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　令和元年度青少年健全育成大会では、令和元年度青少年育成町
民会議の事業計画等について説明があった後、少年の主張プレ発
表会が行われました。町の代表として輪之内中学校３年生の犬飼
怜花さんが発表を行いました。また、講演会では岐阜県立岐阜農
林高等学校校長の田中治先生に「青少年をとりまく諸問題」と題
して今、青少年の健全育成にどんな手立てをすべきかについて実
践的なお話をしていただきました。

　６月１１日（火）今年度で2年目となる中学生防災
士養成講座の開校式が行われました。
　この防災士養成講座の対象者は中学２年生の生徒で
す。防災の「自助・共助・公助」の基本を学ぶととも
に、地域に密着した避難・救助・支援活動にあたれる
ようにすることを目的としています。１２月に行われ
る試験では、防災士の資格取得を目指します。講師は
県内を拠点に活動する防災士、岐阜大学の防災・減災
センターの教授やコーディネーター、県内各自治体の
防災に携わる職員、岐阜地方気象台職員と幅広く、座
学から実技まで幅広く学ぶことができます。
　翌日の６月１２日（水）には第１回目の講座が開催
され、生徒は「身近でできる防災対策」の講習を受け
ました。自分の身を守るためにはどうするべきかを学
びました。

町老人クラブの活動町老人クラブの活動
軽スポーツ大会
（ペタンク・グラウンドゴルフ）開催
　５月13日（月）、第20回軽スポーツ大会（ペタ
ンク・グラウンドゴルフ）が快晴のもと、ふれあい
広場にて行われました。ペタンクの部は７チームの
リーグ戦を開催。グラウンドゴルフの部については
１２チームの参加で行われ、各チーム２試合のトー
タルで順位を決めました。ペタンクは里東が優勝、
グラウンドゴルフについては楡俣が四連覇を飾りま
した。各大会の上位結果は下記のとおりです。

第１６回クロッケーゴルフ大会開催

ペタンクの部
　優　勝　里東老人クラブ
　準優勝　福束南部老人クラブ
　３　位　海松新田老人クラブ

グラウンドゴルフの部
　優　勝　楡俣老人クラブ
　準優勝　四郷南シニアクラブ
　３　位　四郷北部老人クラブ

優　勝　里東老人クラブ
準優勝　四郷南シニアクラブ
３　位　大薮御寿会

　５月１６日（木）、町老人クラブ連合会主催のクロッ
ケーゴルフ大会が快晴の中開催されました。
　ゲームは各チームの２試合のトータルスコアで順位を
決め上位の結果は
下記のとおりでした。

第６５回
ゲートボール大会開催

優　勝　大薮御寿会
準優勝　里東老人クラブ
３　位　謹節シニアクラブ

　５月２２日（水）、町老人クラブ連合会主催のゲート
ボール大会が快晴の中開催されました。

　ゲームは、各チーム総当
たり戦を行い、上位の結果
は下記のとおりでした。

「青少年健全育成大会」を開催　
　６月１４日（金）町文化会館リトルホールにて
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■沼尻直杯第45回全国中学生
　レスリング選手権大会
□日時：6月8日（土）・9日（日）
□会場：アダストリアみとアリーナ
□成績：38㎏級　第3位
　　　　里中　飛雅
■第25回東海少年少女レスリング選手権大会
□日時：5月12日（日）
□会場：国立乗鞍青少年交流の家
□成績：小学生の部
　　　　1・2年の部 26㎏級 第1位 加藤　丈誠　
　　　　3・4年女子の部 34㎏級 第1位 加藤　百々花
　　　　5・6年の部 41級　 第2位 加藤　源大

■第20回東日本少年個人フェンシング大会
□日時：5月5日（日）
□会場：駒沢オリンピック公園
　　　　総合運動場　体育館
□成績：小学女子フルーレ
　　　　第6位　米山　心絆

■第47回 ぎふスポーツカーニバル
□日時：4月30日（火）
□会場：長良川競技場　
□成績：女子小学 ジャベリックボール投
　　　　第2位　荒川 芽衣

■西濃小学生
　5年4年生
　バレーボール大会
□日時：6月2日（日）
□会場：神戸小学校
　　　　体育館
□成績：5年生の部 
　　　　第3位 優勝 輪之内バレーボール少年団

