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かさまつのイメージカラーは何色？
まちづくりガイド
笠松川まつり開催
情報BOX
岐阜県からのお知らせ

ページ

「ほら見て！あそこに虫がいる」「先生、この虫はなに」と、子どもたち。ここは、県下一のビオトープ【トンボ天国】。
国の「ふるさといきものの里」や「岐阜県の名水」にも選ばれ、皆さんの憩いの場や  

子どもたちの研究・観察の場として親しまれています。（関連記事３ページ）＝トンボ天国造成池で  
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大好きな和菓子の誕生日ケーキに大喜びの
かさまるくん（左）とかさまるちゃん（右）。
さて、８月何日生まれでしょう。答えは広報紙の
どこかに書かれています。（町マスコットキャラクター）
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第32回少年の主張大会を開催

教育文化課・道徳のまち笠松

社会や人との関わりなどをテ－マに発表

笠松のイメージカラーは何色？

　岐阜女子大学生による提案会が、6月27日に開
催されました。今回は、まちの駅「杉山邸」を会場
に、「町のイメージカラーとオレンジ日和」として、
心を大切にする笠松のまちづくりにかかわる二つ
の提案がなされました。
　一つ目は町のイメージカラーについての提案。
　笠松のイメージカラーと言えば、地名に由来す
る松の「みどり色」、木曽川の「みず色」をイメー
ジされる方が多いのでは。しかし、学生たちはオ
レンジ色をイメージしました。学生たちが笠松町
を訪れた最初の印象は、昔栄えていた風景であり
暗い色の感じだったそうです。しかし、町中で暮ら
す人々の明るさ、品の良さ、温かさに触れ、心の落
ち着く町だと感じるようになり、町の良さを活かし
たエネルギッシュな町にできないかという思いに
駆られ「オレンジ色」に！この色は、元気、活力、
温かさを感じさせ、夢に向かう色であり、発想の転
換を感じさせます。
　二つ目は、エネルギッシュな町への転換をめざ
す企画提案。

　町青少年育成町民会議主催の「第32回少年の主張大会」が6月26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。
　最優秀賞に選ばれた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・順不同）
【最優秀賞】廣瀬未佳（笠松中３年）　　　　　　　　　道家愛実（笠松中３年）

【優 秀 賞】橋本和磨（松枝小６年）　　金森香怜（松枝小６年）　　箕浦秀斗（笠松小６年）
　　　　　奥村佳永（笠松小６年）　　森　裕哉（下羽栗小６年）　森　塔子（下羽栗小６年）
　　　　　岩田啓一朗（笠松中３年）　間野涼子（笠松中３年）　　岩田裕斗（笠松中３年）

まちの駅　杉山であい邸の駅（杉山邸）で、女子学生の提案をも
とに意見を交流する皆さん

▲最優秀賞に選ばれた廣瀬さんは「私の夢」のテ－マで発表 ▲最優秀賞に選ばれた道家さんは「全ての子供が笑顔になれる世
界を」のテ－マで発表

　町赤十字奉仕団員が7月7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。

　トンボ池を守る会主催のトンボ天国親子探検隊が
7月11日、笠松トンボ天国で開催されました。
　当日は45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一帯にいる動植物の説明を
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、マユタテアカネやハグロト
ンボなどを発見しては興味深く熱心に観察し、身近
にある自然の中で、楽しいひとときを過ごしました。

　「芦毛の怪物」と言われたオグリキャップ。競馬ファンならずとも、誰も
が一度はその名を耳にしたことがあるでしょう。
　そのオグリキャップが7月3日、25年の生涯を終えました。競走馬として
の輝かしい功績だけでなく、人々を魅了する走りは町に活気を与え、オグ
リキャップの名声とともに「笠松町」の名を全国へ知らしめてくれました。
　まちづくりの一役を担っていたと言っても過言ではないでしょう。
　笠松競馬場にあるオグリキャップのブロンズ像は、皆さんの心に残るオ
グリキャップのようにいつまでも色あせることなく、これからも笠松町のま
ちづくりを見守り続けます。

　無病息災を願って食べる「みそぎ餅」。
　みそぎ餅は、毎年6月30日だけに販売される笠松
町の銘菓です。今年も新町の特設会場では実演販
売が行われ、笠松菓子工業組合が用意した6,500
本のみそぎ餅は、お昼までには完売しました。

町赤十字奉仕団

トンボ天国親子探検隊

笠松競馬が生んだ 希代の名馬　オグリキャップ

笠松菓子工業組合
寝たきりの方をお見舞い

図鑑で見たトンボを発見したよ

「笠松町」のPRも担い、駆け抜けた生涯

みそぎ餅で厄払い

お見舞い品を贈る奉仕団の皆さん

トンボ天国で発見できるトンボの説明を聞く子どもたち

笠松競馬場にあるオグリキャップのブロンズ像

みそぎ餅を焼く菓子工業組合の皆さん

　商店街を単に通り過ぎる道にしておくのではな
く、集う人が町をゆっくり見つめ、それぞれの思い
を押し出し、交流したり、触れ合ったりして心を通
わせる催しをしてはどうかというもので、名づけて
「オレンジ日和」。笠松町を元気な町にしたい。こ
れは、みんなの願いであり、現状からどう踏み出
すか。更なる議論を要する提案となりました。
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高齢者や障がい者の方たちを 災害から守る支援制度を始めました。

