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謹賀 
住みよいまちを目指して 

笠松町長　広江　正明 

　新年あけましておめでとうございます。 
　町民の皆様には清 し々く新春をお迎えのことと
心からお喜び申し上げますとともに、日頃から町行
政に対する温かいご理解と絶大なご協力を賜り、
厚くお礼申し上げます。 
　ご承知のとおり、現下の社会経済情勢は極めて
不安定であり、国内情勢としましても雇用問題、景
気問題など、難問が山積しており、日本全体が出口
の見えない閉塞感の中で様々な模索を続けており
ます。 
　笠松町におきましても、町民の皆様にも痛みを伴
う行財政改革を断行し、温かいご理解とご協力の下、
健全な行財政運営を推進することができ、今日に
至っておりますが、今後増加する行政需要に対応
するためには、今まで以上に健全な財政運営が必
要となってきます。このような中、真に必要な行政サ
ービスを見極めながら、財政基盤をより強固なもの
とするだけでなく、将来の笠松町の活性化へ向けて、
各種施策を進めてまいります。 
　さて、昨年は笠松町生誕120年の記念すべき年
となり、年間を通して各種記念行事を行い、11月に
は盛大に「笠松町生誕120年記念式典」を開催す
ることができました。これも皆様のお力添えがあって
なしえたことであり、深く感謝申し上げます。 
　私たちは、記念事業を通して、先人たちが培って
きた貴重な資源を再確認し、それを基に新たな魅
力を再発見し、ふるさとに「自信」と「誇り」を持つこ
とができたものと確信しております。また、これまでを
振り返り、改めて伝統や歴史を積み重ねていくこと
の大切さと重さを感じることができました。そして、

大きな可能性を持ったこの豊かな笠松町をさらに
発展させ、次の時代に引き継がなければならない
責務を痛感しております。 
　今後は、第一に、本格的な少子・高齢化を迎え、
子供を安心し生み育てられる環境と、高齢者がい
きいきと暮らすことができる環境づくりに取り組み、
住民全体の生活福祉の向上に努めること、第二に、
県都岐阜の一翼を担う地域として、歴史・文化や地
域資源を生かし、産業振興と交流人口の拡大を図
り、その顔となる新たな機能を持った中心市街地を
活性化するなど、経済力のあるまちづくりに努める
こと、第三に、四季の豊かな美しい自然と環境を守り、
豊かな恵みを大切にし、そこで育まれた厚い人情と
道徳心を持つ「地域の人々の顔がみえるまちづくり」
を進めることを重点施策として、住民協働の合言葉
に、安全安心なまちづくりの理念を基軸とした町政
運営に努めてまいります。 
　また、順次計画を進めてまいりました「まちの駅」
が町内に39駅誕生しました。個性あふれる「まちの
駅」が人との交流・出会いの拠点として町民の皆
様をはじめ、来訪者への新たな情報の提供、発信
をすることになります。町民の皆様とともにより一層
内容を充実させ、安心してまちづくりを楽しむことが
できるよう進めてまいります。 
　今後とも、町民の皆様の知恵と工夫を賜りまして、
全職員が一丸となって笠松町の発展のために尽力、
邁進してまいりますので、より一層のご理解とご協
力をお願い申し上げます。新しい年が希望に満ち
た飛躍の年でありますように祈念いたしまして、新
年のご挨拶といたします。 

木曽川橋から笠松みなと公園をのぞむ 
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新年 
温　故　知　新 

笠松町議会議長　伏屋　隆男 

　新年あけましておめでとうございます。 

　平成２２年の輝かしい新春を迎え、今年も皆様に

とって良い年になりますよう心からお祈り申し上げま

すとともに、日頃から議会活動に多大のご理解とご

支援を賜り、厚く感謝申し上げます。 

　昨年は町生誕１２０年という節目の年で、町花を 

　「さくら」としたり、マスコットキャラクター「かさまる

くん・かさまるちゃん」を誕生させるなど未来に繋が

る事業を展開してまいりました。 

　しかし、笠松町は明治２２年７月１日に町制を施行

しましたが、古くは戦国時代から木曽川を活用した

物流の拠点、川湊として発展してまいりました。ここ

で改めまして、先人たちの苦難に耐え、幾多の課題

を解決し、今日の礎を築かれたことに衷心より感謝

申しあげます。 

　さて、今年は寅年です。そこで、虎に関すること

わざを調べてみました。 

　「虎穴に入らずんば、虎子を得ず」（思い切った

危険を冒さなければ、目覚ましい功名を立てられない）

「虎に翼」（勢力のある者にさらに勢いを加える）「虎

嘯けば風生じ、龍騰れば雲起こる」（英雄が一度

立てば、天下に風雲を巻き起こす）など、大変勢い

のあることわざがあります。 

　笠松町は、リバーサイドタウン構想をはじめとする

将来ビジョンや山積する課題を着実に実現するべ

く議会と行政が一丸となって進めておりますが、昨

年の町生誕１２０年を節目として、昔を振り返りなが

ら未来に向けて新しさを見つける、「温故知新」の

精神をより一層高揚させるため、今年の寅年から

大いに羽ばたけるよう、虎に関する勢いのあること

わざどおりに邁進したいと考えております。 

　そして、今日の礎を築いていただいた先人たちの

恩に報いるためにも、町民が笠松町民であることに

誇りを持ち、笠松に住んで良かったと思われる政策

を達成できますように全力で取り組みますので引き

続きのご支援を切にお願いする次第であります。 

　終わりに、新しい年を寿ぎ、皆様のご健康とご多

幸を心から祈念申し上げ、新年のごあいさつといた

します。 
とら 

うそぶ のぼ 
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淺野昭子さん 
岐阜県健康福祉関係知事表彰 

