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脳リフ
みを撮影
15年の歩

８月１８日（火）、
「脳リフレッシュ教室」が、
１５年
間の活動及び今後について発表・撮影を行いまし
た。本来は５月にシンポジウムで発表する予定で
したが、新型コロナウイルス感染症の影響で中止
になったことをうけ、今回の撮影にいたりました。
活動を振り返ったサポーターの方々は「皆さん
がいつまでも元気で過ごすきっかけになれるよ
う、これからも頑張っていきたい」と笑顔で意気
込みました。
「脳リフレッシュ教室」は、高齢者の認知症予防
かつ地域交流の場として、毎週木曜日、ふれあい
センターにて開催しております。また、10月から
は教室を新たに増設します。是非お越しください。

輪之内町の歴史ガイド（語り部）講座
８月２９日（土）、観光委員会主催『おもてなしカ
レッジ２０２０（郷土の歴史・文化を多くの方に伝え
るガイディング講座）』が開催されました。観光ボラ
ンティアガイド育成事業の一環として行っており、参
加者は講師の方々による実践的な研修をうけました。
この日は『観光の変化と「輪之内町」は観光地？観
光新時代のガイドとおもてなし』について学びました。
ガイドとしての心構えや観光地としての輪之内町の話
を、参加者は興味深く聞いていました。

熱中症対策
小中学生にネッククーラーの配布
８月２４日（月）、厳しい暑さが続く中、熱中症対
策として小中学校の全児童・生徒にネッククーラーが
配布されました。配布されたネッククーラーは、水に
浸して中のポリマーを膨らませた状態で使用するタイ
プのもので、学校生活の至る場面で使用することがで
きます。実際に使用した児童たちは「首がスーッてす
る」「気持ちいい」と笑顔で元気よく登校しました。
例年より夏休みを二週間ほど短縮している状況で、
教育委員会は生徒達の熱中症対策に力をいれており、
ネッククーラーの追加配布や、ウォータークーラーの
設置も行いました。

中学生の防災士養成講座
令和２年度
輪之内中学生防災士養成講座が開校
８月２１日（金）、中学校２年生（108名）が防災士
養成講座を受講しました。この講座は総合的な学習の一
環として行っており、今年で３回目をむかえます。防災
の「自助・共助・公助」の基本を学び、いざという時に
地域に密着した避難・救助・支援活動にあたれるように
することが目的です。
この日は「気象災害と風水害」として、輪之内町の地
形や過去の水害の歴史から、輪之内町の災害リスクにつ
いて学びました。受講した生徒は「いざというときに周
りの人を助けられるようになりたい」と力強く意気込み
ました。
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〜人権擁護委員表彰〜
名古屋法務局長感謝状表彰
岐阜県人権擁護委員連合会長表彰

山田 實順さん
加藤 京子さん

長年にわたる地域での人権擁護活動に功績があったとして、輪之内町人権擁護委員で、四郷在住の山田實
順さん、中郷新田在住の加藤京子さんがそれぞれ受賞されました。山田さんは平成２４年７月に、加藤さん
は平成２７年７月に法務大臣から人権擁護委員に委嘱され、現在も町民からの人権相談を受け、問題解決の
お手伝いをしたり、法務局の職員と協力して人権侵害による被害者の救済をしたり、町民の皆さんに人権に
ついて関心を持ってもらえるような啓発活動を行っています。

山田

實順さん

加藤

町老人クラブの活動 老人クラブ連合会女性部会から雑巾の寄贈
８月27日（木）、輪之内町老人クラブ連合会女
性部会から町の公共施設に雑巾1,010枚が寄贈され
ました。同会は、地域に密着したボランティア事
業として、各地域の会員に１人１枚の雑巾を縫っ
てもらう「ぞうきんの一人一枚運動」を毎年行っ
ています。寄贈された雑巾は役場や小中学校、こ
ども園など17か所の町公共施設で使用されます。
町長の「毎年ありがとうございます。コロナの
感染防止のためにも清潔にすることは大事なこと
です。大切に使わせていただきます」との言葉に、
輪之内町老人クラブ連合会女性部会長の加納悦子
さんは「会員の皆さんの協力で、今年も贈呈することができました」と返しました。
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京子さん

新型コロナウイル感染症拡大防止に関するシステムとアプリについて紹介します
岐阜県感染警戒ＱＲシステム

不特定多数の方が利用する岐阜県内（岐阜市を除く）の店舗や施設、イベント会場などで来訪者から感染者が
確認された場合に、同じ日に当該施設等を訪れた方に対し、必要な対応をメールでお知らせするサービスです。
輪之内町でも町有施設等にＱＲコードを掲示していますので、ぜひご利用ください。（QRコードは（株）デン
ソーウェーブの踏力商標です）

