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高木煙火㈱による花火と夜桜の競演
（写真はＳＮＳ投稿者様からのご提供）
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右から 小倉竹治郎氏、一柳光男氏、
古岡香織氏、浅野武彦氏　

すぎやま工業株式会社より寄附

すぎやま工業株式会社より、次世代育成の充実のために
現金 100万円の寄附がありました。頂いた寄附金は、町の
教育事業に充てられます。
代表取締役である杉山豊隆氏の「会社移設から数年経って

落ち着いてきたこの機会に、なにかお礼をと思い、今回の寄
附にいたった。こうして町のために寄附ができてよかった」
とのお言葉に、町長は「更なる飛躍を目指していく中で、地
元に目を向けていただけて嬉しい。有効に使わせていただき
ます」とお礼を述べました。

町の振興発展、また文化の興隆に功績をおさめられた７名
の方が表彰を受け、役場公室にて行われた表彰式には４名の
方が出席されました。小倉竹治郎氏は「学校薬剤師として仕
事をしてきたことが評価されてよかった。今後も後継者を見つ
け、円滑に仕事ができるよう努力していきたい」と話しました。
� （敬称略）

表彰区分 役職名 表彰者名
地方自治功労（一般） 固定資産評価審査委員 浅野　武彦
地方自治功労（一般） 交通安全委員 古岡　香織
地方自治功労（一般） 消防団員 見田　勝彦
教育功労（一般） 青少年育成推進員 伊藤　浩二
教育功労（一般） 青少年育成推進員 一柳　光男
教育功労（一般） 学校薬剤師 小倉竹治郎
教育功労（一般） 学校薬剤師 渡邊　邦夫

災害時用備蓄歯ブラシ

令和 4年 3月に、安八郡歯科保健事業連絡協議会より、
災害発生時の備蓄品として、大人用歯ブラシ 1,132 本、子
供用歯ブラシ272本を頂きました。
災害発生時は、避難生活を余儀なくされた状況で、普段と

同じように口の中を清潔に保つことができなくなり、むし歯
や歯周病、誤嚥性肺炎になりやすく、注意が必要です。
また、全身の健康を保つために、口腔ケアをしっかり行う

ことや、防災グッズ（非常用持ち出し袋）内に家族分の非常
用歯ブラシ、液体ハミガキ、口腔ケア用ウェットティッシュ
等を入れておくことが重要です。
今回頂いた歯ブラシは、町の備蓄品として管理させていた

だきます。

輪之内町の功労者表彰
4/1 ［金］

3/28 ［月］
すぎやま工業株式会社より
次世代育成のための寄附

安八郡歯科保健事業連絡協議会より
歯ブラシの提供
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訓練の様子

木製おもちゃで遊ぶ
園児たち

町では木材利用の促進や普及啓発を実施するため、森林環境譲与税を
活用し、岐阜県産のスギやカエデでできた木製おもちゃを町内３園のこ
ども園と児童センターに提供しました。こども園には、さるぼぼの形を
した木製おもちゃを提供し、園児は積み立て
たり並べたりして楽しく遊んでいました。仁
木こども園の後藤利子園長先生は「木の匂い
や木と木がふれあう音を楽しんでもらいた
い」と語りました。

リトルホールにおいて新しく入団された消防団員
および役場職員約40人を対象に消防教養訓練を実
施しました。森島徹也消防団長、大垣消防組合中消
防署南分署　鈴木正幸分署長から火災発生時の対応
方法など講習を受け、初動体制等の確認をしました。
森島団長は「今回の教養訓練をとおして、自分は消
防の地域代表者だということを自覚し、怪我のない
よう実務にあたってほしい」と語りました。

優勝を報告する吉田優翔さん

中学校 3年生の吉田優翔さんが来庁し、令和３年 12月
４日（土）、５日（日）、11日（土）にかけて行われた第７
回日本少年野球和歌山岩出大会で優勝されたことを報告しま
した。町長からの「優勝おめでとう。試合は自分の思うよう
な展開になりましたか」という問いかけに「２番セカンドで
フル出場でき、バントやゲッツーが取れてよかった」と答え
ました。また、これからの目標として「もっと力をつけるた
め自主練を頑張り、走攻守そろった選手になりたい」と語り
ました。

森林環境譲与税を活用した
木製おもちゃの提供

新入消防団員、輪之内町役場職員への
消防教養訓練実施

4/18 ［月］

4/3 ［日］

吉田優翔さん 
第７回日本少年野球和歌山岩出大会優勝を報告4/7 ［木］
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２回目接種日からの接種間隔について
町では、12 歳以上の方の接種間隔を、２回目接種から６か月後から接種が可能です。
接種の予約について

予約には接種券番号が必要です。２回目の接種から６か月経過した方から順次、接種券を発送していますので、
接種券がお手元に届き次第、予約をお願いします。

接種日時の予約表 以降の日程については、広報・町公式ホームページにてご確認ください。

接種日 受　付　時　間 ワクチン ２回目の接種日

６月４日（土） （ア）13：30～13：45　（イ）14：00～14：15
（ウ）14：30～14：45　（エ）15：00～15：15 ファイザー社 令和３年

12月４日以前

６月11日（土） （ア）13：30～13：45　（イ）14：00～14：15
（ウ）14：30～14：45　（エ）15：00～15：15 ファイザー社 令和３年

12月11日以前

６月20日（月） （ア）13：30～13：45　（イ）14：00～14：15
（ウ）14：30～14：45 ファイザー社 令和３年

12月20日以前

６月25日（土） （ア）13：30～13：45　（イ）14：00～14：15
（ウ）14：30～14：45　（エ）15：00～15：15 ファイザー社 令和３年

12月25日以前

７月２日（土） （ア）13：30～13：45　（イ）14：00～14：15
（ウ）14：30～14：45　（エ）15：00～15：15 ファイザー社 令和４年

１月２日以前

７月15日（金） （ア）13：30～13：45　（イ）14：00～14：15
（ウ）14：30～14：45 ファイザー社 令和４年

１月15日以前

現在、５歳以上の方には接種券を発送済みです。接種を希望される方はインターネット
（町公式ホームページ）もしくは電話（町コールセンター 052-680-9322）から予約し
てください。

