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●発行・編集／笠松町・企画課 〒５０１‐６１８１ 岐阜県羽島郡笠松町司町１  

応募対象　令和2年12月生まれの赤ちゃん　　応募期限　10月29日（金） 
応募方法 企画課窓口 写真とコメント（40字程度）をご持参ください 

E メ ー ル  氏名（お子さんと保護者の方）・生年月日・住所・コメント（40字程度）・電話番号を記
載し、写真を添付したメールをkikaku@town.kasamatsu.lg.jpへお送りください 
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敬老の日特集 座談会 元気な高齢者活き粋き人生 

Town Topics  まちの話題 

10月1日からごみの出し方が変わります！ 

チョイソコカラタンのご利用方法 

　岐阜新聞社本社での岐阜新聞社の杉山最高顧
問、松波総合病院の松波名誉院長、古田町長の座
談会の一幕。会は始終和やかな雰囲気で進み、健
康に関するお話のほか、古き良き時代の笠松のお
話や今後の笠松への思いなどを伺いました。 

（関連記事2・3ページ） 
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小中学校でオンライン授業実施 
　岐阜県が8月27日から緊急事態宣言の対象地域とな
ったことをうけ、町内の小中学校では8月26日から9月
6日までの間、オンラインによる授業が行われました。
ICTを最大限に活用し、昨年度整備した児童生徒1人
1台タブレットを全学年で使用したことで、自宅でも学校
で受けている授業により近い学習ができるようになりま
した。 
　時折、マイクを切り替えて音声をつないだり、身振り手
振りを交えて反応したりしながら、児童生徒と教員が楽
しくコミュニケーションを図っている姿が印象的でした。 

敬老の日特集 

座談会 
元気な高齢者 
活き粋き人生 

　8月14日から15日にかけての豪雨により木曽川が増水
し、水防団出動水位を超える約11.6メートルまで達しまし
た。幸いにも住民や民家などへの被害はありませんでした
が、堤防の外にある笠松みなと公園・サイクリングロード・
笠松トンボ天国などは水
に浸かり、水が引いた後も
土砂が堆積し、復旧作業を
余儀なくされました。 

　災害はある日突然起こります。自分の身は自分で守れるよう、
避難先の確保、自力での避難が難しい方は支援者の確保、避難
先で必要な物を入れた非常用持出袋の準備など、災害が起こ
る前に準備を整えておきましょう。 

10月31日（日）・11月1日（月）に開催を予定していた「ねんりんピック岐阜2021ゲート
ボール交流大会」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。 

c福祉子ども課　蕁388‐1116

笠松みなと公園 

サイクリングロード 

令和3年10月号 
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座談会 元気な高齢者　活き粋き　人生 

　今回は「敬老の日」にちなんで、90歳を超えてもなお、現役で頑張っておられる、岐阜新聞社
最高顧問　杉山幹夫さん（94歳）、松波総合病院名誉院長　松波英一さん（91歳）にお話
を伺い、「元気の秘訣」「笠松町の思い出、これからの将来像」「若者へのエール」について、
熱く語っていただきました。皆さん、必見です。是非、ご覧ください。 

杉山 幹夫氏 
岐阜新聞社最高顧問 

松波 英一氏 
松波総合病院名誉院長 

古田 聖人 
笠松町長 

蜻対談の様子は動画でもCheck！！ 元気の秘訣 
杉山氏　この歳になっても平日は9時30分には出社し、
5時半まで仕事をしております。仕事と向き合うことが私
にとっての健康の源です。 

松波氏　僕も仕事は結構、やっているんですよ。フリー
の時間は金土日のみで、90歳を過ぎても医者をやって
います。同級生からは頼りにされています。 

町長　なるほど！おふたりとも仕事が生きがいで、それが
健康に繋がっているのですね。 

昔話に花が咲く・・・ 

これからの笠松への思い 

杉山氏　昔の本町通り（笠松）はすごかった。 

松波氏　冬に堤防から、本町通りに下りるとね、人の吐く息で向
こうが見えなかった。それくらい笠松の町に人が出ていた。 

杉山氏　神社で市やお祭りも行われていた。司町（現在の役場
周辺）は昔、花街と呼ばれていた。うどん屋さん、お寿司屋さん、
芸者さんの置き屋さん、華やかだった。 

はな まち 

若者へのエール 
町長　最後に今、コロナ禍で、先行きが見えずに不安になっている若い人
たちに向けて人生の大先輩として、アドバイスやエールをお願いします。 

松波氏　なんでもいいから興味を持つべきだ。平均的では発展がない。 

杉山氏　失敗を恐れず、チャレンジしてほしい。今の若い人は、守りに入っ
ている。優等生が多過ぎる。『果敢に挑め』と言いたい。 

町長　私もその言葉を胸に、果敢に新しいまちづくりにチャレンジしてい
きます。お二人のご健勝とご活躍を祈念いたします。本日はありがとうご
ざいました。 

松波氏　これからは、大型店にはない笠松でしか買えない
特別な商品があるお店がほしいですね。 

町長　笠松でしか手に入らない、「オンリーワン」のものと
言えばちょうど、菓子工業組合の皆さんが笠松隕石にちな
んだ「隕石最中」を商品化しようと頑張っています。 

杉山氏　東京の吉祥寺のように若い人からお年寄りまでも
が楽しめるおしゃれなまちづくりをしたらどうでしょうか。 

町長　なるほど、お年寄りは昔を思い出して元気になれる、若い人はレトロな雰囲気を新鮮に感じて「笠松っ
て意外と面白いね」と話題になったら全国からお客さんが来ていただけるかもしれませんね。 

松波氏　今は、後継者が外へ出て戻って来ない。これをどうにかしないといけない。 

杉山氏　昭和8年に岐阜商業高等学校が甲子園で優勝している。このメンバーのうち4、5人が笠松町出身
者でした。テニスや野球など、スポーツにも力を入れてほしい。 

町長　笠松と言えば木曽川。昔は川湊の町として有名でした。 

杉山氏・松波氏　笠松湊には70数隻の船があった。その船は反物（織物）をいっぱい積んで桑名まで行く。
桑名からの荷物を荷揚げする人もたくさんいた。木曽川橋近くには灯台もあった。笠松の町は、湊のおかげ
で本当ににぎやかだった。 

町長　川を生かした地域おこしとして、カヌーやボート、キャンプなど、アウト
ドアライフの拠点としての活用を民間の方々と一緒に考えています。 

いん せき も なか 

みなと 

松波氏　僕の妹も置き屋さんへ三味線と踊りを習いに行っていた。昔の
子女は、芸奴さんに行儀作法を習っていた。 

杉山氏　機屋さんもたくさんあったよね！ 

松波氏　家から小学校へ行くまで、織り機の音が絶えたことがなかった。 

杉山氏　昭和21年には、昭和天皇が岐阜地方に視察にみえ、岐阜工業
高校（旧岐阜県工業試験場本館）に宿泊された。笠松はすごい町だと思
った。夏には、木曽川で、ボート・ヨットで遊んだのもいい思い出です。 

町長　往時と比べると、今の笠松は少し元気がない。やはり車社会にな
って、商店街の役割が変わりつつあるのも影響しているのかもしれませ
んね。 

松波氏　本町通りには、いろんなお店があって何でも買えた。それが近く
に大型商業施設ができて、お客さんが流れてしまった。全国的にそのよ
うな傾向がある。 

はた や 

サッチャー元イギリス首相との懇親会の様子 

現在も現役で白衣を着て 
仕事をされています 

令和3年10月号 
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座談会 元気な高齢者　活き粋き　人生 

　今回は「敬老の日」にちなんで、90歳を超えてもなお、現役で頑張っておられる、岐阜新聞社
最高顧問　杉山幹夫さん（94歳）、松波総合病院名誉院長　松波英一さん（91歳）にお話
を伺い、「元気の秘訣」「笠松町の思い出、これからの将来像」「若者へのエール」について、
熱く語っていただきました。皆さん、必見です。是非、ご覧ください。 

杉山 幹夫氏 
岐阜新聞社最高顧問 

松波 英一氏 
松波総合病院名誉院長 

古田 聖人 
笠松町長 

蜻対談の様子は動画でもCheck！！ 元気の秘訣 
杉山氏　この歳になっても平日は9時30分には出社し、
5時半まで仕事をしております。仕事と向き合うことが私
にとっての健康の源です。 

松波氏　僕も仕事は結構、やっているんですよ。フリー
の時間は金土日のみで、90歳を過ぎても医者をやって
います。同級生からは頼りにされています。 

町長　なるほど！おふたりとも仕事が生きがいで、それが
健康に繋がっているのですね。 

昔話に花が咲く・・・ 

これからの笠松への思い 

杉山氏　昔の本町通り（笠松）はすごかった。 

松波氏　冬に堤防から、本町通りに下りるとね、人の吐く息で向
こうが見えなかった。それくらい笠松の町に人が出ていた。 

杉山氏　神社で市やお祭りも行われていた。司町（現在の役場
周辺）は昔、花街と呼ばれていた。うどん屋さん、お寿司屋さん、
芸者さんの置き屋さん、華やかだった。 

はな まち 

若者へのエール 
町長　最後に今、コロナ禍で、先行きが見えずに不安になっている若い人
たちに向けて人生の大先輩として、アドバイスやエールをお願いします。 

松波氏　なんでもいいから興味を持つべきだ。平均的では発展がない。 

杉山氏　失敗を恐れず、チャレンジしてほしい。今の若い人は、守りに入っ
ている。優等生が多過ぎる。『果敢に挑め』と言いたい。 

町長　私もその言葉を胸に、果敢に新しいまちづくりにチャレンジしてい
きます。お二人のご健勝とご活躍を祈念いたします。本日はありがとうご
ざいました。 

松波氏　これからは、大型店にはない笠松でしか買えない
特別な商品があるお店がほしいですね。 

町長　笠松でしか手に入らない、「オンリーワン」のものと
言えばちょうど、菓子工業組合の皆さんが笠松隕石にちな
んだ「隕石最中」を商品化しようと頑張っています。 

杉山氏　東京の吉祥寺のように若い人からお年寄りまでも
が楽しめるおしゃれなまちづくりをしたらどうでしょうか。 

町長　なるほど、お年寄りは昔を思い出して元気になれる、若い人はレトロな雰囲気を新鮮に感じて「笠松っ
て意外と面白いね」と話題になったら全国からお客さんが来ていただけるかもしれませんね。 

松波氏　今は、後継者が外へ出て戻って来ない。これをどうにかしないといけない。 

杉山氏　昭和8年に岐阜商業高等学校が甲子園で優勝している。このメンバーのうち4、5人が笠松町出身
者でした。テニスや野球など、スポーツにも力を入れてほしい。 

町長　笠松と言えば木曽川。昔は川湊の町として有名でした。 

杉山氏・松波氏　笠松湊には70数隻の船があった。その船は反物（織物）をいっぱい積んで桑名まで行く。
桑名からの荷物を荷揚げする人もたくさんいた。木曽川橋近くには灯台もあった。笠松の町は、湊のおかげ
で本当ににぎやかだった。 

町長　川を生かした地域おこしとして、カヌーやボート、キャンプなど、アウト
ドアライフの拠点としての活用を民間の方々と一緒に考えています。 

いん せき も なか 

みなと 

松波氏　僕の妹も置き屋さんへ三味線と踊りを習いに行っていた。昔の
子女は、芸奴さんに行儀作法を習っていた。 

杉山氏　機屋さんもたくさんあったよね！ 

松波氏　家から小学校へ行くまで、織り機の音が絶えたことがなかった。 

杉山氏　昭和21年には、昭和天皇が岐阜地方に視察にみえ、岐阜工業
高校（旧岐阜県工業試験場本館）に宿泊された。笠松はすごい町だと思
った。夏には、木曽川で、ボート・ヨットで遊んだのもいい思い出です。 

町長　往時と比べると、今の笠松は少し元気がない。やはり車社会にな
って、商店街の役割が変わりつつあるのも影響しているのかもしれませ
んね。 

松波氏　本町通りには、いろんなお店があって何でも買えた。それが近く
に大型商業施設ができて、お客さんが流れてしまった。全国的にそのよ
うな傾向がある。 

はた や 

サッチャー元イギリス首相との懇親会の様子 

現在も現役で白衣を着て 
仕事をされています 
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いいとこ笠松みいつけた!