いざというときの備えは大丈夫ですか

平成22年度自主防災訓練【防災対策に係る支援制度】

防 災 特 集

◆対象者（災害時要援護者）
①介護保険における要介護３以上の方
②65歳以上のひとり暮らしの方
③65歳以上のみの高齢者世帯の方
④障がいのある方
（身体障害者手帳１・２級）

※制度の詳細については、各担当課にお問い合わせいただくか、町ホームページをご覧ください。

※今後の地域別防災訓練は、平成23年度に「松枝地域」、平成24年度に「下羽栗地域」での実施を予定しています。

※実線である関係機関については、災害時要援護者の方の同意のうえ、
　情報を共有します。

要援護者

家　族民生・児童委員

社会福祉協議会

消防署・消防団・警察署

老人クラブ

近隣住民

ボランティア団体

笠松町

支援体制のイメージ

◆避難支援を希望される方の手続き
　災害時に避難支援を希望される方
は、単位自主防災会長（各町内会長）
と相談され、「災害時要援護者登録申
請書」に記入のうえ、役場総務課へ提
出してください。　　　　　　　
 申請書は、役場総務課、福祉健康課（窓口）、福祉健康センター、福祉会館、松枝公民館、総合会館に
用意してありますし、各自主防災会長（町内会長）、民生・児童委員がお持ちです。なお、不明な点は、
役場総務課へお問い合わせください。

地震時などのブロック塀などの倒壊による生命の危険をなくすため、ブ
ロック塀などの除去に対する助成を行っています。
≪条　件≫個人の住宅などの敷地内に設置されたブロック塀など

で、道路に面した部分で0.65メートル以下の高さまで除
去した場合

≪助成額≫１ｍ当たり7,800円で、補助率3/10（限度額100,000円）
＊併せて、生け垣の設置に対する助成も行っています。

ブロック塀などの除去に
対する助成
（問合先） 総務課
☎388-1111

制　　　度 内　　　容

災害時要援護者であるお年寄りなどが、家具などが転倒し犠牲になるこ
とが多いことから、65歳以上の高齢者のみで構成された世帯や、障がい
者の方のみで構成されている世帯などに家具転倒防止補助器具を自主
防災会長（町内会長）を通じて支給しています。
　 ≪タイプ≫L字型器具とチェーン式（無償）
　 ≪支給数≫一世帯当たり4個（2組）まで　
＊ただし、支給は１回限りです。

家具転倒防止補助器具の
支給
（問合先） 総務課
☎388-1111

①木造住宅耐震診断相談士無料派遣事業
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅一戸建ての耐震診断を希
望される方に、無料で岐阜県木造住宅耐震相談士（以下「相談士」）を派
遣して耐震診断を行います。

　笠松町自主防災会協議会からお知らせします。今年度から、3年のローテーションで、各地域別で「地域別
防災訓練」を実施します。そこで、平成22年度の自主防災訓練は、次のように実施しますので、皆さん、地域
の自主防災訓練にぜひ参加しましょう。

②木造住宅耐震診断助成事業
昭和56年6月1日以後に着工された木造住宅一戸建ての耐震診断も費用
の一部を助成しています。
≪助成額≫耐震診断にかかる経費の2/3（ただし、助成対象限度額

45,000円、助成限度額30,000円）

③木造住宅耐震補強工事助成事業
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、相談士による耐震診
断を受けて補強が必要とされ、相談士が設計および工事監理する木造住
宅の耐震補強工事に対して費用の一部を助成します。
≪助成額≫耐震補強工事にかかる経費の7/10（ただし、助成対象限

度額120万円、助成限度額84万円）

木造住宅の耐震支援制度
（問合先） 建設課
☎388-1117

制　　　度

地　域 実施日 訓練内容 町民の方への連絡

内　　　容

災害時における安否確認や避難誘導などの支援を迅速かつ円滑に行う  ため、「災害時に自力で避難ができず、周りの人の支援を必要とする方」を対象に、
自主防災会（町内会）、民生・児童委員、近隣住民などの方々の協力  をいただきながら、支援をしていく「災害時要援護者避難支援制度」を始めました。

訓練の詳細につい
ては、チラシなどで、
各自主防災会から
連絡があります。

午前８時から８時30分までに、各自主防災
会ごとに、避難誘導訓練、情報収集・伝達訓
練を実施し、その後、笠松中学校屋外運動
場に集合し、午前９時から「地域別防災訓
練」を実施します。

例年どおり各自主防災会で企画運営し、自
主防災訓練を実施します。

各自主防災会（町
内会）ごとに実施日
を決定します

笠松地域

松枝・下羽栗地域

９月５日（日）

避難支援者

単位自主防災会



笠松川まつり開催　

【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）
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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
のアドレスを入力していただくか、ＱＲコードを読み取ってご登
録ください。
＜ＵＲＬ＞
https://www.sugumail.com/kasa/user/top.php

