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福束こども園

元気いっぱい！
しながら、元気いっぱい過ごしています！

こ ど も え ん

おおやぶ

大藪こども園
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の話

わだい

題

交通事故に気を付けて
児童から交通安全メッセージ

10/1［金］

ふれあいセンターにて、町内５年生児童が書いた交通安全メッ
セージが役場担当者より老人クラブへ贈られました。毎年、家庭の
交通安全リーダー推進事業として高齢者の方に対して交通安全メッ
セージの作成を行っており、今年は下記６名の作品が優秀作品とし
て選ばれました。「運転する時はスピードの出し過ぎには気を付け
て」「夜歩くときは反射材を身につけて」など、注意をよびかける
メッセージに、老人クラブの浅野人美会長は「ありがとうございま
す」と笑顔でお礼を述べられました。
仁木小学校
近藤茉依

交通安全メッセージの各校優秀者

吉田彩夏

福束小学校

伊藤虹七

近藤穂南美

（敬称略）

大藪小学校

安藤徠愛

10/1［金］

伊藤佑介

表彰をうける浅野会長

バドミントン東海大会へ

表敬訪問

仁木小学校５年生の濵田結花さんが役場を訪れ、町長に東海
小学生バドミントン選手権大会女子ダブルスへの出場を報告さ
れました。
得意技はクロスのカットショットで、県大会で点に繋げるこ
とができたので今大会でも狙っていきたいと笑顔で話されまし
た。
「大会が中止になっている中で開かれることに感謝し、一
試合一試合を楽しんでプレイしたい」と意気込む濵田さんを、
町長は「いい報告を待っています」と激励しました。

東海大会への出場を意気込む濵田さん

老人クラブ連合会からの表彰

10/1［金］

輪之内町老人クラブ連合会が、長年老人クラブの活動を支
えてくださり単位クラブの会長職を務められた２名の方へ、
老人クラブ連合会の表彰を行いました。
2021.11 WANOUCHI
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当日は、元里東老人クラブ会長の木村孝男さん、元南波老
人クラブ会長の金森博さんに対し、浅野人美会長より表彰状
が贈呈されました。木村さんは８年間単位クラブの会長を務
められながら、連合会の役員としても、会の運営にご尽力を
いただきました。本当にお疲れ様でした。
左 金森さん

右 木村さん

田中ゆかり選手
パラリンピック報告会

10/5［火］

輪之内町出身の田中ゆかり選手が夫婦で来庁され、東京
2020 パラリンピックのシッティングバレーボール競技への
出場ついて報告されました。
ゆかり選手は今回が初の代表入りで、ご主人の浩二選手と
夫婦揃っての出場となりました。初参加の上に自国開催であ
ることに緊張はあったものの、強気で試合に臨まれたと報告
されました。特に印象に残っているのはブラジル戦で「ピン
チサーバーとして１セット中に３点連続でとることができ、
練習の成果が感じられた」と笑顔で話されました。
田中ゆかり選手と田中浩二選手

輪之内町成年後見支援センターを
開設しました
認知症や知的・精神障がいなどの理由により判断能力が不十分な人
が安心して暮らせるよう、町は「輪之内町成年後見支援センター」を
開設しました。成年後見制度の広報、相談対応、後見人支援などを行
います。「成年後見制度」とは、判断能力が不十分な人に代わって、
裁判所から選任された後見人が不動産や預貯金などの財産の管理や介
護サービスや施設への入所に関する契約などを行い、その人の生活や
財産に関する権利が守られるよう法的に保護・支援する制度です。
ご相談ください。
軽に
お気

相談窓口

町について知る
仁木小学校で懸崖菊の贈呈式
仁木小学校３年生へ、輪之内町けんがい菊生産組合より町

●福祉課
●社会福祉協議会

69-3128
69-4433

10/7［木］

の特産品である懸崖菊が贈呈されました。同校では例年総合
学習の一環として懸崖菊を育てておりましたが、今年はコロ
ナウイルス感染症の影響で生産組合の方々が育てる様子を撮
この日が初めてでした。
児童たちは、興味津々に手渡された鉢を見つめながら「一
生懸命育てて、少しでも長く楽しみたい。綺麗な花が咲くと
いいな」と笑顔を浮かべました。
懸崖菊を受けとる児童たち
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影したビデオで学んだため、児童が実際に懸崖菊を見るのは
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11 月生まれ
しん じ ろう

進次郎くん（２歳）

ゆう か

友奏ちゃん（３歳）

電車や車が大好き！
これからも元気に育ってね。

食べるの大好き！
元気いっぱい大きくなってね☆

募集

趣

味 家
の

俳句教室

（敬称略）



傘寿の日拍手で祝ふ牡丹鍋
のぼり
宮幟みしりぎしりと冬に入る
枯れ草のけぶりたなびき日暮れけり

小春日やコロナ予防に開け放つ
沼涸るる水際歩く鳥数羽
枯蓮や土黒々と風すさぶ 

籠りゐる庭あちこちの花八手
ずぶ濡れの女子高生や夕時雨
大根を引く人運ぶ人決めて 

神駒のうす目やさしく神迎
初しぐれ椀にほどけし結び湯葉
梵鐘のひびき尊し落葉道 

うしろまえ違へて笑ふ冬着の子
千枚漬け顔を寄せ合ふ薄さかな
会えぬ人しばし思ひて冬銀河 



石段の窪みの水に秋の空
山峡の古刹しぐれて鎮もれり
後ろ手を組みて紅葉を見上げけり
ふた へ

輪中村冬の二重の虹立てり
大根の頭揃へて売られけり
水音の絶えぬ岩間の石蕗の花



遠藤

松村

松永

野村

棚橋

小林

木野

幹郞

澄江

智志

照子

悦子

冨美子

由紀子
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就学前の子ども（12 月 ･ １月生まれ）の写真（６人以上の場合は抽選）を募集します。
掲載ご希望の方は、総務課へ写真データにお子様の年齢・氏名・コメントを添えて持参ま
たはメール（soumu@town.wanouchi.lg.jp）で送信してください。
●申込期限 11 月 25 日（木）まで