１回目と２回目の日にちがセットになっています。受付時間も１回目と２回目を同じ
時間で予約してください。

接種日時の予約表 以降の日程については、広報・町公式ホームページにてご確認ください。

接種日
受 付 時 間 ワクチン

１回目 ２回目

６月３日（金） ６月24日（金） （イ）14：00～14：15　（ウ）14：30～14：45 ファイザー社

  注意事項  　◎お子さまのワクチン接種には、保護者の方の同意と立ち合いが必要になります。
◎他の予防接種との接種間隔は、前後２週間以上空けてください。
◎１回目接種時の年齢により接種するワクチンの種類が変わります。

　１回目接種時に５～11歳の場合→「５～11歳用ワクチン」の日程で予約
　１回目接種時に12歳の場合　　→「12歳以上用ワクチン」の日程で予約

新型コロナワクチン　追加（３回目）接種について

新型コロナワクチン　満５歳～ 11歳の方の接種について保健センター
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１回目と２回目の日にちがセットになっています。受付時間も１回目と２回目、同じ時間となります。

接種日時の予約表 以降の日程については、広報・町公式ホームページにてご確認ください。

接種日
受 付 時 間 ワクチン

１回目 ２回目

５月21日（土） ６月11日（土） （ア）13：30～13：45 ファイザー社

６月４日（土） ６月25日（土） （ア）13：30～13：45 ファイザー社

  予約方法  　お手元に接種券をご用意の上、予約をしてください。
●電話による予約
コールセンター名称：輪之内町コールセンター

　　　 052-680-9322
　　　受付時間：平日 9:00～17:30

●接種後に体調の不安がある場合
かかりつけ医 もしくは
岐阜県ワクチンコールセンター

058-272-8222
毎日9:00～21:00 にご相談ください。（� ）

●インターネットによる予約
町ホームページ⇒新型コロナワクチン接種のお知らせ⇒
町ワクチン接種予約サイトから予約ができます。

▼３回目接種予約の【URL】
　https://wanouchi3.corona-yoyaku.net/

▼１，２回目接種予約の【URL】
　https://wanouchi.corona-yoyaku.net/

下水道は、健康で文化的な生活を営むための基盤となる
ものであり、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。し尿および生活雑排水を浄
化センターに集め、きれいな水に処理して、十分な水質管
理を行ってから河川に放流します。

し尿や生活雑排水を微生物の働きで浄化し、側溝・水路・河川等に放流するための
設備です。浄化槽には単独浄化槽と合併浄化槽があります。
※建築基準法により、下水道処理区域内では下水道への接続が義務づけられています。
◇単独浄化槽

し尿だけを処理するもので、生活雑排水（台所やお風呂等の排水）はそのまま河川
等に放流されます。現在は浄化槽法によって、新たに設置することは
できないとされています。

◇合併浄化槽
し尿および生活雑排水を併せて処理するものです。

下水道

浄化槽

新型コロナワクチン　１，２回目接種について

シリーズ 教えて！下水道
「下水道と浄化槽」今月のテーマ

下水道マスコットキャラクター
「スイスイ」

建設課
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問  福祉課　 69-3128

今年度より児童の養育状況が変わって
いなければ、現況届の提出は原則不要と
なりました。

ただし、児童手当を受給している方で、
右記に該当する方は現況届の提出が必要
です。

高齢者の外出を容易にし、高齢者の社会参加の拡大および健康増進を支援する
ため、シニアカー等購入費の一部を補助します。

対象者
次のいずれにも該当する方
⑴ シニアカー等を自ら使用する。
⑵ 申請時に満75歳以上である。
⑶ 自動車運転免許証を自主返納しているまたは保

有していない。
⑷ 町税およびこれに準ずる納付金に滞納がない。
⑸ この補助金の他にシニアカー等の購入に関する

補助を受けていない。
補助対象経費

⑴ 自操用ハンドル形電動車いす（シニアカー）
 本体購入費
⑵ 電動アシスト自転車　
 本体購入費および防犯登録費

※利用者１人につき、いずれか１台限りです。

補助金額
補助対象経費の３分の１以内（限度額 100,000 円、

1,000 円未満切り捨て）
手続方法

⑴ 福祉課窓口で申請書類を受け取る（またはホー
ムページからダウンロードする）。

⑵ 見積書の写し、カタログを添付して、福祉課に申
請書を提出する。

⑶ 補助金交付決定通知を受けた後に、シニアカー
等を購入する。

⑷ シニアカー等の領収書、納品証明書のほか必要
な書類を添付して、福祉課に請求書を提出する。

※補助を受けるための条件については、購入前に役場
福祉課にお問い合わせください。

保育や子育て支援分野の業務に従事することを希望
される方、子育て支援員研修を受講してみませんか。
県内で、子どもに関わる仕事に携わりたいと考えてお
られる方なら、どなたでも受講可能です（受講費用は
無料、研修資料代は別途徴収する場合があります）。
平成 27 年度から毎年、岐阜県が主催し、研修を開催
しています。受講申込みや日程の詳細については、県
公式ホームページにおいて掲載します。ご希望の方、
興味のある方は研修案内をぜひご覧ください。

現況届の提出が必要な方
・住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市町村から提出の案内があった方
現況届のご案内は、６月上旬に郵送いたします。現況届の提出

がない場合には、６月分以降の手当が受けられなくなりますので、
ご注意ください。
※現況届は毎年６月の状況を把握し、６月分以降の児童手当を引き
続き受ける要件を満たしているか確認するためのものです。

  岐阜県ホームページ   
 https://www.pref.gifu.lg.jp/index.html

岐阜県子育て支援員研修

※ホームページの掲載時期は６月下旬以降を予定して
おります。

福祉課 児童手当・特例給付現況届について

輪之内町シニアカー等購入補助金について

子育て支援員研修を受講してみませんか
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議会事務局の職員は２名です。
議会事務局は、町民からの付託を受け
た議員で構成される町議会の運営に必要
な事務を処理するとともに、首長（町長）
をトップとする執行部との調整役を務め
ます。地方自治における首長と議会の二
元代表制のもと、住民にとって最良の意
思決定が行われるよう、職務に励んでい
ます。
また、町の行財政全般にわたって監査
を行う監査委員を補佐し、定例監査など
を行います。

