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国体選手と関係者の駐車場から会場である輪之内アポロンスタジアムまでの
距離を短くし、またおもてなしの気持ちを表そうと、中江川に作った仮設歩
道橋「たんぽぽ橋」と両岸の「タンポポ歓迎アーチ」の完成式が６月30日（土）、
国体リハーサル大会の初日に行われました。
テープカットとくす玉割りの後、橋の両側に飾られた町内園児の絵を眺めな
がら、ミナモと一緒に渡り初めを行いました。

おもてなしの心伝える
たんぽぽ橋

リハーサル大会で渡り初め
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　6月30日（土）、7月1日（日）、輪之内アポロンスタジアムで「天皇賜杯　第67
回全日本軟式野球岐阜県大会」が行われ、輪之内町のほか大垣市・養老町・垂井町・
本巣市・各務原市の計6会場で熱戦が繰り広げられました。
　この大会は、社会人野球の3つの大きな大会であると同時に、今年は、9月30
日（日）、10月1日（月）に行われるぎふ清流国体のリハーサル大会としても位置付
けられていたため、輪之内アポロンスタジアムの競技役員や競技補助員、町と登
録ボランティアの方々が協力し、本番さながらの運営をしました。
　1日目は晴れて蒸し暑く、2日目は激しい雨が降りました。晴雨それぞれの場合
の備えや課題が分かり、秋の本番に向けて実りあるリハーサル大会となりました。

　リハーサル大会の各試合の観戦者は約
100名。
　秋の国体には、ぜひとも観戦にお越しくだ
さい。輪之内アポロンスタジアムを埋め尽く
すほどの人数と声援で、全国から町にいらっ
しゃる選手の方々をおもてなししましょう！

本大会にはぜひ
「声援」でおもてなしを！

天 皇 賜 杯
第67回 全日本軟式野球岐阜県大会

国体軟式野球競技会
リハーサル大会

清掃ボランティア

消防・警備ボランティア

駐車場ボランティア

おもてなしボランティア

海津明誠高校・大垣東高校野球部

グラウンド
整備をする

競技役員

2日目は雨

頼もしい助っ人
神戸中学校野球部有志

土砂降りの中で
ボールを拾い、

洗い乾かす地道な
作業を引き受けて

くれました。

黄色い帽子で活躍  登録ボランティアの皆さん

本大会でも
よろしくお願いします

ありがとうございました競技補助員
ボールボーイなどで
お世話になりました

 感謝！

　輪之内アポロンスタジアムにおいて、下記の日程でぎふ清流国体
軟式野球競技会（成年男子）が開催されます。

　応援、観戦で大会を盛り上げましょう。

9月30日（日） 10月1日（月）

第1試合　8時30分～　  1回戦 第1試合　8時30分～　  2回戦

第2試合　10時50分～　1回戦 第2試合　10時50分～　2回戦　

第3試合　13時10分～　1回戦 第3試合　13時40分～　準々決勝

お知らせ 第67回国民体育大会
～ぎふ清流国体～ 軟式野球競技会

わのうちふれあいフェスタ2012

同 時 開 催
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　輪之内町消防団第2分団が、8月5日（日）に羽島市で行われる岐阜県消防操
法大会に出場することとなりました。昭和39年以来48年振りの快挙です。
　出場までの経緯は、6月24日（日）、輪之内中学校グラウンドにて安八郡
消防協会（森島徹也協会長）主催で行われた
安八郡消防操法大会。種目は小型ポンプ操
法の部とポンプ車操法の部の2種類で、輪
之内町と神戸町の消防団が日頃の訓練技術
を競いました。その大会で、今年の県大会
出場対象種目となる小型ポンプ操法の部に
て、全国レベルの技術を誇る神戸町消防団
を破り第2分団が頂点に立ちました。
　7月2日（月）に文化会館リトルホールで行わ
れた出陣式において、森島徹也団長は選手をた
たえ、県大会出場への意気込みを語りました。
　また7月19日（木）には練習場の中学校グラウ
ンドに町長が駆けつけ、激励をしました。
　第2分団の精鋭たちは、来る県大会でベスト
を尽くそうと、タイム短縮や動作の正確さなど
を重点に練習を重ねています。

　町女性防火クラブ（松井京子委員長）による「初期消火訓練」が町役場駐車場にて行われました。この訓練は、
初期消火訓練及び消火栓操作技術習得のために実施され、大垣消防組合中消防署南分署の職員の指導のもと、
3グループに分かれ、それぞれ「天ぷら油火
災の初期消火」「消火器操作」「消火栓操作」
の訓練を行いました。
　また、5月には「非常食訓練」が本戸区輪中
堤で行われ、ジュース等の空き缶2つを使っ
てコンロとお釜を作り、お米を炊く訓練を実
施しました。今回は、地元の本戸区住民の方
にも参加していただき、簡単においしくご飯
が炊けたことに驚きの声があがっていました。

災害に備え  女性防火クラブ訓練を実施

非常食訓練

ポンプ車操法の部　3位　第1分団吉城郡古川町（現飛騨市古川町）古川小学校にて

初期消火訓練

小型ポンプ操法の部　優勝　第2分団

安八郡消防操法大会結果
【小型ポンプ操法の部】
優　勝　輪之内町消防団　第2分団
準優勝　神 戸 町 消 防 団　第3分団
 3　位　神 戸 町 消 防 団　第1分団

【ポンプ車操法の部】
優　勝　神 戸 町 消 防 団　第3分団
準優勝　神 戸 町 消 防 団　第2分団
 3　位　輪之内町消防団　第1分団

郡大会 小型ポンプ操法の部優勝で県大会へ
第2分団の精鋭たちが日々鍛錬を積む

48年振りの県大会出場輪之内町消防団

と　　き  8月5日（日）
と こ ろ  羽島市運動公園（羽島市正木町）
出場時間  9：53～（出場順位2番）

第61回  岐阜県消防操法大会

昭和39年の
県大会出場のようす
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　平成15年から今年6月までの9年3ヶ月にわたり、
人権擁護委員を務めた下大榑新田在住の近藤敦子さん
に、法務大臣感謝状が贈られました。
　7月3日（火）には役場庁舎にて伝達式が行われ、岐
阜地方法務局大垣支局の井上雅樹支局長が「長い間あ
りがとうございました」と感謝状を手渡しました。

人権擁護委員として尽力9年あまり
近藤敦子さん（下大榑新田）に法務大臣感謝状

　7月3日（火）に役場庁舎にて人権擁護委員委嘱状交
付式が行われ、新任に山田實順さん（四郷）、小川美代
子さん（大藪）、再任に高木清江さん（大藪）が、向こう
3年間の人権擁護委員を委嘱されました。