　平成２１年度岐阜県健康福祉関係知事表彰
が１２月２日岐阜県図書館で行われ、淺野昭子さ
ん（春日町）が表彰されました。 
　淺野さんは、平成４年１２月に民生委員児童委
員に就任され、以来現在に至るまで、多年にわた
り委員として地域の方の生活相談や助言などを
積極的に行なわれるなど、地域の福祉活動に専
念され地域福祉の発展に大きく寄与されました。 

内藤千壽子さん　林　由美子さん　後藤千寿さん 
優良少年補導委員表彰 

　第３９回岐阜県少年補導員大会が１１月２０日、岐阜県庁
で開催され、席上、内藤千壽子さん（天王町）が県知事表
彰を、林由美子さん（円城寺）、後藤千寿さん（田代）が岐
阜県少年補導協会長表彰をそれぞれ受賞されました。 
　内藤さんは、平成１１年４月から１０年間、林さんと後藤さ
んは１６年から５年間少年補導活動に献身的に尽力されま
した。今回の受賞は長年にわたる青少年の健全育成と少
年の非行防止活動の功労が認められたものです。 

第６回 笠松町議会臨時会議決結果 
（11月27日開会　同日閉会） 

第７５号議案　笠松町議会議員の議員報酬、費用
弁償及び期末手当に関する条例の
一部を改正する条例について 

第７６号議案　笠松町常勤の特別職職員の給与に
関する条例の一部を改正する条例
について 

第７７号議案　笠松町職員の給与に関する条例の
一部を改正する条例について 

第７５号議案から第７７号議案については、国の
一般職の職員の給与に関する法律の一部改正等
を考慮し、当町議会議員、常勤の特別職職員及び
一般職員の給与に関して同様な措置を講ずるた
めの規定整備。 

・給料表の引き下げ 
・期末勤勉手当の支給割合の引き下げ 
・自宅に係る住宅手当の廃止 

第７８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 １５７,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ６,１６３,９３３,０００円 
給与改定等に伴う職員の給料、議員・特別職の

期末手当、職員手当、退職手当組合負担金の減
額（△１５,７２２,０００円）、共済組合負担率の引き上
げに伴う共済費の増額（１０,９０６,０００円）、防災ラジ
オの在庫数や戸別受信機の再利用できる数が少
なくなったため防災ラジオを５００台購入するため備
品購入費の新設、岐阜東南ロータリークラブからの

寄附（１００,０００円）を運動公園へ植樹する費用に
充てるため工事請負費の増額などの補正。 

第７９号議案　平成２１年度笠松町国民健康保険特
別会計補正予算について 

　補正額 △３８,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 ２,２４６,０５７,０００円 

第８０号議案　平成２１年度笠松町介護保険特別会
計補正予算について 

　補正額 △１６９,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 １,３８３,８１１,０００円 

第８１号議案　平成２１年度笠松町下水道事業特別
会計補正予算について 

　補正額 ５０８,０００円 
　補正後歳入歳出予算額 １,００２,２７８,０００円 
第７９号議案から第８１号議案については、給与

改定等及び共済負担率の引き上げに伴う職員人
件費についての補正。 
第８２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 △２７３,０００円 
　補正後歳入歳出予算（予定）額 ４３９,４５４,０００円 
給与改定等及び共済負担率の引き上げに伴う

職員人件費の減額、来年度からの水道料金システ
ムの正式稼働に伴う費用の新設、漏水修繕工事
の増加が見込まれるため修繕料の増額などの補正。 

〔提出議案すべて可決〕 

町赤十字奉仕団下羽栗分団 
手作りぞうきんを公共施設に 

広江町長にぞうきんを贈る奉仕団員 

　笠松町赤十字奉仕団下羽栗分団の皆さんが１２月４日、役場に
広江町長を訪ねられ「公共施設でお使いください」と手作りぞうきん
１２０枚を寄贈されました。 
　下羽栗分団では、毎年、事業の一環として団員の方がたがぞうき
んを手作りされています。 
　町では早速、公共施設の清掃に活用させていただきます。 
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第３０回全国豊かな海づくり大会 
上下流をつなぐ回遊旗リレー 

岐南町長から回遊旗を引き継ぐ笠松町長 

　１２月２日笠松町役場で、来年６月に県内で開かれる「第３０回全国豊か
な海づくり大会」を記念して行われている回遊旗リレーの引継式が行わ
れました。 
　式では、岐南町長から笠松町長に回遊旗が手渡され、役場玄関ホー
ルにて３日間展示されたのち、１２月７日羽島市に引き継がれました。 

「道徳のまち笠松」 

　“笠松人のこころ”　風土・人づくりへ

・人と人とのつながりをつくる 
・自ら社会づくりに参加する 
・自分も他人も尊重する 

「パカパカだんご」で町の活力を

笠松のごみ?道路わきのポイ捨て

　笠松町の進めている「道徳のまち笠松」では、“笠松人のこころ”を意識し大切にする取り組みが、広まっ

ています。こうした取り組みは、笠松の風土・人づくりへとつながります。その積み重ねが町の力を高め、活力

ある温かく住みよい町づくりの礎となります。 

 

 

　去る１１月１日“「道徳のまち笠松」のつどい”講演会

の後、中央公民館前で「パカパカだんご」の試食会が行

われました。これは、岐阜女子大学の学生さんが伝統を

生かし活力あるまちづくりの役に立てばと、提案された

地産品のひとつ。笠松競馬にちなんで、てい鉄形のだん

ごを串に刺して笠松のしょうゆで焼き上げるというもので

す。この提案をもとに、NPO法人“元気きそがわ”の皆さ

んが、笠松で培われてきた技術や感性を生かして挑戦。

たれをだんごの中に封じ込め、てい鉄形の焼き印をつけ

ただんごも工夫するなど、新たな地産品づくりに取り組ま

れています。自分たちの手で町づくりを進めようという、こ

の取り組みには“笠松人のこころ”が強く感じられます。 

 

 

