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北海道ばんえい競馬を引退したばん馬の「ミルキー号」と児童たちと綱引きをし、人数を増やしながら3回対戦して 
最後の60人でやっと勝ちました。＝笠松競馬場で 
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第５４号議案　笠松町農業委員会委員の推せんについて 
　町議会により農業委員会委員を４名推せん（３ページ参照） 

第５５号議案　平成２０年度笠松町一般会計補正予算について 
　　　補正額　　　　　　　　　　２，１０５，０００円 

　　　補正後歳入歳出予算額　５，８２１，５７３，０００円 

　青少年海外派遣事業参加者の増員により業務委託料の増額、住民基本台帳カード発行手数料の無料化に伴い交付申

請件数の増加が見込まれるため発行処理委託料の増額、中門間町営墓地にある地蔵堂の建て替えに伴う設計監理委託

料の増額、笠松みなと公園の禁止行為などを防止するための警備員の配置および啓発看板の設置に伴う増額、復元工事

により木曽川笠松渡船場跡「石畳」が新たに発掘されたことに伴い、岐阜県指定重要文化財および笠松町指定文化財とし

て指定申請するため調査書作成委託料などの増額補正。　　　　　　　　　　　　　　　〔提出議案はすべて可決〕 

　第５２回羽島郡町村議会議員総会が６月２４日、

岐南町中央公民館で開催されました。 

　当日は、郡内の町議会議員をはじめ、来賓の田

中勝士県議会議員、猿渡要司岐阜振興局長、郡

内の町長ら約５０人が出席されました。 

　総会の席上、町議会議員として多年にわたり地

方自治の発展に貢献された議員に対し、大塚雅司

羽島郡町村議会議長会長から自治功労者表彰

が行われました。その後、岐阜総合学園高等学校

教論の長屋恭一さんの「夢を追い求めて」～ホッ

ケーと人生～と題した講演がありました。 

　当町からは次の議員が受賞されました。（敬称略） 

長野恒美（在職２４年以上） 

船橋義明（在職２０年以上） 

伏屋隆男（在職１２年以上） 

伊藤　功（在職  ８年以上） 

川島功士（在職  ８年以上） 総会であいさつされる岡田議長 

岐阜地域公衆衛生協議会会長表彰 笠松園に 
AEDを設置 

寝たきりの方を訪問 
町赤十字奉仕団 

　心室細動（不整脈の一種）など

が発生した際に、電気ショックを与

えることにより心臓を正常な状態に

戻す機械であるＡＥＤ（自動体外式

除細動器）を、株式会社アカツカ化

成（田代）さんからの寄附を受けて、

リバーサイド笠松園（田代）に設置

しました。 

アカツカ化成からの寄附 

　歯科医師の西垣公則さん（北及）が、平成２０年度岐阜地域公衆衛生協

議会会長表彰を受賞されました。 

　西垣さんは平成７年から地域歯科医療に尽力され、町の健診にも協力し、

地域住民の公衆衛生の向上に多大な貢献をされました。 

　町赤十字奉仕団の皆さんが、７月８日、在宅で７０歳以上寝たきりの方を訪

問され、介護をされているご家族の労をねぎらうとともに、お見舞い品を贈り激

励しました。 

　お年寄りの方々は、心のこもった訪問に感謝され、奉仕団の皆さんと和や

かなひとときを過ごされました。 



農業委員会 新しい委員決まる 

廃棄物減量等推進員会議を開催 

第2回 羽島郡消防協会消防操法大会で大活躍 
自動車ポンプで第2分団優勝 

最優秀に選ばれた長谷部さんと今井さん （左から） 

　町青少年育成町民会議主催の第３０回少年の主張大会が
６月２２日、中央公民館で開催されました。 
　小学生６人と中学生５人が、心に感じたことや考えたことな
ど１５０人の聴衆を前に力強く発表しました。 
　なお、最優秀に選ばれた２人は、町の代表として岐阜県大
会出場者選考委員会に推薦されました。 
　審査結果は、次のとおりです。（敬称略） 
【最優秀】 
今井彩絵（笠松中３年）「いじめ」のテーマで発表 
長谷部成美（笠松中３年）「ボランティアを通して」のテーマで
発表 
【優　秀】加藤有倭香（笠松小６年）安藤大貴（笠松小６年） 

波多野真基（松枝小６年）棚橋　愛（松枝小６年）島袋真弥（下
羽栗小６年）松原香菜（下羽栗小６年）度會由貴（笠松中３年） 
福島嵩人（笠松中３年）後藤伸也（笠松中３年） 

標的に放水する団員 

　第２回羽島郡消防協会消防操法大会が６月２２日、岐南町
立北小学校屋外運動場で開催されました。笠松町の消防団
員の皆さんは、日頃の厳しい訓練の成果を発揮し、激しい雨が
降り、ぬかるんだ足元の悪条件にもかかわらず、優秀な成績を
収めました。 
【自動車ポンプの部】 
優　勝　町消防団第２分団第２班 
準優勝　町消防団第３分団第２班 
【小型ポンプの部】 
第３位　町消防団第２分団第１班 
 

社会や人との関わりなどをテーマに堂々と発表 
第30回 少年の主張大会 

当選証書を附与される赤塚農業委員 

　任期満了に伴う、町農業委員の改選が行われ、新しい委員
が決まりました。 
　農業委員は、地域の農業振興の推進を図り、農業者の声を
政策へ反映させるための公的代表として、また、農地の売買
や転用などについて公正に審査を行う行政委員として、大切
な役割を担っています。 
　１４人の新しい農業委員は、次の皆さんです。　　（敬称略） 
【選挙による委員（届出順）】 
赤塚鉄雄（田代）　　　瀬　守（長池）　松原信之（江川） 
　橋近韋（米野）　　岩田　壽（北及）　川出哲夫（円城寺） 
樋口純一郎（門間）　道家秀輔（門間） 
【選任による委員】 
農協・農業共済・土地改良区の推薦による委員 
○ぎふ農業協同組合○岐阜中央農業共済組合　加藤一夫（円城寺） 
○羽島用水土地改良区　足立　博（長池） 

町議会推薦による委員 
　安藤俊　（若葉町）　　橋　夫（北及） 
　近藤秀　（門間）　　岩井輝雄（米野） 

環境経済課からの説明を受ける推進員の皆さん 

　７月２日、中央公民館で約２00人が出席して、笠松町廃
棄物減量等推進等員会議が開催されました。 
　今年度から新たに廃棄物減量等推進員になられた小川
雅美さんが代表して広江町長から委嘱状を受け取り、その
他９６人の推進員に委嘱状が交付されました。　 
　推進員の皆さんには、環境対策事業である「廃棄物減
量化、資源化、リサイクル化」のさまざまな施策や地域での
ごみ問題に対しリーダー的な役割と、町と住民の皆さんとの
パイプ役として、協力していただきます。 
　推進員の活動に対し、町民の皆さんのご協力をお願い
します。 



