
　倒壊家屋内に取り残された方を災害救助犬
による捜索及び消防団による救助訓練を実施
しました。また医療機関への搬送が必要と判断
し、岐阜県防災航空隊『若鮎１号機』による救
急搬送訓練と一連の流れを再確認しました。
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カナダ研修で学んだこと
2年　棚橋　果子　

　私がこのカナダ研修で学んだことは、大きく2つあります。
　1つは、コミュニケーションについてです。ホームステイをすること
で日本語から英語だけの生活に変わるので、不安がとても大きかっ
たです。しかし、日々を過ごす中で初めてカナダの人と話がつながっ
たときは、うれしい気持ちでいっぱいになりました。また、自分の英語
が伝わるのはこんなにも楽しいことなのだとわかりました。そんな中
で困ったこともありました。適切な単語が出てこず、自分の思いが伝
わらなかったことです。どうにか伝えようとジェスチャーを使ったりも
しました。同じ人間でも、言葉が違うだけで気持ちを伝えるのがとて
も大変なのだということも学びました。そして、英語を使って話したり、
遊んだりするのはもちろんのこと、ジェスチャーや表情からも心が通
じ合うということは、この研修でとても実感しました。コミュニケー
ションをとるなかで、必要なのは言葉だけではないということです。
　もう1つは、デザインについてです。日本の家は、主に白・黒・茶色・
紺などの地味な色がほとんどだけど、バスの中からカナダの街中を
見ると赤や緑、オレンジなどのカラフルな家がたくさん並んでいて、
絵本の中にいるようでした。またお店などの建物もメルヘンチック
なものが多く、街を見ているだけでワクワクしました。そんな中、不
思議に思ったこともあります。ごみ箱のことです。街のどこを見ても
かたむいたごみ箱がおいてあるのです。そして、開け方もあけづら
いように工夫されています。それは、クマなどの動物が開けたり、
乗っかったり、中の物を食べたりしないようにするためだとわかりま
した。自然・動物を大切に守るための工夫がたくさんされているので
すごいと思います。
　高校の中では、1人1人のロッカーがズラーッとならんでいたり、校
舎の壁に誰かの顔がうつされていたり、日本ではないような新しいデ
ザインに触れることが出来ました。このように、街などからたくさんの
デザインの仕組みを学びました。
　この2つ以外にもいろいろな出会いがありました。移動の道中でブ
ラックベアやエルクにあったり、どこを見ても広大な山や湖があった
りしました。
　私はこの研修で学んだことをこれからに生かしたいと思うし、貴
重な経験と思い出を大事にしていきたいです。

日本とカナダの違い
2年　一柳　りな　

　私は、カナダ研修で日本とカナダの違いをたくさん見つけてくる
ことを目標の一つにしてカナダへ行きました。
　気候では、一年を通して30度を超えることがなく、夏でも朝は4
度ぐらいになります。また、標高が高いためとても乾燥しています。
なので、ペットボトルの水が家にたくさん置いてあります。
　自然では、とてもきれいな景色がたくさんありました。山では、日
本のようにたくさん木があるのではなく、岩などがむき出しになって
います。湖も、山がうつるほど透き通っていて、エメラルドグリーンの
色をした湖などもあります。
　日常生活の中では、まずトイレに驚きました。扉のしたの隙間が、
日本では5センチメートルぐらいですが、カナダでは40センチぐら
いありました。また、トイレットペーパーのとても大きいのが2つお
いてありました。他にも、鍵の閉まらないトイレや水や石鹸の出ない
水道などもありました。次に驚いたのが食事です。毎回の食事がと
ても多くて食べきれないほどありました。また、全体的に味付けが濃
くてとてもすっぱかったり甘かったりしました。例えば、日本にもある
サブウェイでは、日本では一本のパンを半分にしたものが売られて
いますが、カナダではパン一本の大きなままのものも売られていま
した。このことから、日本の人よりカナダの人の方が一回で食べる量
が多いのだと思いました。その他にも、日本のように三食必ず食べ
るというわけではなく、食べたくなったら好きな時に食べるという自
由な感じで驚きました。最後に驚いたのが、野生の動物を道端で見
ることができることです。一日目に泊まったキャンモアのホテルでは、
外でたくさんのウサギを見ました。ウサギがいてもカナダの人が何
かをするわけでもなく、ウサギも道路に飛び出してしまったりしませ
んでした。ジャスパーでは、鹿を見ることができました。そこでは、み
んなが車のスピードを落としたり車を止めて写真を撮ったりしてい
ました。人と動物がお互いに良いようになっているなと思いました。
　私は、この研修で日本は恵まれている方だなと思いました。いろ
いろな設備が整っているので大切にしていきたいと思いました。ま
た、人と動物が自然の中でよりよく暮らしているので日本でもでき
るといいと思いました。日本とカナダの違いは、たくさんあるけれど、
今の生活があることに感謝したいです。

第１９回

　輪之内中学校２年生の６名が９日間のカナダ研修に参加しました。
　研修先は町と友好親善都市提携を結んでいるカナダ・アルバータ
州のヒントン町です。
　カナディアンロッキーの大自然とカナダの人たちの温かさに迎え
られ、ホームステイなど貴重な体験を重ねてきました。

　輪之内中学校２年生の６名が９日間のカナダ研修に参加しました。
　研修先は町と友好親善都市提携を結んでいるカナダ・アルバータ
州のヒントン町です。
　カナディアンロッキーの大自然とカナダの人たちの温かさに迎え
られ、ホームステイなど貴重な体験を重ねてきました。

中学生カナダ派遣研修
８月１８日～８月２６日
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TEL 050－5808－9600
　  （0584）69－3111㈹
FAX（0584）69－3119