ご利用方法
※「＠govt.pref.gifu.jp」からのメールが受信できるよう設定をご確認ください。

事業者のみなさま

利用者のみなさま

「岐阜県感染警戒QRシステム」
（岐阜県庁サイト内）

施設などに掲示されているＱＲコードをスマート

のホームページにアクセス。登録フォームに必要事項を入

フォンで読み取り、登録画面にアクセス。メールアド

力し、
送信。QRコードを印刷し掲示、来訪者に案内。

レスを入力し登録。※来訪の都度、登録が必要。

登録する情報
メールアドレスのみ（氏名、住所、電話番号等の登録は必要ありません）
登録されたメールアドレスは県が厳重にセキュリティ管理をし、感染拡大防止目的のみに利用されます。ま
た、登録から60日後に破棄されます。

厚生労働省新型コロナウイル接触確認アプリCOVID-19

Contact-Confirming Application（通称：COCOA）

接触確認アプリは、新型コロナウイル感染症の感染者と接触した可能性について通知を受け取ることができる

スマートフォンのアプリです。スマートフォンのブルートゥースを利用して、感染症の陽性者と接触した可能性
について通知します。（概ね1メートル以内、15分以上の近接した状態を接触として検知します）

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
◆全般に関して、どこへ相談してよいかわからない方
県民総合相談窓口（コールセンター）

☎058-272-8198

8時30分〜17時15分（当面の間、
土日祝日も対応）

◆新型コロナウイルス感染症に関する相談
西濃保健所

☎ 0584-73-1111（内線273）

平日9時〜17時

岐阜県健康福祉部保健医療

☎ 058-272-8860

9時〜21時（土日・祝日も実施）

0120-565653

9時〜21時（土日・祝日も実施）

厚生労働省

聴覚に障害のある方をはじめ、電話でのご相談が難しい方は、FAX（03-3595-2756）にお問い合わせください。

◆発熱などの症状が継続している場合
帰国者・接触者相談センター

☎ 0584-73-1111（内線273） 24時間（平日9時〜17時以外は電話呼び出し対応）
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救急・避難行動要支援者台帳（あんしん救急バトン）
の更新を実施します。
救急・避難行動要支援者台帳は災害時に高齢者や障がい者などの自力で避難することが困難な人や情報意思
の伝達が困難な人に安否確認や避難誘導用の支援を行うための台帳で、平成22年より登録を開始しています。
登録していただいた情報は、定期的に更新することで、緊急時に適切な運用をすることができます。今年度
は、登録内容の更新時期となります。現在、ご登録いただいている方は、地元の民生委員児童委員が更新の書
類を持って、ご自宅へ訪問させていただきますので、ご協力いただきますようお願い致します。
また、新規で登録をご希望される方は、地元の民生委員児童委員へ申し出て下さい。

対象となる方

①ひとり暮らしの高齢の人
②高齢者のみの世帯の人
③在宅で要介護３以上の認定を受けている人
④在宅で障がい者手帳の交付を受けている人
（身体１級から３級まで）・知的（Ｂ１以上）・精神（１級、２級）
⑤その他登録を希望される人（日中独居等）
問：福祉課

里親登録個別相談会を開催
里親登録個別相談会を開催
岐阜県では、生みの親の事故、病気や離婚
等により家庭で暮らせなくなった子どもたち
を、児童福祉法に基づいて、親に代わって養
育する里親を募っています。
今回、里親についての個別相談会を開催し
ますので、興味がある方は、西濃子ども相談
センターまで予約をお願い致します。
日にち １０月９日（金）
時 間 午前１０時〜午後２時まで
（１世帯３０分程度）
場 所 西濃子ども相談センター
問合先 西濃子ども相談センター
☎０５８４−７８−４８３８

69-3128

自
自衛
衛官
官等
等募
募集
集案
案内
内
募集種目 受験資格

受付期間
推薦

男子で
中卒
高等工科 （見込含）
学校生徒 １７歳未満
の者
一般

自衛官
候補生

１８歳以上
３３歳未満
の者

男子

令和２年
１１月１日〜
令和2年
１１月３０日

試験期日
令和３年
１月１０日・１１日
※いずれか１日を
指定されます。

合格発表
令和３年
１月２１日

令和２年
１１月１日〜
令和３年
１月６日

１次
令和３年１月２３日
2次
令和３年２月４日〜
２月７日のうち１日

１次
令和３年
１月２９日
最終
令和３年
２月１８日

年間を
通じて行って
おります。

受付時に
お伝えします。

試験時に
お知らせ
します。

※１ 受験資格の年齢は令和３年４月１日現在です。ただし、自衛官候補生においての33歳未満は
令和３年６月３０日現在３３歳に達していない者。
※２ 第２次試験は、第1次試験合格者のみです。
※３ コロナ等の影響により受付期間・試験期日が変更される場合があります。
※４ お問い合せ 「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

【PI・パワーインサーターについて】
輪之内光サービスで提供しているテレビ放送は、光ファイバーを通して安定した信号を提供できますが、光ファイバー
と共に設置する主装置V-ONUへ常に電源が供給されていないと、テレビ信号が出力できなくなってしまいます。
電源を共有する装置はPI「パワーインサーター」呼ばれ、ケーブルテレビを受信いただいているご家庭にはすべて設置
されています。このPIからの電源が途絶えると、
ご家庭内のすべてのテレビが映らなくなります。
PIはリビングのテレビ裏などに設置されています
ので、もし、ケーブルテレビが急に映らなくなっ
た場合は、一度ご家庭内のPIが正常電源に挿さっ
ているかをご確認くださいますようお願い申し上
げます。
TEL 0120−105−602 / 0584−78−0302（平日・土曜10:00 〜 18:00）
FAX 0584−82−3250
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。
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〜 下 水 道 広 報 〜
下水道の
やくわり

