
株式会社 齋藤商店

外まわり工事：車庫・庭・コンクリート他多数
家まわり工事：玄関・サッシ・網戸他多数

TEL:058-388-0171

ホームページアドレス 

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

この広報紙は再生紙を使用しています。 

02 かさまつ応援割引クーポン配布中！
　　  Town Topics  まちの話題
06　 Information Box　町からのお知らせ
08 スマートフォン教室開催します

宵まつり
@産霊神社
宵まつり
@産霊神社

　6月25日、産霊神社（西宮町）で「笠松宵まつり」が
開催されました。神社でJazzバンドの生演奏やDJの
音楽が流れ、キッチンカーが並ぶのは笠松ではじめ
ての試み。花手水や1日限定販売の御朱印も大人気。
　訪れた方は思い思いに夏の一夜を楽しみました。
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令和3年10月生まれの赤ちゃん
8月24日（水）
QRコードからご応募ください。

今年のリバーサイドカーニバルが
10月23日（日）に開催決定！
＊楽しいイベント内容を考案中
＊コロナ対策を施して開催します

お知らせ

応募対象
応募期限
応募方法

「こんにちは」コーナーの
赤ちゃんを募集します 
「こんにちは」コーナーの
赤ちゃんを募集します 

今月の笠松っ子です。
すくすく大きくな～れ！
今月の笠松っ子です。
すくすく大きくな～れ！Hello!Hello! こんにちはこんにちは

問企画課　☎388-1113

いつもみんなを笑顔にし
てくれてありがとう♥
元気いっぱいな隆くんが
大好き！すくすく大きく
なってね♪塚本 隆太くん

令和3年8月3日生
塚本圭祐・千紘さんの子

つか　もと　 りゅう　た
（中新町）

笑いかけるとニッコニコ、
音楽がかかると左右にス
ウィング、可愛くって目
が離せません♥ 
お兄ちゃんと仲良く元気
に過ごしてね！城田　 朔くん

令和3年8月11日生
城田翼・詩織さんの子

しろ　 た　　　　　さく
（東陽町）

8　6月30日、笠松中央公民館で笠松菓子組合がみそぎ餅の
実演販売を行いました。味噌の香ばしい香りが漂う玄関横
の特設会場には、炎天下にも関わらず朝からながーい行列
ができ、大勢の方が袋いっぱいのみそぎ餅を購入。
　コロナによる中止が2年続き、待望の販売再開となったこ
の日は、プロバスケチーム「岐阜スゥープス」から古賀選手と
荒川選手が応援に駆け付け、会場に花を添えてくれました。

みそぎ餅
　昭和40年代半ば頃から毎年6月30日限定で販売。元気
に夏を越せるようにと、禊の意味を込めて売り出したのが始
まりと言われています。

みそぎ餅
実演販売
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　7月末から町内の全世帯にかさまつ応援割引クーポンを郵送で配布しています。
　1枚500円のクーポン券が10枚ついており、町商工会に加盟する様 な々業種
のお店で、お買い上げの半額まで割引が受けられます。

（例）500円クーポンを3枚利用する（1,500円分の割引を受ける）場合は、
　   3,000円以上のお買い上げが必要です。

クーポン利用可能期間：令和5年1月31日（火）まで
問町商工会　☎︎388-2566

最新のクーポン利用可能店舗はこちらから！
クーポンに同封の店舗一覧からも

ご確認いただけます。

Town Topics
まちの話題

全国水防管理団体連合会表彰伝達
　6月21日、令和4年度全国水防管理団体連合
会長表彰を受けた吉田 眞吾さん（円城寺）と後
藤 富彦さん（米野）が古田町長より伝達されま
した。
　吉田さんは平成元年に円城寺水防団に入団、
後藤さんは平成13年に米野水防団に入団され、
現在はお二人とも団長として団員の指導育成
に尽力されています。

吉田 眞吾さん　　　　　　　　　　　　後藤 富彦さん

 令和3年度　岐阜地域公衆衛生協議会会長表彰
榊原 祐輔さん　　福田 武さん

　榊原さんは歯科医師、福田さんは診療放射線技師として、住民の健康の維持増進に尽力されるなど、公衆
衛生の向上に多大な貢献をされています。

スーパー・薬局・コンビニ・

美容院など多数の店舗で

利用できます。

最大5,000円お得に

かさまつ応援割引クーポン配布中！

令和4年8月号
第1143号2



Town Topics
まちの話題 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！
問企画課　☎388-1113

FC岐阜ホームタウンデー開催
　7月3日、岐阜メモリアルセンター長良川競技場
で行われた対FC今治戦において、笠松町ホーム
タウンデーが開催されました。
　町からは、来場者にオリジナル缶バッジ、両選
手に隕石最中をプレゼントし、ファンへのPRに努
めました。
　当日はあいにくの雨模様でしたが、試合開始前
のフラッグベアラーを松枝サッカースポーツ少年団
が務め、J3で奮闘するチームを熱く後押ししました。

ぎふフューチャーセンター開催
　7月2日、岐阜大学と町の共催で、ぎふフュー
チャーセンター「笠松のファンづくり戦略を考えよ
う」を開催しました。
　岐阜大学と岐阜工業高等学校の学生や町民
の方などがグループワークを行い、町のPR戦略
を考え発表しました。
　町プロモーション協会の安藤会長は「皆さんの
アイデアを参考にして、多くの人に自慢できる町
になるように活動していきます」とイベントを締めくく
りました。

かます東京と協定締結
　6月10日、（株）かます東京と町が連携協定を締
結しました。
　この協定は、笠松競馬場の競走馬の馬主で
あるDr.コパ氏のご縁で締結したもので、産官が
連携しタウンプロモーションや地域活性化の事業
を行うことを取り決めました。
　連携の第1弾として、ふるさと納税の返礼品と
して、競馬にちなんだ笠松町オリジナル風水グッ
ズの取り扱いを開始しました。

かさまつ子どもまちづくり会議  キックオフ
　6月26日、「かさまつ子どもまちづくり会議」がキッ
クオフしました。
　今年度から始まったこの会議は、町の更なる
発展を目指し、将来を担う小中学生（小学5・6年
生、中学1・2年生）の自由な発想や意見をまちづ
くりや政策へ取り入れ、反映させることを目的に
発足しました。
　まちづくり委員には19人もの応募があり、今後
約半年かけて町へ提言する内容をまとめていき
ます。
　最初は、緊張した表情をしていた委員の皆さん
でしたが、終盤には盛んな意見交流ができました。

©Kaz Photography/FC GIFU©Kaz Photography/FC GIFU
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Town Topics
まちの話題 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！
問企画課　☎388-1113

少年の主張大会を開催しました
　6月19日、町青少年育成町民会議主催の「第44回少年の主張大会」が笠松中央公民館で開催され、
登壇した小中学生11人は心に感じたことや考えたことなどを力強く発表しました。
　なお、最優秀賞に選ばれた2人は、町の代表として「少年の主張岐阜県大会　岐阜圏域審査会」に
推薦されます。

最優秀賞（敬称略）
林 あいり（笠松中3年）
中川 愛結（笠松中3年）

優秀賞（敬称略）
小川 果峰（笠松小6年）
織田 理史（笠松小6年）
安江 瑚雪（松枝小6年）
小山 龍聖（松枝小6年）
林 芽生（下羽栗小6年）
片桐 悠斗（下羽栗小6年）
髙橋 ひなた（笠松中3年）
加藤 綾芽（笠松中3年）
渡邉 愛友菜（笠松中3年）