＜QRコード＞

笠松町役場ホームページより、左記の防災防犯掲示板も併せて
ご確認できます。
＜ＵＲＬ＞
https://www.sugumail.com/kasamatsubsi/index.php

登 録 方 法

防災掲示板

　毎年各地で豪雨・地震などの災害が起きています。これから秋にかけて台風シーズンにもな
り、笠松町も災害時の緊急情報を、皆さんの自宅に設置してある防災行政無線と併せて、ご登録
いただいた携帯電話のメールアドレスに配信することができます。
　このあんしんかさまつメールの利点は、町外にいた場合でも、町内の各種防災防犯情報などを
確認ができることです。登録料は無料ですが、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。どなたでも登録いただけますので、いざという時のひとつの情報収
集手段としてぜひご登録ください。なお、登録されている皆さんに月初の午前10時にテストメール
を配信していますので、ご確認ください。

「あんしんかさまつメール」に登録を！

＜QRコード＞

【問合先】企画課

進む

〔表紙の答え　8月15日生まれ〕
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　かさまつまちづくりイベント実行委員会主催の　かさまつまちづくりイベント実行委員会主催の　かさまつまちづくりイベント実行委員会主催の　かさまつまちづくりイベント実行委員会主催の　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
園一帯で開催されます。
　迫力あふれる笠松清流太鼓の演奏、夏の木曽
川を彩る色とりどりの花火や川面に揺れる万灯
流しなどがお楽しみいただけますので、ぜひ、ご
来場ください。
【月　　日】【月　　日】8月15日（日）8月15日（日）
※天候や川の増水など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～
笠松清流太鼓 午後7時15分～
メモリアル（協賛）花火 午後7時45分～
花火 午後8時～
万灯流し 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、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。

　今年も、花火写真のコンテストを実施しますの　今年も、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。
【テ ー マ】「花火と万灯流し」
【応募資格】どなたでもご応募できます。
　　　　 （プロ・アマは問いません）　　　　 （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。

【応募方法】郵送または持参
【応 募 先】〒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

【応募期限】９月１日（水）必着
【　 賞 　 】最優秀賞、優秀賞ほか　
　　　　　 ※各賞に賞品があります。
【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
の承諾を得た上で
ご応募ください。
※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。

花火写真コンテスト作品募集
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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。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
1 小　 寺　 医　 院 笠松町美笠通 387-4504
8 沢　 田　 内　 科 岐南町上印食 247-5131
15 しみずこどもクリニック 岐南町野中 248-3211
22 杉 山 内 科 医 院 笠松町奈良町 388-3600
29 こ め の 医 院 笠松町米野 387-6010
◆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
1 はる歯科クリニック 岐南町みやまち 273-2300
8 う え む ら 歯 科 笠松町長池 388-4118
15 小 島 歯 科 医 院 岐南町平島 245-2096
22 三 輪 歯 科 医 院 笠松町円城寺 387-6110
29 ゴトウ歯科医院 岐南町八剣 246-7215

休日急病診療（内科・歯科）の
お知らせ　　　　　福祉健康課

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】

お 願 い
お知らせ
募　　集

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

　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19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
【持ち物】書道道具（持っている方）
【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。
　お子さんと一緒に遊びに来てください。
　また、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】8月11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。

子育てサロン「みんなで遊ぼっ」
開催　　　　子育て支援センター

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

優　勝　米　野A　　準優勝　円城寺B　　3位　円城寺C

◆混成の部　優勝　西宮町　　準優勝　南栄町B　　　３位　長池
◆女子の部　優勝　南栄町A　準優勝　北及第一B　　３位　北及第二・長池

◆一般・高校生の部　優勝　森　俊滋
◆中学生男子3年の部　優勝　赤座　愼　　準優勝　志智昭良
◆中学生女子3年の部　優勝　河合夏希　　準優勝　平川桃子　　3位　木島麻並　　3位　小縣彩加
◆中学生男子１・２年の部　優勝　井原良明　　準優勝　平岩郁人　　3位　岩田　陸　　3位　赤座　悠
◆中学生女子１・２年の部　優勝　岩田真有香　準優勝　長屋有香　　3位　藤田紗代　　3位　赤塚紗理奈
◆小学生6年の部　優勝　丸井崚生　　準優勝　河合将史　　3位　吉村直樹　　3位　岩田絋歩
◆小学生5年の部　優勝　赤座万桜　　準優勝　山田晃雅　　3位　則竹叶夢　　3位　藤田　苑
◆小学生4年の部　優勝　下村　翔　　準優勝　丸井　皓　　3位　服部光真　　3位　杉山朝音
◆小学生3年以下の部　優勝　長屋年晃　　準優勝　富田　樹　　3位　岡田彪我　　3位　桐山敬多

