採集をしな
がら、身近な自然を楽し
みませんか。 

8月17日（土） 
午前9時30分～11時30分（雨天中止） 
笠松トンボ天国木曽川河川敷 
（河川環境楽園西入口手前） 
笠松トンボ天国入口看板前 
箕浦 秀樹氏（岐阜大学名誉教授） 
親子25組（定員になり次第締切） 
無料 
住所・氏名・電話番号を記入して、
FAXでお申込みください。 
 

・虫取り網、虫かごをお持ちの方はご持参ください。 
・熱中症や虫刺されなどへの備えをお願いします。 
（帽子・長袖・長ズボンの着用をおすすめします） 

トンボ池を守る会事務局（可児） 
蕁090‐8556‐3478 
FAX387‐7161
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【日　　時】 
【場　　所】 
【内　　容】 
 
 
【講　　師】 
【参 加 料】 
【問 合 先】 

　いつ発生してもおかしくない大規模災害への
備えの重要性や自主防災の原点である自助・
共助の精神を再確認し、自分の命を守る行動を
身につけるため、防災講演会を開催します。ぜ
ひお出かけください。 

8月24日（土）午前10時～ 
笠松中央公民館3階　大ホール 
講演 
「事前の備えと事前の共助 

～地震編・水害編～」 
村岡 治道氏（岐阜大学特任准教授） 
無料 
総務課　蕁388‐1111

対　象　者 
パートから正社員に働き方を変えたい方／子育てがひと
段落したので、働きたいけど、どのように就職活動をした
らよいかわからない方／児童扶養手当受給の相談中で、
就職や転職を考えている方／離婚調停中の方　など 

支　援　内　容 
相談者の経歴・経験を考慮した就職支援／履歴書・
職務経歴書の作成支援／求人情報の提供／各種就
職支援セミナーや職業訓練などの情報提供／採用後
の相談　など 

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間 

 
 
 
 
 
【日　　時】 
 
 
【相 談 員】 
 
 
【相 談 先】 

　いじめ・体罰・虐待など、誰にも打ち明けること
ができない悩みを抱えている方の相談に電話で
応じます。 
　相談は無料で、秘密は固く守られます。お気
軽にご相談ください。 

8月29日（木）～9月4日（水） 
平　日：午前8時30分～午後7時 
土・日：午前10時～午後5時 
・岐阜県人権擁護委員連合会 
人権擁護委員 
・岐阜地方法務局人権擁護課職員 
子ども人権110番 
蕁0120‐007‐110 

※強化週間以外の日は、平日の午前8時30分
から午後5時15分まで相談に応じています。 

中学校卒業程度認定試験 

 
 
 
 
 
 
【試験日時】 
 
【場　　所】 
 
【出願方法】 
 
 
 
【受付期間】 
 
【問 合 先】 

　この認定試験は、病気などやむを得ない理由
により保護者が義務教育諸学校に就学させる
義務を猶予または免除された方に対し、中学校
卒業程度の学力があるかどうかを認定するた
めに国が行うものです。今年度は下記のとおり
実施されます。 

10月24日（木） 
午前10時～午後3時40分 
岐阜県総合教育センター 
（岐阜市薮田南5丁目9番1号） 
受験希望者は、文部科学省に出願
書類を提出してください。受験案内
は岐阜県教育委員会と文部科学
省で配布します。 
8月19日（月）～9月6日（金） 
※9月6日の消印分まで有効 
郡二町教育委員会 学校教育課 
蕁245‐1133

電気のご相談は 
（一財）中部電気保安協会まで。 
岐阜南営業所　蕁388‐1372

8月は電気使用安全月間 こんなこと 
していませんか？ 

野菜の日 

毎月19日は食育の日 毎月19日は食育の日 

今月のテーマ 

　8月31日は野菜の日です。野菜の目標摂取量
は1日350gですが、岐阜県の野菜摂取量は約
270gで県民の7割が野菜不足
の状態です。野菜は食物繊維と
ビタミンが豊富で生活習慣病予
防にも効果があります。積極的な
野菜摂取を心がけましょう。 

電気設備の安全点検をし
て正しく安全に使いましょう。 

古文書読解講習会 

◆西濃会場◆ 

　岐阜県古文書読解講習会（全12日）が開催
されます。西濃会場では、笠松町歴史未来館
学芸員の闍木 敏彦氏による闍嶋久衛門家文
書の読解講座も開講されます。 
　皆さんの参加をお待ちしています。 

※西濃会場以外の講座の詳細は岐阜県歴史
資料保存協会ホームページをご覧ください。 

【申込方法】 
 
 
 
 
【問 合 先】 

郵送またはFAXで①会場名、②郵
便番号・住所、③氏名、④電話番号
をお送りいただくか、岐阜県歴史資
料保存協会ホームページの専用申
込みフォームからお申込みください。 
岐阜県歴史資料保存協会 
（岐阜県歴史資料館内） 
〒500‐8041　岐阜市夕陽ヶ丘4番地 
蕁214‐8561　FAX：263‐6678

日 に ち  

受講時間 

場 所  
定 員  

参 加 料  

持 ち 物  

8月20日（火）・21日（水） 
午前9時30分～午後3時30分 
※正午～午後1時は昼休憩 
※各日とも受付は午前9時～ 
西濃総合庁舎 
100人 
テキスト代　3,000円（一般） 
※岐阜県歴史資料保存協会会員の場合は
2,000円で購入できます 
筆記用具、昼食 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問合先】 

　夏の暑い日、家庭での電気使用量の半分以上
はエアコンに使われています。 
　そこで、1人1台のエアコンの使用をやめ、地域
の涼しい場所をみんなでシェア（共有）する取組み
をクールシェアと言います。 
　環境にもお財布にもやさしいクールシェアをご家
族、近所、お友達と声を掛け合ってやってみましょう！ 
　クールシェアスポットは岐阜県のWEBサイト（「岐
阜県クールシェア」で検索）で確認できます。 

県環境管理課　温暖化対策係　 
蕁272‐1111（内線2694） 

ぎふ清流クールシェアキャンペーン ぎふ清流クールシェアキャンペーン ぎふ清流クールシェアキャンペーン ぎふ清流クールシェアキャンペーン 

　笠松トンボ天国には
たくさんの生き物がいます。
親子で昆虫採集をしな
がら、身近な自然を楽し
みませんか。 

8月17日（土） 
午前9時30分～11時30分（雨天中止） 
笠松トンボ天国木曽川河川敷 
（河川環境楽園西入口手前） 
笠松トンボ天国入口看板前 
箕浦 秀樹氏（岐阜大学名誉教授） 
親子25組（定員になり次第締切） 
無料 
住所・氏名・電話番号を記入して、
FAXでお申込みください。 
 

・虫取り網、虫かごをお持ちの方はご持参ください。 
・熱中症や虫刺されなどへの備えをお願いします。 
（帽子・長袖・長ズボンの着用をおすすめします） 

トンボ池を守る会事務局（可児） 
蕁090‐8556‐3478 
FAX387‐7161
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循環社会に奉仕する 
 有限会社 内田商会 
羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

岐阜基地納涼祭 

【日　　時】 
 
 
【場　　所】 
 
 
 
 
【問 合 先】 

8月28日（水） 
午後4時30分～8時30分 

※悪天候などで中止の場合は順延なし 
岐阜基地協定グラウンド内 
（各務原市那加官有地無番地） 

※駐車場はありませんので、公共交通機関をご
利用ください。最寄り駅は名鉄各務原市役
所前駅です。 

航空自衛隊岐阜基地渉外室広報係 
蕁382‐1101（内線2273） 

手話奉仕員養成講座（前期） 

【日　　時】 
 
 
 
