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第2回笠松町議会定例会議決結果
特定健診、ぎふ・すこやか健診など
後期高齢者医療制度のお知らせ
情報BOX
岐阜県からのお知らせ

ページ

笠松みなと公園から本町通りを抜け、役場に着いたウィニー。ゴクゴク水を飲み【馬の休憩所】で一休み。
「馬のまち　笠松」らしく、役場庁舎敷地内に【馬の休憩所】が完成しました。

休憩所の材料は、災害時における応援協定先である白川町から寄贈を受けたものです。＝笠松町役場庁舎敷地内で  
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かさまるくん（左）とかさまるちゃん（右）の
馬もウィニーと一緒に休憩できるといいな。
（町マスコットキャラクター）



第29号議案 専決処分の承認について
笠松町税条例の一部を改正する条例
　地方税法等の一部改正に伴い、個人住民
税における扶養控除の見直し、たばこ税の
税率の引上げなどの規定整備。
笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する
条例
　地方税法等の一部改正に伴い、課税限度
額の引き上げ、特例対象被保険者等（非自発
的失業者）に係る国民健康保険税の所得割
を給与所得の100分の30で算定、65歳以上
で被扶養者であった者の保険税の減免期間
を延長するなどの規定整備。

第30号議案 人権擁護委員候補者の推せんに
ついて

　任期満了となる廣瀨とし子氏、 杉山詞一氏
を引き続き推せん
【委員候補者】廣瀨とし子　氏（長池）
　　　　　　杉山　詞一　氏（円城寺）
第31号議案 笠松町職員の勤務時間、休暇等

に関する条例 及び 笠松町職員
の育児休業等に関する条例の一
部を改正する条例について

　急速な少子化に対応するため、家族を構成
する男女が共に家庭生活における責任を担い
つつ、仕事と生活の調和を図りえるよう育児休
業などを取得しやすい勤務環境を整備するた
め法律に基づく規定整備。（産後パパ育休の新
設など）
第32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
　職員の給与から控除できる項目（法律に基づ
く以外）について全て条例で規定するための規
定整備。
第33号議案 笠松町国民健康保険条例の一部

を改正する条例について
　国民健康保険法の一部改正により、本条例
の保健事業に引用していた法条番号が改正さ

れたための規定整備。
第34号議案 笠松町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例について
　地方税法の改正や保険税収納必要額の見
込みから、保険税率の見直しを行うものとし、
前年度繰越金の一部を基礎課税分（医療給付
費分）の所得割額および均等割額に充当するこ
とにより、必要最低限の税率の引上げを行うた
めの規定整備。
　　　所得割率 100分の4.1→100分の4.95
　　　均等割額 18,000円→20,700円
第35号議案 笠松町自転車駐車場設置条例の

一部を改正する条例について
　笠松駅および西笠松駅周辺の町営自転車駐
車場の使用料について、土曜日、日曜日、祝日
および年末年始について、実質無料とするため
の規定整備。
第36号議案 町道の路線認定について
　田代地内および北及地内の宅地開発に伴
う、私有道路を町道編入するため路線認定。
（田代61号線・北及61号線）
第37号議案 平成22年度笠松町一般会計補

正予算について　
　　　補正額 28,902,000円
　　　補正後歳入歳出予算額   5,879,679,000円
　職員異動に伴う人件費の減額（△3,315,000
円）、子育て家庭に子育て事業の支援情報を周
知のため、子育て支援ハンドブックを作成する
ため作成業務委託料の増額、篤志者からの寄
附を活用し、松枝小学校および笠松中学校の
備品などの増額、防衛省防衛施設周辺防音事
業で笠松中学校の特別教室など23室に空調設
備を設置するため工事請負費の増額、株式会
社光製作所からの寄附を光文庫整備基金に積
み立てるなどの増額補正。
第38号議案 平成22年度笠松町老人保健特

別会計補正予算について
　　　補正額  6,000円

　　　補正後歳入歳出予算額 449,000円
　前年度事業費精算に伴う、社会保険診療報
酬支払基金への返還金の増額、一般会計から
の繰入金の減額および前年度繰越金などの増
額補正。
第39号議案 平成２２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 31,147,000円
　　　補正後歳入歳出予算額 2,363,806,000円
　第34号議案の条例改正により前年度繰越金
の一部を保険税の財源として充当するため、国
民健康保険税を減額し、繰越金を増額、職員
異動に伴う人件費の増額、繰越金の一部を基
金に積み立てるなどの増額補正。
第40号議案 平成22年度笠松町介護保険特

別会計補正予算について
　　　補正額  1,105,000円
　　　補正後歳入歳出予算額 1,393,422,000円
　職員異動に伴う人件費の増額、介護認定調
査を臨時職員により実施するため賃金の新設、
平成21年度に年金から特別徴収の方法により
徴収した保険料のうち、死亡日後に支払われる
年金より徴収された保険料について還付を行う
ための増額補正。
第41号議案 平成22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  △10,241,000円
　　　補正後歳入歳出予算額 988,427,000円
　公共流域下水道事業費の増額に伴い負担金
の増額、流域下水道事業負担金の公共分増額
に伴う起債の増額、職員異動に伴う人件費など
の減額補正。
第42号議案 平成22年度笠松町水道事業会

計補正予算について

　　　補正（予定）額   150,000円
　　　補正後歳入歳出予算（予定）額 457,330,000円
　事業精査により緊急性の低い水源地機器の
修繕料の減額、職員異動に伴う人件費などの
増額補正。
第43号議案 笠松小学校渡り廊下耐震補強工

事請負契約の締結について
　　　契約金額 71,400,000円
　　　契約の相手方 株式会社 ヤマト
第44号議案 下羽栗小学校校舎耐震補強工事

請負契約の締結について
　　　契約金額 64,627,500円
　　　契約の相手方 共栄土木建築 株式会社
第45号議案 笠松小学校児童トイレ（南舎・

中舎）改修工事請負契約の締結
について

　　　契約金額 51,765,000円
　　　契約の相手方　株式会社 松波水道ポンプ工業所
第46号議案 松枝小学校東舎耐震補強工事請

負契約の一部変更について
　〔契約額〕　変更前 104,685,000円
　　　　　　変更後 114,130,800円
普通教室背面ロッカー、掃除道具入れ、収納
棚、テレビ台追加改修のため。

〔提出議案はすべて可決〕
【報 告】
　専決処分の報告
　　財物事故に係る損害賠償の額 35,910円
　平成21年度繰越明許費繰越計算書
【提 出】
　平成21年度笠松町土地開発公社決算
　平成21年度財団法人笠松町地域振興公社決算

第２回笠松町議会定例会議決結果
（6月8日開会　6月17日閉会）
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【光文庫整備事業】　株式会社光製作所（中野）　　　　　　　　　　  現金200万円
【修学助成事業】　　財団法人国際調和クラブ（羽島市）　　　　　　　  現金96万円
【笠松中学校新屋内運動場建設基金】　笠松中学校第9回卒業生一同　現金42,871円
　町では、ご趣旨に沿うよう活用させていただきます。