人権擁護委員が委嘱される
新任 山田さん 小川さん 再任 高木さん

　7月3日（火）、福束保育園において、福束小学校の
6年生約30人を交えた七夕にちなむ交流会が初めて
行われました。
　交流会は児童の企画で進行。手作りの衣装を身に着
けて七夕のいわれを寸劇にし園児に伝えたり、一緒に
ゲームをするなどして楽しみました。最後に年長児が
作ったおやつを食べて交流を深めていました。

福束の保育園と小学6年生
七夕会で交流

　7月3日（火）、町老人クラブ連合会女性部（森絹子会
長）が庁舎や保育園、あすわ苑など16施設を訪れ、計
1,725枚のぞうきんを寄贈されました。
　女性部は平成11年に発足し、13年から毎年ずっと
寄贈を続けられています。

平成13年より贈る
老人クラブ女性部手作りぞうきん寄贈

　7月2日（月）、第62回「社会を明るくする運動」にあ
たって、大垣保護区保護司会の方々が庁舎を訪れ、法
務大臣と県知事メッセージを伝達されました。

犯罪・非行のない社会を
法務大臣・県知事メッセージ伝達

近藤敦子さん（左）

（左から）高木清江さん、山田實順さん、小川美代子さん
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※住民基本台帳人口
　平成22年度末 … 9,757人    平成23年度末 … 9,678人

◦自主財源
町税・使用料など、町が自ら収納・徴収できる財源です。安定
した行財政運営のためには、歳入総額に対する割合が大きいほ
ど望ましいものです。

◦依存財源
自主財源に対して、国庫・県支出金や地方交付税などのように
一定の基準により交付されたり、割り当てられたりする収入です。  

◦町債
大規模な施設の建設や土木工事などを行うための資金を調達す
る手段として、国や銀行などから借りたお金です。

 用語の解説

町税
（町民税、固定資産税など）

139,698万円
（34.7％）

民生費
（障がい者･高齢者福祉､保育園など）

105,265万円
（27.8％）

総務費
（施設管理、基金造成、
光ケーブル網の整備など）
81,390万円
（21.5％）

土木費
（道路･水路･排水機の整備など）

72,121万円
（19.0％） 

教育費（学校･文化・体育施設の整備など）
34,336万円 （9.1％）
衛生費（保健･清掃･公害の対策など）
24,947万円（6.6％）
公債費（借入金の返済）
23,924 万円（6.3％）

農林水産業費 など
（農業・畜産・園芸の振興など）

36,679万円
（9.7％）

繰越金
（前年度の剰余金など）

44,609万円
（11.1％）

分担金及び負担金
（保育料など）
9,913万円
（2.5％）

諸収入（受託事業収入など）
9,710万円（2.4％）
使用料及び手数料など
（戸籍･清掃手数料など）
4,024万円（1.0％）

地方交付税 
100,822万円
（25.0％）

国庫支出金 
26,529万円（6.6％）

町債　24,810万円（6.2％）
県支出金　21,551万円（5.4％）
地方消費税交付金など　20,940万円（5.1％）

自主財源
51.7 ％

歳入
402,606万円

歳出
378,662万円

依存財源
48.3 ％

決算額

差引額
23,944万円

町民税
55,284円
（53,504万円）

固定資産税
82,067円
（79,424万円）

軽自動車税
2,295円
（2,221万円）

たばこ税
4,700円
（4,549万円）

●町民一人あたりの町税負担額
  ( 　)は各税目ごとの決算額

民生費
108,767円

総務費
84,098円

土木費
74,521円

教育費
35,478円

衛生費
25,777円

公債費
24,720円

農林水産業費 など
37,900円

●町民一人あたりの行政経費 

入歳 出歳
町民1人あたりの
行政経費
◦平成22年度
　…362,762円
◦平成23年度
　…391,261円

財政事情の公表
輪之内町では、毎年8月と2月の2回、『町の財政事情』を公表しています。

今回は、平成23年度の決算見込みのほか、財産や町債の状況などについてお知らせします。

平成23年度
決算のあらまし

　町では、かねてから行財政のスリム化や町税等の滞納整理の強化、加えて外部資金の獲得に努めてきた結果、平成
23年度も全ての会計が黒字決算となる見込みです。特に、平成21年度に大幅な減収となった町税は、平成22～23
年度と2年連続で増収となり、依然として続く厳しい経済情勢の中、製造業等の業績回復に明るい兆しが見えました。
  なお、この貴重な財源は、事務事業の選択と集中により有効に配分し、財政の健全性を維持しながら積極的に事業
を推進しました。

平成23年度会計別決算見込み 町　債　の　状　況

町　の　財　産

一　般　会　計

(単位：千円)
会　計　名 歳入決算額 歳出決算額 差引額

一般会計 4,026,056 3,786,619 239,437
特別会計 1,620,785 1,506,279 114,506

国民健康保険事業 906,086 802,966 103,120
後期高齢者医療 59,615 59,009 606
児童デイサービス事業 13,464 13,066 398
特定環境保全公共下水道事業 641,620 631,238 10,382

公営企業会計 109,403 100,633 8,770
水道事業（収益的収支） 109,403 100,633 8,770

総    合    計 5,756,244 5,393,531 362,713

○特別会計
特定の事業を行う場合に、特定の歳入を特定の歳出に充て、一般会計
の歳入歳出と区分して経理する会計です。

○公営企業会計
　企業会計原則に基づき、原則として独立採算方式で行われる会計です。

　骨格予算としてスタートした平成23年度予算は33億5千5百万円でしたが、6月に肉付予算を編成したほか、積極的に国や
県の補助金を獲得し有効に活用しながら事業を推進したこともあり、最終予算額は38億7,480万3千円となりました。
　執行状況は、収入率103.9%、支出率97.7%です。

区    　　分 現在高（元金のみ）（万円） 構成比（％）

一般会計

総務債 193,683 28.7
教育債 36,856 5.5
民生債 16,310 2.4
土木債 ほか 21,903 3.3

特別会計 下水道事業債 357,599 53.0
公営企業 水道事業債 47,569 7.1

合　　　計 673,920 100.00

区    　　分 数　量 金　額

公有財産

土地(道水路敷を除く) 234,386.63㎡ ―
建物 44,110.15㎡ ―
有価証券 ― 237万円
出資金 ― 1,958万円

物品(公用車、消防車など) 36台 ―
債権(選奨生貸付金など) ― 3,285万円

基金
(預金)

一般会計 ― 193,059万円
国民健康保険事業 ― 6,895万円
下水道事業 ― 30,499万円

合　　　計 230,453万円

町民1人あたりの
基金残高
◦平成22年度
　…207,169円
◦平成23年度
　…238,120円

町民1人あたりの
借入金残高
◦平成22年度
　…688,640円
◦平成23年度
　…696,342円

町民1人あたりの
町税負担額
◦平成22年度
　…140,339円
◦平成23年度
　…144,346円

町民1人あたりの
借入金返済額
◦平成22年度
　  …16,212円
◦平成23年度
  　…24,720円
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輪之内光サービスからのお知らせ