福祉課

69-3128

地域包括支援センター

68-2766

「正しく知ってほしい！！認知症のこと」
「認知症」と聞くと、どう接したらよいかわからないなどの「とまどい」を感じる方も多いと思います。認知
症は決して特別な病気ではなく、誰もがなりうる「脳の病気」です。認知症を患い、生活に少しずつ支障が出
てきて、自分のことを自分ですることが難しくなってくるかもしれませんが、できることはたくさんあります。
できないことばかりに目を向けず、できることを見つけてあげてください。その人にあった対応をすることで、
認知症の方がこころ穏やかに笑顔で住み慣れた地域で過ごし続けることにつながります。
「世界アルツハイマー月間」
である９月には、皆さんに少
しでも認知症について考えて
いただけるきっかけになれば
と思い、役場ロビーで、町内
認知症グループホームをご利
用の方の作品展示や、図書館
には、認知症関連図書コー
ナーを設けました。

認知症になると出る症状（中核症状）
・物忘れ ・言葉が出ない、理解できない ・行為ができない
・時間や場所がわからない ・他人の顔や道順がわからない ・計画を立てられない、実行できない
認知症になってもいつもでるとは限らない症状（周辺症状）
・幻覚、妄想、睡眠障害、徘徊、異食、過食、うつ状態、不安など
介護の悩みやストレスはどうしても生じてきます。
一人で抱えこまず、下記へご相談ください。一緒に解決策を考えましょう。
●地域包括支援センター（役場内）
（ふれあいセンター内）
●グループホームナンウエーブ
●グループホームさくら悠輪苑

※周囲の人の対応で、
周辺症状が改善す
る場合もあります。

68-2766
38-7013
68-2775
69-5561

▲

地域包括支援センターカレンダー

11 月 1 日～ 12 月 10 日
事業名

開催日
11月10日

時
間
9:30 ～ 11:00

12月１日

9:30 ～ 11:00

11月８日

9:30 ～ 11:00

仁木

11月17日

9:30 ～ 11:00

仁木コミュニティ防災センター

大藪

毎週金曜日

9:15 ～ 11:30

大藪コミュニティ防災センター

福束

毎週金曜日

（２部制）

福束コミュニティ防災センター

仁木

毎週月曜日

10:00 ～ 11:00

仁木コミュニティ防災センター

大藪
地域の集い

いきいき
百歳体操

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

福束

脳リフレッシュ教室

毎週木曜日
毎週火曜日

9:30 ～ 11:00

場

所

大藪コミュニティ防災センター
福束コミュニティ防災センター

ふれあいセンター
大藪コミュニティ防災センター

10:00 ～ 11:30

泰寿デイサービスセンター

11月24日

14:00 ～ 14:30

ホッとステーション「わのうち」内

11月29日

13:30 ～ 15:00

ふれあいセンター

わのうち元気体操教室

11月11日

13:30 ～ 15:00

文化会館リトルホール

オレンジカフェわのうち

11月29日

13:30 ～ 15:00

ふれあいセンター

知って得する・
通って学ぼう講座

11月25日

13:30 ～ 15:00

文化会館リトルホール

まちの保健室
～出張型～
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11月１日
11月８日
12月６日
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11

