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　輪之内アポロンスタジアムで行われる軟式野球競技会ま
であと1カ月と迫った8月30日（木）、町文化会館アーリオ
ンホールにて、30日前の節目イベント「未来につなぐぎふ
清流国体　選手壮行会　ボランティア・炬火リレー結団式」
を行い、競技会関係者など約300人が集いました。
　第1部の国体選手壮行会では、出場選手と、国体出場経
験のある方の8名と司会者を交えてトークショーを行いま
した。

　第2部の結団式では、ボランティアを代
表し、おもてなしを担当する本戸区の小林
行夫区長が「最高の笑顔で皆さんをおもて
なしします」と宣言。続いて炬火リレーの
第1区炬火保持者の林日出雄さんが「町民ひ
とり一人の気持ちを込め輪中の火をつなぎ
ます」と力強く述べると、会場は拍手に包
まれました。

　乗鞍岳で採火され、県内全42市
町村を一筆書きで巡る国体の炬火リ
レーのともしびが、9月2日（日）、
海津市から町に渡されました。引き
渡しの夜からリレー本番の前日であ
る5日（水）まで毎日、炬火にちなん
だイベントを催しました。
　初日の2日の夜には、町制35周年を記念して制作したオリジナル曲「緑きらめく町」
を歌ったダ・カーポのコンサートを町文化会館アーリオンホールで開催しました。親
子3人の澄んだ歌声に約580人の観客はうっとりと聴き入っていました。アンコール
では、郡内に住む聴覚障がい者や手話教室の生徒の方たちが特別参加し、生演奏に合
わせて、「緑きらめく町」を手話をしながら歌い、日ごろの練習の成果を披露しました。

　3小学校では、5日（水）、分火
した火でリレーを行いました。
上級生から下級生へのメッセー
ジを伝達したり応援歌を歌った
りするなどそれぞれ工夫を凝ら
していました。

手話を交えてダ・カーポと共演

本戸区長の小林行夫さん 宣誓文を読み上げる林日出雄さん

　コンサート後には、文化会館と図書館の間
の広場でキャンドルの点灯式がありました。
キャンドルは、廃油やペットボトルなどを再
利用したもので、
有志の方の手作り
です。あたたかな
光が灯るなか、音
楽 サ ー ク ル の ア
ダージョによるマ
ンドリンの演奏が
幻想的な雰囲気を
かもしだしました。

ぎふ清流国体30日前イベント 選手壮行会
ボランティア・炬火リレー結団式

炬火イベント多彩
コンサート、リサイタル、キャンドル点灯…

アルウェットのコーラス ソプラノ歌手
小川茂子さんのリサイタル

第2夜（9/3月） 第4夜（9/5水）

マミーアンサンブルの
ギター＆コーラス

第3夜（9/4火）
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　第3区の中継地点である役場庁舎前で、炬火歓
迎式を行いました。
　まず最初に炬火名採用者の表彰式を行いまし
た。町では独自に炬火の名前を募り、応募作品
の中から3人の作品を選びました。表彰後は大藪
保育園児によるミナモダンスが披露されました。
　そして大勢の方が見守る中、中学校の生徒に
よるチームが炬火を掲げ出発しました。

炬火名と表彰者
◦「つなげよう　心をひとつに　輪中の火」

最優秀賞　森島　寛貴さん（中学校2年）

◦「未来への　希望を照らす　輪之内の火」
優秀賞　伊藤　静流さん（中学校2年）

◦「はばたけ未来へ　絆の火」
優秀賞　牧野　更紀さん（中学校2年）

START

　9月6日（木）、県内36番目となる輪之内町の炬火リレーが行われ、7区間7.9kmの
道のりを70名の走者が絆の炎をつなぎました。沿道では保育園児や小中学生らが町
オリジナルのバンダナを振るなどして声援を送り、中継地点にはボランティアの方が
丹精込めて育てた国体推奨花が飾られました。

清流ぎふ　絆の炎
ひ

第4区間

第5区間

第6区間

第7区間

炬火保持者 （敬称略）

第1区間   林 日出雄（国体出場経験者）

第2区間   江崎 勝則（国体出場経験者）

第3区間   近藤 康平（輪之内中生徒会長）

第4区間   西松 敏夫（S40岐阜国体走者）

第5区間   浅野 眞吉（輪之内スポーツクラブ理事長）

第6区間   加藤 辰至（スポーツ少年団副本部長）

第7区間   木野 隆之（輪之内町長）

第3区間

第1区間 （有）九重 〜 仁木保育園

第2区間 仁木保育園 〜 役場

役場 〜 輪之内郵便局

輪之内郵便局 〜 （株）菓子問屋カナモリ

エフピコ愛パック（株） 〜 安八町

岐阜日野自動車（株）

（株）菓子問屋カナモリ 〜 ショートなごみの

ショートなごみの 〜 エフピコ愛パック（株）

▲小学校に分け
　られていた火
　と一つに

GOAL

役場庁舎前

歓迎式
採用

引継式



4

応急救護訓練 水防訓練 災害対策車両操作
排水ポンプ車を使っての訓練

初期消火訓練

　9月7日（金）～11日（火）に秋田県で行われた「第
28回全日本還暦軟式野球選手権大会」の出場選手激
励会を、8月31日（金）、役場庁舎で行いました。
　大垣市の水都クラブに所属する町内の選手は「まず
は1勝が目標」と謙虚ながら「自分たちの頑張りで、一
緒に野球をやってくれる人が増えたらうれしい」と今
後への大きな期待も込めていました。

