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「まちの駅」の展開方法を車座で議論されるやろまい会の皆さん 

「まちの駅」と「道の駅」は違うの?

「駅」という名の「たまり場」は全国で約1,500カ所 

「まちの駅」動き出す 
笠松らしさあふれる「たまり場おもてなし処」スタートに向けて 笠松らしさあふれる「たまり場おもてなし処」スタートに向けて 笠松らしさあふれる「たまり場おもてなし処」スタートに向けて 

「まちの駅」やろまい会　が始動しました 

　人・まちをつなぐ「まちの駅」は、まちの窓口として
の案内機能、人の交流を促進する交流機能などを
持ったものです。「アートの駅」「木工の駅」「お菓
子の駅」「お茶の駅」「健康の駅」など、さまざまな
テーマの名前を掲げた「駅」がまちなかに点在し、
おもてなしの心で接する駅長さんが出迎えていた
だけます。また、さまざまな「駅」をつなぐネットワーク
が組織され、今までになかった元気なまちづくりの
取り組みが全国で展開されています。 

　町民有志による【「まちの駅」やろまい会】が発
足し、「まちの駅」スタートへの準備をしています。 
　このやろまい会では、「個性的な町民のネットワー
クをつないで町民の力を結集しオリジナリティーあ
ふれるまちづくりをすすめ、町を元気にしていく」こ
とを目的に、笠松らしさあふれる「まちの駅」を目指
して会合を重ねています。 
　「まちの駅」を訪れる際の目印となるオリジナル看
板や、スタート後の笠松町のまちづくりなど、多岐に
渡る話し合いが進められています。 
　笠松町での「まちの駅」スタートに向け、今まで以
上に町民の皆さんに「まちの駅」を知っていただく
ため、やろまい会主催による説明会が開催されます。
（右ページ参照） 

 

だれがつくるの? 

どこにつくる? 

つかうのは? 

特徴は?

まちの駅 

だれでもOK 

どこでもOK 

まちを歩く人が中心 

おもてなしの心で接する駅長さん
との出会いがある 

道の駅 

市町村など公的機関 

国道や道路沿い 

車を利用する人が中心 

２４時間使用できる駐車場・トイレ・
電話や、案内施設などがある 
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あなたにもできます「まちの駅」 
　あなたの個性を活かす「まちの駅」 

元気なまちづくりに参加しませんか!元気なまちづくりに参加しませんか!元気なまちづくりに参加しませんか!

「まちの駅」は、地域の皆さんや笠松町を訪れた方が気軽に立ち寄れる交流の場です。 
「おもてなしの心を持つあなた」が「駅長さん」です。 

～・～笠松町は「まちの駅」「駅長さん」を応援します～・～ 
「まちの駅」については・・・ 
企画課〈０５８-３８８-１１１３〉へお気軽にお問い合わせください。 

いろいろな趣味を持った駅長さんと出会い、会
話が始まる。 
こんな新しい交流が始まるのも、「まちの駅」の
特徴です。 

新しく施設を作る必要はありません。特
別な準備なしで始められます。 
民家や商店、庭先の空間も「たまり場」
になります。 

軒先でもおもてなし。 
「まちの駅」を巡ると笠松の再発見も!

「まちの駅」設置に興味のある方、駅長になりたい方へ… 

「まちの駅」説明会開催します 
日時：平成21年9月30日（水） 

午後7時30分から 
場所：杉山邸（下本町） 
※詳細は広報かさまつ9月号でご案内します。 



第４回 笠松町議会臨時会議決結果 
（7月10日開会　同日閉会） 

第５２号議案　平成２１年度笠松町一般会計補正
予算について 

　補正額 １３５,８８２,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ５,７８７,９２２,０００円 
国の経済危機対策で地方公共団体が将来

に向けた地域の実情に応じたきめ細かな事業を
実施できるよう「地域活性化・経済危機対策臨
時交付金」が交付されるため、その交付金で行
う事業費について増額、子宮がん・乳がん検診
における受診促進と健康意識の普及啓発を図
るための事業費の増額、生誕１２０年記念事業の
一環としてリバーサイドカーニバルでのラジオの
公開生放送および笠松みなと公園で行う写生大
会に対する補助金などの増額補正。 

地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 
①低公害車等導入促進事業 
②国登録有形文化財「杉山邸」保存事業 
③公共施設地上デジタル放送化事業 
④ウィルス対策事業 
⑤防災行政無線屋外子局整備事業 

⑥住宅用火災警報器普及促進事業 
⑦保育所通園バス更新事業 
⑧水源地施設デザイン化事業（水道事業会

計負担事業） 
⑨教育施設（中学校）空調設備設置事業 

第５３号議案　平成２１年度笠松町水道事業会計
補正予算について 

　補正（予定）額 ７,４００,０００円 
　補正後歳入歳出予算（予定）額 ４３７,２９２,０００円 
地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業

として、第１水源地配水池の壁面を町の看板とし
て町をPRするために利用するための修繕料の
増額補正。 

〔提出議案すべて可決〕 

　国登録有形文化財である杉山邸（下本町）が所
有者である杉山幹夫さん（岐阜市）から町へ寄贈
され、７月１日に杉山邸において寄附受領式が行わ
れました。 
　杉山邸は明治２４年の「濃尾大震災」直後に建
造され、築１１０年余を数える木造２階建て、瓦葺、
建築面積２３０㎡、高塀付きの店舗兼住宅です。 
　老朽化と空家のため一旦は取り壊しを決めた杉
山さんでしたが、笠松が最も栄えた時代の商屋（み
そ・しょう油業）の姿を留めている「町屋風造り」の
杉山邸を後世に残したいという町民有志の熱い思

いに心動かされ、幼き頃の思い出とともに杉山家主
屋保存と活用に賛同されました。 
　杉山邸は、木曽川の水運に恵まれ、交通・流通の
要として発展し栄えた笠松町の歴史を知ることの
できる貴重な建物であることが認められ、平成１８年
３月に国有形文化財の登録を受けました。 
　その後、町民有志による事業の実施や主屋の屋
根などが修復されるようになり、杉山さんの「歴史と
文化の町・笠松を発信する拠点として有意義に活
用してもらいたい。町生誕１２０年を記念して寄贈を
したい」とのご意向を受け、このたびの受領となりま
した。 
　町では、今後、老朽化している土蔵の改修に努
めるなど杉山邸を国登録有形文化財として保持し
つつ、住民協働により歴史文化の町・笠松の情報
発信や人の集まる「まちの駅」として活用し、維持
管理に努めていきます。 
　現在、杉山邸は毎月第４土、日曜日に無料で一般
開放されており、２階には杉山邸の資料の常設展
示場もあります。 
　懐かしくもあり安らぎも感じる「杉山邸」で、ゆっ
たりとしたひとときをお過ごしください。 