の詳細は
放送日時
タンで！
番組表ボ
テレビの

イイとこ！わのうち
小学校運動会
番組時間

毎日
8:00～､13:00～､20:30～

フレイル予防講座「頭と身体を使い認知症予防」

60分/校 初回放送

11/6（土）

番組時間

60分

11/17（水）

初回放送

10 月に開催された小学校の運動会の模様をお届
け。11/6 より順次放送予定。

県レクリエーション協会のインストラクターを
講師とした第 6 回の講座の模様をお届け。

認知症について正しく理解しよう

スマホで簡単！デマンドバス予約

番組時間

20分

初回放送

11/26（金）

町内グループホームの 1 日に密着。施設による
認知症に対する取組みの様子をご紹介します。

アニメ
「かわばたくん」

土～日

7:00～、20:00～

番組時間

5分

わのうち元気体操

毎日 7:30～､12:20～､16:20～

放送中

初回放送

スマホからデマンドバス予約が可能に！
スマホによる予約操作をわかりやすく解説。

文字放送／データ放送

あの『かわばたくん』がアニメ
化！？新しい仲間と大活躍。
みんな見てね！

2021.11 WANOUCHI
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新着番組

月～金

7:00～、20:00～

こども園、小学校、中学校の
日常を紹介。スポーツ少年団
の活動紹介もしています。

文字放送／データ放送

となりのトトロでお馴染みの
「さんぽ♪」の音楽にあわせて
体操しよう。

毎日

7:40～､10:30～

行政情報をリアルタイムで発
信。データ放送はリモコンの
「ｄボタン」から。

※放送日時、番組内容は編成都合により変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

視聴には『輪之内光サービス』への加入が必要です。
問 ㈱アミックスコム

0573-20-3252

輪之内町役場 経営戦略課

69-3126（直通）

やくば

保健センター

新型コロナワクチン接種のお知らせ

各年代の接種率（10 月 10 日時点）

ワクチン接種記録システムより（％）

輪之内町

岐阜県

全国

１回目

２回目

１回目

２回目

１回目

２回目

12～19歳

79.75

61.12

60.74

35.65

56.71

33.68

20～29歳

70.35

51.27

65.33

47.48

61.82

45.84

30～39歳

74.93

66.00

68.26

51.91

65.82

49.65

40～49歳

83.40

78.28

76.75

64.59

73.84

60.63

50～59歳

95.27

92.32

86.04

78.79

82.66

74.04

60～64歳

91.50

91.32

89.30

86.07

86.32

82.10

65歳以上

96.15

95.28

94.49

93.41

92.13

90.89

合

86.33

79.58

81.66

72.20

78.28

68.53

計

●コロナワクチンの集団接種を終了します。
ワクチンを受けた方でも、今までのようにしっかり感染予防対策を続けましょう。
ワクチンを早く受けている人や、ワクチンを受けられない理由がある人など、様々な
人がいます。ワクチンを受けている、受けていないといった理由の差別や非難は無く
しましょう。

ワクチンを接種しても引き続き感染対策をお願いします
感染防止の３つの基本

1

3

2

身体的距離の確保

マスク着用

密集・密接・密閉を
避ける

症状がなくても着用し、
外した後は手を洗う

手洗い
30秒かけて石鹸と流水で
こまめに手を洗い、消毒

日常生活の各場面別の生活様式
外出

マスク着用。帰宅後せっけんで丁寧に手を洗う。できるだけすぐに着替えシャワー。

人との間隔

できるだけ２メートル。

移動

会った人と場所を記録。

生活

毎朝検温。小まめに手洗いと換気。会話時は症状がなくてもマスク着用。複数の人が触れる部分は定期的に消毒。

スポーツ
公共交通機関
食事
働き方
ゴミの廃棄

通販も利用。少人数ですいた時間に素早く行う。展示品への接触を控えめにする。
自宅で動画の活用。ジョギングは、少人数で十分な距離をとる。
会話は控え、混んだ時間を避ける。
大皿・おしゃべり・多人数会食は避け、横並びで座る。
テレワーク、オンライン会議励行。対面の打ち合わせは換気とマスク。
鼻水や唾液などのついたゴミはビニール袋に入れ密閉。回収時はマスクと手袋を着用。
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大丈夫ですか？コロナ疲れ
新型コロナウイルス感染症の影響で、外出自粛や不安などからストレ
スのかかる生活が続いています。気持ちがふさぎこんでいると、人と接
することも億劫になってしまい引きこもりがちな生活になってしまいま
す。そんな生活が続くと、特に高齢者の方にとっては体力や筋力の低下
とともに免疫力も低下してしまい注意が必要です。そんなコロナ疲れに
負けない生活のポイントをご紹介します。

●生活リズムを見直す
決まった時間に睡眠・起床しましょう
照明を消して寝たり、部屋の温度を調整したりと、少しの工夫をする
ことで睡眠の質があがり心と身体をしっかりと休ませることができます。
３食バランスよく食べましょう
主食（ご飯、パン、麺）、主菜（肉、魚、卵、大豆製品）、副菜（野菜、
きのこ類）をそろえ、いろいろな食品から栄養素をとると免疫力が高
まります。自分で調理することが億劫になってしまった場合は、簡単
に調理できるものや配食サービスを活用してみてもいいですね。

●手軽にできるリラクゼーションを日課にする
入浴やマッサージ、ストレッチなどで身体をリラックスさせたり、好きな音楽を聴いたりするなど、自
分の好きなことを積極的に楽しみましょう。また、笑うことは免疫力のアップ、ストレス解消につながり
ます。大きく笑う、口角を上げて笑顔をつくってみることも効果的です。

●たまの外出や散歩も必要
ストレスに対抗するにも体力が必要です。人ごみを避けて景色の良い場所を散歩するだけで、気持ち
が晴れやかになります。ちょっとした運動を日々の生活に追加するだけで、
筋力低下の予防やストレスに負けない気持ちをもつことが出来ます。

●声をかけよう
たまには人と会話することが重要です。家族であれば時々電話をかける
だけでも高齢者の不安は軽減されるでしょう。一緒に少しの時間接するだ
けでも不安の解消につながります。
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新型コロナウイル感染症拡大防止に関するアプリ

厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ

COVID-19 Contact-Confirming Application（通称：COCOA）



接触確認アプリは、新型コロナ
ウイルス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）

●詳しくはこちら
厚生労働省のウェブサイト

福祉課

こんにちは！民生委員です。
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民生委員児童委員となり、あっという間に２年が経とう
としています。いろいろな計画をしてまいりましたが、コ
ロナ禍の為ほとんど中止になりました。それでも登校時
の見守りは毎日できました。
朝の集合時間に「おはようございます」と声をかける
と元気よく挨拶してくれる子、小さな声で挨拶してくれ
る子、様々です。
「今日は全員集合かな？」
「今日は〇〇
さんいないけどどうしたの？」などと心配しながら子供達
と学校付近までの道のりを歩きます。転んだりして怪我をする子や、忘れ物やトイレなど
のハプニングもありましたが、これからも見守っていきたいです。
民生委員児童委員として、地区
の皆さんに気軽に声をかけていた
だけるよう努力していきたいと思
います。
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生活
消防

ひろ ば
秋季火災予防運動

おうち時間

家族で点検

火の始末

秋季火災予防運動が 11
月９日から 11 月 15 日ま
での７日間で実施されま
す。これから冬にかけて空
気が乾燥し、暖房器具を使
用する機会も増え、火災が
発生しやすくなります。家
族や地域の皆さんで火災予
防について考えてみましょ
う。火災の発生を未然に防
ぎ、万が一発生してしまっ
ても被害を最小限にとど
め、火災から尊い命と財産
を守りましょう。