寄 附
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木曽川右岸地帯水防事務組合

羽島口腔保健協議会

環境経済課

水害に備えて水防演習

第21回歯の健康フェスティバル開催

　5月23日、木曽川右岸地帯水防事務組合（管理者
広江正明笠松町長）主催の水防連合演習が笠松競
馬場三角駐車場で行われました。
　連合演習の目的は、これからの出水期に備え水
防団員の士気高揚と洪水即応の作業能力を求める
ものです。
　笠松町をはじめ岐阜市・各務原市・岐南町の15水
防団が参加し、梅雨前線と台風の影響で木曽川上
流部において300ミリから500ミリの雨量により、は
んらん警戒警報第１号が発令され警戒水位を上回
るとの想定で「屏風返し工」「五徳工」「月の輪工」
など13工法を本番さながらに行いました。
　また、長年水防団活動に貢献された次の方に表
彰の披露と授与がありました。（当町関係分　敬称略）
○岐阜県知事表彰（披露）
【特別勤続功労賞】森秀弘　加藤宣明
【紫功労賞】吉田眞吾　林幹朗　柴田敏夫　川口賢
【紅功労賞】高橋三之　加藤木孝　岩田敏
　　　　 　伊藤茂雄　堀和夫

　羽島口腔保健協議会主催の「第21回歯の健康フェスティバル」が6月6日、羽島市民会館で行われました。
　当日は、フッ化物塗布、歯の健康相談、人形劇などが行われ、親子連れなど910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　城光希（門前町）  宇佐美灯香（奈良町）  安井克秀（中新町）  林優里花（松栄町）
・松枝小学校　加藤一輝（門間）  池野花梨（北及）  河合佳吾（北及）  藤田あみ（田代）
・下羽栗小学校　田中慎之介（米野）  櫻井穂乃香（無動寺）  山中律輝（米野）  松原充奈（米野）
歯の図画・ポスター部門
【優秀賞】
・笠松小学校　小見山敦博（瓢町）  後藤翔斗（東陽町）  山田桂奈（東陽町）
・松枝小学校　岩田夏妃（北及）  村瀬茉優（門間）  金森香怜（門間）
・下羽栗小学校　植村若香葉（円城寺）  岩田響希（円城寺）  片桐弘貴（中野）
高齢者よい歯のコンクール部門
【奨励賞】
　荒尾吉徳（田代）  尾辻洋子（北及）

○管理者表彰
【功労賞】松原昭夫　野々部誠司　鈴木直樹　
　　　　 長野和成　岡本勝利
【勤労章１号】森社　中島修　松原伸司　岩田儔　
　　　　　  安田邦彦　福井充
【勤労章２号】松原栄作　構井博邦　杉山辰広　
　　　　　   足立幸隆　南谷渉　高島春夫

積土のう工をする田代水防団員 　笠松町老人クラブ連合会主催の「伴健康づくり
歩け歩け運動」が5月19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。額

ひたい

にうっすら汗をかき、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ウォーキ
ングを楽しみました。

　笠松町老人クラブ連合会主催の「老人余技作
品展」が5月26日から28日までの3日間、福祉会館
で開催されました。
　会場には、日本画・写真・盆栽・ちぎり絵・手
芸・陶芸など、会員の皆さんが丹精込めた172点の
作品が展示され、訪れた多くの皆さんの目を楽し
ませました。

　全国豊かな海づくり大会岐阜長良川大会のサ
テライト「笠松みなと会場」が6月12日、笠松みな
と公園で開催されました。
　当日は、小学生の親子が「水に関する環境の学
習会」や「鮎の放流」を行い、美しい水環境づくり
について楽しく学びました。また、海づくり大会の
マスコットキャラクター「ヤマリン」の絵や川をき
れいにしましょうなどのメッセージを描いた凧をあ
げ、きれいな海づくりをＰＲしました。

　高齢者の交通安全教室が6月1日、中央公民館
で開催されました。
　交通事故の中で高い割合を占める高齢者の事
故を防ぐため、岐阜羽島警察署による講話と安全
な自転車の乗り方についての実技指導を受けまし
た。参加者は実際に自転車に乗り、交差点での正
しい乗り方を体験しました。

町老連「伴健康づくり歩け歩け運動」 町老連「余技作品展」

全国豊かな海づくり大会サテライト
「笠松みなと会場」高齢者の交通安全教室

川風を受け、心地よい汗 丹精込めた力作ずらり

きれいな海づくりをPR防ごう交通事故　
高齢者160人が交通安全教室に参加

ウォーキングを楽しむ老人クラブの皆さん

丹精込めた作品が並び、それを鑑賞する皆さん

木曽川に鮎を放流する子どもたち

正しい自転車の乗り方を体験される皆さん

　平成22年度「緑の募金」にご協力いただきましてありがとうございました。
　皆さんからお寄せいただいた募金は、緑化推進事業に活用させていただきます。
  【募金総額】705,800円

「緑の募金」活動へのご協力ありがとうございました「緑の募金」活動へのご協力ありがとうございました
環境経済課

「緑の募金」活動へのご協力ありがとうございました
　平成22年度「緑の募金」にご協力いただきましてありがとうございました。
　皆さんからお寄せいただいた募金は、緑化推進事業に活用させていただきます。
  【募金総額】



　生活習慣病予防のための特定健診、ぎふ・すこやか健診、介護予防のための生活機能評価を実施しま
す。この機会にぜひ受診してください。
　なお、平成19年度まで町が実施してきました「基本健康診査」は、この「特定健診」、「ぎふ・すこやか
健診」に変わっておりますので、国民健康保険以外の医療保険に加入している方は「特定健診」につい
て、加入している医療保険者にお尋ねください。

特定健診

ぎふ・
すこやか健診

生活機能評価

国民健康保険の加入者で、平成22年度中に40歳になる方～平成22年8月31日時点で74歳
になる方（昭和10年9月1日～昭和46年3月31日生まれの方）
（社会保険など他の医療保険加入者や長期（6カ月以上）入院中の方は受診できません）

平成22年8月31日時点で75歳以上の方（昭和10年8月31日以前に生まれた方）（障がい
認定の方は65歳以上の方）

65歳以上（昭和20年7月31日以前に生まれた方）で５月に実施した基本チェックリストの
回答結果により選定された方

対 象 者

健診内容・自己負担金

国民健康保険以外の方

実施期間

※対象者には7月下旬に受診券や受診案内を郵送します。

①妊産婦の方
②海外在住の方
③長期（6カ月以上）入院の方
④国民健康保険から他の医療保険に変わった方
⑤勤務先の健診や人間ドックを受診した方、また受診する予定の方

平成22年8月1日～10月31日

　国民健康保険以外の健康保険に加入している方については、特定健診を加入している医療保険者
が実施することになっています。詳しくは各医療保険者にお問い合わせください。

なお、特定健診の対象者で、次に該当する方は受診できません。
受診券を役場へ返却または電話にてご連絡ください。

（健診結果を国民健康保険に提出していただければ受診の必要はありませんので、ご協力をお願いします。）

健診によって検査項目が違います。

実施医療機関 羽島郡内の指定医療機関

持ち物

受診結果

問合先

問診
身体計測・BMI
腹囲測定
血圧測定
理学的検査
尿検査
血中脂質 
肝機能
ヘモグロビンA1c
クレアチニン
心電図
貧血
眼底検査
血清アルブミン
反復唾液嚥下テスト