　急速に変化発展する社会の中で、人として地域とし

てのあり方を見直し、これまで笠松で育まれてきた歴史

や伝統を受け継ぎ、さらに住みよい誇りのもてるまちづく

りをめざします。 

○町民の道徳心でまちづくり 

・日本の社会では、耐震強度偽装に始まり、さ

まざまな問題が指摘されています。こうした

問題の根幹は大人の心の問題とりわけ道徳性・

道徳心にかかわるものです。 

・今日の社会に必要な道徳的価値“共生と人

間尊重”を、みんなで今一度確かめ合います。 

・道徳といえば青少年の道徳性を高めること

だと考えがちですが、笠松では「道徳のまち

づくり条例」を制定し、すべての町民にかか

わる課題として考えます。 

・道徳性やマナー・ルールを大切にする心を

養い、町の基盤となる人の力を高めます。 
笠松町長　広江正明 

　笠松町は、かつて木

曽川の川湊を中心とす

る政治・経済・商工業の

まちとしての歴史と伝統

をもち、道徳教育にも力

を入れきました。この歴

史や伝統は私たち町民

の誇りとしているところです。 

　「道徳のまち笠松」では、この笠松のよさを受け

継ぎ人の心を大切にし、信頼感に満ち、外部から

来られた方にも、「共生・人間尊重」の精神を道

徳的な風土や雰囲気として感じとっていただける

ような個性あるまちをめざします。 

　道徳のまちづくりには、町民の皆さん一人ひとり

が自ら「笠松人のこころ」を意識し行動しようとす

る姿勢が大切です。全町民がひとつになって取り

組めば、大きな力になります。より存在感のあるまち、

信頼されるまち、より住みよいまち、より発展するま

ちを町民の皆さんと共に築いていきたいと思います。 

　笠松町民憲章の精神を受け継ぎ、「共生」と「人間尊重」にあふれた“道徳的風土の感じられるまち”“次代を担う

笠松人が育つまち”をめざし、大切にしたい道徳心を三つあげます。 

○“笠松人のこころ”で風土・人を育む 

“笠松人のこころ” “笠松人のこころ” 

・あいさつ 
・声かけ 
・家族のふれあい 
・もてなす心 

・ボランティア 
・地域行事 
・ふれあい活動 
・青少年育成 

・マナー 
・ルール尊重 

　この“笠松人のこころ”は、人と人とのふれあいの中で生かされてこそ、意義あるものとなります。町民の皆さんが、

じっくり考え話し合いながら、皆さんの心にもとづく、皆さんの心や体になじむ取り組みとして進めていただけるよ

う願っています。 

○人と人とのふれあいの中で… 



　６月２５日、笠松中学校体育館で、昨年静岡県で開か
れた「第３９回技能五輪国際大会」の移動式ロボット職
種で金メダルを獲得した萩野幸弘さん（平成１２年度卒）
が母校を訪れ、全校生徒を前にロボット制御技能を紹介
する特別授業を行いました。 
　今回の授業は、子どもたちにものづくりへの関心を高
めるため厚生労働省などが主催し、その第一回目として
萩野さんが笠松中学校に派遣されました。 
　当日は、今回国際大会で使ったロボットでの実演とそ
の仕組みや制御プログラムなどの説明をしたり、大会の
エピソードや自身のものづくりへの思い、将来の仕事の
夢などを語られました。生徒からも、楽しいことやうれしい
こと、ロボットの値段など多くの質問があり、萩野さんはて
いねいに答えられられ、ものづくりに対する思いが後輩
たちへ伝わったようでした。 
　この様子はＮＨＫによる撮影も行われ、今後テレビやＤ
ＶＤにて放映される予定です。 

全生徒に技能五輪のことを話す萩野さん 生徒が置いた障害物をさけてロボットは見事にゴール 

全校生徒がいる中ロボットと一緒に入場する萩野さん 

　夏の交通安全キャンペーンが７月１２日、トミダヤ笠

松店駐車場で岐阜羽島地区交通安全協会笠松

支部・松枝支部・下羽栗支部と町交通安全対策協

議会合同で開催されました。 

　当日は、交通安全の啓発グッズを配り、子どもから

お年寄りまで幅広い層に交通安全の普及活動を行

いました。 

　また、パトカーや白バイの撮影会も行われ、大変人

気を呼んでいました。 

ぬいぐるみも交通安全を呼びかけたり、多くの子どもが白バイに乗りました 



国民健康保険税の税率が変わりました 
　平成２０年度の国民健康保険税は、長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の施行に伴い、従来の
医療給付費分、介護納付金分（４０歳から６４歳）に加え、後期高齢者支援分を合算して納付してい
ただくことになりました。  
　平成２０年度の税率は、次表のとおりとなります。 
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○長寿医療制度の創設に伴う経過制度 
　７５歳以上の方が長寿医療制度へ移行されることにより、国民健康保険税が急激に増えることがないように、一
定期間の経過制度が受けられます。 

●低所得者世帯の国民健康保険税の軽減判定の際に、国民健康保険から長寿医療制度に移行した
方を世帯に加えて判定を行い、世帯構成や世帯の所得が変わらなければ移行後５年間それまでと同様
の軽減を受けられます。 
●国民健康保険から７５歳以上の加入者が長寿医療制度に移行することにより、単身世帯となった国保
世帯（特定世帯）の平等割額は、特定世帯となった後５年間半額となる軽減を受けられます。 
●７５歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から長寿医療制度へ移行することにより、その
被扶養者（６５歳以上）が国民健康保険に加入となる場合（旧被扶養者）、国民健康保険税が２年間一
部減免されます。初年度のみ申請が必要となります。 

●世帯内に６５歳未満の国保被保険者がいる場合 
●介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金額の２分の１を超える場合 
●特別徴収の対象となる年金の年額が１８万円未満の場合 
●口座振替による納付を継続している場合 

○保険税の年金からの特別徴収 
　６５歳から７４歳の世帯主（擬制世帯主を除く）の方を対象に、平成２０年１０月支給の年金から国民健康保険税
（２カ月分に相当する額）を差し引いて納めていただきます。ただし、以下の場合は、特別徴収の対象外となり、従
来の納付書または口座振替による納付方法となります。 

【問合先】住民課 1388-1115　内線125



長寿医療（後期高齢者医療）制度のお知らせ 
【平成20年6月12日】政府が以下のことについて決定しました。 

保険料の軽減割合が拡大されます 

○平成20年度の均等割額が7割軽減されている世帯の方 

（保険料額決定通知書の「⑦軽減額」の欄が27,517円の方） 
・均等割額を一律8.5割軽減とします。 

○保険料額決定通知書の「①賦課のもととなる所得金額」の欄が58万円以下の方 
・所得割額を一律5割軽減とします。 

減額後の保険料のお知らせを8月以降に送付します。 

なお、申請などの手続きをしていただく必要はありません。 

【問合先】住民課 1388-1115　内線128

保険料のお支払い方法の変更について 

　保険料を年金からお支払いいただいている方、10月より年金からお支払いいただく予定

になっている方のうち、下記①②のいずれかの要件を満たす方は、事前に金融機関の窓口に

て保険料の口座振替の手続きを行っていただいた上、「ご本人控え」をお持ちいただき、住民

課窓口へお申し出いただくことにより、保険料を口座振替によりお支払いいただくことが可能

となります。 

①国民健康保険の保険料を確実に納付していた方で、本人（世帯主）が保険料を口座振替

　により納付する場合（被用者保険の被保険者であった方を除く） 

②年金収入が180万円未満の方の保険料を、その方の配偶者または本人以外の世帯主が

　口座振替により納付する場合 

※8月20日までにお申し出いただいた場合、10月から口座振替により納付いただくことにな

ります。その際には、9月中旬頃に今後の納期が記載された納入通知書を送付させていただき

ますので、ご確認ください。 

　住民課の窓口にお申し出いただいた後、速やかに年金からのお支払いを中止する手続きを

行いますが、8月20日を過ぎてお申し出をいただいた場合は、10月分の中止手続きに間に合

いませんので、12月分以降の年金から中止させていただくことになります。ご了承ください。 



親子で円空彫り 
松枝小学校ＰＴＡ 

　６月１５日、松枝小学校で円空仏を作ろうと６年生と
保護者約２００人が、ヒノキの木端を利用して円空彫
りを体験しました。 
　松枝小学校区内の慈眼寺には、町指定の文化財
の不動明王(ふどうみょうおう)像と毘沙門天(びしゃも
んてん)像の２体の素晴らしい円空仏があります。 
　ＰＴＡでは、この体験を通じて文化財への興味や
関心を高め先人の働きを共感しようと企画されました。 
　講師には、羽島市円空顕彰会の山田さんたちを招
いて、小刀や彫刻刀の使い方など円空彫りを指導し
ました。児童や親たちは手助けを受けながら２時間か
けて、高さ２０センチの木端仏を作り上げました。 父親がみまもるなか円空仏を彫る6年生 