寄　　附 
【笠松競馬振興事業】 
　匿名　現金１５万円 
　町では、ご趣旨に沿うよう活用させていただきます。 
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杉山幹夫さん　杉山邸を寄贈 
歴史と文化の町・笠松を発信する情報拠点として活用 

広江町長に杉山邸寄贈の目録を渡す杉山幹夫さん（右から3人目） 
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最優秀賞に選ばれた杉山さんは「戦争のない平和な世界を願って」のテーマで発表 最優秀賞に選ばれた堀さんは「戦争について考えること」のテーマで発表 

町長から祝状などを受け取られる安田さん 

標的に放水する町消防団第3分団第2班の団員 

自動車ポンプで第３分団優勝 
第３回羽島郡消防協会消防操法大会で大活躍 

　第３回羽島郡消防協会消防操法大会が６月２８日、
北及の運動公園内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、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３分団第２班 
　準優勝　町消防団第１分団第２班 
【小型ポンプの部】 
　準優勝　町消防団第３分団第１班 

　町青少年育成町民会議主催の「第３１回少年の主張大会」が６月１４日、中央公民館で開催されました。 
　小学生・中学生の順で、心に感じたこと考えたことなどの力強い発表がありました。 
　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） 
【最優秀賞】杉山裕子（笠松中３年） 堀　由佳（笠松中３年） 

【優 秀 賞】岩田拓磨（下羽栗小６年）　森麻衣子（下羽栗小６年）　土屋真希（笠松小６年） 
安藤亘輝（笠松小６年）　赤塚浩明（松枝小６年）　水谷華奈（松枝小６年） 
堀江優里（笠松中３年）　浅野翔平（笠松中３年）　五十嵐有佳（笠松中３年） 

百歳おめでとうございます 
お祝い訪問 

第31回少年の主張大会を開催
社会や人との関わりなどをテーマに発表 

町青少年育成町民会議 

　６月２４日に、満１００歳を迎えられた安田志　子さ
んを広江町長が訪ね、長年にわたり地域の発展に
寄与されてきたことを感謝するとともに長寿をお祝
いし、長寿者褒賞金を贈呈しました。 
　町長が「おめでとうございます。いつまでもお元
気で」とお祝いの言葉を述べると、安田さんは丁寧
に頭を下げられ、「ありがとうございます。」と笑顔を
見せられました。 

し　げ　こ 
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総会であいさつをされる伏屋隆男町村議会議長会会長 

ウォーキングを楽しむ老人クラブの皆さん 

羽島郡町村議会議員総会 
　第５３回羽島郡町村議会議員総会が６月２２日、
笠松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３０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、伏屋隆男
羽島郡町村議会議長会会長から自治功労者表彰
が行われ、当町からは安田敏雄議員（議員在職１６
年以上）が表彰されました。 
　その後、「地域の今から未来を考える～地域資
源と人材によるまちづくり～」と題した、小笠原伸早
稲田大学WABOTO―HOUSE研究所副所長の
講演がありました。 

町老連「伴健康づくり歩け歩け運動」 
心地よい川風を受けて 

　笠松町老人クラブ連合会主催による「伴健康づ
くり　歩け歩け運動」が６月１６日、笠松みなと公園
一帯で開催されました。 
　当日は晴天に恵まれ、老人クラブ会員４５０人が参
加、心地よい川風を受けながら、約２㎞のコースを
元気いっぱいにウォーキングを楽しまれました。 

町赤十字奉仕団 
寝たきりの方をお見舞い 

　町赤十字奉仕団員が７月６日、７０歳以上の寝た
きりの方の家庭を訪問し、介護されているご家族の
労をねぎらい、お見舞い品を贈りました。 
　お年寄りの皆さんは、団員の心のこもった訪問に
感謝され、なごやかなひとときを過ごされました。 

　羽島口腔保健協議会主催の「第２０回歯の健康フェスティバル」が６月７日、岐南町中央公民館で行われ
ました。 
　当日は、フッ素塗布、歯の健康相談、人形劇などが行われ、親子連れなど８５０人が訪れ賑わいました。 
　また、会場では、「歯の健康優良児」などの表彰も行われ、次の皆さんが受賞されました。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（当町関係分 敬称略） 
【歯の健康優良児】 
・笠松小学校　　岩田皐太郎（天王町）　山田瑞穂（上本町）　吉田朱里（門前町）　武藤快（春日町） 
・松枝小学校　　水嶋航也（門間）　森島菜月（長池）　村上巧樹（北及）　波多野日奈子（長池） 
・下羽栗小学校　岩田拓磨（江川）　小西陽奈多（円城寺）　宮崎真帆（米野）　松原成希（中野） 
歯の図画・ポスター部門 
【優秀賞】 
・笠松小学校　　松本佐知子（西金池町）　鈴木結子（八幡町）　城歩夢（門前町） 
・松枝小学校　　岩田　希（北及）　中村大通（田代）　鶴野真穂（北及） 
・下羽栗小学校　土井彩華（中野）　高橋楓（米野）　都築萌（江川） 
高齢者よい歯のコンクール部門 
【優秀賞】　塩原むつき（無動寺）　柿崎幸恵（無動寺）　若山ハツミ（門間） 
【奨励賞】　奥田茂子（門間）　田島康弘（無動寺）　田島和年（無動寺）　田島すや子（無動寺） 

第20回 歯の健康フェスティバル開催 
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　投票は私たち町民が政治に参加し、主権者としてその意思を政治に反映させることのできる、最大かつ
基本的な機会です。候補者の政見など、よく見、よく聞き、よく考えて、私たちの代表を選びましょう。大切な権
利をむだにしないよう、みんなそろって投票に出かけましょう。 
★期日前投票 
　投票日当日に、仕事などで投票所へ行くことができない方は、期日前投票ができます。 
　期日前投票所で請求書兼宣誓書に記入していただければ投票できます。（入場券が届いていれば持参
してください。） 
　期間　８月１９日（水）～２９日（土） 
　　　　最高裁判所裁判官国民審査は、８月２３日（日）～２９日（土） 
　時間　午前８時３０分～午後８時 
　場所　笠松町役場　住民課ロビー 
 