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

 
○
○

○（含尿潜血）
○
○
○
○

 
○

○
○

○
○

○
○

○
○

500円 無　料

医師の判断により実施

40～69歳

70～74歳
(      )は生活機能評価を同時に実施する方
※受診する医療機関の窓口でお支払いください。

1,800円 （600円）

900円 （300円）

検査項目 特定健診 ぎふ・すこやか健診 生活機能評価

自己負担金

特定健診／ぎふ・すこやか健診……

◎受診券
◎被保険者証（国民健康保険証または後期高齢者医療保険証）
◎問診票（必要事項を記入してください。）
◎生活機能評価（基本チェックリスト） 結果票（同封されている方のみ）
◎昨年度の特定健診結果（お持ちの方のみ）

　受診した医療機関で健診結果の説明（情報提供）があります。

住民課　保険年金担当　☎388－1115
生活機能評価……福祉健康課　健康担当　☎388－7171

医療機関 住　所 電　話
円城寺971
上本町13
門間1270
門間853
田代1098-1
美笠通3-20
米野243
奈良町119
門間578-1
田代325-2
田代185-1
門前町67-2

３８８－３３００
３８７－２２５７
３８７－０１８０
３８８－７６６６
３８８－８７００
３８７－４５０４
３８７－６０１０
３８８－３６００
３８７－６１６１
３８７－３３７８
３８８－０１１１
３８７－２２１７

笠
　
　松
　
　町

愛 生 病 院
伊 藤 内 科
岩 村 医 院
おおかわ整形外科
片 山 ク リ ニッ ク
小 寺 医 院
こ め の 医 院
杉 山 内 科 医 院
羽 島 ク リ ニッ ク
ひらたクリニック
松 波 総 合 病 院
吉 田 胃 腸 科

医療機関 住　所 電　話
上印食7-12
野中2-94-1
徳田5-101-1
八剣8-43
下印食2-45
上印食3-178
野中3-220
三宅1-204
八剣1-24
八剣北５－79－１

２４７－２６２６
２４９－１３６６
２６８－０３０７
２４７－６６３０
２７８－１０３０
２４７－５１３１
２４７－３３２２
２４７－８８２８
２４６－８８８２
２１５－７７７１

岐
　
　南
　
　町

赤座医院上印食診療所
お お し ろ 内 科
岡 山 ク リ ニッ ク
河合内科クリニック
北田内科クリニック
沢 田 内 科
サンライズクリニック
伏 見 医 院
渡 辺 小 児 科
やまうちクリニック

特定健診、ぎふ・すこやか健診、
生活機能評価を受けましょう
特定健診、ぎふ・すこやか健診、
生活機能評価を受けましょう
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　後期高齢者医療制度の保険証（後期高齢者医療被保険者証）は、笠松町に住所を有する75歳以上の
方と、65歳以上74歳までで一定の障がいがあり後期高齢者医療制度に加入された方に交付されます。
　現在の保険証の有効期限は平成22年７月31日となっていますので、８月１日からは７月中にお送りす
る新しい保険証をご使用ください。
　新しい保険証は、現在のうすい緑色からうすい紫色に変更になります。

　住民課保険年金担当では、保険料に関する相談を受け付けています。失業や災害などでお支払いが
困難な場合はお早めにご相談ください。
　十分な収入・資産などがあるにもかかわらず保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処
分が行われることがあります。

　保険料は、口座振替でのお支払いに切り替えることができます。
　口座振替によるお支払いを希望される方は住民課保険年金担当にお問い合わせください。

　保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得
割額」の合計となり、平成22年度の保険料は平成21年中の所得をもとに個人単位で計算されます。
　５月末までに岐阜県の後期高齢者医療制度の被保険者になられた方に、７月中旬に「後期高齢者
医療保険料額決定通知書」をお送りします。保険料額や納付方法が記載されていますので、ご確認くだ
さい。

後期高齢者医療制度のお知らせ

《７月31日まで・うすい緑色》 《８月１日から・うすい紫色》

【保険料の決まり方】

①均等割額の軽減

②所得割額の軽減
所得割額を負担する方のうち、基礎控除後の総所得金額などが５８万円以下の方は、所得割額が一律５割軽減されます。

③被用者保険※の被扶養者であった方
被用者保険※の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、均等割額が９割軽減されます。
※被用者保険 … 協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称。（国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません）

※所得＝総所得金額等－33万円（基礎控除額）

後期高齢者医療被保険者証
被保険者番号○○○○○○○○　平成２２年７月３１日

岐阜県羽島郡笠松町司町１番地

笠松　太郎　　　　　　性　別　男
　　　　　昭和○○年○○月○○日
　　　　　平成○○年○○月○○日
　　　　　平成○○年○○月○○日
　　　　　平成○○年○○月○○日
　　　　○　割

　　○○○○○○○○
岐阜県後期高齢者医療広域連合

住 　 　 所

氏 　 　 名
生 年 月 日
資格取得年月日
発 効 期 日
交 付 年 月 日
一部負担金の割合

保 険 者 番 号
保 険 者 名

○○○○○○○○被保険者番号

氏 名

一部負担金の
割 合

有 効 期 限

有効期限

笠松　太郎

○　割

平成２２年７月３１日

後期高齢者医療被保険者証
被保険者番号○○○○○○○○　平成２３年７月３１日

岐阜県羽島郡笠松町司町１番地

笠松　太郎　　　　　　性　別　男
　　　　　昭和○○年○○月○○日
　　　　　平成○○年○○月○○日
　　　　　平成○○年○○月○○日
　　　　　平成２２年　８月　１日
　　　　○　割

　　○○○○○○○○
岐阜県後期高齢者医療広域連合

住 　 　 所

氏 　 　 名
生 年 月 日
資格取得年月日
発 効 期 日
交 付 年 月 日
一部負担金の割合

保 険 者 番 号
保 険 者 名

○○○○○○○○被保険者番号

氏 名

一部負担金の
割 合

有 効 期 限

有効期限

笠松　太郎

○　割

平成２３年７月３１日

= ＋

平成２２年度の保険料 均等割額 所得割額

限度額 ５０万円（年額）
100円未満切捨て

被保険者1人当たり

３９，３１０円
被保険者の所得※ ×
所得割率 ７．３９％

●均等割額軽減判定の総所得金額は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額になります。
　ただし譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、年金所得
　は年金収入から公的年金等控除額と特別控除１５万円（６５歳以上の方のみ適用）を差し引いた金額となります。

● 平成２２年度の保険料額が決定しました。

● 保険証（被保険者証）を更新します。

● 保険料のお支払いを年金から口座振替に変更できます

● 保険料のお支払いが難しいとき

● 平成２２年度の保険料の軽減措置について

「３３万円（基礎控除額）」以下の世帯で、被保険者全員が年金収入８０万円以下（その他各種所得がない場合）
「３３万円（基礎控除額）」以下の世帯
「３３万円（基礎控除額）＋２４．５万円×世帯の被保険者数（被保険者である世帯主を除く）」以下の世帯
「３３万円（基礎控除額）＋３５万円×世帯の被保険者数」以下の世帯