　道路わきに捨てられるポイ捨てごみ。「道徳のまち笠

松推進会議」で、何とかきれいにしたいとワークショップを

開催。まずきれいにし、そのきれいさを維持しようと話し

合われ、９月１３日を「ポイ捨てごみゼロの日」として取り組

みました。道路をきれいにしたいと願う２５０人ほどの方々

が参加され、「これは、笠松の出したごみではないが、見

過ごしてそのままにしては?」、「看板で禁止するよりも拾

う姿を示すことが大切では?」などの思いを抱きながら取り組みました。約１時間の取り組みで大量のごみが

集められ、円城寺～米野の堤防道路のポイ捨てごみはゼロ。自分たちで、公共地や道路をきれいにしようと

するこの取り組みにも、“笠松人のこころ”が強く感じられます。 

　いずれの活動も、“笠松人のこころ”にある「人とのかかわり」「自ら取り組む」「相互尊重」を大切にした

取り組みです。 

パカパカだんご試食会 
だんごの試作品⇒ 

ポイ捨てごみを拾う姿で示す 
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　まちなかに、「まちの駅」ののぼ

り旗を見かけましたか? 

　町内に「まちの駅」が３９駅誕

生しました。 

「まちの駅」は、施設やお店が“ボ

ランティアとおもてなしの心”で自

主的に開設しているものです。そ

れぞれの定休日や急なお休みも

あります。 

　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。様々なテーマ

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くれます。 

【いい「まちの駅」に、GO!!日】の１１月２５日には、第１

回の認定を受けた３９駅の駅長さんが集まり、認定

証交付式を行いました。駅長となった皆さんは早

速「駅長会議」を行い「元気を分けてあげられる

憩いの場所にしていきたい」と“意気込み”を語ら

れました。 

まちの駅については・・・ 

　「なんでもすぐやる情報交流の駅」の役場 

企画課〈058-388-1113〉へお気軽にお

問い合わせください。 

　または、各駅へお気軽にお越しください。 

「まちの駅」始発便３９駅で出発進行!!「まちの駅」始発便３９駅で出発進行!!
私のまちの駅に、気軽にお立ち寄りください!!

第１期の認定を受けた駅長さんが出発進行!!
１ １ ２ ５ 

No. 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

２６ 

２７ 

２８ 

２９ 

３０ 

３１ 

３２ 

３３ 

３４ 

３５ 

３６ 

３７ 

３８ 

３９ 

住所 

新町 

門間 

下本町 

柳津町 

北及 

奈良町 

下本町 

下新町 

円城寺 

長池 

春日町 

常盤町 

長池 

北及 

大池町 

下本町 

下本町 

米野 

西金池町 

円城寺 

春日町 

北及 

司町 

西町 

田代 

桜町 

県町 

八幡町 

下本町 

田代 

田代 

美笠通 

円城寺 

弥生町 

田代 

下本町 

上本町 

門間 

美笠通 

屋　号　等 

古民家 和風楽布 

パソコン教室 

Aoi kissA 

フジ写真館 

和風食房 まほろば 

竹中時計店 

伊住屋本店 

善光寺 

スーパーメイト 

みたに酒店 

おもしろ流木亭 

笠松中央公民館 

川島化成 

うお徳 

クリモト 

笠松町歴史民俗資料館 

餅・和菓子処 いなみ 

エル・パンドール 

ふらっと笠松 

木曽川長良川漁業協同組合 

笠松町商工会 

東海ギフト 

笠松町役場 

玉川湯 

松波総合病院 

中華屋 KORAN 

料亭 安田屋 

パティスリーKOGIKU 四ツ角屋 

杉山邸 

KOPU〈ガレージ工房〉 

いとう不動産 

アルベロ ブル 

専養寺 

八百桂商店 

日本料理 松廣 

 

戸田屋 

サンセキ 

大兵商店 

名　　　称 

手仕事の駅 

パソコン・デジタル工房の駅 

情熱のアロマの駅 

より美しく写る駅 

おいしいご飯の駅 

時の駅 

ふる里なつかしの駅 

善光寺の駅 

買い物カゴの駅 

酒と気軽な絵画の駅 

流木オブジェの駅 

心の駅 

笠希な駅 

うなぎの駅 

Soccer＆Badmintonの駅 

歴史の館の駅 

もちもちの駅 

みちくさ高瀬の駅 

人が行き交う駅の中の駅 

鮎の駅 

商いのなんでも相談の駅 

冠婚葬祭の駅 

なんでもすぐやる情報交流の駅 

ゆの駅 

地域を守る医療の駅 

まちの食卓『中華屋』の駅 

懐石料理とみそ鍋の駅 

おもてなしスイーツの駅 

杉山であい邸の駅 

KOPU【つくったり・はなしたり・わらったり】の駅 

道路案内達人の駅 

「Buono ボーノ!」の駅 

マリア観音の駅 

八百屋の駅 

５代続く日本料理の駅 

商人の駅 

和菓子の駅 

ココでリフォームの駅 

新発見の駅 

まちの駅　第1期認定　一覧 
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笠松みなと公園で気持ちよくウォーキングする皆さん 

昨年の町民スキー教室の様子 

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 
町生誕１２０年記念　第４１回町民バドミントン大会結果 １１月２９日（日）　町民体育館 （敬称略） 