KASAMATSUブラスフェスタ’08
迫力の140人の演奏 

　今年で３回目となるKASAMATSUブラスフェスタ`08が、
６月２９日中央公民館大ホールで開催され、笠松中学校・岐
南中学校・岐阜工業高校の吹奏楽部の生徒約１００人と、
社会人吹奏楽団ウインドアンサンブル岐阜の演奏が披露
されました。今年は、岐南中学校も特別参加しました。 
　演奏は、始めにウインドアンサンブル岐阜、岐南中学校・
笠松中学校・岐阜工業高校の順で日頃の練習の成果を
披露しました。 
　最後に４団体が一緒に海兵隊・東京ブギウギ・美女と野
獣の３曲を演奏し、聴衆を美しい音色にいざないました。 
　笠松中学校の生徒は、緊張して大きな音が出ず、高校
生や大人の迫力ある演奏に圧倒されたが、これからもっと
練習して上手になりたいと感想を言っていました。 

中学生・高校生・社会人が一体となっての演奏 

　今までアスファルトに覆われていた石畳約８０
メートルが掘り出されました。 
　近世の物資の集散地で賑わっていた笠松
湊（みなと）で、大八車の車輪が坂道でくいこま
ないように石畳が敷き詰められていました。 
　町では来年度末のみなと公園の完成を目指
して整備していきます。 

　１年の折り返しの６
月３０日、初夏恒例の
みそぎもちが販売され
ました。 
　町内の菓子組合の
皆さんが、これからの
暑い夏に備え無病息
災を願って、あんを包
んだもちにみそをつけ
焼いたみそぎもち６００
０本は、昼までに完売
しました。 

みそをつけみそぎもちを焼く 
菓子組合の皆さん 

無病息災を願ってみそぎもち 
買い求めの長蛇の行列 

眠
っ
て
い
た
石
畳
発
掘 

笠
松
み
な
と
公
園 

掘り出された石畳 掘り出された石畳 
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歴史民俗資料館 

ふ ら っ と 笠 松  
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休日急病診療(内科・歯科)の 
お知らせ 福祉健康課 

こころの巡回相談・ 
グループワーク開催 

福祉健康課 

子育てサロン 
「みんなで遊ぼっ」開催 

子育て支援センター 

　町では、皆さんの子育てをサポートすることを目的に、

乳幼児と保護者の方が遊びをとおしてふれあう場、保護

者の交流の場として子育てサロンを開催します。 

　皆さん、お子さんと一緒にぜひ遊びに来てください。な

お、当日は、保育士や保健師が育児などの相談もお受け

します。 

【日　時】８月２２日（金）午前１０時～１１時 

【場　所】第一保育所　遊戯室 

【対象者】乳幼児と保護者 

【問合先】子育て支援センター（第一保育所内） 

※車でお越しの方は、中央公民館駐車場をご利用くだ
さい。 

　こころの悩みや不安について地域活動支援センタ

ーの精神保健福祉士などが相談に応じます。 

　また、同時に精神障がい者やそのご家族、こころの

悩みをお持ちの方たちの憩いと交流の場として、次の

とおりグループワークを開催しますのでお気軽にご参加

ください。 

【日　時】８月２１日（木）午前１０時～１１時３０分 

【場　所】福祉健康センター 

【内　容】こころの相談・書道 

【問合先】福祉健康課 

　8月の休日急病診療当番医は次のとおりです。受診
の際は必ず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。 
　下記以外については、羽島郡地域救急医療情報セ
ンター（羽島郡広域連合消防本部内）へお問い合わせ
ください。1３８８-３７９９ 
 
〔内科系〕診療時間９時～１６時 
◆在宅当番医一覧表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆二次的病院は、すべての日程とも松波総合病院（田
代　1３８８-０１１１）です。 
※入院を必要とされる方は、二次的病院に入院できます。 
 
〔歯科系〕診療時間１０時～１６時 
◆在宅当番医一覧表 

日 

3 

10 

17 

24 

31 

 

医　　師　　名 

赤　座　医　院 

吉 田 胃 腸 科  

渡 辺 小 児 科  

サンライズクリニック 

伊　藤　内　科 

所　在 電　　話 

247-2626 

387-2217 

246-8882 

247-3322 

387-2257 

 

岐南町 上印食 

笠松町 門前町 

岐南町 八　剣 

岐南町 野　中 

笠松町 上本町 

日 

3 

10 

17 

24 

31 

 

医　　師　　名 

秋田歯科医院  

い い だ 歯 科  

うえむら歯科  

大塚歯科医院  

きたはら歯科クリニック 

所　在 電　　話 

247-1196 

387-3646 

388-4118 

247-1182 

247-8168

岐南町 三　宅 

笠松町 東金池町 

笠松町 長　池 

岐南町 八　剣 

岐南町 野　中 



　町では、地震による家具の転倒を防ぎ被害を最小限
に抑えるために、高齢者世帯や重度の障がいの方が
おられる世帯に対して、自主防災会長（町内会長）を
通じて家具転倒防止補助器具を無料で支給しています。 
　次の条件に該当し支給を希望される方は自主防災
会長に申し出てください。 
【対象世帯】 
①65歳以上の方のみで構成されている世帯 
②身体障害者手帳１・２級の方のみで構成されている
　世帯 
③65歳以上と、身体障害者手帳１・２級の方のみで構
　成されている世帯 
【支給器具】 
Ｌ字型金具式とチェーン式のいずれか２組（４個）。 
※この制度は、１世帯１回限りの支給です。以前に支
給を受けた世帯は対象外となります。 

　子育て支援事業の一環として、「音の実験室」「お
話コンサート」「手作り楽器体験」などが行われます。お
子さんと一緒に音にふれあって遊びましょう。子どもにと
って本当の音楽とは何かを考えるヒントにもなります。 
　当日参加も可能ですので、ぜひご参加ください。 
【日　時】８月３日（日） 午前１０時～１１時４５分 
【会　場】正木コミュニティセンター（羽島市正木町坂丸４‐５４‐２） 
【対　象】０歳～６歳までの乳幼児・小学生や中学生と
　　　　その保護者（保護者同伴） 
【参加料】無料 
【問合先】多機能保育所“エンジェルおひさま”1３８７‐５６１２ 
　　　　Ｅメール angel-ohisama.hoiku@sf.commufa.jp
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（町体育協会事務局） 

