おかげさまで ８００
８００号
号
～これからも皆さんの心に響く広報紙を目指して～
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今回の「広報わのうち７月号」は、創刊から 800 回目を
迎えることができました。昭和 29 年７月１日に広報紙「輪
之内町報創刊号」が発行されて以来 67 年間、毎月１回の発
行を堅持し、今回おかげさまで 800 号を迎えることができ
ました。
創刊号では、当時の國枝敬二町長による「皆さまから発行
を待ってもらえるようなものにしたいと考えています。町民
町長
木野 隆之 各位も建設的なご意見、明るい話題をどしどしお寄せくだ
さって、互いに協力して明るい住みよい輪之内町建設のため
一臂の労を貸して下さることを切望してやみません」とのメッセージが掲載さ
れております。
その想いは、67 年前も今も変わりありません。
創刊時の人口は 8,788 人、世帯数が 1,538 世帯、そして現在（令和３年
５月１日現在）では人口が 9,530 人、世帯数 3,427 世帯と着実に躍進して
きました。
この躍進は、先人が郷土愛をもって産業、福祉、文化・教育等に果敢に取り
組んでいただいた成果であり、その歩みは「広報わのうち」から伺い知ること
ができます。
また、町の施策、話題、動向を伝える広報紙は、町民の皆さんの情報源とし
てかけがえのない役割を担ってきたことは疑う余地のないところです。
「広報
わのうち」は、創刊号から今日まで町ホームページにてアーカイブしており、
輪之内町の発展・躍進の姿が手に取るように見ることができます。
広報紙がお伝えする記事が、町民の皆さんにとって有益であり、議論の題材
となり、ひいては地域活性化に繋がることを切に期待するものです。
さて、現在、全国的に少子高齢化が加速しております。人口減少は喫緊に対
応すべき社会的課題となっております。その潮流は当町においても例外ではな
く、平成 22 年をピークに人口減少に転じており、その対応が求められています。
「時代に即応し、どのような未来を描いていくのか」が問われています。
現在、コロナ禍で閉塞感に苛まれ先行きも不透明でありますが、このような
状況を踏まえつつ町の動きを伝え、次世代の糧・教訓としていくことが広報紙
の役割の一つと考えております。800 号は一つの節目であり、通過点です。
これからも町民の皆さんにとって有益な情報ツールとなる広報紙を編集・発
行して参ります。
終わりに、これまで「広報わのうち」の編集・発行に関わっていただいた多
くの町民の皆さん、関係者の皆さんに感謝し心からお礼を申し上げます。
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あじさいロード

本戸輪中提
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の話

わだい

題

2021 ジャパンパラ水泳
競技大会へ出場 激励会

5/12［水］

大垣養老高等学校 3 年生の近藤薫さんが役場を訪れ、町長
に「2021 ジャパンパラ水泳競技大会」への出場について報
告されました。今大会へは、男子 400 ｍ自由形、100 ｍ背
泳ぎ、50 ｍバタフライの 3 種目で挑まれます。
今大会は 2020 年パラリンピックとアジアユースパラ競
技大会へ出場する代表者の最終選考も兼ねており、「自分の
記録との戦い。自信をもって臨みたい」と力強く意気込む近
藤さんを、町長は「今まで積み上げてきたものを出しきり、
惜しみなく力を発揮してほしい」と激励しました。

大会に向け力強く意気込む近藤さん

5/26［水］

こども園で梅の収穫
福束こども園にて、園庭にある梅の収穫をしました。この
梅の木は毎年この時期に実をつけており、園児たちは少し高
い位置に実っている梅に苦戦しながらも丁寧に摘み取りまし
た。園庭には始終「こんな大きなのが採れた」
「もう採って
もいいかな」と楽しそうな園児たちの声が響いていました。
収穫された梅の実は、梅ジュースとして氷砂糖と共に漬け
られ、園児たちは瓶を眺めながら「早く飲みたいね」と笑顔
を浮かべていました。
完成した梅ジュースは間食として園児たちに振舞われます。

背伸びをしながら梅の実をとる園児

5/31［月］ 6/2［水］
▲

中学校で学年別体育大会
5/31 から 6/2 までの３日間、中学校で学年別体育大会
が開催されました。他の行事との兼ね合いや、気温の関係か
ら、例年秋口に開催されている体育祭の代わりとして企画さ
2021.7 WANOUCHI
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れました。
当日はコロナと熱中症対策を行ったうえで、生徒たちは綱
引きや大玉ころがし、部活別対抗リレー等の競技に精を出し
ました。「いけ！そこ！」「頑張れ」と、グラウンドには始終
生徒たちの笑顔と白熱した応援の声が響いていました。
部活別対抗リレーに精を出す生徒たち

町内事業所より
抗菌布マスクの寄贈

6/9［水］

ブルーチップ岐阜支部を代表して馬渕洋子さん、松居貴美
さんが来庁され、町内 3 こども園・3 小学校・中学校・役
場へ抗菌布マスクを S サイズ 325 袋、L サイズ 125 袋寄
贈いただきました。ロット不足で破棄されてしまうマスクを
町内のこども達のために活用できないかという思いから、今
回の寄贈に至りました。寄贈されたマスクは各施設でマスク
を忘れた時などの予備に使用されます。
「マスクのニーズは当分の間ある。こうして声をかけてい
ただけて感謝している」との町長の言葉に、お二人は「地元
に貢献したいと思って今回の寄贈にいたった。お役に立てれ
ば何より」と笑顔で返されました。

町内の子供たちへマスクの寄贈

輪之内町の魅力、コメました
町には幕府直轄領として将軍家の米を産出してきた歴史が
あり、米の品質や管理の良さ、おいしさが評価されてきまし
た。その自慢の「徳川将軍家御膳米」をもっと気軽に味わっ
て欲しいという思いから、この度「徳川将軍家御膳米せんべ
い」が誕生しました。パリッとした薄焼きの米粉せんべいの
間には大垣市上石津町産の抹茶クリームを挟んでおり、米粉
の優しい甘さと抹茶クリームのほろ苦さがクセになります。
せんべいや各種商品は、関ケ原古戦場記念館別館売店や役
場などで購入できます。町の魅力がつまった品々を、ぜひご
1 箱 10 枚入り 600 円（税込）

