


▲小塚誓治会長の就任あいさつ

▲全国各地の農産物を試食する来場者

　４月２９日（月・昭和の日）、「第40回大榑川を美しくする
町民参加大会」が開催され、輪之内中学校の生徒と地域のボラ
ンティア約４００人が参加し、清掃に汗を流しました。中江川
沿いを約３キロにわたって歩き、空き缶や雑誌などのごみを拾
いました。毎年の活動の効果もあり、年々ごみは減少していま
す。かつての美しい川に少しずつ近づけていきましょう。
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　４月２８日（日）、「来て楽しい！買って
うれしい！朝市」をモットーに、毎月第２・
第４日曜日に輪之内町役場西駐車場で開催さ
れてきた軽トラ朝市が６周年を迎え、今回で

通算146回の開催となりました。当日は豚汁の無料ふるまいが催され、
６００人以上の人が集まり大変賑わいました。

あじさいまつり2019開催あじさいまつり2019開催

グラウンドワーク輪之内　川をきれいに

　４月２１日(日)、町文化会館リトルホールにおいて四郷
南部土地改良推進協議会設立総会が開催され、小塚 誓治会
長を始め理事１７名、監事４名が選任されました。
　協議会では、県営事業の採択に必要な事項の調整及び調
査を行い、ほ場整備事業の早期着手を目指します。

ほ場整備事業の早期着手を目指して
四郷南部地区に地元推進協議会設立

軽トラ朝市６周年

　４月２２日(月)から２６日(金)まで、東京都千代田区の農林水産省
「消費者の部屋」において、『農業農村整備事業とその豊かな恵み』特
別展示が開催され、本戸地区ほ場整備事業のパネル展示、「さつまいも
ケーキ」や「ポン菓子」の試食と御膳米黒豆ごはんが紹介されました。
　会場には全国各地から約30品目の農産物が出展され、ぎふ・輪之内
産農産物のＰＲができました。

農林水産省「消費者の部屋」
本戸地区ほ場整備事業が紹介される

　日時／６月１6日（日）
　　　　午前１０時～午後３時
　場所／本戸地区たいしょう池周辺
　　　　（輪中堤沿い）

　福束こども園児によるオープニングや
歌手のステージなど多彩なイベントに加
え、バザーも多数出店しますので是非お
越しください！

輪中堤付近ではあじさいロードが見頃を迎えます。▶
（写真は去年の様子）　
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消費生活相談

▶岐阜県県民生活相談センター　　058-277-1003
▶輪之内町消費生活相談窓口(住民課)　 0584-68-0185
▶消費者ホットライン　☎188

いやや

消費生活相談のことなら

食品ロスを減らす作戦①
・買い物に行く前には家にある食材をチェックしてから、行きましょう。
・家にある食材を優先的に使うことを考えましょう。
・使いきれる分だけ買うようにしましょう。
・人や社会、環境のことも考えて買い物をしましょう。

食品ロスを減らす作戦②
・調理では、作りすぎない工夫をしましょう。
・日を決めて、在庫一掃の日をつくって食べきりましょう。冷蔵庫もすっきりします。
・残った料理をリメイクしましょう。
・食品は分類して見やすくし、食品保管庫、冷蔵庫内でそれぞれの置く場所を決めて保管しましょう。

　まだ食べられるのに、捨てられる食品のことを『食品ロス』といい
ます。国内外で環境問題が取り上げられ、環境汚染やごみ処理費用の
削減を考え、ごみ削減の動きがある中で、食品廃棄物もまた問題視さ
れています。これまでの大量生産、大量
販売、大量廃棄という考えは、いまだに
企業で引き続き行われている部分があり
ますが、限られた資源やエネルギーコス
トの無駄使いです。これからは、企業も

消費者も多方面から考え、ごみをなくす、無駄をなくすという観点から、
一人ひとりができる取り組みをしていくことが必要ではないでしょうか？

食品ロスとは

　日本では、毎日10ｔトラック約1700台分の食品ロスが発生し、その半分は家庭から発生しています。
食品ロスの発生場所は、家庭、食品メーカー、小売店、飲食店、学校給食からもでてきます。
　まずは、いつ、何をどのくらい、どんな理由で捨てたか、記録を取ってみましょう。そして、どんな食品を
どんな理由で捨ててしまったかを振り返って、減らすためにはどうしたらよいかを考えてみましょう。