1388-3926 
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1387-8432 

1388-0161 
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教育文化課　学校教育担当 

松 枝 公 民 館  

総 合 会 館  

歴史民俗資料館 

ふ ら っ と 笠 松  

町社会福祉協議会 

家具転倒防止補助器具の支給 
総務課 

障がい者（身体・知的・精神）の 
出張就労体験のお知らせ 

福祉健康課 

音で遊ぼう「わいわいコンサート」開催 

家庭でも電気の安全点検を！ 
8月は「電気使用安全月間」です 
　高温多湿の夏場は、１年のうちで感電や電気事故
の最も多い季節です。このため、経済通産省の主唱の
もと、８月を「電気使用安全月間」として、全国一斉に電
気使用安全を呼びかけています。 
チェックポイント 
傷んだ電線、コードを使っていませんか。 
洗濯機・電子レンジにアースは取り付けてありますか。 
漏電遮断機は取り付けてありますか。 
１つのコンセントからたくさんの電気を使っていませんか。 
【問合先】財団法人 中部電気保安協会 岐阜南事業所  
　　　　 1388‐1372

地上デジタルテレビ放送完全 
移行のお知らせ 
　現行の地上アナログテレビ放送は、２０１１年７月２４日
までに終了します。お早めに、地上デジタル放送を視聴
するための準備をお願いします。 
【受信相談】総務省地上デジタルテレビジョン放送受
　　　　　 信相談センター　10570‐07‐0101 
【視聴エリア】（社）デジタル放送推進協会 
　　　　　 ホームページhttp://www.dpa.or.jp/

東海総合通信局 

　心やからだの障がいが原因で、「仕事に就く自信が
ない」「働きたいけど踏み出せない」方を対象とした出
張就労体験を開催します。また、就労のための個別相
談も行います。 
【日　時】８月２６日（火）午後１時～４時 
【場　所】福祉健康センター 
【対象者】概ね６５歳以下で就労に関心のある障がい者、
　　　　またはその家族 
【作業内容】布をたたむ軽作業 
【参加料】無料 
【問合先】福祉健康課または社会福祉法人清穂会　
　　　　地域活動支援センター ザールせいすい 

　　　　1２３５‐６０８０ 



日日雇用職員希望者は登録を！ 総務課 

　役場などで働いていただく日日雇用職員を登録制に
より募集します。 
　町の施設で日日雇用職員として働くことを希望する
方は、町への登録が必要となります。登録後、各職場の
状況により採用させていただきます。 
　この登録制度は、日日雇用職員を採用する必要が生
じたときに、登録者のなかから選考し採用するものです。 
※資格などの要件により、登録順通りに採用されるとい
うことではありません。また、登録しても必ずしも採用さ
れるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。 
【対　　象】１８歳以上６５歳未満の方が対象となります。 
【勤 務 日】原則として、月曜～金曜日（職種により土曜・
日曜・祝日、夜間勤務もあります。） 
【登　　録】 
　役場総務課に設置してある申込書、またはホームペ
ージからダウンロードした申込書により必要事項を記入し、
顔写真（縦４cm×横３cm）１枚（６カ月以内に撮影したも
の）を貼って総務課へ。また、資格免許などが必要な職
種は、証明するものの写しを添付してください。 
　なお、登録の有効期限は、４月以降登録された方は、翌々
年３月３１日までです。ただし、１月から３月までに登録され
た方は、翌年３月３１日までです。 

【賃　　金】町の日日雇用職員基本賃金日額表により
　　　　　支給します。 
【賃金支給日】毎月１０日締めで２１日に支給します。 
【社会保険など】雇用期間、勤務時間により健康保険、厚生
　　　　　年金、雇用保険に加入します。 
【雇用期間】１年（ただし、再雇用あり） 
【職　　種】 
○一般事務補助（各課） 
○一般事務補助（税務課） 
○一般用務業務（庁舎） 
○駐輪場の管理（自転車駐車場管理事務所） 
○放課後児童クラブ指導員業務（各小学校） 
○児童等指導業務（児童館） 
○施設管理業務（福祉会館） 
○学校事務（各小中学校） 
○学校業務（各小中学校） 
○図書業務（中央公民館） 
○施設管理業務（中央公民館・松枝公民館・総合会館） 
○学校給食業務（学校給食センター） 
※登録後、日日雇用職員の採用が必要になった場合は、職
場の担当課から直接、登録者に面接などの連絡を行います。 
【問 合 先】総務課 

酒害相談のお知らせ 
岐阜県精神保健福祉センター 

　アルコール依存など、アルコールについてお悩みの方
やその家族を対象に、ＮＰО法人岐阜県断酒連合会の
相談員による相談会を次のとおり開催します。 
【日　時】８月２９日（金）、９月１９日（金）、 
　　　　１０月３１日（金）、１１月２１日（金） 
　　　　午後７時～９時 
【場　所】岐阜市南部コミュニティセンター 
【連絡先】岐阜断酒新生会　会長中川勝美 
　　　　10575‐23‐4414

終戦引揚者から通貨・証券を 
返還しています 財務省名古屋税関 
　終戦後に外地から引き揚げてきた方が、税関などに
預けた通貨や証券などを名古屋税関でお返ししてい
ますが、引き取り手がなく保管されたままになっているも
のが多数あります。 
　返還請求や問合せは、本人はもとより家族の方でも
構いません。お心当たりの方は、お問合せください。 
【通　貨】旧日本銀行券・旧日本軍軍票など 
【証　券】支那事変割引国庫債券・大東亜戦争割引
　　　　国庫債券など 
【問合先】財務省名古屋税関 
　　　　監視部監視許可通関部門 1052‐654‐4060
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男女共同参画基本計画の 
住民意識調査にご協力ください 

総務課 

ファミリーコンサート2008 
アカペラグループ 

RobStar Lobster
教育文化課 　町では、平成２１年度から２５年度の５か年の計画で「男

女共同参画基本計画（仮称）」を作成します。 

　これは、男女共同参画社会の実現に向け、次代を担

う人づくりの観点から男女共同参画を推進し、住民が住

み続け、子育てし、支えたいと思える魅力ある、活力のあ

る町をつくるために作成するものです。 

　平成２０年７月１日現在で、１８歳以上の方を対象に、無

作為抽出で１、０００人の方に住民意識調査票を配布し

ましたので、ご協力をお願いします。 

【提出期限】平成２０年８月１５日（金） 
【問 合 先】総務課 

スマイル笠松ってどんなとこ？ 
二町教育育委員会 

　羽島郡二町教育委員会では、２０年度から、悩みごと
や心配ごとがあって、学校を長く休んでいる小中学生
の皆さんや、保護者の方々を支援するために「スマイ
ル笠松」を開設しました。 
　一人で悩んでないで、ぜひ相談してください。 
【場　所】北事務所  笠松町東陽町44-1  1387‐6391 
【開設時間】月～金曜日　午前10時～午後3時 

　暑い夏の夜、アカペラグループの歌いによる心地よ
い空間で楽しく集い、家族で音楽のすばらしさに感動
していただくためにファミリーコンサートを開催します。 
【日　時】８月１６日（土）午後７時～ 
【場　所】中央公民館３階大ホール 

【出演者】RobStar Lobster 
女性１人男性４人のアカペラグループ 
※神戸市を中心に幅広く活動中で、聴く人の心を優し
く包み込むパワーがあり、「明日もまた頑張ろう・・☆」そ
んな小さな一歩、けれどとても大切な一歩の背中を押
してくれる、気取らずとても自然体なグループです。 