「頑張る姿 知って」　60代の4人
全日本還暦軟式野球選手権大会に出場

　8月31日（金）に保健センターにおいて、赤ちゃん
ふれあい体験を行いました。中学生が普段接すること
の少ない赤ちゃんとふれ合うことで、命の大切さや子
育ての大変さを理解し、親になる責任や自覚を考える
機会とすることが目的です。
　輪之内中学校3年生の女子14人が、健診に訪れた
生後10ヶ月前後の赤ちゃんを抱っこしたり、親から
育児の話を聞くなどして、命の素晴らしさや育児の大
変さを学びました。また、妊婦体験ジャケットを着用
し、寝る・靴下をはくなどの動作を体験しました。終
了後には、｢妊婦体験は重くて大変だった。」「大変な
思いをして産んでくれたお母さんに感謝をしたい。｣な
どの感想が聞か
れました。

赤ちゃんふれあい体験

　日本テレビの番組「愛は地球を救う」の募金活動が、
8月10日（金）、役場庁舎前で展開されました。多く
の方が訪れ、お小遣いなどから善意の募金をされまし
た。ご協力ありがとうございました。

24時間テレビ「愛は地球を救う」
募金活動に多くの善意

　9月1日（土）、防災の日に、町主催の防災訓練を実施しました。「自助」、「共助」、
「公助」の連携による災害発生時の共同体制の確立を図り、住民の皆さんが防災に
対する意識を高めて地震災害時の対策活動を身につけるための訓練です。昨年ま
では、総合防災訓練として3年ごとに実施していましたが、普段からの備えが大
切なことから、今年度より毎年実施することとしました。
　震度6強の地震が発生した想定で午前7時半にサイレンがなると、各地区で定
められた一次避難所に2,313人が避難しました。その後、地震による被害が発
生したとして、仁木小学校でさまざまな訓練が行われ、区長や同校区の住民の方
などが真剣な表情で取り組まれました。
　また、国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所より災害対策車両が派遣
され、消防団員や町職員がプールの水を使って排水ポンプ車の操作訓練をしました。

平成24年度  輪之内町防災訓練

　9月10日（月）、女性防火クラブの幹部が、大垣消
防組合南分署の職員の方とともに町内のひとり暮ら
し高齢者宅を訪れました。緊急連絡先やかかりつけ
病院などの情報が書かれた安心救急バトンの保管場所
を確認したり火の元の注意などを呼びかけました。

ひとり暮らし高齢者宅へ防火訪問
女性防火クラブ

（左から）服部富士雄さん（楡俣）、服部賢治さん（楡俣）、
町長、小林宏さん（里）、杉山昭さん（福束）
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輪之内光サービスからのお知らせ

初期消火訓練

かわばたくんの着ぐるみ

　輪之内町カワバタモロコ保全推進協議会（田中博会長）が、このほど、カワバタモ
ロコのマスコットキャラクターを作りました。
　キャラクターはまず、6月12日（火）から7月14日（土）の間、町ホームページな
どで公募。すると町内のみならず、北は北海道、南は九州まで全国から280作品
の応募がありました。作品は7月27日（金）に有識者や町民の方などで構成された
選考委員会で審査した結果、岐阜市の安川公生さんの作品が最優秀とされました。
着ぐるみのしやすさなどを考慮し作品に変更を加えて、オスとメスのかわいらしい
キャラクターが誕生となりました。愛称は、応募数の最も多かった「かわばたくん」

（オス）と「もろこちゃん」（メス）です。
　町は、同協議会と協力して、自然環境の良さや大切さなどを重点に、完成した着
ぐるみのかわばたくんと共に各種イベントに参加するなどして町を積極的にPRし
ていきます。

希少魚カワバタモロコの
マスコットキャラクターが決定

輪之内町カワバタモロコ保全推進協議会

輪之内局代理店　追加
　この度、輪之内局代理店が1店舗追加
となりました。
　今後、サービスに関する各種手続き（新
規申込み・変更・解約等）を行っていただ
くことが可能です。
　ご不明な点がございましたら、各代理
店（未来技研／ドットコム）または、アミッ
クスコム輪之内局にお気軽にお問い合わ
せください。

問  アミックスコム輪之内局　TEL 0120-105-602／0584-78-0302（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。

＜新規代理店情報＞
代理店名 ドットコム株式会社
住　　所 輪之内町四郷211-1
電話番号 0584-69-3789

営業時間 ◦平日　9時～18時
◦土曜　9時～17時

定 休 日 水曜・日曜・祝日
各種手続きを行っていただける代理店の情報につきましては、輪之内光サービスホームページでも
公開しております。http://roo.ne.jp/

　9月6日（木）、郡聴覚障害者福祉協会と町手話教室の皆さんが、輪之内アポロンスタ
ジアムで繰り広げられる「ぎふ清流国体」軟式野球を盛り上げようと、町長にミナモの
折り紙作品第2弾を手渡しました。
　作品には、苦労して作ったミナモが27体貼り付けられ、中央で野球をしているミナ
モをみんなで応援している様子が見て取れます。
　第1弾の作品より数も増え、カラフルで生き生きとした表情のミナモは、庁舎玄関に
展示され、国体の機運を盛り上げるのに一役かっていました。

ミナモの折り紙作品　第2弾

【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。

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 ◆
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　火災の原因として最も多いのは、残念なことに「放火」です。ニュースや新聞だけの話ではありません。身近で
起きていることなのです。そして放火は知らない間に勝手に火を付けられるのだから、対策のしようがないと考
えられがちですが、そんなことはありません。放火されない環境を作る事が大切です。

　放火という凶悪な犯罪によって命や財産を奪われるということは本来あってはならないことですが、放火から
家族の命や自分の命、または財産を守るのは自分自身なのです。今すぐにでも放火されない環境づくりに取り組
みましょう。

　廃棄物（ゴミ等）を野外焼却することは、農業者の稲わら焼却等例外を除いて禁止されています。
稲わら等を焼却する場合は、事前に最寄りの消防署へ届け出た上で、近隣住民に迷惑をかけない
ように行ってください。

◦放火されない環境づくり◦

◦野外焼却について◦

◦参加事業所募集  第33回事業所初期消火競技大会◦

★放火の実態
１．家の外に出してある不用品、古新聞等に放火される。
２．郵便受けの新聞やチラシ類に放火される。
３．火の付いた紙を部屋に投げ込まれる。
４．施錠されていないドアから侵入して放火する。
５．ゴミ収集日前日の夜に出したゴミに放火される。