新シリーズ
　輪之内町初代マスコット
� 『たんぽぽちゃん』がご案内

「共助で元気に」
「正月に東京から息子が帰ってきて、しばらくいたわ。」と嬉しそうに話してく
れるのは、どこの母親も同じだと思います。パソコン等たくさんの荷物を抱えて
の久々の帰宅だったようですが、仕事はリモートらしくしばらく滞在したという
ことです。何と便利な時代だと改めて実感した話でした。

更に、私もリモートで講習を受けるということがありました。家に居ながらにして受けられるということで嬉しい
と思いましたが、実際は違いました。ＱＲコードを呼び出すことから始まり、いろいろな操作をしなければならない
ことは、私にとっては簡単にできることではありませんでした。おまけに２時間もその場に座っていることになり、
何か疲れてしまいました。リモートという言葉はすでに耳慣れた言葉なのですが、学生時代に現代の子ども達のよう
に学校で習っていたら違っていただろうと思いました。
明るく元気に生活していくうえで、たやすくできることとできないことが誰にでもあるかと思います。できないこ
とは誰かに相談したり、助けてもらえるとありがたいと思います。そんな時は、町の相談窓口を訪問してみるのも一
つの解決の方法です。近くの民生委員に声をかけて相談にのってもらうこともできます。ひとりで抱え込まないで、
助け合いの気持ちで生活したいものです。

８名の
町議会議員

議会事務局の役割
監査委員に関する事務

監査委員の定数は２名（うち１名は議員から選任）

議会に関する事務

町議会議員の定数は９名

総　務 議　事 調　査
○正副議長の秘書
○議会提案条例等の法制執務
○事務局の庶務

○本会議、委員会の議事運営
○請願、陳情
○会議録の調製

○議会だよりの発行（年４回）
○政策調査
○広報

議場の風景

第１回は、議
ぎ

会
かい

事
じ

務
む

局
きょく

です。
事務室は３階です。議会の傍聴を希望される方
は、会議当日に１階総務課へお越しください。

役場のお仕事

福祉課

こんにちは！民生委員です。
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募集 開催案内 広報 その他

ア イコ ン
　 の 説 明

一般公募による救命
講習開催のご案内

　心肺蘇生法やＡＥＤの使用方法
等が学べる講習を行います。
▶実施日／６月１９日（日）	
▶時間／9：00～１２：00
▶講習種別／普通救命講習Ⅰ
　　　　　　（３時間）
▶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／３０人程度
▶申込期間／５月１９日~６月１６日
▶申込方法／氏名、生年月日、電話
番号をメールにて中消防署分駐所
へお申し込みください。（※第三者
への個人情報の提供および開示は
行いません。）
▶その他／受講料は無料です。
受講者は大垣消防組合管内（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・
在勤・在学の中学生以上の方に限
る。
問・申	大垣消防組合中消防署分駐所
７３-１４１５
	buntyu@ogaki-syoubou.or.jp

▶感染対策／新型コロナウイルス
感染症の状況により、急な中止、予定
変更もありますのでご了承ください。

令和４年度防火管理
講習の開催について

▶開催日時／
⑴ 甲種新規講習
	　6月30日（木）、7月1日（金）	
	　9:00～15:00
⑵ 甲種再講習
　	6月29日（水）　13:30～15:30	
⑶ 乙種講習
	　6月30日（木）　9:00～15:00	
▶開催場所／大垣市小野4-35-
10　大垣市情報工房	5階	スイン
クホールおよびセミナー室	
▶受付日時／
　5月30日（月）～6月17日（金）	
▶申込先等／大垣消防組合のホー
ムページ内の申し込みフォームま
たは消防本部予防課で受付
▶実施機関／大垣消防組合	
▶対象者／大垣消防組合管内（大
垣市（上石津地域除く）、神戸町、
輪之内町、安八町、池田町）に在勤
又は在住の方が対象	
▶受講料／無料　※ただし、テキス
ト代金は当日に徴収	
▶その他／新型コロナウイルスの
感染拡大状況により、講習中止や
定員制限等を行う場合があります
のでご了承願います。

自衛官等募集案内

▶募集種目／航空学生
▶受験資格／
海上　18歳以上23歳未満の者
航空　18歳以上21歳未満の者
▶受付期間／7月1日～9月8日
▶試験期日／
１次　9月19日
2次　10月15日～20日のうち1日
3次	（海）	11月18日～12月14日

のうち５日間
	 （空）	11月12日～12月15日

のうち５日間
※	受験資格の年齢は各種目とも令
和５年４月１日現在です。

※	新型コロナウイルス等の影響に
より日付が変更される場合があ
ります。
問 	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　 ７３-１１５０

税務職員採用試験受験
者募集案内（高校卒業程度）

▶受験資格／令和４年４月１日にお
いて、高等学校又は中等教育学校
を卒業した日の翌日から起算して３
年を経過していない者及び令和５
年３月までに高等学校又は中等教
育学校を卒業する見込みの者等
▶申込期間／インターネット（人事
院HP）により申し込んでください。
▶受付期間／6月20日（月）9:00
～６月２９日（水）（受信有効）
▶試験日／
１次　9月４日（日）
2次　	10月12日（水）～21日（金）

の指定する日
問 	名古屋国税局人事第二課試験係
052-951-3511（内線3451）

▶開催日時／5月２8日（土）～7月10日（日）
　輪之内町のPR展示を岐阜関ケ原古戦場記念館１階広域観光情報コー
ナーで行います。

福束城主 丸毛兼利と
城下の魅力満載展2022 in

岐阜関ケ原古戦場記念館の詳細については下記HPよりご確認ください。　
公式サイト  https://sekigahara.pref.gifu.lg.jp

映像・展示は事前予約制ですが、１階広域観光情報コーナーは予約不
要、無料エリアです。

QRコードを受付の券売機にかざすと以下の料金で入館できます。
一般：４００円　大学生・高校生：２４０円
（通常　一般：５００円　大学生・高校生：３００円）

※中学生以下はQRコードがなくても無料
※ご利用の際は切り取らずにお持ちください
※７月10日（日）まで有効
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募 