 
【場　　所】 
【対　　象】 
 
 
 
【定　　員】 
【教 材 費】 
【申込方法】 
 
 
 
【あ て 先】 
 
 
 
 
【申込期限】 
【問 合 先】 

9月3日（火）～令和2年3月17日（火） 
全26回（毎週火曜日・年末年始を除く） 
午後7時30分～9時30分 

※令和2年度に手話奉仕員養成講座（後期）
を開催予定 

岐南町中央公民館　講義室 
・18歳以上で笠松町内に在住、在
勤の方 
・2年間継続受講可能な方 
・手話学習経験のない方 
30人（申込者多数の場合は抽選） 
3,240円（2年間使用） 
往復はがき（1人1枚）に講座名、郵
便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号を記入し、下記あて先へ
送付してください。 
 

〒500‐8384　岐阜市薮田南5‐14‐53 
OKBふれあい会館6階 
一般社団法人岐阜県聴覚障害者協会 
手話奉仕員養成受講申込み　宛 

8月20日（火）消印有効 
福祉子ども課　蕁388‐1116

まちのリハビリ教室 

 
 
 
 
 
 
 
【日　　程】 
 
【内　　容】 
 
 
 
【定　　員】 
【参 加 費】 
【場　　所】 
【申込期間】 
【申込・問合先】 

　膝が痛い、腰が曲がった、よく転ぶようになっ
たなど、自分で運動をすることに不安がある方
や運動の方法がわからない65歳以上の方に、
一人ひとり体の状態を確認し、体の機能に合わ
せた体づくりの指導を行います。 
　また、今年度より栄養・歯科指導も併せて開
催します。 

9月～12月　月2回の8日間 
（うち1回は栄養・歯科指導） 
・理学療法士による個別の面談と
運動指導、集団指導 
・管理栄養士と歯科衛生士による
集団指導 
10人 
1回あたり100円 
福祉健康センター 
8月9日（金）～16日（金） 
健康介護課　蕁388‐7171 

※電話で申込み後、日程表などを郵送します。 
※新規の方が優先となりますが、2回目以降の
ご参加もお待ちしております。 

合同企業説明会 
「ぎふ就職・転職フェア3days」 

 
 
 
 
 
【日　　時】 
 
 
 
【場　　所】 
 
【対 象 者】 
 
 
【入 場 料】 
【そ の 他】 
 
 
 
【主　　催】 
 
 
【共　　催】 
【問 合 先】 

　就職・転職を希望する方を対象とした合同企
業説明会を3日間開催します。説明会には、笠
松町・岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・
本巣市・岐南町のいずれかに勤務地がある企業、
延べ120社（各日40社）が参加予定です。 

9月6日（金）　午後3時～8時 
9月7日（土）　午前10時～午後3時 
9月8日（日）　午前10時～午後3時 
※終了時刻の15分前で受付終了 
じゅうろくプラザ　2階ホール 
（岐阜市橋本町1‐10‐11） 
令和2年3月に大学・短大・専門学
校などを卒業予定の方、卒業後3年
以内の既卒者、転職希望者 
無料 
事前申込不要・入退場自由・履歴
書不要です。 
雇用保険の求職活動実績1回に数
えられる合同企業説明会です。 
岐阜市 

※この説明会は、岐阜連携都市圏の圏域市町に羽島市・
各務原市を加え、連携事業の一環として行うものです。 

岐阜労働局 
ぎふ就職・転職フェア3days事務局 
（岐阜新聞社広告局内） 
蕁264‐1158

屋外広告物講習会 

【日　　時】 
 
【場　　所】 
 
【対 象 者】 
 
 
【定　　員】 
【受 講 料】 
 
【申込・問合先】 

9月19日（木） 
午前9時30分～午後5時 
ハートフルスクエアーG大研修室 
（岐阜市橋本町1‐10‐23） 
屋外広告物の表示や掲出物件の
設置に関する業務に従事する方、
または従事しようとする方 
100人　【申込期限】8月30日（金） 
3,000円 
（講習課程の一部免除者は1,800円） 

 
県都市政策課　蕁272‐8648 
岐阜県広告美術業協同組合　蕁245‐4472

ヤングレディースクッキング 

 
 
 
 
 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
【対 象 者】 
 
 
 
【持 ち 物】 
【メニュー】 
 
 
 
 
【定　　員】 
【参 加 費】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

ワンデーレッスン（9月） 

 
【対　　象】 
【場　　所】 
【受 講 料】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　自分自身の興味関心を広げ、生活に潤いをもたらすことを目的とし、ワンデーレッスンを開催します。 
町内在住・在勤・在学の方 
笠松中央公民館 
1講座につき300円（受講当日にお支払いください） 
8月14日（水） 午前8時30分～午後5時15分 
笠松中央公民館　蕁388‐3231／松枝公民館　蕁388‐0156／総合会館　蕁387‐8432 

※人数不足により閉講する場合や、人数制限の抽選で漏れた場合はご連絡します。 

タイトル 定員 

20人 

日時/会場 

9月1日（日） 
午後1時30分～3時30分 

笠松中央公民館 

楽しく減災 
－来るべき 
その時の 
ために－ 

内　　容 

災害から生き残るための基礎知識、家
族を守るための準備、災害発生前に準
備をすることなど知っておくと役に立
つ防災知識を楽しく学びます。 

持ち物 

筆記用具 

講師名 

かさまつ防災士会
会長 

河合 秀三 

　毎日の食事は人の健やかな体と心を育てます。
幼いころからの食習慣は、将来にわたって大きく
影響するものであり「食育」が大切になります。 
　そこで、食育に関する講義や調理実習を行う
「ヤングレディースクッキング」を開催します。託
児もありますので、ぜひご参加ください。 

9月13日（金） 
午前9時30分～午後0時30分 
福祉健康センター 
乳幼児をもつ保護者 

※保護者の方の食事のみになりますので、お子
さんの食事は、ご準備いただくか、取り分けて
いただくようお願いします。 

エプロン・三角巾・タオル 
鶏ささみのとり天・豆のカレースープ・
シャキシャキじゃが芋の和え物・野
菜のオーブン蒸し・スコーン風野菜
パン ミルククリーム添え
（予定） 
15人 
500円 
9月4日（水） 
健康介護課　 
蕁388‐7171
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循環社会に奉仕する 
 有限会社 内田商会 
羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

岐阜基地納涼祭 

【日　　時】 
 
 
【場　　所】 
 
 
 
 
【問 合 先】 

8月28日（水） 
午後4時30分～8時30分 

※悪天候などで中止の場合は順延なし 
岐阜基地協定グラウンド内 
（各務原市那加官有地無番地） 

※駐車場はありませんので、公共交通機関をご
利用ください。最寄り駅は名鉄各務原市役
所前駅です。 

航空自衛隊岐阜基地渉外室広報係 
蕁382‐1101（内線2273） 

手話奉仕員養成講座（前期） 

【日　　時】 
 
 
 
 
【場　　所】 
【対　　象】 
 
 
 
【定　　員】 
【教 材 費】 
【申込方法】 
 
 
 
【あ て 先】 
 
 
 
 
【申込期限】 
【問 合 先】 

9月3日（火）～令和2年3月17日（火） 
全26回（毎週火曜日・年末年始を除く） 
午後7時30分～9時30分 

※令和2年度に手話奉仕員養成講座（後期）
を開催予定 

岐南町中央公民館　講義室 
・18歳以上で笠松町内に在住、在
勤の方 
・2年間継続受講可能な方 
・手話学習経験のない方 
30人（申込者多数の場合は抽選） 
3,240円（2年間使用） 
往復はがき（1人1枚）に講座名、郵
便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号を記入し、下記あて先へ
送付してください。 
 

