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安八郡
消防操法大会　
小型ポンプ操法の部・
ポンプ車操法の部
において

安八郡
消防操法大会　
小型ポンプ操法の部・
ポンプ車操法の部
において Ｗ優勝！！Ｗ優勝！！
第２分団機動班の精鋭たちが県大会へ第２分団機動班の精鋭たちが県大会へ
　６月３０日（日）、神戸中学校グラウンドにおいて安八郡消防操法
大会が行われ、輪之内・神戸両町の消防団員の日頃の訓練の成果
を競い合いました。小型ポンプ操法の部・ポンプ車操法の部におい
て、各町から計７分団１４チームが出場し、輪之内町消防団が両部
門において優勝するという快挙を成し遂げました。
　なお、ポンプ車操法の部で優勝した第２分団機動班は、８月４日
（日）に高山市で開催される岐阜県消防操法大会に安八郡代表と
して出場します。　今後も地域の防火防災のため訓練に励む輪之
内町消防団に温かいご支援、ご声援をお願いします。

と　　き　８月４日（日）
と こ ろ　飛騨エアパーク
出場時間　９：２２　
　　　　　（出場順位　３番）

【小型ポンプ操法の部】
優　勝
　輪之内町消防団　第３分団
準優勝
　輪之内町消防団　第１分団
３　位
　神戸町消防団　第１分団

【ポンプ車操法の部】
優　勝
　輪之内町消防団　第２分団
準優勝
　神戸町消防団　第２分団
３　位
　神戸町消防団　第４分団

第68回　岐阜県消防操法大会

安八郡消防操法大会 結果

ポンプ車操法の部
優勝　輪之内町消防団 第2分団

小型ポンプ操法の部
優勝　輪之内町消防団 第3分団

訓練の様子

ダブルダブル
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　６月１６日（日）、本戸地区輪中堤
たいしょう池付近にてあじさいまつり
が開催されました。多数の飲食ブース、
１１周年目の特別企画として昭和歌謡
やご当地アイドルのステージイベント、
あじさいの苗木無料配布があり、大変
賑わいました。５月に田植えをした田
んぼアート（丸毛兼利）は絵柄が浮か
び上がり見頃で、輪中堤防周辺のあじ
さいは満開を迎え、会場に訪れた人を
和ませていました。

あじさいまつり

アイガモの放鳥

被災地復興支援への寄付

　６月２４日（月）、仁木小学校の５年生が総合的な学習
の時間を使って「アイガモ農法」の水田にアイガモ８羽を
放鳥しました。今年はカラス等の被害を防ぐため、例年よ
り少し大きいアイガモが用意され、子どもたちは思ってい
たよりアイガモが大きいことに驚きながらも、しっかり手
で持って放鳥していました。
　放鳥後はＪＡの方にアイガモ農法についての歴史やこれ
から育てていくうえでの知識や注意点を
説明してもらいました。アイガモが害虫
や雑草を食べてくれたり、糞が肥料に
なったりするため、お米は化学肥料を使
わずに作られます。
　お米の収穫は１０月を予定していて、
収穫したお米は５年生の調理実習（授業
参観）で使われる予定です。

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～   
総理大臣・県知事メッセージ伝達

　７月５日（金）、「第６９回社
会を明るくする運動」にあたり、
大垣保護区保護司会と更生保護女
性会の方々が役場を訪れ、「犯罪
や非行を防止し、立ち直りを支え
る地域を築いてほしい」と総理大
臣・県知事メッセージを町長へ伝
達されました。

　輪之内中学校の生徒会から、春に開催された千本桜まつりの会場で
募った募金18,354円が手渡されました。生徒会長の永井陸さん、副
会長の國島綸々子さんは「会場での募金活動は毎年継続して実行して
いる。皆さんの温かさに触れつつ、これからもボランティアに励み、
人のために働きたい。」とコメントをし、町長は「中学生の福祉の心
が育っている。今後もその心を忘れず発揮してほしい。」と言葉を送
りました。また、千本桜まつり実行委員会（森島光明会長）からも、
協賛金の一部164,569円が寄付されました。寄付されたお金は、義
援金として日本赤十字社へ送られ、被災地復興支援に役立てられます。





