総務省消防庁ＨＰから引用

交通安全

2021.11 WANOUCHI
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田中澄雄さんが中部管区局表彰
（交通安全功労者表彰）を受賞

大安地区交通安全協会輪之内支部員の田中澄雄さんが中
部管区局表彰（交通安全功労者表彰）を受賞されました。
中部管区局表彰は、多年にわたり交通安全のために献身
的な尽力をし、交通安全の推進に多大の功績があると認め
られた方へ授与されるものです。
田中さんは現在まで 20 年以上にわたり、支部員として
町内の交通安全思想の普及に尽力されています。

消費
生活相談

消費者庁“公式LINEアカウント”開設しました
『消費者庁 若者ナビ！』
を活用しましょう

2022 年４月から成年年齢が引き下げられますが、
若者は知識や社会経験が乏しく、人からの誘いを断り
にくいことからトラブルに巻き込まれやすかったり、
トラブルに巻き込まれても自分自身での解決が難しい
ことが予想されます。満 18 歳成年では、高校在学中
でも自分自身に責任が生じます。
このような状況下、消費者庁は、若者世代の主なコ
ミュニケーションツールである LINE を活用し、若年
者層を中心とした消費者に積極的にアプローチしてい
くため、消費者庁 LINE 公式アカウント「消費者庁
若者ナビ！」を開設しました。消費者トラブル関連の
情報発信を行い、速やかに正確な情報をお届けするこ
とを目指しています。役立つ情報がすぐに見られるの
で、皆さん、ぜひ活用しましょう。
◆「まず知ってほしいこと」タブの主なコンテンツ
18 歳から大人になる！成年年齢引き下げについて
消費者ホットラインとは／消費者庁ってどんなところ
◆「もっと知ってほしいこと」タブの主なコンテンツ
健康食品／美容・脱毛エステ／マッチングアプリ
ネット通販・フリマアプリ／クーリング・オフ

人権

消費者庁 消費者ホットライン188
イメージキャラクター イヤヤン

①アカウント名：消費者庁 若者ナビ！
LINE ID：＠ caa_z
②「友だち登録」の方法
LINE アプリをお手持ちのスマートフォン等にイン
ストールした後、次のいずれかの方法で「消費者庁
若者ナビ！」を「友だち」に登録してください。
URL 下記のリンクから友だち登録
https://lin.ee/V1y3NYf
QR コード 下記の QR コードを読み取り、
友だち登録 ⇒

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）
68-0185
消費者ホットライン（全国共通）
188（いやや！）

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間の実施について
11 月 12 日（金）～ 18 日（木）までの７日間
月曜日～金曜日
8：30 ～ 19：00
土曜日・日曜日 10：00 ～ 17：00
（平日は岐阜地方法務局人権擁護課に、

土曜日・日曜日は名古屋法務局につながります。）
受付電話番号
0570-070-810
相談担当者
人権擁護委員 法務局職員

日時
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夫・パートナーからの暴力や職場等に
おけるセクシュアル・ハラスメント、ス
トーカー行為等、女性をめぐる人権相談
に、人権擁護委員が中心となって電話で
相談に応じます。
相談は無料（ただし、通話料は相談者
の負担となります。）で、秘密は厳守し
ますので、どなたでもお気軽にご利用く
ださい。
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information

情報クリップ
11 月は
製品安全総点検月間です
昨今、消費者が製品を使用する
際に、誤った使い方や不具合の見
落としによって起こる事故が多発
しています。このため、消費者の
皆さんに改めて製品の正しい使い
方に注意していただくとともに、
身の回りの製品を再点検していた
だくことで、身近な製品事故を防
ぐことを目指し、毎年 11 月に「製
品安全総点検月間」を実施してい
ます。
設計上の標準使用期間が過ぎた
ら、不具合がないかどうか注意し
ましょう。そして、説明書をよく
読み、正しい使い方で長く大切に
使いましょう。
11 月は「労働保険未手続
事業一掃強化期間」です
一人でも雇ったら、労働保険（労
災保険・雇用保険）の加入手続き
が必要です。
問 厚生労働省 労働基準局
労働保険徴収課

一般公募による救命講習を
開催「一家に一人救命者を !」
講習種別
実技救命講習（普通）Ⅰ（２時間）
実施日時 12 月 4 日（土）
9:30 ～ 11:30
講習種別
実技救命講習（普通）Ⅲ（２時間）
実施日時 12 月 5 日（日）
9:30 ～ 11:30
※普 通救命講習Ⅰの内容は成人、
Ⅲは小児・乳児・新生児に対す
る心肺蘇生、ＡＥＤの使用方法、
窒息の手当、止血の方法などを
学ぶコースです。
開催場所 大垣市外野 3-20-2
大垣消防組合消防本部 屋内訓練場
募集人員 20 人程度
申込期間 11 月１日 ~12 月１日
申込方法 氏名、生年月日、電話
番号を電話にて
その他
実技講習を行いますので、動きや
すい服装で参加してください。
受講者は大垣消防組合管内に在
住・在勤・在学の中学生以上の方。
問 大垣消防組合北消防署
73-2176

大垣税務署からのお知らせ
税についての習字、作文等
の入賞作品の展示
展示期間および場所
１．アクアウォーク大垣
11 月 5 日（金）午後～ 14 日（日）
２．イオンタウン大垣
11月15日
（月）午後～23日
（火・祝）
展示物（大垣税務署管内の入賞者のみ）
① 小学生の「税に関する習字」
② 中学生の「税についての作文」
③ 税に関する高校生の作文
④ 税に関する絵はがきコンクール
問 大垣税務署
78-4101
税を考える週間（11月11日～17日）