〒500‐8384　岐阜市薮田南5‐14‐53 
OKBふれあい会館6階 
一般社団法人岐阜県聴覚障害者協会 
手話奉仕員養成受講申込み　宛 

8月20日（火）消印有効 
福祉子ども課　蕁388‐1116

まちのリハビリ教室 

 
 
 
 
 
 
 
【日　　程】 
 
【内　　容】 
 
 
 
【定　　員】 
【参 加 費】 
【場　　所】 
【申込期間】 
【申込・問合先】 

　膝が痛い、腰が曲がった、よく転ぶようになっ
たなど、自分で運動をすることに不安がある方
や運動の方法がわからない65歳以上の方に、
一人ひとり体の状態を確認し、体の機能に合わ
せた体づくりの指導を行います。 
　また、今年度より栄養・歯科指導も併せて開
催します。 

9月～12月　月2回の8日間 
（うち1回は栄養・歯科指導） 
・理学療法士による個別の面談と
運動指導、集団指導 
・管理栄養士と歯科衛生士による
集団指導 
10人 
1回あたり100円 
福祉健康センター 
8月9日（金）～16日（金） 
健康介護課　蕁388‐7171 

※電話で申込み後、日程表などを郵送します。 
※新規の方が優先となりますが、2回目以降の
ご参加もお待ちしております。 

合同企業説明会 
「ぎふ就職・転職フェア3days」 

 
 
 
 
 
【日　　時】 
 
 
 
【場　　所】 
 
【対 象 者】 
 
 
【入 場 料】 
【そ の 他】 
 
 
 
【主　　催】 
 
 
【共　　催】 
【問 合 先】 

　就職・転職を希望する方を対象とした合同企
業説明会を3日間開催します。説明会には、笠
松町・岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・
本巣市・岐南町のいずれかに勤務地がある企業、
延べ120社（各日40社）が参加予定です。 

9月6日（金）　午後3時～8時 
9月7日（土）　午前10時～午後3時 
9月8日（日）　午前10時～午後3時 
※終了時刻の15分前で受付終了 
じゅうろくプラザ　2階ホール 
（岐阜市橋本町1‐10‐11） 
令和2年3月に大学・短大・専門学
校などを卒業予定の方、卒業後3年
以内の既卒者、転職希望者 
無料 
事前申込不要・入退場自由・履歴
書不要です。 
雇用保険の求職活動実績1回に数
えられる合同企業説明会です。 
岐阜市 

※この説明会は、岐阜連携都市圏の圏域市町に羽島市・
各務原市を加え、連携事業の一環として行うものです。 

岐阜労働局 
ぎふ就職・転職フェア3days事務局 
（岐阜新聞社広告局内） 
蕁264‐1158

屋外広告物講習会 

【日　　時】 
 
【場　　所】 
 
【対 象 者】 
 
 
【定　　員】 
【受 講 料】 
 
【申込・問合先】 

9月19日（木） 
午前9時30分～午後5時 
ハートフルスクエアーG大研修室 
（岐阜市橋本町1‐10‐23） 
屋外広告物の表示や掲出物件の
設置に関する業務に従事する方、
または従事しようとする方 
100人　【申込期限】8月30日（金） 
3,000円 
（講習課程の一部免除者は1,800円） 

 
県都市政策課　蕁272‐8648 
岐阜県広告美術業協同組合　蕁245‐4472

ヤングレディースクッキング 

 
 
 
 
 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
【対 象 者】 
 
 
 
【持 ち 物】 
【メニュー】 
 
 
 
 
【定　　員】 
【参 加 費】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

ワンデーレッスン（9月） 

 
【対　　象】 
【場　　所】 
【受 講 料】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　自分自身の興味関心を広げ、生活に潤いをもたらすことを目的とし、ワンデーレッスンを開催します。 
町内在住・在勤・在学の方 
笠松中央公民館 
1講座につき300円（受講当日にお支払いください） 
8月14日（水） 午前8時30分～午後5時15分 
笠松中央公民館　蕁388‐3231／松枝公民館　蕁388‐0156／総合会館　蕁387‐8432 

※人数不足により閉講する場合や、人数制限の抽選で漏れた場合はご連絡します。 

タイトル 定員 

20人 

日時/会場 

9月1日（日） 
午後1時30分～3時30分 

笠松中央公民館 

楽しく減災 
－来るべき 
その時の 
ために－ 

内　　容 

災害から生き残るための基礎知識、家
族を守るための準備、災害発生前に準
備をすることなど知っておくと役に立
つ防災知識を楽しく学びます。 

持ち物 

筆記用具 

講師名 

かさまつ防災士会
会長 

河合 秀三 

　毎日の食事は人の健やかな体と心を育てます。
幼いころからの食習慣は、将来にわたって大きく
影響するものであり「食育」が大切になります。 
　そこで、食育に関する講義や調理実習を行う
「ヤングレディースクッキング」を開催します。託
児もありますので、ぜひご参加ください。 

9月13日（金） 
午前9時30分～午後0時30分 
福祉健康センター 
乳幼児をもつ保護者 

※保護者の方の食事のみになりますので、お子
さんの食事は、ご準備いただくか、取り分けて
いただくようお願いします。 

エプロン・三角巾・タオル 
鶏ささみのとり天・豆のカレースープ・
シャキシャキじゃが芋の和え物・野
菜のオーブン蒸し・スコーン風野菜
パン ミルククリーム添え
（予定） 
15人 
500円 
9月4日（水） 
健康介護課　 
蕁388‐7171
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㈱高島衛生 
ごみ・粗大ごみの回収 

蕁 058-248-0089 〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

リバーサイドカーニバル出店者 

【開 催 日】 
【開催場所】 

10月20日（日） 
笠松みなと公園 

【内　　容】 
 
【対　　象】 
【出 店 料】 

団体のPR活動などに関する趣
旨のもの（営利目的は不可） 
町内の団体 
1ブース　無料 

（1ブースの区画はテント半分　幅2.7m×奥行3.6m） 
※ブースを追加する場合は、1ブースにつき10,000円 

【内　　容】 
【対　　象】 
【出 店 料】 
 
【費　　用】 
 
 
 
【そ の 他】 

各種飲食物の販売 
町内に在住・在勤の個人または団体 
1ブース　10,000円 

（1ブースの区画はテント1張　幅5.4m×奥行3.6m） 
 

調理器具やガス器具などが必要な場合は、
別途器材使用料金が必要。また、その他出
店に伴う経費は、出店者の負担となります。 

 
○岐阜保健所への営業許可などが必要な
場合は、許可申請と申請手数料が必要です。 
○出店に伴い出るゴミは、出店者が責任を
持って持ち帰ってください。 

○出店場所は実行委員会で決定します。 
※後日開催する出店者説明会にご参加ください。 

【申込方法】 
 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

役場環境経済課に設置の申込書に
必要事項を記入し、出店料などを添
えて環境経済課へお申込みください。 
8月26日（月） 
かさまつまちづくりイベント実行
委員会事務局（環境経済課内） 
蕁388‐1114

リバーサイドカーニバル 
Eボート大会出場チーム 

 
 
 
【開 催 日】 
【開催場所】 
【募集チーム】 
 
 
 
 
 
 
【賞金（商品券）】 
 
 
 