９割 軽 減
8.5割軽減
５割 軽 減
２割 軽 減

軽減割合 世帯（被保険者および世帯主）の平成２１年中の総所得金額などの合計額

　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。

投　票　所
第１投票区……笠松中央公民館集会室
第２投票区……松枝公民館
第３投票区……下羽栗会館

日時
場所

日時……7月11日（日）午後9時
場所……笠松中央公民館大ホール

投票できる方 平成2年7月12日までに生まれた方で、
平成22年3月23日までに住民登録をした方

期日前投票
期日……7月10日（土）まで
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

第22回 参議院議員通常選挙
投票日　７月１１日（日）　投票時間　午前７時～午後８時

※入場券が届かない場合など、町選挙管理委員会（役場総務課）までお問合わせください。

開票の

明るい選挙推進の
イメージキャラクター

「選挙のめいすい（明推）くん」
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3,000円（３号玉）
氏名、会社名を除いて15文字以内
申込書に協賛金を添えて申し込み
ください。
環境経済課、松枝公民館、総合会館、
商工会
7月21日（水）

「花火と万灯流し」
どなたでも応募できます。
（プロ・アマは問いません）

郵送または持参
〒501-6181　笠松町司町１番地　
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
9月1日（水）必着
最優秀賞、優秀賞ほか　
※各賞に賞品があります。

 花火写真の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、来年の川まつりの
ポスターなどに使用します。

※天候・出水などの状況により花火が中止の場合は、チ
ラシ掲載料などの手数料を差し引いた額（1,000円）
を返金します。

※8月15日は川まつりのため、笠松みなと公園の駐車場の利用および、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。

8月15日（日）午後6時～9時30分
笠松みなと公園（川まつり会場）
24人
申請書に必要事項を記入の上、申し込
みください。
環境経済課、松枝公民館、総合会館、
商工会
7月21日（水）

　川まつりの当日、万灯流しなどの作業をお手伝
いしていただくボランティアスタッフを募集してい
ます。
　町内に在住、在勤の中学生以上の方ならどなた
でもご応募いただけます。

笠松川まつり開催　8月15日日

協 賛 金
メッセージ
申込方法

申 込 先

申込期限

テ ー マ
応募資格

応募規定

応募方法
応 募 先

応募期限

注意事項

賞日 　 時
場　　所
募集人数
申込方法

申 込 先

申込期限

【問合先】かさまつまちづくりイベント実行委員会事務局（役場環境経済課内）

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上で応募くだ
さい。

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サイズの縦長
⑤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）
⑦作品は2011年笠松川まつりのポスターやチラシな
どに使用します。

　夏の風物詩「笠松川まつり」を8月15日（日）に笠松みなと公園で
開催しますので、ぜひ、ご来場ください。
　また、メモリアル花火、花火写真コンテスト作品および川まつり当
日にボランティアスタッフとしてお手伝いいただける方を募集します
ので、多数のご応募をお待ちしています。ので、多数のご応募をお待ちしています。ので、多数のご応募をお待ちしています。ので、多数のご応募をお待ちしています。ので、多数のご応募をお待ちしています。ので、多数のご応募をお待ちしています。ので、多数のご応募をお待ちしています。

　川まつりの当日、万灯流しなどの作業をお手伝　川まつりの当日、万灯流しなどの作業をお手伝　川まつりの当日、万灯流しなどの作業をお手伝　川まつりの当日、万灯流しなどの作業をお手伝　川まつりの当日、万灯流しなどの作業をお手伝　川まつりの当日、万灯流しなどの作業をお手伝

かさまつまちづくりイベント実行委員会

メモリアル花火大募集
　笠松川まつりで、大切な方へのメッセージを添
えたメモリアル花火を打ち上げてみませんか？

花火写真コンテスト
作品募集

ボランティアスタッフ募集
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5月30日（日）  笠松小学校屋外運動場（敬称略）
◆Aブロック　優勝　清寿会B 
　　　　　 （遠松武雄・神田博吉・苅谷旨万）
◆Bブロック　優勝　円城寺チーム
　　　　　 （加藤　勝・長谷川貞雄・川出哲夫）
◆Cブロック　優勝　朝日会　
　　　　　 （伊藤俊勝・磯田　茂・日比野正巳）
◆Dブロック　優勝　おもと会A
　　　　　 （松丘茂樹・橋本慶治・杉山鉄雄）
◆Eブロック　優勝　笠松P.C
　　　　　 （伏屋敬三・加藤　定・松原美智子）

6月13日（日） 緑地公園内テニスコート（敬称略）
◆小学生男子の部　優　勝　今枝辰介・橋本和磨 
◆小学生女子の部　優　勝　宮部真朱・中村千夏
 準優勝　吉田彩乃・渡辺早紀
 ３　位　笠井梨央・嶋田莉子
◆中学生男子の部　優　勝　西村俊哉・原　史弥
 準優勝　真鍋光瑠・村島孝正
◆一般男子の部　優　勝　下村克幸・平田高士　　
 準優勝　吉村昌敏・今枝幹博
 ３　位　加藤真希夫・馬越良哉　
◆一般女子の部　優　勝　間宮啓子・中山紗紀子
◆壮年男子の部　優　勝　山田和人・福田　譲　
 準優勝　岩田弘毅・古橋恵二
 ３　位　増田隆司・伊藤晴夫

第24回町民テニス大会結果

羽島郡総合体育大会結果（当町関係分　敬称略）

第9回町民ペタンク大会結果

スポーツ ＆ レクリエーション

種　目 部　門 優　勝 準優勝 3　位

バレーボール シニア女子
マスター女子

LEES CLUB

一般男子

壮　年
一般男子
一般女子
壮　年

一般男子
一般女子

トリム

一般女子

一般男子

一般女子

総合

笠松40クラブ
ミンクステニスクラブ
ミンクステニスクラブ

平井　浩子

フレンドリーA

フレンドリーB

HC・笠松

笠松クラブ

（笠松町）

（笠松町）

（笠松町）
（笠松町）
（笠松町）

（笠松町）

（笠松町）

（笠松町）

（笠松町）

（笠松町）

笠松金曜クラブ

アパッチ野球軍

ミンクステニスクラブ

岡崎　晃
記野　逸子

月曜ソフトバレー

松友クラブ

笠松クラブ

（笠松町）

（笠松町）

（笠松町）

（笠松町）
（笠松町）

（笠松町）

（笠松町）

（笠松町）

松枝クラブ

シーダテニスクラブ

渡辺　正路
小宮　弘子

ミックス
月曜ソフトバレー
マンセル

HSSハンドボールクラブ

（笠松町）

（笠松町）

（笠松町）

（笠松町）
（笠松町）

（笠松町）
（笠松町）
（笠松町）

軟式野球

テニス

ハンドボール

グラウンド・ゴルフ

ソフトバレーボール

　町婦人会と小・中学校ＰＴＡから選ばれた町交通安全婦
人による町交通安全婦人連絡協議会総会が5月31日、役場
で開催されました。
　総会では、平成21年度事業報告と平成22年度事業計画が
承認された後「交通事故に対する自覚と認識を深め、明るい
家庭、住みよい町づくり」を目指す宣言が採択されました。
　その後、岐阜羽島警察署交通課長より交通情勢のお話
や、交通事故防止への協力の呼びかけがありました。