期間中、国税庁ホームページで
様々な情報を提供しています。
詳しくは、国税庁ホームページを
ご覧ください。
https://www.nta.go.jp

児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。

児童虐待とは、親または親に代わり現に子どもを監護している保護者または同居人が、
子どもに対して身体的な危害を加えたり適切な保護や養育を行わないことなどによっ
て、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長、発達をそこなう行為をいいます。
親などが『しつけ』
と言ったとしても、子どもにとって有害ならばそれは虐待なのです。
児童虐待防止法では、次の４つの行為を「児童虐待」として禁止しています。

2021.11 WANOUCHI
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身体的虐待

性的虐待

ネグレクト

心理的虐待

児童相談所
全国共通
3桁
ダイヤル
連絡は匿名で行なうことも可能です。
連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
お住まいの地域の児童相談所につながります。
※一部のIP電話からはつながりません。※通話料は無料です。

ア イコン
の説明
募集

保険医作品展 2021
岐阜県保険医協会の会員である
医師・歯科医師等による絵画・写
真・工芸等、さまざまな作品を集
めた作品展です。お気軽にお立ち
寄りください。
日時 11 月 3 日（祝・水）～
7 日（日）
10:00 ～ 18:00
場所 ギャラリー水無月
（岐阜市明徳町

5
058-263-2450）
出品者 会員医師、歯科医師、家
族、スタッフ

女性に対する暴力をなくす
運動
毎 年 11 月 12 日 ～ 11 月 25
日は「女性に対する暴力をなくす
運動」週間です。
夫や恋人からの暴力に悩んでい
ませんか？
DV はひとりで悩まず、被害が
深刻になる前にご相談ください。
町民生委員児童委員も相談に応
じます。
〈相談窓口（電話相談・面接相談）〉
女性相談センター・配偶者暴力相
談支援センター
問
058-213-2131
※相談は無料・秘密は厳守
パープルリボンは女性への
暴力の根絶を訴える啓発活
動のシンボルです。

案内

広報

FC岐阜 ホームでの最終戦！
輪之内町ホームタウンデー
FC 岐阜 VS 藤枝 MYFC 戦 を
見に行こう！
日時 11 月 28 日（日）
14:00 キックオフ
場所 岐阜メモリアルセンター
長良川競技場
試合 FC 岐阜 VS 藤枝 MYFC 戦

その他

FC岐阜 ご当地キャラクター
輪之内町ギッフィ―

■ 町民 500 名無料ご招待
事前に「感動をともにチケット（ともチケ）」の申し込みと「ゾー
ン指定（招待）」の QR チケットの発券（試合開始 5 日前午後
3 時から当日キックオフの 2 時間前まで発券可能）が必要です。
FC 岐阜公式ホームページからお手続きください。ともチケは当
日「チケット交換ブース」で本人確認の上、受け取ることができ
ます。ともチケとゾーン指定（招待）の QR チケットの両方が
ないと入場できません。

QR コード
（ともチケ）

QR コード
（ゾーン指定）
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■ 無料送迎バス運行
会場まで送迎バスを運行します。送迎バスを使って現地で観戦
したい方は下記要領でお申し込みください。（団体での行動とな
りますので、お時間などご注意ください。）
申込期限 11 月 19 日（金）19:00 まで
※受付は平日のみです。
※定員に達し次第受付終了します。
申 込 先 役場産業課
募集人数 先着 20 名
行
程 11:30 （予定）輪之内町役場 駐車場 集合・出発
14:00 試合開始
試合終了 30 分後を目途に 長良川競技場 出発
17:30 頃 輪之内町役場 着 ・解散
その他 送迎バスで観戦の方は原則、産業課窓口で必要事項（住
所、氏名、連絡先、人数等記入、本人確認書類要）を記入し申し
込みをしていただきます。観戦チケットは各自お申し込みくださ
い。現地では、自由行動ですが、集合時間等に遅れないようにし
てください。食事等は出ませんので、各自でご用意ください。
問 役場産業課
69-3138（直通）
69-3111（内線 174）
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地域子育て支援センターだよ り
利用時間 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 着替え・帽子・お茶など

仁木こども園 IP 050-8026-8976
福束こども園 IP 050-8026-8951
大藪こども園 IP 050-8026-8948

育児相談（面接・電話）

月～金曜日（祝日を除く）9:00 ～ 16:00
困ったとき、悩みのある場合は気軽に声を
かけてください。

69-3757
69-3723
69-3029

英語で遊ぼう（ＡＬＴ）

福束こども園
仁木こども園
大藪こども園

月曜日 11：30 ～ 12：00
水曜日 11：30 ～ 12：00
金曜日 11：30 ～ 12：00

※毎月の行事については、「輪之内スマイルチャンネル」内の文字放送および「にこにこわのうち」
母子手帳アプリ（母子モ）にてお知らせしています。
なお、日程について変更する場合があります。地域子育て支援センターの掲示にてご確認ください。
※母子モのアプリは右の QR コードからダウンロードして、簡単に登録できます。

地域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。
※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、お弁当デーは未
定です。
※ご利用の際は、親子でマスクの着用をお願いします。
※地域子育て支援センター利用は、町内に住所を有している就学前のお子さん、保護者に限ります。ご了承くだ
さい。
『おもちゃ殺菌庫を設置しました』
Car
『英語で遊ぼう』
くるまだよ！