 
【申 込 先】 
 
 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　「リバーサイドカーニバル2019」Eボート大会
の出場チームを募集しています。仲間を10人集
めて優勝を目指してみませんか？ 

10月20日（日） 
笠松みなと公園 
 

一般の部 
1チーム10人（身長120cm以上の方ならどなた
でも参加できます）※小学生が入っても可 
小学生の部 
1チーム10人（身長120cm以上の小学生8人と
大人2人）※大人は中学生以上であれば可 

 
一般の部 
優勝3万円、準優勝2万円、3位1万円 
小学生の部 
優勝2万円、準優勝1万円、3位5千円 

役場環境経済課、笠松中央公民館、
松枝公民館、総合会館 

※申込書は、町ホームページからダウンロードま
たは申込先の施設にあります。 

9月6日（金） 
かさまつまちづくりイベント実行
委員会事務局（環境経済課内） 
蕁388‐1114

グルメコーナー 

ふれあいコーナー 

【番 組 名】 
 
【放 送 日】 
 
【放 送 日】 
 
【放 送 日】 
 
【放 送 日】 
【放送時間】 

内 案 組 番 の 月 8チャンネル 
CCN

エリアトピックス 【チャンネル】12ch 
○笠松川まつり 

8月19日（月） 
○笠松トンボ天国親子探検隊 

8月20日（火） 
○円城寺芭蕉踊 

8月26日（月） 
○防災講演会 

8月27日（火） 
午前7時45分～ほか 

※都合により、放送内容が変更される場合があります。 

ホーム岐阜メモリアルセンター長良川競技場 

※笠松町ホームタウンデー（詳しくは26ページをご覧ください） 

がんばれFC岐阜 
8/11（日）18時 
8/25（日）18時 

アビスパ福岡 
柏レイソル※ 

岐阜県地方競馬組合職員 

【採用予定人員】 
一般事務職員、獣医師　各若干名 
【採用年月日】令和2年4月1日 
【職務内容】 
一般事務職員： 
総務・経理・企画・広報・施設管理などの事務、
競走番組編成・決勝審判・発走・裁決など競馬
開催に関する業務 
獣医師： 
競走馬の診療・管理指導・衛生防疫・理化学検
査・入きゅう検査など競馬開催に関する業務 
【受験資格】 
・日本国籍がある方 
・成年被後見人、被保佐人でないことや、その
他公務員として法律的に欠格事項がない方 
※法改正により変更となる場合があります。 

【申込受付期間】 
8月9日（金）まで 
午前8時30分～午後5時15分 
　土曜日・日曜日および祝日は、申込用紙の交付
および受け付けを行いません。 
　郵送による申込みの場合は、8月9日の消印分
まで有効です。 
　申込用紙の郵送を希望される方は、返信用
封筒（A4が入る大きさで、宛先を記入し、120円
分の切手を貼付）を同封のうえ、下記まで請求
ください。 
【申込用紙交付・受付場所・問合先】 
岐阜県地方競馬組合　経営課　蕁387‐3278 
〒501‐6191　笠松町若葉町12番地 

【試験日時・場所・方法】 

第1次試験 

第2次試験 
（第1次試験
合格者のみ） 

日　　時 

場　　所 

試験方法 

日　　時 

場　　所 

試験方法 

9月22日（日） 午前8時50分～ 

岐阜県立岐阜総合学園高等学校（予定） 

教養試験・事務適性検査・ 
性格適性検査 

10月下旬（予定） 

笠松競馬場 

作文試験・面接試験・集団討論 

大卒程度 短大卒程度 

区　　　分 一般事務職員・獣医師 

一般 
事務 
職員 

獣医師 

昭和54年4月
2日から平成
10年4月1日
までに生まれ
た方 

令和2年3月31日までに獣医師免許を取得し
ている方 

昭和54年4月
2日から平成
12年4月1日
までに生まれ
た方 

高校卒程度 

昭和54年4月
2日から平成
14年4月1日
までに生まれ
た方 

保育士 

【採用予定人員】4人 
【採用年月日】令和2年4月1日 
【勤務場所】 
 
【勤務時間】 
 
【年次休暇】 
【休　　日】 
 
【給　　料】 
 
 
【賞　　与】 
【通勤手当】 
【選考方法】 
 
 
【申込・問合先】 
 

 
 
第一保育所、下羽栗保育所、 
松枝保育所 
午前7時～午後7時のうち8時間45分
（休憩時間1時間を含む） 
20日（他に夏季休暇3日有り） 
週休2日制（4週のうち8日休み）、 
日曜日、祝日、年末年始 
短大卒167,900円 
大学卒184,900円 
（経験年数により加算額有り） 
年3回（前年度実績5.6か月分程度） 
距離に応じて支給 
一次試験：適正（クレペリン）検査、 
作文、ピアノ試験（課題曲2曲） 
二次試験：面接 
 

社会福祉法人笠松町地域振興公社 
（第一保育所内）　蕁387‐6266 
　令和元年度中途採用保育士さん（正職員、
パート）も随時募集しています。 
　詳細や施設の見学を希望される方は、お気
軽にお電話ください。 

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

8月の開催日程 

8/15、8/29、CCNにて笠松けいば全レースを放送!

8/15（木） 
8/29（木） 
8/15（木） 
8/29（木） 

第48回 くろゆり賞（SPⅠ） 
第43回 岐阜金賞（SPⅠ） 
第48回 くろゆり賞（SPⅠ） 
第43回 岐阜金賞（SPⅠ） 

笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!

ツイッター・インスタグラムで笠松けいば
の色々な情報を日々、配信しています 

12（休月）.13（火）.14（水）.15（木） 
28（水）.29（木）.30（金） 
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リバーサイドカーニバル出店者 

【開 催 日】 
【開催場所】 

10月20日（日） 
笠松みなと公園 

【内　　容】 
 
【対　　象】 
【出 店 料】 

団体のPR活動などに関する趣
旨のもの（営利目的は不可） 
町内の団体 
1ブース　無料 

（1ブースの区画はテント半分　幅2.7m×奥行3.6m） 
※ブースを追加する場合は、1ブースにつき10,000円 

【内　　容】 
【対　　象】 
【出 店 料】 
 
【費　　用】 
 
 
 
【そ の 他】 

各種飲食物の販売 
町内に在住・在勤の個人または団体 
1ブース　10,000円 

（1ブースの区画はテント1張　幅5.4m×奥行3.6m） 
 

調理器具やガス器具などが必要な場合は、
別途器材使用料金が必要。また、その他出
店に伴う経費は、出店者の負担となります。 

 
○岐阜保健所への営業許可などが必要な
場合は、許可申請と申請手数料が必要です。 
○出店に伴い出るゴミは、出店者が責任を
持って持ち帰ってください。 
○出店場所は実行委員会で決定します。 
※後日開催する出店者説明会にご参加ください。 

【申込方法】 
 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

役場環境経済課に設置の申込書に
必要事項を記入し、出店料などを添
えて環境経済課へお申込みください。 
8月26日（月） 
かさまつまちづくりイベント実行
委員会事務局（環境経済課内） 
蕁388‐1114

リバーサイドカーニバル 
Eボート大会出場チーム 

 
 
 
【開 催 日】 
【開催場所】 
【募集チーム】 
 
 
 
 
 
 
【賞金（商品券）】 
 
 
 
 
【申 込 先】 
 
 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　「リバーサイドカーニバル2019」Eボート大会
の出場チームを募集しています。仲間を10人集
めて優勝を目指してみませんか？ 