家族でお召し上がりください。

公式 Twitter アカウントが
誕生しました
この度、町の公式 Twitter アカウントが誕生しました。町
のイベント情報だけでなく、町ゆかりの戦国武将である丸毛兼
利やゆるキャラのかわばたくん、観光や特産品などの情報を幅
で、ツイート内容に関する問い合わせは役場産業課までお願い
します。どこよりも早く、町の魅力を皆さん
にお届けします。ぜひフォローしてください。
アカウント名：輪之内町役場産業課【公式】
ID：wasangyou3138
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広く発信していきます。こちらは発信専用のアカウントですの
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やくば

新型コロナワクチン接種が始まりました
5/24（月）から 75 歳以上の方のワクチン接種が
保健センターで始まりました。
● 65 歳以上の方 ７月末までにほとんどの方の接種
が終わる予定です。
● 65 歳未満の方 ７ 月 上 旬から順次発送予定です。
接種券がお手元に届いた方でまだご予約がお済みでな
い方はお手元の案内と下記の接種日時の予約表を見て
いただきご予約をお願いします。
接種日時の予約表
 種日は、１回目と２回目の日にちがセットに
注1 接

なっています。
 付時間も１回目と２回目を同じ時間で予約
注2 受

してください。
接種日
１回目

２回目

受付時間（定員：各時間 36 人）
（ア）13:30 ～ 13:45 （イ）14:00 ～ 14:15

⑨

7/1（木）

7/22（木）

（ウ）14:30 ～ 14:45 （エ）15:00～ 15:15
（オ）16:00 ～ 16:15 （カ）16:30 ～ 16:45
（キ）17:00 ～ 17:15 （ク）17:30 ～ 17:45

追加されました
⑪

⑩

7/3（土） 7/25（日）

7/5（月） 7/26（月）

⑫ 7/11（日）

（ア）13:30 ～ 13:45 （イ）14:00 ～ 14:15
（ウ）14:30 ～ 14:45 （エ）15:00～ 15:15

《ご注意ください》

ワクチン接種後でも新型コロナウイルスに感染す
る場合があります。
またワクチンを接種してから免疫がつくまでに
12 日程度かかり、免疫がついても２回接種後の
発症予防効果は 95％程度と高いものの、決して
100% ではありません。
ワクチンを接種した後も決して油断せず、基本的
な感染対策の徹底の継続をお願いします。

（ア）13:30 ～ 13:45 （イ）14:00 ～ 14:15
（ウ）14:30 ～ 14:45
（Ｂ）10:00 ～ 10:45

（ウ）14:30 ～ 14:45 （エ）15:00～ 15:15
（オ）16:00 ～ 16:15 （カ）16:30 ～ 16:45
（キ）17:00 ～ 17:15 （ク）17:30 ～ 17:45

⑭ 7/12（月） 8/3（火）

⑮ 7/19（月） 8/10
（火）
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⑯ 7/27（火） 8/17
（火）

⑰ 7/28（水） 8/18（水）

⑱ 7/30（金） 8/20（金）

ワクチンを接種された皆さんへ

（キ）17:00 ～ 17:15 （ク）17:30 ～ 17:45

8/1（日） （Ａ）9:30 ～ 9:45

8/1（日）

●接種後に体調の不安がある時
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。

（オ）16:00 ～ 16:15 （カ）16:30 ～ 16:45

（ア）13:30 ～ 13:45 （イ）14:00 ～ 14:15
⑬ 7/11（日）

● Web 予約が始まりました。
町ホームページ→新型コロナワク
チン接種のお知らせ→新型コロナワ
クチン予約状況確認サイトから予約
ができます。
URL ⇒ https://wanouchi.corona-yoyaku.net

「マスク着用」

「手洗い・消毒」

（ア）13:30 ～ 13:45 （イ）14:00 ～ 14:15
（ウ）14:30 ～ 14:45
（ア）13:30 ～ 13:45 （イ）14:00 ～ 14:15
（ウ）14:30 ～ 14:45
（ア）13:30 ～ 13:45 （イ）14:00 ～ 14:15

「三密（密集・密接・密室）はもちろん
一密でも徹底回避」

（ウ）14:30 ～ 14:45
（ア）13:30 ～ 13:45 （イ）14:00 ～ 14:15
（ウ）14:30 ～ 14:45
（ア）13:30 ～ 13:45 （イ）14:00 ～ 14:15
（ウ）14:30 ～ 14:45

※これ以降の日程は町ホームページにてご確認ください。

「体調不良のときは行動ストップ」

後期高齢者医療制度について
輪之内町に住所を有する 75 歳以上の方と、
一定の障がいがある 65 歳から 74 歳の方で広
域連合の認定を受けた方に交付されます。現在
の保険証の有効期限は令和３年７月 31 日です
ので、8 月 1 日からは 7 月中にお送りする新
しい保険証をご使用ください。新しい保険証は
赤みがかった色に変わります。

保険証（被保険者証）を更新します
８月１日から

７月 31 日まで
青みがかった色

赤みがかった色

●令和３年度の保険料について
保険料額は、５月末までに被保険者になられ
た方に郵送する「後期高齢者医療保険料額決定
通知書」でご確認ください。
●保険料のお支払いは年金から口座振替に変更できます
保険料は、口座振替でのお支払いに切り替えることができます。変更を希望される場合は福祉課にお問い合わ
せください。
その他詳細につきましては、新しい保険証に同封のパンフレットをご覧ください。
問

福祉課

69-3128

令和４年４月採用予定の町職員採用試験の概要

※詳しくは、町ホームページを
ご覧ください。

町では、
『住んでいて良かった、これからもずっと住み続けたいまち』を目指してまちづくりを進めています。  
まちの発展と住民福祉の向上のために、誠実かつ積極的に職務に取り組んでいただける方を募集します。
1. 募集職種及び人数
募集職種（試験区分）

職  務  内  容

募集人数

事務職員（大卒程度）

行政サービスに関する事務

若干名

保育教諭（短大卒程度）

幼児教育及び保育業務

若干名

4. 受付期間
・令和３年７月１日（木）から 令和３年８月２日（月）
まで
5. 試験日および会場
・１次試験 令和３年９月 19 日（日）
岐阜県立岐阜総合学園高等学校
・２次試験 令和３年 10 月中下旬予定
輪之内町役場
問