集

就学前のお子様（８月 ･ ９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誕生月と、その月に何歳になるのか・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　６月 25 日（土）まで

応 募 資 格　輪之内町在住の方
応 募 方 法　ハガキに答え（●●に入る数字）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。
締 め 切 り　６月 30 日（木）必着
当選者発表　発送をもって、当選とさせていただきます。　　５月号の答え：80 人

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。

Q
 輪之内町の千本桜まつりは今年で●●回目。
 ヒントはｐ２ 

第12回

　

　仁木こども園においてピーマンやきゅうり、ミニトマト
などの夏野菜の苗を植えました。
　今年の夏にたくさんの野菜を収穫する予定です。



福祉課　69-3128

地域包括支援センター　68-2766
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事 業 名 開 催 日 時 間 場 所

地域の集い
大藪

６月１日 9:30 ～ 11:00
大藪コミュニティ防災センター

７月６日 9:30 ～ 11:00
福束 ６月13日 9:30 ～ 11:00 福束コミュニティ防災センター
仁木 ６月15日 9:30 ～ 11:00 仁木コミュニティ防災センター

いきいき
百歳体操

大藪 毎週金曜日 9:15 ～ 11:30
（２部制）

大藪コミュニティ防災センター
福束 毎週金曜日 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

脳リフレッシュ教室
毎週木曜日

9:30 ～ 11:00
ふれあいセンター

毎週火曜日 大藪コミュニティ防災センター

まちの保健室
～出張型～

６月６日
６月13日
７月４日

10:00 ～ 11:30 泰寿デイサービスセンター

６月22日 14:00 ～ 14:30 ホッとステーション「わのうち」内
６月27日 13:30 ～ 15:00 ふれあいセンター

わのうち元気体操教室 ６月９日
７月７日 13:30 ～ 15:00 文化会館リトルホール

フレイル予防講座 ６月８日 13:30 ～ 15:30 文化会館リトルホール

シルバーリハビリ
体操指導士養成講座

６月７日

9:00 ～ 12:15 町民センター
６月14日
６月21日
６月28日

オレンジカフェわのうち ６月27日 13:30 ～ 15:00 ふれあいセンター

▲

地域包括支援センターカレンダー
　６月１日～７月 10日 ※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。

町では、ひとり暮らし世帯や支援を必要とする高齢者が増えている中、地域
組織やボランティア、老人クラブ、社会福祉法人、民間企業など地域の多様な
主体が連携を図り、高齢者の生活支援（支え合いの地域づくり）を行っていきま
す。身近な地域での支え合いを広げていくことで、支援や介護が必要になっても、
地域社会の中から切り離されない、住み慣れた地域での生活につながります。

　　話し合いの場づくり
地域にどのような課題があるのか、情報交換や解決するため

には何が必要なのかなど、話し合いができる場を作り、地域で
たすけあい、支え合いができるような仕組みを考えていきます。

生活支援ボランティア団体「ライフサポートわのうち」の活動内容

生活生活支支援とは？ ⇒ お互いに援とは？ ⇒ お互いに支支え合うことえ合うこと

令和元年
度

　話し合
いの場

暮らしの中のちょっとした困りごとをお手伝いしています。ライフサポーター養成講座を終了した
サポーターが活躍しています。活躍するサポーターは元気な高齢者です。介護予防のための社会参加
の機会として活動しています。
【活動時間】平日の９：００～１６：００
【活動内容】掃除、買い物、洗濯、水やり、ゴミ出し、草取り等

※今年度もライフサポーター養成講座を開催します。

　　　講座を受けて、ぜひ一緒に活動しましょう。



IP 050-8026-8967
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▲

6 月の健康カレンダー　R4 年 6 月 1 日～ 7 月 8 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 受付時間 対象者 場所 ※健康ポイント数

6/1（水） 乳幼児・妊産婦相談 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 ―

14（火） 10か月児健診 12:45～13:00 R3.7～8月生

15（水） ぱくぱく離乳食クラス 10:00～10:10 R3.9～10/15生予約制（ご希望の方は保健センターにお電話ください）

16（木） 3歳児健診 13:00～13:15 H31.4～R1.5月生

17（金） 3・4か月児健診 12:45～13:00 R4.2～3月生

成人の健（検）診・相談
実施日 事業名 受付時間 対象者 場所 ※健康ポイント数

6/7（火） 健康相談 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

２０Ｐ

28（火）

胃・大腸がん検診 8:30～11:00 40歳以上の方
※胃がん検診のみ予約制です

胃　１２０P
大腸　６０P29（水）

30（木）

7/5（火） 健康相談 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） ２０Ｐ

6（水）

胃・大腸がん検診 8:30～11:00 40歳以上の方
※胃がん検診のみ予約制です

胃　１２０P
大腸　６０P7（木）

8（金）

※「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）の方の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。

帯状疱疹ワクチンの助成制度について
帯状疱疹って何？
　体の片側の一部にピリピリとした痛みが現れ、その部分に赤い発疹が出てきま
す。痛みは徐々に増していき、夜も眠れないほど激しい場合もあります。症状の
多くは上半身に現れますが、顔や目、頭などに現れることもあります。

どうしてなるの？
　帯状疱疹は多くの人が子どもの時に感染する水ぼうそうのウイルスが原因で起こります。水ぼうそうが治った
後も、ウイルスは体内（神経節）に潜伏していて、過労やストレスなどで免疫力が低下すると、ウイルスが再び
活性化して帯状疱疹を発症します。発症すると神経にも炎症を起こし、痛みが現れます。