10月20日（日） 
笠松みなと公園 
 

一般の部 
1チーム10人（身長120cm以上の方ならどなた
でも参加できます）※小学生が入っても可 
小学生の部 
1チーム10人（身長120cm以上の小学生8人と
大人2人）※大人は中学生以上であれば可 

 
一般の部 
優勝3万円、準優勝2万円、3位1万円 
小学生の部 
優勝2万円、準優勝1万円、3位5千円 

役場環境経済課、笠松中央公民館、
松枝公民館、総合会館 

※申込書は、町ホームページからダウンロードま
たは申込先の施設にあります。 
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○笠松川まつり 

8月19日（月） 
○笠松トンボ天国親子探検隊 

8月20日（火） 
○円城寺芭蕉踊 

8月26日（月） 
○防災講演会 

8月27日（火） 
午前7時45分～ほか 

※都合により、放送内容が変更される場合があります。 

ホーム岐阜メモリアルセンター長良川競技場 

※笠松町ホームタウンデー（詳しくは26ページをご覧ください） 

がんばれFC岐阜 
8/11（日）18時 
8/25（日）18時 

アビスパ福岡 
柏レイソル※ 

岐阜県地方競馬組合職員 

【採用予定人員】 
一般事務職員、獣医師　各若干名 
【採用年月日】令和2年4月1日 
【職務内容】 
一般事務職員： 
総務・経理・企画・広報・施設管理などの事務、
競走番組編成・決勝審判・発走・裁決など競馬
開催に関する業務 
獣医師： 
競走馬の診療・管理指導・衛生防疫・理化学検
査・入きゅう検査など競馬開催に関する業務 
【受験資格】 
・日本国籍がある方 
・成年被後見人、被保佐人でないことや、その
他公務員として法律的に欠格事項がない方 
※法改正により変更となる場合があります。 

【申込受付期間】 
8月9日（金）まで 
午前8時30分～午後5時15分 
　土曜日・日曜日および祝日は、申込用紙の交付
および受け付けを行いません。 
　郵送による申込みの場合は、8月9日の消印分
まで有効です。 
　申込用紙の郵送を希望される方は、返信用
封筒（A4が入る大きさで、宛先を記入し、120円
分の切手を貼付）を同封のうえ、下記まで請求
ください。 
【申込用紙交付・受付場所・問合先】 
岐阜県地方競馬組合　経営課　蕁387‐3278 
〒501‐6191　笠松町若葉町12番地 

【試験日時・場所・方法】 

第1次試験 

第2次試験 
（第1次試験
合格者のみ） 

日　　時 

場　　所 

試験方法 

日　　時 

場　　所 

試験方法 

9月22日（日） 午前8時50分～ 

岐阜県立岐阜総合学園高等学校（予定） 

教養試験・事務適性検査・ 
性格適性検査 

10月下旬（予定） 

笠松競馬場 

作文試験・面接試験・集団討論 

大卒程度 短大卒程度 

区　　　分 一般事務職員・獣医師 

一般 
事務 
職員 

獣医師 

昭和54年4月
2日から平成
10年4月1日
までに生まれ
た方 

令和2年3月31日までに獣医師免許を取得し
ている方 

昭和54年4月
2日から平成
12年4月1日
までに生まれ
た方 

高校卒程度 

昭和54年4月
2日から平成
14年4月1日
までに生まれ
た方 

保育士 

【採用予定人員】4人 
【採用年月日】令和2年4月1日 
【勤務場所】 
 
【勤務時間】 
 
【年次休暇】 
【休　　日】 
 
【給　　料】 
 
 
【賞　　与】 
【通勤手当】 
【選考方法】 
 
 
【申込・問合先】 
 

 
 
第一保育所、下羽栗保育所、 
松枝保育所 
午前7時～午後7時のうち8時間45分
（休憩時間1時間を含む） 
20日（他に夏季休暇3日有り） 
週休2日制（4週のうち8日休み）、 
日曜日、祝日、年末年始 
短大卒167,900円 
大学卒184,900円 
（経験年数により加算額有り） 
年3回（前年度実績5.6か月分程度） 
距離に応じて支給 
一次試験：適正（クレペリン）検査、 
作文、ピアノ試験（課題曲2曲） 
二次試験：面接 
 

社会福祉法人笠松町地域振興公社 
（第一保育所内）　蕁387‐6266 
　令和元年度中途採用保育士さん（正職員、
パート）も随時募集しています。 
　詳細や施設の見学を希望される方は、お気
軽にお電話ください。 

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

8月の開催日程 

8/15、8/29、CCNにて笠松けいば全レースを放送!

8/15（木） 
8/29（木） 
8/15（木） 
8/29（木） 

第48回 くろゆり賞（SPⅠ） 
第43回 岐阜金賞（SPⅠ） 
第48回 くろゆり賞（SPⅠ） 
第43回 岐阜金賞（SPⅠ） 

笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!

ツイッター・インスタグラムで笠松けいば
の色々な情報を日々、配信しています 

12（休月）.13（火）.14（水）.15（木） 
28（水）.29（木）.30（金） 
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月曜日～ 
金曜日 

午前8時30分～ 
午後5時15分 

地域包括支援センター 
（福祉健康センター内） 

月曜日～ 
金曜日 

午前8時30分～ 
午後5時15分 

子育て世代包括支援センター 
（福祉健康センター内） 

介護相談 

妊娠・出産・ 
子育て総合相談 

内　　容 日（曜日） 時　間 場　所 

相談窓口のお知らせ（8月分） 

7日（水） 
21日（水） 

午後1時～3時 

在宅相談　担当地域民生委員 

福祉会館 

※相談を希望される方は、午後0時45分まで
に福祉会館へお越しください。相談者が7人
以上の場合は抽選で相談者を決定します。 

法律相談・ 
悩みごと相談 

（県弁護士会所属弁護士） 

9日（金） 午後1時30分～ 3時30分 福祉会館 

人権擁護委員 
杉山　詞一（円城寺）　石原　　明（八幡町） 
千村ゆかり（東陽町）　安藤　　隆（北　及） 
纐纈　英子（田　代）　岩村　雅人（門　間） 
森　眞理子（米　野） 

人権よろず相談 

在宅相談　身体障害者相談員 
岩田　賢一　田代950‐1 蕁388‐0068 
田島佳代子　無動寺180 蕁388‐2235 
石黒百合子　瓢町13‐1 蕁388‐0428

身体障がい者 
相談 

在宅相談　知的障害者相談員 
　樋口　一子　北及1578-2 蕁388‐3705

※相談を希望される方は、事前に電話でお申 
　込みください。 蕁388‐7133

知的障がい者 
相談 

9日（金） 午後1時30分～ 3時30分 福祉会館 

行政相談委員 
岩田　　修（宮川町）　杉山佐都美（二見町） 

行政相談 

5日（月） 
19日（月） 

午前9時～ 
午後3時 

役場 
環境経済課 消費生活相談 

心配ごと相談 

◆ 今月のお休み　30日（金） 

◆ 夏期休業期間の開室時間 
7月20日（土）～8月25日（日） 
午前9時～午後5時 

（笠松中央公民館・松枝公民館・総合会館の図書室） 
◆ 今月のおはなしかいはありません。 

◆ 読書通帳 

図書室からのお知らせ 

8月のお知らせ 
町施設 
の 

ご案内 

役場 
福祉健康センター 
子育て世代包括支援センター 
福祉会館 
こども館 

施設名 
司町1番地 

長池408番地の1 

東陽町44番地の1 
田代290番地 

所　在 
蕁388‐1111（代表） 

蕁388‐7171 

蕁387‐1121 
蕁388‐0811

電　話 
笠松中央公民館 
松枝公民館 松枝支所 
総合会館 下羽栗支所 
歴史未来館 
ふらっと笠松 

施設名 
常盤町6番地 
長池292番地 
中野229番地 
下本町87番地 
西金池町1番地（名鉄笠松駅構内） 

所　在 
蕁388‐3231 
蕁387‐0156 
蕁387‐8432 
蕁388‐0161 
蕁388‐2355

電　話 

8月の保健カレンダー グループワーク 
 
 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
【内　　容】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　こころの悩みをお持ちの方、精神障がいの方
で精神科医療機関に通院している方の憩いと
交流の場です。 