　入場券が届かない場合、郵便投票および不在者投票など、詳しくは町選挙管理委員会（役場総務課）ま
でお問い合わせください。1３８８-１１１１　内線２２６・２２７ 

国民健康保険税の税率改定 

第45回衆議院議員総選挙　第21回最高裁判所裁判官国民審査
●投票日　8月30日（日）　●投票時間　午前７時〜午後８時

　平成２１年度の国民健康保険税は、前年度からの繰越金の状況を考慮し、繰越財源の一部を保険税の
引下げに充てさせていただきました。 
　基礎課税分の資産割税率の引下げ、均等割額の減額により、さらなる負担の公平・軽減を図るため、次の
とおり税率の改定をしました。また、介護納付金分の課税限度額が変わりました。 
　なお、今回の税率改定および平成２１年度の町県民税の決定により、保険税を算定し、国民健康保険税
納税通知書を８月中旬に送付します。　 
　皆さんのご理解とご協力をお願いします。 

【問合先】住民課 

改定後 

据え置き 

45/100 

18,000円 

据え置き 

据え置き 

据え置き 

据え置き 

据え置き 

据え置き 

据え置き 

100,000円 

改定前 

4.1／100 

50／100 

19,000円 

30,000円 

470,000円 

1.8／100 

9,000円 

120,000円 

1.35／100 

12,300円 

90,000円 

所得割額 

資産割額 

均等割額 

平等割額 

　　　　 　課税限度額 

所得割額 

均等割額 

　　　　 　課税限度額 

所得割額 

均等割額 

　　　　 　課税限度額 

基準総所得金額に乗ずる率 

固定資産税額に乗ずる率 

１人につき 

１世帯につき 

基準総所得金額に乗ずる率 

１人につき 

基準総所得金額に乗ずる率 

１人につき 

基
礎
課
税
分 

介
護
納
付
金
分 

後
期
高
齢
者 

支
援
分 
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町が取り組む施策や事業についてわかりやすくご紹介します 
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　笠松町では、平成２０年度からスタートしたふるさと納税制度に対応するため、「かさまつ応援基金」
を設置し、「ふるさと笠松町に貢献したい!」、「笠松町出身ではないけれど笠松町を応援したい!」とい
う思いをお持ちの皆さんからの寄付をお待ちしております。 
 
 
　「ふるさとのために何かしたい!」「ふるさとを応援したい!」「ふるさとを大事にしたい!」という、全国
の皆さんからの善意・厚意を、寄付という形にして、地方公共団体（都道府県・市町村）に寄付した
場合、個人住民税や所得税を一定限度まで控除する制度です。 
　寄付先は、出身地に限らず、都道府県・市町村から自由に選ぶことができ、「故郷への恩返し」と
いう面と、「好きな地域を応援する」という側面も持っています。 
 
 
　１年間に５,０００円を超えるふるさと応援寄附金へのご協力をいただきますと、確定申告またはお住
まいの市区町村へ申告することによって、寄付金から５,０００円を引いた金額が所得税と個人住民税
から寄附金控除として控除されます。 
■対象となる方：個人住民税の納税義務のある方 
■対象となる金額：５,０００円を超える部分の金額 
■控除額の上限：個人住民税所得割の１割程度 
 
 
　笠松町では、かさまつ応援基金に５,０００円以上の寄付をいただいた場合、こころばかりのお礼とし
て「かさまつ宅配便」という商品パンフレットを送付しております。その中からお好きな商品を２品選ん
でいただいております。 
 
 
　町外在住の町出身などの方がお知り合いにおられる場合は、ぜひ「かさまつ応援寄附金」の宣伝
をお願いいたします。もし申請方法など分からないことがありましたら、問合先にご連絡ください。また、
笠松町のホームページにも申請方法を含めた制度の概要を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。 
 
 
　昨年度（平成２０年度）中には、町内外２０人から合計で６０５,０００円の寄付をいただきました。この
寄付は、教育や文化・歴史保存、福祉、まちづくりの分野で大切に使わさせていただきます。 
 
問合先　企画課（寄付の全般に関すること） 
　　　　税務課（寄附金控除に関すること） 
参　考　笠松町ホームページ【http：//www.town.kasamatsu.gifu.jp/】 

かさまつ応援寄附金 ３２ 

ふるさと納税制度とは?

税金からの控除について 

寄付していただいた方には・・・ 

町外に住んでいる方にぜひ・・・ 

平成２０年度中の寄付状況 



　　 １８：００～２１：３０　　　１９：００～２１：３０ 
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木曽川橋 
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●役場 だるまや● 

笠松競馬場 

八幡神社 

本
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通
り 
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通
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P名古屋鉄道（株） 
笠松駅 
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【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） 
 

笠松川まつり開催 笠松川まつり開催 
　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
で町生誕１２０年を記念して盛大に開催されます。 
　響き渡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、町のマスコットキャラクター「かさまる」も登
場します。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（土） 
※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～ 
「かさまる」登場 午後７時～ 
笠松清流太鼓 午後７時１５分～ 
花火大会 午後７時４５分～ 
万灯流し 午後８時１５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、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。 

花火写真コンテスト作品募集 

かさまつまちづくりイベント実行委員会 

笠松町生誕１２０年記念 

　あなたの写真が来年の「笠松川まつり」のポスタ
ーに! 
　今年も、花火写真のコンテストを実施しますので、
ぜひご応募ください。優秀作品は２０１０年川まつり
のポスター・チラシなどに使用します。 
【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・アマは問いません） 
【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（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してください。１０MB以上） 

【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（火）必着 
【　 賞 　】町長賞・町議会議長賞・町内会連合
会長賞・社会福祉協議会長賞。各賞には賞状と副
賞を贈呈します。 
【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。 
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町生誕１２０年記念　各種大会の結果 

スポーツ＆レクリエーション スポーツ＆レクリエーション スポーツ＆レクリエーション スポーツ＆レクリエーション 

第８回町民ペタンク大会結果 ６月７日（日）　笠松小学校屋外運動場 （敬称略） 

▼Aブロック 優勝 G G Fチーム（武仲敏治・長谷部道子・飯田和子） 
▼Bブロック 優勝 笠松P・Dチーム（伏屋敬三・松原美智子・松原志げる） 
▼Dブロック 優勝 中新町Bチーム（河田忠雄・村田愛子・加藤峰子） 
▼Eブロック 優勝 笠松P・Eチーム（加藤定・村瀬千代・五藤君代） 