犯罪や非行のない　安全・安心な暮らしを目指して
　7月は、「青少年非行・被害防止全国強調月間」「社会を明るくする運動強調月間」です。毎年行っ
ている街頭啓発活動は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から今年も中止となりました。
　しかし、地域の皆さんに、次世代を担う青少年の非行・被害防止と保護の徹底を図るため、横断
幕や啓発旗を役場・笠松中央公民館・名鉄笠松駅に設置しました。
　7月13日には、「社会を明るくする運動」の伝達式が役場で行われ、犯罪や非行のない社会づくりに
ついて理解と協力を求める内閣総理大臣メッセージと知事メッセージが保護司会代表から町長へ伝達
されました。
　また、町青少年育成町民会議と羽島保護区保護司会より笠松中学校へ啓発グッズを贈呈しました。
生徒会はこの啓発グッズを用いて夏休み前に全校生徒へ啓発を行い、地域社会の連携が希薄になり
つつある今日において、非行・被害防止の理解と認識を深める良い機会となりました。

林 あいりさん 中川 愛結さん
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 第2回笠松町議会定例会議決結果（6月７日開会　6月16日閉会）

第29号　笠松町税条例の一部を改正する条例の専決処
分の承認

　地方税法等の一部改正に伴い、固定資産税は令和4
年度に限り、商業地などに係る課税標準額の上昇幅の
軽減、個人町民税については民法法人の経過措置の終
了に伴う寄附金税額控除対象からの削除などに係る、
所要の規定整備

第30号　笠松町国民健康保険税条例の一部を改正する
条例の専決処分の承認

　地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険
税の課税限度額を引き上げるため、所要の規定整備

第31号　羽島郡二町教育委員会委員の任命同意
　委員の任期満了に伴い、久納 万里子氏（下本町）を引き
続き同委員に任命するため、町議会の同意を求めるもの

第32号　笠松町議会議員及び笠松町長の選挙における
選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改
正する条例

　公職選挙法施行令の一部改正に伴い、最近におけ
る物価の変動などにより、国の経費の基準が引き上げ
られたため、所要の規定整備

第33号　笠松町税条例等の一部を改正する条例
　地方税法等の一部改正に伴い、固定資産税について
は登記住所に係る人の生命または身体に危害を及ぼす
おそれがある者の支援措置の明確化、個人町民税に
ついては住宅ローン控除の適用期限の延長などに係る、
所要の規定整備

第34号　笠松町介護保険条例の一部を改正する条例
　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し
た場合などの介護保険第一号保険料の減免について、令
和4年度分も継続して行うことに伴う、所要の規定整備

第35号　笠松町体育施設条例の一部を改正する条例
　笠松町外（岐南町伏屋）に所在する体育施設「羽栗社会教
育施設」について、令和4年8月1日をもって廃止するもの

第36号　旧羽島郡笠松町、羽島郡岐南町中学校組合立
羽栗中学校の社会教育施設の管理執行事務の
事務委託に関する規約の廃止

　羽栗社会教育施設について、岐南町との土地売買に
ついての基本的な合意を得て、体育施設条例から施設
を削除することに伴い、施設の管理執行事務の事務委
任に関する規約を令和4年8月1日をもって廃止するもの

第37号　町道の路線認定
　田代、長池地内の宅地開発により設置された私有道
路の町道編入

第38号　財産の処分
〇財産の名称　　羽栗社会教育施設
〇財産の所在　　羽島郡岐南町伏屋7丁目96番地3
〇財産の種類　　種別：土地　地目：宅地
　　　　　　　　面積：6,772.86平方メートル
〇売払価格　　　金239,000,000円
〇売払の相手方　岐南町長　小島 英雄

第39号　令和4年度笠松町一般会計補正予算（第1号）
補正額 244,780,000円
補正後歳入歳出予算額 7,540,480,000円

［主な補正内容］
• 4月1日付けの職員異動などに伴う人件費の増額
• 地域住民の家計支援と地域経済の活性化を図るこ

とを目的に「かさまつ応援割引クーポン」を発行す
るための経費を計上

• 官民連携による河川空間の利用促進のための「木曽
川・笠松エリア利用調整協議会」などの経費を計上

• 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている令
和4年度住民税非課税世帯（令和3年度臨時特例給
付金給付世帯を除く）などに対し、臨時特別給付
金を支給するための経費を計上

• 福祉会館の2階男女トイレと空調機の改修などを
実施するための経費を計上

• 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている低所
得者の子育て世帯（ひとり親世帯以外の世帯）に対
し、臨時特別給付金を支給するための経費を計上

• 篤志者からの寄附を子ども・子育て支援基金に積
み立てるため、積立金を増額

• 4回目のワクチン接種を実施する経費を増額
• 火葬場待合室の建て替えを実施する経費を計上
• 町内事業者の経営改善と事業継続を目的に、町商

工会が実施する各種事業に対し補助するため補助
金を増額

• 道路修繕を実施するため工事請負費を計上
• 堤防坂路改良の検討に必要となる交通量調査を実

施するため委託料を計上
• 道路用地について、拡幅工事を実施するため工事

請負費を計上
• 松枝小学校の屋外水飲み場（3箇所）を改修するた

め工事請負費を増額
• 下羽栗小学校1・4年生の4クラス分に県産材を利用し

たロッカーと掃除道具入れを設置する費用を計上
• 松枝公民館・歴史未来館・町民体育館のトイレを

改修するため工事請負費を計上
第40号　令和4年度笠松町介護保険特別会計補正予算（第1号）

補正額 △1,723,000円
補正後歳入歳出予算額 1,893,172,000円

［主な補正内容］
• 4月1日付けの職員異動などに伴う人件費の減額

第41号　令和4年度笠松町下水道事業会計補正予算（第1号）
補正額 46,287,000円
補正後歳入歳出予算額 1,473,822,000円

［主な補正内容］
• 国庫補助金などの減額に伴う起債借入額の増額

第42号　防災行政無線（同報系）新卓設備更新工事請負
契約の締結

契約金額 65,967,000円
契約の相手方　 都築電気株式会社名古屋オフィス
　　　　　　    中日本ソリューション営業統括部

第43号　議会改革特別委員会の設置
　笠松町議会委員会条例の規定により、議会に議会
改革特別委員会を置くもの

[すべて可決]
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Information BoxInformation Box
お　知　ら　せ 

笠松川まつり・笠松町民大運動会の開催中止　－令和4年度開催中止と令和5年度開催に向けてー
　毎年8月15日に笠松みなと公園一帯で開催している「笠松川まつり」は、
近隣の類似イベントの開催状況や新型コロナウイルス感染防止策などを総
合的に判断し、今年度の開催を見送ります。
　また、10月の「笠松町民大運動会」は、現状のコロナ禍において、町
民の皆さんに安心して運動会に参加いただくことは困難であるという判断
のもと、開催を見送ることとなりました。
　今後につきましては、ウィズコロナ・アフターコロナを見据え、長年愛さ
れる川まつりと町民大運動会がこれまで以上に多くの方が楽しめる内容に
なるよう、来年度の開催に向けて検討を進めます。
　より良いイベント開催のため、ご理解ご協力をお願いします。
問【笠松川まつり】かさまつまちづくりイベント実行委員会（企画課内）　☎388-1113
　【笠松町民大運動会】笠松町民運動会実行委員会（笠松中央公民館内）　☎388-3231