施設だより

8月の予定
　子育て支援センターは、お母さん同士気軽におしゃべりしたり、お子さんが安
心して遊べる場所を提供しています。また、楽しい行事も予定しています。予約

は不要で無料です。（子育て講座の内容によっては、有料の場合もあります）いつでも気軽に遊びに来てください。

仁木こども園 TEL 050-8026-8976
   　　　　　     69-3757
福束こども園 TEL 050-8026-8951
      　　　　　  69-3723
大藪こども園 TEL 050-8026-8948
       　　　　　 69-3029

水遊び

プール遊び

児童
センター
児童
センター

TEL 050-8026-8940
　　 69-5411
FAX 69-5156

開館時間　9：00～17：00

１０：００～１２：００
おえかきっず

日時／毎週火曜日１０：３０～１1：3０

おひさま

「花火を描こう！」

げんきっこげんきっこ（運動遊び）
小学生対象　１４：００～１５：００

しっぽ取りゲームで遊ぼう

8
24

（土）

小学生申込者　定員20名　１０：００～１２：００

エプロン・三角巾・手ふきハンカチ●もちもの

げんきクッキング
●メニュー カレーライス、サラダフルーツ

8
24

（土）

毎週
火曜日 小学生対象　１4：００～１5：００

紙コップで遊ぼう

　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。

お 知 ら せ
休館日は
日曜日、月曜日、祝日です。

8 10・24
（土）（土）

8 3・17
（土）（土）

つくってあそぼ

親子のふれあいを大切にしながら、体操や手遊び、
本の読み聞かせ等を行います。 また、お母さん同士
の交流の場にもなりますので、是非ご参加ください。

育児相談（面接・電話）
曜　日
時　間

月～金曜日（祝日除く）　
9：00～16：00

にちじ　月～金曜日（祝日を除く）１０：００～１５：００
ところ　各こども園にて
持ち物　帽子・お茶など

困った時、悩みのある時は気軽に声をかけてください。

　遊んだ後、お弁当をいっしょに食べましょう。

（8月13日～16日はお弁当デーは行いません）

お弁当デー

持ち物
お弁当・お茶

支援センター利用時間

お楽しみの日
福束こども園　毎週月曜日　　
仁木こども園　毎週水曜日　
大藪こども園　毎週金曜日　

『エプロンシアターをみよう』
8月　5日（月）福束こども園　１０：３０～
8月　7日（水）仁木こども園　１０：３０～
8月 23日（金）大藪こども園　１０：３０～

日　時　火～金曜日（8月23日まで）
　　　　（8月13・14・15・16日は行いません）
ところ　各こども園にて
持ち物　水遊び用パンツ・着替え・タオル・帽子（親子）・お茶

日　時　月曜日とプール終了後毎日
　　　　（8/5・ 8/19・ 8/26～8/30）
ところ　各こども園にて
持ち物　着替え・タオル・帽子（親子）・お茶

※毎月の行事については、「広報わのう
ち」および「輪之内スマイルチャンネ
ル」内の文字放送にてお知らせしま
す。尚，日程について変更する場合が
ありますので、子育て支援センター
の掲示にてご覧下さい。

０・１歳児対象行事

日時／毎週木曜日　１０：３０～１１：0０

リズムであそぼ 毎週
木曜日

乳幼児対象行事

体操や手遊びなど、リズムを使って親子で楽しく活動します。
体を動かすので、大人のリフレッシュにもなりますよ！

筆の代わりに指を使って、黒い紙に
鮮やかな花火を打ち上げよう。 

・7月22日（月）～8月30日（金）は、
　『英語であそぼう』はお休みです。
・8月の『絵本の読み聞かせ』は、お休み
　です。

神﨑瞳先生による
子育て講座
「オリジナルアクセサリーづくり」

ALTによる「英語で遊ぼう」

「水遊び」
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教育委員会
だより

TEL 050-5808-9602
 69-4500

FAX 69-4592
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第11回ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会
～安八郡代表選手を目指してみませんか～

モルックin輪之内大会
の開催について

■第６５回西濃陸上競技選手権大会
　□とき　６月１５日（土）
　□会場　浅中陸上競技場
　□成績　女子小学５・６年共通
　　　　　コンバインドB
　　　　　３位 荒川 芽衣
　　　　　　　   モアA.C.
　　　　　５位 赤尾 実玖
　　　　　　　   モアA.C.