交通安全婦人連絡協議会総会交通事故防止宣言採択

熱心に交通情勢のお話を聞く皆さん
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　7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☎
388 －3799）へお問い合わせください。

〔内科系〕診療時間　午前9時～午後4時
◆在宅当番医一覧表　
日 医 療 機 関 所　　在 電　　話
4 岡山クリニック 岐南町徳田 268-0307
11 片山クリニック 笠松町田代 388-8700
18 河合内科クリニック 岐南町八剣 247-6630
19 北田内科クリニック 岐南町下印食 278-1030
25 羽島クリニック 笠松町門間 387-6161
◆二次的病院は、すべての日程とも松波総合病院
（田代☎388－0111）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
4 立 松 歯 科 医 院 笠松町門間 388-2078
11 きたはら歯科クリニック 岐南町野中 247-8168
18 久 納 歯 科 医 院 笠松町下本町 387-2051
19 岐南歯科クリニック 岐南町八剣北 248-1116
25 い い だ 歯 科 笠松町東金池町 387-3646

休日急病診療（内科・歯科）の
お知らせ　　　　　福祉健康課

物流・商品在庫管理

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

借金返済にお悩みの方へ借金返済にお悩みの方へ
認定司法書士が解決方法をご提案します。
お気軽にご相談下さい。 相談料無料

司法書士法人あおぞら合同事務所
岐阜市加納新本町1丁目25番地（ベルウッド1階） ●JR岐阜駅南口より徒歩７分 ●駐車場完備
TEL058-276-1751（要予約） http://www.aozoralaw.com

お 願 い
お知らせ
募　　集

お 願 い
お知らせ
募　　集

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

☎388-1111
FAX387-5816
☎388-7171
☎387-1121
☎388-0811
☎387-0561
☎388-3231

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

☎388-3926
☎387-0156
☎387-8432
☎388-0161
☎388-2355
☎387-5332

（町体育協会事務局）

【お問い合わせは】

総 務 課
税 務 課
収 納 管 理 課
企 画 課
環 境 経 済 課
住 民 課
議 会 事 務 局

☎388-1111
☎388-1112
☎388-1111
☎388-1113
☎388-1114
☎388-1115
☎388-1110

福 祉 健 康 課
（ 役 場 窓 口 ）
建 設 課
水 道 課
会 計 課
教 育 文 化 課
学校給食センター

☎388-7171
☎388-1116
☎388-1117
☎388-1118
☎388-1119
☎388-3231
☎387-5321

【各課直通電話】 体育施設の
利用抽選会
体育施設の
利用抽選会
月　日
時　間

場　所

7月25日（日）
午後7時30分～  テニスコートを利用の方
午後８時～　　  運動場を利用の方
中央公民館

運動場
テニスコート

8 月分

ショッピング  アミューズメント  カーライフ
笑顔とクルマに会える街

株式会社　トヨタオートモールクリエイト

http://www.colorfultown.jp
毎月7･8日はカラフルタウンデー

〒501-6115　岐阜市柳津町丸野3-3-6
　　　　　　　　TEL058-388-5400

過払い金返還・債務整理のご相談は司法書士へ！
このようなお方はご相談下さい
●払い過ぎた利息を取り戻したい！
●返済しているが、借金が減らない！西笠松駅から徒歩2分

谷口・栗山法務事務所

ご相談のご予約は 0800-200-2275http://www.gifu-saimuseiri.com/

　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】7月15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・風鈴作り
【参加費】300円
【問合先】福祉健康課

　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、マジックショーです。皆さんお誘い合
わせのうえ遊びに来てください。
　なお、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手帳をお持ちくださ
い。
【日　時】7月14日（水）午前10時～11時
【場　所】第一保育所
【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。

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「マジックショー」
開催　　　　子育て支援センター

「思いやり  いのちつなげる  愛の献血」
愛の血液助け合い運動　7月1日（木）～31日（土）

　町では幼稚園教育の振興を図るため、幼稚園
就園奨励事業を実施しています。この制度は現
在当町に住民登録があり、3歳児、4歳児および5
歳児を私立幼稚園に就園させている保護者に対
し、所得の状況により幼稚園設置者が保育料な
どの減免を行う場合、その額を町が補助するとい
う制度です。
　手続きなどについては、幼稚園を通じて文書を
配布しています。詳しくは就園している幼稚園もし
くは、教育文化課（学校教育担当☎388－3926）
へお問い合わせください。

町私立幼稚園就園奨励費
補助金制度　　　  教育文化課

乳がん検診（病院検診）・子宮がん検診および女性特有の
がん検診のお知らせ　　　   　　　　　　　　　　　  福祉健康課

　乳がん検診・子宮がん検診および女性特有のがん検診を実施します。

　乳がん検診・子宮がん検診を申し込みされていない方で受診を希望される方は福祉健康課へご連絡く
ださい。
【問合先】福祉健康課

【日　時】7月19日（月・祝）午前7時～9時
　　　  （小雨決行）
【場　所】笠松みなと公園芝広場（木曽川河畔）
【参加費】100円（飲み物、保険料含む）
【内　容】木曽川周辺のウォ－キング・軽スポ－ツ
　　　　 運動のできる服装で参加してください。
【駐車場】笠松みなと公園北側駐車場
【問合先】町レクリエ－ション協会（中央公民館内）

ふれあおう in 笠松みなと公園
レク・ウォ－キング開催
　　    　町レクリエ－ション協会

検診名 対象者 実施期間 一部負担金 納付方法 案内受診方法 実施医療機関

松波総合病院
サンライズクリニック

こめの医院
松波総合病院
サンライズクリニック
野尻女性クリニック

平成20年度に受診され
た方、2月の「健康診査
申込調査票」で検診を
希望された方へ、7月下
旬に案内を送付します。

平成20年度に受診され
た方、2月の「健康診査
申込調査票」で検診を
希望された方へ、7月下
旬に案内を送付します。

対象者の方へ、7月下旬
に案内を送付します。

対象者の方へ、7月下旬
に案内を送付します。

受診当日、医療
機関窓口でお支
払いください。

受診当日、医療
機関窓口でお支
払いください。

40歳以上
（２年毎）乳がん検診

子宮がん検診

女性特有の
がん検診

女性特有の
がん検診

8月1日～
　　　10月31日

40歳～49歳

50歳～69歳

70歳以上

1,300円

900円

300円

8月1日～9月30日

8月1日～
平成23年1月31日 無　料

無　料
8月1日～
平成23年1月31日

20歳以上
（２年毎）

今年度　41歳・46歳・
51歳・56歳・61歳に
なる方

今年度　21歳・26歳・
31歳・36歳・41歳に
なる方

20歳～69歳

70歳以上

1,500円

400円
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　天正14年（1586年）の大洪水により木曽川の河
道が変わり、笠松は木曽川右岸に沿って帯状に位
置し木曽川と共に生成し
ています。木曽川に関係す
る資料や写真などで歴史
を紹介します。
【会期・時間】
7月13日（火）～8月22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