第１３回町民ソフトバレーボール大会結果 ６月１４日（日）　町民体育館２階競技場 

▼混成の部 優勝　美笠チーム 準優勝　長池チーム ３位　北及チーム 
▼女子の部 優勝　北及第２チーム 準優勝　南栄町Bチーム ３位　北及第１チーム 

第３４回町民剣道大会結果 ６月２１日（日）　町民体育館剣道場 （敬称略） 

◎一般・高校生の部 優勝　森　敦史 準優勝　加納拓也 ３位　森　俊滋　　３位　渡辺健太 
◎中学生男子３年の部 優勝　小松　輝 準優勝　矢野稔貴 ３位　加藤瑛樹　　３位　藤井貴海 
◎中学生女子の部 優勝　富田英美里 準優勝　前平つぼみ ３位　内山若奈佳　３位　小縣彩加 
◎中学生男子１・２年の部 優勝　市岡由行 準優勝　芝田賢司 ３位　福富行延　　３位　細川裕介 
◎小学生６年の部 優勝　赤座　悠 準優勝　大塚喬生 ３位　安江大樹　　３位　岩田　陸 
◎小学生５年の部 優勝　河合将史 準優勝　藤井陽規 ３位　冨田秋穂　　３位　丸井崚生 
◎小学生４年の部 優勝　赤座万桜 準優勝　山田晃雅 
◎小学生３年以下の部　優勝　杉原　匠 準優勝　杉山朝音 ３位　長屋年晃　　３位　小縣幸司 

第５８回町民卓球大会結果 ７月５日（日）　総合会館 （敬称略） 

◎一般男子の部A 優勝　板橋　宏 準優勝　嵯峨崎智史 ３位　福田哲也　３位　濱　正人 
◎一般男子の部B 優勝　高橋広樹 準優勝　羽田野祐紀 ３位　北口隼人　３位　牧野竜典 
◎中学生男子の部A 優勝　今井博章 準優勝　藤田浩輔 ３位　松原侑哉　３位　川瀬裕貴 
◎中学生男子の部B 優勝　臼井利幸 準優勝　奥口拓矢 ３位　松丘拓也　３位　川出直紀 
◎中学生女子の部 優勝　森　美幸 準優勝　古田あかね ３位　藤田味己　３位　間野涼子 
◎小学生の部  優勝　田中宏輝 準優勝　松原あかね ３位　金森一真　３位　田中舞衣 
◎一般ミックスダブルスの部 
　優勝　水谷　勲・森　久子　準優勝　伏屋健二・高橋かず枝 ３位　広瀬喜義・広瀬秀子 
    ３位　鷲見正和・勅使川原久貴子 
◎小中学生ミックスダブルスの部 
　優勝　松丘拓也・森　美幸　準優勝　早川幸伽・間野涼子 ３位　今井博章・金森慎治 
    ３位　蒲　裕貴・田中宏樹 
◎ラージボール混合団体戦 
　優　勝　広瀬喜義・加藤信男・河尻和男・青木郁恵・高島眞喜子 
　準優勝　青山真治・奥田守孝・川本章代・棚橋久美子・広瀬勢津子・森　久子 
　３　位　後藤　勉・岩田邦彦・正木秀幸・広瀬秀子・堀千枝子・福田真那 

第７回町民ゲートボール大会結果 ６月２８日（日）　米野ゲートボール場 

優勝　米野A　　準優勝　円城寺A　　３位　円城寺B



カメラの眼カメラの眼

老人クラブ長生会の 
一斉掃除 

回収ゴミ25袋 

道路わきに捨てられたゴミの回収を行う下・中門間地区の老人クラブの皆さん 

川・馬・人が主役のイベントを楽しむ皆さん 

池の付近は植物やトンボ、ヤゴがたくさん 

見たことがないトンボがいたよ 
トンボ天国親子探検隊 

川湊のにぎわい　再び 
湊町浪漫 

　湊町浪漫（NPO法人元気きそがわ主催）が7月
18日、笠松みなと公園で開催されました。 
　当日は、NPO法人郡上ミスチーフファミリー（郡上
市）とNPO法人ぎふ羽島ボランティア協会（羽島市）
も参加し、引き馬体験やアコースティックライブ、物販
などが催され来場者を楽しませました。青い木曽川、
緑の芝生、茶色い馬、個性的な人々が一体となっ
た会場は、古くは木曽川の水運に恵まれ川湊として
栄えた笠松町の再来を思わせるようでした。 
　木曽川をフィールドに、川を活かしたまちづくりを
目的に流域のネットワークを深めながら活力ある地
域づくりを進めるNPO法人元気きそがわの活動は
今後も続きます。 

　トンボ天国親子探検隊（トンボ池を守る会主催）
が７月１２日、笠松トンボ天国で開催されました。 
　トンボ天国は県下一のビオトープで、約３０種類の
トンボをはじめ多くの動植物が生息する自然の宝
庫です。 
　当日は虫かごや昆虫網を持った６０人の親子が、
講師で昆虫の専門家　柴田佳章さんからトンボ天
国に生息する動植物の説明を受けながら、貴重な
自然の残るトンボ天国を探検しました。 
　参加した子どもたちは、チョウチョのような羽をも
つチョウトンボや糸のように細いイトトンボなどを発見
するたびに目を輝かせ、小さな自然を発見する喜び
を感じるひとときとなりました。 

 

　7月19日、下・中門間地区の老人クラブ長生会1・
2・3の皆さんが町内に捨てられた空き缶などのゴミ
を拾いました。 
　この清掃活動は、15年ほど前から始められ、6月
と9月の年2回開催しています。 
　今回は、約100人の会員が火ばさみとごみ袋を持
って参加され、地区内の道路をグループ毎に分か
れて歩きながら、道路わきに捨てられた紙ゴミや空
き缶・ペットボトル・ガラスビンなどを分別回収しました。
拾い集められたゴミは25袋にもなり、道路はすっかり
きれいになりました。 

　ゴミを回収した会員の方々は「自分が健康である
ので、地域のことで少しでも奉仕できればいい」「み
んなが集まって清掃活動することや会員同士が話
すことが楽しい」と汗をぬぐいながら話されました。 

��
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　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  午前９時～午後４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  午前１０時～午後４時 
◆在宅当番医一覧表 

日 医 療 機 関 所　　在 電　　話 

休日急病診療（内科・歯科）の 
お知らせ 福祉健康課 

　「この頃食べたくないな」「体重が減ってきたな」
と、感じていませんか?このような症状にあてはまる
方は、栄養が不足している可能性があります。 
　町では、このような方を対象に「低栄養予防教室」
を開催します。栄養が不足している状態（「低栄養」
といいます。）が続くとからだが弱ってしまいます。
いつまでも元気に暮らしていくためにもこの機会に
食生活を見直してましょう。 

【申込・問合先】福祉健康課 

低栄養予防教室開催 
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 

　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、同時に精神障がいの方やそのご家族、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、
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２０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 