総務課

69-3111
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2. 受験資格
⑴ 事務職員 次に掲げる者
① 平 成４年４月２日から平成 12 年４月１日までに
生まれた者
② 平 成 12 年４月２日以降に生まれた者で次に掲げ
る者
イ 学校基本法に基づく大学を卒業又は令和４年３
月 31 日までに卒業見込みの者
ロ 町がイに掲げる者と同等の資格があると認める者
⑵ 保育教諭 次に掲げる者
① 平 成４年４月２日以降に生まれた者で次に掲げ
る者
イ 保育士証及び幼稚園教諭免許状を有する者又は
令和４年３月 31 日までに取得見込みの者

3. 必要な書類
・令和３年度第２回岐阜県市町村職員統一採用試験申
込書    
   ※ 次の受付期間中、総務課で配付します。
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7 月生まれ
ゆ

ら

直正くん（１歳）

お姉ちゃんと仲良くね
産まれてきてくれてありがとう
か

す

さ

なおまさ

優空ちゃん（１歳）

き

沙季ちゃん（１歳）

すくすく大きくなってね！

み

お誕生日おめでとう。

大きく育ってね。

こと な

佳沙美ちゃん（２歳）

琴凪ちゃん（３歳）

けんしん

兼新くん（３歳）

笑顔でいっぱい遊ぼうね！

いつも笑顔で、元気に育ってね ♡

募集

３歳未満の子ども（９月 ･10 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 7 月 21 日（水）まで

趣
味
の家

違うこと無かれ

雅夫

百合子

片野

浅井

独行道

筆を弄し
書を翻し
亦 情に称う
田中 百合



忍耐とは希望
をもつことの
技術である
神戸

禧子

孝司

︵敬称略︶

楼月待てども
至り難し
児玉

靖夫

書道愛好家

棚橋



顕彰大
神通力
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いつも笑顔で元気に育ってね♡

7

の詳細は
放送日時
タンで！
番組表ボ
テレビの

番組情報

イイとこ！わのうち

毎日
8:00～､13:00～､20:30～

福束こども園 はみがき教室

新着番組

こども園 夏まつり

番組時間

番組時間

20分

30分

初回放送

初回放送

７月17日

７月30日

福束こども園のはみがき教室（年長）の模様を放送
します。正しいおやつのとり方や正しいはみがき
のやり方を学びます。

待ちに待った夏まつり。すいか割りや縁日コー
ナーなど、夏まつりを思いっきり楽しむ各園の様
子を放送します。

議会 一般質問

福祉 フレイル予防講座
番組時間

番組時間

―

60分

初回放送

初回放送

７月25日
６月議会の一般質問の模様をノーカットでお届け
します。町政に関する政策や課題、町の方針など
を知ることができます。

アニメ「かわばたくん」

土～日
7:00～、20:00～

７月24日
「フレイル予防の体操を学ぼう」をテーマに、日々
の生活の中でできる簡単なストレッチや体操を理
学療法士と一緒に実践します。

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！

わのうち元気体操

毎日
7:30～､12:20～､16:20～

月～金
7:00～、20:00～

わのうちキッズ

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。

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）
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※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。
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生活

ひろ ば
熱中症予防の
対策をしましょう！

消防

これからの本格的な暑さ対策として、炎天下での活動を避け、
こまめな水分補給・塩分補給、適切な温度管理をするほか、「実
際にあった救急搬送事例とポイント・対策」を参考に効果的な
熱中症対策をして暑い季節を乗り切りましょう。

●実際にあった救急搬送の事例とポイント・対策
事例１

事例２

事例３

高齢者は注意! !

屋外作業中は注意! !

運動時は注意! !

90 代女性がエアコン未設置の居
室内で床に倒れているところを家族
が発見し救急要請

80 代女性が自宅の庭で草むしり
中に倒れ、意識がなかったため救急
要請

10 代男性が屋外でサッカーをし
ていたところ、競技終了後に頭痛と
吐き気を訴えたため救急要請

～ポイント～
高齢者は暑さや喉の渇きを感じに
くくなっています。また、体温を下
げるための身体の反応が弱くなって
おり、自覚がないのに熱中症になる
危険性があります。

～ポイント～
屋外の作業では集中するあまり、
こまめな休憩を忘れ体を動かす時間
が長くなるため、熱中症に注意する
必要があります。

～ポイント～
運動時は体温が上昇するため、そ
れだけで熱中症の危険性が高くなり
ます。激しい運動は短時間でも、ま
たそれほど気温が高くない場合でも
注意が必要です。

（対策）

①喉が渇いていなくても水分補給
をしましょう。

（対策）

①作業環境を把握し、熱を遮る工
夫や風通しを確保しましょう。

②室温をこまめにチェックし、エ
アコンや扇風機の活用を！
③周囲の方は普段と様子が違うと
感じたら、ためらわず医療機関
を受診させましょう。

②なるべく連続作業を減らし、休
憩をこまめに取り体温を正常化
するようにしましょう。
③体調不良の場合は、暑いところ
での作業は控えましょう。

（対策）
①運動の前後だけでなく途中でも
こまめな水分補給・塩分補給を
し、休憩は30分に１回取るよう
にしましょう。
②具合が悪くなった場合は早めに
運動を中止して涼しい場所に移
動し服を緩め、
体を冷やし気分が
回復するまで安静にしましょう。

（最後に…）
新型コロナウイルス感染症も第４波が到来し、マスクがまだまだ外せない状況が続き
ます。暑くなり、熱中症が増加していく中で、マスクが息苦しく感じると思いますが、
こまめな水分補給を心掛け、新型コロナウイルス感染症と熱中症を乗り切りましょう‼

交通安全
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令和３年
夏の交通安全県民運動を
実施します

７月 11 日（日）～７月 20 日（火）の 10 日
間は夏の交通安全県民運動の実施期間です。夏休
みを前に、暑さによる疲労や行楽地へのレジャー
等による交通事故の多発が予想されます。交通事
故防止の徹底を図りましょう。