特別児童扶養手当について

　特別児童扶養手当は、知的・精神または身体
に障がいがあるか、または内部疾患のある20歳
未満の児童を養育されている父もしくは母また
はその他の養育者に対して支給される手当です。
　障がい程度、所得等、手当を受けることの条
件があります。 
お問い合わせ先
　役場福祉課　金森　69–3111（内線156）

　父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない
子どもが育成される家庭（ひとり親家庭）の生活の安定と自
立を助け、子どもの心身の健やかな成長のために支給され
る手当です。手当を受けることができるのは、ひとり親家
庭や、父又は母に一定程度の障がいがある家庭の児童を養
育している方です。
　所得など受給には条件がありますので詳細は輪之内町
HPをご覧いただくか、 役場福祉課までおたずねください。 

児童扶養手当について

問  アミックスコム輪之内局　TEL 0120-105-602／TEL 0584-78-0302（平日・土曜 10：00～18：00）
　 時間外故障連絡窓口＊　　TEL 0584-75-1978（日祝祭日、平日時間外）
　 ＊留守番電話ですので、お名前、ご連絡先、メッセージなどを残してください。
　　 故障以外のご連絡は、アミックスコム輪之内局までお願いします。

■2012年10月以降の放送受信料額
受信料表（消費税含む） 2ヶ月払額 6ヶ月払額 12ヶ月払額

口座振替・クレジットカード継続払 4,340円 12,370円 24,090円

継　続　振　込 4,440円 12,660円 24,650円

ケーブルテレビの団体一括支払い 4,040円（▲140円） 11,460円（▲430円）22,250円（▲850円）
▲印の金額は、以前の団体一括支払い時との差額です。

【輪之内局専用　フリーダイヤル開設】
　アミックスコム輪之内局では、お客様の利便性向上のため、2012年7月20日（金）よりサポート電話受付窓口
にフリーダイヤル（通話料無料）を導入いたしました。
　サービスに関するご質問、お問い合わせを受け付けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

【NHK放送受信料値下げ】
　2012年10月以降、NHK放送受信料額が下記の通り変更となります。衛星放送（BS/CS）をご視聴されている
お客様は、団体一括支払い（ケーブルテレビ局経由でNHKに受信料を支払する制度）がお得です。この機会に、団
体一括支払いへの切り替えをお勧めいたします。
　団体一括支払いへの切り替え、支払サイクルの変更は、窓口での手続が必要です。大変お手数ですが、輪之内町
役場または、代理店（未来技研）までお越しください。

0120-105-602
◆ 受付時間　10：00～18：00　平日・土曜（日曜・祝祭日はお休みです） ◆
◆ 輪之内町外・携帯・PHSからは0584-78-0302におかけください ◆

■これまでの放送受信料額
受信料表（消費税含む） 2ヶ月払額 6ヶ月払額 12ヶ月払額

通常のお支払 4,580円 13,090円 25,520円

ケーブルテレビの団体一括支払い 4,180円 11,890円 23,100円

 ご 存 じ で す か ？

現況届の提出を忘れずに
　現在、児童扶養手当及び特別児童扶養手当を受けている方は、8月中に現況届の提出が必要です。現況届を提出
しない場合、受給権が消滅することがありますのでご注意ください。現在受給されている方には連絡いたします。   
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消
　
　
防

　夏になると、熱中症になる人が増えてきます。熱中症を知ってしっかり予防し、楽しい夏を過ごしましょう。
　熱中症とは、室温や気温が高い中での作業や運動により、体内の水分や塩分（ナトリウム）などのバランスが崩れ、体温の
調節機能が働かなくなり、体温上昇、めまい、体がだるい、ひどいときにはけいれんや意識の異常など、様々な症状をおこ
す病気です。

家の中でじっとしていても室温や湿度が高いために、熱中症になる場合がありますので、注意が必要です。

こんな時はためらわずに救急車を呼びましょう
◦自分で水が飲めなかったり、脱力感や倦怠感が強く、動けない

場合はためらわずに救急車を呼んでください
◦意識がない（おかしい）、全身のけいれんがあるなどの症状を発

見された方は、ためらわずに救急車を呼んでください

熱中症のポイント
◦部屋の温度をこまめにチェック！
　（普段過ごす部屋には温度計を置くことがおすすめ）
◦室温28℃を超えないように、エアコンや扇風機を上手に使い

ましょう！
◦のどが渇いたと感じたら必ず水分補給を！
◦のどが渇かなくてもこまめに水分補給を！
◦外出の際は体をしめつけない涼しい服装で、日よけ対策も！
◦無理をせず、適度に休憩を！
◦日ごろから栄養バランスの良い食事と体力作りを！

交
通
安
全

　7月11日（水）～20日（金）の10日間、大安地区交通安全協会輪之内支部（片野國太郎
支部長）が中心となり、夏の交通安全県民運動を展開しました。

スローガン　「ゆずりあう心で夏の交通事故防止」

◦交通事故を防止するために◦

◦熱中症を予防して元気な夏を！◦

★大垣警察署管内 増減

人身事故件数 470件（537件） −67

死 者 数 2人（2人） 0

負傷者数 559人（699人） −140

問 輪之内交番　TEL 69-2002

交通事故発生状況
平成24年7月2日現在（昨年同日）

★輪之内町 増減

人身事故件数 19件（22件） −3

死 者 数 1人（0人） ＋1

負傷者数 22人（28人） −6

平成24年度
夏の交通安全県民運動実施

熱中症の分類と対処方法

熱中症の応急手当

　持病をお持ちの方やお子さんは、かかりつけの
医師とあらかじめ相談し、熱中症対策についてア
ドバイスをもらっておきましょう。

✚涼しい場所へ移動し、衣服を緩め、安静に寝かせる
✚エアコンをつける、扇風機・うちわなどで風をあて、
　体を冷やす

重症度 症　　状 対　　処 医療機関への受診

めまい・立ちくらみ
こむら返り・大量の汗

頭痛・吐き気
体がだるい

体に力が入らない
集中力や判断力の低下

意識障害（呼びかけに対
し反応がおかしい・会話
がおかしいなど）・けい
れん・運動障害（普段通
りに歩けないなど）

涼しい場所へ移動
水分補給

涼しい場所へ移動
体を冷やす・安静

十分な水分と塩分の補給

涼しい場所へ移動・
安静・体が熱ければ
保冷剤などで冷やす

症状が改善すれば
受診の必要なし

口から飲めない場合や
症状の改善が見られない

場合は受診が必要

ためらうことなく
救急車（119）を要請

人波作戦
（仁木小北）
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　住民の安心・安全のため、小中学校グラウンドに
おいて土壌中放射性物質調査を行いましたので報告
します。
　平常時の放射性物質の量を測定するため、全国の
原発が停止した期間に実施しました。