絵手紙づくり 
【問合先】福祉健康課 

2 

9 

16 

23 

30

松 波 総 合 病 院  

伏 見 医 院  

サンライズクリニック 

吉 田 胃 腸 科  

渡 辺 小 児 科  

笠 松 町 田 代  

岐 南 町 三 宅  

岐 南 町 野 中  

笠松町門前町 

岐 南 町 八 剣  

388-0111 

247-8828 

247-3322 

387-2217 

246-8882

日 医 療 機 関 所　　在 電　　話 

2 

9 

16 

23 

30

きたはら歯科クリニック 

岐南歯科クリニック 

久 納 歯 科 医 院  

こころ歯科医院 

小 島 歯 科 医 院  

岐 南 町 野 中  

岐南町八剣北 

笠松町下本町 

岐 南 町 徳 田  

岐 南 町 平 島  

247-8168 

248-1116 

387-2051 

274-0118 

245-2096

65歳以上の方 

◎低栄養予防についてのお話 
　「ちょっとした工夫で栄養アップ!!」 
◎試食（調理実習は行いません。） 

中央公民館 

8月21日（金） 

下羽栗会館 

8月26日（水） 

福祉健康センター 

8月28日（金） 

午後1時30分～3時頃 

無料 

8月17日（月） 

対象者 

内 容  

場 所  

日にち 

開催時間 

参加費 

申込期限 
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体育施設の利用抽選会 体育施設の利用抽選会 体育施設の利用抽選会 9月分 9月分 
【月　日】 
【時　間】 
 
【場　所】 

8月25日（火） 
午後7時30分～  運動場利用者　 
午後8時～　　  テニスコート利用者 
中央公民館 

運動場 
テニスコート 

笠松町生誕１２０年記念 
夏期巡回ラジオ体操・ 
みんなの体操会開催 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。 
　お子さんと一緒に遊びに来てください。 
　また育児相談も行いますので、相談される方は母
子手帳をお持ちください。 
【日　時】８月１２日（水） 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 
※車の方は、中央公民館駐車場をご利用ください。 

酒害相談会開催 
県精神保健センター 

　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、NPO法人岐阜県断酒
連合会の相談員による相談会を開催します。 
【日　時】８月２１日（金）、 ９月１８日（金） 

１０月３０日（金）、１１月２０日（金） 
午後７時～８時５０分 

【場　所】岐阜市南部コミュニティーセンター 
【連絡先】岐阜断酒新生会　会長　中川勝美 

1０５７５-２３-４４１４ 

　町では、生誕１２０年記念事業として「夏期巡回
ラジオ体操・みんなの体操会」を開催します。 
　早朝のさわやかな空気を胸いっぱい吸って、みん
なで楽しく元気にラジオ体操をしませんか。 
【日　時】８月１７日（月） 午前６時開会 

（開場：午前５時３０分） 
【会　場】晴天時　笠松みなと公園（小雨決行） 

雨天時　笠松町民体育館 
（雨天により会場変更となった場合、当日、
午前５時に防災行政無線でお知らせし
ます。なお、町民体育館で開催の場合、
入場制限をさせていただきますのでご了
承ください。） 

【駐車場】笠松競馬場駐車場 
パターゴルフ場駐車場 

※雨天時、町民体育館で開催の場合は、上靴をご
持参ください。 

日本脳炎予防接種 
福祉健康課 

　平成１７年より日本脳炎予防接種において、副反
応と思われる事例が出たことにより接種の勧奨を
控えていました。 
　このたび、日本脳炎ワクチン（以下旧ワクチン）に
加え、新たに乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン（以下
新ワクチン）が第１期で使用できることになりましたが、
ワクチンの供給量や安全性の確認などの観点から、
引き続き積極的な勧奨をする段階には至っていま
せん。 
　ただし、接種を希望される場合には保護者同意
の上で接種することも可能です。 
　詳しくは、福祉健康課へお問い合わせください。 

第1期初回 
3歳～ 

7歳6カ月未満 
3歳 

○  
○ 

役場福祉健康課・福祉健康センターでお渡しします。 
（母子手帳をお持ちください） 

個別予防接種実施医療機関へ予約のうえ、 
お出かけください。 

第1期初回追加 
3歳～ 

7歳6カ月未満 
4歳 

○  
○ 

第2期 

9歳～13歳  
9歳 

○  
× 

 

対 象 年 齢   
標準的な接種年齢 

旧ワクチン 
（同意書必要） 
新ワクチン 

予 診 票  
 
接 種 方 法  

接
種
で
き
る 

ワ
ク
チ
ン 
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児童扶養手当の手続きを 
福祉健康課 

　児童扶養手当は、離婚や死別などにより、母子家
庭となった世帯などの生活の安定と自立を促進す
るための制度です。 
　手当を受けるには認定請求の手続きが必要です。
請求がない場合は、手当が支給されませんのでご
注意ください。 
　また、請求者の生計や所得などの状況によって
は支給停止や減額となる場合があります。 
＜児童扶養手当の現況届＞ 
　児童扶養手当現況届は、毎年８月１日の状況を
記載し、引き続き手当を受けることができるかを確
認するものです。 
　なお、現況届を提出されないと、８月以降の手当
が差し止められますのでご注意ください。 
【提出期限】８月３１日（月） 
【提 出 先】役場福祉健康課（窓口） 

地震に備えて 
家具転倒防止補助器具の支給 

総務課 

　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字型金具式または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となりません。 

あんしんかさまつメールに 
登録を 企画課 

　町では、災害時の避難所・医療機関などの情報
や住民の安全に係わる防犯情報など、緊急を要す
る情報を携帯電話やパソコンに迅速かつ的確に提
供するあんしんかさまつメール（緊急時情報伝達シ
ステム　緊急メール）でお届けしています。 
　携帯電話やパソコンのインターネットを通じて、事
前にお申し込みいただいたアドレスに、各種防災防
犯情報をEメールで配信します。携帯電話でのメー
ル受信には数円（文字データのみ）の通信料がか
かりますが、いざという時の情報収集手段としてぜ
ひ登録ください。 
【登録方法】 
　携帯電話やパソコンのイ
ンターネットURL入力画面
にて下記のアドレスを入力
されるか、QRコードを携帯
電話のカメラ機能を利用し
て読み込んでください。 
【URL】 
https://www.sugumail.com/kasa/user/top.php 
【問合先】企画課 

ご存じですか　AED設置場所 
総務課 

　AED（自動体外式除
細動器）は、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
す。町では、平成１８年度
から公共施設などに２６
台設置しました。 
　多くの方にAEDの設置箇所を知っていただくた
めに、民間施設に設置されたものも含め、町ホーム
ページ（http://town.kasamatsu.gifu.jp/）で確認
することができます。 
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体力テストの実施 
町体育指導委員会 