合併症はあるの？
　神経が損傷されることで、皮膚の症状が治った後も痛みが残ることがあり、3か月以上痛みが続くものを『帯
状疱疹後神経痛（PHN）』とよびます。この痛みは「刺すような痛み」「焼けるような痛み」と表現され、数年に
わたって改善されないといわれています。

予防できるの？
　帯状疱疹には治療薬と予防ワクチンがあります。
　できるだけ早い段階で治療をすることで効果が期待できます。

　現在、輪之内町では予防接種の助成を行っています。

　詳細は、保健センターまでご連絡ください。

対象者 助成額 助成回数
帯状疱疹ワクチン 50 歳以上 4,000 円 1人 1回
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歯と口の健康週間（6月 4日～ 10日）
「いただきます 人生 100 年 歯と共に」
　歯と口の健康に関する正しい知識を普及啓発するとともに、歯の病気の予防に
関する適切な習慣の定着を図り、併せてその早期発見・早期治療により歯の寿命
を延ばし、健康の保持増進に寄与することを目的としています。

楽しく

64aBfy

作り方

レンジで簡単パンキッシュ

①食パンを９等分に切る。
②ブロッコリーは小房に分ける。ミニトマトは 1/4 に切る。
　ベーコンは細切りにする。
③�耐熱容器の表面にバターを塗り、切った食パンを側面に並べる。
④②を入れ、混ぜ合わせたAを流す。
⑤チーズをかけ、電子レンジで 500w、３分加熱する。
　（卵液が固まっていなければ、追加で 30秒ずつ加熱する。）

＊朝ごはんにぴったりな、簡単で火を使わないレシピと
なっています。朝ごはんを食べることによって、頭が
働いたり、睡眠の質を良くしてくれたり、心の健康に
つながったりします。朝ごはんを食べる習慣がない人
は、手軽に食べられるものからはじめましょう。

●１人分当たりの栄養価　エネルギー 280kcal/ 食塩相当量 1.3g/ 野菜の量 35g

食パン（６枚切り）� ���� ２枚
ブロッコリー������� ２房
ミニトマト�������� ２個
ベーコン��������� ２枚
有塩バター�������� 10g
鶏卵����������� １個
牛乳�������� 1/4 カップ
こしょう��������� 少々
ピザ用チーズ������� 適量

材料
２人分

歯周疾患検診のご案内
　輪之内町では、口腔内の疾患を早期発見・治療をし、一生自分の歯を使って食べる楽しみを実感できることを
目的に歯周疾患検診を行っています。詳しくは、保健センターにお問い合わせください。
対象者：40、50、60、70歳（R4.4.1 現在）	 自己負担金：700円（保健センター窓口にてお支払い）
実施医療機関：安八郡内歯科医療機関	 	 実施期間：6月～ 12月

輪之内町食生活改善協議会考案レシピ

Ａ

〈健康で長生きするためには、
歯と口の健康が重要です。〉

地域の集いで栄養講座を実施しました
　地域包括支援センター主催の地域の集いに、保健センターの管理栄養士が講師
となって食事に関する講話とレクリエーションを行いました。健康を維持するた
めには、①体をつくるもとになる赤色のグループ、②エネルギーのもとになる黄
色のグループ、③体の調子を整えるもとになる緑色のグループの３つの食品グ
ループをそろえた食事を意識する大切さを学んでいただきました。レクリエー
ションでは、食材にまつわる雑学クイズをしながら楽しくビンゴゲームに参加い
ただけました。

６月は食育月間　毎月 19日は食育の日
　６月は「食育月間」、毎月19日は「食育の日」です。
　「食育」とは、様々な経験を通じて、「食」に関する知識と、
バランスの良い「食」を選択する力を身につけ、健全な食生活を実践できる力
を育むことです。
　食育を通じて、生涯にわたり「食べる力」＝「生きる力」を育むことが大切
になっています。現在をいきいきと生き、生涯、心も身体も健康で質の高い生
活を送るために、「食べること」を考えてみませんか？	

食育で育てたい「食べる力」
①心と身体の健康を維持できる
②食事の重要性や楽しさを理解する
③食べ物の選択や食事づくりができる
④一緒に食べたい人がいる（社会性）
⑤�日本の食文化を理解し伝えることができる
⑥食べ物やつくる人への感謝の心
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　輪之内町社会人野球協会（会長　小林　宏）主催
　今年度のナイターリーグ戦が４月 16 日に開幕しました。
　今年も、新型コロナ感染対策を徹底し、全８チームにより実施され
ます。

　４月 22 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。

　４月 17 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、33 名が参加しまし
た。天候にも恵まれ、参加者全員
が 8.5㎞を歩きました。

令和４年度輪之内町
社会人野球ナイターリーグ開幕

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

輪之内スポーツクラブ　春の健康ウォーク
「わのうち史跡めぐり」を開催

■第 23 回  東日本少年個人フェンシング大会
会　場 　駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館
と　き 　令和４年４月 29 日（金）
成　績 　中学生の部　男子フルーレ
第８位 　米山　怜旺（輪之内中学校１年生）
と　き 　令和４年４月 30 日（土）
成　績 　中学生の部　女子フルーレ
第８位 　米山　心絆（輪之内中学校３年生）

輝かしい戦績　　
大会の結果を報告します。（敬称略）

米山　心絆さん 米山　怜旺さん
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令和４年度　始業式・入学式
「今できる精一杯の活動」を実践
　４月７日（木）に始業式が行われました。本年度も、コロナウイ
ルス感染拡大防止のため、校内放送で行いました。増田校長からは、
次の４つの大事にしてほしいことについての話がありました。

　「感染症予防対策をしっかりと実践する」
　「めあてをたて、まずやってみる」
　「あきらめずに続ける」
　「自分だけではない」

　１つ学年が上がり、新たな気持ちでこの日を迎えた子どもたち。教室での始業式でしたが、背筋をピンと伸ば
して話を聞く姿からは、新しい学年への希望や目的をもって頑張ろうとするやる気が感じられました。