川や水路を
きれいにし
ます

水洗トイレ
が使えます

町がきれい
になります

家庭からの生活雑排水等はすべて下水管を通し、処理
場できれいな水にして川に放流します。

快適で衛生的な水洗トイレが使えるようになります。
浄化槽と比べて、保守点検や汚泥の抜取り等の維持管
理の心配が必要なくなります。

家庭からの汚水は地下の下水管を通って流されるので、
清潔できれいな町になり、蚊やハエ等の発生を防ぎ、
伝染病の予防にもつながります。

正しい下水道の利用方法

下水道・排水設備工事

・排水管は熱にはあまり強くありません

排水管は主に硬質塩化ビニル管が使用されていま

す。熱にはあまり強くないため、調理で使用した熱
湯は水を流しながら流すか、冷めるまで待ってから

各家庭で下水道を利用していただく為の、

排水設備工事についての手順をお知らせいた
します。

排水設備（宅内排水管）工事を行う場合は、

流すようにしましょう。

必ず町の指定した排水設備指定業者に依頼し

ぎましょう。

などは町の条例等で技術的な基準が定められ

（目安は４５度以下です）熱による管の変形等を防

・油を下水道に流さないでください

油を流すと排水管の内側に付着し、管が詰まった

り、臭いが立ち込めたりなど故障の原因につながり
ます。鍋や皿についた油汚れは拭き取ってから洗い
流しましょう。

・トイレの使用

てください。排水管の内径や勾配、桝の構造
ています。このため排水設備工事は、指定業

者以外では施工できないことになっています。
１．排水設備工事指定業者を選定し、直接業
者に依頼します。

２．業者との打合せを十分行い見積書をもら
います。

トイレでは水に溶けない紙や布・ビニル類等を流

３．排水設備工事の届け出（通常は業者が行

また、トイレットペーパーも必要以上に使用する

４．許可後、工事を行います。

すと、詰まりの原因となります。

と溶けにくくなります。トイレでは水に溶けるもの
以外は流さないようにしましょう。

下水道管の故障を防ぐため、各家庭での利用方法

及び桝（目皿）の清掃にご協力をお願いします。

います。）をします。

５．工事完了後、町による排水設備の検査を
受けます。

６．下水道の利用開始となります。

「地域ぐるみ」で「早期」に下水道の普及を！！
下水道は、健康で文化的な生活を営むための基盤となるもので、自然と私たちの生活の調和を保ってくれ

る重要な役割を果たす施設です。

しかし、下水道が整備されても利用されなければせっかくの施設も無駄なものになってしまいます。また、

地域ぐるみの排水設備の設備、便所の水洗化がなされなければ環境衛生の向上にはつながりません。

そこで「地域ぐるみ」で「早期」に排水設備の設置、便所の水洗化をすすめていただきますようお願いし

ます。
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消費生活相談

１０月は
『食品ロス削減月間』
です！

もったいない！
食べられるのに捨てられる『食品ロス』を減らそう
まだ食べられるのにもかかわらず捨てられる食品のことを『食品ロス』といいます。
日本全体で年間612万トンと推計されています。（平成29年度）その内訳は、スー
パーや食品工場など事業系食品ロスは328万㌧（53.6％）、各家庭から出る食品ロス
は284万㌧（46.4％）とほぼ半々です。我が国は、令和元年７月公表の『食品リサイ
クル法』の基本方針として食品関連事業者から発生する食品ロスを2030年までに半
減する目標設定がされています。また、令和元年10月に『食品ロス削減推進法』が
施行され国民全体の運動として、食品ロスを減らす取組が進められています。

食品ロスって何がいけないの？
日本ではまだ食べられるのに大量に捨てられる食品があるということ、これは資源の無駄（事業のコ
スト、家計負担の増大）や、環境への負荷がかかるという問題があるのです。放っておけない「もった
いない」問題なのです。消費者庁ＨＰに掲載のアンケートの一部を紹介します。
●まだ食べられるのに捨てた理由 BEST３
①食べ残し（57％）
②傷んでいた（23％）
③賞味期限・消費期限切れ（11％）
●食品ロス削減に実践しやすく効果があると思う取組 BEST３
①使い切れる分だけ買う（72％）
②家にある食材・食品をチェックする（66％）
③食材の特性に注意して保存する（48%）
●食品ロス削減に大切だと思うこと BEST３
①もったいないの意識づけ
②買い物の仕方の見直し
③家族の協力

ご自宅の冷蔵庫の中はどのような状況でしょうか？
冷蔵庫や食品保存庫等の片づけ＆整理をすることで、買い物前にも確認
しやすくなり、同じ食品の重ね買いがなくなるなど、お財布にやさしく、
結果的に食品ロスを減らすことにつながります。