◆一般男子の部A　優勝　松原裕真　　準優勝　廣瀬公紀　　3位　福田哲也　　3位　太田佳佑
◆一般男子の部B　優勝　墨　宏樹　　準優勝　後藤裕紀　　3位　味岡祐弥　　3位　入山佳貴
◆中学生男子の部A　優勝　川瀬裕貴　　準優勝　松原侑哉　　3位　川出直紀　　3位　金森信治
◆中学生男子の部B　優勝　奥口拓矢　　準優勝　蒲　裕貴　　3位　早川幸伽　　3位　田中宏輝
◆中学生女子の部A　優勝　藤田味己　　準優勝　古田あかね　3位　菅原芙美　　3位　坂崎帆乃香
◆中学生女子の部B　優勝　松原あかね　準優勝　大塚亜実　　3位　三田明日香　3位　杉山美穂
◆一般混合ダブルスの部　
　優勝　杉山未由希・広瀬秀子　準優勝　杉浦伸吾・板橋正子　3位　太田佳佑・青木郁恵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   3位　河尻和男・高橋かず枝
◆中学生混合ダブルスの部　
　優勝　蒲　裕貴・若山圭佑　　準優勝　奥口拓矢・藤田味己　3位　桑原亮太郎・坂崎帆乃香
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3位　松原侑哉・森　宗樹
◆ラージボール混合団体戦　
　優　勝　広瀬喜義・河尻和男・加藤信男・広瀬秀子・高橋かず枝・佐橋暢子
　準優勝　後藤　勉・広瀬利雄・高見天明・杉山未由希・板橋正子・棚橋久美子
　 3　 位　伏屋健二・正木秀幸・奥田守孝・森　光子・岡田久子・森　久子・岩田純江
◆ラージボール初心者の部　
　優勝　高橋由紀子　準優勝　林　美佐子　3位　楠　澄子　3位　岩田直子

第14回町民ソフトバレーボール大会結果

第35回町民剣道大会結果

第59回町民卓球大会結果

第8回町民ゲートボール大会結果

スポーツ ＆ レクリエーション

6月20日（日） 町民体育館競技場

6月20日（日） 米野ゲートボール場

6月27日（日）町民体育館剣道場

７月４日（日）総合会館 （敬称略）

（敬称略）

こころの巡回相談・グループ
ワーク開催　　　  福祉健康課
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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

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

INFORMATION  BOX体育施設の
利用抽選会
体育施設の
利用抽選会

【各課直通電話】

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

月　日
時　間

場　所

8月25日（水）
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

9 月分

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

　健康と若さを保つための秘訣は「食」にありま
す。毎日欠かせない「食」について一緒に考える
栄養改善の教室を開催します。当日は試食をお
出しして、生活に役立つ食事のとりかたをお伝え
します。
対 象 者 65歳以上の方

内　　容
◎老化を防ぐ食事の工夫の話
　「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）

場　　所 下羽栗会館 中央公民館 福祉健康センター
日 に ち 8月31日（火） 9月１日（水） 9月6日（月）
開催時間 午後1時30分～3時
参 加 費 無料
申込期限 8月27日（金）

【申込・問合先】福祉健康課

　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20日（金）、9月17日（金）
　　　　10月29日（金）、11月19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
【問合先】岐阜断酒新生会　会長　中川勝美
　　　　☎0575―23―4414

　こころの健康に関する相談に、精神科医が応じ
ますので、お気軽にご相談ください。
【日　時】9月2日（木）午後2時～3時　
【場　所】福祉健康センター
【相談員】精神科医師、岐阜保健所保健師
【申込期限】9月1日（水）
【問合先】福祉健康課

　平成22年4月1日時点において、子ども手当の
支給要件に該当する方で、申請がお済みでない
方は、9月30日（木）までに申請してください。
　10月1日以降の申請は、申請の翌月からの支給
となりますので、お忘れのないよう手続きをし
てください。
【問合先】福祉健康課

　児童扶養手当の現況届は、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。
　この現況届を提出されないと、8月以降の手当
が差し止めされますのでご注意ください。
【提出期限】8月31日（火）
【提出先】役場福祉健康課（窓口）

こころの健康相談開催
　　　  　　　　　福祉健康課

酒害相談のお知らせ
　　　  　　県精神保健センター

子ども手当の申請をお忘れなく
　　　　　　　　　福祉健康課

児童扶養手当の現況届
　　　  　　　　　福祉健康課

　ひとり親家庭に対する自立を支援するため、父
子家庭の父にも手当が支給されます。
　児童扶養手当を受給するためには、認定請求
の手続きが必要です。平成22年11月30日までに手
続きをしてください。
　なお、期限を過ぎると申請の翌月からの支給に
なります。
【父子家庭の支給要件】
　次の①～⑤のいずれかに該当する子ども（18歳
に達する日以降の最初の3月31日まで（障がい児の
場合は20歳未満））を監護し、かつ、生計を同じく
している場合に支給されます。
　①  父母が婚姻を解消した子ども
　②  母が死亡した子ども
　③  母が一定程度の障がいの状態にある子ども
　④  母の生死が明らかでない子ども
⑤  その他（母が１年以上遺棄している子ども、
母が１年以上拘禁されている子ども、母が
婚姻によらないで懐胎した子どもなど）