学校名 採取
日時 測定日

測定核種

放射性
ヨウ素

（I-131）

放射性
セシウム

（Cs-134）

放射性
セシウム

（Cs-137）

仁木小学校 6月26日 6月26日

検出せず
福束小学校 6月26日 6月26日

大藪小学校 6月26日 6月27日

輪之内中学校 6月26日 6月27日

※測定方法：ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線ス
ペクトロメトリ―による核種分析法

※「検出せず」とは検出限界値
　（1Bq/kg）を超えないこと
　を意味します。
※参考：ミネラルウォーター類の
　　　　放射性セシウムの
　　　　規格基準…10Bq/kg

　輪之内町商工会では、夏の恒例行事としておなじみ
となりました「納涼ふるさとまつり」を今年も8月4日

（土）午後6時50分から輪之内町庁舎前駐車場にて開
催します。
　今年も、本場の「郡上おどりおはやしクラブ」による、

「かわさき」や「春駒」などのおどりを行います。また昨
年に引き続き稲沢市の郡上おどり連「愛翔（あいしょ
う）」を招へいします。
　また、すてきな商品が当たる抽選会、かき氷、そう
めんの無料サービス、みたらし等のバザーなどを用意
していますので、ご家族皆さまお誘い合わせの上、夏
の楽しいひとときをお過ごしください。

１）開催日時　8月4日（土）　18:50～21:30
２）開催場所　輪之内町庁舎前駐車場
　　　　　　  （雨天の場合は、輪之内中学校体育館）
３）内　　容　第1部　ギフとフラッグ紹介
　　　　　　  ミナモダンス、郡上おどり講習会
　　　　　　  第2部　式典
　　　　　　  本場の郡上おどりを楽しもう。
　　　　　　  稲沢郡上おどり連「愛翔」の流し踊り
　　　　　　  ※お楽しみ抽選会、バザー等も実施

テーマは「清流つなぐ郡上おどり」

納涼ふるさとまつり

　最近、全国の消費生活センターに「違法なアダルトDVDや児童ポルノ等の購入者を告発する。告発を取り下
げてほしい者は期日までに必ず連絡するようにという内容の文書が届き不安だ。どうしたらよいか」といった内
容の相談が急増しています。
　そこで、迅速に消費者への注意喚起を図るため、「アダルトDVDや児童ポルノ等の購入者を告発する」といっ
た内容の不審な文書が届いた場合には、慌てて相手に連絡せずに、消費生活センター等に相談するよう情報提
供します。

〔相談の特徴〕
◦同じような内容の文書に関する相談が、短期間に全国各地で多数寄せられています。文書の内容は、「違法わ

いせつDVD等を購入したことに対し告発することとした。告発を取り下げたい者は、期日までに必ず連絡す
ること」というものです。

◦文書の送付先は男性のケースがほとんどであり、相談者は送付先となっている男性本人やその配偶者等です。
また、相談者の年齢は40歳代から60歳代が多いです。

◦これまでのところ、相手に連絡を取る前の相談で、手紙を受け取って不審に感じたり、不安に思って相談を
してくるケースがほとんどで、相談者は「身に覚えがない」と申し出ていることが多いですが、中には相手に
連絡をとってしまい、「怖くなったので、相手に電話してしまった。約40万円の請求を受けた。」などと、金
銭の支払いを要求されたケースもあります。

〔消費者へのアドバイス〕
１．「告発を取り下げたい者は期日までに連絡するように」などの内容で不安をあおられても、決して相手に連絡を

しないようにしましょう。
２．不安に思ったり、対処に困った場合には、県民生活相談センターや役場住民課に相談しましょう。
３．相手に連絡を取ってしまい、万が一、金銭等の請求をされた場合でも、絶対に支払ったりせず、消費者相談窓

口や周囲の人に必ず相談しましょう。

岐阜県県民生活相談センター　TEL 058-277-1003　　役場 住民課：TEL 69-3111，050-5808-9600

放射性物質
測定結果について

◦「アダルトDVDや児童ポルノ等の購入者を告発する」
という手紙にご注意◦
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趣
味
の
家

書
道
愛
好
家（
敬
称
略
）

田中百合小林冨美子

棚橋邦子西松清子

棚橋靖夫片野雅夫 森島冨美枝

児玉禧子神戸孝司

※受験資格の年齢は各種目とも平成25年4月1日現在です。
※第2次試験は、第1次試験合格者のみです。
問  自衛隊岐阜地方協力本部　大垣地域事務所
　  大垣市林町5-18 光和ビル2階　TEL 73-1150

自　衛　官　募　集　案　内

◦子どもからは目を離さないで
ください！

　保護者の方が目を離した隙に
事故に遭うケースが多いので
注意してください。

◦子供も大人もライフジャケッ
トの常時着用を！

◦防水パック等に入れた携帯電
話を常時携帯！

◦海のもしもは118番！！
問い合わせ先
　名古屋海上保安部
　052-661-1615

「海で安全に楽しく
遊ぶために」

海で事故に遭わないように！

募集種目 受験資格 受　付　期　間 試　験　期　日 合格発表

防衛
大学校

高卒
（見込含）
21歳未満

推　　薦
9月3日～
9月5日

9月29日・30日 11月8日

総合選抜 1次  9月29日
2次  10月20～21日

10月12日
(1次)

一般（前期） 9月3日～
10月1日

1次  11月10・11日
2次  12月11～15日の内1日

11月30日
(1次)

一般（後期）
平成25年
1月23日～
2月1日

1次  平成25年3月2日
2次  平成25年3月15日

平成25年
3月8日
(1次)

防衛医科
大学校 高卒（見込含）21歳未満

9月3日～
10月1日

1次  10月27・28日
2次  12月5～7日の内1日

11月27日
(1次)

看護学生 高卒(見込含)
24歳未満の者

1次  10月20日
2次  11月17・18日の内1日

11月2日
(1次)

放送大学10月入学生募集
　放送大学はテレビなどの放送により授業を行う通信制の大学で
す。働きながら学んで大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、
様々な目的で、幅広い世代の方が学んでいます。
　ただいま10月入学生を募集しています。詳しい資料を無料で送
付いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
◦出願期限　8月31日（金）
資料請求（無料）・お問い合わせ先
〒500-8384　岐阜市薮田南5-14-53　ふれあい福寿会館
　　　　　　　　放送大学岐阜学習センター
TEL  058-273-9614
H P  http://www.ouj.ac.jp　～大学説明会も開催しています～

食品安全セミナー参加者募集
日　　時：9月7日（金）　8：40～17：00
内　　容：ひるがの高原大根・いちご生産地（郡上市）及び名宝ハム製

造工場（郡上市）の見学、食の安全に関する講義
募集人数：県内在住者40名（先着順）
参 加 料：無料（昼食代は各自負担）
募集期間：8月1日（水）～8月20日（月）
申込方法：はがきかFAXに「食品安全セミナー参加希望」と明記し、氏