様々な顔をもつ　笠松みなと公園 

　岐阜聖徳学園大学から笠松町役場企画課にインターンに来ました松久風雅です！ 
　笠松町の良さをお伝えできたらと思い、町の気になる場所へ取材に行き、「大学生
から見た笠松町の魅力」というテーマでこの記事を書きました！ 

　今回、取材のために笠松町の様 な々場所に行かせていただきました。その中で、豊かな自然に囲ま
れた素敵な場所をたくさん見つけることができました。 
　僕はこの町の一番の良さは「人のあたたかさ」だと感じています。取材中にあたたかく挨拶をしてくだ
さる方がたくさんおられ、明るい気持ちで各地をめぐり、記事を書くことができました！本当にありがとうござ
いました。 

　遊具と自然が子どもたちに大人気！ 
　春は桜が満開です。お花見ができ、大人の方も楽しめます。 
　夏の川まつりや秋のリバーサイドカーニバルなど、様 な々イベント
の会場にもなっています。早く心置きなく出かけられるようになると
いいなぁ。 

トンボの楽園　トンボ天国 隠れ映えスポット　神明神社 
（田代）  

　美しい自然に囲まれ落ち着ける場所。 
　トンボの美しさを間近に感じられます。 
　トンボを捕まえようとする子がいたり、それを応援す
る大人がいたり、心温まる空間です。 

広報の仕事に初挑戦！ 

みなと公園には何度も来て
いるよ♪ 
すべり台が一番楽しい！ 
ここでは友達もできたんだ！ 

仲良
し兄弟発見！！

むらやま ゆいとくん・むらやま あやとくん 

僕が撮影した 
トンボです！ 

〈写真左〉 
 
〈写真右〉 

神社と自然が重なり合って幻想的な雰囲
気を生み出しています。 
笠松町指定文化財（天然記念物）のクロ
ガネモチが美しい・・・ 

高齢者叙勲（旭日単光章）受章　宮  貴さん 

明るい選挙啓発ポスター優秀賞が決定しました 
　町明るい選挙推進協議会主催の「明るい選挙啓発ポスター」の募集に、小中学校の児童・生徒の
皆さんから多数の応募があり、9月15日に開催した審査会で、次の皆さんの作品20点が、優秀賞に選ば
れました。 
　なお、優秀賞に選ばれた作品は、県選挙管理委員会主催のコンクールに出品されます。また、11月6日
から8日まで開催予定の笠松町美術展にも展示されますので、ぜひご覧ください。（敬称略） 

■小学生の部 
小見山 ひかり（笠松小6年生） 佐藤 ちひろ（笠松小6年生） 星野 友希（笠松小6年生） 毛利 天美（笠松小6年生） 
柴田 明里（松枝小5年生） 小林 世怜（松枝小5年生） 青木 優圭（松枝小6年生） 野崎 柚衣（松枝小6年生） 
岩田 伶音（松枝小6年生） 追立 颯愛（下羽栗小6年生） 

■中学生の部 
闊瀬 瑠果（笠松中1年生） 奥野 朔央（笠松中1年生） 永木 友理（笠松中2年生） 足立 晃希（笠松中2年生） 
馬渕 風優可（笠松中2年生） 篠田 兼吾（笠松中2年生） 浅野 紗那（笠松中3年生） 苅谷 文那（笠松中3年生） 
平工 くらら（笠松中3年生） 小野木 心粋（笠松中3年生） 

バドミントン女子ダブルスのフクヒロペアが表敬訪問 
　9月17日、丸杉Bluvic所属のフクヒロペアこと、福島由紀選手と廣田彩花選手が町長表敬訪問に来
庁され、東京2020オリンピック5位入賞の成果と、今後の意気込みについて語っていただきました。 
　町からは、これまでの活躍を称えて「笠松町特別栄誉賞」を授与し、お祝いとしておふたりの似顔絵
クッキーをお渡ししました。 

　宮闢貴さん（米野）が選挙管理事務功労で高齢者叙勲（旭日単
光章）を受章されました。 
　宮闢さんは、平成8年7月から笠松町選挙管理委員会委員に就任
して以来、20年以上の長きにわたり厚い信望、知識や経験をもって、
幾多の選挙の適正な管理執行に努められました。 
　令和2年2月からは委員長として、その卓越した識見と優れた指導
力で、民主政治の健全な展開および明るい選挙の実現に大きく寄与
されました。 

皆さんの身近な話題や出来事を教えてください。 

広報担当者が取材に伺います！ 

c企画課　蕁388‐1113

まちの話題 

令和3年10月号 
第1133号 4 令和3年10月号 

第1133号 5



いいとこ笠松みいつけた!

様々な顔をもつ　笠松みなと公園 

　岐阜聖徳学園大学から笠松町役場企画課にインターンに来ました松久風雅です！ 
　笠松町の良さをお伝えできたらと思い、町の気になる場所へ取材に行き、「大学生
から見た笠松町の魅力」というテーマでこの記事を書きました！ 

　今回、取材のために笠松町の様 な々場所に行かせていただきました。その中で、豊かな自然に囲ま
れた素敵な場所をたくさん見つけることができました。 
　僕はこの町の一番の良さは「人のあたたかさ」だと感じています。取材中にあたたかく挨拶をしてくだ
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いました。 
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　トンボの美しさを間近に感じられます。 
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し兄弟発見！！

むらやま ゆいとくん・むらやま あやとくん 

僕が撮影した 
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〈写真左〉 
 
〈写真右〉 
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広報担当者が取材に伺います！ 

c企画課　蕁388‐1113
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10月1日からごみの出し方が変わります！ 

「金物ガレキ」 

「燃える大型ごみ」は 

ごみ集積所に出せません！ 

集積所 

ごみの山も 

過去の風景！ 

ごみの出し方 
可燃ごみ（週2回） 
　「燃えるごみ」は、町指定ごみ袋（黄色）に入れ、 
可燃ごみ集積所に出してください。 

不燃ごみ（月1回） 
　金属製品・ガラス製品・陶器類・小型家電製品など「燃えないごみ」は、 
町指定ごみ袋（透明）に入れ、古紙類と同じ日、同じ集積所へ出してください。 

粗大ごみ（完全予約制） 
　町指定ごみ袋に入らないもの（大型の木製品・ふとん・物干竿・自転車など）は、自ら自己搬入施
設（緑町地内）に持ち込むか、町の委託業者が自宅まで収集に行きます。 

10月は食品ロス削減月間です 
　食べられるにも関わらず捨てられている食品（食品廃棄物）は全国で年間約600万トンを超え、こ
のうち半数近くが家庭から出ているといわれています。この食品ロスは1人1日当たりに換算するとお
茶碗1杯のご飯の量を捨てていることになります。 
　岐阜県では、この食品ロスを削減するため平成30年度から 
「ぎふ食べきり運動」を推進しており、笠松町も参加しています。 

c環境経済課　蕁388‐1114

「ぎふ食べきり運動」協力店・企業の募集 
岐阜県では、食品ロスを削減するための「ぎふ食べきり運動」に 
協力いただく飲食店などの協力店・協力企業を募集しています。 

詳しくは「資源とごみのカレンダー」「家庭ごみハンドブック」をご覧ください。 
配布場所：役場（環境経済課）・松枝公民館・総合会館 

説明動画はこちら蜷 

詳しくはこちら蜷 

ぎふ食べきり運動　 
公式インスタグラム蜷 

ごみは有料！資源は無料♪ 

地球環境や家計のためにも！ごみ減量！ 

　9月号で紹介しました、新しい乗合交通サービス「チョイソコカラタン」のご利用方法についてご案内します。 

10月1日運行開始 

「チョイソコカラタン」のご利用方法 

■まずは会員登録！そして乗車受付 笠松町内の停留所一覧 

■実際に乗車してみよう！ 

申込書に記入 
町公共施設やカラフルタウン館内
などで配布している「チョイソコ会
員登録申込書」に必要事項を記入し
てチョイソコセンターへ郵送します。 

会員証の受取 
投函後1週間程度でお手元にカード
サイズの会員証が届きます。 
カードを受け取ったその日からチョ
イソコの利用が可能となります。 

電話やウェブで乗車受付 
専用電話かウェブで名前と会員番号・希望日・乗り場と
行き先・時刻を伝えるだけです。医療機関の停留所へ
行く場合は、電話に限り2週間前から乗車受付が可能
です。その他の目的地に行く場合は、1週間前から当
日の30分前まで受付ができます。 
（状況によりご希望に添えない場合もあります） 

ピアゴ笠松店 ローソン笠松東陽町店 セブンイレブン 
笠松町美笠通店 

名鉄西笠松駅 JAぎふ さかい川支店 

お買物・その他 

松波総合病院 こめの医院 愛生病院 

吉田胃腸科 リバーサイド笠松園 羽島クリニック 

おおかわ整形外科 さくら歯科 

医療関連施設 

総合会館 笠松中央公民館 笠松町役場 

歴史未来館 福祉健康センター 松枝公民館 

公共施設 

米野会館 江川ごみステーション 

津島神社 中野児童公園 円城寺ごみステーション 
（旧火葬場跡） 

笠松町学校給食センター 円城寺厩舎 
（15棟 西側） 

円城寺ごみステーション 
（秋葉神社） 

円城寺ごみステーション 
（円城寺墓地西） 第1水源地西 コミュニティ消防センター 

新こども館（仮称） 第3水源地西 田代西ごみステーション 

長池東ごみステーション 北及第1ごみステーション 笠松みなみ会館 

兒神社 運動公園東側駐車場 中門間ごみステーション 
（水門前） 

地域内停留所 

料金は 
先払いです。 

乗車受付した停留所で 
降車してください。 

乗車受付した停留所で 
お待ちください。 

※各停留所の詳しい場所は
右のQRコードよりご確認
ください　

お問合せ・乗車受付はこちらから 
チョイソコセンター 

０５７０-０５８７１２ 
ゴー や な い づ 

8：30～17：30受付 
※運休日：毎週 水・木 

※カラフルタウンではお問合せ・乗車受付は承っておりません。予めご了承ください。 

《運賃》 
1乗車お1人につき250円 
（現金のみ、小学生以下は100円） 
※笠松町エリアと岐阜市エリアをまたぐ運行
は、乗継ポイント（松波総合病院）で別車
両へのお乗換え（運賃別途）が必要です。 

《運行時間》 
8：30～17：30 
（水・木曜日、年末年始運休） 

令和3年10月号 
第1133号 6 令和3年10月号 

第1133号 7
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リバーサイドカーニバルの中止 
　10月下旬に開催を予定して

おりました「リバーサイドカーニ

バル2021」は、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止の観点から、

皆さんに安心してご来場いただ

くことが困難であるという判断に

より、中止します。 

cかさまつまちづくりイベント実行

委員会（企画課内）　蕁388‐1113

名誉町民 松原登士弘氏を偲ぶ会 
　名誉町民松原登士弘氏の生前の

偉大なご功績とご遺徳を偲び、哀悼の

意を表するため、偲ぶ会を開催します。 

10月24日（日） 午後1時～ 

笠松中央公民館 

3階　大ホール 

※一般参列者の献花は、午後2時から

行います。 

c総務課　蕁388‐1111

建築物の耐震化促進に伴う助成 
　地震に備えるため、昭和56年5月31日以前に着工された木造一戸建て住宅の耐震診断を希望される方

に、無料で専門家を派遣し、耐震診断と耐震補強のアドバイスを受けられる制度を設けています。また、昭

和56年6月1日以降に着工された木造住宅の耐震診断と、昭和56年5月31日以前に着工された木造以外

の建築物の耐震診断、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震補強または、耐震シェルター

などの設置にかかる費用の一部を助成する制度を設けています。 

12月28日（火） 

e建設課　蕁388‐1117

令和4年度保育所（園）入所（園）受付 
　令和4年4月から入所（園）を希望される方の受付を行います。申込書類は各保育所（園）、役場福祉子

ども課で配布します。 

笠松町に住民登録があり、保護者が会社勤務や内職・自営業に従事、または病気（出産などを

含む）、看病などの理由で保育を必要とする家庭の児童 

10月1日（金）～29日（金）午前8時30分～午後5時15分（土日祝を除く） 

役場2階 福祉子ども課 

 