◎一般男子の部 
優勝　松原秀昭・松原諒 準優勝　白瀧達也・速水大輔 ３位　奥村恭男・後藤雅男 

◎一般女子の部 
優勝　後藤佐知子・高木純子 準優勝　奥田登美子・田原純子 ３位　川島ひろえ・伊藤雪江 

◎中学生男子の部 
優勝　伊藤督訓・山口遼 準優勝　山本大貴・魚見侑也 ３位　松原寛季・松原弘和 

◎中学生女子の部 
優勝　加藤有倭香・棚橋愛 準優勝　末松由衣・中島幸子 ３位　馬場美里・内堀美津江 ３位　高島佑奈・大里梓 

◎親子（父子）の部 
優勝　松原秀昭・捺華 準優勝　大里芳弘・渓 ３位　山田誠・星来 ３位　倉冨研二・臣宝 

◎親子（母子）の部 
優勝　大里加代子・柚 準優勝　黒木真紀・麗太 ３位　青井里恵・美樹 ３位　田辺洋子・佳奈 

◎小学６年生の部 
優勝　田辺佳奈・太田さくら 準優勝　松原捺華・宮崎真帆 ３位　末松功大・倉冨臣宝 ３位　蒲りお・松原由奈 

◎小学５年生の部 
優勝　大島英里奈・山下綾香 準優勝　神谷江里奈・中島絵理香 ３位　松原葵・田島萌瑚 ３位　吉田百花・影山朱里 

◎小学４年生の部 
優勝　加藤滉士・近藤優樹 準優勝　黒木麗太・杉山颯季 ３位　尾藤俊也・渡辺聡史 ３位　清水理沙・都築萌 

◎小学３年生以下の部 
優勝　眞田空・伊藤優 準優勝　松原海・吉田凪沙 ３位　竹本凛・松本佐知子 ３位　都築奈 ・々國分茜里 

町生誕１２０年記念 
第２５回町民スキー教室参加者 
募集 

【日　　時】２月２１日（日） 
午前５時５０分中央公民館駐車場に集合 

【場　　所】ひるがの高原スキー場（郡上市） 
※積雪などの状況により会場変更有 

【参加資格】町内に在住、在勤の方 
【参 加 料】小学生以下３,０００円 

それ以外の方３,５００円 
（リフト代など別） 

【定　　員】４０人（定員になり次第締め切り） 
【申込期限】１月２３日（土） 
【申 込 先】町体育協会事務局（中央公民館内） 

毎週ウォーキングしましょう 
町体育指導委員会 

町体育協会 　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】１月９日（土）・１６日（土）・２３日（土）・ 

３０日（土） 午前９時～１０時 
【場　所】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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低栄養予防教室開催 
福祉健康課 

　「この頃体重の低下がみられる」「食欲がない」
など栄養が不足している可能性がある方を対象に
「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
ましょう。 
【対 象 者】・生活機能評価を受診し、栄養改善

　の必要性を指摘された方 
・６５歳以上の方 

【内　　容】・低栄養予防についてのお話 
・試食（調理実習は行いません。） 

【日　　程】 
 
 
 
 
【参 加 費】無料 
【申込期限】1月14日（木） 
【申込・問合先】福祉健康課 

日にち 
場所 
開催時間 午後1時30分～3時 

1月18日（月） 
福祉健康センター 

1月25日（月） 
中央公民館 

1月26日（火） 
下羽栗会館 

メタボリックシンドローム 
予防教室開催 福祉健康課 

　町では、メタボリックシンドロームを予防するため
健康教室を開催します。ご自分の生活を振り返り、
今後どのように改善したらいいか、この機会に考え
てみませんか。 
【対 象 者】40歳～64歳の希望者 
【会　　場】福祉健康センター 
【受付時間】午後1時30分～1時45分 
【日程など】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【申込・問合先】福祉健康課 

1月27日（水） 

講義編 

講話 
「メタボ対策で生活
習慣病予防」 

保健師 

2月3日（水） 

運動編 

講話・実技 
「家庭で行える運動習
慣づくりに向けて」 

健康運動指導士 

2月10日（水） 

栄養編 

講話 
「食事を見直し、
メタボ予防」 

栄養士 

筆記用具 

1月25日（月） 

筆記用具・運動の
できる服装・飲み
物・汗拭きタオル 

2月1日（月） 

筆記用具・ 
計算機 

2月8日（月） 

日にち 

内 容  

講 師  

持ち物 

申込期限 

　１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。また、お昼の休
憩時間がありますので、電話で確認の上受診してください。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1３８８-３７９９）
へお問い合わせください。 

日 医 療 機 関 所在 笠松町 電　　話 

休日急病診療（内科・歯科）のお知らせ 福祉健康課 

1 
2 
3 
10 
11 
17 
24 
31

松 波 総 合 病 院  
こ め の 医 院  
杉 山 内 科 医 院  
小 寺 医 院  
羽島クリニック 
伊 藤 内 科  
片山クリニック 
吉 田 胃 腸 科  

医 療 機 関 
 
 
 
赤座医院上印食診療所 
伏 見 医 院  
沢 田 内 科  
サンライズクリニック 
河井内科クリニック 

田 代  
米 野  
奈良町 
美笠通 
門 間  
上本町 
田 代  
門前町 

所在 岐南町 
 
 
 
上印食 
三 宅  
上印食 
野 中  
八 剣  

３８８-０１１１ 
３８７-６０１０ 
３８８-３６００ 
３８７-４５０４ 
３８７-６１６１ 
３８７-２２５７ 
３８８-８７００ 
３８７-２２１７ 

電　　話 
 
 
 

２４７-２６２６ 
２４７-８８２８ 
２４７-５１３１ 
２４７-３３２２ 
２４７-６６３０ 

医 療 機 関 所　　在 電　　話 
高 瀬 歯 科 医 院  
立 松 歯 科 医 院  
さかえ歯科クリニック 
さ く ら 歯 科  
ゆう歯科クリニック 
西垣歯科クリニック 
松 原 歯 科 医 院  
みやかわ歯科医院 

岐南町上印食 
笠 松 町 門 間  
岐 南 町 伏 屋  
笠 松 町 門 間  
岐 南 町 野 中  
笠 松 町 北 及  
笠松町美笠通 
岐南町下印食 

２４０-５０５０ 
３８８-２０７８ 
２４０-０６４４ 
３８７-９１１４ 
２５９-６４８０ 
３８７-５９００ 
３８７-６６００ 
２７２-９９８８ 

〔内科系〕診療時間  午前９時～午後４時 
◆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 

日にち 

診療 
時間 
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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 2月分 2月分 
【月　日】 

