関ケ原の戦い

輪之内の

東西

水

人が生きていくために欠かせないのが「水」だ。
輪之内町の綺麗でおいしい水を町内外に知らし
めるため、オリジナルデザインのペットボトルを
作り、加熱せずおいしさそのままの水を詰めたの
だ。その名も「ぎふ

わのうち

しん しん すい

信 心 水 」。福束

の戦いで、信じる心を貫いて戦った我等をイメー
ジして名付けられたのだ。

おすすめ ポイント
■防災備蓄に最適
ダンボールで保管すれば
６年間の長期保存が可能で
す。
■安心・綺麗な水
水道水検査結果で 50 以
上の検査項目をクリアした
安全な水です。
■ラベルデザインは３種類
まる も かね とし

丸毛兼利

西軍

【主な取扱場所】
区分

店

（令和３年9月13日現在）
名

等

ホッとステーション
（イオンビッグ内）
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町内限定価格 １本 100 円（税込）
※町外 150 円（税込）

町内

町外

0584 局
―

西軍
水

東軍
せんべい

○
○
（営業日） （営業日）

喫茶モントレ

69-4737

○

○

食事処丸ふく

69-2139

○

○

38-7159

○

○

カフェレストほっぺ
（アンテナショップわのうち）

その他関連商品
御膳米、黒豆ごはん
（土日のみ）

ハリカ輪之内

69-4610

○

○

御膳酒

役場 産業課

69-3138

○

○

すべて（酒類を除く）

岐阜関ケ原古戦場
記念館別館売店

47-6030

○

○

すべて
（御膳米は 3 合無洗米）

詳しくは役場産業課まで

問

69-3138

両軍によるお国自慢

と

米
輪之内町には、幕府の直轄地として将軍家に「米（実
もみ

際は籾）」を納めていた歴史がある。その歴史を大切に
しようと、様々な基準を守って栽培したハツシモを「徳
川将軍家御膳米」と名付けたのだ。
美濃地方はかねてより美味なる米がとれると評判で、
ひ よく

特に輪之内町は肥沃な土壌と良質な地下水、さらに江戸
時代の新田開発により米作りが盛んになっておる。町の
基幹農業かつ長い歴史を持つ米作りを大切にして、後世
に伝えていってほしいのう。

おすすめ ポイント
■ぎふクリーン農業に認定
農薬・化学肥料を削減した
お米です。徳川将軍家御膳米
生産組合が 82.3ha（令和 3
年産）を作付けしています。
■題字は久能山東照宮司の書
徳川家康公を祭った静岡市
にある久能山東照宮の落合偉
洲宮司に「御膳酒」の商品名
を書いていただきました。
とく がわ いえ やす

徳川家康

東軍

粒が大きく、食感はもっちり。
冷めてもおいしいのが特長

【関連商品】

御膳米黒豆ごはん

御膳米せんべい
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の話

わだい

題

パラリンピックへ
田中ゆかりさん（輪之内町出身）の表敬訪問

8/13［金］

シッティングバレーボールの選手である田中ゆかりさん
が、東京 2020 パラリンピックの代表選手に決定したこと
を町長に報告されました。当日は御家族が来庁され、田中さ
んからの手紙を読み上げられました。田中さんが代表に選ば
れるのは今回が初めてです。
「今まで応援してくださった方々
の期待に応えられるよう、堂々とプレーをしたい。1 人でも
多くの方にシッティングバレーボールの楽しさを伝えたい」
と意気込むコメントに、町長は「報告にきていただけること
を楽しみにしている」と応えました。

手紙を手渡す御家族

8/13［金］

パラリンピック 採火式
東京パラリンピックの採火式が文化会館リトルホールにて
行われました。
雨天のため屋外での採火を中止し、事前に町職員が放物面
鏡を使って太陽光からおこした火を移したランタンが用意さ
れ、パラ水泳競技国際大会で活躍される近藤薫さんが火をラ
ンタンからトーチへと移しました。
近藤さんは「パラアスリートに同じ障害はなく、各々が自
分のスタイルで挑んでいる。人間の可能性を知ることができ
るはず。記録だけでなく、記憶に残る大会になって欲しい」