延長保育、障がい児保育（第一保育所を除く）なども行っています。 

c福祉子ども課　蕁388‐1116

福祉医療費受給者証（母子家庭等・父子家庭）
更新の手続きを 
　福祉医療費受給者証（母子家庭等・父子家庭）

をお持ちの方は、10月31日で有効期限が満了とな

りますので、更新の手続きが必要です。 

※受給資格者により、持ち物が異なります。10月上

旬にお送りする更新案内をよくご確認ください。 

10月29日（金） 

役場1階住民課で申請または郵送 

c住民課　蕁388‐1115

オンライン里親を知る会 
　里親制度は、様 な々事情で家族と暮らせない子

どもたちを一般の家庭で預かり、社会のみんなで

育てていく「子どものため」の制度です。 

　「里親を知りたい方」も「里親になりたい方」も

ぜひご参加ください。 

10月12日（火）　11月9日（火）　12月14日（火） 

午前10時～正午（1世帯30分程度） 

ビデオ会議ツール「ZOOM」を使用 

事前予約制お電話でお申し込みください。 

e岐阜県中央子ども相談センター　蕁201‐1582

家屋を新増築、取り壊しをしたときは届け出を 
　固定資産税は、土地や家屋の使用状況によって税負担が軽減されます。 

　家屋の新増築や取り壊し、用途変更があったときは、お早めに税務課まで次の届け出をしてください。 

　特に家屋の一部または全部を取り壊したときは、速やかに「家屋取壊届出書」の提出をお願いします。

この届け出がないと、家屋を取り壊したという確認ができないため、翌年度以降も課税される場合がありま

すので、必ず届け出をしてください。 

届け出が必要な時とその届出書など 

※登記された家屋を取り壊した場合は、別途、法務局で滅失登記をする必要があります。 

c税務課　蕁388‐1112

インボイス制度説明会 
　令和5年10月1日から適格請求書等保存方式（インボイス制度）が実施されることに伴い、インボイスを発

行できる「適格請求書発行事業者」となるための登録申請手続の受付が令和3年10月から始まります。 

　事業者の皆さんにはインボイス制度への理解を深め、実施に向けて必要な準備を進めていただくため、

説明会を開催します。 

①10月12日（火）午後2時～3時　②11月15日（月）午前10時～11時 

③12月8日（水）午後2時～3時 

岐阜南税務署　大会議室（岐阜市加納清水町4丁目22‐2） 

各回20人 

無料 

岐阜南税務署へ要予約 

e岐阜南税務署　蕁271‐7111（代表）自動音声にしたがって「2」を選択 

保育所（園） 対象年齢 

第一保育所 

松枝保育所 

下羽栗保育所 

笠松保育園 

3か月～年少前 

1歳6か月～就学前 

1歳～就学前 

住　　所 

上新町172 

北及1783 

無動寺228 

西宮町44の2

電話番号 

387‐2664 

387‐2298 

387‐2496 

387‐2947

こんなとき 家屋の所有者 

（1） 

（2） 
（3） 
（4） 

（5） 

（6） 

家屋を新築または増築したとき 
（申告にあたっては家屋の評価を実施します） 

家屋を建て替えるとき 
家屋の全部または一部を取り壊したとき 
家屋の用途を変更したとき 
（例　店舗を住宅に変更など） 
家屋が災害などの理由により滅失または損
壊したとき 
未登記家屋の所有者を変更するとき 

・新築住宅に関する固定資産
税の減額申告書 
（未登記の場合は「未登記家
屋取得届出書」も必要です） 
・家屋取壊届出書 
・家屋取壊届出書 

・家屋用途変更届出書 

・家屋取壊届出書 
・固定資産税減免申請書 
・未登記家屋取得届出書 

土地の所有者 

・住宅用地認定申告書 

・住宅建替中の土地に係る申告書 

・住宅用地認定申告書 

・被災住宅用地の特例適用申告書 

 
 
 
 
日時 
場所 

 
 
 
 
 
 
申込期限 

 
 
 
対象者 
 
受付期間 
受付場所 
保育所（園）の概要 

 
 
 
 
 
 
 
申請期限 
申請方法 

 
 
 
 
 
 
日にち 
時間 
参加方法 
申込方法 

 
 
 
 
 
日時 
 
場所 
定員 
参加料 
申込方法 

お　知　ら　せ 

町からのお知らせ 

令和3年10月号 
第1133号 8 令和3年10月号 

第1133号 9



リバーサイドカーニバルの中止 
　10月下旬に開催を予定して

おりました「リバーサイドカーニ

バル2021」は、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止の観点から、

皆さんに安心してご来場いただ

くことが困難であるという判断に

より、中止します。 

cかさまつまちづくりイベント実行

委員会（企画課内）　蕁388‐1113

名誉町民 松原登士弘氏を偲ぶ会 
　名誉町民松原登士弘氏の生前の

偉大なご功績とご遺徳を偲び、哀悼の

意を表するため、偲ぶ会を開催します。 

10月24日（日） 午後1時～ 

笠松中央公民館 

3階　大ホール 

※一般参列者の献花は、午後2時から

行います。 

c総務課　蕁388‐1111

建築物の耐震化促進に伴う助成 
　地震に備えるため、昭和56年5月31日以前に着工された木造一戸建て住宅の耐震診断を希望される方

に、無料で専門家を派遣し、耐震診断と耐震補強のアドバイスを受けられる制度を設けています。また、昭

和56年6月1日以降に着工された木造住宅の耐震診断と、昭和56年5月31日以前に着工された木造以外

の建築物の耐震診断、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震補強または、耐震シェルター

などの設置にかかる費用の一部を助成する制度を設けています。 

12月28日（火） 

e建設課　蕁388‐1117

令和4年度保育所（園）入所（園）受付 
　令和4年4月から入所（園）を希望される方の受付を行います。申込書類は各保育所（園）、役場福祉子

ども課で配布します。 

笠松町に住民登録があり、保護者が会社勤務や内職・自営業に従事、または病気（出産などを

含む）、看病などの理由で保育を必要とする家庭の児童 

10月1日（金）～29日（金）午前8時30分～午後5時15分（土日祝を除く） 

役場2階 福祉子ども課 

 

延長保育、障がい児保育（第一保育所を除く）なども行っています。 

c福祉子ども課　蕁388‐1116

福祉医療費受給者証（母子家庭等・父子家庭）
更新の手続きを 
　福祉医療費受給者証（母子家庭等・父子家庭）

をお持ちの方は、10月31日で有効期限が満了とな

りますので、更新の手続きが必要です。 

※受給資格者により、持ち物が異なります。10月上

旬にお送りする更新案内をよくご確認ください。 

10月29日（金） 

役場1階住民課で申請または郵送 

c住民課　蕁388‐1115

オンライン里親を知る会 
　里親制度は、様 な々事情で家族と暮らせない子

どもたちを一般の家庭で預かり、社会のみんなで

育てていく「子どものため」の制度です。 

　「里親を知りたい方」も「里親になりたい方」も

ぜひご参加ください。 

10月12日（火）　11月9日（火）　12月14日（火） 

午前10時～正午（1世帯30分程度） 

ビデオ会議ツール「ZOOM」を使用 

事前予約制お電話でお申し込みください。 

e岐阜県中央子ども相談センター　蕁201‐1582

家屋を新増築、取り壊しをしたときは届け出を 
　固定資産税は、土地や家屋の使用状況によって税負担が軽減されます。 

　家屋の新増築や取り壊し、用途変更があったときは、お早めに税務課まで次の届け出をしてください。 

　特に家屋の一部または全部を取り壊したときは、速やかに「家屋取壊届出書」の提出をお願いします。

この届け出がないと、家屋を取り壊したという確認ができないため、翌年度以降も課税される場合がありま

すので、必ず届け出をしてください。 

届け出が必要な時とその届出書など 

※登記された家屋を取り壊した場合は、別途、法務局で滅失登記をする必要があります。 

c税務課　蕁388‐1112

インボイス制度説明会 
　令和5年10月1日から適格請求書等保存方式（インボイス制度）が実施されることに伴い、インボイスを発

行できる「適格請求書発行事業者」となるための登録申請手続の受付が令和3年10月から始まります。 

　事業者の皆さんにはインボイス制度への理解を深め、実施に向けて必要な準備を進めていただくため、

説明会を開催します。 

①10月12日（火）午後2時～3時　②11月15日（月）午前10時～11時 

③12月8日（水）午後2時～3時 

岐阜南税務署　大会議室（岐阜市加納清水町4丁目22‐2） 

各回20人 

無料 

岐阜南税務署へ要予約 

e岐阜南税務署　蕁271‐7111（代表）自動音声にしたがって「2」を選択 

保育所（園） 対象年齢 

第一保育所 

松枝保育所 

下羽栗保育所 

笠松保育園 

3か月～年少前 

1歳6か月～就学前 

1歳～就学前 

住　　所 

上新町172 

北及1783 

無動寺228 

西宮町44の2

電話番号 

387‐2664 

387‐2298 

387‐2496 

387‐2947

こんなとき 家屋の所有者 

（1） 

（2） 
（3） 
（4） 

（5） 

（6） 

家屋を新築または増築したとき 
（申告にあたっては家屋の評価を実施します） 

家屋を建て替えるとき 
家屋の全部または一部を取り壊したとき 
家屋の用途を変更したとき 
（例　店舗を住宅に変更など） 
家屋が災害などの理由により滅失または損
壊したとき 
未登記家屋の所有者を変更するとき 

・新築住宅に関する固定資産
税の減額申告書 
（未登記の場合は「未登記家
屋取得届出書」も必要です） 
・家屋取壊届出書 
・家屋取壊届出書 

・家屋用途変更届出書 

・家屋取壊届出書 
・固定資産税減免申請書 
・未登記家屋取得届出書 

土地の所有者 

・住宅用地認定申告書 

・住宅建替中の土地に係る申告書 

・住宅用地認定申告書 

・被災住宅用地の特例適用申告書 

 
 
 
 
日時 
場所 

 
 
 
 
 
 
申込期限 

 
 
 
対象者 
 
受付期間 
受付場所 
保育所（園）の概要 

 
 
 
 
 
 
 
申請期限 
申請方法 
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町からのお知らせ 

令和3年10月号 
第1133号 8 令和3年10月号 

第1133号 9



②笠松みなと公園 
　四季の里広場駐車場 

①米野運動場駐車場 

東
海
北
陸
自
動
車
道 

東
海
北
陸
自
動
車
道 

国
道
２２
号
線 

国
道
２２
号
線 

名鉄本線 

木曽川 
 文 
笠松 
小学校 

 文 
下羽栗 
小学校 

 文 
松枝 
小学校 

J
R
東
海
道
本
線
 

主
要
地
方
道
岐
阜
稲
沢
線
 名

鉄
竹
鼻
線
 

③笠松緑地公園駐車場 

秋の読書週間 
　10月27日（水）～11月9日（火）は、秋の読書週間です。皆さん読書を始めてみてはどうですか？図書室に

お越しになる場合は、検温やマスクの着用などの感染防止対策をしてお越しください。 

c笠松中央公民館　蕁388‐3231

全国一斉情報伝達試験 
　地震や武力攻撃などの災害時に、国から送られてくる緊急情報を、全国瞬時警報システム（J‐アラート※）

により皆さんにお伝えするための試験を行います。この機会に災害発生時の行動を再確認するとともに、

平常時の備えについて家庭内で話し合いましょう。 

c総務課　蕁388‐1111

楽しいこども館行事（11月） 
　小学生や乳幼児親子を対象に11月の行事を開催します。 

　事前申込みが必要な行事もあります。 

　皆さんの参加をお待ちしています。 

申込期間　10月1日（金）～（定員に達し次第、受付終了） 

eこども館　蕁388‐0811

　10月は、「シートベルト・チャイルドシート着用強調月間」です。シートベルトやチャイルドシートは、交通事

故発生時の被害防止や軽減に欠かすことができません。運転手はもちろん、同乗者全員がシートベルト

を着用する必要があります。全ての座席で着用を習慣付けましょう。 

　また、万が一の交通事故のとき、子どもを守れるのはチャイルドシートです。大切なお子さんを守るため

に、必ず着用しましょう。 

シートベルト・チャイルドシート着用強調月間 

美しい水辺をあなたの手から次世代の子どもたちへ　河川一斉清掃「川と海のクリーン大作戦」 
　生活に欠かすことのできない水・・・。しかし、水辺には不法投棄されたゴミや、上流から流れ着いた漂着

ゴミが目立っています。「みんなの力を結集してふるさとのきれいな川や海を子どもたちに残そう」をテーマに、

木曽三川流域を中心とした流域住民・河川利用者や自治体と協働・連携をとりながら「川と海のクリーン大

作戦」を実施します。 

　開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症の流行状況にあわせて、急な中止とさせていただくことが

あります。また、当日会場の受付において、氏名や連絡先の記入にご協力ください。 

10月24日（日）午前8時から1時間程度（少雨決行） 

※中止の場合は、午前7時に防災行政無線でお知らせします。 

①米野運動場駐車場 

②笠松みなと公園四季の里広場駐車場 

③笠松緑地公園駐車場 

※ご都合の良い場所にお集まりください。 

c建設課　蕁388‐1117 

笠松町は「高齢者交通事故防止対策重点地域」に指定されました 
　笠松町は令和2年7月から令和3年6月までの1年間で、高齢者の歩行中・自転車乗用中の死傷
者数率が県内ワースト1位となり、「高齢者交通事故防止対策重点地域」に指定されました。 
　これは、高齢者の関係する人身事故が多発した市町村を対象に指定される 

もので、笠松町は昨年も指定を受けています。 

　道路を横断するときは一度立ち止まり、左右の安全を確実に確認しましょう。 

c建設課　蕁388‐1117

岐阜県地震防災の日 

試験日時 

放送内容 

伝達方法 

10月6日（水）　午前11時ごろ 

「これはテストです。」と放送されます。 

各家庭の戸別受信機と屋外スピーカーから訓練放送が流れます。 

　岐阜県では、明治24年10月28日に濃尾地震が発生したことから、毎年10月28日を
「岐阜県地震防災の日」と定めています。地震が発生したとき、被害を最小限におさ
えるには、一人ひとりが適切な行動をとることが大切です。避難場所や家族との連絡
方法の確認、非常用持出袋を点検するなど、災害に備えて準備をしておきましょう。 