児童扶養手当現況届の提出を
　児童扶養手当を引き続き受給できるか
を確認するため、受給者の方に毎年8
月に「現況届」を提出していただきます。
　該当の方へは案内文書を送付します。
　この現況届の提出がない場合、11
月以降の手当の支給を停止しますの
でご注意ください。
児童扶養手当とは
　父母の離婚、父（母）の死亡、未婚
などにより父（母）と生計を共にしていな
い母子（父子）家庭などで18歳以下（誕
生日以降の最初の3月31日まで）の児童を
養育している方に支給される手当です。
提出期限　8月31日（水）
提 出 先　福祉子ども課
問福祉子ども課　☎388-1116

第11回　特別弔慰金
　戦没者などの遺族に対する弔
慰金の請求を受け付けています。
　請求期限を過ぎると、弔慰金
を受け取れなくなりますので、ご
注意ください。
対 象 者
　戦没者などの死亡当時の遺族
で、令和2年4月1日において遺族年
金などを受ける方がいない場合に、
先順位の遺族1人に対して支給
支 給 額　額面25万円
※5年償還の記名国債により、

令和3年4月15日以降に毎年1
回、年5万円ずつの支払い

請求期限　令和5年3月31日（金）
問福祉子ども課　☎388-1116

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。
日　　時　
8月10日（水）午前11時ごろ
放送内容　

「これはJアラートのテストです」と放
送されます。
伝達方法　
各家庭の戸別受信機と屋外スピー
カーから試験放送が流れます。
問総務課　☎388-1111

ごみ・粗大ごみの回収ごみ・粗大ごみの回収ごみ・粗大ごみの回収ごみ・粗大ごみの回収ごみ・粗大ごみの回収ごみ・粗大ごみの回収
㈱高島衛生 ㈱高島衛生 ㈱高島衛生 

ごみ・粗大ごみの回収ごみ・粗大ごみの回収

　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089　058-248-0089☎058-248-0089☎058-248-0089
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町からのお知らせ

町民スポーツ大会結果
　第36回　町民テニス大会　6月12日（日）緑地公園内テニスコート　〈参加者　40人（敬称略）〉

部　門 優　勝 準優勝 3　位

一般男子の部
吉村 昌敏 広瀬 雄太 宮部 真
片山 憲一 広瀬 義明 横田 勝彦

45 歳以上男子の部
渡辺 稔 松尾 洋一 松田 哲也
福田 譲 夏原 浩一 五十川 英紀

40 歳以上女子の部
清水 桂子 江藤 晴美 奥村 由紀
加藤 幸子 野口 純子 中村 仁美

60 歳以上男子の部
渡部 和郎 奥村 明史 岩越 誠
後藤 光広 篠田 実 永田 靖

55 歳以上女子の部
日比野 博美
宮脇 久美子

　第20回　町民ゲートボール大会　6月19日（日）米野ゲートボール場　〈参加チーム　4チーム（敬称略）〉

優　勝 C チーム（戸田 長壽、松原 宏志、松山 昇、小野木 なつ子）
準優勝 D チーム（森 秀弘、松原 幸雄、森 興一、森 信子）
3　位 B チーム（岩井 公男、髙橋 近韋、小野木 冨美子、戸田 鈴子）

　第26回　町民ソフトバレーボール大会
　6月26日（日）町民体育館2階競技場　〈参加チーム　9チーム〉

部　門 優　勝 準優勝 ３　位
混成の部 友楽町 米野 長池
女子の部 北門間 田代 A 北及第一

　問町スポーツ協会事務局（笠松中央公民館内）　☎388-3231

令和3年中の笠松町犯罪発生状況
　笠松町内で発生した犯罪（刑法犯）件数は132件で、令和2年と比較し、22件減少しました。粗暴犯は
増加しましたが、その他犯罪は減少し、凶悪犯は発生していません。
　また、岐阜羽島警察署管内ではニセ電話詐欺が21件発生しました。発生件数、被害額ともに昨年に比
べ増加しています。詐欺の主な手口として、架空料金請求詐欺、預貯金詐欺、還付金詐欺、キャッシュカー
ド詐欺盗などが挙げられます。

「還付金の手続きでＡＴＭに行って」「暗証番号を教えて（書い
て）」「電子マネーカードを買って番号を教えて」などの言葉が
出たらすべて詐欺です。ニセ電話詐欺被害に遭わないために、
不審な電話や訪問には対応せず、岐阜羽島
警察署（☎︎387-0110）に連絡しましょう。

問総務課　☎388-1111

窃盗犯
83

粗暴犯
12

知能犯
9

風俗犯
1

その他
27

笠松町刑法犯の発生状況

132 件
（前年比 -22件）

令和4年8月号
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Information BoxInformation Box
募　　集 

スマートフォン教室
　スマートフォンをお持ちでない方や操作に不安がある方を対象に、スマートフォン教室を開催します。電源の入れ
方やメールの使い方など、今まで一度もスマートフォンを操作したことがない方でも楽しみながら練習できる教室で
す。お気軽にご参加ください。

場所・日時（※要予約）ご都合の良い会場と日時をお選びください。
場　所 日　時 定　員

笠松中央公民館
9 月   1 日（木）

10:00 ～ 12:00

各回先着 20 人

9 月 14 日（水）

松枝公民館
9 月   1 日（木） 14:00 ～ 16:00
9 月 28 日（水）　 10:00 ～ 12:00

総合会館
9 月 14 日（水）　

14:00 ～ 16:00
9 月 28 日（水）

予約方法
予約先電話番号 お伝えいただきたいこと 予約期限
☎︎ 388-1113 氏名・連絡先・参加したい会場と日時 各開催日の 1 週間前

参 加 料　無料　　　　　　　　　　　持 ち 物　不要（スマートフォンのデモ機は教室で用意します）
講　　師　ソフトバンク株式会社　公認講師
 予約·問 企画課　☎388-1113

第71回　町民ソフトテニス大会
種　目 日にち 時　間 場　所

中学生以下男子の部 9 月 24 日（土） 9:00 ～
緑地公園テニスコート

中学生以下女子の部
9 月 25 日（日）

9:00 ～
一般男子の部（高校生以上）

9:30 ～ 羽栗社会体育施設テニスコート
（岐南町）一般女子の部（高校生以上）

参加資格　町内在住・在勤・在クラブの方
参 加 料　1チーム100円　※大会当日、会場にて納付ください。
申込方法　申込書（笠松中央公民館で配布または町ホームページからダウンロード可能）を
　　　　　笠松中央公民館、松枝公民館、総合会館にご提出ください。
申込期限　9月9日（金）
問町スポーツ協会事務局（笠松中央公民館内）　☎388-3231 ▲詳細はこちら

 8月は道路ふれあい月間

　朗らかに「お先にどうぞ」が言えた朝
　道路は、私たちの暮らしに欠かせない大切なものです。道路上に樹木の枝が張り出して
いたり、看板などが置かれていると歩行者や自転車、自動車の通行の妨げになります。
　皆さんが道路を安全に利用できるよう一人ひとりが心がけましょう。

令和4年8月号
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町からのお知らせ

［小・中学生対象］
英検３級・４級の受験対策講座
　2022年度第2回実用英語技能検定一次試験に向けた受験対
策講座を開講します。
日　　程　全3回

日　程 3級講座 4級講座
第 1 回  9 月   3 日（土） 9:20 ～　　　

　10:30
（70 分）

10:40 ～
　11:50
（70 分）

第 2 回   9 月 17 日（土）
第 3 回 10 月   1 日（土）

場　　所　福祉会館
対 象 者　町内在住の小中学生
講座概要

3級 4級

内　容
文法、語彙、

リーディング、
リスニング、英作

文法、語彙、
リーディング、

リスニング
レベル 中学卒業程度 中学中級程度

費　　用
無料（※講座開始までに各自で下記のテキストを購入してください）

◦3級受講者　旺文社『英検3級予想問題ドリル　5訂版』
　1,265円（税込）
◦4級受講者　旺文社『英検4級予想問題ドリル　4訂版』
　1,155円（税込）
講　　師　久納 万里子氏
申込方法　申込書（企画課で配布または町ホームページからダウ