■全日本バレーボール小学生大会
　岐阜県大会西濃支部予選
□日時：6月9日（日）
□会場：大野北小学校体育館　
□成績：男女混合の部 県大会出場 輪之内バレーボール少年団

■第4回岐阜県小学生陸上競技選手権大会
□日時：6月9日（日）
□会場：岐阜メモリアルセンター長良川競技場
□成績：男子1年　50m　第1位　米山　颯倭

里中　飛雅
（輪之内中学校2年）

米山　心絆
（大藪小学校6年）

輝かしい戦績　　大会の結果を報告します  （敬称略）

地域のこと　子どもたちのことを
いっしょに話しましょう

輪之内町青少年育成町民会議・3校区地域づくり委員会・地域づくり活動実行委員会

　今年も各小学校校区、地区において地区懇談会が開催されま
す。この会は、地域住民のみなさんで地域の子どもたちをのびの
び育てたい、子どもたちが活躍できる地域になってほしいことを
願って行うものです。小中学生の保護者の方はもちろん、その他
の地域の方々にもご参加いただき、地域ぐるみで子どもたちを見守
り、地域のつながりをつくっていく気運をみなさんと一緒につくっていきましょう。

仁木校区　地区懇談会

　内容　　⑴テーマ　『「コミュニティスクール・地域学校協働活動」の推進』
　　　　　　　講演：『地域と学校の連携と協働の推進に向けて』
　　　　　　　講師：津島市地域学校協働本部　統括コーディネーター　椙村明人　先生
　　　　　⑵小中学校の子どもたちの様子交流・地域ごとに分かれての懇談会
　　　　　　　・テーマについて思うこと、家庭・地域でできること
　　　　　　　・夏休み、今年度の地区での活動について

日時／7月5日(金)　午後7：30～ 9：00　　会場／仁木小学校　体育館

福束校区　地区懇談会

　内容　　⑴テーマ　『「コミュニティスクール・地域学校協働活動」の推進』　　　　　　
　　　　　　　講演：『地域とともにある学校づくり』
　　　　　　　講師：ぎふ地域学校協働活動センター長（岐阜大学教授）益川浩一先生
　　　　　⑵小中学校の子どもたちの様子交流・地域ごとに分かれての懇談会
　　　　　　　・テーマについて思うこと、家庭・地域でできること
　　　　　　　・夏休み、今年度の地区での活動について

日時／7月5日(金)　午後7：30～ 9：00　　会場／福束小学校　体育館

大藪校区　地区懇談会

　内容　　⑴テーマ　『「コミュニティスクール・地域学校協働活動」の推進』　　　　　　
　　　　　　　講演：『コミュニティスクールー地域とともにある学校づくりー』
　　　　　　　講師：養老町立広幡小学校長　渡邊友三郎先生
　　　　　⑵小中学校の子どもたちの様子交流・地域ごとに分かれての懇談会
　　　　　　　・テーマについて思うこと、家庭・地域でできること
　　　　　　　・夏休み、今年度の地区での活動について

日時／7月5日(金)　午後7：30～ 9：00　　会場／大藪小学校　体育館

米山 颯倭（大藪小学校1年）

荒川 芽衣（仁木小学校5年）

加藤　丈誠
（大藪小学校2年）

加藤　百々花
（大藪小学校4年）

加藤　源大
（大藪小学校6年）

■安八郡東部大会
□日時：5月26日（日）
□会場：安八勤労グラウンド　
□成績：優勝　輪之内大藪野球少年団

■西濃スポーツ少年団交流大会２０１９綱引大会
□日時：5月19日（日）
□会場：大垣市総合体育館
□成績：男子の部 Cブロック
　　　　優勝　複合スポーツ少年団 FUKUGO B
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●7月の休館日 １（月）、８（月）、１６（火）、２２（月）、２６(金）、２９（月）