　始業式の後に、入学式が行われました。
　本校は、新たに 31 名の仲間が加わりました。入学式は、コロナ
ウイルス感染拡大防止のため、体育館で保護者１名参加という縮小
の形で行われました。 新１年生の子どもたちは、しっかりと話を
聞いたり、担任から名前を呼ばれると元気よく返事をしたりするこ
とができて、すばらしい姿を見せてくれました。

１年生を迎える会
　コロナウイルスの感染予防のため、今年度も放送で１年生をむかえる会を行いました。１年生の子どもたちは、
事前に、２年生からアサガオの種のプレゼント・６年生からメダルのプレゼントをもらい、嬉しそうでした。ま
た、その他の学年からは事前に撮影したお祝いメッセージ動画のプレゼントがありました。１年生一人一人の自
己紹介動画もありました。テレビ放送でしたが、１年生の入学を全校みんなでお祝いすることができました。

　本校の願う学校像「今日が満足で、明日が楽しみな　楽しい学校」（温かく、明るく、元気で、安心・安全だから、
児童が行きたい、教職員が働きたい、保護者が通わせたいと思える学校）づくりをめざし、職員 ･ 保護者 ･ 地域
が協力し合い、チーム仁木小として、邁進してまいります。

●学校の教育目標　「ひろい心をもち　豊かに表現できる子」
●願う学校像　　　「楽しい学校」　今日が満足で、明日が楽しみな学校 
　　　　　　　　　　　　～笑顔 ･ 自信 ･ やる気～

With コロナ：学校の新しい生活様式の徹底実践
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　月の休館日

●は休館日（月曜日・毎月最終金曜日）

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

お知らせ

購入リクエストのあった「ねこねこ日本史」全11巻が入荷しました。
聖徳太子が、信長が、龍馬が猫に？にゃんにゃん日本史エンターテインメント。

「世界を変えた 146 人の子ども」
ルーラ・ブリッジポート／著
ミュージシャン、環境活動家、エ
ンジニア、アーティスト、作家、
起業家、そして政治に目覚めた子
どもたち。若くして大きな成功を
収めた若者 146 人の情熱あふれ
る物語を簡潔に紹介しています。

「ヤングさんのオーケストラ」
なかえ・よしを／作
有名な指揮者ヤングさんは、記者
にたずねられました。「指揮者を
目指したきっかけは ?」	記憶をた
どるうち、少年時代に公園で出
会ったひとりのおばあさんを思い
出し…。生きる上で大切な想像力、
感謝する気持ちを描いた絵本。

「石原慎太郎と日本の青春」
文藝春秋／出版
芥川賞受賞作「太陽の季節」での
鮮烈な作家デビューから、弟・裕
次郎との絆、そして政界へ。存在
そのものが「ニュース」だった石
原慎太郎。
その文筆活動のエッセンスを秘蔵
写真や数々の巨人たちとの交友と
ともに振り返る。

「月の王」
馳　星周／著
世界大戦の暗雲が迫る上海。
帝国陸軍特務機関所属の伊那雄一
郎は、駆け落ちした華族令嬢の身
柄を、皇家から遣わされた男・大
神明とともに確保せよという密命
を伝えられて・・・

児童書一般書

新着図書

66

趣
味
の
家
輪
之
内
フ
ォ
ト
サ
ー
ク
ル

（
敬
称
略
）

「一夜城」　西脇　寛「狙
ねら
う」　浅井　一仁

「舟あそび」　田中　國昭「チューリップ祭り」　所谷　武「惜春」　棚橋　靖夫



仁木こども園 IP 050-8026-8976 69-3757
福束こども園 IP 050-8026-8951 69-3723
大藪こども園 IP 050-8026-8948 69-3029地域子育て支援センターだより
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※新型コロナウイルスの感染予防の為、令和４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。

げんきっこ（運動遊び）
ボーリングで遊ぼう

小学生対象　14:00~15:00

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。

つくってあそぼ（工作遊び）
幼児親子・小学生対象　14:00~15:00

毎週
火、木曜日 おひさま　乳幼児親子対象

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。

日時／毎週火、木曜日 10:30~11:30

4
（土）

18
（土）・6/

※変更になる場合があります。

11
（土）

25
（土）・6/

ロケットおもちゃで遊ぼう

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。

6月の予定

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

※�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。尚、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。

利用時間
曜　日   月～金曜日（祝日を除く）
時　間  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

育児相談（面接・電話）
曜　日   月～金曜日（祝日を除く）
時　間   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。

英語で遊ぼう（ＡＬＴ）
福束こども園　月曜日11:30 ～ 12:00
仁木こども園　水曜日11:30 ～ 12:00
大藪こども園　金曜日11:30 ～ 12:00

  

ボールや車の玩具も
あります。ぜひ遊び
に来てくださいね。

使った玩具は殺菌庫に
入れ殺菌消毒しています
ので安心して遊んでいた
だけます。絵本やどんな
玩具も可能ですよ。
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消費
生活相談 訪問販売にご注意！！

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！）

消費生活相談のことなら…

人 権

差別や虐待、パワーハラスメントなど、様々な人権問題につい
ての相談を受け付ける相談電話です。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。相談は、法務
局職員又は人権擁護委員がお受けします。秘密は厳守します。
また、法務局・地方法務局およびその支局では、窓口において、

面接による相談も受け付けています。

突然自宅にセールスマンが訪れ、
商品やサービスなどを契約させる「訪
問販売」のトラブルが輪之内町内で増
加しています。
訪問販売でのトラブルを未然に防ぐ

ため右記の点に注意しましょう。

▶受付時間／8：30～17：15

⃝　日頃から玄関には鍵を掛けましょう
⃝　室内には業者を入れないようにしましょう
⃝　「無料」の言葉に惑わされないようにしましょう
⃝　その場ですぐに契約しないで、家族等に相談しましょう
⃝　はっきりと断りましょう
　　「必要ありません」「いりません」「契約しません」
　　「帰ってください」「お引き取りください」
⃝　個人情報は話さないようにしましょう（家族のことも含め）
⃝　「名前だけ書いて」と言われても書かないようにしましょう
⃝　「補助がある」と言われても、条件等をよく調べましょう
⃝　「申請を代行してあげる」は契約の第一歩と考えましょう
⃝　業者から渡された書類・名刺等は残しておきましょう