　成人（２０歳～７９歳）を対象に体力テストを行い
ます。この体力テストでは、結果をその年齢に応じ５
段階に評価するだけではなく、体力年齢も判定す
ることができます。運動の好き嫌いに関係なく、ぜひ
ご参加ください。 
【日　時】８月２２日（土） 午後６時～９時 

８月２３日（日） 午前９時～１２時 
【場　所】笠松小学校　講堂 
【テスト項目】 
　握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、立
ち幅とび、２０mシャトルラン、開眼片足立ち、６分間
歩行など 
【参加料】無料 
【服　装】運動のできる服装、上靴 
【申込期限】８月１８日（火） 
【申込先】笠松町総合会館または中央公民館 
【問合先】笠松町体育指導委員会事務局（笠松

町総合会館内）1３８７-８４３２または羽
島郡二町教育委員会1２４５-１１３３ 

税務署からのお知らせ 
岐阜南税務署 

　納税者の皆さまからの電話による国税に関する
ご質問・ご相談は国税局「電話相談センター」でお
受けしている都合上、税務署の代表電話の受付は
自動音声案内となっております。 
　操作法法については、お手数ですが自動音声案
内に従っていただくようお願いします。 
　また、個別的な照会に対する税務署での面接相
談は十分な時間をもって適切な対応ができるよう、「事
前予約制」としておりますので、あらかじめご了承
願います。 
　なお、税金の納付相談で税務署へお越しいただ
く際には、事前の予約は必要ありません。 
※予約の際には、ご住所、お名前、ご相談内容など
をお伺いします。 
【問合先】岐阜南税務署　1２７１-７１１１ 

雇用対策ご存じですか 
ハローワーク岐阜 

　きびしい経済情勢を乗り切るために、政府による
雇用対策が次 と々拡充されています。 
◎雇用保険の対象となる方への雇用保険制度が

充実 
・雇い止めにより離職した非正規労働者の受

給資格要件を緩和、給付日数の充実 
◎雇用保険を受給していない方への、新たなセー

フティネットの構築 
・住宅資金貸付の実施 
・職業訓練と生活保障の充実 
・再就職支援など 

　詳しい内容は、ハローワークへお問い合わせくだ
さい。 
【問合先】ハローワーク岐阜（岐阜公共職業安定所） 

岐阜市五坪１丁目９番地１号 
（岐阜労働総合庁舎内）1２４７-３２１１ 

「多重債務１１０番」無料相談会 
県環境生活政策課 

　岐阜県では、多重債務者の相談に応じる無料
相談会「多重債務１１０番」を偶数月第２土曜日（２
月のみ第３土曜日）に開催しています。返済に困っ
ている方は、一人で悩まずにご相談ください。  
【日　時】８月８日（土） 午前１０時～午後４時 
【会　場】岐阜県県民生活相談センター 

（岐阜市薮田南５-１４-５３　岐阜県県民
ふれあい会館内） 

【相談対応】 
　弁護士、司法書士、県消費生活相談員 
【相談方法】 

①面接相談：２０分間・予約制（定員２３人）８月１日（土）
から受け付け開始（日曜日を除く）。 

②電話相談：当日時間内に直接お電話ください。
1２７７-１００３（岐阜県県民生活相談センター） 

【今後の開催予定】 
　１０月１０日（土）、１２月１２日（土）、平成２２年２月２０
日（土） 
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「ちょっといい話」の募集 
福祉健康課 

「飼育係とまわる 
　アクア・トトぎふ　見学会」 
　参加者募集 教育文化課 

　木曽川学研究協議会では、飼育係の分かりや
すい説明を聞きながら、普段は見ることのできない
水槽の裏側からの見学（バックヤード見学）するア
クア・トトぎふの見学会を開催します。 
【日　　時】８月１９日（水）、２６日（水） 

午前９時４５分 
※両日同じ内容となりますので、どちらか一日を選
択ください。 
【集合場所】アクア・トトぎふ 

（各務原市川島笠田町　河川環境
楽園内） 

【定　　員】３０人（申込順） 
【対　　象】小学生以上 
【参加費用】大人８００円、中高校生６００円、 

小学生３００円（当日支払） 
【申込受付日時】８月６日（木）から 

午前８時３０分～午後５時１５分（平日） 
【申込・問合先】木曽川学研究協議会事務局（各務

原市観光文化課）1３８３-１３４８ 

　日々の生活の中で、ほんの少し相手のことを思っ
て掛けた「言葉」や「行動」に、周りの空気が温か
くなったという経験はありませんか。 
　また、あなたがつらかったとき、苦しかったときに
かけられた「言葉」や「行動」が、励ましになった経
験はありませんか。 
　このような、身の回りの心温まる出来ごとを募集し、
「ちょっといい話」として９月に開催する「人権啓発
フェスティバル　ハートフル・フェスタ２００９年ぎふ」
の会場で発表するとともに、年４回発行する「人権
だより」で紹介させていただきます。 
　よりよく生き合おう
とする人の姿をとお
して「温かい心のふ
れあい」「心豊かなま
ちづくり」について、
みんなで考える機会
を持ちましょう。 
【募集内容】自分が体験した、あるいは自分の周り

にあった、心に残る「ちょっといい話」
を２００字程度（以内）にまとめてくださ
い。手書き、ワープロは問いません。 

【応募資格】制限なし。 
【応募方法】作品は氏名、年齢、電話番号（携帯電

話可）、メールアドレス（お持ちの方のみ）
を必ずご記入のうえ、封書またはファッ
クス、メールでご応募ください。 

【募集期限】８月３１日（月）必着 
【作品の帰属】 
　応募いただいた作品は、９月１９日、２０日に長良川
国際会議場で開催される「人権啓発フェスティバル
ハートフル・フェスタ２００９ぎふ」の会場に掲示させ
ていただくとともに、印刷物として配布させていただ
く場合があります。また、９月以降に応募いただいた
作品は年４回発行する「人権だより」で紹介させて
いただきます。なお、作品は、返却しませんのでご了
承ください。 
【応募先・問合先】福祉健康課 

毎週ウォーキングしましょう 
体育指導委員会 

　皆さんの健康増進のため、毎週土曜日にウォー
キングを開催しますので、ぜひご参加ください。歩幅・
歩数から距離を計算し、東海道五十三次などと同
じ距離を歩いてみましょう。 
【日時・場所】 
８月 １日（土） 午前８時～９時 笠松みなと公園 

８日（土） 午前８時～９時 運動公園 
１５日（土） 午前８時～９時 トンボ天国 
２２日（土） 午前８時～９時 笠松みなと公園 
２９日（土） 午前８時～９時 笠松みなと公園 