※地震や武力攻撃などの緊急情報を、

国から市町村へ人工衛星などを通じ

て瞬時に伝達するシステムのことです。 

予約はこちら蜷 

対象 日にち 

小学生 

乳幼児 
親子 

6日（土） 

20日（土） 

28日（日） 

4日（木） 
5日（金） 

10日（水） 

16日（火） 
17日（水） 

26日（金） 

時　間 

10：00～10：30

内　容 

オセロ 

ボラクラブ 

つくってみよう 

ピヨピヨひろば 

子育てサロン 

手づくりパーク 

Babyひろば 

定員 

－ 

－ 

6人 

各10組 

15組 

各10組 

10組 

■図書の予約（リクエスト） 
　借りたい本が貸出中もしくは笠松町図書室に所蔵のないとき
は、本を予約（リクエスト）することができます。ご予約は、図書
室窓口またはインターネットで受け付けています。 
※インターネットからご予約の場合は、事前にメール 
アドレス・パスワードの登録が必要になります。 

■お願い 
　図書室の本はみんなの
本です。本への書き込み、
切り取り、ページ折りなど
が増えていますので、大切
に扱ってください。 

 
 
 
 
 
 
 
日時 
 
集合場所 

イ　ベ　ン　ト 

町からのお知らせ 

〒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

羽島郡笠松町中野 
387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

令和3年10月号 
第1133号 10 令和3年10月号 

第1133号 11



②笠松みなと公園 
　四季の里広場駐車場 

①米野運動場駐車場 
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③笠松緑地公園駐車場 

秋の読書週間 
　10月27日（水）～11月9日（火）は、秋の読書週間です。皆さん読書を始めてみてはどうですか？図書室に

お越しになる場合は、検温やマスクの着用などの感染防止対策をしてお越しください。 

c笠松中央公民館　蕁388‐3231

全国一斉情報伝達試験 
　地震や武力攻撃などの災害時に、国から送られてくる緊急情報を、全国瞬時警報システム（J‐アラート※）

により皆さんにお伝えするための試験を行います。この機会に災害発生時の行動を再確認するとともに、

平常時の備えについて家庭内で話し合いましょう。 

c総務課　蕁388‐1111

楽しいこども館行事（11月） 
　小学生や乳幼児親子を対象に11月の行事を開催します。 

　事前申込みが必要な行事もあります。 

　皆さんの参加をお待ちしています。 

申込期間　10月1日（金）～（定員に達し次第、受付終了） 

eこども館　蕁388‐0811

　10月は、「シートベルト・チャイルドシート着用強調月間」です。シートベルトやチャイルドシートは、交通事

故発生時の被害防止や軽減に欠かすことができません。運転手はもちろん、同乗者全員がシートベルト

を着用する必要があります。全ての座席で着用を習慣付けましょう。 

　また、万が一の交通事故のとき、子どもを守れるのはチャイルドシートです。大切なお子さんを守るため

に、必ず着用しましょう。 

シートベルト・チャイルドシート着用強調月間 

美しい水辺をあなたの手から次世代の子どもたちへ　河川一斉清掃「川と海のクリーン大作戦」 
　生活に欠かすことのできない水・・・。しかし、水辺には不法投棄されたゴミや、上流から流れ着いた漂着

ゴミが目立っています。「みんなの力を結集してふるさとのきれいな川や海を子どもたちに残そう」をテーマに、

木曽三川流域を中心とした流域住民・河川利用者や自治体と協働・連携をとりながら「川と海のクリーン大

作戦」を実施します。 

　開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症の流行状況にあわせて、急な中止とさせていただくことが

あります。また、当日会場の受付において、氏名や連絡先の記入にご協力ください。 

10月24日（日）午前8時から1時間程度（少雨決行） 

※中止の場合は、午前7時に防災行政無線でお知らせします。 

①米野運動場駐車場 

②笠松みなと公園四季の里広場駐車場 

③笠松緑地公園駐車場 

※ご都合の良い場所にお集まりください。 

c建設課　蕁388‐1117 

笠松町は「高齢者交通事故防止対策重点地域」に指定されました 
　笠松町は令和2年7月から令和3年6月までの1年間で、高齢者の歩行中・自転車乗用中の死傷
者数率が県内ワースト1位となり、「高齢者交通事故防止対策重点地域」に指定されました。 
　これは、高齢者の関係する人身事故が多発した市町村を対象に指定される 

もので、笠松町は昨年も指定を受けています。 

　道路を横断するときは一度立ち止まり、左右の安全を確実に確認しましょう。 

c建設課　蕁388‐1117

岐阜県地震防災の日 

試験日時 

放送内容 

伝達方法 

10月6日（水）　午前11時ごろ 

「これはテストです。」と放送されます。 

各家庭の戸別受信機と屋外スピーカーから訓練放送が流れます。 

　岐阜県では、明治24年10月28日に濃尾地震が発生したことから、毎年10月28日を
「岐阜県地震防災の日」と定めています。地震が発生したとき、被害を最小限におさ
えるには、一人ひとりが適切な行動をとることが大切です。避難場所や家族との連絡
方法の確認、非常用持出袋を点検するなど、災害に備えて準備をしておきましょう。 

※地震や武力攻撃などの緊急情報を、

国から市町村へ人工衛星などを通じ

て瞬時に伝達するシステムのことです。 

予約はこちら蜷 

対象 日にち 

小学生 

乳幼児 
親子 

6日（土） 

20日（土） 

28日（日） 

4日（木） 
5日（金） 

10日（水） 

16日（火） 
17日（水） 

26日（金） 

時　間 

10：00～10：30

内　容 

オセロ 

ボラクラブ 

つくってみよう 

ピヨピヨひろば 

子育てサロン 

手づくりパーク 

Babyひろば 

定員 

－ 

－ 

6人 

各10組 

15組 

各10組 

10組 

■図書の予約（リクエスト） 
　借りたい本が貸出中もしくは笠松町図書室に所蔵のないとき
は、本を予約（リクエスト）することができます。ご予約は、図書
室窓口またはインターネットで受け付けています。 
※インターネットからご予約の場合は、事前にメール 
アドレス・パスワードの登録が必要になります。 

■お願い 
　図書室の本はみんなの
本です。本への書き込み、
切り取り、ページ折りなど
が増えていますので、大切
に扱ってください。 

 
 
 
 
 
 
 
日時 
 
集合場所 

イ　ベ　ン　ト 

町からのお知らせ 

〒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

羽島郡笠松町中野 
387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

令和3年10月号 
第1133号 10 令和3年10月号 

第1133号 11



起業体験プログラムin笠松 
 

10月30日（土）　午後5時～7時 

笠松中央公民館3階 大ホール 

「人気ゲーム会社社長が語るゲーム会社の経営とは」 

講師：グリー株式会社　取締役上級執行役員　前田悠太氏 

「学生起業家の今とこれから」 

講師：一般社団法人NELD　代表理事　三田希美子氏 

＊起業体験プログラム（ワークショップ＆アイデアコンテスト）の案内 

起業に興味のある方どなたでも 

来場またはZOOMによるオンライン視聴（ZOOMを利用可能な方） 

URL：https://kasamatsu.info/business-ex/ 

またはQRコードからお申込みください。 

※新型コロナウイルス感染症の状況により、開催場所の変更または 

オンライン開催のみとなる場合があります。 

 

 

11月13日（土）・12月11日（土）・令和4年1月15日（土） 

午後3時～6時　　場所　笠松中央公民館1階 集会室 
＊世界の起業の事例から起業を学ぶ 

＊先輩起業家と一緒に起業アイデアワークショップ 

＊アイデアコンテスト 

町内在住・在学の中学生・高校生　※3日間すべてのプログラムにご参加ください。 

URL：https://kasamatsu.info/business-ex/ 

またはQRコードからお申込みください。 

cタイムカプセル株式会社　蕁214‐9760

歴史未来館　冬の講座 
 

 

　天然の木に「コテ」で絵や模様を書いて、キー

ホルダーや壁飾り、コースターなどを作ります。 

11月13日（土） 

①午前10時～　②午後2時～ 

歴史未来館 

和田 真弓氏 

各回20人（先着順・未就学児は保護者同伴） 

200円 

ボールペン（黒以外） 

 

 

　フェルトに飾り付けをしてクリスマスにぴったりな

ガーランドを作ります。 

11月20日（土） 

①午後1時30分～　②午後3時～ 

歴史未来館 

伊藤 雪江氏 

各回20人（先着順・未就学児は保護者同伴） 

100円 

 

 

≪多面体でつくろう！お正月飾り≫ 
　紙を編んで、多面体でお正月飾りをつくります。 

12月4日（土） 

午前10時～ 

歴史未来館 

歴史未来館学芸員 

12人 

（先着順・小学校3年生以下は保護者同伴） 

無料 

e歴史未来館　蕁388‐0161

第51回笠松町美術展 
　日本画・水墨画・洋画・書・彫塑・工芸・写真など多数の作品展示を行います。マスクの着用などの感染

症対策を行っていただき、ぜひお出かけください。 

11月6日（土）～8日（月）　　時間　午前9時～午後5時　※最終日は午後4時まで 
笠松中央公民館・町民体育館 

※スリッパをご持参ください。 

c町美術展実行委員会（笠松中央公民館内）　蕁388‐3231

大野鵠士の、あっと驚く軆おもしろ講座躱� 
　芭蕉の教えを受けた各務支考が美濃に広めた獅子門。その第41代目の道統宗匠 

である大野鵠士氏に歴史をめぐって、おもしろく語っていただきます。 

11月26日（金）午後1時30分 

歴史未来館1階 多目的ホール 

「趣味に生きた徳川慶喜－写真を中心に－」 

大野鵠士氏 

20人　※先着順 

歴史未来館まで事前にお電話ください。※10月20日（水）午前9時受付開始 

e歴史未来館　蕁388‐0161

ちょう そ 

おお の こく し 

ウッドバーニング 

クリスマスガーランド 

多面体お正月飾り 

かが し み こう どう とう そう しょう 

 
若手起業家による講演会 
日時 
場所 
内容 
 
 
 
 
対象 
参加方法 
申込方法 
 
 
 
 
起業体験ワークショップ＆起業アイデアコンテスト 
日にち 
時間 
内容 
 
 
対象 
申込方法 

 
 
≪ウッドバーニングに挑戦≫ 
 
 
日にち 
時間 
場所 
講師 
定員 
材料費 
持ち物 
 
≪簡単！かわいい！クリスマスガーランド≫ 
 
 
日にち 
時間 
場所 
講師 
定員 
材料費 

 
 
 
 
日にち 
時間 
場所 
講師 
定員 
 
材料費 

 
 
 
期間 
場所 

 
 
 
日時 
場所 
演題 
講師 
定員 
申込方法 

申込開始日　10月6日（水）午前9時 

町からのお知らせ 

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

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

住 ま
 い の パ イ オ ニ ア 住 ま
 い の パ イ オ ニ ア 

10年保証 

安藤建設株式会社 
蕁 
FAX  058-387-1515 
058-388-0077 

令和3年10月号 
第1133号 12 令和3年10月号 

第1133号 13



起業体験プログラムin笠松 
 

10月30日（土）　午後5時～7時 

笠松中央公民館3階 大ホール 

「人気ゲーム会社社長が語るゲーム会社の経営とは」 

講師：グリー株式会社　取締役上級執行役員　前田悠太氏 

「学生起業家の今とこれから」 

講師：一般社団法人NELD　代表理事　三田希美子氏 

＊起業体験プログラム（ワークショップ＆アイデアコンテスト）の案内 

起業に興味のある方どなたでも 

来場またはZOOMによるオンライン視聴（ZOOMを利用可能な方） 

URL：https://kasamatsu.info/business-ex/ 

またはQRコードからお申込みください。 

※新型コロナウイルス感染症の状況により、開催場所の変更または 

オンライン開催のみとなる場合があります。 

 

 

11月13日（土）・12月11日（土）・令和4年1月15日（土） 

午後3時～6時　　場所　笠松中央公民館1階 集会室 
＊世界の起業の事例から起業を学ぶ 

＊先輩起業家と一緒に起業アイデアワークショップ 

＊アイデアコンテスト 

町内在住・在学の中学生・高校生　※3日間すべてのプログラムにご参加ください。 

URL：https://kasamatsu.info/business-ex/ 

またはQRコードからお申込みください。 

cタイムカプセル株式会社　蕁214‐9760

歴史未来館　冬の講座 
 

 