【時　間】 

【場　所】 

1月25日（月） 

午後7時30分～  テニスコート利用者 

中央公民館 

 
テニスコート 

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】１月２１日（木） 午前１０時～午後１時 
【場　　所】福祉健康センター 
【内　　容】こころの相談 

　お千代保稲荷（海津市）へ初詣で 
【申込期限】１月１９日（火） 
【申込・問合先】福祉健康課 

新型インフルエンザワクチン 
接種費用助成 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ため、乳
幼児と保護者が遊びをとおしてふれあう場、保護
者交流の場として子育てサロンを開催します。 
　今回は中央公民館主催の家庭教育シリーズ講
座と共催で“親子で楽しいリトミック”を開催します。
音楽に合わせて体を動かしリズム遊びを楽しみま
せんか?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】１月１３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 
※車でお越しの方は、中央公民館駐車場をご利用ください。 

　町では、新型インフルエンザワクチンの接種費用
を助成しています。 
【対 象 者】・生活保護世帯の方 

・市町村民税非課税世帯の方 
【助成金額】１回目　３,６００円 

２回目　２,５５０円（２回接種の方のみ） 
【申請方法】 
羽島郡内（笠松町・岐南町）の医療機関で接種する場合 
・接種前に接種費用助成の申請をしてください。 
・申請後、町から交付した「助成対象者証」を持

参し接種医療機関に提出してください。 
・接種費用は医療機関窓口で無料となります。 
※持ち物　印鑑 
羽島郡外の医療機関で接種する場合 
・接種後、医療機関で発行された「新型インフルエ
ンザワクチン接種済証」と「領収書」を付けて接
種費用助成の申請・請求手続きをしてください。 

・接種費用は医療機関窓口でお支払いください。 
・後日、町から接種費用を申請者の口座に振り込
ませていただきます。 

※持ち物　印鑑・新型インフルエンザワクチン接種
済証（医療機関発行）・領収書・振込先の通帳 
【申請・問合先】福祉健康センター（福祉健康課健康担当） 

女性特有のがん検診（乳がん・子宮がん検診）は、 
もう受診されましたか 福祉健康課 

　女性特有のがん検診（乳がん・子宮がん検診）
を受診していただくため、平成２１年７月に「無料ク
ーポン券」を節目の年齢の方（乳がん 平成２１年度
に４１・４６・５１・５６・６１歳　子宮がん ２１・２６・３１・３６・
４１歳になる方）にお送りしました。 
　検診実施期間は１月末までです。まだ受診して
いない方は次の医療機関で早目に受診してください。 
　詳しくは、お送りした案内をご覧いただくか、福祉
健康課へお尋ねください。 
【乳がん検診】 
・松波総合病院（笠松町） 
・サンライズクリニック（岐南町） 
【子宮がん検診】 
・松波総合病院（笠松町） 
・こめの医院（笠松町） 
・サンライズクリニック（岐南町） 
・野尻女性クリニック（岐南町） 
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サラリーマンの確定申告 税務課・岐阜南税務署 

　サラリーマンやパートなどの給与所得者の方は、勤務先での「年末調整」によってその年の所得税が精
算されますので確定申告をする必要はありませんが、次のように確定申告をしなければならない場合や確定
申告をすると所得税が還付される場合があります。 

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の創設 税務課 

　平成２１年度税制改正において、所得税から控除しきれなかった住宅ローン特別控除額を個人の住民税
から控除する制度が創設されました。 

　また、既存の税源移譲に係る住宅ローン特別控除（平成１１年から平成１８年までに入居された方）の適用がある方
についても、同様の仕組みのもとで、市町村への申告は不要になりました。 
【問合先】税務課 

①平成２１年分の給与の収入金額が、２,０００万円を超える方 
②給与所得や退職所得以外の所得金額（収入金額から必要
経費を控除した後の金額）の合計額が２０万円を超える方 
③給与を２カ所以上からもらっている方 

　国税庁ホームページの「確定申告作成コーナー」で画面に従って入
力すれば、「申告書」が作成できるようになっています。 
　なお、作成した申告書は印刷して税務署へ提出することができます。 
　また、作成したデータをe-Taxで送信することできます。 
【問合先】税務課 

岐阜南税務署　1２７１-７１１１ 

①マイホームを住宅ローンなどで取得した方 
②病気や出産などで多額の医療費を支払った方 
③地震、風水害、盗難によって住宅や家財に損害を受けた方 
④年の途中で退職し、平成２１年中に年末調整をされなかった方 

確定申告をしなければならない方 確定申告をすると所得税が還付される方 

身体障害者手帳の交付を受けていない方でも 
障害者控除の対象になる場合があります 

ネットでどこでも申告 
e-Tax

国税庁ホームページをご覧ください 

www.nta.go.jp

福祉健康課 

　身体障害者手帳などの交付を受けていない方でも６５歳以上で障がい者に準ずる者として、町から「障害
者控除対象者認定書」の交付を受けられた方は、税の申告や年末調整時に所得税や住民税の「障害者
控除」の対象となります。必要な方は、福祉健康課で認定書交付の申請をしてください。 
●障がい者に準ずる者として町が認定する方 
　介護保険の要介護認定調査の内容などにより、日常生活に介助を必要とする障がいを有すると確認できる方 
●「障害者控除」の申告が必要な方 
　所得税・住民税を納めている次の方 
　①町から「障害者控除対象認定書」の交付を受けた６５歳以上の方 
　②同認定書の交付を受けた６５歳以上の方を扶養している方 
【問合先】福祉健康課介護保険担当 

　平成２１年から平成２５年までに入居され、所得税において住宅ローン特別控除の適用がある方 対象者 

　所得税から控除しきれなかった住宅ローン特別控除額（最高９７,５００円） 控除額 

　この控除を受けるためには確定申告が必要です。 
　給与所得者の場合は、控除を受けようとする最初の年分について確定申告し、翌年以降は税務署から送付
された「住宅借入金等特別控除申告書」を勤務先に提出し、年末調整により控除が受けられます。 