大垣警察署ホームページ→

生活
消費
生活相談

私たちは SDG s とつながっている！
私たちの生活とごみから、
消費者としての行動を考えよう

『SDG s』のフレーズを見たり聞いたりする機会が
増えたと感じませんか？「より豊かな世界の実現」の
ため、みんなで取り組んでいく目標を定めているもの
ですが、
「自分には関係ない目標」だという人もまだ
まだ多いようです。
私たち一般消費者にとって、SDG s という未来に向
けての目標は、あまり身近に感じないかもしれません
が、私たちと SDG s はどのようにつながっているか、
私たちの生活、私たちのごみ箱から考えてみませんか。
私たちのごみ箱は SDG s の世界とつながっていま
す。私たちが生活していれば、必ずごみは発生します。
例えば、2016 年におけるプラスチックごみは、世界
では約２億 4,200 万 t が排出されており、適切に処理
されずに海に流出したプラスチックごみは、海のごみ

の 90％を占めているそ
うです。これらは、海洋
生物、漁業や観光産業な
どの経済面にも影響を及
ぼし、さらに有害化学物質による人体への健康影響も
懸念されます。
また、先進国はコストの面から処理しきれなくなっ
たプラスチックごみが、発展途上国に運びこまれ、児
童労働や地滑りなどの問題を発生させています。さら
に廃棄物からの温室効果ガスも気候変動の主な要因の
一つとなっています。
こうしたプラスチックごみ問題の背景には、先進国
と発展途上国の格差、企業のものづくりや消費者の購
買行動のあり方などの課題があるのです。

●消費者へのアドバイス
・私たちのごみ箱がどのようにSDG sとつながっているかを考えて
みましょう。そこから本当に必要なものは何かを考えると、賢い消
費者として選択していくこと、分別をきちんと行うこと、日常の一
つ一つの行動がSDG sにつながっていきます。
・ごみではなく適正に処理をすれば、価値のある「資源」として、再び
活用していくことができます。ごみと資源を区別し、ごみをなくす
取り組みをしましょう。
・ そもそもごみを発生させないことは大切ですが、リサイクルしや
すい素材で作られた製品を購入することや、リサイクル製品を積
極的に購入するなど、消費者の役割が重要であることから、普段か
ら自分にできる行動でSDG sに貢献しましょう。
参照文献：国民生活_2021.1（国民生活センター発行）


人権

ひろ ば

●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！）

コロナ対策のつもりが、過剰な反応になっていませんか？


～思い込みが差別や偏見を生みます。
正しい知識・情報に基づいて行動しましょう～

http://www.moj.go.jp/JINKEN/index̲soudan.html

2021.7 WANOUCHI

●医療従事者やエッセンシャルワーカーに感謝やエールを
医療従事者やその家族に対する、必要なサービスの提供拒否、行事への参加拒否など様々な問題のある事例が
全国で起こっています。また、社会生活の維持に欠かせない業務に携わる人々への差別の事例も多く発生してい
ます。医療従事者やエッセンシャルワーカーに感謝の気持ちを持って接し、むしろエールを送りましょう。
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生活
民生委員

ひろ ば
民生委員児童委員だより

民生委員児童委員を引き継いだ矢先にコロナ禍となり、会議や各種行事などが中止されることが多くなりまし
た。その中で大藪小学校の見守り隊を続けることが出来たことを嬉しく思っています。
新学期から小さな子が、大きなランドセルを背負いマスクをして列に並んで一生懸命ついて行きます。一年生
の姿が輝いて見えます。大きな声で「おはようございます」と挨拶してくれるこの子達をこれからもしっかり見
守っていきたいという思いが一層強くなりました。
また、新型コロナウイルス感染拡大が懸念される中、若者の感染増加が高齢者の感染増加に繋がっていかない
うようにまずは高齢者からワクチン接種が始まっています。
民生委員児童委員は、地域で支援を必要とされる高齢者・児童・障がい者への見守りや相談になお一層取り組
んでいき、感染症防止対策の徹底も呼びかけながら拡大防止していきたいと思います。

下水道

下水道広報

下水道のやくわり

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。

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

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。

2021.7 WANOUCHI
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くらしの中での下水道 Q&A
町の下水道は現在一部の地域を除き供用開始となっ
ています。これから下水道を利用される方々、また、
現在下水道を利用されている方々に向けて、くらしの
中での下水道利用に関する疑問点をいくつか Q&A 方
式でまとめました。ぜひご参考にしてください。
【台所編】
Q. 細かい調理くずはそのまま流してもいいのか？
A. 排水管の詰まりの原因となる恐れがあります。排
水口に細かい網目のネットを取り付け、なるべく流
れないように工夫してください。
Q. 下水道に食用油を流してもいいのか？
A. 油類を流すと下水道管に付着し、次第に固まって
詰まりなどの原因となるので流さないでください。
新聞紙や油を固める製品などに吸わせるなどして燃
えるゴミとして処分してください。
【洗濯編】
Q. 洗濯洗剤はどのようなものを使用すればいいの
か？

A. 市販の家庭用であれば問題ありません。その際、
洗剤は適量を使用してください。
【トイレ編】
Q. トイレのタンクに節水用のペットボトルを入れて
いいのか？
A. トイレのタンクは下水管に汚物を運ぶために必要
な水量で設計されており、下水管の詰まりの原因と
なるためおすすめできません。
上記のように下水道の利用は、一人一人がマナーを
守って大切に利用することが重要です。下水道が利用
できるようになったからといって何を流してもいいと
いう訳ではなく、異物（紙おむつ、布きれなど）を下
水道に流すと水に溶けないものであれば、ささいな物
でもポンプに絡まるなどしてポンプが故障してしまい
ます。下水道を正しく利用し、私たちの豊かな生活環
境を守っていきましょう。

information

情報クリップ

プレミアム商品券を販売し
ます
1 万円で 1 万 1 千円分の商品
券 を 5,000 セ ッ ト 販 売 し ま す。
3 密を避けるために 3 か所で同
時販売します。
日時 7 月 11 日（日）
8:30 ～ 12:00
場所 町商工会館、町民センター、
役場
※商 品券購入には広報 7 月号に
同封されている引換券が必要と
なります｡
※障 がい者手帳をお持ちの方は、
7 月 5 日（月）より電話のみで
の受付となります。
問 商工会
69-2188
案内