　天然の木に「コテ」で絵や模様を書いて、キー

ホルダーや壁飾り、コースターなどを作ります。 

11月13日（土） 

①午前10時～　②午後2時～ 

歴史未来館 

和田 真弓氏 

各回20人（先着順・未就学児は保護者同伴） 

200円 

ボールペン（黒以外） 

 

 

　フェルトに飾り付けをしてクリスマスにぴったりな

ガーランドを作ります。 

11月20日（土） 

①午後1時30分～　②午後3時～ 

歴史未来館 

伊藤 雪江氏 

各回20人（先着順・未就学児は保護者同伴） 

100円 

 

 

≪多面体でつくろう！お正月飾り≫ 
　紙を編んで、多面体でお正月飾りをつくります。 

12月4日（土） 

午前10時～ 

歴史未来館 

歴史未来館学芸員 

12人 

（先着順・小学校3年生以下は保護者同伴） 

無料 

e歴史未来館　蕁388‐0161

第51回笠松町美術展 
　日本画・水墨画・洋画・書・彫塑・工芸・写真など多数の作品展示を行います。マスクの着用などの感染

症対策を行っていただき、ぜひお出かけください。 

11月6日（土）～8日（月）　　時間　午前9時～午後5時　※最終日は午後4時まで 
笠松中央公民館・町民体育館 

※スリッパをご持参ください。 

c町美術展実行委員会（笠松中央公民館内）　蕁388‐3231

大野鵠士の、あっと驚く軆おもしろ講座躱� 
　芭蕉の教えを受けた各務支考が美濃に広めた獅子門。その第41代目の道統宗匠 

である大野鵠士氏に歴史をめぐって、おもしろく語っていただきます。 

11月26日（金）午後1時30分 

歴史未来館1階 多目的ホール 

「趣味に生きた徳川慶喜－写真を中心に－」 

大野鵠士氏 

20人　※先着順 

歴史未来館まで事前にお電話ください。※10月20日（水）午前9時受付開始 

e歴史未来館　蕁388‐0161

ちょう そ 

おお の こく し 

ウッドバーニング 

クリスマスガーランド 

多面体お正月飾り 

かが し み こう どう とう そう しょう 

 
若手起業家による講演会 
日時 
場所 
内容 
 
 
 
 
対象 
参加方法 
申込方法 
 
 
 
 
起業体験ワークショップ＆起業アイデアコンテスト 
日にち 
時間 
内容 
 
 
対象 
申込方法 

 
 
≪ウッドバーニングに挑戦≫ 
 
 
日にち 
時間 
場所 
講師 
定員 
材料費 
持ち物 
 
≪簡単！かわいい！クリスマスガーランド≫ 
 
 
日にち 
時間 
場所 
講師 
定員 
材料費 

 
 
 
 
日にち 
時間 
場所 
講師 
定員 
 
材料費 

 
 
 
期間 
場所 

 
 
 
日時 
場所 
演題 
講師 
定員 
申込方法 

申込開始日　10月6日（水）午前9時 

町からのお知らせ 

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

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

住 ま
 い の パ イ オ ニ ア 住 ま
 い の パ イ オ ニ ア 

10年保証 

安藤建設株式会社 
蕁 
FAX  058-387-1515 
058-388-0077 

令和3年10月号 
第1133号 12 令和3年10月号 

第1133号 13



陸上自衛隊高等工科学校　生徒 

 

10月16日（土）午後1時～2時 

自衛隊岐阜地方協力本部　岐阜募集案内所　岐阜基地分室 

（航空自衛隊岐阜基地（各務原市那加）内） 

申込制ですので、事前にご連絡ください。 

e自衛隊岐阜地方協力本部　岐阜募集案内所　岐阜基地分室　蕁383‐5118

岐阜県多重債務無料相談会 
　県弁護士と県司法書士会の

協力のもと、多重債務無料相談

会が開催されますので、借金問

題でお困りの方はご利用ください。 

10月9日（土） 

午後1時～4時 

県民生活相談センター

（ふれあい会館内） 

6人（先着順） 

2日前までに要予約 

e県民生活相談センター

蕁277‐1003

特別町民合同相談 
　各種相談窓口を無料で開設します。秘密は固く守られますので、ぜひご活用ください。 

行政相談窓口（毎月） 
　毎日の暮らしの中で、役所やNTT、郵便局などの特殊法人の仕事に不満を感じたことや、説明に納得

できなかったということはありませんか？ 

　そんな皆さんの声を総務大臣が委嘱した行政相談委員がお聴きします。町では、岩田修さんと杉山佐

都美さんが行政相談委員に委嘱され、その解決と実現を図るため、毎月第2金曜日（10月を除く）に行政相

談窓口を開設し、相談を受け付けています。 

r総務課　蕁388‐1111

募集種目 受験資格 

陸上自衛隊 
高等工科学校 
生徒 

中卒者 
（見込み含む） 
17歳未満の男子 

受付期間 

推薦 
（成績優秀かつ生徒会活動などで顕著な実績を修め、学校長が推薦できる者） 

11月1日（月）～12月3日（金） 

一般 

11月1日（月）～令和4年1月14日（金） 

試験日 

令和4年1月8日（土）～11日（火） 
※いずれか1日を指定されます。 

令和4年1月22日（土）・23日（日） 
※いずれか1日を指定されます。 

10月18日（月）から24日（日）は行政相談週間です 

日　時 

法律相談・ 
悩みごと相談 

行政相談 

心配ごと相談 

人権相談 

10月20日（水） 
午前10時～午後3時 
（30分/人） 

10月20日（水） 
午前10時～午後3時 
（正午～午後1時除く） 

場所 

福祉 
会館 

内　容 

家庭や近隣の法律上
の悩み 

行政機関や特殊法人
に対する苦情や要望 

家庭や近隣の心配ごと 

嫌がらせや名誉棄損 

相談員 

弁護士 

行政相談員、岐阜行政監視
行政相談センター職員 

民生委員児童委員 

人権擁護委員 

予　約 

10月12日（火）まで
に総務課に予約して
ください。（定員8人） 

不要 

不要 

不要 

第2回就学に関する教育相談会 
　就学に関する不安や悩みを抱えるお子さんと保護者の方を対象に、

相談会を開催します。一人一人のもっている力を伸ばすための学び

の場や支援方法を一緒に考えていきましょう。 

10月26日（火）午前9時～正午・午後1時～4時 

岐南町中央公民館（岐南町八剣7丁目107） 

原則、令和4・5年度小学校入学予定のお子さんと保護者の方 

郡内の施設に通っている方は各園・所などへ、それ以外

の方は羽島郡二町教育委員会へお問合せください。 

10月7日（木） 

※開催日時に変更が生じた場合は、各関係の園・所などを通してご

連絡します。 

c羽島郡二町教育委員会　蕁245‐1133

「新こども館」　愛称 
　今年度、桜町地内に乳幼児親子が安心して利用で

きる子育て支援拠点として、また小中高生が気軽に集

える遊びと学びの場として、多くの方に利用していただ

ける「新こども館」の建設を進めています。「新こども館」

が多くの皆さんに長く親しまれるような建物の愛称を募

集します。 

　詳しくは、町ホームページでご確認ください。 

どなたでも（1人2点まで） 

10月1日（金）～10月22日（金） 

新こども館の愛称 

※自作で未発表の作品に限る　※他施設等で使用されていない作品とする。 

応募用紙（町ホームページからダウンロードまたは任意の様式）に住所・氏名（ふりがな）・連絡

先・愛称とその理由などを記入の上、直接または郵送・メール・FAXでご応募下さい。 

広報かさまつで愛称を発表します。採用された方には、記念品を贈呈します。 

c福祉子ども課　蕁388‐1116

「新こども館」完成イメージ図 

陸上自衛隊高等工科学校制度説明会 
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申込 

 
 
 
 
 
 
 
 
応募資格 
応募期間 
募集内容 
 
応募方法 
 
結果発表 

 
 
 
 
日時 
場所 
対象 
申込方法 
 
申込期限 

募　　　集 相　　　談 

町からのお知らせ 

循環社会に奉仕する 
 内田商会 有限会社 

笠松町許可業者 

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

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

つみきとえいご  

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp

令和3年10月号 
第1133号 14 令和3年10月号 

第1133号 15



陸上自衛隊高等工科学校　生徒 

 

10月16日（土）午後1時～2時 

自衛隊岐阜地方協力本部　岐阜募集案内所　岐阜基地分室 

（航空自衛隊岐阜基地（各務原市那加）内） 

申込制ですので、事前にご連絡ください。 

e自衛隊岐阜地方協力本部　岐阜募集案内所　岐阜基地分室　蕁383‐5118

岐阜県多重債務無料相談会 
　県弁護士と県司法書士会の

協力のもと、多重債務無料相談

会が開催されますので、借金問

題でお困りの方はご利用ください。 

10月9日（土） 

午後1時～4時 

県民生活相談センター

（ふれあい会館内） 

6人（先着順） 

2日前までに要予約 

e県民生活相談センター

蕁277‐1003

特別町民合同相談 
　各種相談窓口を無料で開設します。秘密は固く守られますので、ぜひご活用ください。 

行政相談窓口（毎月） 
　毎日の暮らしの中で、役所やNTT、郵便局などの特殊法人の仕事に不満を感じたことや、説明に納得

できなかったということはありませんか？ 

　そんな皆さんの声を総務大臣が委嘱した行政相談委員がお聴きします。町では、岩田修さんと杉山佐

都美さんが行政相談委員に委嘱され、その解決と実現を図るため、毎月第2金曜日（10月を除く）に行政相

談窓口を開設し、相談を受け付けています。 

r総務課　蕁388‐1111

募集種目 受験資格 

陸上自衛隊 
高等工科学校 
生徒 

中卒者 
（見込み含む） 
17歳未満の男子 

受付期間 

推薦 
（成績優秀かつ生徒会活動などで顕著な実績を修め、学校長が推薦できる者） 

11月1日（月）～12月3日（金） 

一般 

11月1日（月）～令和4年1月14日（金） 

試験日 

令和4年1月8日（土）～11日（火） 
※いずれか1日を指定されます。 

令和4年1月22日（土）・23日（日） 
※いずれか1日を指定されます。 

10月18日（月）から24日（日）は行政相談週間です 

日　時 

法律相談・ 
悩みごと相談 

行政相談 

心配ごと相談 

人権相談 

10月20日（水） 
午前10時～午後3時 
（30分/人） 

10月20日（水） 
午前10時～午後3時 
（正午～午後1時除く） 

場所 

福祉 
会館 

内　容 

家庭や近隣の法律上
の悩み 

行政機関や特殊法人
に対する苦情や要望 

家庭や近隣の心配ごと 

嫌がらせや名誉棄損 

相談員 

弁護士 

行政相談員、岐阜行政監視
行政相談センター職員 

民生委員児童委員 

人権擁護委員 

予　約 

10月12日（火）まで
に総務課に予約して
ください。（定員8人） 

不要 

不要 

不要 

第2回就学に関する教育相談会 
　就学に関する不安や悩みを抱えるお子さんと保護者の方を対象に、

相談会を開催します。一人一人のもっている力を伸ばすための学び

の場や支援方法を一緒に考えていきましょう。 

10月26日（火）午前9時～正午・午後1時～4時 

岐南町中央公民館（岐南町八剣7丁目107） 

原則、令和4・5年度小学校入学予定のお子さんと保護者の方 

郡内の施設に通っている方は各園・所などへ、それ以外

の方は羽島郡二町教育委員会へお問合せください。 

10月7日（木） 

※開催日時に変更が生じた場合は、各関係の園・所などを通してご

連絡します。 

c羽島郡二町教育委員会　蕁245‐1133

「新こども館」　愛称 
　今年度、桜町地内に乳幼児親子が安心して利用で

きる子育て支援拠点として、また小中高生が気軽に集

える遊びと学びの場として、多くの方に利用していただ

ける「新こども館」の建設を進めています。「新こども館」

が多くの皆さんに長く親しまれるような建物の愛称を募

集します。 

　詳しくは、町ホームページでご確認ください。 

どなたでも（1人2点まで） 

10月1日（金）～10月22日（金） 

新こども館の愛称 

※自作で未発表の作品に限る　※他施設等で使用されていない作品とする。 

応募用紙（町ホームページからダウンロードまたは任意の様式）に住所・氏名（ふりがな）・連絡

先・愛称とその理由などを記入の上、直接または郵送・メール・FAXでご応募下さい。 

広報かさまつで愛称を発表します。採用された方には、記念品を贈呈します。 

c福祉子ども課　蕁388‐1116

「新こども館」完成イメージ図 

陸上自衛隊高等工科学校制度説明会 
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応募資格 
応募期間 
募集内容 
 
応募方法 
 
結果発表 

 
 
 
 