ロブスター ロブスター 

多重債務110番 
岐阜県環境生活政策課 

　県では、多重債務で困っている方ために、各偶数月

の第２土曜日に無料相談会「多重債務１１０番」を開催

します。悩んでいないで、ぜひご相談ください。 

【日　　時】８月９日（土）午前１０時～午後４時 
【相談対応者】司法書士・県消費生活相談員 
【相談方法】 
①面接と②電話   

①面接相談 

・予約制で先着２３人まで 

・予約受付は８月１日から 

　午前８時３０分～午後５時１５分（土・日を除く） 

・場所　岐阜県県民生活相談センター 

  （岐阜市藪田南５‐１４‐５３ 岐阜県民ふれあい会館内）

②電話相談 

・当日時間内に直接電話してください。 

【申込・問合先】岐阜県県民生活センター  1２７７‐１００３ 
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〈各課直通電話〉 

 総 務 課  
税 務 課  
企 画 課  
環 境 経 済 課  
住 民 課  
福 祉 健 康 課  
（ 役 場 窓 口 ） 

建 設 課   

水 道 課   

会 計 課   

議 会 事 務 局  

教 育 文 化 課  

学校給食センター 

1388-1117　 

1388-1118　 

1388-1119　 

1388-1110  

1388-3231  

1387-5321 

笠松トンボ天国・親子探検隊 
募集 トンボ池を守る会 

リバーサイドカーニバル出店者募集 
かさまつまちづくりイベント実行委員会 

　かさまつまちづくりイベント実行委員会では、１０月２６
日（日）に開催する「リバーサイドカーニバル」の出店者
を募集しています。 
ふれあいコーナー 
【条　　件】町内の団体で、町の活性化のＰＲ活動な
どに関する趣旨のもの（営利目的は不可）。 
【出 店 料】１ブース　テント半分（幅２・７ｍ×奥行３・６
ｍ）を無料で提供。＊追加する場合は1ブース当たり
7,000円 
グルメコーナー 
【条　　件】町内に在住・在勤の個人や団体。 
【出 店 料】１ブース　テント１張（幅５・４ｍ×奥行３・６ｍ）
7,000円。調理器材使用料別途必要。 
【申込方法】役場、中央公民館、松枝公民館、総合会
館にある申込書に必要事項を記入のうえ、出店料を添
えて申し込みください。 
【締　　切】９月１日（月）＊申込多数の場合は、出店を
お断りする場合があります。 
【申 込 先】かさまつまちづくりイベント実行委員会事
務局（役場環境経済課内） 

　夏休みの1日を県下一のビオトープの笠松トンボ天国

で、親子でいろいろな生き物を探しませんか。 

【日　　時】８月２４日（日）午前９時３０分～１１時３０分 

【会　　場】笠松トンボ天国 

　　　　　無動寺河川敷（河川環境楽園西口手前） 

【集合場所】笠松トンボ天国入口看板前 

【講　　師】柴田佳章氏（昆虫の専門家） 

【申込方法】住所・氏名・電話番号をFAX387‐7161 

　　　　　またはEメール fuji_fho@ybb.ne.jp 

【参 加 料】無料 

【駐 車 場】笠松トンボ天国入口東側・河川環境楽園

　　　　　西口駐車場 

【問 合 先】トンボ池を守る会事務局  可児幸彦 

　　　　　1090‐8556‐3478

　かさまつまちづくりイベント実行委員会では「リバー
サイドカーニバル２００８」Ｅボート大会への出場チーム
を次のとおり募集しています。 
【開催月日】１０月２６日（日） 
【開催場所】笠松みなと公園 
【出場資格】１チーム１０人（小学生５年生以上で身長120cm 
　　　　　以上）なら、どなたでも参加できます。 
【表　　彰】優勝３万円、準優勝２万円、３位１万円、 
　　　　　参加賞 
【申 込 先】役場環境経済課、中央公民館、松枝公民
　　　　　館、総合会館 
【募集締切】９月１９日（金） 
【問 合 先】かさまつまちづくりイベント実行委員会 

　岐阜エトスロータリークラブとトンボ池を守
る会の共催で「トンボ池の清掃活動」が次のと
おり行われます。皆さん、ぜひご参加ください。 
○日時　8月24日（日）午前8時～9時 
○場所　笠松トンボ天国 

トンボ池で多く生息しているチョウトンボ 
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FAX387-5816 
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1387-1121 
1388-0811 
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1388-3231

〈お問い合わせは〉 

役 場  

福祉健康センター 
福 祉 会 館  
児 童 館  
子育て支援センター
中 央 公 民 館  
（町体育協会事務局） 

1388-3926 

1387-0156 

1387-8432 

1388-0161 

1388-2355 

1387-5332

教育文化課　学校教育担当 

松 枝 公 民 館  

総 合 会 館  

歴史民俗資料館 

ふ ら っ と 笠 松  

町社会福祉協議会 

夏の風物詩 笠松川まつり 夏の風物詩 笠松川まつり 
かさまつまちづくりイベント実行委員会 

　かさまつまちづくりイベント実行委員会主催の「笠松
川まつり」が、木曽川河畔笠松みなと公園一帯で盛大
に開催されます。 
　響きわたる笠松清流太鼓の音、夏の木曽川を彩る色
とりどりの花火と川面に揺れる万灯流しをお楽しみくだ
さい。また、気軽に利用できるリバーサイドバーもオープン
します。 
　協賛イベントのＥボート体験会も開催されますので皆
さん、お誘い合わせのうえ、ぜひお出かけください。 
【月　日】８月１５日（金） 
※天候や増水など川の状況により中止になる場合があります。 
【時　間】Ｅボート体験会 　午後３時～ 
　　　　 リバーサイドバー 午後６時～ 
　　　　 花火大会　　　　午後７時４５分～ 
　　　　 万灯流し　　　　午後８時１５分～ 
　　　　 写真撮影　　　　午後７時４５分～ 
【場　所】笠松みなと公園一帯 
【交通規制】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊川まつりの翌日午前６時からイベント会場の笠松みなと
公園一帯の清掃が行われます。皆さんのご協力をお願
いします。 

　　 １８：００～２１：３０　　　１９：００～２１：３０ 
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花火写真コンテスト作品募集 
あなたの写真が来年の「笠松川まつり」のポスターに！ 
【テ ー マ】｢花火と万灯流し｣ 
【応募資格】どなたでも応募できます。（プロ・アマ問いま
せん） 
【応募規定】 
①本人が撮影した未発表オリジナル作品 
②１人１作品 
③カラー写真（加工写真可） 
④大きさは六切りまたはＡ４サイズで、向きは縦長 
⑤プリントのみ、折ったり丸めないこと 
⑥作品の裏に住所、氏名、電話番号、写真タイトルを記
　入のこと（加工作品はその旨明記し、画像データもあ
　れば提供ください。１０MB以上） 
⑦作品は２００９年ポスターやチラシなどのコンテンツに使用 
【応募方法】郵送または持参 
【応 募 先】〒501‐6181 
笠松町司町１番地　笠松町役場　環境経済課内 
かさまつまちづくりイベント実行委員会  写真コンテスト係 
【応募締切】９月１日（月）必着 
【　 賞 　】町長賞・町議会議長賞・町内会連合会長賞・
商工会長賞・社会福祉協議会長賞の各賞、賞状と副賞 
【注意事項】 
①応募作品は返却し
ません。 
②応募作品の著作権
は主催者である「か
さまつまちづくりイベ
ント実行委員会」に
譲渡されます。 
③他の権利者（被写
体の肖像権など）を
含む著作物を使用
する場合は必ず権
利者の承諾を得たう
えでご応募ください。 