【手当額（月額）】
　請求者の所得や子どもの数、世帯の状況などに
より手当額が決まります。
【手当の支払い】
　支払時期は、4月、8月、12月で、前月分までの手
当をお支払いします。
　平成22年8月～11月分の手当の支払いは、12月
となります。
【申請手続きに必要なもの】
　申請にあたっては、請求者および該当する子ど
もの戸籍謄本や住民票などが必要となります。
【問合先】福祉健康課

平成２２年８月１日から、父子家庭
にも児童扶養手当制度が拡大　
　      　　　　　  福祉健康課 　歴史民俗資料館では、皆さんに笠松の歴史や

自然などに親しんでいただくため、講演会を開催
します。ぜひご参加ください。
【日　時】8月21日（土）午後2時～3時30分
【場　所】歴史民俗資料館
【演　題】木曽川 ～水と人間の生活のかかわり～
【講　師】各務原市役所　観光文化課
　　　　係長　渡辺　博

ひろひと

人 氏
【定　員】60人
【申込締切】8月13日（金）
【申込・問合先】歴史民俗資料館

　家族で生の音楽を
楽しめるファミリーコン
サートを開催します。
　胡

こ

弓
きゅう

は江戸時代よ
り伝承される日本の伝
統楽器です。小胡弓・
大胡弓・クーチョ―・
玲琴などさまざまな楽
器が登場します。
　石

いし

田
だ

音
ね

人
ひと

さんが奏で
る多彩な胡弓の世界をお楽しみください。
　小さなお子さん連れでも託児室を設けてあり
ますので、ぜひご利用ください。
【日　時】9月5日（日）午後1時30分～
【場　所】中央公民館3Ｆ大ホール
【出演者】胡弓奏者／石田　音人 氏
　　　　ピアノ奏者／北

きたがわ

川　美
よしあき

晃 氏
【曲　目】崖の上のポニョ・千の風になって・大き
　　　　な古時計・ゆうやけこやけなど

木曽川～水と人間の生活のかかわり～
講演会開催　     歴史民俗資料館

ファミリーコンサート２０１０
開催　　　  　　   教育文化課

おいしく食べてますます健康！
低栄養予防教室開催  福祉健康課
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　現在、医療現場から離れている歯科衛生士の
再就職を目的に、最新の知識・技術を提供し、再
び歯科医療の現場に復帰するための研修会を開
催します。
　現在歯科衛生士は不足していますので、ぜひご
参加ください。
【日程・時間】
　1日目・・・10月7日（木）　
　2日目・・・11月18日（木）
　時間はいずれも午後0時30分～3時30分
　※1日目のみ・2日目のみの受講も可能
【場　所】県歯科医師会館
【受講料】無料
【定　員】各日70人（先着順）
【申込・問合先】（社）岐阜県歯科医師会事務局
　　　　　  ☎274－6116

　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ＡＥＤ
を26台設置しました。
　ＡＥＤの設置箇所（民間施設に設置されたもの
も含む）は、より多くの方に知っていただくため、
町ホームページ（http://town.kasamatsu.gifu.
jp/）に掲載してありますので、ご覧ください。

　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」を開催します。返済に
困っている方は、ひとりで悩まずご相談ください。
【日　時】8月21日（土）午前10時～午後4時
【会　場】県民生活センター

（岐阜市薮田南5－14－53　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2日（月）から受付開始（日曜日・祝日を除
く）

　②電話相談：当日時間内に直接お電話ください。
　　☎277－1003（県民生活相談センター）
【問合先】県環境生活政策課　☎272－8204

　食品表示110番は、国民の皆さんから食品の表
示に関する情報提供やお問い合わせを受けるた
めのホットラインです。

担当部署 電話番号

岐阜農政事務所（表示・規格課） 058-271-4045

岐阜県（食品安全推進室） 058-272-8284

「多重債務１１０番」無料相談会
開催　　  　  県環境生活政策課

食品表示110番
　　　　　　  　　東海農政局

カード回収型詐欺が多発して
います  　　　  岐阜羽島警察署

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

未就業歯科衛生士実践研修会
開催　　　　　 　  福祉健康課

AED設置場所について　　
　　　　　　　　　　  総務課

　あなたのトラブルは何ですか。
　家事・民事のもめごと（離婚、遺産分割、交通
事故、土地建物など）でお困りでしたら、裁判所の
「調停」で、トラブルを話し合って解決してみませ
んか。
　「調停」のメリットは、（１）自分でできる・手続
きが簡単なこと、（２）手数料が安いこと、（３）迅
速な解決がはかれること、（４）相手と直接交渉
しなくてもよいこと、（５）非公開なのでプライバ
シーが守られ、また、合意した内容は、裁判所の
判決と同じ効果があります。
　お気軽に裁判所の窓口でご相談ください。
【問合先】民事調停
　　　　　岐阜簡易裁判所　☎262－5286　
　　　　 家事調停
　　　　　岐阜家庭裁判所　☎262－5346