名・住所・TELを記入して申込。電話でも受付
申込先　岐阜県生活衛生課　食品安全推進室
〒500-8570  岐阜市薮田南2-1-1
TEL 058-272-8284　FAX 058-278-2627
※西濃総合庁舎に集合後、貸切バスで移動します。

　日　　時：8月28日（火）　13：30～16：15
　基調講演：岐阜大学名誉教授　竹内伝史氏　「地域公共交通計画とまちづくり」
　場　　所：じゅうろくプラザ５階大会議室    岐阜市橋本町1-10-11
　　　　　　TEL 058-262-0150

　最低賃金の引き上げにより大きな影響を受ける中小企業事業主のみなさ
まのため、労働面と経営面の相談について、ワンストップで対応する窓口
を開設しています。
　厚生労働省岐阜労働局の委託事業で、相談等全て無料で行っています。
専門家を派遣する出張相談も行っていますので、ぜひご利用ください。
場所：岐阜市藪田南2-11-11　岐阜県社会保険労務士会内
TEL：058-272-3028　受付時間：平日9：00～17：00

「岐阜県中小企業経営労務相談センタ－」
のご利用について

　8月は電気使用安全月間です。感電災害は夏場に集中して発生
します。夏は汗をかきやすく、皮膚の露出部分が多くなり、また
疲労から注意力が散漫になりがちです。この点から毎年8月を「電
気使用安全月間」とし、経済産業省の主唱のもとに全国一斉に行
われています。
　感電災害を防止するため、電気は安全に正しく使いましょう。
　電気のご相談は　中部電気保安協会　TEL 0584–88–0188

電気は正しく安全に使いましょう

入場無料 まちづくり市民フォーラム
公益社団法人 岐阜県不動産鑑定士協会

ぎふ清流国体・ぎふ清流大会記念（第4回市民公開講座）



  「わのうち未来塾」は、輪之内町の子どたちが、
仲間とふれ合ったり、豊かな体験学習を通して、
将来「思いやりがあり、やる気や生きがいをもっ
た大人」になることを期待し、開設しています。
  今年度第 1 回「わのうち未来塾」が 6 月24日に
あり、町図書館で町内小学校の 4 〜 6 年生28名
が、大垣市サイエンスプラザ勤務の早野巌先生から「バタバタ蝶を作っ
て、磁石について考えよう！」というテ−マで学びました。参加した
小学生は、羽根の裏側に板磁石を貼り付けた蝶を、板磁石の上に乗
せ、ゆっくり動かすとバタバタと音をたて、羽根を振るわす蝶を製
作しました。完成した蝶に驚き、何度も挑戦する姿がみられました。

　 第 2 回 は 7 月 7 日 に同じ
く早野先生から、「おいしい
電気パンをつくろう」という
テ−マで学びました。パンが焼けるひみつの説明を聞いた後、二人一組
で牛乳パックにケ−キパンの材料を入れ、おいしい電気パンを焼き、
試食しました。どの子も満足した顔でした。

生涯学習講座「わのうち未来塾」始まる

若き武道家・アスリートの活躍

　6月2日（土）3日（日）に「第47回岐阜
県バレーボール中学生選抜大会」が岐阜
市総合体育館 他にて開催されました。
各地区予選を通過した28チームが出場
した本大会で、輪之内中学校女子バレー
ボール部は前回大会同様、快進撃を続
け、3位入賞と好成績を収めました。

県3位入賞を木野隆之町長へ報告する部員ら

大会の結果を報告します。（敬称略）

平成24年度少年・中学剣道錬成大会
平成24年5月26日（土）  結小学校体育館

団体
　少年低学年の部　優　勝　輪扇剣道少年団Ａ
　　　　　　　　　準優勝　輪扇剣道少年団Ｂ
　少年高学年の部　３　位　輪扇剣道少年団
　中学男子の部　　優　勝　輪之内中学校Ａ
　　　　　　　　　３　位　輪之内中学校Ｂ
　中学女子の部　　準優勝　輪之内中学校

輪之内町野球少年団
春季大会
平成24年6月23日（土）
輪之内アポロンスタジアム

優勝　大藪野球少年団

野球剣道

七段の部
　準優勝
　加藤　辰至

（写真 左）

二段の部
　３　位
　山中健太郎

（写真 右）

岐阜県剣道連盟設立60周年記念
第56回岐阜県剣道選手権大会
平成24年6月24日（日）　ヒマラヤ アリーナ

剣道

輪之内中学校剣道部 輪扇剣道少年団

大藪野球少年団

◀おいしい電気パンをつくろう

輪之内中学校女子バレーボール部が県大会3位に!!
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小中学校ニュース

輪之内中学校

●第15回伸樹祭の開催

　6月10日（日）には第15回伸樹祭が行われまし
た。「開花〜自分たちの花を咲かせよう〜」のス
ローガンのもと、学級や学年が一丸となり、生徒
達は毎日毎日積み上げた練習の成果を発揮するこ
とができました。
　各学年や学級のめざす姿が歌う姿となって現わ
れており、それぞれの素晴らしい『じまん』になっ
たことを確信することができました。

●第 3回定期演奏会

　今年で第3回目となった輪之内中学校吹奏楽部
の定期演奏会が約200名の観客の方々をお迎え
し、アーリオンホールにて盛大に行われました。
今年のテーマは『元気』。演奏している生徒はもち
ろん、｢ご来場の皆様にたくさんの元気をあたえ
ることができれば｣ という強く熱いメッセージが
込められたものでした。一つ一つの楽器の奏でる
音色を聴きながら元気をもらい、サプライズ劇や
体全体を使った演奏を楽しみ、音楽のもつ力強さ
を感じることができた演奏会になりました。たく
さんの地域の方々や保護者の方々のご来場に感謝
いたします。

●宿泊研修などでの成果
2年 阿納研修 5月23・24日

　2年生が輪之内中と
して初めての阿納研修
を終えました。昨年ま
で、2年生は琵琶湖研
修で環境学習を主とし
た研修でしたが、今年

度よりキャリア教育の一環として漁村の生活やそ
こで働く人々から学ぶことを中心に海でしか体験
できない活動を行いました。たった2日間でした
が、内容盛りだくさんで意欲的に活動できまし
た。仲間と共に活動することを通して絆を深め、
自分の役割を果たし、責任ある行動を『じまん』に
帰ってきました。

1年 琵琶湖研修 5月30・31日
　昨年までは2年生が
行っていた琵琶湖研修
でしたが、今年度から
は総合的な学習で環境
をテーマに一年間学ぶ
ということで、琵琶湖
研修としました。琵琶湖を美しく守るために活動
している方からのお話や湖底からくみ上げる水の
きれいさ、そこに住む微生物を顕微鏡で観察する
などの活動に全員が意欲を示し、初めての中学校
の宿泊研修を仲間と共に学び合い、高まり合って
充実感を『じまん』に感じながら帰ってきました。