冷蔵庫の整理整頓のコツ
１．食品を種類（カテゴリ）分けする
２．それぞれの置く場所を決める
３．フリースペースを作る
（庫内に保存する食材は7割以下にしましょう）
４．ストックのルールを決める
[消費者庁ＨＰ参考]

消費者へのアドバイス
食品ロス問題は、事業者も各個人も皆が取り組むことが必要です。他人事ではなく、我が事として行
動に移しましょう。消費者庁ＨＰで食品ロスに関する事例等を紹介していますので、できることから取
り組んでいきましょう。
消費生活相談のことなら

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
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いやや

☎188

消

防

ねっといちいちきゅう

Ｎｅｔ１１９緊急通報システムの運用開始について
令和２年11月１日から、Ｎｅｔ１１９の運用が開始されます。Ｎｅｔ１１９は、携帯電話やスマートフォ
ン等からインターネット回線を利用して音声によらない１１９番通報を行うことができるサービスです。
利用対象者は、聴覚や言語機能に障がいがあるなど、音声による１１９番通報が困難な方で、大垣消防
組合が管轄する地域（大垣市（上石津地域を除く。）・神戸町・輪之内町・安八町・池田町）に在住又は
通勤若しくは通学している方のほか、消防長が特に必要があると認める方です。

登録の流れ
申請書

登録完了

①最寄りの消防署で申請書を
受け取る。または、大垣消
防組合のホー
ムページから、
申請書をダウ
ンロードする。

②申請書に必要事項を記入し、
消防本部消防指令課まで提
出する。
※

問い合わせ先

担当
電話

③登録完了
通報用URL、ID/パスワー
ドがメールで届く。申請書
をダウンロードする。

詳しくは大垣消防組合のホームページをご確認ください。

大垣消防組合消防本部消防指令課通信係
０５８４−８７−０１１９

たい ホワイトシャッター事業の始動

消防の力になり
企業募集
誰もが安心して暮らせる、地域を創る

協賛社

大垣消防組合では、「ホワイトシャッター事業」の協賛企業を公募して
います。この事業は、「消防の力になりたい」という企業の想いを、より
効果的かつ効率的に防災支援に繋げることのできる、官民連携の新しい仕
組みです。消防庫に設けられたシャッター1つ単位から企業の協賛を受け付
け、その収益を消防本部が必要とする物品の寄附や、消防・救急活動の支
援や啓発活動にあてることができます。賛同企業には消防車のシャッター
部分にロゴを掲載、各自治体には消防活動に必要な機材が寄附されます。
協賛金

消防車両の企業ロゴ
掲載枠を提供

消防車両への
企業ロゴ掲載

消防・救急物資を
物品寄付

自治体

本事業は一般社団法人PFI開発支援機が運営しています。PFI（Private Finance Initiative）とは、民間の
資金やノウハウを活用して、より効率的で質の高い公共サービスを実現する手段のことです。
詳しくは大垣消防組合消防本部／総務課総務係（0584- 87-1511）までお問合せください。

交通安全
トワイライト・オン（早めのライト点灯）キャンペーン
過去５年間（H２７〜Ｒ1）の統計では、１年のうち年末３か月（10月から12月）に交通死亡事故が最も
多く発生しており、特に歩行中・自転車乗用中の被害は７月から
９月の２倍近くに増加しております。日没の３０分前を目安に車
交通事故発生状況（概数）
両等のライトを点灯し、その存在を周囲の車や歩行者に早く知っ
令和2年9 月 1 日現在（昨年同日）
てもらうとともに、安全運転に努めましょう。
令和2年 令和元年 増減
★輪之内町

実施期間

９月２１日（月）〜１２月３１日（木）

ライト点灯時間の目安
９月中
１０月中
１１・１２月中

人身事故件数

10件

5件

−5

負 傷 者 数

13人

5人

−8

死

者

数

★大垣警察署管内
人身事故件数

午後５時００分頃
午後４時３０分頃
午後４時００分頃

死

者

数

負 傷 者 数

0人

0人

令和2年

令和元年

±0
増減

190件 −59

249件

0人

0人

317人

238人

±0

−79

誰もが生まれながらに持つ権利、人が人らしく生きる権利、全ての人が幸せになれる権利、それが人権で
す。人権は誰にとっても身近で大切なものであり、互いにそれぞれの人権を尊重し、幸せを思いやることに
よって日々守られていくべきものです。
人権に関して、独りで悩んでいませんか？相談窓口がございますので、是非ご利用ください。