ツール・ド・西美濃 2021
の開催について
専用アプリを使い「MAP」に
示された、その土地の名所やゆか
りの「スポット」を、期間内に自
転車で駆けめぐり、街を回遊しな
がら、獲得した総合得点を競うと
いう新感覚サイクリングとして開
催されます。
開催日（期間型） ７月 21 日（水）
～９月 20 日（月）
開催場所 岐阜県西美濃全域
参加コース 自由
参加資格 岐阜県内在住の方
参加料 無料
エントリー方法 専用アプリから
※エ ントリーは７月 21 日（水）
から開始
案内

大会ホームページの URL・QR コード
https://tour-denippon.jp/ridearoundtourdenishimino/
問 公益社団法人大垣青年会議所
事務局
47-8275
47-8276

「児童相談所相談専用ダイヤ
ル」の変更・無料化について
新番号の開始時期
７月１日（木）
案内

0120-189-783
※従来と同様、固定電話のほか携
帯電話からもご利用できます。
※移 行 に 伴 い、 従 来 の 番 号
（0570-783-189）はご利用で
きなくなります。
案内

公務員合同説明会案内

７月 10 日（土）
13:00 ～ 16:00
場 所 大垣市林町 5-18 光和ビ
ル ４階会議室
（大垣駅北口より徒歩１分）
参加団体（予定）
自衛隊大垣地域事務所
警察署（大垣・海津・養老・垂井）
大垣消防組合
岐阜県庁（資料設置のみ）
大垣市役所（資料設置のみ）
海津市役所（資料設置のみ）
垂井町役場（資料設置のみ）
養老町役場（資料設置のみ）
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
日

時

名古屋への高速バス運行に
ついて
名阪近鉄バス㈱が、道の駅「パ
レットピアおおの」から安八町を
経由して、ＪＲ名古屋駅までを結
ぶ高速バスを中部運輸局に申請し
ました。中部運輸局の認可後、７
月下旬からの運行開始を予定して
います。
町内からのご利用は、「安八」
バス停が便利です。安八スマート
インターを出た、アクセス道路上
にバス停を設置します。
運 行 回 数 は 名 古 屋 行 が 7 回、
大野町行が 8 回で、安八－名古
屋間の運賃は 830 円を予定して
います。詳しくは、来月の広報で
お知らせします。
案内
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第 11 回特別弔慰金の請求
を受け付けています
今日の日本の平和と繁栄の礎と
なった戦没者等の尊い犠牲に思い
をいたし、国として改めて弔慰の
意を表すため、戦没者等のご遺族
に第 11 回特別弔慰金が支給され
ます。
支給対象者
令和２年４月１日（基準日）時
点で、「恩給法による公務扶助料」
や「戦傷病者戦没者遺族等援護法
による遺族年金」等を受ける方（戦
没者等の妻や父母）がいない場合
に、次の順番による先順位のご遺
族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
１ 令和２年４月１日までに戦傷
病者戦没者遺族等援護法による
弔慰金の受給権を取得した方
２ 戦没者等の子
３ 戦没者等の ①父母 ②孫
③祖父母 ④兄弟姉妹
４ 上記１～３以外の戦没者等の
三親等内の親族（甥、姪等）
※戦没者等の死亡時までに引き
続き１年以上の生計関係を有
していた方に限ります。
※前回（第 10 回）の特別弔慰金
を受けられたご遺族がお亡くな
りになった場合でも上記に該当
する他のご遺族であれば請求で
きます。
支給内容
額面 25 万円、５年償還の記名
国債
請求期間
令和５年３月 31 日まで
請求窓口 福祉課
必要書類
・本人確認のできるもの（運転
免許証、保険証等）・印鑑（ゴム
印等は不可）・戸籍書類
問 福祉課
69-3128（ 内 線
156）
岐阜県健康福祉部 地域福祉課
社会援護係
058-272-1111
（内線 2520）
案内
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情報クリップ
案内

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）のご案内

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯（ひとり親世帯分の支給対象者を
除く）に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金の支給を行います。
支給対象者 以下の①、②の両方に該当する方（※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方は除きます。）
①令和３年３月 31 日時点で 18 歳未満の児童（障害児の場合、20 歳未満）を養育する父母等（令和４年２月
末までに生まれた新生児等も対象）
②令和３年度住民税（均等割）が非課税の方、または、令和３年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の
収入となった方
支給額 児童１人当たり一律５万円
受給手続き ・令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方は申請不要で受
給できます。（対象者には事前案内を送付致します。）
・上記以外の方（高校生のみ養育している方、収入が急変した方）については、申請が必要となり
ます。必要書類は町HPをご確認ください。

案内

令和３年度国民健康保険税について

令和３年度の税率は前年度から据え置きました。
区

分

所

得

割

均

等

割

賦課限度額

医療保険分

6.85%

37,500 円

63 万円

後期高齢者支援金分

1.93%

11,400 円

19 万円

介護保険分

1.61%

12,300 円

17 万円

所得が少ない世帯に対する軽減基準額を変更しました。
区

問

分

令和２年度の基準額

令和３年度の基準額

７割軽減

33万円

43万円＋（給与所得者等の数－1）×10万円

５割軽減

33万＋28.5万×（被保険者数）

43万円＋（給与所得者等の数－1）×10万円＋28.5万円×（被保険者数）

２割軽減

33万＋52万×（被保険者数）

43万円＋（給与所得者等の数－1）×10万円＋52万円×（被保険者数）

役場（代表）

案内

69-3111 IP 050-5808-9600

税務課（直通）

69-3181

住民課（直通）

69-3127

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免について

2021.7 WANOUCHI
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▲

▲

新型コロナウイルスの影響で昨年より収入が減少した方に対して、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の
減免を行っております。要件など、詳細は下記までお問い合わせください。
問 国民健康保険税 税務課
69-3181
後期高齢者医療保険料 福祉課
69-3128

今年のサマージャンボ宝くじは、
1等・前後賞合わせて7億円！

１等 ５億円×23本

前後賞 各１億円×46本

※当せん本数は発売総額690億円・23ユニットの場合

同時発売のサマージャンボミニは、
１等・前後賞合わせて5,000万円！

１等 3,000万円×28本

前後賞 各 1,000万円×56本

※当せん本数は発売総額210億円・7ユニットの場合
※発売期間 7月13日（火）~ 8月13日（金）
※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。