【問合先】　かさまつまちづくりイベント実行委員会事務局　役場環境経済課 
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〈各課直通電話〉 

 総 務 課  
税 務 課  
企 画 課  
環 境 経 済 課  
住 民 課  
福 祉 健 康 課  
（ 役 場 窓 口 ） 

建 設 課   

水 道 課   

会 計 課   

議 会 事 務 局  

教 育 文 化 課  

学校給食センター 

1388-1117　 

1388-1118　 

1388-1119　 

1388-1110  

1388-3231  

1387-5321 

町民ペタンク大会 

町民ソフトバレーボール大会 

町民ゲートボール大会 

町民剣道大会 

町民卓球大会 

６月１日（日） 
笠松小学校屋外運動場　 
▼Ａブロック 
優　勝　愛子チーム 
▼Ｂブロック 
優　勝　中新町チーム 
▼Ｃブロック 
優　勝　睦Ｂチーム 
▼Ｄブロック 
優　勝　静寿会Ｂチーム 
▼Ｅブロック 
優　勝　笠松Ｐ・Ｅチーム 
▼Ｆブロック 
優　勝　笠松Ｐ・Ｂチーム 

６月１５日（日） 
町民体育館剣道場（敬称略） 
▼一般・高校生の部 
優　勝　実藤大我 
準優勝　村井秀幸 

 ３　位　高木　良 
 ３　位　田中宏明 
▼中学生3年男子の部 
優　勝　中島大輔 
準優勝　下島健司 
▼中学生女子の部 
優　勝　富田英美里 
準優勝　田中英梨奈 
 ３　位　林　優奈 
 ３　位　小縣彩加 
▼中学生男子1・2年の部 
優　勝　木島常並 
準優勝　小松　輝 
 ３　位　加藤瑛樹 
 ３　位　岩田　剛 
▼小学生5・6年の部 
優　勝　岩田真有香 
準優勝　村井美月 
 ３　位　長屋有香 
 ３　位　西脇海太 
▼小学生3・4年の部 
優　勝　岩田結以 
準優勝　山田晃雅 
 ３　位　早野虹汰 
 ３　位　富田秋穂 
▼小学生2年以下の部 
優　勝　下村　翔 
準優勝　小縣幸司 
 ３　位　高島佑季音 

７月６日（日） 
総合会館（敬称略） 
▼一般男子の部Ａ 
優　勝　板橋　宏 
準優勝　鷲見正和 
 ３　位　山口裕也 
 ３　位　福田哲也 
▼一般男子の部Ｂ 
優　勝　水谷　勲 
準優勝　入山佳貴 
 ３　位　野村喜世意 
 ３　位　福田雄紀 

▼ラージボール男子の部 
優　勝　伏屋健二 
準優勝　広瀬喜義 
 ３　位　加藤信男 
 ３　位　川尻和男 
▼ラージボール女子の部Ａ 
優　勝　鹿島千晶 
準優勝　杉山博美 
 ３　位　川本章代 
 ３　位　広瀬秀子 
▼ラージボール女子の部Ｂ 
優　勝　森　光子 
準優勝　板橋正子 
 ３　位　高島眞喜子 
 ３　位　堀千枝子 
▼中学生男子１年生の部 
優　勝　川瀬裕貴 
準優勝　奥口宅矢 
 ３　位　小河原貴士 
 ３　位　蒲　裕貴 
▼中学生男子２年生の部 
優　勝　藤田浩輔 
準優勝　松丘拓也 
 ３　位　臼井利幸 
 ３　位　長屋　篤 
▼中学生女子の部 
優　勝　板橋香奈 
準優勝　森　美幸 
 ３　位　服部真奈 
 ３　位　菅原芙美 
▼小学生の部 
優　勝　松原あかね 
準優勝　古田あかね 
 ３　位　桑原亮太郎 
 ３　位　藤田実樹 
▼一般ミックスダブルスの部 
優　勝　伏屋健二・小川秀彰 
準優勝　山口裕也・広瀬秀子 
 ３　位　岩田邦彦・青木郁恵 
 ３　位　水谷　勲・鹿島千晶 
▼小中学生ミックスダブルスの部 
優　勝　板橋香奈・田中宏輝 
準優勝　藤田浩輔・橋爪吉華 
 ３　位　脇田靖也・森　美幸 
 ３　位　早川幸伽・浅野翔平 

６月８日（日） 
町民体育館２階競技場　 
▼混成の部 
優　勝　北及第２チーム 
準優勝　友楽町チーム 
▼女子の部 
優　勝　南栄町Ｂチーム 
準優勝　南栄町Ａチーム 
 ３　位　円城寺チーム 
 ３　位　北及第１チーム 

６月１５日（日） 
米野ゲートボール場 
優　勝　円城寺Ｂ 
準優勝　円城寺Ｃ 
 ３　位　米野Ａ 

各種大会の結果 
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〈お問い合わせは〉 

役 場  

福祉健康センター 
福 祉 会 館  
児 童 館  
子育て支援センター
中 央 公 民 館  
（町体育協会事務局） 

1388-3926 

1387-0156 

1387-8432 

1388-0161 

1388-2355 

1387-5332

教育文化課　学校教育担当 

松 枝 公 民 館  

総 合 会 館  

歴史民俗資料館 

ふ ら っ と 笠 松  

町社会福祉協議会 

鰹ぶし削り箱はありませんか 
歴史民俗資料館 

　今では鰹ぶしは、すでに削られたものを使っていま

すが、昭和３０年代までは鰹ぶしは「かつぶし」を使用

前ごとに削るのが普通でした。そのため鰹ぶしを削る

ための道具で「削り箱」とよばれるものがありました。 

　資料展示のため、削り箱をさがしています。歴史民

俗資料館までご連絡ください。 

サマースクールボランティアの募集 
笠松町ボランティアセンター 

　療育手帳を持つお子さんを対象に開催する「サマー

スクール」で障がい児たちと一緒に過ごし、ふれあいなが

らボランティアをしてくださる方を募集します。 

【日　時】８月２日、９日、１６日、２３日、３０日の土曜日 

　　　　午前９時～午後４時 

【場　所】中央公民館など 

【内　容】レクリエーションやおやつ作り、おでかけ、調理

　　　　実習など、障がい児・者との交流 

【問合先】笠松町ボランティアセンター  1３８７‐５３３２ 

笠松刑務所医師を募集 
笠松刑務所 

　笠松刑務所では、常勤医師を募集しています。 

【勤務場所】羽島郡笠松町中川町23　 

【待　　遇】国家公務員医療俸給表による 

【年　　齢】おおむね63歳までの医師免許を有する方 

【勤務内容】常勤医師として女子被収容者の健康管

　　　　　理と医療措置 

【問 合 先】笠松刑務所庶務課  人事係1387‐2175

13～15日 
　ちびっ子縁日：射的・スーパーボールすくい他  

17日（日） 
　ふわふわ＆ポニーと撮影会（１２：１５～）  
※ミニチュアホースとポニーは１２時頃来場します。 

８月は道路ふれあい月間 

道路は、私たちの生活を支えるための

大切なものです。路上にゴミを捨てた

り、歩行者、車両の通行の妨げになる

行為はやめましょう。 

8月開催日程 
１２（火）・１３（水）・１４（木）・１５（金）・１７（日） 
２６（火）・２７（水）・２８（木）・２９（金） 

携帯電話でレース映像配信 
携帯電話（ドコモ・ソフトバンク・ａｕ）での
レース映像（ライブ・ＶＴＲ）提供を「うまステ」
により実施することになりました 

※ａｕはＶＴＲのみ配信。情報料は無料ですが視聴す

　る際には高額の通信料が必要です。利用時にはパ

　ケット定額制度への加入を強くお勧めいたします。 

レディース専用特別席「ドリームルーム」好評実施中！　26日（火）～28日（木） 
ご予約・お問い合わせは電話またはFAXにて・・・ＴＥＬ387-9079  ＦＡＸ387-5183