ンロード可能）を企画課に提出してください。
申込期限　8月15日（月）
  申込·問 企画課　☎388-1113

令和４年度就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験
　病気などやむを得ない事由により、保護者が義務教育諸学校に就学させる義務を猶予または免除された子な
どについて、中学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかを認定するために国が試験を行います。
日 に ち　10月20日（木）
時　　間　午前10時～午後3時40分
場　　所　岐阜県総合教育センター（岐阜市薮田南5丁目9番1号）
出願方法　文部科学省に出願書類を郵送　
※受験案内は岐阜県教育委員会や文部科学省で配布
願書受付期限　9月2日（金）（当日消印有効）
問羽島郡二町教育委員会　☎245-1133

［小・中学生対象］
英検３級・４級の受験希望者募集
　2022年度第2回実用英語技能検定
一次試験の準会場（町の監督の下、
実施する会場）受験を希望する方を募
集します。
日 に ち　10月8日（土）
場　　所　福祉会館
※二次試験は本会場（日本英語検定協

会が設定する公開会場）での受験と
なります。

対 象 者　町内在住の小中学生
受 験 料　3級　4,700円
　　　　　4級　2,900円
申込方法
　申込書（企画課で配布または町ホー
ムページからダウンロード可能）を企画
課に提出してください。
申込に当たっての注意事項
◦受験希望者が10人以下の場合、準

会場として認められないため、本会場
での受験をお願いすることになります。

◦受験料の支払方法などは、別途ご
案内します。

申込期限　8月15日（月）
  申込·問 企画課　
　　　☎388-1113

令和4年8月号
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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）
が実施されます。事業者の皆さ
んに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。
日　　程　①8月23日（火）午前10時～11時
　　　　　②8月23日（火）午後2時～3時30分※
　　　　　③9月14日（水）午前10時～11時
　　　　　④9月14日（水）午後2時～3時30分※
　　　　　※②、④は免税事業者の方向け
場　　所　岐阜南税務署 大会議室（岐阜市加納清水町4丁目22-2）
定　　員　各回20人
参 加 料　無料
申　　込　要予約
 予約·問  岐阜南税務署　☎271-7111（代表）
　　　 自動音声にしたがって「2」を選択

事業継続力強化計画セミナー
　近年、地震・台風・集中豪雨による深刻な被害が各地で発生しています。また、新型コロナウイルスの集
団感染など、企業活動には様々なリスクが存在します。緊急事態に直面した際、地域経済を支える企業（事
業者）として従業員の命や雇用を守り、地域や顧客との関係を維持・発展させていくことが必要です。
　企業のリスク管理と事業継続を考える上での良い機会になりますので、ぜひご参加ください。
日　　時　8月30日（火）午後7時～9時
場　　所　笠松町商工会館　2階研修室（笠松町春日町15番地の1）
講　　師　事業継続主任管理士　伊藤 哲夫氏
参 加 料　無料

〈事業継続力強化計画認定制度（BCPの基礎）〉
　中小企業・小規模事業者が行う防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定する制度です。
　認定を受けた企業・事業者は、税制優遇や補助金申請時の加点などの支援策が活用できます。
問町商工会　☎388-2566

屋外広告物講習会
日　　時　9月29日（木）
　　　　  午前9時30分～午後5時
場　　所　ハートフルスクエアーＧ
　　　　　大研修室（岐阜市橋本町1-10-23）
対 象 者　
　屋外広告物の表示や掲出物件の設置
に関する業務に従事する方、または従事
しようとする方
定員　50人程度
受講料　3,000円
※講習課程の一部免除者は1,800円
申込期間　8月1日（月）～12日（金）
  申込·問 岐阜市まちづくり推進部
　　　開発指導景観課 
　　　☎265-3985
　　　岐阜県広告美術業協同組合
　　　☎245-4472

〒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 

▲申込はこちら
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町からのお知らせ

チョイソコカラタン利用説明会
　より多くの方にチョイソコカ
ラタンを利用していただける
ように、説明会を開催します。
　利用方法の説明やその場
で会員登録も行えます。 

日　程 場　所

8 月 30 日 ( 火 )

10:00 ～
　　11:00

笠松中央公民館
　1 階　集会室

14:00 ～
　　15:00

松枝公民館
　1 階　集会室

8 月 31 日 ( 水 ) 14:00 ～
　　15:00

総合会館
　2 階　会議室

問企画課　☎388-1113

オンデマンド映画会・認知症VR体験会
　認知症への理解を深めてみませんか？自宅で地域
医療をテーマにした映画の視聴や認知症の疑似体
験ができます。

オンデマンド映画会
期　　間　8月13日（土）～19日（金）
映　　画　「ピア　～まちをつなぐもの～」

認知症VR体験会
日　　時　8月18日（木）
　　　　　①午後2時　②午後7時　③午後8時
定　　員　各回30人
参加方法　申込後、視聴セットを自宅に郵送。
　　　　　お手持ちのスマートフォンを使用して視聴

申込方法（映画会・体験会共通）
参 加 費　無料（通信料は各自負担）
申込方法　
メールの件名に「希望の内容」、本文に「氏名（ふりがな）・
電話番号・メールアドレス・郵便番号・住所・VR体験会
希望者は体験時間（いずれか1回）」を記載して送信
申込期間　8月1日（月）～10日（水）
問認知症疾患医療センター岐阜病院　☎247-2118

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

イベント 

歴史未来館の講座
「ウッドバーニングを体験しよう！」
　ハガキサイズの板に「コテ」で名前や模様などを書
いて、オリジナルの表札やルームプレートを作ります。
日　　時　9月17日（土）午前10時～
場　　所　歴史未来館
講　　師　和田 真弓氏
定　　員　20人（先着順・未就学児は保護者同伴）
材 料 費　300円
持 ち 物　ボールペン（黒以外）
申込方法　インターネット申込
　　　　　（8月上旬より）
 問歴史未来館　☎388-0161

申込はこちら▶︎

▲申込はこちら

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

  

8月の開催日程
11日（祝木）・12日（金）・15日（月）・

24日（水）・25日（木）・26日（金）
詳細は、笠松競馬場ホームページをご覧ください

https://www.kasamatsu-keiba.com/

ツイッター・インスタグラムで
笠松けいばの色々な情報を
日々、配信しています

笠松競馬場･シアター恵那 JRA馬券発売中!!

11日はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送!