　羽島郡広域連合消防本部では、次のとおり講習
を実施します。
【目　的】消防法で定める甲種防火管理者資格の

取得　
【期　日】8月4日（水）、5日（木）
【時　間】両日とも午前9時30分～午後4時50分
【場　所】羽島郡広域連合消防本部３階大会議室
【定　員】50人
【申込方法】7月1日（木）～30日（金）までに受講料

4,500円を添えて直接消防本部予防課
へ申し込みください。（郵送は不可）

【問合先】羽島郡広域連合消防本部予防課
　　　　☎388－1198

　7月は、「青少年の非行・被害防止全国強調月
間」です。
　町青少年育成町民会議では、町民の皆さんの
非行・被害防止に対する意識を高め、地域ぐるみ
で青少年を守り・育てる環境を築いています。
　また、法務省の「社会を明るくする運動」とあわ
せて「非行・被害防止街頭啓発運動」を行いま
す。ご協力をお願いします。
【日　時】7月4日（日）午前10時～正午
【啓発場所】笠松駅、トミダヤ笠松店、ピアゴ笠松店
【参加団体】町青少年育成町民会議、羽島保護区

保護司会、羽島更生保護女性会、町
子ども会育成協議会

【賞　金】１等　　　　　　　　　1,000万円
　　　　ボーナスレジャー賞　　　　10万円
　　　　（１等の前後賞）
　　　　２等　　　　　　　　　 　 1万円
（注）ボーナスレジャー賞は、10万円相当の商

品が提供されます。
【収益金】この宝くじの収益金は市町村の明るく

住みよいまちづくりに使われます。
【期　間】7月7日（水）～30日（金）
【抽選日】8月10日（火）

甲種防火管理新規講習会開催
　　　　　　　　郡広域連合消防本部

新登場！1000万サマー
～サマージャンボ宝くじと同時発売！～

　羽島郡笠松町北及　　☎387‒3304

不動産取引全般

赤 門 不 動 産
笠松町北及1808　Tel.058-388-7330

岐阜お葬式案内サービス
http://www.kansya-bt.com

ごみの処理は（株）野々村商店に！！
株式会社 野々村商店
一般廃棄物収集運搬業
（笠松町許可）

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産業廃棄物収集運搬処理業

INFORMATION  BOXINFORMATION  BOX

夏休み企画
木曽川～河跡湖（トンボ池）・水没遺跡・
石畳～開催　　    歴史民俗資料館

株式会社 光製作所
航空宇宙産業に
貢献する

羽島郡笠松町中野
☎387－4361

【採用年月日】平成23年4月1日
【採用予定人員】事務職員（管理栄養士含む）・

技術職員（土木）・保健師　
 　　　　　　　若干名 
【受験資格】
区　分 第1種 

（大学卒業程度）
第2種

（短大卒業程度）
第3種

（高校卒業程度）

年齢要件
昭和55年４月２日
から
平成元年４月１日
までに生まれた方

昭和55年４月２日
から
平成3年４月１日
までに生まれた方

昭和55年４月２日
から
平成５年４月１日
までに生まれた方

その他

・日本国籍を有する方
・成年被後見人、被保佐人（準禁治産者を含
む）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
・保健師および管理栄養士については、免許を
有する方または平成22年度に実施される国
家試験によるその免許の取得見込みの方

【試験日時・場所・方法】
区　　　分 第１種・第２種・第３種

第１次試験

日　　時 平成22年9月19日（日）
午前8時50分～

場　　所 県立羽島北高等学校（予定）

試験方法 教養試験・事務適性検査・適性
検査

第２次試験
(第１次試験
合格者のみ）

日　　時 平成22年10月下旬予定
場　　所 笠松町役場など
試験方法 口述試験・作文試験・体力検査

【申込・受付期間】　申込用紙の交付・受け付け
は、第１種・第２種・第３種のいずれも平成22年
7月5日（月）から7月30日（金）までの午前8時30
分から午後5時30分までです。 　
　　ただし、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
による申し込みの場合は、申込期間最終日の消
印分まで有効です。  

【申込用紙交付・受付場所・問合先】　
　笠松町役場総務課
　〒501－6181　笠松町司町１番地
　☎058－388－1111 

【採用年月日】平成23年4月1日
【採用予定人員】男子職員　若干名 
【受験資格】
区　分 第1種 

（大学卒業程度）
第2種

（高校卒業程度）

年齢要件
昭和60年４月２日から
平成元年４月１日までに
生まれた方

平成元年４月２日から
平成５年４月１日までに
生まれた方

その他
・日本国籍を有する方
・成年被後見人、被保佐人（準禁治産者を含
む）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

【試験日時・場所・方法】
区　　　分 第１種・第２種

第１次試験
日　　時 平成22年9月10日（金）

午前9時30分～
場　　所 笠松中央公民館
試験方法 教養・体力・適性試験

第２次試験
(第１次試験
合格者のみ）

日　　時 平成22年10月上旬予定
場　　所 羽島郡広域連合
試験方法 口述試験

【申込期間】平成22年7月7日（水）～30日（金）
【申込方法】　消防本部総務課に申込用紙があり

ますので、必要事項を記入のうえ申
込期間内に提出してください。
　ただし、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。

【申込・問合先】　
　羽島郡広域連合総務課
　（笠松町美笠通3丁目25番地）
　☎058－388－1196 

町職員募集
　　　　　　   　　　 総務課

羽島郡広域連合消防職員募集
　　　　　　  郡広域連合総務課

　国土交通省　木曽川上流河川事務所
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/index.html

川は私たちの憩いの場。
みんなでルールを守り楽しく遊びましょう。

「川が好き  川にうつった  空も好き」

７月は河川愛護月間です
～7月7日は『川の日』～

青少年の非行・被害防止全国
強調月間　町青少年育成町民会議

国勢調査は　みんなで描く
日本の自画像

総務省統計局

（平成22年国勢調査　標語）

10月1日, 国勢調査を実施します！
我が国が本格的な人口減少社会となって
実施する初めての重要な調査です。

平成22年10月1日
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　各務原市の内藤記念くすり博物館の薬草園で、
薬草園職員から植物の特徴や薬効などについて
の話を聞く、薬用植物観察会が開催されます。
　また、観察会終了後、薬膳料理を楽しんでいた
だけます。
【日 　 時】7月16日（金）
　　　　　午前10時15分～午後1時
【集合場所】内藤記念くすり博物館
　　　　 （各務原市川島竹早町1）
【定　　員】50人（申込順）
【対　　象】中学生以上の方
【参加費用】薬膳料理代　1,050円（当日徴収）
【申込開始】7月7日（水）～
【受付時間】午前9時～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
　　　　 （各務原市役所観光文化課内）
　　　　　 ☎383－1348