日時 
場所 
対象 
申込方法 
 
申込期限 

募　　　集 相　　　談 

町からのお知らせ 

循環社会に奉仕する 
 内田商会 有限会社 

笠松町許可業者 

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

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

つみきとえいご  

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp

令和3年10月号 
第1133号 14 令和3年10月号 

第1133号 15



　 役 場  
 
総 務 課  
税 務 課  
企 画 課  
環境経済課  
住 民 課  
健康介護課  
福祉子ども課 
建 設 課  
水 道 課  
水道料金事務センター 
教育文化課  
会 計 課  
議会事務局  

 
笠松中央公民館 
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 未 来 館  
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
こ ど も 館  
学校給食センター 
ふ ら っ と 笠 松  

388‐1111 
387‐5816 
388‐1111 
388‐1112 
388‐1113 
388‐1114 
388‐1115 
388‐7171 
388‐1116 
388‐1117 
388‐1118 
388‐1175 
388‐3231 
388‐1119 
388‐1110 
 
388‐3231 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐5321 
388‐2355

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

お問合せ 

まちの人口 

・Information Box 下段： 
 5,000円／号 
　（3㎝×8㎝・2色刷り） 
・裏表紙 下段： 8,000円／号 
　（2.25㎝×6㎝・フルカラー） 
※2枠以上使用した大きな広告も
可能ですのでご相談ください。 
□問企画課　蕁388‐1113

広報紙の広告をご利用ください 

令和3年9月1日現在（前月比） 
人口 
男 
女 

世帯数 

22,027 
10,630 
11,397 
9,171

人 
人 
人 
世帯 

（増 
（増 
（増 
（増 

13） 
7） 
6） 
17） 

子どもサポートセンター「スマイル笠松」 
　「なかなか学校に行けない。」「学校には行っているが、なんだか

元気がない。」「最近子どもの様子がおかしい。」「誰に相談したらよ

いのだろう。」そんな悩みをおもちのお子さんや保護者の方の「心」に

少しでも寄り添いたいという願いから「スマイル笠松」ができました。 

　「スマイル笠松」は、お子さんが安心して話をしたり、一人ひとりの願

いに合った活動を行ったりすることができる「心の居場所」です。電

話での相談を受け付けたり、学校と連携をして学校復帰や社会的自

立に向けて、支援の方法を一緒に考えたりします。お子さんの気持ち

に寄り添いながら「心」の元気を取り戻していけることを願っています。 

　詳しくは羽島郡二町教育委員会のホームページをご覧ください。 

cスマイル笠松　蕁387‐6391 

　羽島郡二町教育委員会　蕁245‐1133

お　断　り 

　新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、本紙掲載
の行事や事業を中止する
可能性があります。町ホー
ムページにて最新の情報を
掲載していますので、お出
かけの際は事前にご確認く
ださい。 

10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。 

【今月のテーマ】 
家族みんなでスポーツや 
読書に親しみましょう。 

第3日曜日は家庭の日 

c総務課　蕁388‐1111

　歴史未来館では、10月24日（日）まで企画
展「笠松トンボ天国はいま～生き物たちの姿
を見つめて～」を開催しています。 
　笠松トンボ天国は県下一のビオトープとし
て知られ、20種類以上のトンボの他、鳥や魚
など様々な生き物が生息しています。 

　秋は赤とんぼとして知られる「アキアカネ」
や「ギンヤンマ」などが多く見られます。 
　冬が深まると昆虫たちは姿を消しますが、
「ジョウビタキ」や「ベニマシコ」などの鳥たち
がたくさんやってきます。 

　自然豊かなトンボ天国は、春から夏にかけ
てはたくさんの生き物が姿を現し、昆虫観察
に最適です。また、サイクリングロードが整備
されているのでお散歩やサイクリングを楽しん
でもいいですね。 
　一年中楽しめるトンボ天国へ、ぜひ、足を
運んでみてください。 

c歴史未来館　蕁388‐0161

　町では、災害が起こった時に避難の支援
を必要とする方（要支援者）の同意を得て名
簿を作成し、自主防災会（町内会）などの避
難支援機関に名簿を提供しています。 
　避難支援機関は要支援者の避難のサポ
ートや安否確認に名簿を活用し、地域防災
力の向上を図っています。 
 
　近隣に避難支援が必要だと思われる方が
いる場合は、平時から声掛けなどを行ってお
互いに顔がみえる関係を築くなど、地域の中
で「見守り」「助け合い」を行いましょう。 
 

～名簿の登録対象者～ 
①要介護認定者（要介護度3・4・5） 
②独居高齢者のかた（65歳以上） 
③高齢者世帯のかた 
（65歳以上の高齢者のみ世帯） 
④身体障害者手帳所持のかた 
（身体障がい者「1級」または「2級」） 
⑤療育手帳所持のかた 
（知的障がい者「A1」または「A2」） 
⑥精神障害者保健福祉手帳所持のかた（1級） 
 
 
 
 
～名簿の登録方法～ 
　役場総務課に「笠松町避難行動要支援
者登録届出書」をご提出ください。 
※届出書は町ホームページからダウンロード
できます。 

詳しくはこちら蜷 

緑の募金 

藤田力さん（東陽町） 
社会福祉事業として 

 現金　5千円 

将棋盤　4寸（厚み12cm） 1面 

壁掛け時計 2個 

　町では、ご趣旨に沿うよう活

用させていただきます。 

　令和3年「緑の募金」運動

にご協力いただきありがとう

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623,672円 

見る！知る！学ぶ！ 

れきみ通信 
一年中楽しい！いやしの空間 
笠松トンボ天国へ行ってみよう！ 

知ろう　備えよう 

防災対策 
避難行動要支援者制度のご案内 

寄附・寄贈 

町からのお知らせ コラム 

㈱高島衛生 
ごみ・粗大ごみの回収 

蕁 058-248-0089 

令和3年10月号 
第1133号 16 令和3年10月号 

第1133号 17



　 役 場  
 
総 務 課  
税 務 課  
企 画 課  
環境経済課  
住 民 課  
健康介護課  
福祉子ども課 
建 設 課  
水 道 課  
水道料金事務センター 
教育文化課  
会 計 課  
議会事務局  

 
笠松中央公民館 
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 未 来 館  
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
こ ど も 館  
学校給食センター 
ふ ら っ と 笠 松  

388‐1111 
387‐5816 
388‐1111 
388‐1112 
388‐1113 
388‐1114 
388‐1115 
388‐7171 
388‐1116 
388‐1117 
388‐1118 
388‐1175 
388‐3231 
388‐1119 
388‐1110 
 
388‐3231 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐5321 
388‐2355

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

お問合せ 

まちの人口 

・Information Box 下段： 
 5,000円／号 
　（3㎝×8㎝・2色刷り） 
・裏表紙 下段： 8,000円／号 
　（2.25㎝×6㎝・フルカラー） 
※2枠以上使用した大きな広告も
可能ですのでご相談ください。 
□問企画課　蕁388‐1113

広報紙の広告をご利用ください 

令和3年9月1日現在（前月比） 
人口 
男 
女 

世帯数 

22,027 
10,630 
11,397 
9,171

人 
人 
人 
世帯 

（増 
（増 
（増 
（増 

13） 
7） 
6） 
17） 

子どもサポートセンター「スマイル笠松」 
　「なかなか学校に行けない。」「学校には行っているが、なんだか

元気がない。」「最近子どもの様子がおかしい。」「誰に相談したらよ

いのだろう。」そんな悩みをおもちのお子さんや保護者の方の「心」に

少しでも寄り添いたいという願いから「スマイル笠松」ができました。 

　「スマイル笠松」は、お子さんが安心して話をしたり、一人ひとりの願

いに合った活動を行ったりすることができる「心の居場所」です。電

話での相談を受け付けたり、学校と連携をして学校復帰や社会的自

立に向けて、支援の方法を一緒に考えたりします。お子さんの気持ち

に寄り添いながら「心」の元気を取り戻していけることを願っています。 

　詳しくは羽島郡二町教育委員会のホームページをご覧ください。 

cスマイル笠松　蕁387‐6391 

　羽島郡二町教育委員会　蕁245‐1133

お　断　り 

　新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、本紙掲載
の行事や事業を中止する
可能性があります。町ホー
ムページにて最新の情報を
掲載していますので、お出
かけの際は事前にご確認く
ださい。 

10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。 

【今月のテーマ】 
家族みんなでスポーツや 
読書に親しみましょう。 

第3日曜日は家庭の日 

c総務課　蕁388‐1111

　歴史未来館では、10月24日（日）まで企画
展「笠松トンボ天国はいま～生き物たちの姿
を見つめて～」を開催しています。 
　笠松トンボ天国は県下一のビオトープとし
て知られ、20種類以上のトンボの他、鳥や魚
など様々な生き物が生息しています。 

　秋は赤とんぼとして知られる「アキアカネ」
や「ギンヤンマ」などが多く見られます。 
　冬が深まると昆虫たちは姿を消しますが、
「ジョウビタキ」や「ベニマシコ」などの鳥たち
がたくさんやってきます。 

　自然豊かなトンボ天国は、春から夏にかけ
てはたくさんの生き物が姿を現し、昆虫観察
に最適です。また、サイクリングロードが整備
されているのでお散歩やサイクリングを楽しん
でもいいですね。 
　一年中楽しめるトンボ天国へ、ぜひ、足を
運んでみてください。 

c歴史未来館　蕁388‐0161

　町では、災害が起こった時に避難の支援
を必要とする方（要支援者）の同意を得て名
簿を作成し、自主防災会（町内会）などの避
難支援機関に名簿を提供しています。 
　避難支援機関は要支援者の避難のサポ
ートや安否確認に名簿を活用し、地域防災
力の向上を図っています。 
 
　近隣に避難支援が必要だと思われる方が
いる場合は、平時から声掛けなどを行ってお
互いに顔がみえる関係を築くなど、地域の中
で「見守り」「助け合い」を行いましょう。 
 

～名簿の登録対象者～ 
①要介護認定者（要介護度3・4・5） 
②独居高齢者のかた（65歳以上） 
③高齢者世帯のかた 
（65歳以上の高齢者のみ世帯） 
④身体障害者手帳所持のかた 
（身体障がい者「1級」または「2級」） 
⑤療育手帳所持のかた 
（知的障がい者「A1」または「A2」） 
⑥精神障害者保健福祉手帳所持のかた（1級） 
 
 
 
 
～名簿の登録方法～ 
　役場総務課に「笠松町避難行動要支援
者登録届出書」をご提出ください。 
※届出書は町ホームページからダウンロード
できます。 

詳しくはこちら蜷 

緑の募金 

藤田力さん（東陽町） 
社会福祉事業として 

 現金　5千円 

将棋盤　4寸（厚み12cm） 1面 

壁掛け時計 2個 

　町では、ご趣旨に沿うよう活

用させていただきます。 

　令和3年「緑の募金」運動

にご協力いただきありがとう

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623,672円 

見る！知る！学ぶ！ 

れきみ通信 
一年中楽しい！いやしの空間 
笠松トンボ天国へ行ってみよう！ 

知ろう　備えよう 

防災対策 
避難行動要支援者制度のご案内 

寄附・寄贈 

町からのお知らせ コラム 

㈱高島衛生 
ごみ・粗大ごみの回収 

蕁 058-248-0089 

令和3年10月号 
第1133号 16 令和3年10月号 

第1133号 17



納税納付／納期限11月1日（月） 

期限内納付にご協力ください。納付は便利な口座振替で。 

次の税金などは、コンビニやスマートフォン決済アプリ
「PayPay」「LINE Pay」「PayB」でも納付できます。 
町県民税 ／ 固定資産税 ／ 軽自動車税種別割 
国民健康保険税 ／ 水道料金・下水道使用料 
介護保険料 ／ 後期高齢者医療保険料 
※期限内で、1回の納付額が30万円以下の場合のみ 
※水道料金・下水道使用料の「LINE Pay」での納付は49,999円
以下の場合のみ 

納付でお困りのときは、ご相談ください。 

町県民税 
国民健康保険税 
後期高齢者医療保険料 
介護保険料 
保育料（0～2歳児） 
放課後児童クラブ利用料 
学校給食費 

3期分 
4期分 
4期分 
5期分 
10月分 
10月分 
6期分 

（10月分） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・  
・・・・・・  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

10月のカレンダー 

内　容 日（曜日） 受付時間 場所 

休日急病診療 

保健カレンダー 

〔内科系〕診療時間　午前9時～午後2時 

■二次的病院（救急・入院を必要とする方）　松波総合病院（笠松町田代）蕁388‐0111 
■上記以外の医療機関に関するお問合せ 
　c郡地域救急医療情報センター（郡広域連合消防本部内） 
　　蕁388‐3799