新型コロナウイルス感染症及びワクチンの接種に関連した誤解や
偏見に基づく不当な差別は許されません。
公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めま

しょう。

新型コロナウイルス感染症に関連した
偏見や差別をなくしましょう

STOP！コロナ差別



20
22.6　

W
A
N
O
U
CH
I

21

危険物安全週間とは、石油類をはじめとする危険物の事業所における自主保安体制の確立を呼びかけるととも
に、国民の危険物に対する意識の高揚と啓発を図るため、平成２年に総務省消防庁より制定されました。
今回は、私たちの生活に関わりのある危険物である「ガソリン」を使用するセルフガソリンスタンドでの注意

点をお話します。
①　吹きこぼれに注意！
ポイント
⑴	　給油ノズルを止まるところまで確実に差し込む
⑵	　給油ノズルのレバーを止まるところまで確実に握る
⑶	　自動で給油が止まったらそれ以上給油しない
⑷	　給油ノズルを確実に元の位置に戻す

②　給油中の火災に注意！
ポイント
⑴	　エンジンをかけたまま給油しない
⑵	　給油前に静電気除去シートに触れる
⑶	　給油中にライター、タバコに火を点けない

③　使用する油種を確認！
ポイント
⑴	　軽自動車の「軽」は軽油の「軽」では
ありません

⑵　車検証で確認しましょう

　ガソリンは－40度でも気化し、非常に爆
発性の高い物質です。便利なガソリンスタン
ドもいつも危険と隣り合わせです。危険物に
対する知識を身に付け、正しい取り扱いをし
ましょう。

令和４年度危険物安全週間
～ 一連の  確かな所作で  無災害 ～

消 防

町では、避難所用に備蓄している簡易テント（５～６人用）を使用して実際に寝泊まりし、避難所生活を疑似体
験できる場を創出すべく、簡易テントの貸し出し事業を行っています。
地区での防災訓練や個人のキャンプなど、幅広くご利用できますので、ぜひご活用ください。

１．貸出対象
　⑴　輪之内町民または輪之内町に住所を有する事業者であること
　⑵　使用の目的が上記の内容に適合し、健全なものであること
　⑶　使用予定地が危険な場所または著しく不適当な場所でないこと
２．貸出期間
　貸出・返却日を含め、５日以内
３．貸出料金
　１泊２日(実際の使用日)につき５００円
４．テント仕様
　種類：ドームテント
　サイズ(約)：270×270×Ｈ170㎝
　重量：約６㎏
　素材：テント＝ポリエステル、ポール＝グラスファイバー、グランドシート＝ＰＥクロス
　その他：キャリーバッグ付
５．申込方法
　貸し出しを受けようとする前日までに使用申請書を危機管理課まで提出してください。
※使用申請書は町ホームページからダウンロードして頂くか、危機管理課窓口に備えてあります。

簡易テントを貸し出ししています



くらしのカレンダカ ー 月

20
22.6　

W
A
N
O
U
CH
I

2222

問  住民課

軽トラ朝市 問  産業課

と　き　6月12日（日）・26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

農業委員会 問  産業課

７月５日（火）の農業委員会へ
の申請締切日は、６月20日（月）
です。

納付 

▲

納期限は６月30日（木）です。

町県民税 第１期分
こども園利用料 ６月分
学校給食費 第２期分
福束輪中土地改良区賦課金 第１期分
水道料金 第１期分
下水道使用料 第１期分

家庭ごみ収集日　６月３日～７月４日

　地区集積場で収集する家庭ごみ
分別種類 出し方 仁木地区 福束地区 大藪地区

可 燃 ご み 指定ごみ袋
（青）

月  6/6・13・20・27・7/4
金  6/3・10・17・24・7/1

不 燃 ご み 指定ごみ袋
（黄） 6/ 9 （木） 6/16（木） 6/23（木）

か ん 類
回収かご

（アルミ ･
スチール）

6/ 7 （火） 6/14（火） 6/21（火）

ペ ッ ト ボ ト ル 回収かご 6/ 7 （火） 6/14（火） 6/21（火）

ビ ン 類 回収かご
（色別） 6/ 8 （水） 6/15（水） 6/22（水）

その他
プラスチック製

容器包装

指定ごみ袋
赤 6/ 8 （水） 6/15（水） 6/22（水）

輪之内町エコドーム
資源持ち込み分別ステーション

エコドームで回収しているごみ
生ごみ、プラスチック、小型金物、かん、びん、

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）

粗大ごみ
（有料回収）

次回は、 6月20日（月）～22日（水）、
　　　   6月24日（金）～26日（日）

・持ち込み 100 円 / 点

南波最終処分場
  要事前予約 　平日の開庁時間内に申請願います。
　　　　　　  ※業者による代理申請は不可

瓦れき類
（有料）

開場日 　月・水・金・第３日曜日
開場時間　9:00 ～ 15:00

消費生活相談 ６月・７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）

相談会場  0584 面談 10:00 ～ 12:00
　　 13:00 ～ 15:00

輪之内町 68-0185 6/2（木）,16（木）,7/7（木）,21（木）

養老町 32-1108 6/6（月），20（月）,7/4（月）,22（金）

垂井町 22-1152 6/7（火）,21（火）,7/5（火）,19（火）

関ケ原町 43-0070 6/14（火），28（火）,7/12（火）,26（火）

神戸町 27-0178 6/13（月）,27（月）,7/11（月）,25（月）

安八町 64-3111 6/9（木）,23（木）,7/14（木）,28（木）

　相談員　専門相談員

障がい者巡回相談
　 要予約 （前々日まで）

問  福祉課
と　き　6/15（水）
　　　　10:00 ～ 12:00
ところ　役場２階
　　　　第３会議室
相談員　相談支援事業所
　　　　の専門員

行政相談　問  総務課
行政サービスに関する
苦情、相談

　と　き　6/21（火）
　　　　　9:30 ～ 11:30
　ところ　町民センター
　　　　　営農相談室
　相談員　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　6/6（月）
　　　　　13:00 ～ 15:00
　ところ　町民センター
　　　　　事務室
　相談員　人権擁護委員