11日（祝木）第51回くろゆり賞（SPⅠ）
25日（木） 第46回岐阜金賞（SPⅠ）
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こども館「かさくら」行事（9月）

【乳幼児親子・小学生対象】  要申込 申込期間8月2日（火）～

対象 内　容 日にち 時　間 定　員

乳
幼
児
親
子

ピヨピヨひろば 1日（木）
2日（金）

10:00～
10:30

10組

子育てサロン 14日（水） 15組

手づくりパーク 20日（火）
21日（水） 10組

Babyひろば 30日（金） 10組

小
学
生

鬼ごっこ 3日（土） ―

つくってみよう 25日(日) 6人

【小中高生対象】 申込不要　

対象 内　容 日にち 時　間

小
中
高
生

ティーンズスペース
（中高生の居場所） 14日（水） 18:00～21:00

ボードゲームDay 18日（日） 13:30～16:30

子ども相談室
24日（土）

14:00～16:30

ティーンズテーマトーク
 （中高生） 18:00～20:00

 申込·問 こども館「かさくら」　☎388-0811

  8月は全国食品衛生月間

　食中毒菌を「付けない」「増やさ
ない」「やっつける」の3原則を守り、
食中毒を
予 防しま
しょう。

 第3日曜日は家庭の日

　8月21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、先祖を敬い、
お年寄りとの心のつながりを
深めましょう。

10年保証 

●まつなみ健康増進クリニック
●人間ドック・健診センター
●人口透析センター
●まつなみリサーチパーク（医学研究所）
●松波総合病院介護老人保険施設
●まつなみ訪問介護ステーション
●まつなみ訪問看護ステーション
●松波総合病院居宅介護支援事業所
●まつなみケアプランセンター

〒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

物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

～あなたの力を地域の力に～

消防団員募集
問総務課　☎388-1111

岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

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 

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

循環社会に奉仕する 

有限会社内田商会 
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 

若葉第二幼稚園
令和4年度 満3才児クラス入園受付中です。
(無償化減免適用）
(平成31年4月2日～令和2年4月1日生まれのお子さん対象）
個別で対応させて頂きますので、ご希望の方は幼稚園
までご連絡下さい。
満3才児クラス定員(若干名)になりましたら、締め切らせ
て頂きます。

岐阜市村里町15
058-274-3400

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp
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10年保証 

●まつなみ健康増進クリニック
●人間ドック・健診センター
●人口透析センター
●まつなみリサーチパーク（医学研究所）
●松波総合病院介護老人保険施設
●まつなみ訪問介護ステーション
●まつなみ訪問看護ステーション
●松波総合病院居宅介護支援事業所
●まつなみケアプランセンター

〒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

物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

～あなたの力を地域の力に～

消防団員募集
問総務課　☎388-1111

岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

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 

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

循環社会に奉仕する 

有限会社内田商会 
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 

若葉第二幼稚園
令和4年度 満3才児クラス入園受付中です。
(無償化減免適用）
(平成31年4月2日～令和2年4月1日生まれのお子さん対象）
個別で対応させて頂きますので、ご希望の方は幼稚園
までご連絡下さい。
満3才児クラス定員(若干名)になりましたら、締め切らせ
て頂きます。

岐阜市村里町15
058-274-3400

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

空き家相談会
　空き家の利活用などについて、専門家による相談
会を開催します。
　空き家の売買や管理にお困りで相談を希望される
方は、事前に電話でお申込みください。
日　　時　9月19日（月）午前10時～正午（30分/人）
場　　所　松枝公民館
申込期間　8月8日（月）～9月9日（金）
相 談 料　無料
問建設課　☎︎388-1117

多重債務無料相談会
　県弁護士会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。借金問題でお困
りの方はご利用ください。
日　　時　8月13日（土）午後1時～4時
場　　所　県民生活相談センター
　　　　  （ＯＫＢふれあい会館内）
定　　員　6人（先着順）
申　　込　2日前までに要予約
 予約·問  県民生活相談センター　☎277-1003

令和4年8月号
第1143号12



町からのお知らせ

10年保証 

●まつなみ健康増進クリニック
●人間ドック・健診センター
●人口透析センター
●まつなみリサーチパーク（医学研究所）
●松波総合病院介護老人保険施設
●まつなみ訪問介護ステーション
●まつなみ訪問看護ステーション
●松波総合病院居宅介護支援事業所
●まつなみケアプランセンター

〒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

物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

～あなたの力を地域の力に～

消防団員募集
問総務課　☎388-1111

岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

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 

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

循環社会に奉仕する 

有限会社内田商会 
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 

若葉第二幼稚園
令和4年度 満3才児クラス入園受付中です。
(無償化減免適用）
(平成31年4月2日～令和2年4月1日生まれのお子さん対象）
個別で対応させて頂きますので、ご希望の方は幼稚園
までご連絡下さい。
満3才児クラス定員(若干名)になりましたら、締め切らせ
て頂きます。

岐阜市村里町15
058-274-3400

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

牛田 凡子さん（愛知県）　絵本「ぼくが髪をのばすわけ」
　町では、ご趣旨に沿うよう活用させていただきます。

法律とこころの相談会
　多重債務、生活苦、解雇、パワハラなどの悩みが原因で、ここ
ろの健康に支障をきたすことがあります。
　これらの悩みに総合的に対応するため、弁護士と臨床心理士が
ご本人またはご家族との面談相談に応じます。秘密は厳守します。
日 に ち　令和4年9月7日（水）・ 21日（水）
　　　　  令和5年2月1日（水）・ 3月1日（水）
時　　間　午後1時～4時　　　
場　　所　岐阜保健所（各務原市那加不動丘1-1）
相 談 料　無料　　　　　　　予　　約　完全予約制
 予約·問  岐阜保健所　☎380-3004

重症心身障がい児・者などの相談窓口
　医療的ケアが必要な方や重症心身障がいのある方が地域で安心
して生活できるよう、看護師資格を持つ相談員が相談をお受けします。
日　　時　月～金曜日　午前9時～午後5時（祝日を除く）
場　　所　重症心身障がい在宅支援センターみらい（医療的ケア

児支援センター）岐阜本所 （OKBふれあい会館5階看
護協会内）

相 談 料　無料
問重症心身障がい在宅支援センターみらい　☎275-3234

お問合せ
役　　　　　　場　☎388-1111

FAX387-5816
総　務　課　☎388-1111
税　務　課　☎388-1112
企　画　課　☎388-1113
環境経済課　☎388-1114
住　民　課　☎388-1115
健康介護課　☎388-7171
福祉子ども課　☎388-1116
建　設　課　☎388-1117
水　道　課　☎388-1118
教育文化課　☎388-3231
会　計　課　☎388-1119
議会事務局　☎388-1110

笠松中央公民館　☎388-3231
松  枝  公  民  館　☎387-0156
総　合　会　館　☎387-8432
歴  史  未  来  館　☎388-0161
福祉健康センター　☎388-7171
福　祉　会　館　☎387-1121
こども館「かさくら」　☎388-0811
学校給食センター　☎387-5321
ふ ら っ と 笠 松　☎388-2355

まちの人口
　令和4年7月1日現在（前月比）

　　人口　21,948人　　（増19）
　　　男　10,586人　　（増10）
　　　女　11,362人　　（増  9）

世帯数　  9,268世帯   （増32）

広報紙の広告をご利用ください
・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　☎388-1113

新型コロナワクチン接種を希望される方はお早めに！
感染予防、重症化予防のため接種をご検討ください。

◀︎ワクチン接種に
　 ついて詳しくは
　 こちら

令和4年8月号
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Information BoxInformation Box
お　願　い

電気は正しく安全に使いましょう
　8月は電気使用安全月間です。感電災害は夏場に集中します。汗をかき、
皮膚の露出部分が大きくなり、また疲労から注意力が散漫になりがちです。
　感電事故を防止するには　
　●不良電気設備をなくす　●電気を正しく使用する　
　●漏電遮断器を取り付ける
　電気のご相談は中部電気保安協会にお気軽にご連絡下さい。
問中部電気保安協会　岐阜南営業所　☎388-1372