★放火の対策
１．家の周りに死角を作らないように工夫する。
２．不用品や古紙等は、整理整頓して物置等へ保管する。
３．門扉、通用口、車庫、物置等のドアは、必ず施錠する。
４．郵便受けの新聞やチラシ、洗濯物は必ず屋内に取り込む。
５．照明器具を設置し、暗がりを作らない。
６．建物の周囲に燃えやすい物を放置しない。

大会の趣旨
　火災時における有効な初期消火活動は、火災の規模、被害に大きく影響します。特に、消火器、屋内消火栓及
び小型動力ポンプなどを活用した初期消火は、事業所の自衛消防組織等による適切な活動が重要な役割をもって
きます。そこで、初期消火競技大会を大垣危険物安全協会及び大垣市防火協力会の協力を得て実施し、初期消火
技術向上等自衛消防組織機能の充実を図ることを目的とする。
１　と　き　平成24年11月13日（火）　午後1時30分から4時まで
　　　　　　予備日　 11月14日（水）　小雨決行
２　ところ　大垣市加賀野4丁目  大垣市総合体育館駐車場
３　主　催　大垣消防組合
４　共　催　大垣危険物安全協会・大垣市防火協力会

５　申し込み方法　10月17日（水）までに、消防本部予防課までご連絡ください。
問  大垣消防組合消防本部予防課　℡87-1512

競技種目 参加対象 競技の方法 表　　彰

第一部 消火器
消火競技

個人競技
(女性のみ)

消火器（水系10型）を使用して、前方の標
的を倒すまでのタイムを競うもの。

5位まで
大垣市防火協力会長表彰

第二部 屋内消火栓
消火競技 4名編成

消火栓ボックスからホース2本を延長、前
方の標的に注水し、標的を倒すまでのタ
イムを競うもの。

3位まで
大垣消防組合消防長表彰

第三部
小型動力
ポンプ

消火競技
5名編成

各事業所のポンプを使用しホース3本を延
長、前方の標的に注水し、2つの標的を倒
すまでのタイムを競うもの。

3位まで
大垣危険物安全協会長表彰

※屋内消火栓用ホース及び小型動力ポンプ一式は、参加事業所常備のものとし、その他のものについては、主催者側で準備いたします。

❶ 安全速度を必ず守る
❷ カーブの手前でスピードを落とす
❸ 交差点では必ず安全を確かめる
❹ 一時停止では横断歩行者の安全を守る
❺ 飲酒運転は絶対にしない

◦安全運転5則◦

★大垣警察署管内 増減

人身事故件数 622件（722件） −100

死 者 数 4人（5人） −1

負傷者数 752人（938人） −186

問 輪之内交番　TEL 69-2002

交通事故発生状況
★輪之内町 増減

人身事故件数 22件（27件） −5

死 者 数 1人（0人） ＋1

負傷者数 25人（35人） −10

平成24年9月1日現在（昨年同日）
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国民年金  後納制度の

    納付が始まります
　これまでは、国民年金保険料を納め忘れたまま2年を
経過すると保険料を納めることができませんでしたが、
本年10月から3年間に限り、過去10年以内の納め忘れ
た保険料を納めることができる、後納制度が始まります。
　過去10年以内の保険料を納めていただくことで、将
来の年金額を増やすことや、年金受給権につなげること
ができます。
　これまで受給資格期間を満たさなかった方が年金を受
給できる場合や、後納制度を利用することで受給できる
ようになる場合があります。
※後納制度は事前申し込みが必要ですが、審査の結果、

後納制度による納付をご利用いただけない場合があり
ます。

■詳しい内容は
　国民年金保険料専用ダイヤル（0570-011-050）
　または大垣年金事務所（0584-78-5166）まで
　お問い合わせください。

　　　　　　 本人通知制度
　「本人通知制度」とは、戸籍謄本や本籍の記載のある住
民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付したとき
に、その交付した事実を本人に通知する制度です。戸籍
謄本等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害の防
止を図るため、実施するものです。この制度を利用する
ためには事前に登録が必要です。詳しくは輪之内町ホー
ムページをご覧ください。
問  役場住民課　TEL 050-5808-9600
　　　　　　　　     69-3111

　平成25年版農業日誌・ファミリー日誌・新農家暦の
予約を受け付けます。

※希望者は、役場産業課までお申し込みください。
問  役場　産業課　TEL 69-3111（内線177）

図　書　名 価　　　格

農業日誌 1,470円
ファミリー日誌 1,470円

新農家暦    500円

ご存知ですか？

消
費
生
活
相
談

　岐阜県では、悪質商法の手口などを寸劇で楽しく、わかりやすく啓発いただける方を養成する全4回
の講座を開催します。また初日に限り、定員を拡大し、消費生活問題等の知識を学びたい方への講座を
開催します。
◦場所・日時／西濃会場（大垣市情報工房）
　　　　　　　12月9日（日）～来年1月26日（土）までの土曜日又は日曜日の計4回
　　　　　　　9：30～16：30（予定）
◦定　　　員／西濃会場40人
　　　　　　　なお初日の基礎知識習得は定員80人
　　　　　　　定員を超えた場合は抽選
◦対　象　者／18歳以上で岐阜県内に在住、在勤、在学で、出前講座により県民の方へ啓発を行う消

費者啓発推進員として活動していただける方
　　　　　　　初日のみの受講は、18歳以上で岐阜県内に在住、在勤、在学されており、消費生活問

題等に関心のある方
◦主 な 内 容／座学及び寸劇の実技講座（初日のみの受講は座学）
◦受　講　料／無　料
◦申 込 方 法／申込書を請求し（県庁ホームページからも入手可）、10月31日（水）までに郵送、FAX又