※グループワークは、こころの悩みをお持ちの方、精神障がいの方で精神科医療機関に通院している方が対象です。 
　参加を希望される場合は、10月14日（木）までに福祉健康センター（蕁388-7171）へお申込みください。 

c役場　蕁388‐1111
※当番医は都合により変更となる場合がありますので、前もって役場にご確認ください。 
※受診前に必ず医療機関に電話で相談してください。 

〔歯科系〕診療時間　午前9時～午後1時 
日 医療機関 

3 

10 

17 

24 

31

しみずこどもクリニック 

森本内科・皮ふ科 

愛生病院 

ひらたクリニック 

やまうちクリニック 

所　在 

岐南町野中 

笠松町奈良町 

笠松町円城寺 

笠松町田代 

岐南町八剣北 

電　話 

248‐3211 

388‐3600 

388‐3300 

387‐3378 

215‐7771

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

医療機関 

なな歯科クリニック 

松原歯科医院 

岐南歯科クリニック 

こころ歯科医院 

松原歯科医院 

所　在 

岐南町三宅 

笠松町美笠通 

岐南町八剣北 

岐南町徳田 

笠松町美笠通 

電　話 

259‐4618 

387‐6600 

248‐1116 

274‐0118 

387‐6600

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

日ごろからかかりつけ医・かかり
つけ歯科医を持ちましょう！ 

乳児（3～4か月児） 
健康診査 

1歳6か月児 
健康診査 

3歳児健康診査 

お誕生 
（10～11か月）教室 

にこにこ（2歳児）教室 

離乳食教室 

歯みがき教室 

プレパマクラブ 
・ミニ 

プレパマクラブ 
グループワーク 

20日（水） 

14日（木） 

28日（木） 

18日（月） 

15日（金） 

27日（水） 

5日（火） 
25日（月） 

5日（火） 

25日（月） 
21日（木） 

13：10～13：40 

13：00～13：40 

9：20～9：40 

9：20～9：30 

9：50～10：00 

9：30～11：00 
13：00～14：30 

10：00 

13：30 
10：00～11：30

福祉健康
センター 

内　容 日（曜日） 受付時間 場所 

貯筋（ちょきん） 
くらぶ 

※事前登録が必要です 

ふれあいひろば 
※事前登録が必要です 

6日（水） 

20日（水） 

13日（水） 

27日（水） 

7日（木） 

21日（木） 

6日（水） 

20日（水） 

13日（水） 

27日（水） 

8日（金） 

22日（金） 

28日（木） 

9：30 

10：00 

13：30 

14：00 

14：00 

13：30 

10：00

福祉健康 
センター 

福祉会館 

総合会館 

松枝 
公民館 

コミュニティ 
消防センター 

福祉健康 
センター 

福祉会館 

町施設のご案内 

■役　　場 司町1番地 蕁388‐1111（代） 
■福祉会館 東陽町44番地の1 蕁387‐1121 
■こども館 田代290番地 蕁388‐0811 
■第一保育所 上新町172番地 蕁387‐2664 
■福祉健康センター 長池408番地の1　蕁388‐7171 
■子育て世代包括支援センター 長池408番地の1　蕁388‐7171 
■地域包括支援センター 長池408番地の1　蕁388‐7133 

■笠松中央公民館 常盤町6番地 蕁388‐3231 
■松枝公民館 松枝支所 長池292番地 蕁387‐0156 
■総合会館 下羽栗支所 中野229番地 蕁387‐8432 
■下羽栗会館 中野318番地 蕁総合会館へ 

各種相談窓口 

チャンネルCCN 

10月の番組案内 
地デジ 
11ch

B3リーグが10月開幕します。岐阜県の 
プロバスケットボールチーム「岐阜スゥープス」の 
10月のホーム戦を生放送します！ 

※なお、掲載したスケジュールは予告なく変更される場合があります。 

生中継　岐阜スゥープスホーム戦 
地元のプロバスケチームを応援しよう！ 

第2節　VSアルティーリ千葉 
（OKBぎふ清流アリーナ） 
10月 9日（土）14：45～ 
10月10日（日）13：45～ 

第4節　VSさいたまブロンコス 
（OKBぎふ清流アリーナ） 
10月23日（土）14：45～ 
10月24日（日）13：45～ 

松枝公民館 9日（土） 10：30～ 
■今月のおはなしかい 

編集後記 

　大学の夏休み期間中、役場で3人のインターンシップ
生を受け入れました。そのうち2人は企画課に配属され、
私たちと町のPRの仕事を行いました。 
　役場には2、30代の若い職員も多くいますが、大学生
ならでは自由な感性や素直さ、積極性が感じられて一
緒にいて学ばせてもらうことが多くあり、2人の若さに圧
倒されつつも、自分が新卒で入庁した頃の初心を思い
出し気が引き締まった2週間でした。松久くん山田くん！
再来年の春、入庁を楽しみに待ってます。 

図書室からのお知らせ 

■今月のお休み 

図書室サービスを一部制限しています。 

◎書架（本棚のあるエリア）の利用 
◎本、雑誌（バックナンバー）の貸出 
◎新聞、雑誌（最新号）の閲覧 
◎閲覧席の利用（座席数を減らしています） 

ご利用いただける主なサービス 

笠松中央公民館 
3日（日）・17日（日）・29日（金） 

松枝公民館 総合会館 

　図書室の滞在時間は1時間以内でお願いします。混
雑状況に応じて入室制限する場合があります。最新の
情報は、QRコードから町ホームページをご確認ください。 

内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

法律相談・ 
悩みごと相談 

6日（水） 
★20日（水） 

13：00～15：00
10：00～15：00

福祉会館 

消費生活相談 
4日（月） 
18日（月） 

9：00～15：00 役場 
環境経済課 

※相談を希望される方は、事前に電話
でお申込みください。蕁388‐1111

行政相談員 
岩田 修（宮川町）　杉山 佐都美（二見町） 

※相談を希望される方は、事前に電話で
お申込みください。蕁388‐7133

※精神障がい者やそのご家族が対象
です。相談を希望される方は、10
月14日（木）までにお電話でお申
込みください。蕁388‐7171

人権擁護委員 
杉山 詞一　　　（円城寺）　千村 ゆかり（東陽町） 
勅使川原 久貴子（西宮町）　安藤 隆　　（北　及） 
纐纈 英子　　　（田　代）　岩村 雅人　（門　間） 
森 眞理子　　　（米　野） 

人権相談 

★20日（水） 10：00～15：00 福祉会館 

妊娠・出産 
子育て総合相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

子育て世代 
包括支援センター 
（福祉健康センター内） 

介護相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

地域 
包括支援センター 
（福祉健康センター内） 

健康相談 

5日（火） 
8日（金） 
19日（火） 
25日（月） 

10：30～11：30 
10：30～11：30 
13：30～14：30 
14：00～15：30

福祉健康センター 
福祉会館 
下羽栗会館 
福祉健康センター 

育児相談・ 
マタニティ相談 

5日（火） 
8日（金） 
19日（火） 
25日（月） 

9：30～11：00 
10：30～11：30 
13：30～14：30 
13：00～14：30

福祉健康センター 
福祉会館 
下羽栗会館 
福祉健康センター 

こころの巡回相談・ 
障がい者就労相談 

21日（木） 13：00～14：30 福祉健康センター 

知的障がい者 
相談 

在宅相談　知的障害者相談員 
樋口 一子　 （北　及） 蕁388‐3705

身体障がい者 
相談 

在宅相談　身体障害者相談員 
岩田 賢一 （田　代） 蕁388‐0068 
田島 佳代子 （無動寺） 蕁388‐2235 
石黒 百合子 （瓢　町） 蕁388‐0428

行政相談 
★20日（水） 10：00～15：00 福祉会館 

心配ごと相談 在宅相談　担当地域民生委員 

★20日（水）は、特別町民合同相談として、「法律相談・悩みごと相談」、
「行政相談」、「心配ごと相談」と「人権相談」を併せて実施します。
詳しくは、15ページをご覧ください。 

令和3年10月号 
第1133号 18 令和3年10月号 

第1133号 19



納税納付／納期限11月1日（月） 

期限内納付にご協力ください。納付は便利な口座振替で。 

次の税金などは、コンビニやスマートフォン決済アプリ
「PayPay」「LINE Pay」「PayB」でも納付できます。 
町県民税 ／ 固定資産税 ／ 軽自動車税種別割 
国民健康保険税 ／ 水道料金・下水道使用料 
介護保険料 ／ 後期高齢者医療保険料 
※期限内で、1回の納付額が30万円以下の場合のみ 
※水道料金・下水道使用料の「LINE Pay」での納付は49,999円
以下の場合のみ 

納付でお困りのときは、ご相談ください。 

町県民税 
国民健康保険税 
後期高齢者医療保険料 
介護保険料 
保育料（0～2歳児） 
放課後児童クラブ利用料 
学校給食費 

3期分 
4期分 
4期分 
5期分 
10月分 
10月分 
6期分 

（10月分） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・  
・・・・・・  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

10月のカレンダー 

内　容 日（曜日） 受付時間 場所 

休日急病診療 

保健カレンダー 

〔内科系〕診療時間　午前9時～午後2時 

■二次的病院（救急・入院を必要とする方）　松波総合病院（笠松町田代）蕁388‐0111 
■上記以外の医療機関に関するお問合せ 
　c郡地域救急医療情報センター（郡広域連合消防本部内） 
　　蕁388‐3799

※グループワークは、こころの悩みをお持ちの方、精神障がいの方で精神科医療機関に通院している方が対象です。 
　参加を希望される場合は、10月14日（木）までに福祉健康センター（蕁388-7171）へお申込みください。 

c役場　蕁388‐1111
※当番医は都合により変更となる場合がありますので、前もって役場にご確認ください。 
※受診前に必ず医療機関に電話で相談してください。 

〔歯科系〕診療時間　午前9時～午後1時 
日 医療機関 

3 

10 

17 

24 

31

しみずこどもクリニック 

森本内科・皮ふ科 

愛生病院 

ひらたクリニック 

やまうちクリニック 

所　在 

岐南町野中 

笠松町奈良町 

笠松町円城寺 

笠松町田代 

岐南町八剣北 

電　話 

248‐3211 

388‐3600 

388‐3300 

387‐3378 

215‐7771

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

医療機関 

なな歯科クリニック 

松原歯科医院 

岐南歯科クリニック 

こころ歯科医院 

松原歯科医院 

所　在 

岐南町三宅 

笠松町美笠通 

岐南町八剣北 

岐南町徳田 

笠松町美笠通 

電　話 

259‐4618 

387‐6600 

248‐1116 

274‐0118 

387‐6600

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

日ごろからかかりつけ医・かかり
つけ歯科医を持ちましょう！ 

乳児（3～4か月児） 
健康診査 

1歳6か月児 
健康診査 

3歳児健康診査 

お誕生 
（10～11か月）教室 

にこにこ（2歳児）教室 

離乳食教室 

歯みがき教室 

プレパマクラブ 
・ミニ 

プレパマクラブ 
グループワーク 

20日（水） 

14日（木） 

28日（木） 

18日（月） 

15日（金） 

27日（水） 

5日（火） 
25日（月） 

5日（火） 

25日（月） 
21日（木） 

13：10～13：40 

13：00～13：40 

9：20～9：40 

9：20～9：30 

9：50～10：00 

9：30～11：00 
13：00～14：30 

10：00 

13：30 
10：00～11：30

福祉健康
センター 

内　容 日（曜日） 受付時間 場所 

貯筋（ちょきん） 
くらぶ 

※事前登録が必要です 

ふれあいひろば 
※事前登録が必要です 

6日（水） 

20日（水） 

13日（水） 

27日（水） 

7日（木） 

21日（木） 

6日（水） 

20日（水） 

13日（水） 

27日（水） 

8日（金） 

22日（金） 

28日（木） 

9：30 

10：00 

13：30 

14：00 

14：00 

13：30 

10：00

福祉健康 
センター 

福祉会館 

総合会館 

松枝 
公民館 

コミュニティ 
消防センター 

福祉健康 
センター 

福祉会館 

町施設のご案内 

■役　　場 司町1番地 蕁388‐1111（代） 
■福祉会館 東陽町44番地の1 蕁387‐1121 
■こども館 田代290番地 蕁388‐0811 
■第一保育所 上新町172番地 蕁387‐2664 
■福祉健康センター 長池408番地の1　蕁388‐7171 
■子育て世代包括支援センター 長池408番地の1　蕁388‐7171 
■地域包括支援センター 長池408番地の1　蕁388‐7133 

■笠松中央公民館 常盤町6番地 蕁388‐3231 
■松枝公民館 松枝支所 長池292番地 蕁387‐0156 
■総合会館 下羽栗支所 中野229番地 蕁387‐8432 
■下羽栗会館 中野318番地 蕁総合会館へ 