@wasangyou3138
輪之内町役場産業課

地域包括支援センターだよ り

福祉課
地域包括支援センター

69-3128
68-2766

認知症サポーターとは？
認知症サポーターは、何か特別なことをする人ではありません。認知症について正しく理解し、認知症の人や家
族を温かく見守るなど、自分のできる範囲で支援を行う応援者です。※「認知症サポーター養成講座」を受講していただきます。
認知症サポーター養成講座を受講し、「もうちょっと何かしたい」「できることがあるかもしれない」と思われ
る方にご紹介します！
安心して楽しめる場を
提供したい。一緒に元
気になりたい。

脳リフレッシュ教室や百
歳体操、オレンジカフェ
のお手伝いがあります。

何かしたいけど、
忙しくてなかなか
できない。

道に迷っている等、困ってい
る方を見かけられたら、やさ
しく声をかけてください。

私たちと一緒に活動しませんか。
私たちは、輪之内町認知症地域支援推進員です。

▲

地域包括支援センターカレンダー

7 月 1 日～ 8 月 10 日
事業名

大藪
地域の集い

いきいき
百歳体操

開催日
7月7日
8月4日

時

間

場

所

大藪コミュニティ防災センター
9:30 ～ 11:00

福束

7 月 12 日

仁木

7 月 21 日

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

脳リフレッシュ教室

まちの保健室
～出張型～

2021.7 WANOUCHI
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※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。

毎週木曜日
毎週火曜日

福束コミュニティ防災センター
仁木コミュニティ防災センター

9:30 ～ 11:00

ふれあいセンター
大藪コミュニティ防災センター

７月 ５日
７月 12 日

10:00 ～ 11:30

泰寿デイサービスセンター

７月 28 日

14:00 ～ 14:30

ホッとステーション「わのうち」内

７月 26 日

13:30 ～ 15:00

ふれあいセンター

13:30 ～ 15:00

文化会館リトルホール

わのうち元気体操教室

7月8日

フレイル予防講座

7 月 21 日

オレンジカフェわのうち

7 月 26 日

13:30 ～ 15:00

ふれあいセンター

７月 12 日
７月 15 日
７月 19 日
７月 27 日
７月 29 日

13:30 ～ 15:00

文化会館リトルホール

生活支援ボランティア
養成講座

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

育児相談（面接・電話）

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

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、「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。地域子育て支援センターの掲示にてご確認ください。

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。

『製作あそび』

『英語であそぼう』

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 3 日（土）・17 日（土） 輪投げをしよう 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 10 日（土）・24 日（土）

牛乳パックでびっくり箱を作ろう

14:00~15:00

乳幼児親子対象

▲

おひさま 日時 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、是非ご参加
ください。

※変更になる場合があります。

2021.7 WANOUCHI

▲

リズムであそぼ 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。
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保健センターだよ り

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

7 月は「愛の献血助け合い運動月間」です！

「ふみ出そう

未来をつくる

献血に」

7 月は愛の血液助け合い運動月間です。全国的に高齢化社会になるなかで、献血ができる年齢の上限が 70 歳
未満と限られており献血できる年代の減少が起こっています。
また、新型コロナウイルス感染拡大により、献血協力者が減少しています。今後も患者さんに血液を安定的に
届けるには、今まで以上に若い世代の献血へのご理解とご協力が必要です。
200mL 献血は男女とも 16 歳から、400mL 献血は、男性 17 歳、女性 18 歳から、成分献血は男女とも 18
歳から、献血ルームや献血バスなどでできます。
日本赤十字社では特に成分献血と 400mL 献血のご協力をお願いしています。皆さんのご協力をお待ちして
います。

のびのび わのうちっコラム

第 4 回 赤ちゃんの睡眠

「寝る子は育つ」という言葉通り、睡眠中には成長
ホルモンが分泌されています。生後間もない赤ちゃん
は 1 日のほとんどがねんねの時間。
おっぱい、ねんね、うんち、ねんね、おっぱい…。
生後 3 か月頃までは昼夜の区別もなく、短い睡眠を
繰り返します。1 日の合計睡眠時間は、およそ１５～
20 時間！
新生児期は３～４時間おきに目を覚まし、おっぱい

▲

７月の健康カレンダー

を飲んだり、うんちをしたりします。この時期は、授
乳やオムツ替えなどお世話が大変！！個人差はありま
すが、赤ちゃんは月齢を重ねていくごとに、夜まとまっ
て寝るようになります。
ミルクを代われるときはお願いしたり、家族の協力
をもらって、赤ちゃんが寝ているときは一緒にお昼寝
するなど、ママの身体も大事にしてくださいね。

7 月 7 日～ 8 月 4 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
7/7（水）

事業名
乳幼児・妊産婦相談
3・4か月児健診

8（木）

3歳児健診

9（金）

まめっこサークル

21（水）

受付時間

対象者

場所

13:00～13:15 R3.2～3月生

保健センター

12:45～13:00 H30.4～6月生
10:00～10:10 申込者

町民センター

もぐもぐ離乳食クラス（離乳食学級） 10:00～10:10 R3.2～3月生
1歳6か月児健診

8/2（月）

10か月児健診

4（水）

乳幼児・妊産婦相談

※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 R1.10/11～R2.1/15生
12:45～13:00 R2.8/11～10月生

―

保健センター

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）

成人の健（検）診・健康相談

2021.7 WANOUCHI
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実施日

事業名

7/8（木）

健康相談

14（水）
15（木）
16（金）
8/3（火）

胃・大腸がん検診
胃がんリスク（ABC）検診
大腸がん検診
健康相談

受付時間

対象者

場所

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

40～74歳の方
保健センター
予約制（ご希望の方は保健センターにお電話ください）

※健康ポイント数

２０Ｐ
胃 １２０P
大腸 ６０P
１２０Ｐ

8:30～11:00 40歳以上の方

６０P

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

※「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、やむを得ず保護者の方（父・母）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。

令和３年度 酒害相談
お酒のことでお困りの方、悩みがある方、相談員が
相談に応じます。
参加ご希望の方は、岐阜県精神保健福祉センターへ
電話にて申し込みください。
問 岐阜県精神保健福祉センター
058-231-9724