はメールで下記申込先へ提出（電話申込可）
　　　　　　　申込書の入手は下記申込先まで請求
　　　　　　　（県ホームページ「岐阜県消費者の窓」からも入手可
　　　　　　　URL:http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/shohi-seikatsu/）
◦主    　　催／岐阜県
◦申込先・問い合わせ先／岐阜県環境生活政策課
　　　　　　　　　　　　〒500-8570（住所省略可）
　　　　　　　　　　　　TEL 058-272-8204　FAX 058-278-2605
　　　　　　　　　　　　メール  c11260@pref.gifu.lg.jp

◦「消費生活広報啓発人材養成講座」の参加者募集◦

産業課

農業情報誌の予約受付のお知らせ
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　不妊に関することで悩んでいませんか？県不妊相談セ
ンターが出張相談会を開催します。
　交流会も同時に開催しますので、この機会に参加して
みませんか？
岐阜・西濃会場　10月25日（木）
　　　　　　　　西濃総合庁舎　大垣市江崎町422-3
個人相談　13時30分～16時（1人あたり30分程）
交流会　13時30分～14時30分

〈申し込み方法等〉
この相談会は予約制です。
申し込みは、電話、FAX、電子メールで｢氏名、連絡先、
希望会場、相談希望時間、交流会参加の有無｣ をお知
らせください。

※FAX、電子メールでお申込みいただいた場合、不妊
相談センターからの返信をもって受付完了です。携帯
電話メールで申込みされる場合は、不妊相談センター

（PC）からのメールを受信できるよう設定してください。
申込先：岐阜県不妊相談センター（下記参照）
申込期限：平成24年10月22日（月）
※電話受付は、月・金曜日の10～12時、
　13～16時（祝日は除く）

〈問い合わせ先〉　岐阜県不妊相談センター
　Tel･Fax 058-389-8258
　e-mail  c11223a@pref.gifu.lg.jp
　岐阜県不妊相談センター（通称れんげ相談）
　　　　〒504-0838　各務原市那加不動丘1-1
　　　　　岐阜県健康科学センター　岐阜保健所内

岐阜県不妊相談センター出張相談会
（れんげ相談会）開催のお知らせ

＊と　き／9月30日（日）～11月30日（金）
＊内　容／スタンプラリーカードを持って、西美濃地域で開かれるまつり･イベント会場を巡る
＊カードの配布場所／各祭り会場など
＊参加特典／5か所以上スタンプを集めた人に「参加賞」、11か所以上集めた人に「踏破賞」を、

大垣市奥の細道むすびの地記念館で贈呈。また、「Ｗチャンス賞」として踏破賞の
中から抽選で、各市町の特産品が当たります。

問  西美濃広域観光推進協議会(大垣市商工観光課内）　TEL 81-4111

開　催　日 行　事　名 開催場所

9月30日（日）、10月1日（月） 輪之内ふれあいフェスタ 輪之内町文化会館前駐車場

10月6日（土）、7日（日） GO!ご～どんとこい祭り 神戸町中央公民館周辺

10月6日（土）、7日（日） ふれあい大野まつり 大野町総合町民センター

10月7日（日） 十万石まつり 大垣駅通り

10月13日（土） 綾野まつり 綾野白鬚神社

10月20日（土）、21日（日） 関ケ原合戦祭り 関ケ原ふれあいセンター周辺

10月21日（日） 秋の芭蕉祭 記念館イベント広場

10月27日（土） 西美濃・北伊勢特産品バザール 道の駅池田温泉

10月27日（土）、28日（日） 産業感謝祭 海津市役所海津庁舎周辺

10月27日（土）、28日（日） 安八ふれあい祭り 安八町役場周辺

10月28日（日） すのまた秀吉出世まつり 墨俣一夜城址周辺

11月3日（祝） ふれあいかみいしづ 上石津健康ふれあいパーク

11月3日（祝）、4日（日） ふれあい垂井ピア 朝倉運動公園

11月4日（日） 中山道赤坂宿まつり 赤坂本陣公園ほか

11月11日（日） 谷汲もみじまつり 町営谷汲門前駐車場

11月17日（土）、18日（日） 親孝行のふるさとフェスタ 養老公園芝生広場

11月17日（土）、18日（日） 芭蕉元禄楽市・楽座まるごとバザール 大垣駅通り

　多重債務、解雇、生活苦、病苦などが原因で｢うつ病｣
や｢自殺｣に追い込まれることがあります。臨床心理士や
弁護士などの専門家に相談することで、負担を軽くする
ことができるかもしれません。臨床心理士と弁護士によ
る面接相談会を下記の会場で開催します。お気軽にご利
用ください。
　相談は無料です。事前に電話で予約をしてください。
１．日時・場所

２．申込方法
　＊電話にてお申込ください。（8：00～17：00）
　　＜申込先＞岐阜県精神保健福祉センター
　　℡（0584）273-1111　内線2252
３．費用　無料
４．その他
　保健医療課のホームページ
　http://www.pref.gifu.lg.jp/kenko-fukushi/

fukushi/jisatsu/jisatsutaisaku/houritu-to-kokoro.html

日　に　ち 時　間 場　　所

10月 1 日(月)

17：30
～

20：30

ハートフル
スクエアG

2階　小研修室
岐阜市橋本町
1-10-23

10月15日(月)
11月 5 日(月)
11月19日(月)
12月 3 日(月)
12月17日(月)

( (

秋の西美濃
まつり

スタンプ
ラリー

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
ポ
イ
ン
ト

相談会法律とこころの健康のための
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趣
味
の
家

書
道
愛
好
家（
敬
称
略
）

田中百合児玉禧子

神戸孝司小林冨美子

棚橋邦子 森島冨美枝

片野雅夫

棚橋靖夫

西松清子

今年のオータムジャンボ宝くじは、
オータム史上最高額の

1等・前後賞合わせて3億9,000万円！
　　１　　等　3億3,000万円×13本
　　前後賞各　     3,000万円×26本
　　抽 選 日　10月19日（金）
　この宝くじの収益金は市町村の明るいまちづくりや
環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のため
に使われます