各種相談窓口 

チャンネルCCN 

10月の番組案内 
地デジ 
11ch

B3リーグが10月開幕します。岐阜県の 
プロバスケットボールチーム「岐阜スゥープス」の 
10月のホーム戦を生放送します！ 

※なお、掲載したスケジュールは予告なく変更される場合があります。 

生中継　岐阜スゥープスホーム戦 
地元のプロバスケチームを応援しよう！ 

第2節　VSアルティーリ千葉 
（OKBぎふ清流アリーナ） 
10月 9日（土）14：45～ 
10月10日（日）13：45～ 

第4節　VSさいたまブロンコス 
（OKBぎふ清流アリーナ） 
10月23日（土）14：45～ 
10月24日（日）13：45～ 

松枝公民館 9日（土） 10：30～ 
■今月のおはなしかい 

編集後記 

　大学の夏休み期間中、役場で3人のインターンシップ
生を受け入れました。そのうち2人は企画課に配属され、
私たちと町のPRの仕事を行いました。 
　役場には2、30代の若い職員も多くいますが、大学生
ならでは自由な感性や素直さ、積極性が感じられて一
緒にいて学ばせてもらうことが多くあり、2人の若さに圧
倒されつつも、自分が新卒で入庁した頃の初心を思い
出し気が引き締まった2週間でした。松久くん山田くん！
再来年の春、入庁を楽しみに待ってます。 

図書室からのお知らせ 

■今月のお休み 

図書室サービスを一部制限しています。 

◎書架（本棚のあるエリア）の利用 
◎本、雑誌（バックナンバー）の貸出 
◎新聞、雑誌（最新号）の閲覧 
◎閲覧席の利用（座席数を減らしています） 

ご利用いただける主なサービス 

笠松中央公民館 
3日（日）・17日（日）・29日（金） 

松枝公民館 総合会館 

　図書室の滞在時間は1時間以内でお願いします。混
雑状況に応じて入室制限する場合があります。最新の
情報は、QRコードから町ホームページをご確認ください。 

内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

法律相談・ 
悩みごと相談 

6日（水） 
★20日（水） 

13：00～15：00
10：00～15：00

福祉会館 

消費生活相談 
4日（月） 
18日（月） 

9：00～15：00 役場 
環境経済課 

※相談を希望される方は、事前に電話
でお申込みください。蕁388‐1111

行政相談員 
岩田 修（宮川町）　杉山 佐都美（二見町） 

※相談を希望される方は、事前に電話で
お申込みください。蕁388‐7133

※精神障がい者やそのご家族が対象
です。相談を希望される方は、10
月14日（木）までにお電話でお申
込みください。蕁388‐7171

人権擁護委員 
杉山 詞一　　　（円城寺）　千村 ゆかり（東陽町） 
勅使川原 久貴子（西宮町）　安藤 隆　　（北　及） 
纐纈 英子　　　（田　代）　岩村 雅人　（門　間） 
森 眞理子　　　（米　野） 

人権相談 

★20日（水） 10：00～15：00 福祉会館 

妊娠・出産 
子育て総合相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

子育て世代 
包括支援センター 
（福祉健康センター内） 

介護相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

地域 
包括支援センター 
（福祉健康センター内） 

健康相談 

5日（火） 
8日（金） 
19日（火） 
25日（月） 

10：30～11：30 
10：30～11：30 
13：30～14：30 
14：00～15：30

福祉健康センター 
福祉会館 
下羽栗会館 
福祉健康センター 

育児相談・ 
マタニティ相談 

5日（火） 
8日（金） 
19日（火） 
25日（月） 

9：30～11：00 
10：30～11：30 
13：30～14：30 
13：00～14：30

福祉健康センター 
福祉会館 
下羽栗会館 
福祉健康センター 

こころの巡回相談・ 
障がい者就労相談 

21日（木） 13：00～14：30 福祉健康センター 

知的障がい者 
相談 

在宅相談　知的障害者相談員 
樋口 一子　 （北　及） 蕁388‐3705

身体障がい者 
相談 

在宅相談　身体障害者相談員 
岩田 賢一 （田　代） 蕁388‐0068 
田島 佳代子 （無動寺） 蕁388‐2235 
石黒 百合子 （瓢　町） 蕁388‐0428

行政相談 
★20日（水） 10：00～15：00 福祉会館 

心配ごと相談 在宅相談　担当地域民生委員 

★20日（水）は、特別町民合同相談として、「法律相談・悩みごと相談」、
「行政相談」、「心配ごと相談」と「人権相談」を併せて実施します。
詳しくは、15ページをご覧ください。 

令和3年10月号 
第1133号 18 令和3年10月号 

第1133号 19



　年金生活者支援給付金制度は、公的年金などの収入やその他の所得額の合計が一定
基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に給付金を上乗せして支給する
ものです。 
●対象となる方 
　老齢基礎年金を受給している方で、次の条件を満たす方 
・65歳以上であること 
・世帯全員の町民税が非課税であること 
・年金収入額とその他の所得額の合計が約88万円以下であること 
　障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方で、次の条件を満たす方 
・前年の所得額が約472万円以下であること 
●請求手続き（現在、年金生活者支援給付金を受給している方は手続き不要です） 
①新たに年金生活者支援給付金をお受け取りになる方 
　対象となる方には、日本年金機構から請求可能な旨のお知らせを8月下旬頃に発送し
ましたので、同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）を記入し、切手を貼って返
送してください。令和4年1月4日までに請求手続きが完了した場合、令和3年10月分から
さかのぼって受け取ることができます。 
②これから年金を受給される方 
　年金の請求手続きと併せて年金事務所または住民課で手続きをしてください。 

 
c給付金専用ダイヤル 蕁0570‐05‐4092（ナビダイヤル） 
　岐阜南年金事務所 蕁273‐6161　／　住民課　蕁388‐1115

年金生活者支援給付金制度について 

スポーツを通して 
羽島郡二町教育委員会　蕁245‐1133教育委員会だより 

　6月20日、温かい拍手の応援を受けて、笠
松みなと公園内を一生懸命走る小学生の姿
が見られました。これは、「第12回ぎふ清流
郡市対抗駅伝競走大会」に出場する選手
の選抜のための「第9回羽島郡小学生選考会」
での1コマです。郡内の6小学校の代表が集
まり、男女それぞれ上位2人の郡代表をかけ
て競い合いました。 
　他の小学校の代表選手と競い合うため、
事前にコースの下見をし、当日も朝早くからウ
ォーミングアップして臨む児童がいました。代
表となった児童は、努力の成果が実り喜びも
大きかったでしょう。また、おしくも選ばれずに
悔しい思いをする児童の中にも、選抜された
選手に全員が温かい拍手を送ったり、閉会
式後すぐに自分のタイムを尋ね、代表に選ば
れた児童とのタイム差を計算し、来年に向け
準備をしようとしたりする素敵な姿が多く見ら
れました。 

　大会を通して、目標を達成させるために事
前から熱心に取り組むこと、ともに競い合った
仲間の頑張りを認めること、悔しさをばねに自
分を向上させようとすることなど、児童たちの
心の成長を感じることができた1日でした。 
　新型コロナウイルス感染症により、生活様
式が変わり、様々な行動について見直されて
います。スポーツについても同じです。この選
考会の児童たちが教えてくれたように、スポ
ーツを通して得られるものも多くあります。今
後も、感染症対策には十分留意し、子ども達
の成長や、住民の皆さんの健康を願って活
動を進めていきます。※「第12回ぎふ清流郡市
対抗駅伝競走大会」は開催延期になりました。 

令和3年10月号 
第1133号 20 令和3年10月号 
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　年金生活者支援給付金制度は、公的年金などの収入やその他の所得額の合計が一定
基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に給付金を上乗せして支給する
ものです。 
●対象となる方 
　老齢基礎年金を受給している方で、次の条件を満たす方 
・65歳以上であること 
・世帯全員の町民税が非課税であること 
・年金収入額とその他の所得額の合計が約88万円以下であること 
　障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方で、次の条件を満たす方 
・前年の所得額が約472万円以下であること 
●請求手続き（現在、年金生活者支援給付金を受給している方は手続き不要です） 
①新たに年金生活者支援給付金をお受け取りになる方 
　対象となる方には、日本年金機構から請求可能な旨のお知らせを8月下旬頃に発送し
ましたので、同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）を記入し、切手を貼って返
送してください。令和4年1月4日までに請求手続きが完了した場合、令和3年10月分から
さかのぼって受け取ることができます。 
②これから年金を受給される方 
　年金の請求手続きと併せて年金事務所または住民課で手続きをしてください。 

 
c給付金専用ダイヤル 蕁0570‐05‐4092（ナビダイヤル） 
　岐阜南年金事務所 蕁273‐6161　／　住民課　蕁388‐1115

年金生活者支援給付金制度について 

スポーツを通して 
羽島郡二町教育委員会　蕁245‐1133教育委員会だより 

　6月20日、温かい拍手の応援を受けて、笠
松みなと公園内を一生懸命走る小学生の姿
が見られました。これは、「第12回ぎふ清流
郡市対抗駅伝競走大会」に出場する選手
の選抜のための「第9回羽島郡小学生選考会」
での1コマです。郡内の6小学校の代表が集
まり、男女それぞれ上位2人の郡代表をかけ
て競い合いました。 
　他の小学校の代表選手と競い合うため、
事前にコースの下見をし、当日も朝早くからウ
ォーミングアップして臨む児童がいました。代
表となった児童は、努力の成果が実り喜びも
大きかったでしょう。また、おしくも選ばれずに
悔しい思いをする児童の中にも、選抜された
選手に全員が温かい拍手を送ったり、閉会
式後すぐに自分のタイムを尋ね、代表に選ば
れた児童とのタイム差を計算し、来年に向け
準備をしようとしたりする素敵な姿が多く見ら
れました。 

　大会を通して、目標を達成させるために事
前から熱心に取り組むこと、ともに競い合った
仲間の頑張りを認めること、悔しさをばねに自
分を向上させようとすることなど、児童たちの
心の成長を感じることができた1日でした。 
　新型コロナウイルス感染症により、生活様
式が変わり、様々な行動について見直されて
います。スポーツについても同じです。この選
考会の児童たちが教えてくれたように、スポ
ーツを通して得られるものも多くあります。今
後も、感染症対策には十分留意し、子ども達
の成長や、住民の皆さんの健康を願って活
動を進めていきます。※「第12回ぎふ清流郡市
対抗駅伝競走大会」は開催延期になりました。 

令和3年10月号 
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「こんにちは」コーナーの 
赤ちゃんを募集します 
□問企画課　蕁388‐1113

ホームページアドレス 

この広報紙は再生紙を使用しています。 

●発行・編集／笠松町・企画課 〒５０１‐６１８１ 岐阜県羽島郡笠松町司町１  

応募対象　令和2年12月生まれの赤ちゃん　　応募期限　10月29日（金） 
応募方法 企画課窓口 写真とコメント（40字程度）をご持参ください 

E メ ー ル  氏名（お子さんと保護者の方）・生年月日・住所・コメント（40字程度）・電話番号を記
載し、写真を添付したメールをkikaku@town.kasamatsu.lg.jpへお送りください 

02 

04 

06 

07

敬老の日特集 座談会 元気な高齢者活き粋き人生 

Town Topics  まちの話題 

10月1日からごみの出し方が変わります！ 

チョイソコカラタンのご利用方法 

　岐阜新聞社本社での岐阜新聞社の杉山最高顧
問、松波総合病院の松波名誉院長、古田町長の座
談会の一幕。会は始終和やかな雰囲気で進み、健
康に関するお話のほか、古き良き時代の笠松のお
話や今後の笠松への思いなどを伺いました。 

（関連記事2・3ページ） 
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小中学校でオンライン授業実施 
　岐阜県が8月27日から緊急事態宣言の対象地域とな
ったことをうけ、町内の小中学校では8月26日から9月
6日までの間、オンラインによる授業が行われました。
ICTを最大限に活用し、昨年度整備した児童生徒1人
1台タブレットを全学年で使用したことで、自宅でも学校
で受けている授業により近い学習ができるようになりま
した。 
　時折、マイクを切り替えて音声をつないだり、身振り手
振りを交えて反応したりしながら、児童生徒と教員が楽
しくコミュニケーションを図っている姿が印象的でした。 

敬老の日特集 

座談会 
元気な高齢者 
活き粋き人生 

　8月14日から15日にかけての豪雨により木曽川が増水
し、水防団出動水位を超える約11.6メートルまで達しまし
た。幸いにも住民や民家などへの被害はありませんでした
が、堤防の外にある笠松みなと公園・サイクリングロード・
笠松トンボ天国などは水
に浸かり、水が引いた後も
土砂が堆積し、復旧作業を
余儀なくされました。 

　災害はある日突然起こります。自分の身は自分で守れるよう、
避難先の確保、自力での避難が難しい方は支援者の確保、避難
先で必要な物を入れた非常用持出袋の準備など、災害が起こ
る前に準備を整えておきましょう。 

10月31日（日）・11月1日（月）に開催を予定していた「ねんりんピック岐阜2021ゲート
ボール交流大会」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。 

c福祉子ども課　蕁388‐1116

笠松みなと公園 

サイクリングロード 
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