　河川環境楽園で木曽川の自然を目で見て触れ
て楽しく体験していただく、親子自然観察会が開
催されます。
【日時・内容】

日　　時 内　　容
8月5日（木）
午前9時45分～正午 川の生きものさがし

8月19日（木）
午前9時45分～正午 水生昆虫ウォッチング

※両日とも雨天時は自然の標本アートづくりをします。
【集合場所】自然発見館前（各務原市川島笠田町）
【定　　員】各日20人(申込順)
【対　　象】小学生以上の方
【参加費用】200円（当日徴収）
【申込開始】7月22日（木）～
【受付時間】午前9時～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
　　　　 （各務原市役所観光文化課内）
　　　　　☎383－1348　

　水族館の飼育係の話を聞く、水族館内見学と
バックヤード見学会が開催されます。
【日 　 時】8月18日（水）、25日（水）
　　　　　午前9時45分～正午

（両日とも同じ内容のため、どちらか
一日を選択してください。）

【集合場所】世界淡水魚園水族館「アクア・トトぎふ」
　　　　 （各務原市川島笠田町1453）
【定　　員】各日30人（申込順）
【対　　象】小学生以上の方
【参加費用】大人800円、中高校生600円
　　　　　 小学生300円（当日徴収）
【申込開始】8月3日（火）～
【受付時間】午前9時～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
   　　　　（各務原市役所観光文化課内）　
　　　　　 ☎383－1348
　　　　　　

　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】7月11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）
【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）
【参加料】無料
【駐車場】笠松トンボ天国入口東側
　　　　 河川環境楽園西駐車場
【申込・問合先】トンボ池を守る会事務局　
　　　　　可児幸彦　☎090－8556－3478

住所・氏名・電話番号を記入して
FAX387－7161またはEメ－ルfuji_
fho@ybb.ne.jpで申し込みください。

【日　　時】8月22日・29日・9月5日（日）　
　　　　　午前8時30分～
【場　　所】 米野運動場
【参加資格】町内単位で構成されたチーム（町内

在住の方20人以内）で1町内3チーム
まで

【種　　目】ファーストピッチの部
【参 加 料】1チーム2,000円（抽選会時徴収）
【申込期限】7月28日（水）
【申 込 先】町体育協会事務局（中央公民館内）
◎組み合わせ抽選会
【日　　時】8月6日（金）午後7時30分～
【場　　所】中央公民館集会室

募集種目 受験資格 受付期間 １次試験

一般曹候補生 18歳以上
27歳未満

8月1日（日）～
9月10日（金） 9月18日（土）

航空学生
（パイロット）

高卒（見込含）
21歳未満

8月1日（日）～
9月10日（金） 9月23日（木）

看護学生
（看護師）

高卒（見込含）
24歳未満

9月6日（月）～
10月1日（金） 10月23日（土）

◎募集説明会
【日　時】7月4日（日）、11日（日）
　　　　両日とも午前10時～午後4時（随時）
【場　所】岐阜駅前広場交流センター
　　　　（JR岐阜駅１階）
【問合先】航空自衛隊岐阜基地内基地分室
　　　　☎383－5118

アクア・トトぎふ見学会
参加者募集　　  　教育文化課

笠松トンボ天国・親子探検隊
募集　　　　  トンボ池を守る会

第36回町民ソフトボール大会
参加者募集　　　　町体育協会

自衛官など募集
　　　　  自衛隊岐阜地方協力本部

自然にやさしい 環境創造

〒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

ゴミのことなら何でもお気軽にご相談下さい。

高島衛生工業（有）高島衛生工業（有）
岐南町平成6－110
Tel: 058-248-0089
http://www.t-eisei.co.jp

ISO14001
認証取得

INFORMATION  BOXINFORMATION  BOX

循環社会に奉仕する

生活系ごみ　事業系ごみ
引越などの粗大ごみ

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

有限会社 内田商会

薬用植物観察と薬膳料理
参加者募集　　　　教育文化課

親子自然観察会参加者募集
　　　　　　　　　教育文化課

【日　　時】8月22日（日）午前9時～
【場　　所】緑地公園内テニスコート
【参加資格】町内に在住・在勤・在クラブの方
【種　　目】①一般男子の部（高校生以上）
　　　　　②一般女子の部（高校生以上）
　　　　　③中学生以下男子の部（小学生以上）
　　　　　④中学生以下女子の部（小学生以上）
【参 加 料】1人100円（大会当日徴収）
【申込期限】8月6日（金）
【申 込 先】町体育協会事務局（中央公民館内）

　第59回笠松町民大運動会プログラムへの広告
掲載を募集します。
【大きさ】1枠の大きさ
　　　　縦3.0センチ×横8.5センチ（４枠）
【　色　】黒一色
【掲載料】5,000円（１枠）
※広告物（原稿）は、広告主での作成となります。

【募集期限】7月23日（金）（先着順）
【問合先】笠松町民運動会実行委員会
　　　  （中央公民館内）

第59回町民ソフトテニス大会
参加者募集　　　　町体育協会

第59回笠松町民大運動会プログラム
広告募集　　町民運動会実行委員会

http://www.kasamatsu-keiba.com/
7月開催日程

6㈫・7㈬・8㈭・9㈮・19（祝月）・21㈬・22㈭・23㈮

笠松けいばでは協賛レースを実施しています。「○○結婚
記念」や「祝！○○創業○周年記念」など、あなたの「個人
名」や「会社名」をつけた冠レースを広く募集しています。
・個人の方は勝利馬や騎手と一緒に記念撮影ができます！
・馬券や新聞・インターネットなどにレース名が
　表示され、PR効果が抜群！   
・あなたの冠レースを特等席でご観覧
　いただけます！
　などなど、その他にも特典が盛りだくさん！！

ご予約・詳細についての連絡先は…
企画広報課　TEL 387-9079　FAX 387-5183

～協賛レース募集中！～

レディース専用特別席

ドリームルーム
特典1：馬券の買い方、競馬のおもしろさを教えます！
特典2：地元料亭のグルメランチでお腹一杯！！
特典3：ゴール前の特等席でスリルと興奮が味わえます！！！

大好評！
ご予約はお早めに
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羽島郡広域連合　☎388-1195