（雨天中止） 
　当日、担当委員が参加証明の
手作りスタンプを押します。１０回
参加で１０回章、以降２０回、３０
回とオリジナルバッジを進呈します。

（小冊子を用意してあります。） 
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http://www.kasamatsu-keiba.com/
8月開催日程 

携帯電話でレース映像配信 

大好評！ 
ご予約はお早めに 

ドリームルーム ドリームルーム 
レディース専用特別席 

ご予約・お問い合わせは電話またはFAXにて・・・ 
企画広報課　ＴＥＬ387-9079　ＦＡＸ387-5183

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。 

お問合せ先：うまステ事務局　support@uma.st http://uma.st/

６（木）・７（金）・１７（月）・１９（水）・２０（木）・２１（金） 

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
１８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 
【内　容】団体のPR活動などに関する趣旨のもの

（営利目的は不可） 
【対　象】町内の団体 
【出店料】１ブース・テント半分（幅２.７m×奥行３.６m）

無料。※追加する場合は１ブース当たり 
７,０００円。 

グルメコーナー 
【内　容】各種飲食物の販売 
【対　象】町内に在住・在勤の個人または団体 
【出店料】１ブース・テント１張（幅５.４m×奥行３.６m）

７,０００円。※調理器材が必要な場合は
別途料金が必要。 

【申込方法】 
　申込書に必要事項を記入のうえ、出店料を添えて、
かさまつまちづくりイベント実行員会事務局へ申し
込みください。なお、申込多数の場合は、出店をお
断りする場合があります。 
※申請書は、環境経済課、中央公民館、松枝公民館、
総合会館にあります。 
【締　切】９月１日（火） 
【問合先】かさまつまちづくりイベント実行委員会 

（環境経済課内） 

ぎふ自然体験塾の親子 
参加者募集 岐阜振興局環境課 

　環境に係わる活動をしているNPOやボランティア
の方を講師に、身近な自然と触れ合う体験型環境
教育「ぎふ自然体験塾」が開催されます。 
【テーマと開催日】 
・伊自良川の魚たち ９月１２日（土） 
・達目洞（だちぼくぼら）の自然 １０月１７日（土） 
・秋の里山探検隊 １１月 ７日（土） 
・長良河畔の竹林 １２月１２日（土） 
・長良川の野鳥 １月１６日（土） 
【開催時間】午前１０時～１２時 
【開催場所】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（応募者多数の場合は抽選） 
【参 加 費】無料 
【申込方法】住所、氏名、年齢、電話番号を記入

して、はがきまたはFAXで申し込みく
ださい。 

【申込期限】８月１９日（水）必着 
【申 込 先】〒５００-８７０８　岐阜市司町１番地 

岐阜振興局環境課 
1２６４-１１１１内線２２２ 
FAX２６６-１９６４ 

木曽川をEボートで!参加者募集 
木曽三川フォーラム 

【運 行 日】８月２０日（木） 
【運行コース】 
　Aコース 集合：午前９時 解散：午後２時（乗船５㎞） 
　　江南（水辺プラザ）～各務原（河川環境楽園） 
　Bコース 集合：午前９時 解散：正午（乗船１２㎞） 
　　江南（水辺プラザ）～笠松（笠松みなと公園） 
【募集人数】Aコース１６人 

Bコース８人 
【参加資格】中学生以上または小学生以下の親子 
【参 加 費】１,０００円（保険料含む） 
【申込・問合先】 
　木曽三川フォーラム　代表　可児幸彦 
　1０９０-８５５６-３４７８ 



内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

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 

 

１４：００～１５：３０ 

１３：３０～１５：１５ 

 

９：３０～１１：１５ 

 

１０：００～１１：３０ 
 

１３：３０～１５：１５ 

 

１０：００～１１：３０ 

 

１０：００～１１：３０ 

１３：００～１７：００ 

９：００～１１：００ 

１２：３０～１３：３０ 

１４：３０～１５：３０ 

９：００～１０：００ 

１０：３０～１１：３０ 

１３：００～１６：００ 

乳児健康診査・ 
BCG予防接種 
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 

お誕生教室 
 
にこにこ教室 
 
 
歯みがき教室 
 
 
プレパマクラブ 
 
 
 
 
育児相談・ 
マタニティ相談 
 
 
 
 
 
 

健康相談 
 
 
 
 
 
転倒予防教室 
 
 
 
貯筋（ちょきん）くらぶ 
～転倒予防体操教室～ 

 
骨こつストレッチ 
～畳の上で行う 
　　　　ストレッチ～ 
 

ふれあいひろば 
 
 
 
ふれあい喫茶 
 
 
 
こころの巡回相談と 
グループワーク 

障がい者等就労体験 
 
 
 
 
 
 
献血 

４日（火） 

６日（木） 

２７日（木） 

２５日（火） 

２７日（木） 

４日（火） 

１９日（水） 

１９日（水） 

４日（火） 

１２日（水） 

１９日（水） 

２６日（水） 

１１日（火） 

１４日（金） 

１７日（月） 

１９日（水） 

１１日（火） 

２０日（木） 

５日（水） 

１９日（水） 

１２日（水） 

２６日（水） 

１８日（火） 

１１日（火） 

１４日（金） 

１７日（月） 

２０日（木） 

２５日（火） 

 

６日（木） 

 

 

２６日（水） 

 

 

 

 

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 

福祉健康センター 

福祉会館 

総合会館 

福祉健康センター 

総合会館 
 

福祉健康センター 

 

福祉会館 
 

福祉健康センター 
 

福祉会館 

総合会館 

福祉健康センター 
 

笠松刑務所 

岐阜信用金庫 

マックスバリュ笠松店 

（株）オーツカ 

トーギ（株） 

愛生病院 

保健 相 談 （健診・予防接種・相談・教室など） 

8月の相談・保健 

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

納期限 8月31日（月）まで 

今月のお休みは８月３１日（月）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 

今月の納税・納付 

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　　☎387-3718 
　川口　淑　門間６６６　　 ☎388-2178

在宅相談　身体障害者相談員 

　早水春生　西宮町１３１　 ☎388-0029 

　河尻和男　北及１９０２　  ☎387-5788 

　堀場靖隆　円城寺９２９　 ☎388-3791 

　岩田賢一　田代９５０-１　 ☎388-0068

福祉会館 
1階　図書室 

日（曜日） 

13時～15時 
5日（水） 

19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　　☎387-2782 
　則竹　緑　東陽町３６-３　☎387-9625 
　後藤　稔　北及１１８３　　☎388-1495 
　廣　とし子　長池２６３-２　 ☎388-1906 
　杉原貴子　中野２５６　 　☎388-1496 
　杉山詞一　円城寺１４４３　☎387-7867