　自然との共生や環境保全に力をそそいだ工
園工場内をバスでめぐる工場見学と、美しい日本
庭園の見学会が開催されます。また、見学会終了
後、薬膳料理を楽しんでいただけます。
【日　　時】9月9日（木）
　　　　　午前9時30分～午後1時30分
【集合場所】各務原市立中央図書館北
【定　　員】30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
【申込開始】8月26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
　　　　  （各務原市産業文化センター6階観光
　　　　　文化課内）
　　　　　☎383-1348
　　　　　※参加費用を添えて直接申し込み

トラブルを話し合って解決し
ませんか　　　　 岐阜調停協会

エーザイ川島工園と日本庭園見学会
参加者募集　　　　　教育文化課

　羽島郡笠松町北及　　☎387‒3304

不動産取引全般

赤 門 不 動 産
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

また明日 きっと歩こう この道を
8月10日は「道の日」

　８月は「道路ふれあい月間」です。
　道路は日常生活に欠くことのできない公共施設
です。道路の重要性を再認識するとともに、道路の
正しい利用に努めましょう。

　岐阜羽島警察署笠松交番の建て替えに伴う仮
設交番を設置します。
【仮設交番設置期間】
　平成22年8月上旬～23年2月下旬頃
【仮設交番設置場所】
　笠松町北事務所１階（笠松町東陽町44－１）
※町商工会館の東側で、現在、子どもサポートセ
ンタースマイル笠松が使用中の場所です。

【備考】
○仮設交番設置期間中は、子どもサポートセン
タースマイル笠松は、笠松町北事務所２階に
移転します。
○仮設交番設置期間中も電話番号の変更はあ
りません。

【問合先】岐阜羽島警察署笠松交番
　　　　☎388－1431

　警察官や金融庁などを名乗る男が自宅を訪問
してキャッシュカードをだまし取り、聞き出した暗
証番号を使い口座から預金を引き出す手口のカー
ド回収型詐欺が多発しています。
　～被害にあわないために～
○「カードを取りに行きます」は詐欺！！
　警察官や金融機関職員などが自宅を訪問して
通帳やキャッシュカードを回収したり、暗証番号
を聞くことは絶対にありません。
○不審な電話は110番通報
　犯人グループは、電話帳に女性の名前で電話
番号を載せている世帯などに狙いを定め、だまし
の電話をかけてきます。

岐阜羽島警察署笠松交番の
建て替えに伴う仮設交番の設置
　　　　　　　  岐阜羽島警察署
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　かさまつまちづくりイベント実行委員会では、10
月17日（日）に開催する「リバーサイドカーニバル
2010」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
（営利目的不可）
【対象】町内の団体
【出店料】１ブース無料（テント半分･幅2.7m×奥
行3.6m）※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7,000円（テント１張･幅5.4m×奥
行3.6m）※調理器材および食品営業許可申請が
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上、出店
料を添えて、お申し込みください。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。
【締切】9月1日（水）
【申込・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）
※申請書は、役場環境経済課、中央公民館、松
枝公民館、総合会館にあります。

INFORMATION  BOXINFORMATION  BOX

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17日（日）に開催する「リバーサイドカーニバル
2010」Eボート大会の出場チームを募集していま
す。10人集めて優勝を目指してみませんか？
【開 催 日】10月17日（日）
【開催場所】笠松みなと公園
【募集チーム】一般の部および子どもの部
【出場資格】「一般の部」　

　1チーム10人（身長120㎝以上の方
ならどなたでも参加できます。小学
生が入っても可）

　　　　　 「子どもの部」　
　１チーム10人（子ども8人　大人2
人。子どもは身長120㎝以上の小学
生で、大人は中学生も可）

【賞　　金】一般の部　
　　　　　　 優勝3万円、準優勝2万円、3位1万円
　　　　　子どもの部　
　　　　　　 優勝2万円、準優勝1万円、3位5千円
【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10日（金）　
【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）

　県産業技術センターは、化学や繊維、食品加工
などの県内産業を技術支援しています。そんなセン
ターの活動の様子を紹介するため、見学会を開催
します。
【日　時】8月9日（月）、10日（火）、12日（木）、
　　　　13日（金）
　　　　いずれも午前10時～11時30分
【集合場所】県産業技術センター玄関内ロビー
【定　員】各日10人　
【参加料】無料
【内　容】県産業技術センター内の見学と活動紹介
【申込・問合先】県産業技術センター
　　　 （笠松町北及47）☎388－3151

　岐阜振興局では、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」を
開催します。
【テーマと開催日】
　・伊自良川の魚たち　　　 9月11日（土）
　・達

だちぼくぼら

目洞の自然　　　　 10月16日（土）
　・秋の里山探検隊　　  　11月 6 日（土）
　・長良河畔の竹林　　　  12月11日（土）
　・バードウォッチング　　　 1月15日（土）
【開催時間】毎回午前10時～正午
【開催場所】岐阜市とその周辺
【内　　容】自然観察、魚捕り、環境保全活動体験、
　　　　　 竹林観察、渡り鳥の観察など
【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（木）必着
【申 込 先】〒500-8708　岐阜市司町1番地　
　　　　　岐阜振興局環境課
　　　　　☎264－1111内線222
　　　　　FAX266－1964