火 の 用 心消 防 署

内　容 日（曜日） 受付時間 場　所
乳児健康診査・
BCG予防接種 7日（水）13:20～14:10

福祉健康センター

1歳6カ月児健康診査・
フッ化物塗布 22日（木）

13:10～13:50
3歳児健康診査・
フッ化物塗布 29日（木）

お誕生教室 27日（火） 9:20～10:00

にこにこ教室 29日（木） 9:20～ 9:30

歯みがき教室
9日（金）10:00～11:30

21日（水）13:00～14:30

プレパマクラブ 21日（水）13:00～13:10

育児相談・
マタニティ相談

9日（金）
10:00～11:30

14日（水） 第一保育所

21日（水）13:00～14:30 福祉健康センター

28日（水）13:30～14:30 下羽栗会館

健康相談

9日（金）

10:30～11:30

福祉会館

12日（月） 総合会館

13日（火）
福祉健康センター

21日（水）14:00～15:30

転倒予防教室
1日（木）

 13:30～15:15 総合会館
15日（木）

貯筋（ちょきん）くらぶ
～転倒予防体操教室～

7日（水）
 9:30～11:15 福祉健康センター

21日（水）

骨こつストレッチ
～畳の上で行う
　　　ストレッチ～

14日（水）
 10:00～11:30 福祉会館

28日（水）

ふれあいひろば 27日（火）13:30～15:15 福祉健康センター

ふれあい喫茶

9日（金）

 10:00～11:30

福祉会館

12日（月） 総合会館

13日（火）

福祉健康センター

こころの巡回相談と
グループワーク 15日（木）

障がい者など就労体験 27日（火）13:00～15:30

フレッシュ健診

5日（月） 9:00～11:30
13:00～15:006日（火）

12日（月）
13:00～15:00

中央公民館

13日（火） 下羽栗会館

献血 20日（火）

 9:00～11:00 ギフメン（株）

12:30～14:00 産業リネン（株）

15:00～16:00 JAぎふグリーン
センターさかい川

内　容 日（曜日） 受付時間 場　所
心配ごと相談 担当地域民生委員の在宅相談

悩みごと相談
7日（水）

13:00～15:00 福祉会館
図書室21日（水）

行 政 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

人 権 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
　廣瀬とし子　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

身体障がい者相談

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

★職場では
　　　雇用における
　　　　　　男女平等を進めます

 第3日曜日は家庭の日
7月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。

今月のテーマ
家族みんなが、安全に心がけ
事故のないように努めましょう。

今月の納税・納付
　固定資産税　　　　　　 第2期分
　国民健康保険税　　　　 第1期分
　後期高齢者医療保険料　 第1期分
　介護保険料　　　　　　 第2期分
　水道料金下水道使用料　 第2期分
　保育料　　　　　　　    7月分

納期限  8月2日（月）まで

家庭・地域・職場における　　　　
男女共同参画のすすめ

　今月のお休みはありません。
　今月の「おはなしかい」は7月10日
（土）午前10時30分から中央公民館茶
華道室で開催します。

図書室
からの
お知らせ

相 談 保 健（健診・予防接種・相談・教室など）
国民年金保険料を免除する
制度があります

夏を楽しく過ごすために
　初夏の訪れとともに、家族や友人などとプー
ルや川・海など水辺で遊ぶ機会も多くなり、そ
れに伴う水難事故の発生も多くなります。
　そこで、家族や友人などと夏を楽しく過ごすた
めに水辺で遊ぶ時は次のことに注意しましょう。
１．プールや川・海に遊びに行く前に
・必ず家族や知人に行くことを伝える。
・子どもだけや、一人で行かないようにする。
・川の場合は、急な雨で増水することもあるの
で事前に天気や川の情報を把握しておく。

２．プールや川・海に着いたら
・水の中にいきなり入ることは避け、準備運
動をする。

・川や海では、流れの速い場所や急に深くな
る場所があるので注意する。
・川では、増水したら中州に取り残される可
能性があるので、中州には行かないように
する。
・遊泳禁止の場所では泳がない。
・自分の泳ぐ力を過信しすぎない。
・飲酒後は、正常な判断ができなくなるた
め、泳がない。
・絶対に子どもから目を離さない。
３．もしも事故が起きてしまったら
・溺れている人を見かけたら大声で助けを呼
ぶ。
・水の中に飛び込まずに、長い棒をさしのべ
たり、何か浮か
ぶ物（ペットボ
トルなど）を投
げ渡す。

国民
　年金
問合先 岐阜南年金事務所

☎273-6161

INFORMATION  BOXINFORMATION  BOX

7月の相談・保健

　国民年金は、20歳から60歳までの40年間、保険料の納付が必要です
が、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合には、申請によ
り保険料の納付が免除される保険料免除制度があります。

  ○免除制度の種類
・「全額免除制度」→保険料の全額が免除
・「４分の１納付制度」→保険料の４分の１を納付（残り４分の３が免除）
・「半額免除制度」→保険料の２分の１を納付（残り２分の１が免除）
・「４分の３納付制度」→保険料の４分の３を納付（残り４分の１が免除）
※この制度をご利用いただく場合は、本人、配偶者、世帯主の前年の所得が、それぞれ一定の基準以
下であることが条件となります。
　また一部納付制度は、納付すべき一部保険料が未納となった場合に、一部免除が無効となり、老
齢基礎年金の額に反映されず、障がいや死亡といった不慮の事態が生じたとき、年金を受け取るこ
とができなくなることがありますので、必ず一部保険料を納付していただく必要があります。

  ○保険料の追納
　免除や猶予された保険料については、将来受け取る年金額が少なくならないよう、10年以内であれ
ば後から保険料を納付することができます。この場合、承認を受けた期間の翌年度から起算して３年
度目以降に納付する場合は、経過した年数に応じて加算額が上乗せされますので、早めの追納をお
勧めします。
　申請手続きは、年金手帳・印鑑をお持ちになり住民課で行ってください。
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　毎週金曜日、町民体育館または下羽栗小学校体育館
で、小さな子どもからパワフルな男子、女子、そしてお
ばあちゃんまでと幅広い年齢層でバドミントンを楽しん
でいます。
　初心者でも楽しく教えてくれる仲間がいます。みなさ
んの参加をお待ちしています。
【活動日】毎週金曜日　午後7時～9時30分
【場　所】町民体育館または下羽栗小学校体育館
【連絡先】小林　優（門間）☎090－6645－0079

楽しくバドミントン
M R C

な か ま

クルクルのくせ毛がチャームポイント。
我が家の癒し、功ちゃんです。

７月からお兄ちゃん、お姉ちゃんと保育園に通います。
元気いっぱい、みんなで遊ぼうね！

平成21年7月29日生

大澤忠司・亜希子さんの子

「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9月生まれの赤ちゃん
応募期間…7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。

平成21年7月9日生

小倉智行・佐喜子さんの子

　小倉莉々愛 ちゃん大澤 功芽 くん

元気いっぱいの　りりちゃん。
早く歩けるように
なれるといいね。

（円城寺）
おお　 ざわ お　  ぐら り　　 り    　あこう が

（奈良町）

●発行・編集／笠松町・企画課　〒501-6181  岐阜県羽島郡笠松町司町1　☎058-388-1113  FAX.058-387-5816
http://www.town.kasamatsu.gifu.jp/

この広報紙は再生紙を使用しています。

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。

役場が開いている時間にお越しになれない方のために、住民票だけは事前に予
約すれば、本人または同一世帯の方に限って休日または時間外にお渡しすること
ができます。平日の午前8時30分から午後5時30分までに住民課へ電話でご予約
ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【問合先】住民課

Q ＆ A
平日は仕事で、役場へなかなか行けません。休日に住民票が欲しいのですが、
どのようにすればいいですか。

Q

A

ホームページアドレス

こんなとき
どうするの？

Hello！Hello！

まちの人口
平成22年6月1日現在
人　口
男
女
世帯数

22,455人
10,787人
11,668人
8,140世帯

（減 1）
（増 8）
（減 9）
（増 13）

「こんにちは」コーナーの赤ちゃんを募集します。

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。

おなまえ おなまえ

22