日　時　11月9日（金）　16：00～17：30
場　所　大垣フォーラムホテル
講　師　慶應義塾大学経済学部教授　金子　勝 氏
テーマ　「地域経済の活性化策

～切り捨てられない地域になるために～」
定　員　300名
受講料　無料
主　催　大垣商工会議所、大垣法人会、
　　　　大垣電信電話ユーザ協会
問い合わせ・申し込み
　大垣商工会議所総務企画課　
　TEL 78-9111　FAX 78-9112
　E-Mail　info@ogakicci.or.jp

講演会開催のお知らせ
大垣商工会議所

10月1日～7日は公証週間です
　法律上のトラブルを未然に防止し、権利を擁護保全
するため、遺言や大切な契約を公正証書で作成するこ
とをお考えになってはいかがでしょうか。公証週間中に
無料相談窓口を設けますので、お気軽にご利用ください。

日　　時　10月1日(月)～10月5日(金)
　　　　　土・日曜日を除く
　　　　　9：30～12：00  及び  13：00～18：00

場　　所　大垣公証役場（大垣市丸の内一丁目35番地）

相 談 例　遺言・任意後見契約・離婚・金銭賃借・土地
建物賃借そのほか公正証書作成の手続や内容
に関する相談

相談形態　電話、ご来庁いずれでも
※秘密は厳守いたします。
※相談にお越しの際は、なるべく関係資料をお持ちくだ

さい。

問  大垣公証役場　TEL 78-6174

会場と開催日
◦海津会場
　日時：平成24年11月1日（木）　13：30～15：00
　会場：さぼう遊学館　だんだん公園
　　　　ふじのステージ（海津市南濃町奥条無番地）
◦大垣会場
　日時：平成24年11月16日（金）　13：30～15：00
　会場：杭瀬川スポーツ公園（大垣市野口1654番地1）
内　　　容 アイコンタクト、楽しい散歩のしかた、初歩

の服従訓練など
参加対象者 西濃地区在住で犬を飼っている方やその家

族、各会場10組まで（先着順）。飼い犬同伴
可能(飼い主が確実に制御できる犬)。

申 込 方 法 10月9日（火）から10月26日（金）までに電
話でお申し込みください。その際には、次の
ことを確認させていただきます。希望会場、
飼い主の氏名、住所、電話番号、参加人数

 犬の種類、性別、名前、年齢、登録（鑑札）番
号、1年以内に狂犬病予防接種済み、ジステ
ンパー等の伝染病の混合ワクチン接種済みで
あること。

申込先、問い合わせ先　　　 
　岐阜県西濃保健所 生活衛生課 動物愛護担当
　TEL：73-1111（内線269,268）

参加募集
「愛犬のしつけ方教室」 



　8月24日（金）、円楽寺（大藪）にて、第42回町薩
摩義士慰霊祭が開催されました。
  会長を務める木野隆之町長が「我が町が、災害に
負けない安全・安心・快適なまちづくりの実現を
目指して、着実に成長していくこ
とができるのも、多くの犠牲を
払いながら、洪水からこの地域を
守った薩摩義士の偉業のおかげ
であることを忘れてはならない。
今後も尊い偉業を後世に語り伝
えていくことを改めて心に誓い
ます。」と慰霊のことばを述べ、
読経及び焼香が行われました。

　平成24年度輪之内町文化祭・芸能祭を町
文化協会主催により11月3日（土）、4日（日）
の両日開催致します。
　ただ今、参加・出展をしていただく団体（個
人）の作品を募集しています。

内容  俳句、書道、陶芸、手芸、絵画、写真、
生花等

締切  10月10日（水）

問 教育委員会　TEL69−4500

　8月25日（土）・26日（日）の2日間、揖斐川町健康広場
アリーナにて「平成24年度西濃地区サマーカップ大会」が

開催され、輪之内
中学校女子バレー
ボール部が、参加
し た27チ ー ム の
頂点に輝きました。
本大会、初優勝の
快挙に部員らの顔
には笑顔が溢れて
いました。

輪之内町文化祭・芸能祭参加者募集輪之内中学校女子バレーボール部が初優勝！！

第42回町薩摩義士慰霊祭を開催

中国派遣研修を終えて
　中国派遣研修は7月30日（月）から8月2日（木）の
4日間の日程でした。中部国際空港を出発して上海
に到着したのは、15時30分、最初に周浦鎮人民
政府を訪問しました。浦東新区教育署長さんは、「よ

うこそ、周浦鎮へ来てくださいました。この交流
は長年続いています。今後も続けていきたい。」と
歓迎の挨拶がありました。
　2日目の午前は周浦鎮育才学校を訪問。夏休み中
にもかかわらず、校門で児童による鼓笛演奏で出
迎えていただき、歓迎会会場へ。交流会では、中
国側から胡弓の演奏や中国舞踊などの出し物があ
り、続けて日本側からプレゼンを使った輪之内町
の小学校の紹介や合奏など行いました。交流会終
了後、食堂で中国の児童とワンタンを作り、昼食
として一緒にいただきました。
   午後は、 渓小学校を訪問しました。中国に伝わ
る「こままわし」の芸をみせていただいたり、一緒
に書を書いたりする活動を行いました。短い時間
でしたが、この周浦鎮の学校交流は、いつまでも
忘れることのできないすばらしい経験であり、思
い出となりました。参加した児童、引率者が自分
の目や耳で確かめ、肌で感じた体験は、すばらし
い財産となり、今後の生活に生きると確信します。
これも周浦鎮の先生方や皆さん、関係者の温かい
ご配慮、ご厚意のお陰と感謝しています。育才学校の校門前で記念写真

育才学校児童のクラリネット演奏 渓小学校児童の舞踊

渓小学校で記念写真

「舛屋伊兵衛の墓」のある円楽寺慰霊のことば
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小中学校ニュース