親子で楽しく英語に親しめるこ
とで好評をいただいています。
ぜひ参加してみてください。

殺菌消毒した
玩具や絵本で
安心して遊ん
でいただけま
す。

今回のレッスンは、ひも通しで
遊びながらパーツの名前を英語
で教えてもらいました。

児童センターだよ り

休館日 日曜日・月曜日・祝日

開館時間 9:00 ～ 17:00

IP 050-8026-8940
69-5411
69-5156

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。
小学生対象

▲

げんきっこ（運動遊び） 日時 6 日（土）・20 日（土） 木製玩具で遊ぼう 14:00~15:00

幼児親子・小学生対象

▲

つくってあそぼ（工作遊び） 日時 13 日（土）・27 日（土）

クリスマスリースを作ろう

14:00~15:00

乳幼児親子対象

毎週火曜日 10:30~11:30
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
聞かせなどを行います。
また、保護者同士の交流の場にもなりますので、ぜひご参加
ください。

▲

おひさま

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、
ぜひご参加ください。
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※変更になる場合があります。
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▲

リズムであそぼ

日時

保健センターだよ り

IP 050-8026-8967
69-5155
69-5156

肝炎ウイルス・前立腺がん検診
12 月 18 日までに受診を！

わくわく輪之内マイレージ

10 月までに肝炎ウイルス検診（節目年齢の方と
希望者）および前立腺がん検診（50 歳以上男性の
希望者）を受けてみえない方は 12 月 18 日まで受
けていただくことができます。お早めに町内の医療
機関で受診してください。

体の健康電話相談～お医者さん
が答えます
岐阜県保険医協会会員の医師が電話での医療相談
を行います。無料相談ですので、日頃、気になって
いる疑問やお悩みごとがありましたら、お気軽にお
電話ください。
なお、今回は医科の相談です。歯科の相談は毎年４
月頃に開催しています。
●開催日時 11 月７日（日）10：00 ～ 15：00
058-267-0711
●電話番号
●主
催 岐阜県保険医協会

▲

11 月の健康カレンダー

健（検）診を受けて、ポイントを集めよう！！
町の健（検）診や健康教室に参加した際、スタン
プカードにスタンプを押します。スタンプは 10 個で
クーポン券１枚に相当し、クーポン券１枚・３枚・５
枚ごとに景品をご用意しています。お得に楽しく、
「健
康」と「ポイント」の両方を手に入れましょう！
■スタンプの有効期限は押印日より２年です。ただし、
平成 30 年度に押印したスタンプは新型コロナウイ
ルス感染症の影響で保健事業が中止・延期となった
ことを受け、有効期限が３年に延長し、令和３年度
に期限が切れます。カードに記載してある日付まで
に景品と交換をお願いします。

11 月 5 日～ 12 月 10 日

※新型コロナウイルスの感染症の影響で、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い合わ
せください。

子どもの健診・相談
実施日

事業名

11/10（水）

乳幼児・妊産婦相談

19（金）

1歳6か月児健診

受付時間

乳幼児・妊産婦相談

9（木）

５歳児相談

場所

※健康ポイント数

10:00～11:30 予約制（ご希望の方は保健センターにお電話ください）
13:00～13:15 R2.1.16～R2.2月生

22（月） もぐもぐ離乳食クラス（離乳食学級） 10:00～10:10
12/8（水）

対象者

R3.6～7月生
予約制（ご希望の方は保健センターにお電話ください）

10:00～11:30 予約制（ご希望の方は保健センターにお電話ください） 保健センター
9:30～9:45

―

H28.4～9月生（大薮）

12:45～13:00 H28.4～9月生（仁木・福束）

10（金） ぱくぱく離乳食クラス（離乳食学級） 10:00～10:10

R3.3～4月生
予約制（ご希望の方は保健センターにお電話ください）

成人の健（検）診・相談

2021.11 WANOUCHI
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実施日

事業名

11/5（金）

ゲートキーパ―講演会

9（火）

健康相談

24（水）
25（木）
26（金）
30（火）

乳がん検診

12/1（水）
2（木）
3（金）

乳がん検診

7（火）

健康相談

受付時間

対象者

10：50～11：00 申込者

場所

※健康ポイント数

リトルホール

―
２０Ｐ

10:00～11:30 予約制（ご希望の方は保健センターにお電話ください）
① 9:30～10:00
②10:30～11:00
30歳以上女性の方
③13:30～14:00
④14:30～15:00
① 9:30～10:00
②10:30～11:00
30歳以上女性の方
③13:30～14:00
④14:30～15:00
10:00～11:30 予約制（ご希望の方は保健センターにお電話ください）

２００Ｐ
保健センター
２００Ｐ
２０Ｐ

※「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 か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。

未来塾で思春期教室を実施しました
８月 18 日に教育委員会主催「わのうち未来塾」の１講座で、４～６
年生の 28 人の児童に思春期教室を行いました。助産師さんの講話では
「自分の大切さを知ろう」をテーマに、生命の誕生からはじまる命の成
り立ちを学びました。また、妊婦さんから、妊娠がわかった時の気持ち
やお腹が大きくなっての大変さなどのお話も聞きました。そして「赤ちゃ
んクイズ」、「赤ちゃんグッズ」、「おなかの中の赤ちゃんの大きさ・重さ」
の３つの体験・展示ブースでは生命の尊さや子育ての大切さについて体
験し学びました。「赤ちゃんもお母さんも頑張って、産んで、産まれて
くるのがとてもすごいことだとわかりました。
」「最初はとても小さかっ
たのに、大きくなってすごいなと思いました。」「赤ちゃん人形を抱っこ
してみて、妊婦さんの大変さがわかりました。
」といった、子どもたち
からの感想が聞かれました。親への感謝の気持ちや自分を大切にするこ
とを考える良い機会となりました。