◎消費者庁ウェブサイトでは、食べ物のムダをなくそうプロジェクトと題して、食品ロス削減に
　向けた情報発信をしていますので、ぜひ活用してください。

食品ロスの現状と減らす取り組み

『食品ロス』を減らそう！　～かしこい消費者の責任と行動～

家庭で捨てられやすい食品 捨ててしまう理由

１位

２位

３位

主食（ごはん、パン、麺類）

野菜

おかず

１位

２位

３位

食べきれなかった

傷ませてしまった

賞味・消費期限が切れていた

＊消費者庁が行った調査結果より

　男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭でそれぞれの個性と能力を発揮できる
「男女共同参画社会」を実現するためには国民皆さん一人ひとりの取組みが必要です。
　私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか？

６月23日から６月29日は「男女共同参画週間」です。













教育委員会
だより

教育委員会
だより

TEL 050-5808-9602
 69-4500

FAX 69-4592

校区ごとによる打ち合わせの様子▶
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輪之内町全小中学校で
コミュニティ･スクールがスタートします！

　４月２１日（日）、輪之内スポーツク
ラブ主管「春のウォーキング」が開催
され、５９名が参加しました。起伏の
激しい山道でしたが、ほとんどの参加
者が４.２㎞を歩ききりました。

　４月１９日（金）、町文化会館リトルホールにて、町青
少年育成推進員・地区推進員合同研修会が開催されま
した。 町推進員・地区推進員および３校区地域づくり
会議代表が参加し、青少年地区推進員の役割と活動、本
年度の方針と重点および活動計画の確認を行いました。
引き続き、３校区に分かれ、今年度の地区活動計画の打
合せが行われました。

■東海中学生
　レスリング
　選手権大会
□日時 ： 
　３月１７日（日）
□会場 ： 
　員弁運動公園
　　　　　体育館
□成績 ： 
　優勝　里中 飛雅
　（輪之内中学校
　　　　　２年生）

■平成３１年度
　第２９回西日本
　中学生レスリング
　選手権大会
□日時 ： 
　４月１４日（日）
□会場 ： 
　茨木市立
　　市民体育館
□成績 ： 
　優勝　里中 飛雅
　（輪之内中学校
　　　　　２年生）

■少年少女のための
　フェンシング競技会
　ひろしま平和カップ
□日時：４月７日（日）
□会場：福山市緑町公園内
　　　　競技場
□成績：小学校１・２年
　　　　男子の部
　　　　第３位　米山　颯倭
　　　　（大藪小学校１年生）
　　　　小学校５・６年
　　　　女子の部
　　　　第２位　米山　心絆
　　　　（大藪小学校６年生）

　「広報わのうち5月号」の折り込みに
リーフレットで紹介しました。ご覧い
ただきましたか。各校でも「スクール・
サポーター募集」も始まります。地域
とともにある学校づくりを目指してい
ます。ぜひ、みなさんの力を貸してください。ご協力お願いします。
問い合わせ先：輪之内町コミュニティ・スクール推進協議会
　　　　　　　（事務局：輪之内町教育委員会）

輪之内スポーツクラブ 春の健康ウォーク「瑞浪市ドラゴンウォーキング」開催

輪之内町青少年育成町民会議「青少年育成推進員、地区推進員 合同研修会」開催

輝かしい戦績　　大会の結果を報告します  （敬称略）
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●6月の休館日
３（月）、１０（月）、１７（月）、
２４（月）、２８(金）新 しく 入 っ た 本

TEL 050-8026-8902
       69-4597
FAX 69-4592

ぼくたちハダカデバネズミ｠｠

ねえさんといもうと｠｠　

大渋滞

作り直し屋

一度きりの人生だから

平成家族

岸本葉子の「俳句の学び方」

基礎からわかる漢詩の読み方・楽しみ方

世界をダメにした10の経済学

おいしいおはなし｠｠

バシレウス｠｠

キボウのミライ

ポルシェ太郎

日本を彩る香りの記憶

平田 景

シャーロット・ゾロトウ

いとう みく

廣嶋 玲子

伊集院 静

朝日新聞取材班

岸本 葉子

鷲野 正明

ビョルン・ヴァフルロース

本とごちそう研究室

塚本 青史

福田 和代

羽田 圭介

内藤　花

タ　イ　ト　ル 著　者　名

児童書

一般書

この他にも、たくさんの新刊が揃っています。

季節ごとのテーマ本や図書館員おすすめの本を多数展示しています。
ぜひご一読下さい。

1人10冊まで2週間借りることができます。

自衛官等募集案内 公務員合同説明会の開催

※１ 受験資格の年齢は各種目とも令和2年４月１日現在です。
※２ 令和2年３月高等学校卒業予定者の採用試験は、原則として令和元年９月１6日以降に行います。
※３ お問い合わせ　「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　電話０５８４－７３－１１５０