手続き 
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平成２２・２３年度入札参加資格 
審査申請受付 総務課 

　平成２２・２３年度に町が発注する「建設工事」、「測
量、建築設計などのコンサルタント業務」および「物
品の製造、売買など」の入札に参加を希望される
方は、下記のとおり書類を提出してください。 
　「建設工事」、「測量、建築設計などのコンサルタ
ント業務」については、「岐阜県・市町村入札参加
資格審査申請共同受付」に移行しますので、ご注
意ください。 
①「物品の製造、売買など」 
【受付期間】２月１日（月）～１５日（月） 

午前９時～午後５時（土日祝祭日を除く） 
【受付場所】役場総務課（２階） 
【提出書類】町独自様式 
②「建設工事」 
　平成２２年４月に共同受付窓口へ申請してください。
共同受付に移行が完了するまでの間は、前回申請
の有効期間が延長されます。 
③「測量、建築設計などのコンサルタント業務」 
　共同受付窓口へ申請してください。 
【受付期限】１月２９日（金） 
※詳しくは、町ホームページをご覧ください。 

（URL:http://www.town.kasamatsu.gifu.jp/soumu/sm０２８.htm） 

学校給食用物資の入札参加 
資格審査受付 学校給食センター 

　平成２２・２３年度の学校給食食材などの食料品類、

米穀類、缶詰類、乳製品類などの入札に参加を希

望される方は、入札参加資格審査書などを提出し

てください。 

【受付期間】２月１日（月）～９日（火） 

午前９時～午後５時（土日祝祭日を除く） 

【受付場所】学校給食センター（長池２２７の２） 

【提出書類】入札参加資格審査申請書などは給

食センターにあります。 

入学通知書が届きます 
郡二町教育委員会 

　羽島郡二町教育委員会では、平成２２年４月に小・
中学校へ入学されるお子さんの保護者の方へ、１
月下旬に「入学通知書」をお届けします。 
　入学式当日に、学校へご持参ください。 
　入学通知書が届かない場合や次に該当する方は、
ご連絡ください。 
・住所・氏名などに誤りのある方 
・国立・私立や指定された学校以外へ入学され
る方 
・住所を変更された方や入学日までに住所などを
変更される方 
＊その他、入学についてのご相談がありましたら、ご
連絡ください。 
【問合先】羽島郡二町教育委員会　1２４５-１１３３ 

岐阜都市計画区域マスタープランおよび 
区域区分の変更（岐阜県決定）に係る 
公聴会開催 県都市政策課・建設課 

　岐阜都市計画区域マスタープランでは、都市計
画法に基づき、岐阜都市計画区域（岐阜市、瑞穂市、
笠松町、岐南町、北方町）の目指す将来像や都市
計画の基本的な事項が示されています。 
◆公聴会の開催 
【日時】２月４日（木） 午後６時～ 
【場所】ハートフルスクエアーG　大研修室 

（岐阜市橋本町１丁目１０番地２３） 
◆公述の申出方法 
　公聴会で素案についての意見陳述を希望する
方は、閲覧期間内に「薮田南２-１-１（〒５００-８５７０）
岐阜県都市建築部都市政策課」へ直接または郵
送で公述申出書を１部提出してください（１月２６日
必着）。 
◆都市計画決定案（素案）の閲覧 
【閲覧期間】１月１２日（火）～２６日（火） 

午前９時～午後５時（土日を除く） 
【閲覧場所・問合先】 

岐阜県都市建築部都市政策課　1２７２-１１１１ 
建設課 

※詳しくは、県都市政策課または町ホームページを
ご覧になるか、問い合わせ先でご確認ください。 
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新年企画　干支　寅年展開催 
歴史民俗資料館 

あなたも笠松通にチャレンジ 
笠松力検定 
１月４日から申込み受付 企画課 
　笠松町の魅力を皆さんに再認識していただき、「お
もてなし」の心や郷土を愛する心を深めていただく
ため『笠松力検定』を実施します。 
　この機会に笠松町について勉強していただき、
笠松のことなら何でも知っている「笠松通」にチャレ
ンジしてみませんか。 
【検定日時】２月２１日（日） 午前１０時～１１時（受付９時） 
【検定会場】笠松中央公民館（羽島郡笠松町常盤町６） 
【受検資格】笠松町に興味や関心のある方なら、年齢・

性別・学歴・国籍などの制限はありません。 
【出題形式】四者択一方式　５０問　１問２点で 

１００点満点 
【出題範囲】笠松町の自然、文化、歴史、伝統、産業、

観光など 
【検 定 料】無料 
【合格基準】７０点以上が合格 
【申込期間】１月４日（月）～２９日（金） 
【申 込 書】笠松町役場企画課・中央公民館・松枝

公民館・総合会館・歴史民俗資料館の
窓口にあります。また、町ホームページ
からもダウンロードできます。 

【申込方法】 
①申込書に必要事項を記入し、上記申込書設置

施設の窓口へご提出してください。 
②郵送の場合は、申込書に必要事項をご記入の上、

封書にてお送りください。 
③FAXの場合は、申込書に必要事項をご記入の

上お送りください。 
④電子メールの場合は、タイトルを「笠松力検定受

検申込」と明記し、ダウンロードした申込書に必
要事項をご記入の上、電子メールに添付してご
送信ください。kikaku@town.kasamatsu.lg.jp 

【テキスト】希望者には、笠松力検定テキストを配
布します。 

【受 検 票】検定日の１週間前にまでに送付します。検
定当日にご持参ください。受検票が届か
ない場合は、事務局までご連絡ください。 

【合格発表】３月１２日（金） 
【問 合 先】笠松力検定委員会事務局 

（笠松町　企画環境経済部企画課内） 
〒５０１-６１８１　岐阜県羽島郡笠松町司
町１番地　笠松町役場 
1０５８-３８８-１１１３（内線２３５）　 
FAX０５８-３８７-５８１６ 
町ホームページ 
http：//www.town.kasamatsu.gifu.jp/