「気づき、考え、行動できる子」を育むために
輪之内町立仁木小学校

　仁木小学校では、「気づき、考え、行動できる子」の育成を目指しています。本校の1学期の活動の一部を
ご紹介します。

＜地域を知る＞
　小学校では3年生から社会科の学習が始まります。本校では社会科と総合
的な学習の時間で「ふるさと輪之内」について学びを深めています。

　3年生は「仁木のガイドマン」になろ
うと、不思議だなと感じたことや興味
ある物について調べ、まとめ、発信す
る学習活動をしています。
　1学期には調べたことを大きな用紙
にまとめ、仲間と交流しました。地域

のお年寄りの方に直接取材した子、現地を写真に納め、画像をもとにまとめを作成した子など、3年生とは
思えない、充実した調査活動が展開されました。

＜命を守る＞
　東日本大震災後、「万が一に備えて」という危機管理意識の高揚と
具体的対応策の実施が求められています。本校でも保護者の協力も
得て、いくつかの取り組みをしています。
　5月には緊急下校時を想定した引き渡し訓練を実施しました。
PTA地区委員さんと地区担当職員で確認をしながら確実に引き渡す
ことができました。

　夏休みのプール開放に向け
ての取り組みとしては、心肺
蘇生法の講習会と着衣泳教室
を実施しました。子どもの命
を、自分の命を守るため、ど
ちらも真剣に取り組むことが
できました。

　おかげで今年度の夏休みのプール開放は、大きなケガや事故もなく、無事に終了することができました。

＜運動会に向けて＞
　今年度の運動会は9月22日（土）に予定されています。今年の児童会ス
ローガンは「輝け　仲間と!　みんなが主役」に決まり、1学期末に応援結
団式を行いました。児童会代表がスローガンにこめた願いを話した後、
応援団長の第一声から取り組みがスタートしました。
　ロンドンオリンピックの日本選手団の活躍やぎふ清流国体への協力イ
ベントの取り組みも刺激となり、充実した活動が期待できそうです。

仁木小学校
・・・・・・・・・・・・・・・・TEL：050-8026-8979
　　　　　　　　　　　　 69-2613
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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

　園庭を吹き抜ける風が心地よく感じられるようになりました。本格的な秋の訪れです。ス
ポーツの秋、実りの秋、食欲の秋。収穫の季節を迎えて、新米、おいも、りんごなど、旬の
食べ物はおいしさも格別ですが栄養価も高く、育ち盛りの子ども達におすすめの食材です。
体を十分動かして遊ぶこの時期は、子どもの体力もぐんと伸びます。お腹が空いたら栄養を
たっぷり摂り、健康な体づくりをしましょう。

10月の予定

カホのいれかわり
大パニック

横田　明子　作
岩崎書店

空飛ぶ広報室
有川　浩　著

幻冬舎

こうじげんばのいちねん
オリビア・ブルックス　文

学研教育出版

ママの心がふわりと
軽くなる子育てサプリ

佐々木　正美　著
主婦の友社

よろしくともだち
内田　麟太郎　作

偕成社

からだにおいしい
フルーツの便利帳

三輪　正幸　監修
高橋書店

　カホはちょっとぶきよう
な女の子。さかあがりがで
きず、「どうせあたしなん
か・・・」と落ち込んでい
たら、カホのかげが地面か
ら出てきた。カホになりか
わった「かげ」の行動をみ
て、カホは・・・

　ブルーインパルスのパイ
ロットを目指して航空自衛
隊に入隊した空井。ところ
が、不慮の事故によりその
夢は途絶え、配属されたの
は広報室。個性豊かな先輩
広報官たちに囲まれ広報官
として奮闘する･･･。

　あたらしく学校がつくら
れることになった。学校は
どのようにしてつくられる
のかな？こうじげんばのい
ちねんをみてみよう。こう
じのようすがわかる、さが
し絵絵本。

　他のママと比べたり、我
が子のしつけで悩んだり
･･･それでもやっぱりママ
になって良かったと思える
ようなアドバイスを掲載。

「うちの 3 姉妹」でおなじ
みの松本ぷりっつのマンガ
もクスッと笑えます。

　コダヌキはキツネたちの
なかまに入りたいのに、オ
オカミがこわくてキツネた
ちのところにいけません。
コダヌキとなかよくなりたい
のに、こわがられているこ
とをしったオオカミは・・・

　日本や外国のフルーツに
ついて、栽培地や食べごろ
のサイン、品種や歴史など
を掲載。フルーツを使った
レシピや、食べ方など役立
つ情報がいっぱいです。

●10月の休館日
1（月）・9（火）・15（月）・22（月）・ 
26（金）・29（月）

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

10月 8 日（祝）
　　町民運動会開催 → 休館
　　町民運動会中止 → 開館

10月14日（日）
　　町民運動会開催 → 休館
　　町民運動会中止 → 開館

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

絵本の読み聞かせ
と　き　10月１9日（金）
じかん　11：00～
ところ　仁木保育園
読書サークルによる読み聞かせ

10月10日は目の愛護デー（目を大切に）
　 2 つの10を横に倒すと、ま
ゆと目の形に見えることから、
10月10日は目の愛護デーとさ
れています。乳幼児期はもっと
も目が育つ時期。この機会に、

「子どもの目の健康」をあらため
て見直してみましょう。

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
子育て支援センターや園庭で好きな遊びをしてください。

わくわく広場
保健指導・おじいちゃん、
おばあちゃんと遊ぼう
と　き　10月31日（水）　　じかん　10：00～
ところ　福束保育園

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。

「見る力」を育てるポイント！
・明暗のメリハリを…………………日中は光を浴び、夜は暗くして眠りましょう。
・全身を動かす遊びを………………運動は眼球、視神経・脳の発達を促します。
・色々なものを見る体験を…………止まっているもの動いているもの、小さなもの大きいもの、遠くにある

もの近いものなど、目によい刺激になります。
・テレビは明るい場所で正面から…いつも横目で見ていると、視力に左右差が出ることも。

暗いところや近いところで見ないようにしましょう。
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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。