3年 修学旅行 6月21〜23日
　台風の合間をぬっての修学旅行に誰もが3日間

の天候を心配していま
した。しかし、その心
配をはねのけるがごと
く、 初 日 の ス カ イ ツ
リーの展望台からの眺
めもよく、JAL整備工

場を見学し、2日目のディズニーランドも雨があ
がり、全ての活動が予定通り行われました。都内
班別研修も計画通り進み、自分たちで解決の道を
考え最後までやりきることができた最高の思い出
を最高の仲間と共に創り上げた 3 日間でした。い
つまでも心に残ることでしょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・TEL：050-8026-8936
　　　　　　　　　　　　 69-3115

輪中 1 学期の「じまん」   
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施設だより

町立図書館
開館時間　9：00〜17：00
TEL　050−8026−8902

69−4597
FAX　69−4592

　暑い日が続いています。子どもたちは、ビオトープ
やプールで、水遊びを楽しんでいます。健康管理には、
充分気を付けて夏を元気にすごしましょう。

8 月の予定

●8月の休館日
6（月）・13（月）・20（月）・
27（月）・31（金）

●お知らせ
おはなしをたのしむ会
8月12日（日）　午後2時より
児童図書室で行います。

インターネットからの蔵書検索
http://library.tanpopo.ne.jp/

図書、雑誌（ただし最新号を除く）をあわせ
て1人4冊まで2週間借りられます。

子育て支援
センター

仁木保育園　TEL	 050−8026−8976
	 69−3757
福束保育園　TEL	 050−8026−8951
	 69−3723
大藪保育園　TEL	 050−8026−8948
	 69−3029

園　庭　開　放
ようび　月〜金曜日（祝日を除く）
じかん　10：00〜11：30
ところ　各保育園
子どもたちと遊んだり、地域の方との交流を楽しんでください。

育児相談（面接・電話）
ようび　月〜金曜日（祝日を除く）
じかん　9：00〜16：00
ところ　各保育園
困った時、悩みがある時は気軽に声をかけてください。

水遊びについて
8月24日（金）まで行います。

（月曜日を除く）
持ち物　着替え、帽子（親子）、タオル、
　　　　水筒（お茶）等

夏の健康・予防と対策
高温多湿の夏は、体調を崩しやすい季節です。次の事に注意しましょう。

エアコンは27℃～28℃前後に設定をして、直接冷風が当たらないように工夫しましょう。湿度が60％以上で
風通しが悪いところでは、室内でも条件がそろえば熱中症が起こる場合もあるので気を付けましょう。① 室温・湿度
脱水症状を防ぐためこまめに水分補給をしましょう。通常の水分補給は水やお茶でかまいません。

（糖分の多いものはひかえましょう）② 水 分 補 給
吸収性・通気性の良い衣類を選び体に熱がこもらないようにしましょう。

（外出時は、帽子をかぶると良いですね）③ 服　　 装

☆さんしろう絵本ライブ☆
　絵本と童話の店 大きな木 店主 杉山三四郎さん
による絵本ライブを開催します。
　絵本の読み語り、ギターによる弾き語り、こと
ばあそび　などなど。
と　き　8月26日（日）午後1時30分～（開場は午後1時）
場　所　輪之内町文化会館リトルホール
対　象　幼児、小学生、保護者、興味のある方
定　員　100名（先着順）

図書館にて、整理券を
お配りしています。

第58回青少年読書感想文全国コンクール課題図書　感想文を書いてみましょう。
タ　イ　ト　ル 出 版 社

小
学
校
低
学
年

ぼくがきょうりゅうだったとき ポプラ社
またおいで あかね書房
パンケーキをたべるサイなんていない？ BL出版
へいわってどんなこと？ 童心社

小
学
校
中
学
年

ココロ屋 文研出版
チョコレートと青い空 そうえん社
ここがわたしのおうちです さ・え・ら書房
カモのきょうだいクリとゴマ アリス館

小
学
校
高
学
年

心の森 金の星社
走れ！マスワラ PHP研究所
わたしのひかり 評論社
ピアノはともだち　奇跡のピアニスト辻井伸行の秘密 講談社

中
学
校

地をはう風のように 福音館書店
怪物はささやく あすなろ書房
地球の声に耳をすませて　地震の正体を知り、命を守る くもん出版

高
等
学
校

オン・ザ・ライン 小学館
ダーウィンと出会った夏 ほるぷ出版
パスタでたどるイタリア史 岩波書店
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　児童センターは、自主的
な遊びや行事への参加を通
じて、健康的な子どもの育
成をめざしています。利用
料は無料です。

　「食育」という言葉をご存知ですか？当協議会は6月19日に「毎月19日は食育の
日」の普及啓発活動をザ・ビッグ輪之内店の店頭において行いました。
　「健康はバランスのとれた食事から」という内容のリーフレットと手作りのお豆
腐ココア蒸しパンを配布し、食育の日のＰＲをしました。
　今回はお豆腐ココア蒸しパンのレシピを紹介します。良質なたんぱく質たっぷ
りの、ココアの風味豊かな蒸しパンです。お豆腐が入っているのでもちもちとし
た食感も楽しめます。

児童
センター

開館時間　9：00〜17：00
TEL　050−8026−8940

69−5411
FAX　69−5411

｢食育の日普及活動｣

お ら知 せ

休館日は

日曜日
月曜日
祝日　です。

《1人分栄養価》
エネルギー たんぱく質 カルシウム 食物繊維 塩　分
110kcal 3.8g 38mg 0.7g 0.2g

■ お豆腐ココア蒸しパン
■ 材 料　アルミカップ10個分

ホットケーキミックス 200ｇ
絹ごし豆腐 150ｇ
卵 2個
プレーンヨーグルト 40ｇ
砂糖 大さじ2
ピュアココア 大さじ1と1/2

■ 作り方　
①豆腐は水切りしないでボールに入れ、泡立て器でよく混

ぜつぶす。
②①に卵、ヨーグルト、砂糖を入れてさらによく混ぜる。
③ふるったホットケーキミックスとココアを加え、ゴムべ

らで切るようにさっくりと混ぜる。
④アルミカップに流し入れ、蒸気の上がった蒸し器で10

分程蒸す。

　輪之内町の小学校では世界人権デーにあわ
せ“ひびきあいの日”を設け、子ども達の心を
育てる活動をしています。昨年度は“赤ずき
んちゃん”と“三匹のこぶた”をモチーフにし
た創作劇「オオカミ君のなみだ」を公演しまし
た。その劇に子ども達がよせてくれた感想を
順にご紹介します。　　　　　　高木　清江

　おおかみくんのなみだを見て…
　今日、「おおかみ君のなみだ」というお話を
ききました。おおかみくんはほかの動物たち
にこわがられて、みんな仲良くしてくれませ
んでした。でも、ヘビくんやカラスくんも同じ
気持ちで、友だちになれたのでよかったと思
いました。そしたら、ほかの動物たちも友だ
ちになってくれたのでよかったです。わたし
は、だれでも見ためでこわいか、こわくない
か、はんだんしてはいけないということがよ
く分かりました。　大藪小３年　棚橋　果子