第５回木曽川凧あげまつり開催 
木曽川凧あげまつり実行委員会 

今年の干支である寅（虎）を中心に、土・石・金属・紙・
布などの材料で作られている全国各地の置き物、
十二支にちなんだ
外国の素朴な郷土
玩具や民芸品など
を展示します。 
【会期・時間】 
１月５日（火）～ 
２月７日（日） 
午前９時～午後５時 
【休館日】 
月曜日（月曜日が祝
日の場合は翌日休館） 
【入館料】 
無料 

　木曽川の河川環境楽園近辺の自然豊かな地に
おいて、「風との対話」をテーマに凧あげまつりを開
催します。 
　当日は、笠松町生誕１２０年を記念して制作された、
たたみ１２畳分の大きさの大凧をあげたり、ポニーの
乗馬体験、凧や地域の特産品・とん汁の販売も行
います。 
【日　時】１月１７日（日） 午前１０時～午後３時 
【会　場】河川環境楽園　西入り口北側 

笠松町民米野運動場・岐南町民グラウンド 
【問合先】 
木曽川凧あげま
つり実行委員長 
可児幸彦 
1０９０-８５５６-３４
７８ 
 

え と とら 
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http://www.kasamatsu-keiba.com/
1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」
により実施しております。 
※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/

１（祝）・６（水）・７（木）・８（金）・１０（日）・１７（日） 
１８（月）・１９（火）・２０（水）・２１（木）・２２（金） 

２０１０年農林業センサス実施 
企画課 

　農林水産省では、２月１日現在で、「２０１０年世界
農林業センサス」を実施します。 
　この調査は、農林業の現状を把握し今後の政策
に役立てるための極めて大切な調査です。 
　１月中旬から、農林業を営んでいる皆さんのとこ
ろに調査員がお伺いしますので、ご協力をお願いし
ます。 

育児・介護休業法が改正されます 
岐阜労働局 

　少子化の流れを変え、男女ともに子育てや介護
をしながら働き続けることができる社会を目指して、
育児・介護休業法が改正されます。 
◆◇◆改正な主なポイント◇◆◇ 
○３歳までの子を養育する労働者を対象とした「短

時間勤務制度（１日６時間）」および「所定外労
働の免除」の義務化 

○子の看護休暇制度の拡充 
○パパ・ママ育休プラス（父母ともに育児休業を取

得する場合、１歳２カ月までの間に１年間休業取
得可能に） 

○母親の出産後８週間以内に父親が育児休業取
得した場合、２度目の育児休業の取得が可能に 

○労使協定による専業主婦（夫）除外規定の廃止 
○介護休暇の新設　など 
【問合先】岐阜労働局雇用均等室 

1２６３-１２２０ 

笠松刑務所施設見学会参加者 
募集 笠松刑務所 

【日　　時】２月１０日（水） 午後１時３０分～３時 
【場　　所】笠松刑務所２階会議室 
【募集人員】３０人（応募多数の場合は抽選） 
【募集期間】１月１２日（火）～２月４日（木） 
【申込・問合先】笠松刑務所庶務課 

1３８７-２１７５ 

保育士（嘱託職）募集 
（財）笠松町地域振興公社 

　財団法人笠松町地域振興公社では、保育士（嘱
託職）を募集します。 
【採用予定人員】若干名 
【勤務場所】第一保育所、下羽栗保育所、 

松枝保育所 
【勤務時間】午前７時～午後７時（休憩時間を含む）

のうち７時間４５分 
【休　　日】日曜日、祝日、年末年始のほか、月曜日

～土曜日のうち１日休み 
【給　　料】月額１４７,０００円　ただし保育所（園）、 

幼稚園での経験５年以上の方は、
１５９,６００円 

【通勤手当】距離に応じて支給 
【雇用期間】平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日

　雇用期間の延長あり 
【選考方法】書類審査・面接 
【申込・問合先】財団法人笠松町地域振興公社 

（第一保育所内）　1387-6266



内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 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 
6日（水） 

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 ☎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 
　杉山詞一　円城寺１４４３ ☎387-7867 
　三輪　恵　円城寺８７３ ☎387-6110
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保健 相 談 （健診・予防接種・相談・教室など） 

1月の相談・保健 

町県民税 第4期分 
国民健康保険税 第10期分 
後期高齢者医療保険料 第7期分 
介護保険料 第8期分 
納期限 2月1日（月）まで 

今月のお休みは１月１日（金）・２日（土）・３日（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 

今月の納税・納付 

第3日曜日は家庭の日 
 

家族みんなで、一年の計画を語り合いましょう 

今月のテーマ 
 

１月１７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。 

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 

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 

９：３０～１２：００ 

１３：３０～１４：３０ 

１５：３０～１６：３０ 

９：００～１０：３０ 

１１：００～１２：００ 

１３：３０～１６：００ 

乳児健康診査・ 
BCG予防接種 
1歳6カ月児健康診査・ 
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 

障がい者など就労体験 
 
 
 
 

 
 
献血 

１２日（火） 

１４日（木） 

２８日（木） 

１９日（火） 

２８日（木） 

１２日（火） 

２０日（水） 

２０日（水） 

１２日（火） 

１３日（水） 

２０日（水） 

２６日（火） 

８日（金） 

１２日（火） 

１８日（月） 

２０日（水） 

７日（木） 

２１日（木） 

６日（水） 

２０日（水） 

１３日（水） 

２７日（水） 

１９日（火） 

８日（金） 

１２日（火） 

１８日（月） 

２１日（木） 

２６日（火） 

 

１２日（火） 

 

 

２０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 

 

福祉会館 

 
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 
 

大洋電機（株） 

岐セン（株） 

トミダヤ 

（株）オーツカ 

トーギ（株） 

愛生病院 

はたちの献血キャンペーン 

「つなげよう　あなたの献血
　　　　　　　みんなのいのち」

平成22年1月1日～2月28日 



火 の 用 心 

羽島郡広域連合　☎388-1195

消・防・署 
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年金委員制度が始まります！ 年金委員制度が始まります！ 
日本年金機構 国民  