ご存知ですか？「ねんきんネット」国民年金
　「ねんきんネット」はパソコンやスマートフォンなどで、年金の情報を手軽に確認できる便利なサービスです。

「ねんきんネット」でできること

●ご自身の年金記録の確認
　24時間いつでも年金記録（年金の加入履歴や納付状況など）を確認できます。

●将来の年金見込額の試算
　詳細な条件をご自身で設定し、さまざまなパターンに合わせて、将来受給する年金の見込額を試算できます。

●各種通知書の確認
　年金振込通知書や公的年金の源泉徴収などの通知書を確認、再交付申請できます。また、最新の「ねんき
ん定期便」の確認、ダウンロードもできます。

●追納可能な月数と金額を確認
　免除制度、納付猶予制度、学生納付特例制度の承認期間のうち、追納可能な月数と金額を確認できます。

※「ねんきんネット」のご利用は登録が必要です。詳しくは「ねんきんネット」で検索

問ねんきんネット専用ダイヤル　☎0570-058-555（ナビダイヤル）
　　　　　　　　　　　　  ☎03-6700-1144（050から始まる電話でかける場合）
受付時間　月曜日　　   8:30～19:00　火曜日～金曜日　8:30～17:15　
　　　　　第2土曜日　9:30～16:00（祝日、12月29日～1月3日はご利用できません）

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 

10年保証 

●まつなみ健康増進クリニック
●人間ドック・健診センター
●人口透析センター
●まつなみリサーチパーク（医学研究所）
●松波総合病院介護老人保険施設
●まつなみ訪問介護ステーション
●まつなみ訪問看護ステーション
●松波総合病院居宅介護支援事業所
●まつなみケアプランセンター

〒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

物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

～あなたの力を地域の力に～

消防団員募集
問総務課　☎388-1111

岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

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 

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

循環社会に奉仕する 

有限会社内田商会 
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 

若葉第二幼稚園
令和4年度 満3才児クラス入園受付中です。
(無償化減免適用）
(平成31年4月2日～令和2年4月1日生まれのお子さん対象）
個別で対応させて頂きますので、ご希望の方は幼稚園
までご連絡下さい。
満3才児クラス定員(若干名)になりましたら、締め切らせ
て頂きます。

岐阜市村里町15
058-274-3400

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

㈱高島衛生 
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ごみを減らしましょうごみを減らしましょう

Column コラム

■資源ごみ回収所
　町内会の資源集団回収のほか、資源再生と
排出の利便性向上のため、次の施設でも資源
ごみを回収しています。

【出し方】
　分別の仕方や注意点は、町内会の資源集団回収と同じです。回収所には、回収品目別に、カゴなどが設置
してありますので、汚れが無いものをご自身で投入してください。

【回収品目】　●カン
　　　　　　　①アルミ缶
　　　　　　　②スチール缶
　　　　　　　③スプレー缶
　　　　　　　　カセットボンベ

資源ごみ回収所では出せません
事業活動に伴って発生するもの（事業所のごみ）

●ビン
　①無色透明
　②茶色
　③その他の色
●ペットボトル

●プラスチック製容器包装
　①食品トレイや袋など
　②発泡スチロール
●蛍光管
●インクカートリッジ

●乾電池
　①使い切りタイプ
　　（アルカリ・マンガン）
　②充電式電池
　③ボタン電池

回収場所 利用可能日時
笠松中央公民館 午前 9 時～午後 5 時

（年末年始を除く）
※悪天候の時は閉鎖します

松枝公民館
総合会館

回収品目以外のもの

可燃ごみ・粗大ごみ

　 マークの無い、プラスチック製品
ハンガー、ビデオテープ、CD・CDケース、

クリアファイル、圧縮袋、PPバンド、
クリーニングの袋、畑のマルチ、おもちゃなど

不燃ごみ

耐熱ガラス、ガラス製品（コップ、皿）、陶器、
割れたビン、割れた蛍光管、LED電球、

カン・ビンのふたなど

古紙類・古着

新聞、雑誌、牛乳パック、ダンボール、古着

汚れの落ちないもの

汚れていると資源としてリサイクルできません。
　また、悪臭の原因になります。

問環境経済課　☎388-1114

令和4年8月号
第1143号 15



見る！知る！学ぶ！れきみ通信見る！知る！学ぶ！れきみ通信

Column コラム

憧れのスーパーカーが迫力の
1/8スケールで勢ぞろい！
実物のスーパーカーも登場！
　歴史未来館では、8月21日（日）まで企画展「大！？
ミニカー展」を開催中です。
　魅力ある憧れのスーパーカーをはじめ国内外の
名車のミニカーを紹介しています。
　ミニカーといえば片手に納まる手のひらサイズを
イメージすると思いますが、ミニカーにはスケール

（大きさ）があり、スケールの種類によってそのミ
ニカーが魅せる表情が変わってきます。
　スケールが大きくなるほど車内の内装やエンジン
部分のディテールが忠実に再現されており、精巧
に作られたミニカーは、興味がない方でもその巧
妙な細工に魅了されます。
　今回、スケールとしては最も大きい1/8スケール

（約60センチ）を展示しています。ぜひ歴史未来

館で、その迫力をご覧ください。
　そして、今回、実物のスーパーカーをご覧いた
だける記念イベントを開催します。
　また、企画展開催中、来館者や記念イベント参
加者の方が応募できるプレゼントもあります。
　この夏はぜひ歴史未来館、笠松みなと公園にお
越しください。
　スーパーカーの特有の究極の美
しさと性能の限界を追求する世界
観をご堪能ください。

問歴史未来館　☎388-0161

岐阜連携都市圏を知ろう №.14 -本巣市-岐阜連携都市圏を知ろう №.14 -本巣市-
真

ま

桑
く わ

人
に ん

形
ぎょう

浄
じょう

瑠
る

璃
り

、3年ぶりの上演
　真桑人形浄瑠璃は本巣市上真桑の本郷地区に古くから伝わ
る郷土芸能で、300年以上の歴史を持ち、国の重要無形民
俗文化財に指定されています。
　保存会が毎年、物部神社の祭礼に併せて奉納上演している
ほか、地元中学校真桑文楽同好会とともに舞台上演を開催す
るなど、地域の子どもたちへの伝承にも努めています。今回、
コロナ禍による中止から3年ぶりの上演となります。
　見どころは、浄瑠璃や三味線の音色に合わせて熱演する巧
みな人形操りです。1体の人形につき3人の遣い手が魂を吹
き込むように操る様は、まさに圧巻の一言。本市が誇る伝統
芸能をご覧ください。
開催日時　8月20日（土）午後2時〜　
開催場所　本巣市民文化ホール（本巣市軽海718）
問本巣市教育委員会社会教育課　☎323-7764

　岐阜市とその周辺市町（笠松町、山県市、
瑞穂市、本巣市、羽島市、岐南町、北方町）
が連携協定を締結し、形成された「岐阜連携
都市圏」。現在、さまざまな連携が進められて
いる圏域市町のイチオシ情報をご紹介します。

▲関連イベント詳細
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『様々なかかわりの中で学び、
　社会の一員として貢献できる社会人の育成』を目指します
～家庭・社会の期待に応え、夢と自信をもち、可能性に挑戦するために必要な力の育成～

～個性や能力を発揮して活躍し、学び続ける、活力と連帯感のある人づくり～

　羽島郡二町教育委員会学校教育課では、昨
年度の教育実践の成果と課題を踏まえて、「令
和4年度羽島郡学校教育の方針と重点」を以下
のようにまとめました。3つの基本目標につい
て、それぞれの主な取組を紹介します。