8月13日（火） 
午前10時～11時30分 
福祉健康センター 
茶話会 
8月6日（火） 
健康介護課　蕁388‐7171

こころの巡回相談・障がい者就労相談 

納付は、9月2日（月）まで 

 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【対 象 者】 
【内　　容】 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　社会福祉士等が、心の病や不安の相談に応
じます。 

8月13日（火） 午後1時～2時30分 
福祉健康センター 
精神障がいの方やそのご家族 
ひきこもりや、日常の困りごとの相談 

就労などの相談、各種福祉サービスの情報提供 
8月6日（火） 
健康介護課　蕁388‐7171

税　　目 期　　別 

町県民税 
国民健康保険税 
後期高齢者医療保険料 
介護保険料 
保育料 
放課後児童クラブ利用料 

2期分 
2期分 
2期分 
3期分 
8月分 
8月分 

期限内納付にご協力ください。 
便利な口座振替をご利用ください。 
次の税金などは、コンビニやスマートフォン決済
アプリPayB（ペイビー）でも納付できます。 
町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、
水道料金・下水道使用料（期限内で、一回の納付額が
30万円以下の場合のみ） 

納付でお困りのときは、ご相談ください。 

休日急病診療（内科・歯科） 

　受診の際は必ず健康保険証をご持参ください。 
　なお、当番医が急用などで変更する場合があり
ますので、前もって役場で確認してください。 
○その他の医療機関問合先 
郡地域救急医療情報センター蕁388‐3799 
（郡広域連合消防本部内） 
〔内科系〕診療時間　午前9時～午後2時 
◆在宅当番医一覧表 

〔歯科系〕診療時間　午前9時～午後1時 
◆在宅当番医一覧表 

◆日ごろから「かかりつけ医」を持ちましょう。 

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

4 

11 

12 

18 

25

吉 田 胃 腸 科  

渡 辺 小 児 科  

赤座医院上印食診療所 

伊 藤 内 科  

岩 村 医 院  

笠松町門前町  

岐 南 町 八 剣  

岐南町上印食  

笠松町上本町  

笠 松 町 門 間  

387‐2217 

246‐8882 

247‐2626 

387‐2257 

387‐0180

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

4 

11 

12 

18 

25

ゴト ウ 歯 科 医 院  

きたはら歯科クリニック 

く の う 歯 科 医 院  

う え む ら 歯 科  

こ こ ろ 歯 科 医 院  

岐 南 町 八 剣  

岐 南 町 野 中  

笠松町上本町  

笠 松 町 長 池  

岐 南 町 徳 田  

246‐7215 

247‐8168 

387‐2051 

388‐4118 

274‐0118

子育てサロン「みんなで遊ぼっ」 

 
【日　　時】 
【場　　所】 
【対 象 者】 
 
 
 
 
【問 合 先】 

♪笑顔でベビーマッサージ♪ 
8月14日（水） 午前10時～11時 
第一保育所 
乳幼児と保護者 

※育児・マタニティ相談もあわせて行いますので、
相談される方は母子健康手帳をお持ちください。 

※車でお越しの方は、笠松中央公民館駐車場
をご利用ください。 

こども館　蕁388‐0811

福祉健康 
センター 

下羽栗会館 

第一保育所 

福祉健康 
センター 

下羽栗会館 

福祉健康センター 

福祉会館 

福祉健康センター 

福祉会館 

総合会館 

松枝公民館 

笠松 
中央公民館 

福祉健康 
センター 

13：10～13：50 

13：00～13：50 

9：20～9：40 

9：20～9：30 

9：50～10：00 

9：30～11：00 

13：00～14：30 

10：00 

13：30 

9：30～11：00 

13：30～14：30 

10：30～11：30 

13：00～14：30 

10：30～11：30 

13：30～14：30 

14：00～15：30 

10：30～11：30 

9：30 

10：00 

13：30 

14：00 

14：00 

13：30

21日（水） 

8日（木） 

22日（木） 

26日（月） 

23日（金） 

28日（水） 

6日（火） 

26日（月） 

6日（火） 

26日（月） 

6日（火） 

6日（火） 

14日（水） 

26日（月） 

5日（月） 

6日（火） 

26日（月） 

28日（水） 

21日（水） 

7日（水） 

28日（水） 

1日（木） 

29日（木） 

21日（水） 

7日（水） 

28日（水） 

2日（金） 

16日（金） 

乳児（3～4か月児） 
健康診査 

1歳6か月児健康診査・ 
フッ化物塗布 

3歳児健康診査・
フッ化物塗布 

お誕生（10～11か月児） 
教室 

にこにこ（2歳児） 
教室 

離乳食教室 

歯みがき教室 

プレパマクラブミニ 
（帝王切開について） 

プレパマクラブ 

育児相談・ 
マタニティ相談 

健康相談 

貯筋（ちょきん）
くらぶ 

ふれあいひろば 
～脳元気編～ 

ふれあいひろば 
～音楽編～ 

笠松中央公民館図書室では、皆さんに
読書をより楽しんでいただけるよう、「読
書通帳」を配布しています。通帳には、
図書室で借りた本や読んだ本の記録を
残すことができます。また、「おすすめ本
紹介カード」がついており、ご提出いただ
いたカードは図書室に掲示しています。
あなたのお気に
入りの本、最近
感動した本など
を紹介してみま
せんか。ぜひご
利用ください。 

内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 
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月曜日～ 
金曜日 

午前8時30分～ 
午後5時15分 

地域包括支援センター 
（福祉健康センター内） 

月曜日～ 
金曜日 

午前8時30分～ 
午後5時15分 

子育て世代包括支援センター 
（福祉健康センター内） 

介護相談 

妊娠・出産・ 
子育て総合相談 

内　　容 日（曜日） 時　間 場　所 

相談窓口のお知らせ（8月分） 

7日（水） 
21日（水） 

午後1時～3時 

在宅相談　担当地域民生委員 

福祉会館 

※相談を希望される方は、午後0時45分まで
に福祉会館へお越しください。相談者が7人
以上の場合は抽選で相談者を決定します。 

法律相談・ 
悩みごと相談 

（県弁護士会所属弁護士） 

9日（金） 午後1時30分～ 3時30分 福祉会館 

人権擁護委員 
杉山　詞一（円城寺）　石原　　明（八幡町） 
千村ゆかり（東陽町）　安藤　　隆（北　及） 
纐纈　英子（田　代）　岩村　雅人（門　間） 
森　眞理子（米　野） 

人権よろず相談 

在宅相談　身体障害者相談員 
岩田　賢一　田代950‐1 蕁388‐0068 
田島佳代子　無動寺180 蕁388‐2235 
石黒百合子　瓢町13‐1 蕁388‐0428