〒501-6181 

〒501-6063 

〒501-6081 

〒501-6062 

〒501-6071 

〒501-6083

司町１ 

長池408-1 

東陽町44-1 

田代290 

上新町172 

常盤町6

〈住 所〉 
役 場  

福祉健康センター 

福 祉 会 館  

児 童 館  

子育て支援センター 

中 央 公 民 館  

〒501-6063 

〒501-6034 

〒501-6052 

〒501-6037 

〒501-6063

長池292 

中野229 

下本町87 

西金池町1 

長池408-1

松 枝 公 民 館  

総 合 会 館  

歴史民俗資料館 

ふ ら っ と 笠 松  

町社会福祉協議会 

木曽川河川敷の植物観察会 
参加者募集 教育文化課 

「第12回かさまつ文芸祭」 
作品募集 
笠松町文化協会・文芸祭実行委員会 

　笠松町文化協会では、１０月１８日（土）に開催される
「第１２回かさまつ文芸祭」の作品を募集しています。
頭の体操のつもりで短歌などいかがでしょうか。多数の
応募をお待ちしています。 
【作品部門】 
短歌・俳句・川柳・詩（小・中学生のみ） 
【作品内容】 
自由題（1部門につき２首または２句以内） 
【応募資格】 
一般（高校生以上）、小・中学生 
【募集期間】 
 ８月１日（金）～９月５日（金） 
【応 募 料】 
１部門につき５００円（小・中学生は無料） 
【問合先・応募先】 
かさまつ文芸祭実行委員会（中央公民館内） 

　木曽川学研究協議会では、木曽川が育んだ豊かな
自然にふれながら、植物の名前の由来やその生態に
ついて学ぶ観察会を開催します。 
【日　　時】９月２５日（木）午前９時３０分～１１時４５分 
【集合場所】木曽川トンボ天国入口 
【定　　員】２０人（申込順） 
【対象者・定員】中学生以上２０人（申込順） 
【参 加 料】５００円（当日徴収）　　　 
【講　　師】岐阜県立森林文化アカデミー 
　　　　　准教授　柳沢　直氏 
【観察植物】初秋の木曽川河川敷の植物（雨天の場
　　　　　合は笠松町スポーツ交流館にて植物観
　　　　　察講座を開催） 
【申込開始】８月１１日（月）午前８時３０分　　　　 
【申込・問合先】木曽川学研究協議会  1３８３‐１０４２ 
【受付時間】土曜・日曜・祝日を除く 
　　　　　（午前８時３０分～午後５時１５分） 
【注意事項】○服装　長袖、長ズボン、長靴、帽子 
　　　　　○持ち物　メモ帳、雨具、タオル、水筒、 
　　　　　　カメラ、植物図鑑 

ぎふ自然体験塾の親子参加者募集 
環境経済課 

【テーマと開催日】 
・伊自良川の魚たち　  9月13日（土） 
・達目洞の自然　　　10月18日（土） 
・秋の里山探検隊　  11月 8日（土） 
・長良河畔の竹林　  12月13日（土） 
・長良川の野鳥　      1月17日（土） 
【開催時間】毎回午前10時～12時 
【と こ ろ】岐阜市とその周辺 
【内　　容】自然観察、魚捕り、投網体験、竹林観察、
　　　　　バードウォッチングなど 
【対　　象】小学生とその保護者 
　　　　　※原則5回すべて参加できる方 
【定　　員】20組40人（多い場合抽選） 
【参 加 費】無料 
【申込方法】はがき、FAX 
【記載事項】住所、氏名、年齢、電話番号 
【申込期限】8月20日（水）必着 
【申 込 先】〒500‐8708 岐阜市司町1 岐阜振興局環境課 
　　　　　1264‐1111 内線222  FAX266‐1964

木曽川うかいとミニ講演の 
参加者募集 教育文化課 

　木曽川学研究協議会の野外活動事業として、「木
曽川うかい鑑賞会」と「ミニ講演会」を開催します。当
日は、講演後屋形舟に乗船し、鵜飼をご覧いただきます。 
【日　　程】９月２７日（土） 
○ミニ講演会 
【時　　間】午後４時～４時５０分 
【場　　所】各務原市鵜沼南町公民館 
【演　　目】鵜飼伝承の歴史と文化 
【講　　師】岐阜市立女子短期大学 
　　　　　准教授　須永　敬氏 
○木曽川うかい鑑賞会 
【時　　間】午後５時～７時４５分 
【場　　所】犬山市うかい船乗船場 
【対象者・定員】中学生以上１００人（申込順） 
【参加費用】１，５００円（当日徴収） 
　　　　　※食事は、各自で用意 
【申込開始】８月７日（木）午前８時３０分　　　　 
【申込・問合先】木曽川学研究協議会  1３８３‐１０４２ 
【受付時間】土曜・日曜・祝日を除く 
　　　　　（午前８時３０分～午後５時１５分） 
【注意事項】駐車場をご用意できませんので、公共交
通機関をご利用ください。 



保健 相 談 （健診・予防接種・相談・教室など） 

内　　容 

悩みごと相談 

行 政 相 談  

人 権 相 談  

心配ごと相談 担当地域民生委員の在宅相談 

在宅相談　行政相談委員 

　岩田　修　宮川町５７　　1387-3718 

　川口　淑　門間６６６　　 1388-2178

在宅相談　身体障害者相談員 

　南谷隆行　上本町２６　　1387-2247 

　早水春生　西宮町１３１　 1388-0029 

　河尻和男　北及１９０２　  1387-5788 

　堀場靖隆　円城寺９２９　 1388-3791

福祉会館 

日（曜日） 

6日（水） 
13：00～15：00

20日（水） 

受付時間 場　所 

身体障がい者 
相談 

在宅相談　人権擁護委員 

　保母勝壽　弥生町３０　　1387-2782 

　則竹　緑　東陽町３６-３　1387-9625 

　後藤　稔　北及１１８３　　1388-1495 

　廣　とし子　長池２６３-２　 1388-1906 

　杉原貴子　中野２５６　 　1388-1496 

　杉山詞一　円城寺１４４３　1387-7867

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 

8月17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。 

内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

お誕生教室 

 にこにこ教室 

 

心の巡回相談と 
グループワーク 

障がい者等出張就労体験 

乳児健康診査・ 
ＢＣＧ予防接種 
 
1歳6ヵ月児健康診査・ 
フッ化物塗布 

3歳児健康診査・ 
フッ化物塗布 
 

１３：２０～１４：１０ 

１３：１０～１３：５０ 

 

  ９：２０～１０：００ 

  ９：２０～  ９：３０ 

１０：００～１１：３０ 

１３：００～１４：３０ 

１３：００～１３：１０ 

１０：００～１１：３０ 

 