出産時の赤ちゃんの様子について話す助産師さん

周期毎の等身大の赤ちゃん人形に触れる様子

赤ちゃんにまつわるクイズに挑戦する様子

楽しく

64aBfy
切り干し大根の甘酢和え
作り方
①切り干し大根はもみ洗いし、たっぷりの水に浸して
もどす。
水気をよく絞ったら食べやすい長さに切る。
にんじん、きゅうりは千切りにする。
②①に A を加え、和える。

材料

２人分

＊ 11 月 24 日は「いい日本食」の語呂合わせから、和食の日です。近年、日本人の脂質の
とりすぎによる生活習慣病が問題となっていますが、一汁三菜の和食の基本形は健康的
な食生活につながります。
紹介するレシピは野菜を主に使った副菜でビタミン、ミネラルを補うおかずです。使用
した切り干し大根は乾物なので長期保存ができ、皮をむくなどの下処理も少なく、煮物
など作り置きすればいつでも食べられて便利です。また、カルシウムが多く含まれてい
るので、骨を強くする食材の１つです。みそ汁に入れても美味しいですよ。

●１人分栄養価
エネルギー 76kcal/ カルシウム 107mg/ 食塩相当量 0.5g/ 野菜摂取量 85g
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Ａ

切り干し大根（乾燥）��� 15g
にんじん������� 1/4 本
きゅうり������� 1/3 本
白ごま������� 小さじ 1
砂糖�������� 小さじ 2
酢��������� 大さじ 1
しょうゆ������ 小さじ 1
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教育委員会だよ り

IP 050-5808-9602
69-4500
69-4592

ゆ～みんぐ入場券販売中
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

●料

平
日
土日、祝日
（休館日）

金

第 51 回

13：00 ～ 21：00
10：00 ～ 18：00
毎週月曜日（ただし月曜日が祝日の場合は翌日）、
年末年始
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。

薩摩義士慰霊祭を開催

８月 25 日（水）、円楽寺（大藪）にて、第 51 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、
読経および焼香が行われました。

令和４年（2022 年）輪之内町成人式実行委員の募集について
令和４年（2022 年）輪之内町成人式実行委員を募集します。
成人式実行委員に興味のある方は、お申し込みください。
●募集人数
●活動内容

2021.11 WANOUCHI
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●応募資格
●開催日時
●申込方法

若干名
成人式当日の運営
・式典の司会
・式典進行の補助 など
平成 13 年４月２日～平成 14 年４月１日生まれ
※輪之内町成人式に出席出来る人
令和４年１月９日（日）予定
申込用紙（教育委員会ホームページより）に必要事項を記入の上、教育委員会へ提出してください。

大藪小学校
「よく考え

励まし合って

IP 050-8026-8935
69-2029

やりぬく子」の育成をめざして

コロナ禍での教育活動となり、例年通りの行事や学習とは異なる内容を、工夫して行って
います。そして、子どもたちは、生き生きと学校生活を送っています。

２学期スタートは分散登校、オンライン授業・タブレット活用の授業

８月 30 日・31 日：分散登校

９月１日～３日：オンライン授業

タブレット活用の授業

２学期のスタートは、子どもたちの安心・安全を最優先し、地区別の分散登校、オンライン授業を実施しました。
また、普段の授業においても発達段階に応じて積極的にタブレット端末を活用しています。使用頻度が増す毎に、
子どもたちは情報活用能力が高まってきました。

思い出いっぱいの夏休み！一人一人のよさが輝く作品展

夏休みに、子どもたちは一人一作品づくりに取り組みまし
た。どの作品も世界に一つだけの思い出いっぱいの宝物ばか
りでした。作品展の期間中には、学級毎に作品を見学し、仲
間の頑張りを互いにたたえ合うことができました。来年度の
作品も楽しみです。

スポーツフェスティバル結団式・競技種目練習

全校種目「ボールパスラリー」の練習
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リモートで結団式を実施

今年度は、スポーツフェスティバル
を２部制とし、分散して実施しました。
全校スローガン「仲間とともに全力で
戦え 心を一つに最後まで」を掲げ、
第１部では、４月から練習を重ねてき
た全校種目「ボールパスラリー」
。第
２部は、各学年の個人種目、学年部の
団体種目、応援合戦、紅白選手リレー
を行いました。赤団、白団共に最後ま
で精一杯戦うことができました。
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図書館 LIBRARY
だより NEWS

9:00 ～ 17:00
69-4597
69-4592

お知らせ
・11 月 25 日（木）に図書館２階視聴覚室で「電気の精 84 周年記念フォー
ラム」が開催されます。これに連動し、11 月 10 日（水）から１か月間 電
気に関する科学者を紹介した壁画である「電気の精」パンフレットおよび「科
学っておもしろい」の企画展示を行います。

新着図書

日 月
1
7 8
14 15
21 22
28 29

火
2
9
16
23
30

水
3
10
17
24

木
4
11
18
25

金
5
12
19
26

土
6
13
20
27

●は休館日（月曜日・毎月最終金曜日）

児童書

「透明な螺旋」
東野圭吾 / 著
愛する人を守ることは罪なのか。
房総沖で男性の遺体が見つかり、
失踪した恋人の行方をたどると、
関係者として天才物理学者の名が
挙がった。草薙は、横須賀の両親
のもとに滞在する湯川学を訪ねる
が…。

「おかあさんごめんなさい」
みやにしたつや / 作・絵
ぼく、どろだらけの足で走り回っ
たり、トイレットペーパーで遊ん
だりして、ごめんなさい。そう言っ
たら、おかあさんは…。親子で一
緒に楽しめる子育て応援絵本。
「おかあさん」シリーズ第３弾。