　笠松刑務所では、施設運営に対する皆さんの
理解を得るため、施設見学会を開催します。
【日　時】9月16日（木）午後1時30分～3時
【集合場所】笠松刑務所庁舎2階会議室
【対　象】笠松町に在住する方　
【定　員】30人（応募者多数の場合は抽選）
【参加料】無料
【内　容】笠松刑務所施設業務の説明と所内見学
【申込期限】8月31日（火）必着
【申込・問合先】笠松刑務所庶務課
　　　　　　   ☎387－2175

リバーサイドカーニバル　
Eボート大会出場チーム募集
かさまつまちづくりイベント実行委員会

笠松町文化協会２０周年記念　
第14回かさまつ文芸祭作品募集
　　  町文化協会・文芸祭実行委員会

産業技術センター見学会
参加者募集　県産業技術センター

笠松刑務所施設見学会参加者
募集　　　　　　　笠松刑務所

ぎふ自然体験塾親子参加者
募集　　　　  岐阜振興局環境課

http://www.kasamatsu-keiba.com/
8月開催日程

5㈭・6㈮・16㈪・18㈬・19㈭・20㈮

http:www.kasamatsu-keiba.com

～リレーナイター好評発売中！～
北海道・大井・川崎競馬のナイターを

場外発売します

3.4.12.13.14.15.17.18.19.20.24.30.31
ナイター発売日程

おたのしみ
ペーパークラフト

あの名馬やミニチュアホースの
ペーパークラフトを作ってみよう！

【笠松けいば公式サイトからダウンロードできます】

　笠松町文化協会では、10月10日（日）に開催する
「第14回かさまつ文芸祭」の作品を募集します。
　笠松は江戸時代より文芸を嗜

たしな

む人が多く住む
文化の香り高き町でもありました。その歴史と伝
統を伝える文芸祭に多数のご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】自由題二首または二句を１組
【応募資格】一般（高校生以上）小・中学生
【募集期間】8月2日（月）～9月6日（月）
【応 募 料】１部門１組につき500円
　　　　　（小・中学生は無料）
【応募・問合先】文芸祭実行委員会（中央公民館内）
※応募用紙は笠松町役場・中央公民館・松枝公
民館・総合会館・ふらっと笠松にあります。
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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
4日（水）

13:00～15:00 福祉会館
図書室18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

★家庭では
　　性別にこだわらないで
　　　子どもの個性を伸ばします

 第3日曜日は家庭の日
8月15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、地域の行事などに参加
し、ふれあいの輪を広げましょう。

今月の納税・納付
　町県民税　　　　　　　 第2期分
　国民健康保険税　　　　 第2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
　保育料　　　　　　　    8月分

納期限  8月31日（火）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2日（月）と31日（火）
です。
　今月の「おはなしかい」はありません。

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）

国民年金保険料の納付は
「口座振替」が“便利”で“お得”です！

国民
　年金
問合先 岐阜南年金事務所

☎273-6161

INFORMATION  BOXINFORMATION  BOX

8月の相談・保健

豊かな体験が、生き方を変える

教育委員会だより

◎口座振替申出書に必要な事項を記入・押印（金融機関の届出印）し、岐阜南年金事務所に申し込みされるか、郵送し
てください。また、金融機関窓口に提出していただいても結構です。

◎前納の申し込みは、①1年度分および上期6カ月分（4月分～9月分）は2月末までに、また②下期6カ月分（10月分～翌
年3月分）は8月末までに、岐阜南年金事務所必着となるようにお早めに申し込みください。

◎すでに口座振替で前納されている方（引き続き第1号被保険者である方）は、毎年申し込みしていただく必要はありま
せん。

◎原則として、初めて口座振替を申し込まれた方の初回は、前月分（割引なし）と当月分（50円割引）の2カ月分の保険料を引落し
させていただきます。その後は当月分（50円割引）の1カ月分の引落しとなります。

◎保険料額は22年度の額です。

内　容 日（曜日） 受付時間 場　所
乳児健康診査・
BCG予防接種 4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 12日（木）