身体障がい者 
相談 

在宅相談　知的障害者相談員 
　樋口　一子　北及1578-2 蕁388‐3705

※相談を希望される方は、事前に電話でお申 
　込みください。 蕁388‐7133

知的障がい者 
相談 

9日（金） 午後1時30分～ 3時30分 福祉会館 

行政相談委員 
岩田　　修（宮川町）　杉山佐都美（二見町） 

行政相談 

5日（月） 
19日（月） 

午前9時～ 
午後3時 

役場 
環境経済課 消費生活相談 

心配ごと相談 

◆ 今月のお休み　30日（金） 

◆ 夏期休業期間の開室時間 
7月20日（土）～8月25日（日） 
午前9時～午後5時 

（笠松中央公民館・松枝公民館・総合会館の図書室） 
◆ 今月のおはなしかいはありません。 

◆ 読書通帳 

図書室からのお知らせ 

8月のお知らせ 
町施設 
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ご案内 

役場 
福祉健康センター 
子育て世代包括支援センター 
福祉会館 
こども館 
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司町1番地 

長池408番地の1 

東陽町44番地の1 
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蕁388‐1111（代表） 

蕁388‐7171 

蕁387‐1121 
蕁388‐0811
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笠松中央公民館 
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歴史未来館 
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常盤町6番地 
長池292番地 
中野229番地 
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西金池町1番地（名鉄笠松駅構内） 

所　在 
蕁388‐3231 
蕁387‐0156 
蕁387‐8432 
蕁388‐0161 
蕁388‐2355
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8月の保健カレンダー グループワーク 
 
 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
【内　　容】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　こころの悩みをお持ちの方、精神障がいの方
で精神科医療機関に通院している方の憩いと
交流の場です。 

8月13日（火） 
午前10時～11時30分 
福祉健康センター 
茶話会 
8月6日（火） 
健康介護課　蕁388‐7171

こころの巡回相談・障がい者就労相談 

納付は、9月2日（月）まで 

 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【対 象 者】 
【内　　容】 
 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　社会福祉士等が、心の病や不安の相談に応
じます。 

8月13日（火） 午後1時～2時30分 
福祉健康センター 
精神障がいの方やそのご家族 
ひきこもりや、日常の困りごとの相談 

就労などの相談、各種福祉サービスの情報提供 
8月6日（火） 
健康介護課　蕁388‐7171

税　　目 期　　別 

町県民税 
国民健康保険税 
後期高齢者医療保険料 
介護保険料 
保育料 
放課後児童クラブ利用料 

2期分 
2期分 
2期分 
3期分 
8月分 
8月分 

期限内納付にご協力ください。 
便利な口座振替をご利用ください。 
次の税金などは、コンビニやスマートフォン決済
アプリPayB（ペイビー）でも納付できます。 
町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、
水道料金・下水道使用料（期限内で、一回の納付額が
30万円以下の場合のみ） 

納付でお困りのときは、ご相談ください。 

休日急病診療（内科・歯科） 

　受診の際は必ず健康保険証をご持参ください。 
　なお、当番医が急用などで変更する場合があり
ますので、前もって役場で確認してください。 
○その他の医療機関問合先 
郡地域救急医療情報センター蕁388‐3799 
（郡広域連合消防本部内） 
〔内科系〕診療時間　午前9時～午後2時 
◆在宅当番医一覧表 

〔歯科系〕診療時間　午前9時～午後1時 
◆在宅当番医一覧表 

◆日ごろから「かかりつけ医」を持ちましょう。 

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

4 

11 

12 

18 

25

吉 田 胃 腸 科  

渡 辺 小 児 科  

赤座医院上印食診療所 

伊 藤 内 科  

岩 村 医 院  

笠松町門前町  

岐 南 町 八 剣  

岐南町上印食  

笠松町上本町  

笠 松 町 門 間  

387‐2217 

246‐8882 

247‐2626 

387‐2257 

387‐0180

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

4 

11 

12 

18 

25

ゴト ウ 歯 科 医 院  

きたはら歯科クリニック 

く の う 歯 科 医 院  

う え む ら 歯 科  

こ こ ろ 歯 科 医 院  

岐 南 町 八 剣  

岐 南 町 野 中  

笠松町上本町  

笠 松 町 長 池  

岐 南 町 徳 田  

246‐7215 

247‐8168 

387‐2051 

388‐4118 

274‐0118

子育てサロン「みんなで遊ぼっ」 

 
【日　　時】 
【場　　所】 
【対 象 者】 
 
 
 
 
【問 合 先】 

♪笑顔でベビーマッサージ♪ 
8月14日（水） 午前10時～11時 
第一保育所 
乳幼児と保護者 

※育児・マタニティ相談もあわせて行いますので、
相談される方は母子健康手帳をお持ちください。 
※車でお越しの方は、笠松中央公民館駐車場
をご利用ください。 

こども館　蕁388‐0811

福祉健康 
センター 

下羽栗会館 

第一保育所 

福祉健康 
センター 

下羽栗会館 

福祉健康センター 

福祉会館 

福祉健康センター 

福祉会館 

総合会館 

松枝公民館 

笠松 
中央公民館 

福祉健康 
センター 

13：10～13：50 

13：00～13：50 

9：20～9：40 

9：20～9：30 

9：50～10：00 

9：30～11：00 

13：00～14：30 

10：00 

13：30 

9：30～11：00 

13：30～14：30 

10：30～11：30 

13：00～14：30 

10：30～11：30 

13：30～14：30 

14：00～15：30 

10：30～11：30 

9：30 

10：00 

13：30 

14：00 

14：00 

13：30

21日（水） 

8日（木） 

22日（木） 

26日（月） 

23日（金） 

28日（水） 

6日（火） 

26日（月） 

6日（火） 

26日（月） 

6日（火） 

6日（火） 

14日（水） 

26日（月） 

5日（月） 

6日（火） 

26日（月） 

28日（水） 

21日（水） 

7日（水） 

28日（水） 

1日（木） 

29日（木） 

21日（水） 

7日（水） 

28日（水） 

2日（金） 

16日（金） 

乳児（3～4か月児） 
健康診査 

1歳6か月児健康診査・ 
フッ化物塗布 

3歳児健康診査・
フッ化物塗布 

お誕生（10～11か月児） 
教室 

にこにこ（2歳児） 
教室 

離乳食教室 

歯みがき教室 

プレパマクラブミニ 
（帝王切開について） 

プレパマクラブ 

育児相談・ 
マタニティ相談 

健康相談 

貯筋（ちょきん）
くらぶ 

ふれあいひろば 
～脳元気編～ 

ふれあいひろば 
～音楽編～ 

笠松中央公民館図書室では、皆さんに
読書をより楽しんでいただけるよう、「読
書通帳」を配布しています。通帳には、
図書室で借りた本や読んだ本の記録を
残すことができます。また、「おすすめ本
紹介カード」がついており、ご提出いただ
いたカードは図書室に掲示しています。
あなたのお気に
入りの本、最近
感動した本など
を紹介してみま
せんか。ぜひご
利用ください。 

内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 
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ご存知ですか？「ねんきんネット」 
国民 
年金 
「ねんきんネット」はあなたの年金の情報を知る便利なサービスです。 
◇いつでも最新の年金記録を確認できます◇ 
　パソコンやスマートフォンで、いつでもあなたの年金記録を確認できます。 
　年金の加入履歴や納付状況なども確認できます。 
◇年金の見込み額を試算できます◇ 
　詳細な条件をご自身で設定でき、さまざまなパターンに合わせてあなたの年金の見込み額を試
算できます。 
◇電子版の各種通知書を確認できます◇ 
　年金振込通知書や源泉徴収票など、年金の支払いに関する通知書や、最新の「ねんきん定
期便」をパソコンなどで確認・ダウンロードできます。 
◇免除や納付猶予の期間分の追納可能な月数や金額を確認できます◇ 
　免除や納付猶予の承認を受けている期間について、追納する場合の金額や、納付した場合
に年金がいくら増えるのか見込み額も確認できます。 
※「ねんきんネット」のご利用は登録が必要です。詳しくは「ねんきんネット」で検索！ 
　電話でのお問合せは、専用ダイヤルへ 
　蕁0570‐058‐555（ナビダイヤル） 
　蕁03‐6700‐1144（050で始まる電話からおかけになる場合） 
　受付時間　月曜日 8：30～19：00 
　　　　　　火～金曜日 8：30～17：15 
　　　　　　第2土曜日 9：30～16：00 
　　　　　　祝日、年末年始は利用できません 