■第１８回白川病院旗県学童軟式野球安八郡大会
　□とき　６月２３日（日）
　□会場　安八町総合運動公園野球場
　□成績　優勝　輪之内町野球少年団

■第１０回サーラチャレンジカップU-10兼
　第３回８人制岐阜U-10サッカー大会
　□とき　６月２２・２３日（土・日）
　□会場　大垣市杭瀬川スポーツ公園
　□成績　第３位　輪之内町サッカー少年団

■第37回岐阜県陸上スポーツ少年団小学生交歓陸上競技大会
　□とき　６月３０日（日）
　□会場　大垣市浅中公園陸上競技場　
　□成績　男子交歓１年５０ｍ　第１位　米山　颯倭

■第４回ぬまづ小学生フェンシング大会
　□とき　６月２９日（土）
　□会場　沼津市プラサヴェルデ・多目的ホール
　　　　　（キラメッセ）
　□成績　３年・４年男子フルーレの部 優勝 米山　怜旺

■第６６回大垣市民剣道大会
　□とき　６月１６日（日）
　□会場　大垣市武道館
　□成績　中学女子団体の部
　　　　　準優勝　輪之内中学校剣道部

【左】荒川 芽衣（仁木小学校５年）
【右】赤尾　実玖（仁木小学校６年）

米山　颯倭
（大藪小学校１年）

輝かしい戦績
大会の結果を報告します  （敬称略）

米山　怜旺
（大藪小学校４年）

　10月20日（日）に岐阜県庁周辺で開催される、第11回ぎふ清流郡市対抗
駅伝競走大会に安八郡で代表チームを編成するにあたり、輪之内町体育協会
から推薦する選手候補者を下記のとおり募集します。推薦した候補者には、
9月上旬に開催予定の選考会（タイムトライアル）に参加していただきます。
選考会の結果により、安八郡代表選手が選抜されます。大会の区間など詳細
については、輪之内町教育委員会の窓口及びホームページに掲載しています
のでご覧ください。
■代表選手数   □小学生（男子2名・女子2名） □中学生（男子2名・女子3名）
　(サブを含む）□高校生・一般（男子3名・女子3名） 
　　　　　　　□40歳以上（男女問わず2名）
■参 加 資 格　大会当日に出場可能であり、令和元年9月1日現在輪之内町
　　　　　　　に在住又は在勤している方
■申込み方法　輪之内町教育委員会窓口に申込書を提出してください
　　　　　　　申込書は輪之内町教育委員会のホームページ又は窓口に用
　　　　　　　意しています
■申込み期限　 8月19日（月）
※安八郡の選手選考会は、日程が決まり次第、申込みされた方にご案内いたします
【問い合わせ】　輪之内町体育協会事務局（教育委員会内）
　　　　　　　050-5808-9602
　　　　　　　69－4500

　フィンランド発祥のスポーツ「モルック」の大会が
下記のとおり輪之内町で初めて開催されます。
　「モルック」は、ボーリングのような手軽さと，カー
リングのような戦略とをあわせたレクリエーション
感覚の競技で、子どもから高齢者まで誰でも気楽に
参加できます。毎年，世界大会も開催されています
（今年はフランスで開催されます）。
　 当日は、日本モルック協会岐阜支部の担当者もサ
ポートいたしますので、初めての方も安心して参加
することが出来ます。たくさんの町民の方のご参加
をお待ちしております。

日時：2019年8月10日(土)　13時00分～
場所：森のわくわくの庭　輪之内店
　　　（イオンタウン輪之内 旧モリワクマーケット）
モルック参加費：無料
 　　  （「森のわくわくの庭」への入場料は必要です）
問い合わせ：090-8836-2023
     　　　　 （高口僚太朗・岐阜支部長）又は
　　　　　　「日本モルック協会岐阜支部」で検索

参加者
募集
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