◆みんなの人権１１０番
０５７０-００３-１１０

◆子どもの人権１１０番
０１２０-００７-１１０

人権について、なんでも相談ください。
電話はおかけになった場所の最寄りの法務
局・地方法務局につながります。

学校でのいじめ、虐待など、子どもの人権専
用相談電話です。通話料無料。
秘密は守ります。相談は無料ですので、気軽に
ご相談ください

◆女性の人権ホットライン
０５７０-０７０-８１０

受付時間：
平日の午前8時30分〜午後5時15分（全国共通）
※一部のＩＰ電話からは御利用できない場合があ
ります。

職場でのセクハラ、家庭内暴力など、女性の
人権についての専用電話です。

野の花を生けて月ぎめお経の日
神社より人こぼれ出す祭りの日
新米の水手の甲で量りけり
木野 由紀子

玻璃戸越し水飲む小鳥みとれけり
穴まどひ姿失せども回り道
も ず
む
大欅ねぐら求めて百舌の群れ
小林 冨美子

ゐのこづちやうやく払ふ野良着かな
山柿の塩漬け食むや山育ち
コロナ禍で閉塞の世ぞ秋の声
棚橋 悦子

みな

水底に落ちてさみしき木の実かな
都路を歩みて秋の雨に会ふ
みささぎ
あ とり
陵の空をくらめて群れ花鶏
野村 照子

車窓から刈田ばかりをながむ旅
たばこ び
ぷかぷかと祖父の煙草火秋の暮
外食の口実らしき美術展
松永 智志

早朝のアナウンサーに赤き羽根
の し
新米や返礼として熨斗付けて
一服を賜りながむ蔦紅葉
松村 澄江

夕暮れのなほ日が匂ふ稲田かな
たちまちに刈田となりし輪中村
藁塚のわづかとなりぬ輪中村
遠藤 幹郞
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子育て支援センター

仁木こども園 TEL 050‑8026‑8976
福束こども園 TEL 050‑8026‑8951
大藪こども園 TEL 050‑8026‑8948

69‑3757
69‑3723
69‑3029

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んだりできる場所を提
供しています。予約は不要ですので、いつでも気軽に遊
びに来てください。

10 月 の 予 定

※新型コロナウイルスの感染予防の為、今年度は、お楽しみの日、わくわく広場、子育て講座、絵本の読み聞かせ、英
語で遊ぼう、お弁当デーは中止させていただきます。様々な行事を行うことはできませんが、園庭やログハウスの中
で楽しく遊んでいただけるよう工夫しています。
※ご利用の際は、親子でマスクの着用をお願いします。

支援センター利用時間
にちじ
ところ
持ち物

月〜金曜日（祝日を除く）１０：００〜１５：００
各こども園にて
着替え・帽子・お茶など

育児相談（面接・電話）
曜
時

園庭遊び
困ったとき、悩みのある

日 月〜金曜日（祝日を除く） 場合は気軽に声をかけて
ください。
間 9：00〜16：00

※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ています。
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ください。

室内遊び

児童センター

開館時間 9：00〜17：00
TEL 050‑8026‑8940 69‑5411
FAX 69‑5156

休館日は

日曜日、
月曜日、
祝日です。

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。
※新型コロナウイルス感染症の影響で、予定を変更・中止する
場合がございます。ご了承ください。
毎週
火曜日

おひさま
乳幼児親子対象

日時／毎週火曜日１０：３０〜１1：3０

10 17

（土）

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、保護者同士の交流の場にもなりますので、
是非ご参加ください。

毎週
木曜日

リズムであそぼ

乳幼児親子対象

日時／毎週木曜日 １０：３０〜１１：0０

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。
また、大人のリフレッシュにもなりますので、是非ご参加ください。

げんきっこ
（運動遊び）
カップインゲームをしよう

小学生対象 １４：００〜１５：００

10 10・24
（土）（土）

つくってあそぼ（工作遊び）
幼児親子・小学生対象 １4：００〜１5：００

ハロウィングッズを作ろう

小中学校ニュース

TEL：050 8026 8935
69 2029

今年度も「福束小いじめゼロ宣言」
今年度も、児童会が中心になっ
て、「いじめゼロ宣言」を策定しま
した。各学級で、「いじめはどうし
ておきてしまうのか」「いじめをな
くすために、毎日取り組むこと」を
話し合いました。その意見を代表委
員会で話し合い、２０２０年の「いじめゼロ宣言」が策定され、下校時には、唱和しています。みんなが「えが
お」で生活できることを願い、全校みんなで、大切にしていきます。

「新型コロナウィルス感染予防」に努めて
５月末から段階的に、６月から再開しました。まだまだ、
感染拡大が予断を許さない状況の中、学校でも、保護者の方
の協力を得て、予防対策に努めています。
家庭では、毎日の検温と健康のチェックをしていただき、
学校では、校舎に入る前に「健康チェックカード」の確認、
教室に入る前に手指消毒を行っています。
教室内では、机の距離を離す、向かい合っての活動は避け
るなどの留意をしています。給食時も向かい合って食べるこ
とはしていません。配膳は、教職員や最小限の当番で行って
います。そんな中、９月からは、音楽室に「飛沫防止ガー
ド」を設置していただき、その中で、けんばんハーモニカや
リコーダーの練習をすることができるようになり、子どもた
ちの活動が広がりました。
子どもには、日常的に、ていねいな手洗い・マスクの着
用、大きな声で話さない、近づきすぎないなどの指導を繰り
返し、教職員は、共用の道具や施設の消毒、教室の換気に努
めています。
暑い時期は、こまめに水分をとることに加えて、「熱中症
指数」を確認して、室内で過ごすことや低学年の下校を遅ら
せるなどの対策をしてきました。７月から、児童玄関に細か
い水が出る「ミスト」を設置していただき、子どもたちは、
登下校時、外での活動や休み時間終了後などに、頭上から出
る心地よい「ミスト」を、喜んで浴びていました。
いろいろと制約が多い中ではありますが、