１３：００～１４：３０ 

１３：３０～１４：３０ 

 

１０：３０～１１：３０ 

 

１３：３０～１５：００ 

１３：３０～１５：１５ 

 

  
９：３０～１１：１５ 

 

１３：３０～１５：１５ 

 

１０：００～１１：３０ 

 

１０：００～１１：３０ 

１３:００～１６：００ 

５日（火） 

７日（木） 

２８日（木） 

２６日（火） 

２８日（木） 

５日（火） 

２６日（火） 

２６日（火） 

５日（火） 

１３日（水） 

２６日（火） 

２７日（水） 

　８日（金） 

１２日（火） 

１８日（月） 

２５日（月） 

　６日（水） 

２１日（木） 

　６日（水） 

　２７日（水） 

２０日（水） 

　８日（金） 

１２日（火） 

１８日（月） 

２１日（木） 

２６日（火） 

歯みがき教室 

 

 プレパマクラブ 

 

健康相談 

育児相談・ 
マタニティ相談 
 
 
 
 

転倒予防教室 

 

 

ふれあい喫茶 

ふれあいひろば 

貯筋（ちょきん）くらぶ 
～転倒予防体操教室～ 

福祉健康センター 

 

 

 

 

福祉健康センター 

第一保育所 

福祉健康センター 

下羽栗会館 

福祉会館 

福祉健康センター 

総合会館 

福祉健康センター 

総合会館 

 

福祉健康センター 

 

福祉健康センター 

福祉会館 

福祉健康センター 

総合会館 

福祉健康センター 

福祉健康センター 

 

町県民税　　　　　　　2期分 
国民健康保険税　　　　5期分 
後期高齢者医療保険料　2期分 
介護保険料　　　　　　3期分 

 

今月の納税・納付 

　今月のお休みはありません。9月1日（月）は休室日です。 
図書室には、毎週新しい本が入ってきます。 
新着本は、ホームページの蔵書検索からご覧いただけます。 

図書室休室日のお知らせ 



すべての方に 
「ねんきん特別便」が届きます 
すべての方に 
「ねんきん特別便」が届きます 国民  

年金  
〈問合先〉 
岐阜南社会保険事務所 
1273-6161

◇年金記録を確認して必ず回答してください。 
　すべての年金受給者の方には５月までに、また、すべての現役加入者の方には、
１０月までに「ねんきん特別便」が届けられます。 
　年金記録に「もれ」や「間違い」がなくても、すべての方が必ず回答することに
なっています。忘れずに必ず回答してください。 
 
○青色または緑色の封筒で届けられます　 
　自営業、専業主婦、学生などの現役加入者の方には、直接、本人の住所に届けられます。 
　また、会社勤めの方には、お勤め先の会社を通じて(協力が得られた場合)もしくは、直接、本人の住所
に届けられます。 
 
○住所変更の手続きはお済みですか 
　「ねんきん特別便」が確実に届けられるためには、正しい住所が必要です。変更の手続きがお済みでない方は、
速やかに変更手続きをしてください。 
 
○氏名が変更されていませんか 
　平成８年以前に旧姓で年金に加入していた方は、特に注意をして記録を確認してください。 
 
ご質問やお問い合わせは 
「ねんきん特別便」専用ダイヤル　０５７０-０５８-５５５ 
　・月～金曜日 午前９時～午後８時　・第２土曜日 午前９時～午後５時 
「ＩＰ電話・ＰＨＳ」の場合　０３-６７００-１１４４ 
電話以外には 
　社会保険事務所または年金相談センターや都道府県社会保険労務士会でも無料で相談を受け付けています。 
　社会保険庁のホームページ　http://www.sia.go.jp/

教育委員会だより 

豊かな心を 
　　育むために 

　学校を訪問するたびに、子どもたちの元気なあいさ
つや笑顔に出会い、嬉しい気持ちになります。反面
世間では、深刻な事件が多発し、人間性や社会性、
規範意識の低下などが叫ばれ、子どもたちをめぐる
状況が憂慮されます。 
　豊かな心を育むには、子どもたちが知恵を絞り、内
面にある持てる力を充分に働かせる体験が必要です。
子どもたちは、その体験を通して、知る楽しさやできた
喜び、達成感や自己有用感を味わうことができ、心を
豊かに潤していきます。 

　学校では、友だちとの関わりに喜びを感じ、知識や
技能、豊かな感情や感覚に働かせて、心の世界を充
足させる教育活動を意図的に展開し、思いやりの心
や規範意識などを培っていきます。家庭では、食事や
家庭生活を通して、愛情や命の大切さを実感すると
ともに、基本的な生活習慣を守る姿勢を育てたいです。
地域では、伝統的な行事や大人から子どもまでが参
加する活動を通して、地域を愛する心や年長者を敬
う心を育てていきたいです。 
　羽島郡二町教育委員会では、小学４年生から中
学校３年生までの児童生徒による宿泊体験学習、学
校や地域をより良くする活動に取り組んでいる小中
学校の代表者による「子どもサミット」などを実施して
います。羽島郡の子ども達が、豊かな心を育んでい
けるよう、これからも学校・家庭・地域が一緒になって
活動していきたいと願っています。 



子どもたちを絵本の世界へ 
かみふうせん 

　かみふうせんは、図書室の読み聞かせボランティアでのお話会や小
学校・児童館・保育所へ出かけて子どもたちに絵本を読んだり、紙芝居
を行っています。 
　また、赤ちゃんのころから絵本に親しんでもらえるように乳児健康診
査や育児相談でも活動しています。 
　本を選ぶのは大変ですが、夢中になって聞いてくれると幸せな気持
ちになります。 
　関心のある方は、お話し会を一度のぞいてみませんか。 
【活動日】毎月第２土曜日午前１０時３０分～（４・８・１月は休み） 
【場　所】中央公民館 
【連絡先】則竹 緑宅（東陽町）　1３８７-９６２５ 

毎日家中を探検している僕だけど 

時々 お姉ちゃんやお兄ちゃんの大事な物に 

イタズラして 怒られちゃうんだ！ 

でも ニコッと笑えば すぐに許してもらえるよ　 

こんにちわ　りのです。 

よく「ほっぺが落ちそう」と言われるよ。 

早く動き回れるようになりたいなぁ 

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを募集します。 

応募対象　平成19年10月生まれの赤ちゃん 
応募期間　9月5日まで（応募者多数の場合は抽選） 
応募方法　写真とコメントをご持参のうえ企画課まで 
　　　　　お越しください。 
詳細は企画課広報までお問合せください。 

このコーナーでは、日ごろ町民の皆さん
から役場へ寄せられる質問・意見などを
回答とともに紹介します。 

こんなときどうするの？ こんなときどうするの？ 
■ 引越しする時に水道の手続きはどうすればいいのですか。また、水道と下水の
使用料はいつまでの請求なのですか。 
■ 転出される３日前までに水道課で手続きをしてください。アパートによっては手続
きが不要なところもありますので、大家さんに確認してください。 
　上・下水道の使用料の請求は各町内によって検針日が異なりますので、検針時に
お配りしてある「検針のお知らせ」をご覧ください。　　　　　　   【問合先】水道課 

人　口 

男 

女 

世帯数 

22,451人 

10,805人 

   11,646人 

8,034世帯 

（減 19） 

（減  6） 

（減 13） 

（減  3） 

前月比 

まちの人口 
平成20年 7月1日現在 

この広報紙は再生紙を使用しています。 
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