心配ごと相談　問  社会福祉協議会

・なんでも相談
　と　き　6/10（金）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

・子ども相談「なかよしコール」
　と　き　6/11（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　 予約優先
　と　き　6/20（月）9:30 ～ 11:30
　ところ　町民センター事務室
　相談員　弁護士
　予約先　 69-4433
　　　　　IP 050-8026-8949

IP 050-8026-8914
69-5374

開館時間 9:00 ～ 17:00
　　　

（休館日　毎週木曜日（祝日含む）、12/30 ～ 1/3）

本用水のお知らせ

無料相談日

本年の稲作用水は

６月５日（日）午前７時からです。
用水路にゴミを捨てないようお願いします。

福束輪中土地改良区

６
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区長会長に　森　正三氏
　４月 21 日（木）、第１回区長会
が開催され、新任の区長 1 名に委嘱
状が交付されました。なお、令和４
年度の新役員は次のとおりです。（敬
省略）
新役員紹介　会　長　森　　正三
　　　　　　副会長　野村　政巳
　　　　　　副会長　馬渕　司郎
　　　　　　副会長　伊藤　　拡

仁
木
地
区

福束新田  馬渕　司郎

福
束
地
区

本　　戸  坂　　　誠

大
藪
地
区

大藪西組  伊藤　　拡
中郷新田  鈴木　　裕 中　　郷  入山　俊行 大藪東組  棚橋　　晃
藻池新田  村田　幸雄 里　　東  森　　正三 本 通  り  蕪木　忠伸
海松新田  山内　泰博 里　　西  野村　政巳 楡俣北部  西松　敬一
大吉新田  加藤　一二 南　　波  上田　　豊 楡俣南部  三輪　靖夫
松　　内  中島　忠榮 福束北部  大谷　孝雄 楡俣新田  伊藤　久雄
下大榑新田  伊藤　雪男 福束南部  澁谷　静信 四郷北部  伊藤　能康
下 大 榑  森　　公夫 塩喰川東  中島　　章 四郷南部  中島　章隆

塩喰川西  安田登美夫

輪之内町役場の開庁時間
●世帯 3,367戸 （+16）
●人口 9,348人 （+ 11）
●男 4,652人 （+ 3）
●女 4,696人 （+ 8）

●平日　8：30～17：15
　▶窓口延長　19：00まで（簡易な受付のみ）

●土日・祝日および平日時間外の戸籍届出は
　宿日直者がお預かりします。

令和4年5月1日現在　（ ）は先月比

（敬称略）
マイナンバーカードが健康保険証として使えるように、利用申し込みをしましょう！

 問 住民課　☎69-3127 android iPhone

　マイナンバーカードが利用できる医療機関・薬局は順
次増えていきます。利用申し込みをすると、限度額認定証
の申請手続きもいらなくなり、特定健診や薬剤情報など
ご自身の健康管理にも役立ちます。

　保険証利用の申し込みは
　こちらからどうぞ　⇒

楡俣

楡俣

福束

正照・優佳
おおはし

大橋　
えま 

依茉

正照・優佳
おおはし

大橋　
 ゆな 

侑來

朋之・ゆり美
たかはし

髙橋　
 りお 

梨央

やすらかに すこやかに しあわせに死亡 出生 婚姻

♦ ♦

中郷

藻池新田

福束新田

73歳

96歳

92歳

浅野　和子
　巢江美子
水谷　文子

大藪

海松新田

下大榑新田

101歳

87歳

90歳

渡邊まつを
大橋　忠義
田中　正次

中郷新田
愛知県

鈴木　辰哉
淺岡　茜

四郷
四郷

大谷　和輝
𠮷𠮷　𠮷𠮷



イイとこ！
わのうち

毎日  8:00～､13:00～
　　16:30～、20:30～ 新着番組

※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）

放送日時の詳
細は

テレビの番組
表ボタンで！6

わのうち元気体操 毎日　7:30～､12:20～､16:20～

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。

アニメ「かわばたくん」 土～日　7:00～､20:00～

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！

文字放送／データ放送 毎日 7:20～､7:40～､10:30～､12:00～､20:20～

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。

わのうちキッズ 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。

中江川沿いに咲いた桜をお届けします。夜には
ライトアップされ日中とは違った一面が見れます。

番組時間 ５分 初回放送 ―

桜ライトアップ

こころと体の健康を維持・向上させるために「フ
レイル予防」を学びましょう。

番組時間 60分 初回放送 ６月22日

フレイル予防講座「健康生活の秘訣！！」

放送中

月・火・水・木・金曜日 土・日曜日

７

00 わのうちキッズ

７

00 アニメ「かわばたくん」
20 文字放送 20 文字放送
30 わのうち元気体操 30 わのうち元気体操
40 文字放送 40 文字放送

８ 00 イイとこ！わのうち ８ 00 イイとこ！わのうち

９ ９

10
00 他社 CATV 番組

10
00 他社 CATV 番組

30 文字放送 30 文字放送

11 00 他社 CATV 番組 11 00 他社 CATV 番組

ひ　
る

00 文字放送 ひ　
る

00 文字放送
20 わのうち元気体操 20 わのうち元気体操
30 他社 CATV 番組 30 他社 CATV 番組

１ 00 イイとこ！わのうち １ 00 イイとこ！わのうち

２ ２
３ ３

４ ４20 わのうち元気体操 20 わのうち元気体操
30 イイとこ！わのうち 30 イイとこ！わのうち

５ ５

６ 00 他社 CATV 番組 ６ 00 他社 CATV 番組

７ ７

８
00 わのうちキッズ

８
00 アニメ「かわばたくん」

20 文字放送 20 文字放送
30 イイとこ！わのうち 30 イイとこ！わのうち

９ ９

10
～
６

00 テレビショッピング
10
～
６

00 テレビショッピング