　輪之内町食生活改善協議会は、乳幼児から高齢者まで、幅広い年代に食育活動を行っており、先日
行われた20代・30代を対象とした「フレッシュ健診」時には、不足しがちなカルシウムと鉄分をたっ
ぷりと含んだ料理レシピの紹介と試食の配布を行いました。
　今回は、そのとき試食配布をした「手作り佃煮風ふりかけ」のレシピをご紹介します。ごはんのお供
にぜひお試しください。ただし、塩分を多く含むため、1日に多くの量を食べることは塩分の摂りす
ぎにつながるためよくありません。食べ過ぎには注意しましょう。

11月のメニューは、ピラフとオニオンスープです。
11月24日（土）に行いますので、申し込んでください。

児童
センター

開館時間　9：00〜17：00
TEL　050−8026−8940

69−5411
FAX　69−5411

心も元気！からだも元気！

お ら知 せ

休館日は

日曜日・月曜日・祝日
です。

小学生対象　14：00〜15：00

《げんきっこ》
10月

20 日
㊏ パターゴルフをしよう

●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》
10月

13日
㊏

●メニュー

スイートポテト・紅茶

ふれあいフェスタへのお誘い

　9月30日～10月1日にふれ
あいフェスタ2012が開催さ
れます。人権コーナーでは、日々
の出来事や思いを、メッセージ
カードに書いていただきます。
また、子どもが参加できるぬ
り絵コーナーもご用意していま
す。昨年も100人以上の方か
ら、たくさんの言葉をいただき、
どれも日々の生活から訴えるも
のでした。今年も多数のご参加
をお待ちしております。
　なお、相談コーナーも開設し
ておりますので、ぜひ、ご来場
ください。

　人権擁護委員　一同

食育コーナー 輪之内町食生活改善協議会

《スプーン1杯分栄養価》
エネルギー カルシウム 鉄 食物繊維 塩　分

39kcal 23mg 0.32mg 0.5g 0.3g

■ 手作り佃煮風ふりかけ
■ 材 料　スプーン40杯分

しらす干し 100g
くるみ 50g
水煮大豆 50g
削り節 40g
白いりごま 40g
塩こんぶ 50g
　　酢 70cc
Ⓐ　みりん 50cc
　　砂糖 120g

■ 作り方　
①くるみと水煮大豆をあらく刻む。
②フライパンを熱して、しらす干し

をゆっくりとから煎りし、一度、
器に取り出す。

③フライパンをきれいにして、調味
料Ⓐを煮立て、①・②・削り節を
入れて、全体にからめる。

④最後に白ごまと塩こんぶを加えて
しばらく加熱し、よく混ぜて味を
馴染ませる。

カルシウム・鉄分たっぷりレシピ

13
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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
10/9 乳 幼 児 相 談 10：00～11：30 ご自由にどうぞ 保健センター

３ヶ月児健診＋BCG 13：00～13：15 Ｈ24.6月生 〃
11 結核レントゲン検診 65歳以上の方 町内各地（検診車）
12 結核レントゲン検診 65歳以上の方 町内各地（検診車）
18 ちびっこサークル 10：00～11：30 申込者 保健センター
19 ポ リ オ 13：00～13：15 Ｈ23.4～9月生 〃
22 まめっこサークル 10：00～11：30 申込者 〃
24 栄 養 教 室  9：30～13:00 申込者 〃
25 1歳6ヶ月児健診 13：00～13：15 Ｈ23.2～3月生 〃
26 10ヶ月児健診 13：00～13：15 Ｈ23.11～12月生 〃
29 よ ち よ ち 相 談 10：00～11：30 Ｈ23.7～9月生 〃
31 ポ リ オ 13：00～13：15 Ｈ23.10～Ｈ24.1月生 〃

11/1 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 Ｈ24.7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。

8月までに肝炎ウイルス
検診（節目）、前立腺がん検診

（50歳以上男性の希望者）を受けて
いない方は10月中に受けていただく

ことができます。
なるべく早めに安八郡内の
医療機関への受診を
お願いします。

検診のご案内

平成24年度
季節性インフルエンザ
予防接種について

　町では、下記日程にて予防接種を行います。接種を希望される方は、下記事
項を確認のうえ、各医療機関へ直接お申し込みください。

（接種にあたっては、本人の意思または保護者の同意確認が必要となります。）

　結核は過去の病気と思われがちですが、いまだに年間2万2,000人以上の新規患者が発症し、約2,000人が亡くなっ
ています。
　輪之内町では満65歳以上の方（S22年4月1日生まれまで）を対象に、10月11日（木）、12日（金）に結核レントゲン
検診を行います。下記の日程表を確認のうえ、お出かけください。受診票のない方は当日受付で申し出てください。

◦対象者　①1歳以上〜中学3年生（接種日において）
②満65歳以上（接種日において）
③60歳以上65歳未満であって、一定の心臓・

腎臓・呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能の障がいを有する者（詳しく
は保健センターにお問い合わせください。）

◦接種期間　平成24年10月15日（月）〜12月15日（土）

◦接種医療機関　安八郡内医療機関
◦接種料
　　3,600円（個人負担=2,000円　町補助=1,600円）
　　個人負担金は直接医療機関にお支払いください。
　※なお、町の補助は1人1回のみ受けられます
◦申込先
　　各医院へ直接申し込みください（予約制）