地区集積場
家庭ごみ収集日　10月1日～11月4日

分別種類

可燃ごみ

不燃ごみ

かん類

ビン類

ペットボトル

指定ごみ袋
青

10/3（月）・7（金）・11（火）・14（金）・
17（月）・21（金）・24（月）・28（金）・
31（月）・11/4（金）

10/7 （金）
11/4 （金）

10/7 （金）
11/4 （金）

10/4（火）

10/6（木）

10/5（水）10/19（水）10/26（水）

10/20（木）10/27（木）

10/25（火）

キャップとラベルをはずし、
洗浄して出してください。

指定ごみ袋
黄

回収かご
（アルミ・スチール）

回収かご
（色別）

回収かご

指定ごみ袋
赤

出し方 仁木地区 福束地区 大藪地区

問 住民課

その他プラスチック製
容器包装

持ち込み
品目

（有料のものも
あります）

粗大ごみの有料回収 期間／12月12日（月）～18日（日）

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）、小型家電
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

※詳細については、ごみ収集カレンダーをご覧ください。

050-8026-8914
69-5374

開館時間　9：00～17：00

10/18（火）

※１ スプレー缶類は必ず中身を使い切ってから（出し切ってから）、周囲に人がいなく火の
気のない風通しの良い安全な場所で穴を開け、不燃ごみとして排出いただくようご協
力をお願いします。また、穴開け後のスチール製スプレー缶に限り、エコドームでリサイ
クル回収していますので、是非ご利用ください。

※２ 本体に着色がある口の白いビン、半透明なビンは、今まで無色ビンとして回収してい
ましたが、今後はその他ビンで回収します。本体色で分別ください。

（※1）

（※2）

ごみ出し注意点
可燃ごみとその他プラスチック製容器包装の収集日が重なる場合（毎月第１金曜日）は、
必ず置き場を分けてください（２種類の袋を混ぜて置かない）。２種類のごみはそれぞれ回
収車両が異なるため、袋が混合して置かれていると回収に時間がかかってしまいます。

※業者による代理申請は不可
住民課への事前予約が必要です（有料）

●相談

10月17日（月）～23日（日）は、“行政相談週間”です
困ったら　一人で悩まず　行政相談

《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》
日　時　１０月２0日（木）９：３０～１１：３０
場　所　輪之内町民センター　１階和室
行政相談委員　𠮷田　則義さん
相談は無料で、秘密は固く守られます。

定例相談日　毎月２０日（休日の場合はその翌日）
　　　　　９：３０～１１：３０
場　　所　輪之内町民センター 和室

■一般相談
と　き　10月11日（火）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8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
と　き　10月20日（木）9：30～11：30
ところ　町民センター１階　事務室
相談員　弁護士

と　き　10月11日（火）10：00～11：30
　　　　10月23日（日）19：00～20：30
ところ　町民センター1階　事務室
相談員　結婚相談員

　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（月）13：00～15：00
ところ　町民センター１階　事務室
相談員　人権擁護委員
次の人権相談は 12月5日（月）13：00～15：00

　福祉サービスの利用や就労の相談、家族関係、日常生活
で不安に思うことがありましたらお気軽にご相談ください。
と　き　10月19日（水）10：00～12：00
ところ　役場２階　第3会議室
相談員　相談支援事業所の専門員

障がい者巡回相談 福祉課※要予約（前々日まで）

行政相談 総務課

心配ごと相談 社会福祉協議会

結婚相談 社会福祉協議会

人権相談 住民課

予約優先

●今月の納付
　町県民税　　　　　　　   第3期分
　国民健康保険税　　　　　第5期分　納期限は
　こども園利用料　　　　　 10月分　10月31日（月）です。
　後期高齢者医療保険料　　第4期分
●農業委員会（傍聴希望者は事務局の産業課まで）
　11月4日（金）の農業委員会への申請締切日は10月20日（木）です。

10月1日（土）・2日（日）は輪之内ふれあいフェスタのため、臨時休館します。

１０月１日は、『法の日』です。
「法の日」は、国民の皆さんに、法の役割や重要性について考えていた
だくきっかけになるようにと、裁判所、検察庁及び弁護士会の協議で提
唱され、昭和３５年、政府によって、『国をあげて法の尊重、基本的人権の
擁護、社会秩序の確立の精神を高めるための日』として定められました。
『法の日』週間行事、法を身近に感じてみませんか？

　裁判所、検察庁及び弁護士会では、１０月１日からの１週間
を「法の日」週間とし、毎年、各種の行事を実施しています。
　各地の裁判所の行事は、裁判所ウェブサイト
（http://www/courts.go.jp/）や、各地の裁判所の総務課
でご案内しています。
　ぜひご参加いただき、法や裁判所を身近に感じる機会に
してください。

『法の日』
週間
を迎えて

提出先/お問い合わせ先
　　特別養護老人ホーム あすわ苑　
　　503－0126 安八町中須410－1
　　TEL  0584－64－5505

特別養護老人ホームあすわ苑　職員募集
◎介護職員及び看護職員を募集します
・募集人数　介護・看護職員　各１名　
・募集資格　高卒以上で普通運転免許を有する者
・申込期限　10月31日㈪まで 当日消印有効
　　　　　　（履歴書と資格証明書の写し）
◎新卒者を募集します
・募集人数　介護職員　若干名
・募集資格　2017年3月卒業見込みの方（高卒以上）
・申込期限　10月31日㈪まで 当日消印有効
　　　　　　（履歴書・卒業見込証明書・
　　　　　　　成績証明書・健康診断書）
◎介護・看護パート職員を募集します
・募集人員　介護・看護パート　若干名
・申込期限　10月31日㈪まで 当日消印有効
　　　　　　（履歴書・健康診断書）
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