【登校時のチェックの様子】

【給食の配膳時の様子】

【音楽室の飛沫防止ガードの中で練習】

学校の教育目標「豊かな心 たくましい力のある子〜考える子 仲よくする子 やりぬく子」
目 指 す 学 校 像「明日も行きたい 行かせたい 楽しい学校」
を大切にして、子どもたちの健康・安全を守ると共に、子どもたちが「楽しさ」を見いだし、生き生きと生活す
ることができるように、工夫・改善していきます。
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教育委員会だより

TEL 050-5808-9602
69-4500

第50回薩摩義士慰霊祭を開催

受講者を募集しています

教室の様子
町長からの慰霊のことば

■生涯学習講座 『体幹トレーニング教室』
□毎月第２・第４水曜日 10時30分〜 11時45分
※令和2年度は3月のみ、第2・3水曜日
□輪之内町文化会館リトルホール
□受講料 1月2,000円
（半年毎に集金します）
□講師 日本スポーツ協会公認スポーツ指導者
藤原紀子先生
受講者のコメント
ボールやチューブを利用して体幹を鍛えています。自
分自身で体の歪みを修正し、美しい姿勢を目指すことがで
きます。お子様連れや男性も大歓迎ですのでぜひ参加し
てください。

８月２５日（火）
、江翁寺（楡俣新田）にて、第５０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、
「我が町は、濃尾平野の
豊かな自然を保全しつつ、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、着実に成長してまいり
ました。これもひとえに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
を忘れてはなりません。我々は、今後も義人の尊い偉業を
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。

輝かしい成績

大会の結果を報告します
（敬称略）

■輪之内野球少年団
□第52回岐阜県学童
軟式野球安八郡大会
□とき ８月１日（土）
□会場 ごうどローズスタジアム
□成績 準優勝

ゆ〜みんぐ入場券販売中
輪之内町が加盟している西濃環境整備組合の屋内温水プー
ル「ゆ〜みんぐ」の特別割引入場券を町内在住者対象に輪之内
町教育委員会にて取り扱っていますのでお求めください。
◇開館時間
平
日 午後 １時〜午後 ９時
土日、祝日 午前 10時〜午後 ６時
(休 館 日） 毎週月曜日（ただし月曜日が祝日の場合
は翌日）、年末年始

14

◇料

金
小人［中学生以下］
１綴り（１１枚）１,５００円（通常３,０００円）
大人［高校生以上］
１綴り（１１枚）２,５００円（通常５,０００円）
老人［７０歳以上］
１綴り（１１枚）１,５００円（通常３,０００円）
障がい者・障がい者の介護者
１綴り（１１枚）５００円（通常１,０００円）
※ １度の購入で、各券種１綴りまで販売します。

TEL 050-8026-8967
69-5155
FAX 69-5156

乳がん検診のお知らせ
乳がん検診のお知らせ

保健センターでは、２歳以上の未就園児の親
子を対象に、「ちびっこサークル」を年に１０
回、毎月テーマに沿った遊びを実施しています。
子育て中のお母さん同士の交流の場でもありま
すが、親子で遊びを通して、育児が楽しめる
きっかけを目的に開催しており、この日は食事
について栄養士によるエプロンシアターが行
われました。

乳がんは４０歳〜５０歳代をピークに発症や死亡が
増加しており、日本人女性の約12人に1人が生涯で乳
がんにかかる危険があります。町では、がんの早期発
見や健康意識の普及啓発を目的として、３０歳以上
（R2.4.1現在）の方を対象に乳がん検診を受けていた
だくことができます。早期に発見し治療ができるよ
う、是非この機会に検診を受けられることをお勧めし
ます。なお、家族調査票で申し込みされた方には、10
月中旬にご案内を郵送いたします。申し込んでいない
方で受診を希望される方は、保健センターへお申し込
みください。

エプロンシアター
の様子
▶
手遊びの様子
▼

検診日：令和2年11月17日㈫・25日㈬・27日㈮・
30日㈪・12月1日㈫・2日㈬・4日㈮・8日㈫
場 所： 輪之内町保健センター
検診内容： マンモグラフィ（2方向）・超音波検査
※新型コロナウイルス感染予防のため、今年度は視
触診を中止します。
自己負担金：1,000円

子どもたちは興味津々
に目を輝かせて参加し、
野菜の名前を答えたり、
音楽にあわせて楽しく手
遊びをしました。

注意：マンモグラフィ
・超音波検査の2つセットとなります。
（単独での
受診はできません。）
また、
妊娠中及びその可能性がある方、
授
乳中の方、
断乳3ヶ月以内の方、
豊胸手術を受けた方、
ペース
メーカーを装着している方、
VPシャントを挿入している方は、
町
の検診は受診できませんのでご了承ください。

がん検診受診率50％達成に
向けた集中キャンペーン
【10月はがん検診の重要性をご理解いただくための集中キャンペーンです】
日本人の２人に１人が“がん”になり、３人に１人が“がん”で亡くなっています。
がんの早期発見には検診がとても重要です！
自分自身やあなたを必要とする人のためにも、がん検診を受けましょう！