第3日曜日は家庭の日 
 

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 

今月のテーマ 
 

8月16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。 

また歩こう 
　そんな気になる　道がいい 
　私たちの生活を支えてくれる大切な道路。 
　8月は「道路ふれあい月間」、8月10日は「道の日」
です。誰もが安全に通行できる「道」にするにはど
うしたらよいか、この機会にもう一度みんなで考え
てみましょう。 
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教育委員会だより 

豊かな心は、 
　　あいさつから 

　「おはよう」「こんにちは」「ありがとう」「ごちそうさ

ま」・・・・・。１日の内で、交わされるあいさつは、いろい

ろな場面で人と人とを結びつけています。考えてみる

と、あいさつは、家族、友人、上司、恩師など人間関係

がすでにある場合で交わされることが多いのですが、

そうでない場合もあります。 

　先日、こんな光景に出会いました。６月のある日、あ

る教育関係者Aさんが郡内の中学校に行ったときの

ことです。ちょうど授業が終わって、教室移動の時間

帯です。Aさんは、生徒からのあいさつを待つことなく、

こちらから大きな声で「こんにちは!こんにちは!」とあい

さつを生徒にかけていきました。始めは、いったい誰

だろうと構えていた生徒達は、その方の元気さにつら

れたのか、どんどん「こんにちは!」とあいさつを返し始

めました。そして、「元気?」とAさんがあいさつの次に

声をかけると「はい、元気です。これから数学の授業

です」と言葉が返ってきました。その後、訪問者と幾

人かの生徒と学校生活などについて会話が始まった

そうです。のちに、Aさんからは、「生徒達は、楽しそう

にいろいろなことを話してくれた」と聞きました。 

　あいさつは、人間関係がない間柄でも交わせると

いう「魔法の言葉」です。全く知らない者同士でも、

言葉を交わしあえるのが、あいさつです。そこから会

話が始まり、人間関係をつくるきっかけになります。人

と人とのつながりができます。そうすると人の心は、晴

れ晴れとします。心が落ち着き、楽しくなり、満たされ

ます。これこそ、豊かな心が育まれる出発点と言えます。 

　昨今は、人と上手く関われないという青少年事情

があると言われます。「近頃の若者」という言い方を

するとマイナスイメージを多くもちがちですが、そんな

ことはありません。子どもたちは、純粋な心を持ってい

ます。ただ、やや内気であったり、少し人と関わる体験

が少なかったりして自分を出せないでいるのです。「だ

めだ」と大人は嘆いていないで、積極的に関わってい

き、将来を担う若者に、豊かな心をもたせていきましょう。 

教育電話相談 ～悩んだら気軽に電話してください～ 羽島郡二町教育委員会  ☎ 245-1133

��

社会保険庁からのお知らせ 社会保険庁からのお知らせ 国民  
年金  

〈問合先〉 
岐阜南社会保険事務所 
☎273-6161

　平成２１年４月から、現在国民年金または厚生年金の被保険者の皆様に「ね
んきん定期便」を毎年、誕生月に送付させていただくことになりました。 
　これは、国民年金または厚生年金の現役加入者の皆様に、国民年金や
厚生年金の加入期間や保険料納付実績などの個人情報をお知らせするこ
とにより、加入記録の確認とともに、年金制度へのご理解をいただくことを目
的としております。 
　「ねんきん定期便」がお手元に届きましたら、ご自分の年金加入記録など
をご確認いただき、もれや間違いがある場合は同封の「年金加入記録回答票」にご記入い
ただき、社会保険業務センター（社会保険庁）あての返信用封筒でご返送ください。 
　もれや間違いがない場合は、回答をいただく必要はありません。 
　ただし、５８歳になられる方や「ねんきん特別便」などの回答をいただいていない方など、水色の「年金加
入記録回答票」が同封されている方はもれや間違いがない方でも、もれや間違いがないという回答をしてい
ただくことになりますので、「年金加入記録回答票」を必ずご返送いただきますようお願いいたします。 
「ねんきん定期便」に関するお問い合わせ 

「ねんきん定期便専用ダイヤル」 
0570-058-555（ナビダイヤル）　IP電話・PHSからは　03-6700-1144 
受付時間　月～金曜日 9：00～20：00　第2土曜日 9：00～17：00 
（なお、祝日・12月29日～1月3日はご利用いただけません。） 
※このダイヤルでは「ねんきん特別便」に関するお問い合わせについてもお受けいたします。 



Q A& 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。 
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おなまえ おなまえ 

籐で自然を編もう 

人　口 

男 

女 

世帯数 

人 

人 

人 

世帯 

） 

） 

） 

） 

42 

19 

23 

15

増 

増 

増 

増 

（ 

（ 

（ 

（ 

前月比 

この広報紙は再生紙を使用しています。 

まちの人口 
平成21年 7月1日現在 

パパの肩車が大好き。 

２人のお姉ちゃんと　取り合ってるよ。 

いつまでも３人仲良くね。 

加藤 大雅 （米野） くん 

か と う  た い が  

加藤大輔・浩子さんの子 
平成20年8月20日生 

加藤 美羽耶 （円城寺） ちゃん 

か と う  み は や  

加藤喜生・優子さんの子 
平成20年8月17日生 

　私たち籐（とう）工芸では西松先生の指導により、かご・バスケッ
ト・花などいろいろなものを楽しく作っています。 
　籐という素材は、東南アジアに生育する植物で、生活用具など
を作る資材として使われてきました。 
　籐を編むことにより思わぬ発見をしたり、作る喜びと使う楽しさを
味わうことができます。 
　関心のある方は、一度遊びに来てみませんか。お待ちしています。 
【活動日】毎月第２・４月曜日 午後１時３０分～ 
【場　所】中央公民館 
【連絡先】奥村紀子宅（天王町）　☎３８７-２０５０ 

笑顔がとてもステキな　みはやです。 

２人のお兄ちゃんが大好きで 

いつもうしろを追いかけています。 

これからも３人仲良くね!

■ 町内の会合があります。この時に町の行政情報をいろいろと聞きたいのですが、ど
のような方法があるのか教えてください。 
■ 町職員を広報スタッフとして派遣する「ふれあい広報サービス」事業を行っていま
す。この事業をご利用いただくには、実施計画書の提出が必要です。計画書の様式
は、町のホームページに掲載されていますので、ダウンロードしてご利用いただけます。 
【問合先】企画課 

Q

A

「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20年10月生まれの赤ちゃん 
応募期間　8月末日まで（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。 

22,447 

10,783 

11,664 

8,121　 

籐工芸 
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