①夢と自信をもち、可能性に挑戦するため
に必要な力を育成します
○ねらいや評価規準を明確にし、指導・評価・

補充のサイクルを意識した指導、児童生徒
が自らのよさや成長を実感できる授業づく
りに努めます。など

②社会の持続的な発展を牽引できる多様な
力を育成します
○「いじめ防止基本方針」を活用し、定期的

な研修や全職員による協働体制により、い
じめの未然防止、 早期発見・早期解決に
努めます。など

③学びや育ちを支え、誰もが社会の担い手
となれるセーフティネットを構築させます
○デジタル教科書、電子黒板、ICT等を活用

した授業を積極的に行い、コミュニケーショ
ン・意見交流等にタブレットPCの効果的な
活用に努めます。など

　コロナ禍によって、小中学校の学校生活は
多岐にわたって制限が設けられました。そし
て、これまでの指導を大きく見直す必要性に
迫られました。また、度重なる臨時休業や学
級閉鎖によって、地域の皆さんにも随分ご心
配をかけたこともありました。
　まだまだ厳しい状況は続いていますが、コ
ロナ禍によってICTを活用した授業や活動が各
学校で広く普及したことは大きな成果として
挙げられます。笠松・岐南両町のご協力によ
り、いち早く児童生徒1人に1台のタブレット
PCが配付され、ネットワーク環境が整えられ
たことも、ICT活用が進んだ要因の一つになっ
ています。
　現在は、小学校低学年から中学生まで、そ
れぞれの段階に応じてタブレットPCを授業・
生活の中で活用しています。ネットワークを
使って学校内外と交流したり、プレゼンテー
ションを作成し積極的に情報発信をしたりす
るなど、ひと昔前とは随分授業の様子も変わっ
てきました。
　臨時休業や学級閉鎖などにより、自宅待機
を余儀なくされている児童生徒にもリアルタ
イムで授業を配信し、時には自宅から授業に
参加することも可能になりました。
　このように、ICTを駆使することにより、ど
んな状況下でも「児童生徒の学びを止めない」
対策を今後も続けていきたいと考えています。

教育委員会だより教育委員会だより
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8月の健康だより

【子どもの健診・教室】　場所：福祉健康センター
※離乳食教室はこども館「かさくら」

内　容 対象者 日（曜日） 受付時間
乳児（3～4か月児）

健康診査 R4.4月生 17日（水）
13:10～13:40

1歳6か月児健康診査 R3.1月生 4日（木）
3歳児健康診査 R元.7月生 25日（木） 13:00～13:40

お誕生
（10～11か月）教室 R3.9月生 22日（月）   9:20～  9:40

にこにこ（2歳児）教室 R2.8月生 19日（金）   9:20～  9:30
離乳食教室※ 5～6か月児 24日（水）   9:50～10:00

歯みがき教室 乳幼児と
保護者

2日（火）   9:30～11:00
22日（月） 13:00～14:30

プレパマクラブ・
ミニ　　　　

妊婦と
その

パートナー

2日（火） 10:00

プレパマクラブ 22日（月） 13:30

【育児相談・健康相談】 
場　所 日（曜日） 育児相談

受付時間
健康相談
受付時間

福祉健康センター 2日（火） 9:30 ～
11:00

10:30 ～
11:30

こども館「かさくら」 9日（火） 10:00 ～
11:30

下羽栗会館 9日（火） 13:30 ～
14:30

13:30 ～
14:30

福祉健康センター 22日（月） 13:00 ～
14:30

14:00 ～
15:30

【子育てサロン（バランスボール）】 
申込先：健康介護課

産後のママ向けのサロンです。バランスボールを
使って体力アップやストレス解消をしましょう。

場　所 対象者 日（曜日） 時　間

こども館「かさくら」
産後2か月～
1年未満の
お子さんと母親

9日（火） 10:30 ～
11:30

【グループワーク】 申込先：健康介護課 ※8月12日（金）まで
場　所 日（曜日） 時　間

福祉健康センター 18日（木） 10:00～11:30
※グループワークは、こころの悩みをお持ちの方、精神障

がいの方で精神科に通院している方が対象です。

【貯
ちょ

筋
きん

くらぶ】65歳以上の方の体操教室　
 申込先：健康介護課　 ※はじめて参加する方のみ申込必要
場　所 日（曜日） 受付時間 場　所 日（曜日） 受付時間

福祉健康
センター

3日（水）
  9:30 松枝公民館

3日（水）

14:00
17日（水） 17日（水）

福祉会館
10日（水）

10:00 笠松
中央公民館

10日（水）
24日（水） 24日（水）

総合会館
4日（木）

13:30
18日（木）

【ふれあいひろば】　
65歳以上の方の
　認知症予防教室
 申込先：笠松町地域包括
　　　　 支援センター
※はじめて参加する方のみ申込必要
場　所 日（曜日） 受付時間

福祉健康
センター

  5日（金）
13:30

19日（金）
福祉会館 25日（木） 10:00

　

※当番医は都合により変更となる場合があります。　※受診前に必ず医療機関へ電話相談をしてください。

〔内科系〕診療時間　午前9時～午後2時  　 〔歯科系〕診療時間　午前9時～午後1時
日 医療機関 所在 電話 医療機関 所在 電話
7 羽島クリニック 笠松町門間 ☎︎ 387-6161 さかえ歯科クリニック 岐南町伏屋 ☎︎ 240-0644

11 松波総合病院 笠松町田代 ☎︎ 388-0111 松原歯科医院 笠松町美笠通 ☎︎ 387-6600

14 森本内科・皮ふ科 笠松町奈良町 ☎︎ 388-3600 高瀬歯科医院 岐南町上印食 ☎︎ 240-5050

21 やまうちクリニック 岐南町八剣北 ☎︎ 215-7771 西垣歯科クリニック 笠松町北及 ☎︎ 387-5900

28 吉田胃腸科 笠松町門前町 ☎︎ 387-2217 はる歯科クリニック 岐南町みやまち ☎︎ 273-2300

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

8月31日は野菜の日
いつもの食事に
　『＋(ﾌﾟﾗｽ)野菜１皿』を
　　心がけましょう

母子保健事業の年間予定

子育て世代包括支援センター
妊娠期から子育て期（18歳まで）において切れ目ないサポート
を実施しています。保健師・助産師による電話相談・家庭訪問、
臨床心理士による発達に関する相談など受け付けています。
相談先 ☎388-7171（福祉健康センター内）
　　　　　（月～金）午前8時30分～午後5時15分

休日急病診療

保健カレンダー

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！

◀︎母子保健事業
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胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん検診（集団検診）　　要申込　申込先：健康介護課

　がんは早期発見・早期治療が重要です。この機会にぜひ受診しましょう。
　令和３年度受診した方、乳がん検診を令和２年度受診した方、受診を希望された方などには８月下旬に案
内を送付します。受診を希望される方で案内をお持ちでない方は、健康介護課へご連絡いただくか、町ホー
ムページの申込フォームからお申込みください。病院検診を希望の方は、広報かさまつ5月号をご覧ください。
検診名 対象者（笠松町に住民登録のある方） 自己負担金 受診間隔

胃がん ①今年度50歳、54歳、58歳、62歳になる方※ 無料

1年に1回②今年度40歳以上になる方（①の方を除く） 700円
肺がん 今年度40歳以上になる方 300円

大腸がん 今年度40歳以上になる方 300円

乳がん ①今年度41歳になる方※ 無料 2年に1回②今年度40歳以上になる方（①の方を除く） 700円

※対象の方へ、胃がん・乳がん検診の無料クーポン券を5月に送付しています。
【受付時間】　午前8時45分～10時30分 （11時～正午は大腸がん・喀痰検体のみ回収）