13:10～13:50
3歳児健康診査・
フッ化物塗布 26日（木）

お誕生教室 24日（火） 9:20～10:00

にこにこ教室 26日（木） 9:20～ 9:30

歯みがき教室
10日（火） 9:30～11:00

18日（水）13:00～14:30

プレパマクラブ 18日（水）13:00～13:10

育児相談・
マタニティ相談

10日（火） 9:30～11:00

11日（水）10:00～11:30 第一保育所

18日（水）13:00～14:30 福祉健康センター

25日（水）13:30～14:30 下羽栗会館

健康相談

6日（金）

10:30～11:30

福祉会館

9日（月） 総合会館

10日（火）
福祉健康センター

18日（水）14:00～15:30

転倒予防教室
5日（木）

 13:30～15:15 総合会館
19日（木）

貯筋（ちょきん）くらぶ
～転倒予防体操教室～

4日（水）
 9:30～11:15 福祉健康センター

18日（水）

骨こつストレッチ
～畳の上で行う
　　　ストレッチ～

11日（水）
 10:00～11:30 福祉会館

25日（水）

ふれあいひろば 24日（火）13:30～15:15 福祉健康センター

ふれあい喫茶

6日（金）

 10:00～11:30

福祉会館

9日（月） 総合会館

10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 19日（木）

障がい者など就労体験 24日（火）13:00～15:30

献血 6日（金）

 9:00～11:00 笠松刑務所

12:30～13:30 岐阜信用金庫

14:30～15:30 岐阜県産業技術センター

1年度分または6カ月分の口座振替による前納はもっとお得です。

安心 自動引落しで納め忘れの心配
がありません

保険料を当月末の口座振替【早割】にすると月々50円（年間600円）のお得！当月末の口座振替【早割】

毎月、現金で
納付する場合

9月末までに納付

８
月
分

簡単 １度の手続でＯＫ
手数料もかかりません

便利 金融機関などに行く手間と
時間が省けます

お得 早割・前納を利用して
最大3,800円の割引

15,100円

10月末までに納付

９
月
分

15,100円

11月末までに納付

10
月
分

15,100円

9月末に引落

８
月
分

15,100円 ９
月
分 15,050円

10月末に引落

10
月
分

口座振替【早割】
にした場合
（9月分からの例）

50円割引
15,050円
50円割引

★

★月末が休日の場合は、翌営業日が引落日となります。

☆☆申し込み方法☆☆

  独立行政法人国立青少年教育振興機構が、成人対
象に調査し、次のように報告をしました。
　「物事をあきらめずにやり遂げたいと思うか」に
「はい」と答えた人のうち、「子どもの頃、星空をゆっ
くり見たことがある人」は、33.6％。「もっと深く学ん
でみたいことがあるか」に「はい」と答えた人のうち、
「子どもの頃、海や川で貝を捕ったり魚を捕ったりし
たことが多くある人」は、39.8％でした。反対に、星
空を見たり魚を捕ったりしたことが少ない人は、「物
事をあきらめずにやり遂げたい」や「深く学びたい」に
「はい」と答える人は少ないという結果でした。
　また、子どもの頃「ままごとやヒーローごっこをよく
やった人」は、交通規則など社会のルールは守るべ
きだと答える人が多く、「地域清掃の経験が多い人」
は、「社会や人のためになる仕事をしたい」と答える
人が多いという結果が出ました。

　この結果から、子どもの頃の経験と大人になってか
らの意識について次のような傾向が伺えることが明
らかになりました。
１　自然体験が多かった人は、物事をあきらめず
にやり遂げたり、深く学んだりしたいと向上心をも
ち、粘り強く生きていく意欲が高い。
２　友達遊びの経験のある人ほど、規範意識が強い。
３　地域活動の経験が多い人ほど、社会貢献の意
識が高い。
  体験の豊富さがその人の生き方をよりよく変えると
言うことです。
  町内の小中学校や生涯学習に関係する施設では、
子どもの体験活動を豊かにするようさまざまな活動
や取組をしています。また、羽島郡二町教育委員会の
事業でも「豊かな体験活動推進事業」として、7月26
日には「二町子どもサミット」を開催しました。サミット
は、5年目を迎えました。当日は、小中学校の児童生
徒が体験活動を発表し、さらに活動を地域に広げて
いくような交流をしました。
  豊かな体験活動を推進することによって、地域の人
づくり、町づくりが進むよう願うものです。
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　私たちは、公民館で行われるコンサートや講演会の託
児、夏休み親子教室のサポート、「こどもわくわく広
場」の受付準備のお手伝いなどをしているボランティア
グループです。現在は会員15人で活動しています。
　生涯学習や文化活動を陰で支援するという目立たない
活動ですが、要請に応えてお手伝いすることにやりがい
を感じています。
　皆さんの参加をお待ちしています。
【活動日】定例会（年3～4回）　　　　　
　　　　 「こどもわくわく広場」のほか要請時
【場　所】中央公民館ほか
【連絡先】小栗知津子宅（瓢町）☎387－5052

ちょっぴりお助けします
学習支援ボランティア　フレンズ

な か ま

平成21年8月5日生

遠松将樹・恵利さんの子

「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。

平成21年8月12日生

松波拓・智穂さんの子

遠松 潤也 くん

私は笑顔の宅配屋。
高速ハイハイとよちよち歩きで
みんなに笑顔を届けます。

（米野）
とお　 まつ

松波 実穂 ちゃん（美笠通）
まつ　 なみ　　  み　　 ほじゅん   や

●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。

ハイハイだいすき！！

イタズラする事もあるけど、
潤ちゃんの笑顔が大好きだよ♪

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。

　本の予約・リクエストサービスをご利用ください。予約された図書が貸し出し
可能になりましたら、電話やメールなどでご連絡します。事前にパスワードを登録
いただければ、インターネットで予約もできます。
　また、蔵書がない本のリクエストについては、他の図書館で借りたり、購入した
りして可能な限り皆さんに提供しています。　　       　 【問合先】中央公民館

Q ＆ A
図書室に行っても読みたい本がなかったり、貸し出し中で利用できません。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7月1日現在
人　口
男
女
世帯数

22,456人
10,790人
11,666人
8,150世帯

（増 1）
（増 3）
（減 2）
（増 10）

「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
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