年金  
〈問合先〉 
岐阜南社会保険事務所 
☎273-6161

年金委員とは 
◆　政府が管掌する厚生年金保険および国民年金に関する適用・給付・保険料な
どについて、会社や地域において積極的に啓発、相談、助言などの活動を行う民
間協力員です。 

◆　「年金委員」は、会社の事業主や市町村などからの推薦により厚生労働大臣
が委嘱します。 

◆　活動範囲により「職域型」と「地域型」の2つに区分され、「職域型」は主に厚
生年金保険の適用事業所内、「地域型」は地域において活動していただきます。 

制度の概要 
◆　公的年金制度の運営業務は、公的年金制度の適正な事業運営と国民の信頼を確保するため、
「日本年金機構」が担うこととなりました。 

◆　年金委員は、年金制度について広く国民の皆様方に知っていただくとともに、制度への理解と信頼を深めていた
だくため、国はもとより日本年金機構のサポーターとして、会社や地域においての普及啓発活動を行っていただくた
めに設置されます。 

※「社会保険事務所」は「年金事務所」に変わりました。 

会社の事業主、団体の皆様へ 
【会社の事業主の皆様へ】 
◇　年金制度に関する仕組みや各種届出手続方法など、従業員の方々が知りたい情報や知識を有する社員が、職

場内にいることは、とても心強いものです。 
　　年金委員は、こうした期待に応えるための職場と年金事務所を結ぶパイプ役となります。 
◇　現在、全国健康保険協会が設置している「健康保険委員」と兼任いただくことにより、年金事業はもとより健康保

険事業の促進や包括的な活動が可能となります。 
【団体の皆様へ】 
◇　年金委員は、年金に関するサポーターであるとともに、公共サービスの一翼を担うものであり、地域において、活動
していただくことにより、身近で気軽に相談へ応じる体制を地域に確保することが可能となります。特に、役場や年
金事務所が遠方にある場合などは、地域住民の方々にとっても心強いものとなります。 

その消火器ホントに大丈夫?

 
 
 
 
 
 
　消火器はみなさんの身近に
あり、火災の初期消火にはと
ても便利な消火器具です。し
かし、その消火器により怪我を
してしまう可能性があります。 
　今年小学生が、屋外に設置してあった消火器
を触っていたところ、消火器が破裂し、破片が小
学生に当たり、意識不明の重体になるという事故
が起こりました。 
　破裂した原因は、消火器の保管方法と老朽化
にあります。消火器は湿気の多い場所や風雨にさ
らされる場所に長期間放置しておくと、どんどん錆
び付いていきます。特に底の部分は直接地面に

着いていると錆び付きが早く、消火器を使用した
瞬間に底が抜け破裂することがあります。 
　事故を防止するためには、消火器を適切に保
管する必要があります。台座などを使用して直接
地面につけないようにすれば、底の部分を湿気か
ら守ることができます。また、屋外にある消火器でも、
収納BOXに入れておけば日光や風雨にさらされず、
経年劣化を防ぐことができます。 
　どのような所に保管すれば良いかわからない時、
老朽化した消火器を見つけた時、消火器の使用
方法が分からないといったことがあれば、気軽に
消防署へご相談ください。 
　正しく保管すれば消火器は錆び付かず、長い
間安心して使用できます。そして、火事があった
場合は安心して消火器
を使用することができます。 
　皆さんの身近な場所に
ある消火器はホントに大
丈夫?

制度の趣旨にご理解いただき、ぜひ、「年金委員」のご推薦をお願いします。 
※年金委員の推薦については、お近くの年金事務所までご連絡をお願いします。 
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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 

ハイキックGirl＆Boyまか
な

人　口 

男 

女 

世帯数 

人 

人 

人 

世帯 

） 

） 

） 

） 

22 

6 

16 

1

増 

増 

増 

減 

（ 

（ 

（ 

（ 

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 12月1日現在 

作埜義行・由美さんの子 
平成21年1月3日生 

作埜 佑介 （北及） くん 

さ く  す け  ゆ う  の  

稲葉 花音 （江川） ちゃん 

い な  ば  か  の ん  

稲葉　勇・満美子さんの子 
平成21年1月22日生 

　オッス!４歳から成人までの男女で元気に活動している空手道のサークルで
す。空手道ではありますが、「投げ技」「関節技」「絞め技」など練習しています。
小さい人、力の弱い子どもや女性も必ずたくましく成長できると思います。 
　練習内容は、「基本技」→「型」→「ミット練習」→「組み手」の順で行います。
初心者はレベルに応じて練習します。練習以外の行事として、夏はバーベキュ
ー大会、冬は忘年会などもあり、練習以外にも楽しい場を作りみんなで親交を
深めています。 
　興味のある方は、気軽に見学に来てください。 
【活動日】毎週火曜日午後７時～　【場所】総合会館 
【連絡先】横山幸延（米野）　☎３８７-７２０３ 

もうすぐ１歳だね、花音ちゃんQ 

その大きなお目めで 

素敵な夢と感動を 

いっぱい見てネ!!

ニコニコ笑顔でみんなを 

幸せにしてくれる　ゆうくん 

あたたかくなったら 

外でいっぱい遊ぼうね 

「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21年3月生まれの赤ちゃん 
応募期間　1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。 

22,487 

10,822 

11,665 

8,119　 

拳心館 

防災行政無線が聞きづらいのですが、どうしたらいいでしょうか。 

無線機の近くにテレビなど家電製品はありませんか?なるべく電波を放出するような

家電から離していただき、アンテナを伸ばして役場に近い窓際に置いてください。それ

でも、受信状態が悪い場合は総務課までご連絡ください。 

【問合先】総務課 

Q

A
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