１次／９月１6日
２次／１０月１５日～２0日のうち１日
３次／　(海)１１月２２日～１２月１8日
　　　　　　のうち５日間
　　　　(空)１１月１6日～１２月19日
　　　　　　のうち５日間

募集種目 受験資格 受　付　期　間 試　験　期　日

自衛官
候補生

一般曹
候補生

１８歳以上
33歳未満の者

１８歳以上
33歳未満の者

男子

女子
年間を通じて
行っております。 受付時にお知らせします。

７月１日 ～ ９月6日

１次／９月２0日～２2日のうち1日
２次／１０月１1日～１6日のうち１日

航 空
学 生

海
　
上

航
　
空

１８歳以上
２３歳未満
の者
１８歳以上
２１歳未満
の者

　公務員合同で採用制度説明会を行います。公務員志望の
高校生・大学生の方、就職活動中の方など、お気軽にお越し
ください。

日　時／６月８日（土）　午後１時～午後４時
　　　※開催日によって参加団体が変更になる場合があります。
　　　一部資料設置のみの参加団体もございます。
場　所／大垣市林町５―１８
　　　　「光和ビル　４階会議室」
お問い合せ先／自衛隊岐阜地方協力本部
　　　　　　　大垣地域事務所
　　　　　　　電話　０５８４―７３―１１５０

リクエスト本

出っ歯のシャベルで穴をほる、ハダカデバネズミ。アフ
リカの地面の下、色々な仕事をする一家を紹介。
小さいいもうとは、いつもねえさんといっしょです。幼い
子の成長をみずみずしく描いた珠玉の名作絵本。
ママの妹の結婚式に出席するため、名古屋へ向かってい
る。でもこの旅行は最後の家族旅行…。
いらないもの魔法で生まれ変わらせてみませんか? 「十
年屋」のおばあさん魔女・ツルさんの物語。
一度きりの人生だから、己を知ろう、出逢いを大事にし
よう-。作家・伊集院静が、大人の生き方を指南。
結婚、食、働き方等をテーマに、古い制度と新たな価値
観の狭間を生きる「平成時代の家族」の姿を追う。
歴代選者俳人から学んだことを10の格言、7つの心得に
整理して公開。「NHK俳句」連載の書籍化。
漢詩の歴史とルールをわかりやすい例詩とともに解説。
テーマ別に、理解が広がる豆知識を紹介。
ピケティは時代錯誤、クルーグマンは無責任…。北欧最
大の金融グループトップとなった著者が検証。
「窓ぎわのトットちゃん」のお弁当、「ふしぎの国のアリ
ス」のケーキ…。どんな食べ物? どういう味?

探偵事務所を切り盛りする、訳ありの元防衛省と警視庁
出身の出原と東條。実は敏腕ハッカーで…。

大商人・呂不韋は、少年王・政と共に平和な世を目指す。
歴史小説の重鎮が描く、中華統一の物語。

起業した太郎は年収分のポルシェを購入。だが自慢の
愛車で得体の知れないものを運ばされることに。 
祈りや美意識、生命の輝きをとおして、日本史に刻まれ
てきた香りの記憶を、物語や史実にたどる。

■第３９回全日本学童岐阜県軟式野球
　マクドナルドトーナメント安八郡大会
□日時：４月１４日（日）
□会場：ごうどローズスタジアム
□成績：準優勝

輪之内大藪野球
少年団

■伊吹山ドライブウェイ
　ヒルクライム２０１９
□日時：４月１４日（日）
□会場：伊吹山ドライブウェイ
　　　　（関ヶ原町）
□成績：男子Ｆの部
　　　　(４５～４９歳)
　　　　参加者３８１名
　　　　第１位　多賀敏行
　　　　　　　　（大会２連覇）

解　　　説
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