日にち 場　所 日にち 場　所
  9月12日（月） 福祉会館 10月12日（水）

福祉健康センター  9月22日（木） 総合会館 10月28日（金）
  9月30日（金） 11月  4日（金）
10月  6日（木） 福祉会館 11月15日（火）

※11月25日（金）午前9時から正午まで、福祉健康センターで大腸がん検体・喀痰検体回収のみ行います。

日本脳炎予防接種の特例

　日本脳炎の予防接種は、平成17年度から21年度までの間、積極的な勧奨を差し控えていました。この
期間に接種を受けていない方は、特例として接種を受けることができますので、母子健康手帳で接種歴
を確認し、なるべく早い時期に接種を受けてください。

【対 象 者】
①平成14年4月2日～平成19年4月1日生まれで不足分のある方の第1期、第2期（ただし、20歳未満の方に限る） 
②平成19年4月2日～平成21年10月1日生まれで不足分のある方の第1期、第2期（ただし、9歳以上13歳未

満の方に限る）
※接種間隔はかかりつけ医または健康介護課にご相談ください。

【実施医療機関】　町ホームページをご覧ください。
【持 ち 物】予診票、母子健康手帳
※予診票をお持ちでない場合は、母子健康手帳を持って健康介護課（福祉健康センター）にお越しください。

育児ほほえみ相談

　町が委託した施設の助産師に、育児・授乳などの不安や悩みをご相談ください。
【対 象 者】　１歳未満の乳児をもつ保護者　　　【内　　容】　育児相談・授乳相談
【利用期限】　１歳のお誕生日の前日まで（１回）
【持 ち 物】　利用券（出生届・転入届の手続き時に交付）、母子健康手帳
【利用できる施設】
24時間365日電話で予約ができます。相談したいと思った時に電話で予約し、各施設にお出かけください。

施設名 住所 電話番号 相談費用

松波総合病院　産後ケア「あいいく」 田代185-1 322-2558 無料
※育児ほほえみ相談以外に係

る費用は、自己負担金が発
生する場合があります。ママ・ベビーサポートおくむら 清住町41-3 090-9178-9998

　

各種健（検）診

お知らせ

▲がん検診申込
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8月のカレンダー

内容 日（曜日） 受付時間 場所

法律相談・
悩みごと相談

3日（水） 13:00～15:00
（20分/人） 福祉会館

17日（水）
※相談を希望される方は、事前に電話で
　お申込みください。☎388-1111

消費生活相談
1日（月）

9:00～15:00 役場
環境経済課15日（月）

人権よろず
相談

12日（金） 13:30～15:30 福祉会館
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）

心配ごと相談 在宅相談　担当地域民生委員

行政相談
12日（金） 13:30～15:30 福祉会館

行政相談員
岩田 修（宮川町）　杉山 佐都美（二見町）

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）   ☎388-0068
田島 佳代子（無動寺）☎388-2235

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）  ☎388-3705

こころの巡回
相談·障がい者
就労相談

18日（木） 13:00～14:30 福祉健康
センター

※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、8月12日（金）までに
　お電話でお申込みください。☎388-7171

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）

※相談を希望される方は、事前に電話で
　お申込みください。☎388-7133

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）

納税納付
8月31日（水）
まで

期限内納付に
ご協力ください。
納付は便利な
口座振替で。

町県民税……………………… 2期分
国民健康保険税……………… 2期分
後期高齢者医療保険料……… 2期分
介護保険料…………………… 3期分
保育料（0～2歳児）… ………… 8月分
放課後児童クラブ利用料…… 8月分
学校給食費…………………… 4期分

（7・8月分）

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。

■役場… 司町1番地… ☎388-1111（代）
■福祉会館… 東陽町44番地の1… ☎387-1121
■こども館「かさくら」… 桜町93番地… ☎388-0811
■福祉健康センター… 長池408番地の1…☎388-7171
■子育て世代包括支援センター… 長池408番地の1　☎388-7171　　
■地域包括支援センター… 長池408番地の1　☎388-7133

町施設のご案内
■笠松中央公民館　　　…常盤町6番地　☎388-3231
■松枝公民館…松枝支所　長池292番地　☎387-0156
■総合会館…下羽栗支所　中野229番地　☎387-8432
■下羽栗会館　　　　　…中野318番地　☎総合会館へ

図書室サービスを順次再開しています。
ご利用いただける主なサービス
◎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）
　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コード町ホームページをご確認
ください。
■夏期休業期間の開室時間
　7月21日（木）～8月24日（水）午前9時～午後5時
■今月のお休み

笠松中央公民館 松枝公民館 総合会館
26 日（金）

■今月のおはなしかいはありません

各種相談窓口 図書室からのお知らせ

チャンネルCCN　8月の番組案内
笠松町の身近な話題をお伝えするCCN
のニュース番組
天気・交通情報も加わり朝生放送！

【朝生放送】
 平日 朝7：15～8：15

【ニュースの再放送】
 12：00～12：15
 20：00～20：15 ほか
※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。

地デジ
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株式会社 齋藤商店

外まわり工事：車庫・庭・コンクリート他多数
家まわり工事：玄関・サッシ・網戸他多数

TEL:058-388-0171
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02 かさまつ応援割引クーポン配布中！
　　  Town Topics  まちの話題
06　 Information Box　町からのお知らせ
08 スマートフォン教室開催します

宵まつり
@産霊神社
宵まつり
@産霊神社

　6月25日、産霊神社（西宮町）で「笠松宵まつり」が
開催されました。神社でJazzバンドの生演奏やDJの
音楽が流れ、キッチンカーが並ぶのは笠松ではじめ
ての試み。花手水や1日限定販売の御朱印も大人気。
　訪れた方は思い思いに夏の一夜を楽しみました。

表紙　COVER STORY目次　CONTENTS

令和3年10月生まれの赤ちゃん
8月24日（水）
QRコードからご応募ください。

今年のリバーサイドカーニバルが
10月23日（日）に開催決定！
＊楽しいイベント内容を考案中
＊コロナ対策を施して開催します

お知らせ

応募対象
応募期限
応募方法

「こんにちは」コーナーの
赤ちゃんを募集します 
「こんにちは」コーナーの
赤ちゃんを募集します 

今月の笠松っ子です。
すくすく大きくな～れ！
今月の笠松っ子です。
すくすく大きくな～れ！Hello!Hello! こんにちはこんにちは

問企画課　☎388-1113

いつもみんなを笑顔にし
てくれてありがとう♥
元気いっぱいな隆くんが
大好き！すくすく大きく
なってね♪塚本 隆太くん

令和3年8月3日生
塚本圭祐・千紘さんの子

つか　もと　 りゅう　た
（中新町）

笑いかけるとニッコニコ、
音楽がかかると左右にス
ウィング、可愛くって目
が離せません♥ 
お兄ちゃんと仲良く元気
に過ごしてね！城田　 朔くん

令和3年8月11日生
城田翼・詩織さんの子

しろ　 た　　　　　さく
（東陽町）

8　6月30日、笠松中央公民館で笠松菓子組合がみそぎ餅の
実演販売を行いました。味噌の香ばしい香りが漂う玄関横
の特設会場には、炎天下にも関わらず朝からながーい行列
ができ、大勢の方が袋いっぱいのみそぎ餅を購入。
　コロナによる中止が2年続き、待望の販売再開となったこ
の日は、プロバスケチーム「岐阜スゥープス」から古賀選手と
荒川選手が応援に駆け付け、会場に花を添えてくれました。

みそぎ餅
　昭和40年代半ば頃から毎年6月30日限定で販売。元気
に夏を越せるようにと、禊の意味を込めて売り出したのが始
まりと言われています。

みそぎ餅
実演販売
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