▲

サークル参加者募集

令和３年度

断酒会

酒害相談日程

日時
7/7（第 1 水曜）

会場

西濃 8/4（第 1 水曜） 19：00 ～
大垣市
断酒会
21：00
総合福祉会館
9/1（第 1 水曜）

～ちびっこサークル～

こども園入園前の親子を対象に、「親子で遊ぼう」をテーマとしてちびっこサークルを開催します。親子で一
緒に参加して、いろいろな遊びを通してお子さんの成長を感じたり、お友達を作ってみませんか？
☆対象：平成３０年４月～平成３１年３月生まれのお子さんおよび保護者
（令和４年３月までこども園に入園予定のないお子さん）
☆日時：毎月１回 ７回コース（８月～翌年２月）、10：00 から１１：30 まで
☆内容：リトミック、課題遊び、手作りおやつレシピの紹介など
ちびっこサークルは保健センターで
行います。参加を希望される方は、７
月１日（木）～９日（金）に保健センター
までお電話ください。なお、定員（13
組）になり次第締め切らせていただき
ます。申込者には、後日詳しいご案内
を郵送します。

楽しく

64aBfy
はちみつヨーグルト
ジェラート
作り方

材料

２人分

Ａ

ヨーグルト������������������� 150g
はちみつ�������������� 大さじ１と１／２

B

氷����������������������� 100g
食塩�����������������������30g

＊冷凍庫を使わず、短時間でできるアイスです。
手作りは使う食材が分かるので安心して作ることができますね。
果物を入れてみるなど、アレンジも楽しめます♪

●１人分栄養価
エネルギー 202kcal/ カルシウム 105mg
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生クリーム（乳脂肪）��������������� 50ml

①チャック付きフリーザーバッグを２袋用意する。
②１袋にはＡを入れチャックをする。もう１袋にＢ
を入れる。
③Ｂの入った袋にＡの入った袋を入れ、チャックを
し、タオルで包み、揉む。（目安 10 分）
※強い力で揉むと袋が破れる可能性があります。
※塩は氷を早く溶かす働きがあるので、０℃以下
になり、凍らせることができます。
④ある程度固まったら、器に盛り付け、はちみつを
かける。
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教育委員会だよ り

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

第 12 回ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会

郡代表選手になって走ってみませんか
10 月 17 日（日）に岐阜県庁周辺で開催される第 12 回ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会に安八郡（郡内３町）
で代表チームを編成し出場します。
輪之内町から多くの方に各区間に出場してもらうため、安八郡代表に輪之内町から推薦をさせていただく選手
候補者を下記のとおり募集します。
●申し込み方法
・教育委員会窓口に申込書を提出してください。
・申込書は教育委員会窓口またはホームページに用意しています。
●申し込み期限
・７月30日（金）
●代表選手数
・小学生（男子２人・女子２人）
・中学生（男子３人・女子３人）
・高校生一般（男子３人・女子３人）
・40才以上（男女問わず２人）
●参加資格
・令和３年９月１日現在で輪之内町に在住または在勤している方
下記の日程に参加可能である方
・郡代表選手対面式
日 時
８月 10 日（火）19：00 ～
会 場
ごうど中央スポーツ公園多目的グラウンド
・郡選考会（タイムトライアル）
日 時
８月 24 日（火）19：00 ～（雨天時は調整中）
会 場
ごうど中央スポーツ公園多目的グラウンド
・ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会
日 時
10 月 17 日（日）9：30 スタート（雨天決行）
※ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会の各区間
第１区
第２区
第３区
第４区
第５区
第６区
第７区
第８区
第９区
第10区
第11区
問

（高校女子） 岐阜県庁
～
（中学女子） ジーパックス㈱前
～
（小学女子） ㈱カネヒロ前
～
（中学女子） 小熊コミュニティセンター
～
（４０以上） 不二羽島文化センター
～
（小学男子） 小熊コミュニティセンター
～
（高校男子） 岐阜聖徳学園大前
～
（一高男子） 岐阜県庁
～
（中学男子） ㈱カネヒロ前
～ 小熊コミュニティセンター
（中学男子） 岐阜聖徳学園大前
～
（一高女子） 柳津佐波郵便局前
～

輪之内町スポーツ協会事務局（教育委員会内）

69-4500

～

又は

ジーパックス㈱前
㈱カネヒロ前
小熊コミュニティセンター
不二羽島文化センター
小熊コミュニティセンター
岐阜聖徳学園大前
岐阜県庁
㈱カネヒロ前
岐阜聖徳学園大前
柳津佐波郵便局前
岐阜県庁

3.4km
2.1km
1.5km
2.2km
2.2km
1.6km
5.34km
5.47km
3.1km
2.2km
3.04km

IP 050-5808-9602

令和３年度輪之内町社会人野球ナイターリーグ開幕
2021.7 WANOUCHI
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輪之内町社会人野球協会（会長 土井田 崇夫）主催
今年度のナイターリーグ戦が５月 15 日に開幕しました。
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。

大藪小学校

IP 050-8026-8935
69-2029

学校の教育目標

「よく考え

よく考える子

励まし合って
励まし合う子

やりぬく子」
やり抜く子

願う学校像

子どもの「生きる力」を育てる学校
◎学ぶ喜びを感じることができる学校
◎安心して、明るく健康的な生活ができる学校
○子どもを大切にする職員と保護者と地域に支えられた学校
新年度、大藪小学校は全校児童 262 名でスタートし、子供たちは毎日元気に生活しています。学校行事や学
習は、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、互いに知恵を出し合い、創意工夫しながら行っています。

◇１年生を迎える会
５月 13 日（木）に、児童会行事「１年生を迎える会」
を行いました。この行事に向けて、６年生は企画、司会・
進行、５年生はプレゼント（メダル等）づくりの準備をし
ました。今年度は、感染予防のため縦割り班毎に教室に集
まって実施しました。時間にゆとりがあった班は、ジャン
ケンゲームなどの簡単な遊びをして楽しみました。短時間
でしたが、１年生を囲んで縦割り班の仲間と笑顔いっぱい
優しさいっぱいの和やかな会となりました。
手作りのメダルを受け取る１年生