第53回

1分

で読める

健康かわら版

健診結果を
見てみましょう！
運動編

④-⑵ 糖尿病：HbA1ｃ（ヘモグロビンエーワンシー）、血糖（空腹時・随時）、尿糖

糖尿病の三大合併症の1つ、
「糖尿病腎症」
は、血糖値が高い状態が続くことで血管が傷つ
き、腎臓のろ過機能が低下し、たんぱく質が尿に漏れ出たり、体内の老廃物が体外に排出さ
れにくくなる状態です。糖尿病性腎症が進むと腎不全になり、透析が必要になります。
「糖尿
病性腎症」
は、透析導入原因の第一位になっており、
日本人の2型糖尿病患者の42％が糖尿
病性腎症を合併しています。腎症の発症を防ぎ、進行を抑えるには、血糖、血圧、脂質をしっ
かりコントロールすることが重要です。

血糖値改善！やってみよう！

・いつやるといい？：食後1〜2時間（食後の血糖上昇を抑えられます）
・どんな運動を？：有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせると効果的
・どれくらい？：週に3日以上（できれば毎日）、1日20〜60分、「ややきつい」程度
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保健衛生カレンダー

実施日

10/1
2
7
8

事

業

名

受付時間

対象者

H 2 9 . 8 〜 9 月 生
申
込
者
H30.12/11〜H31.1月生
申
込
者
予
約
制

3 歳 児 健
チ ャ レ 健 ク ラ
1 歳 6 ヶ月 児 健
ち び っこサ ーク

診
ブ
診
ル

12:45〜13:00
13:00〜13:30
13:00〜13:15
10:00〜10:10

13

健

談

10:00〜11:30

13

チ ャ レ 健 ク ラ ブ

13:00〜13:30

14

乳 幼 児・妊 産 婦 相 談

10:00〜11:30

19

まめっこサ ーク ル

22

チ ャ レ 健 ク ラ ブ

23

チ ャ レ 健 ク ラ ブ

28
29
11/5

3・4 ヶ 月 児 健 診
1 0 ヶ 月 児 健 診
1 歳 6 ヶ月 児 健 診

10:00〜10:10
13:00〜13:15
14:00〜14:15
13:00〜13:15
14:00〜14:15
13:00〜13:15
13:00〜13:15
13:00〜13:15

健

10:00〜11:30

10

康

康

相

相

談

令和2年10月1日〜11月10日
場

（ご希望の方は保健センターに
お電話ください）

所

※健康ポイント数

保健センター
〃
〃
〃

−
４０P
−
−

〃

２０P

申
予

込
約

者
制

〃

４０P

〃

−

申

込

者

〃

−

申

込

者

〃

４０P

申

込

者

〃

４０P

生
生
生
制

〃
〃
〃

−
−
−

〃

２０P

（ご希望の方は保健センターに
お電話ください）

R 2 . 6 〜 7 月
R 1 . 1 1〜1 2月
H 3 1 . 2月〜3月
予
約

（ご希望の方は保健センターに
お電話ください）

※「わくわく輪之内マイレージ」健康ポイント数です。
「特定健診、すこやか健診、肝炎ウイルス検診、前立腺がん検診、子宮頸がん検診」の結果を受診日から6ヶ月以内に保健センター
窓口へご提示いただくと、
「わくわく輪之内マイレージ」のポイントがたまります。
・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。
・各種警報が発令された場合
状況に応じて保健事業を中止します。その場合は広報無線等でお知らせします。
新型コロナウイルス感染症の影響で、保健事業が変更になる可能性があります。町ホームページもしくは、保健センターまでお問合せください。

10月17日〜23日は「薬と健康の週間」です
「薬と健康の週間」は、医薬品を正しく使用することの大切さ､そのために薬剤師が果たす役割の大
切さを多くの方に知ってもらうために積極的に啓発活動を行う週間です。
「薬の副作用が心配」、「薬を飲み忘れてしまった」、「いくつも薬をもらっているけど、重複し
ていないかな」など、こんな時は『かかりつけ薬剤師・薬局』に相談しましょう。

健康サポート薬局とは？

厚生労働大臣が定める一定基準を満たしている薬局として、かかりつけ薬剤師・薬局の機能に加えて、市販薬や健康
食品に関することはもちろん、介護や食事・栄養摂取に関することまで気軽に相談できる薬局のことです。健康サポー
ト薬局のロゴマークを薬局の外に表示していますので、マークを目安に探してみてください。

ポリファーマシーとは？

ポリ＝複数、ファーマシー＝調剤の造語で、害のある多剤服用を意味することばです。単に服用する薬の数が多いこ
とではなく、必要とする以上の薬や不要な薬が処方されることによって、有害事象のリスク増加や、誤った方法での服
用などの問題に繋がる状態を指します。高齢者では年齢が上がるほどポリファーマシーの割合が増え、加齢による認知
機能の低下などによりポリファーマシーや薬剤の有害事象に繋がりやすくなります。
ポリファーマシーを防ぐために、以下のことに気をつけましょう。
①使っている薬があれば医師や薬剤師に必ず伝えましょう。
②お薬手帳を複数持っている方は、かかりつけ薬局で1冊にまとめてもらいましょう。
③自己判断で薬の服用を中断しないようにしましょう。
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TEL 050−5808−9600
（0584）
69−3111㈹
FAX
（ 0584）
69−3119