社会の一員として貢献できる社会人の育成を目指して 
教育委員会だより 

羽島郡二町教育委員会　 245‐1133

　羽島郡二町教育委員会学校教育課では、昨年度の教育実践の成果と課題を踏まえて、「2019
年度羽島郡学校教育の方針と重点」を以下のようにまとめました。3つの基本目標について、それ
ぞれの主な取組を紹介します。 

　地域の皆さまにも、こうした取り組みをご理解いただき、子どもたちの頑張る姿をあたたかい目で
見守っていただきますようお願い申し上げます。 

①夢と自信をもち、可能性に挑戦するために必要な力を育成します。 

・協働的な学びを意識し、お互いに考えを広げ、深める学習を大切にします。 
・積極的なコミュニケーションを促す活動や、英語指導助手などと連携した外国語活動の授業を実
践します。 

②社会の持続的な発展を牽引できる多様な力を育成します。 

・子どもたちの意思を尊重した地域活動やボランティア活動を通じて、自己有用感を育みます。 
・学校の人権意識を高めるとともに、子どもの居場所・集団の絆づくりに努め、保護者など関係する
方 と々連携して、いじめや不登校の早期発見・早期対応に努めます。 

③学びや育ちを支え、誰もが社会の担い手となれるセーフティネットを構築します。 

・様 な々訓練や活動を通して、「自分の命は自分で守る」という意識・危機回避能力を身に付けます。 
・各教科の特性を踏まえたICT（デジタル教科書、電子黒板、タブレットなど）の積極的活用を通じて、
「できた、分かった」と実感できる授業を目指します。 

けん いん 
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算できます。 
◇電子版の各種通知書を確認できます◇ 
　年金振込通知書や源泉徴収票など、年金の支払いに関する通知書や、最新の「ねんきん定
期便」をパソコンなどで確認・ダウンロードできます。 
◇免除や納付猶予の期間分の追納可能な月数や金額を確認できます◇ 
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　電話でのお問合せは、専用ダイヤルへ 
　蕁0570‐058‐555（ナビダイヤル） 
　蕁03‐6700‐1144（050で始まる電話からおかけになる場合） 
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　　　　　　第2土曜日 9：30～16：00 
　　　　　　祝日、年末年始は利用できません 

社会の一員として貢献できる社会人の育成を目指して 
教育委員会だより 

羽島郡二町教育委員会　 245‐1133

　羽島郡二町教育委員会学校教育課では、昨年度の教育実践の成果と課題を踏まえて、「2019
年度羽島郡学校教育の方針と重点」を以下のようにまとめました。3つの基本目標について、それ
ぞれの主な取組を紹介します。 

　地域の皆さまにも、こうした取り組みをご理解いただき、子どもたちの頑張る姿をあたたかい目で
見守っていただきますようお願い申し上げます。 

①夢と自信をもち、可能性に挑戦するために必要な力を育成します。 

・協働的な学びを意識し、お互いに考えを広げ、深める学習を大切にします。 
・積極的なコミュニケーションを促す活動や、英語指導助手などと連携した外国語活動の授業を実
践します。 

②社会の持続的な発展を牽引できる多様な力を育成します。 

・子どもたちの意思を尊重した地域活動やボランティア活動を通じて、自己有用感を育みます。 
・学校の人権意識を高めるとともに、子どもの居場所・集団の絆づくりに努め、保護者など関係する
方 と々連携して、いじめや不登校の早期発見・早期対応に努めます。 

③学びや育ちを支え、誰もが社会の担い手となれるセーフティネットを構築します。 

・様 な々訓練や活動を通して、「自分の命は自分で守る」という意識・危機回避能力を身に付けます。 
・各教科の特性を踏まえたICT（デジタル教科書、電子黒板、タブレットなど）の積極的活用を通じて、
「できた、分かった」と実感できる授業を目指します。 

けん いん 
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今 月 の 表 紙 
今年も8月15日に笠松町の夏の風物詩「笠松川まつり」が開催されます。幻想的な万灯の灯りと色
鮮やかな花火の共演をお楽しみください。（関連記事3ページ）＝写真は過去の笠松川まつりの様子 

ホームページアドレス 

この広報紙は再生紙を使用しています。 

●発行・編集／笠松町・企画課 〒５０１‐６１８１ 岐阜県羽島郡笠松町司町１  

カラー広告募集中 
1枠（2.25cm×6cm） 
8,000円／号 

お気軽にご相談ください。 

4枠使用したサイズの大きな広告も可能です。 

【問合先】企画課　蕁388‐1113

「かさまる兄妹」のイラストを募集しています。
詳しくは町ホームページをご覧ください。 

YoUさんの作品 

　8月25日（日）に岐阜メモリアルセンター長良川競技場
で開催されるFC岐阜対柏レイソル戦は、笠松町ホーム
タウンデーです。 
　笠松町民先着500名限定で試合を無料観戦できる「感
動を共に!!チケット」は下記のQRコードからお申込みい
ただけます。 
　当日は、元イタリア代表のアレッサンドロ・デル・ピエロ
氏が来場し、トークショーなどのイベント
が開催されるほか、町内のグルメや笠
松競馬場のミニチュアホースとのふれ
あい体験などもお楽しみいただけます。
ぜひ現地でFC岐阜を応援しましょう!

～笠松町ホームタウンデーでFC岐阜を応援しよう～ 1枚 1枚 

町内のスポーツ少年団の活躍も必見です 

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを募集します 

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを募集します 
「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを募集します 
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Hello!Hello!おなまえ 正木 志季 （円城寺） くん 

ま さ  き  し  き  

平成30年8月2日生 
正木康雄・咲希さんの子 

元気な笑顔が可愛い志季くん。 
毎日成長する姿を見るのがパパママの幸せです螢� 
まごころいっぱいの子になってね。 

応募対象 
応募期限 
応募方法 

平成30年10月生まれの赤ちゃん 
8月30日（金） 
企画課まで写真とコメントをご持参、 
もしくはメールでご応募ください。Eメール　kikaku@town.kasamatsu.lg.jp 
なお、応募者が多い場合は一人あたりの掲載枠が小さくなる可能性があります。 

詳しくは企画課広報担当まで 
お問合せください。 

おなまえ 山内 愛菜 （長池） ちゃん 

や ま  う ち  あ い  な  

平成30年8月19日生 
山内清肇・千鶴さんの子 

可愛い笑顔にいつも癒されてます。 
優しい子になってね。 

2019 Aug.2019 Aug.

古田町長就任あいさつ 

笠松川まつり 

下水道使用料が変わります 

情報ボックス 

岐阜県からのお知らせ 
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まちの人口　令和元年7月1日現在（前月比） 
人口 22,282人（増2）／男 10,732人（減7）／女 11,550人（増9）／世帯数 9,032世帯（増12） 令和元年8月1日　第1107号 
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