◇仲間と共に授業をがんばっています
大藪小学校では、感染防止対策を講じながら、日々の
教育活動を進めています。まだ、制限のかかる活動もあ
りますが、課題に対して自分の考えをもったり、全体で
交流して考えを確かなものにしたりするなど、仲間と共
に高まりのある授業を目指して頑張っています。６月12
日（土）は、リモートによる授業参観を実施し、保護者
の方にも子供たちの頑張っている姿をみていただくこと
ができました。
机に飛沫防止ガードをつけて勉強している１年生

◇ボールパスラリー

仲間へボールをパスしている様子
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今年度から、朝活動の時間に全校で「ボールパスラ
リー」に取り組んでいます。この種目は、岐阜県教育委員
会主催の「チャレンジスポーツｉｎ岐阜」の中で紹介され
ているスポーツです。大藪小学校では、体育委員会を中心
に体力づくりと仲間づくりを目的として、各学級で目標を
決め、年間を通じて練習、記録づくりに励んでいます。
学年毎に決められた間隔（低学年：５ｍ、中学年：７
ｍ、高学年：９ｍ）で何回パスができるかをクラス対抗で
競っています。初めはまっすぐ投げたり、うまく受けたり
することが出来ませんでしたが、回数を重ねるうちに素早
く投げたり、受けたりとだんだん上達してきました。
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図書館 LIBRARY
だより NEWS

9:00 ～ 17:00
69-4597
69-4592

開館時間

お知らせ
今年も「青少年読書感想文全国コンクール」が開催されます。
小・中・高校生の課題図書・全作品を揃えています

7月の休館日
日 月 火 水 木
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

金
2
9
16
23
30

土
3
10
17
24
31

●は休館日（月曜日・毎月最終金曜日）

新着図書

児童書

「非正規介護職員ヨボヨボ日記」
真山 剛 / 著
介護の世界は想像をはるかに超え
た汚く危険で、きつい世界だった。
それなのに私は今も介護ヘルパー
を続けている。介護現場の末端で
見つめ続けた「老い」と「死」の
ドキュメントです。

「あきらがあけてあげるから」
ヨシタケシンスケ / 著
ボクはまだ小さくて力も弱いか
ら、おかしの袋があけられない。
でも、もう少し大きくなったらな
んでもあけられるようになると思
うんだ！
夢が広がるヨシタケシンスケの
ユーモア絵本です。

「永遠の仮眠」
松尾 潔 / 著
業界内の常識であるヒットドラマ
と主題歌の利害関係音楽という巨
大産業の裏側を現役最強の売れっ
子プロデューサーが描く書き下ろ
し長篇小説です。

「ようこそみんなの世界へ」
モイラ・バターフィールド / 文
違うっておもしろい！
朝ごはん、誕生日祝い、ケーキや
服装、しゃっくりのとめかた、
「こ
んにちは」の言い方…
世界 103 の国と地域の習慣や伝
統を紹介する絵本です。

第１回

Q

問 総務課広報係 IP 69-4597

今月の「広報わのうち」は第●●●号？

輪之内町在住の方（第１回のみの限定）
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）※第２回以降はメール可
あ て 先 〒 503-0292 輪之内町役場総務課 広報係 行
締 め 切 り ７月 23 日（金）必着
当選者発表 「広報わのうち」９月号
正解者の中から抽選で１人の方に「徳川将軍家 御膳酒」を、
５人の方に「町のキャラクターグッズ」をお贈りします。
応募資格
応募方法
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69-4592

7月

ー
くらしのカレンダ
カ
環境カレンダー 問 住民課
家庭ごみ収集日 ７月２日～８月２日

▲

輪之内町エコドーム

▲

分別種類

出し方

可燃ごみ

指定ごみ袋
青

不燃ごみ

指定ごみ袋
黄

7/8（木） 7/15（木） 7/29（木）

かん類

回収かご
（アルミ ･
スチール）

7/6（火） 7/13（火） 7/27（火）

ペットボトル

回収かご

7/6（火） 7/13（火） 7/27（火）

ビン類

回収かご
（色別）

7/7（水） 7/14
（水） 7/28（水）

その他
プラスチック製
容器包装

指定ごみ袋
赤

7/7（水） 7/14
（水） 7/28（水）

IP 050-8026-8914
69-5374

行政相談

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

問

7/20（火）
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

次回は、9月13日（月）～19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

と き
ところ
相談員
予約先

瓦れき類
（有料）

相談会場

0584

輪之内町
養老町
垂井町
関ケ原町
神戸町
安八町

68-0185
32-1108
22-1152
43-0070
27-0178
64-3111

相談員

面談 10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 15:00
7/1（木），15（木），8/5（木）
7/5（月），19（月），8/2（月）
7/6（火），20（火），8/3（火）
7/13（火），27（火），8/10（火）
7/12（月），26（月），8/6（金）
7/8（木），29（木），8/12（木）

専門相談員

障がい者巡回相談

農業委員会


月・水・金・第３日曜日
9:00 ～ 15:00

開場日
開場時間

消費生活相談 ７月・８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）

予約優先

7/20（火）9:30 ～ 11:30
町民センター事務室
弁護士
69-4433
IP 050-8026-8949

第２期分
第２期分
第１期分
第１期分
第３期分
７月分

住民課への事前予約が
必要です。※業者による
代理申請は不可

南波最終処分場

・子ども相談「なかよしコール」
と き 7/10（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

9:00 ～ 17:00

生ごみ類、プラスチック類、小型金物類、かん類、
びん類、ふとん類、紙類、布類、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
回収できません）

心配ごと相談 問 社会福祉協議会
・なんでも相談
と き 7/12（月）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

納期限は8月2日（月）です。

固定資産税
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
下水道事業受益者負担金
学校給食費
こども園利用料

大藪地区

7/5・12・19・26・8/2
7/2・9・16・23・30

▲

納付

8/2（月）
13:00 ～ 15:00
町民センター
事務室
人権擁護委員

金曜日

福束地区

開館時間

▲

無料相談日

月曜日

IP 050-5808-9600
69-3111 ㈹
69-3119

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
仁木地区

役場

問 産業課

８月５日（木）の農業委
員会への申請締切日は、
７月20日（火）です。

要予約 （前々日まで）

問 福祉課
と き 8/18（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

軽トラ朝イチ
と

問 産業課

・25日（日）
き ７月11日（日）
8：00～10：00

ところ 役場西駐車場

（エコドーム東）

2021.7 WANOUCHI
23