10月
地区集積場
家庭ごみ収集日 10月2日〜11月2日
出し方

分別種類

仁木地区

福束地区

●相談

問 住民課
大藪地区

・5（月）
・9（金）
・12（月）
指定ごみ袋 10/2（金）
16（金）
・19（月）
・23（金）
・26（月）
青

可燃ごみ

30（金）
・11/2（月）

心配ごと相談

指定ごみ袋
黄

10/8
（木） 10/15（木）10/22（木）

回収かご

10/6
（火） 10/13（火） 10/20（火）

ペットボトル

回収かご

10/6
（火） 10/13
（火） 10/20
（火）

ビン類

回収かご

10/7
（水） 10/14（水）10/21（水）

その他プラスチック製

指定ごみ袋
赤

10/7
（水） 10/14
（水） 10/21
（水）

不燃ごみ
（※1）

かん類

（アルミ・スチール）

（※2）

容器包装

（色別）

※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。

開館時間 9：00〜17：00

050-8026-8914
69-5374

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
ふとん、
カーペット類、
（有料のものも 電池、電球、蛍光灯、割り箸、生ごみ、
あります）
廃食油（天ぷら油）、
ＣＤ、バッテリー、
インクカートリッジ

持ち込み
品目

粗大ごみの有料回収 期間／12月14日
（月）〜20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。

住民課への事前予約が必要です
（有料）
※業者による代理申請は不可

●今月の納付

納税には、便利な口座振替をおすすめします。

町県民税
国民健康保険税
こども園利用料
後期高齢者医療保険料
学校給食費

第３期分
第５期分 納期限は
10月分
11月2日
（月）
です。
第４期分
第６期分

●農業委員会（傍聴希望者は事務局の産業課まで）
11月5日
（木）
の農業委員会への申請締切日は10月20日
（火）
です。

電話健康相談
日頃の健康のお悩み、お聴きします

開 設 日 時：令和2年11月１日（日）午前10時〜12時
受付電話番号：０５８ー２６７ー０７１１

※岐阜県保険医協会会員の医師が無料で相談に応じます。なお今回
の相談では、歯科相談は実施しておりません。
岐阜県保険医協会（県内の医師・歯科医師約１７００人を会員と
して有する団体）が、電話での医療相談『電話健康相談』を一日
限定で行います。日頃、気になっているちょっとした疑問やお悩
みごとがありましたらお電話ください。

主催

岐阜県保険医協会

行政相談
総務課
行政の仕事や身近な施設について苦情や要望をお
聞きします。
と き 10月20日
（火）
９
：
３０〜１１
：
３０
ところ 町民センター１階 営農相談室
相談員 𠮷田 則義 行政相談委員

TEL：058-267-0711

社会福祉協議会

ひとりで悩まずご相談ください。
■なんでも相談
と き 10月12日
（月）
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
■子ども相談「なかよしコール」
と き 10月10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
ＴＥＬ 0584 69 3511
050 8026 8745
■法律相談 予約優先
と き 10月20日
（火）
9：30〜11：30
ところ 町民センター１階 事務室
相談員 弁護士
予約先 0584 69 4433
050 8026 8949
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19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

障がい者巡回相談 ※要予約（前々日まで）

福祉課

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21日
（水）
10：00〜12：00
ところ 役場1階 相談室
相談員 相談支援事業所の専門員

消費生活相談

住民課・西濃６町

西濃６町のどこでも相談ができます！
相談会場

予約 ☎

専門相談員配置日【10月・11月】

輪之内町

0584-68-0185

10/1(木)，
15(木)，
11/5(木)

養老町

0584-32-1108

10/5(月)，
19(月)，
11/2(月)

垂井町

0584-22-1152

10/6(火)，
20(火) ，
11/4(水)

関ケ原町

0584-43-0070

10/13(火)，
27(火) ，
11/10(火)

神戸町

0584-27-0178

10/12(月)，
26(月) ，
11/9(月)

安八町

0584-64-3111

10/8(木)，
22(木) ，
11/12(木)

※専門相談員による面談は、各会場とも10時〜12時と13時〜15時です。

『今年のハロウィンジャンボは、
１等・前後賞合わせて５億円！』
１等
前後賞各

３億円 × １１本
１億円 × ２２本

※ 当せん本数は発売総額３３０億円
・１１ユニットの場合

『同時発売のハロウィンジャンボミニは、
１等1,000万円！』
１等

１，０００万円 × ５０本

※ 当せん本数は発売総額１５０億円
・５ユニットの場合
※発売期間 令和２年９月２３日（水）〜１０月２０日（火）
※この宝くじの収益金は市町村の
明るく住みよいまちづくりに使われます。

※新型コロナウイルス感染症の影響で、予定を変更・中止する場合がございます。
ご了承ください。
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