食育コーナー 輪之内町食生活改善協議会

☆手作りおやつレシピ☆

小学生対象　　定員15名　10：00〜11：00

《ミュージックベルサークル》
8月

4 日
㊏ ミニコンサートに向けて

いろいろな曲を演奏してみよう
（きよしこの夜・ジングルベル・アメイジンググレスなど）

9月のメニューは、ピザと
コーンスープです。
9月1日（土）に行いますの
で、申し込んでください。

●もちもの
エプロン・三角巾

小学生申込者　定員20名　13：30〜15：30

《げんきクッキング》
8月

11日
㊏

●メニュー
フルーツポンチ
アイスクリーム

小学生対象　14：00〜15：00

《げんきっこ》
8月

18日
㊏ ゲーム遊びを

しよう《すいかわり》 8月

18日
㊏

15：00〜16：00

だれでも
参加できます

劇団 “そらのゆめ”のみなさんによる
舞台劇のおしらせ

じかん　13：30～14：10
場　所　児童センター遊戯室
作品名　「おおきいねずみとちいさいねずみ」

おもちゃ病院
じかん　10：00～15：00
場　所　児童センター集会室
直せるおもちゃ　　ぬいぐるみ　プラレール
　　　　　　　　　ラジコンカー電子玩具など
直せないおもちゃ　ゲーム機　ゲームソフトなど
料　金　無　料

（ただし、部品交換・改造が必要な時は実費をいただきます。）

活動の様子

「食育」
とは？

☆生きる上での基本であって、知育・徳育及び体育の基礎
となるべきもの

☆食に関する知識や食を選択する力を身につけ、健全な食
生活を実践することができる人を育てること

8月

25日
㊏

13
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家庭で食中毒予防！！

保健
センター

TEL　050−8026−8967
69−5155

FAX　69−5156

保健衛生カレンダー
実施日 事　業　名 時　　間 対象者 場　所

8/6 赤ちゃんサークル 10：00～11：30 Ｈ23.12～Ｈ24.2月生 保健センター

7 乳 幼 児 相 談 10：00～11：30 ご自由にどうぞ 〃

9 フレッシュ健診 13：15～13：30 20～39歳の方 〃

22 ちびっこサークル 10：00～11：30 申込者 〃

23 まめっこサークル 10：00～11：30 申込者 〃

30 1歳6ヵ月児健診 13：00～13：15 Ｈ22.12～Ｈ23.1月生 〃

31 10ヵ月児健診 13：00～13：15 Ｈ23.9～10月生 〃

9/3 健 康 相 談 10：00～11：30 ご自由にどうぞ 〃

３ヶ月児健診＋BCG 13：00～13：15 Ｈ24.5月生 〃

7 歯 磨 き 教 室 13：00～13：15 Ｈ22.4～6月と10～12月生 〃

■予防接種についてのお知らせ
予防接種当日、やむを得ず保護者（父・母）の方がご都合が
悪い場合は、あらかじめ保健センターまでお問い合わせく
ださい。

Ｈ24年8月6日～9月7日

　6月13日（水）、6月27日（水）
の2日間にわたり、保健センター
で男性料理教室「生き活きメンズ
クッキング」が開催され、主食・
主菜・副菜・汁物・デザートづ
くりにみんなで楽し
くチャレンジされま
した。

　豊かで活力ある生活を送るために「食」は欠かせないもので
す。参加者からは「おいしく作れた。また家でも挑戦してみま
す」「料理のコツが分かった。また参加したい」という感想が
聞かれました。

生き活き メンズクッキング 開催

調理実習の様子

医療機関名 電話番号 8月13日（月） 8月14日（火） 8月15日（水） 8月16日（木） 8月17日（金）
荒 川 医 院 69−2383 × × × △ ○
輪 之 内 ク リ ニ ッ ク 68−1008 ○ × × × ○
西 脇 医 院 69−5070 ○ × × × ○
大 藪 診 療 所 69−2009 × × × ○ ○
お た り 歯 科 医 院 69−2888 ○ × × × ○
い ち は し 歯 科 医 院 69−3881 ○ × × × ○
野 田 歯 科 医 院 68−1123 ○ × × × ○

７月18日現在の予定になりますので、受診の際は各医療機関に再度ご確認ください。

お盆医療機関診療日 ○ 診療
△ 午前中のみ
× 休診

【食中毒の６つのポイント】
①食品の購入

肉、魚、野菜などの生鮮食品は新鮮なものを購入しましょう。
②家庭での保存

肉、魚、卵などを取り扱う時は、取り扱う前と後に必ず手指を洗
いましょう。せっけんを使い洗った後、流水で十分に洗い流すこ
とが大切です。簡単なことですが、細菌汚染を防ぐ良い方法です。

③下準備
生の肉、魚、卵を取り扱った後には、また、手を洗いましょう。
途中で動物に触ったり、トイレに行ったり、おむつを交換したり、
鼻をかんだりした後の手洗いも大切です。

④調　理
加熱を十分に行うことで、もし、食中毒菌がいたとしても殺すこ
とができます。めやすは、中心部の温度が７５℃で１分間以上加
熱することです。

⑤食　事
食卓に付く前に手を洗いましょう。
調理前の食品や調理後の食品は、室温に長く放置してはいけません。

⑥残った食品
残った食品はきれいな器具、皿を使って保存しましょう。

　これらのポイントをきちんと行い、家庭から食中毒をなくしま
しょう。
　食中毒は簡単な予防方法をきちんと守れば予防できます。
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● 今月の納税
　 町県民税　第2期分
　 国民健康保険税　第3期分　納期限は8月31日（金）です。

● 農業委員会
　 9月開催の農業委員会への申請締切日は8月20日（月）です。

くらしのカレンダー 8月 輪之内町役場
TEL 050-5808-9600
　　（0584）69-3111㈹
FAX （0584）69-3119

分別種類 出し方 仁木地区 福束地区 大藪地区

可燃ごみ 指定ごみ袋
青

8/3（金）・6（月）・10（金）・13（月）・
17（金）・20（月）・24（金）・27（月）・
31（金）・9/3（月）

不燃ごみ 指定ごみ袋
黄 8/9（木） 8/23（木） 8/30（木）

か ん 類 回収かご
（アルミ・スチール）

8/7（火） 8/21（火） 8/28（火）

ビ ン 類 回収かご
（色別）

8/8（水） 8/22（水） 8/29（水）

ペットボトル 回収かご 8/3（金） キャップとラベルをはずし、
洗浄して出してください。

その他プラスチック製

容器包装
指定ごみ袋
赤 8/3（金）

※スプレー缶は、必ず穴を開けて出してください。
　（爆発や火災の原因となりますので必ずお願いします。）

地区集積所
家庭ごみ収集日　8月1日～9月3日	 問	住民課

資源持ち込み分別ステーション
輪之内町エコドーム　☎050-8026-8914　69-5374

瓦れき類
南波最終処分場

開場日　月・水・金・第3日曜日
　　　　9：00～15：00
　　　　事前に住民課へ申し込んでください

開館日　火～日　9：00～17：00（月曜休み）

持ち込み
品　目

紙類、布類、金属（かん類、小型金物）、ペットボトル、ビン類、
プラ資源（食品トレー、発泡スチロール、その他プラ）、
電池、電球、蛍光灯、割り箸、生ごみ、ふとん、カーペット類、
廃食油（天ぷら油）、CD、バッテリー、インクカートリッジ