「吹奏楽部バンザイ！」
オザワ部長 / 著
青春をかけて大好きな音楽に没頭
していた吹奏楽部員たちを突如
襲ったのは、新型コロナウイルス
だった。自分たちの音楽を外部に
届ける機会を失ったが…。コロナ
に立ち向かった吹奏楽部員たちを
描いた短編集。

「ふしぎ駄菓子屋銭天堂 16」
廣嶋玲子 / 作、jyajya / 絵
その駄菓子屋は、幸せと不幸のわ
かれ道。女主人・紅子が、きょう
もお客さんの運命を駄菓子で翻弄
する―。「いいものナゲット」「忍
者ジンジャー」など、「銭天堂」
を舞台にしたお話全８編を収録。

第５回

Q

11月の休館日

開館時間

問 総務課広報係

69-3111

5 号、6 号鉢の生産量は日本一！
町の特産品は ●●●●菊（ひらがな）

輪之内町在住の方
ハガキに答え（●●●●に入る文字）と住所、氏名、
電話番号を書いて送ってください。（１人１通まで）メール可
あ て 先 〒 503-0292 輪之内町役場総務課 広報係 行
✉soumu@town.wanouchi.lg.jp
メールの件名は『広報クイズの回答』で送ってください。
７月号の徳川将軍家御膳酒の当選者：
締 め 切 り 11 月 22 日（月）必着
朝倉健さん、おめでとうございます。
当選者発表 発送をもって、当選とさせていただきます。
正解者の中から抽選で５人の方に「町のキャラクターグッズ」をお贈りします。
９月号の答え：９月１日
応募資格
応募方法
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11月

ー
くらしのカレンダ
カ
家庭ごみ収集日

出し方

仁木地区

可

燃

ご

み

指定ごみ袋
（青）

不

燃

ご

み

指定ごみ袋
（黄）

類

回収かご
（アルミ ･
スチール）

か

ん

月
金

福束地区

IP 050-8026-8914
69-5374

大藪地区

11/1・8・15・22・29
11/5・12・19・26・12/3

11/9（火） 11/16（火） 11/16
（火）
11/9（火） 11/16（火） 11/16
（火）

ビ

回収かご
（色別）

11/10
（水） 11/17
（水） 11/24（水）

指定ごみ袋
赤

11/10
（水） 11/17
（水） 11/24（水）

その他
プラスチック製
容器包装

行政相談

問 総務課
行政サービスに関する
苦情、相談

と

き

ところ
相談員

11/19（金）
9:30 ～ 11:30
町民センター
営農相談室
行政相談委員

人権相談

問 住民課
差別、いじめ、虐待など、
人権問題に関する相談

と

き

ところ
相談員

南波最終処分場

・子ども相談「なかよしコール」
と き 11/13（土）13:00 ～ 15:00
ところ 町民センター事務室
相談員 主任児童委員
69-3511
IP 050-8026-8745

・法律相談
と き
ところ
相談員
予約先

第３期分
第６期分
第５期分
第７期分
11月分
第３期分

要事前予約

開場日
開場時間

月・水・金・第３日曜日
9:00 ～ 15:00

消費生活相談 11 月・12 月 問 住民課
商品やサービスの契約問題、商品事故などに
関する相談（西濃６町どこでも相談可）
面談 10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 15:00
（木）
，
18
（木）
，
12/2
（木）
輪之内町 68-0185 11/4
養老町 32-1108
11/1
（月）
，
15
（月）
，
12/6
（月）
垂井町
22-1152 11/2
（火）
，
16
（火）
，
12/7
（火）
関ケ原町 43-0070 11/9
（火）
，
30
（火）
，
12/14
（火）
神戸町 27-0178 11/8
（月）
，
22
（月）
，
12/13
（月）
安八町 64-3111 11/11
（木）
，
25
（木）
，
12/9
（木）
相談会場

相談員

0584

専門相談員

障がい者巡回相談

農業委員会


※業者による代理申請は不可

瓦れき類
（有料）

予約優先

11/22（月）9:30 ～ 11:30
町民センター事務室
弁護士
69-4433
IP 050-8026-8949

納期限は11月30日（火）です。

福束輪中土地改良区賦課金
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
学校給食費
こども園利用料
受益者負担金

次回は、12月6日（月）～12日（日）
粗大ごみ
・持ち込み 100 円 / 点
（有料回収）
・戸別回収 200 円 / 点 要予約

心配ごと相談 問 社会福祉協議会
・なんでも相談
と き 11/10（水）13:00 ～ 15:00
ところ 町民センター事務室
相談員 民生委員児童委員

▲

納付

12/3（金）
13:00 ～ 15:00
町民センター
事務室
人権擁護委員

9:00 ～ 17:00

（休館日 12/30 ～ 1/3）

生ごみ、プラスチック、小型金物、かん、びん、
11/11
（木） 11/18
（木） 11/25
（木） ふとん、紙、布、有害ごみ、その他
小型家電（法律に定められた家電６品目は不可）

回収かご

類

開館時間

エコドームで回収しているごみ

ペットボトル
ン

住民課

資源持ち込み分別ステーション

地区集積場で収集する家庭ごみ
分別種類

問

輪之内町エコドーム

11 月１日～ 12 月３日

問 産業課

12月６日（月）の農業委
員会への申請締切日は、
11月19日（金）です。

要予約 （前々日まで）

問 福祉課
と き 12/15（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

軽トラ朝市
と

問 産業課

・28日（日）
き 11月14日（日）
8：30～10：30

ところ 役場西駐車場

（エコドーム東）

中止・変更となる場合があります
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