結核レントゲン検診のお知らせ

平成24年度結核検診日程表
月日 時　間 場　　　所 対 象 地 区 月日 時間 場　　　所 対 象 地 区

10月11日
（木）

 9:00～ 9:30 福束新田西屋敷集会所 福束新田、塩喰川東、
藻池新田、中郷新田

10月12日
（金）

 9:00～10:00 福束防災センター前 里、福束

 9:45～10:15 大 吉 公 民 館 前 大吉新田、西海松 10:15～10:45 済 美 館 前 西条、十連坊

10:30～11:00 福 善 寺 境 内 柿内、本郷 11:00～11:30 楡 俣 倉 庫 前 楡俣

11:15～12:00 仁木防災センター前 海松新田 13:00～14:00 大藪防災センター前 大薮、楡俣新田

13:30～13:50 荒 川 喜 一 様 宅 前 塩喰川西 14:15～14:45 上大榑ゲートボール場 四郷

14:10～14:30 加 藤 保 様 宅 前 福束川西 15:00～15:30 五 反 郷 倉 庫 前 四郷

15:00～15:30 う え だ 接 骨 院 駐 車 場 南波 15:45～16:15 加 茂 神 社 前 下大榑、下大榑新田

15:45～16:15 中 郷 上 集 会 所 本戸、中郷、里東 16:30～17:00 保 健 セ ン タ ー 前 未受診の方

16:30～17:00 新 中 郷 集 会 所 中郷新田、中郷下
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● 今月の納税
　 町県民税　第3期分
　 国民健康保険税　第5期分　納期は10月31日（水）です。

● 農業委員会
　 11月15日（木）の農業委員会への申請は締切日は10月31日（水）です。

くらしのカレンダー 10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

10/1（月）・5（金）・9（火）・12（金）・
15（月）・19（金）・22（月）・26（金）・29（月）・
11/2（金）

不燃ごみ 指定ごみ袋
黄 10/4（木） 10/18（木）10/25（木）

か ん 類 回収かご
（アルミ・スチール）

10/2（火） 10/16（火）10/23（火）

ビ ン 類 回収かご
（色別）

10/3（水） 10/17（水）10/24（水）

ペットボトル 回収かご 10/5（金）
11/2（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
10/5（金）
11/2（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　10月1日～11月2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／12月18日（火）～23日（日）
※詳細については、ごみ収集カレンダーをご覧ください。

● 相談
行政相談 総務課

10月15日（月）〜21日（日）は、
“行政相談週間”です

行政相談委員がお聴きします。
あったらいいな!　直ったらいいな!

あなたの周りのこんなこと
《行政相談とは》
　あなたの暮らしの中で、役所の仕事につい
て不満を感じたり、よく分からないということ
はありませんか?そんな、あなたの声を総務
大臣が委嘱した行政相談委員がお聴きします。

《相談日時》
と　き　10月22日（月）　9：30〜11：30
ところ　輪之内町民センター1階　和室
相談員　吉田　則義 行政相談員
相談は無料で、秘密は固く守られます。

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　10月5日（金） 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　10月13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　10月22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

人権相談 住民課

　家庭内の問題、いじめ、体罰、虐待などで
お困りの方はご相談ください。
と　き　10月17日（水） 13：00〜15：00
ところ　町民センター1階　和室
相談員　法務局職員・人権擁護委員
次の人権相談は
　12月7日（金）13：00〜15：00

ご協力をお願いします 総務省統計局・岐阜県・輪之内町

「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：10月13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〜10/12）
　　　　　　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　☎058-277-1003  
　　　　　　　月〜金曜　8：30〜17：00
　　　　　　　土曜　　　9：00〜17：00　
　問　役場住民課　☎69-3111　050-5808-9600
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平成24年 9 月1日現在

（　　）内は先月比

■世帯　　3,024戸　（＋12）
■人口　　9,945人　（＋11）
　　男　　4,913人　（± 0）
　　女　　5,032人　（＋11）

広 告 掲 載 欄 〜財源確保のため、
　　有料広告を掲載しています〜

死　亡 やすらかに

海松新田 山内信一郎 71歳
中郷新田 大橋　佳子 84歳
中郷新田 加藤　たず 92歳
大藪 浅野由美子 66歳

出　生 すこやかに
（敬称略）

四郷 小
こ

坂
さか

井
い

蒼
あお

唯
い

満・友美

大藪 大
おお

橋
はし

　凛
りん

武敏・絵理果

南波 山
やま

下
した

　愛
あい

琳
り

護・絵里

中郷新田 肥
ひ

田
だ

　蒼
そ

空
ら

順也・麻稀

四郷 川
かわ

村
むら

　優
ゆう

花
か

師康・さなえ

輪之内町の国体出場選手を
応援しよう！！

　9月29日（土）から10月9日（火）の11日間、ぎふ清流国体の競技会があります。
町内にも活躍の期待される出場選手が。輪之内の星の健闘を祈りましょう!

※敬称略　町把握分

フェンシング
10月5日（金）～8日（月・祝）大垣市武道館

成　年　男　子

西 脇 一 徳
楡俣新田在住

大垣南高校教諭

少　年　女　子

伊 藤 真 希
塩喰在住

大垣南高校1年

セーリング
成 年 男 子

10月4日（木）～7日（日）
海陽ヨットハーバー
（愛知県蒲郡市）

西 村 祐 司
四郷在住

大光アミカ事業本部勤務

ソフトボール
少 年 男 子

10月6日（土）～8日（月・祝）
あさぎりスポーツ公園

（下呂市）

棚 橋 洋 文
楡俣在住

岐阜聖徳学園高校3年

相　撲
少 年 男 子

9月30日（日）～10月2日（火）
郡上市合併記念公園特設相撲場

（郡上市）

桒 原 貴 昭
楡俣新田在住

岐阜農林高校3年

河 合 美 季
大藪在住

大垣南高校3年

こんな活躍も…
総合閉会式式典アナウンス

10月9日（火）
岐阜メモリアルセンター長良川競技場

フレー
フレー

輪之内

大藪 片
かた

野
の

　雅
みやび

　 千尋・彩

大藪 長
なが

屋
や

　凜
りん

健・彩子

楡俣 田
た

中
なか

　汐
うし

音
お

雅士・和美

楡俣新田 青
あお

木
き

　亮
りょう

太
た

信秀・由紀子

大吉新田 荒
あら

川
かわ

　陽
ひ

向
なた

和也・恵
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