新 しく 入 っ た 本
TEL 050-8026-8902
       69-4597
FAX 69-4592

カタツムリ小笠原へ｠

からだの細菌キャラクター図鑑

字のないはがき｠｠

意味が分かると震える話｠｠

牙

間接護身入門

農家ごはんと旬野菜レシピ

イギリス菓子図鑑

お母さんは、だいじょうぶ｠｠

百花

女の偏差値

鬼を待つ｠｠

アタラクシア

千葉 聡

岡田 晴恵

向田 邦子

藤白 圭

三浦　英之

葛西 眞彦

枝元 なほみ

羽根 則子

はた あきひろ

楠 章子

川村 元気

林 真理子

あさの あつこ

金原 ひとみ

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。

約120種類のカタツムリがいる小笠原諸島。変わった姿
とそのくらしは…。月刊『たくさんのふしぎ』傑作選
ミュータンス菌、乳酸菌、大腸菌…。身近な細菌をキャ
ラクター化し、特徴やはたらきなどを紹介。
戦争で疎開する妹に父は「元気な日は、はがきにまるを
書いてポストにいれなさい」とはがきを渡した…。
何気ない文章なのに、ちょっとした違和感から想像を膨
らませた瞬間、恐怖のどん底へ豹変する短編集。
アフリカで殺されている年間3万頭以上のゾウ。密猟を
追った小学館ノンフィクション大賞作。
「本当に大事なものを護りたい人が知っておくべきこ
と」　元刑事が、身を護る方法を中心に紹介。
日本全国、旬の野菜の産地を訪問。とりたて野菜を使っ
たおすすめの食べ方や「旬レシピ」を紹介。
ビスケット、スコーン等100種類以上のイギリス菓子に
ついて、その由来をレシピとともに紹介。
NHKテレビ講師の著者が、プランターひとつではじめる
ノウハウ、おすすめの野菜をイラスト入りで解説。
認知症=不幸せ、じゃないよ!認知症と実母と私の20
年。介護生活をエッセイ&4コマまんがで綴る。

化粧のハイ&ロー等、美と食に奔走する、マリコの華麗
な日々。『anan』連載「美女入門」を書籍化。

認知症で徐々に息子を忘れていく母とその息子。愛と記
憶の物語。『文藝春秋』連載。

心に虚空を抱える同心・木暮と、深い闇を抱える商人・
遠野屋。欲に呑まれる商と政。『小説宝石』掲載。
ままならない結婚生活の中、救いを求めてもがく男女を
描く。『すばる』連載を書籍化。

■令和元年度安八郡春季体育大会兼少年・中学剣道錬成大会
□日時：5月26日（日）
□会場：大藪小学校体育館
□成績：中学校女子団体の部
　　　　　優勝　輪之内中学校A
　　　　　３位　輪之内中学校B
　　　　少年団体の部　
　　　　　優勝　輪扇剣道少年団A
　　　　　３位　輪扇剣道少年団B
　　　　小学5年生の部
　　　　　３位　丸藻喜也（仁木小学校）
　　　　小学4年生の部
　　　　　準優勝　棚橋海里（大藪小学校）
　　　　中学女子3年の部　３　位　近藤　美聖　　松井　姫奈
　　　　中学女子2年の部　準優勝　北島　愛子
　　　　　　　　　　　　　３　位　近藤　琴美　　丸藻　唯加

解　　　説

コップひとつからはじめる
　自給自足の野菜づくり百科

○第６５回「青少年読書感想文全国コンクール」の課題図書も揃っています。

「ツール・ド・西美濃2019」参加者とボランティアを募集します
　今年も、「ツール・ド・西美濃2019」を開催します。西美濃地域の風土を肌で感じ、地域の魅力を発見するとともに、
各市町・団体が連携し、新たな地域ブランドを創造するサイクリングイベントとなっております。
■開　催　日　2019年9月15日（日）
■メイン会場　大垣市浅中公園総合グラウンド
■コ　ー　ス　西美濃地域2市9町を巡り高低差
　　　　　　　を取り入れた約132キロメートル
　　　　　　　(一部コースリニューアル！ )
■募 集 人 数　700人

公式ホームページ内の注意事項をよく読んでエントリーをお願い致します

■募 集 対 象 者　16才以上の健康な男女で、本コースを完走
　　　　　　　　　できる自信のある方。
　　　　　　　　　（未成年者の方は保護者の同意が必要です）。
■エントリー開始　７月７日（日）12：00　～７月14日（日）
　　　　　　　　　入金締め切り７月24日（水）
■参　　加　　料　8,000円

【お問い合せ】　「ツール・ド・西美濃実行委員会」（公社）大垣青年会議所事務局内
　　　　　　　℡：080-2668-6362　fax：0584-47-8276　メール： info＠ogaki-jc.jp

国民健康保険税の均等割における軽減判定所得（均等割額に適用）が下記のとおり変更となりました。     
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