粗大ごみ有料回収 期間／9月15日（土）・16日（日）・18日（火）～21日（金）
※詳細については、ごみ収集カレンダーをご覧ください。

「多重債務無料相談会」
～返しきれない借金にお困りの方へ～

　複数の借金の支払いに困っている、利息を払い
過ぎているかもしれないという方、悩む前にご相
談下さい。
と　　き：8月18日（土）13：00～16：00
と こ ろ：岐阜県県民生活相談センター

（岐阜市藪田南5−14−53　ふれあい福寿会館内）
相 談 料：無　料
相談対応者：弁護士、司法書士、
　　　　　　県消費生活相談員
相談方法：①面接相談（要予約）
　　　　　②電話相談　058−277−1003
　　　　　　（相談会時間内に受付）
申 込 先：県民生活相談センター
　　　　　TEL 058−277−1003

面接相談は８月17日まで予約受付します。
　　　　　月～金曜　8：30～17：00
　　　　　土曜　　　9：00～17：00
問 役場住民課　TEL 69−3111
　　　　　　　　　　050−5808−9600

● 相談
行政相談 総務課

　行政の仕事や身近な施設について苦情や要望
をお聞きします。
と　き　8月21日（火） 9：30～11：30
ところ　町民センター1階　和室
相談員　吉田則義 行政相談委員

心配ごと相談 社会福祉協議会
　ひとりで悩まずご相談ください。
■ 一般相談
と　き　8月6日（月） 13：00～15：00
ところ　町民センター1階　事務室
相談員　民生委員児童委員
■ こども相談「なかよしコール」
と　き　8月11日（土） 13：00～15：00
ところ　町民センター1階　事務室
相談員　主任児童委員、民生委員児童委員
■ 法律相談  予約優先
と　き　8月20日（月） 9：30～11：30
ところ　町民センター1階　事務室
相談員　弁護士

大垣税務署からのお知らせ
国税の納期限（法定納期限）は下記のとおりです。
○個人事業者の消費税及び地方消費税

　中間申告と納付：平成24年8月31日（金）
　個人事業者の方で、平成23年分の確定消費税額（地方消
費税は含みません。）が48万円を超える方は、消費税及び
地方消費税の中間申告と納付が必要です。

　安八温泉の改修工事<平成24年7月15日
（日）～9月30日（日）>に伴い、安八温泉で
は利用券の取り扱いの変更が行われることと
なったため、輪之内町での取り扱いを次のと
おり変更します。

※平成24年6月末日までに輪之内町役場福祉
課でご購入された利用券は、平成24年10月
1日（月）以降、ご利用できません。
※※利用券の販売を65才以上の方に限定し、
150円／券で9月下旬から販売する予定です。
お問い合わせ先　輪之内町役場福祉課
　　　　　　　　℡69-3111（内線）154
　　　　　　　　050-5808-9600

～H24.7.14（土） H24.10.1（月）〜

～59才 300円／券 ～64才 300円／券

60才～ 100円／券 65才～ 150円／券
輪之内町役場福祉課で販売します。

安八温泉利用券取り扱い変更
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広告掲載欄 〜財源確保のため、有料広告を掲載しています〜

平成24年7月1日現在

（　　）内は先月比

■世帯　　2,794戸　（＋ 1）
■人口　　9,670人　（− 5）
　　男　　4,807人　（＋ 1）
　　女　　4,863人　（− 6）

死　亡
やすらかに

下大博新田森島　たみ子 86歳
福束 大谷　 73歳
南波 大橋　弘音 89歳
里 田中　しずを 83歳

広告を募集しています！
無料掲載できる場合があります。
詳しくは、町のホームページをご覧になるか
役場経営戦略課にお問い合わせください

TEL050-5808-9600
TEL69-3111（内線193）

　6月20日（水）、役場庁舎にて、公募委員など10
名で構成する「輪之内スイーツ認定委員会（國島ま
き委員長）」が発足しました。町の農産物を使った
菓子類を「輪之内スイーツ」、製造販売する店など
を「輪之内スイーツの店」と認定し町を広くPRし
ていく趣旨のもと設立された委員会です。同日に認
定審査が行われ、4店と16品が認定されました。 

認定店名 住所・TEL 認定品名

生ジェラート家
モーリー

大垣市安井町6丁目15番地の5
TEL 74−9493

豆乳リゾットジェラート、あずき
リゾットジェラート、巨峰みるく
ジェラート、ミルキーシャインマ
スカットジェラート、贅沢黒ごま
豆乳プリン

青木製菓舗 輪之内町海松新田870番地
TEL 69−3386

大福とりお、初霜　御膳米、と
まとでシュー、　いちご大福

ティアレ 輪之内町下大榑新田1485番地
TEL 080−3614−0627 ハツシモクレープ〜わのうち〜

メゾンド・タケシ 輪之内町四郷313番地の1
TEL 0584−69−5912

和心、輪之内ロール、シューク
リーム、パッションバナナプリ
ン、輪ッキー、リナ

輪之内スイーツ認定委員会が4店16品を認定スイーツで

町おこしに

挑戦

出　生 すこやかに
（敬称略）

南波 所
ところ

　　於
お

人
と

宏季・志保

四郷 吉
よし

安
やす

　翔
しょう

　 英影・千夏

四郷 渡
わた

邊
なべ

　結
ゆ

衣
い

陽二・由紀

楡俣新田 渡
わた

邉
なべ

　壱
いっ

太
た

正人・幸恵

楡俣新田 中
なか

山
やま

　瑛
えい

介
すけ

鉄二・久美子

四郷 三
みつ

井
い

　秀
しゅうま

真 洋一・聖子

海松新田 木
き

野
の

　羚
れい

莉
り

良昭・幸惠

四郷 加
か

藤
とう

　蓮
れん

士
と

貴広・美香

藻池新田 小
お

栗
ぐり

　悠
ゆ

希
き

菜
な

正和・智未

大藪 安
やす

田
だ

　美
み

澪
れい

洋一・巳幸

下大博 森
もり

　　美
み

詞
こと

達也・美咲
婚　姻
しあわせに （ 大江　泰弘 大藪

田口　結衣 大藪
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