聖火を掲げる近藤さん

と大会への期待を寄せられました。

福束城のジオラマを見学
役場にて、戦国時代に町内にあったとされる「福束城」の

8/31［火］まで展示

ジオラマを、その基となる復元推定図を手掛けられた広島大
学名誉教授の三浦正幸さんが見学しました。三浦さんは日本
建築史、城郭史が専門で、NHK 大河ドラマ「麒麟がくる」
2021.10 WANOUCHI
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や「青天を衝け」の建築考証を務められています。
「史実では、東軍に城の周囲を囲まれた丸毛兼利などは、城
を捨てて大垣城に逃れたとされている。しかし、福束城は周
辺を田や河川に囲まれた、強固な守りの城だった。兵糧もあっ
たはず。籠城していれば、歴史が異なる結果になっていたか
もしれない」と、語られました。ジオラマは歴史民俗資料館
（町立図書館内）で展示予定です。

職員に説明する三浦さん（中央）

敬老祝賀会の記念品の発送

8/20［金］

町内 73 歳以上 1,424 人を対象に「徳川将軍家御膳米せ
んべい」と町長の祝辞メッセージを発送しました。この記念
品発送は中止になった敬老祝賀会の代わりとして企画された
ものです。昨年は記念品としてマスクを送付しましたが、
「長
引くコロナ禍の中、少しでも皆さんに喜んだり、楽しんだり
してもらえるものにしたい」との担当者の思いから、今年は
町の特産品である「徳川将軍家御膳米」を使った新商品であ
る御膳米せんべいを発送しました。
発送作業をする職員

8/29［日］

町職員対象の防災訓練
町職員対象の防災訓練が 9/1 防災の日にあわせて行われま
した。初動訓練として災害対策本部の立ち上げや情報収集訓
練を行い、その後、岐阜大学流域圏科学研究センターの小山
真紀さんより「避難所開設・運営訓練を振り返って」と題し
て講演・訓練の反省をうけました。6 月に行った職員の避難
所開設・運営の実技訓練の解説をメインに、実際の災害を想
定しながらどの点を意識して効率化・機能化を図るのかを学
びました。

講演をする小山先生

長寿のお祝い
近藤君代さん

100 歳に

近藤君代さんが 100 歳を迎えられ、町長から花束や記念

9/2［木］

品の香炉が贈呈されました。生まれも育ちも輪之内町の近藤
さん。最近は、テレビで相撲中継を観るのが大好きで、自宅
でお孫さんや家族と仲良く楽しく過ごされています。
い」との町長の言葉に、近藤さんと御家族は「嬉しいです。
ありがとうございます」と笑顔で返されました。

笑顔で花束をうけとる近藤さん

2021.10 WANOUCHI
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やくば

令和４年４月採用予定の町職員を募集します

※詳しくは、町ホームページを
ご覧ください。

町は、「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. 採用職種及び人員
職

種

職

務

内

容

募集人員

事務職員［事務系］

行政サービスに関する業務

若干名

事務職員［土木系］

土木全般に関する業務

若干名

保 健 師

保健師の専門的な業務

若干名

保育教諭

幼児教育及び保育業務

若干名

2. 受験資格
次の条件を全て満たす者
(1)令和4年4月1日現在において35歳以下の者
(2)民間企業等で職務経験が通算して概ね3年
事務職員［事務系］
以上の者
(3)短 大卒業以上又は町が短大卒業以上と同
等の資格があると認める者
次の条件を全て満たす者
(1)令和4年4月1日現在において40歳以下の者
(2)民間企業等で職務経験が通算して概ね3年
事務職員［土木系］
以上の者
(3)土 木施工管理技士又はＲＣＣＭの資格を
有する者

保 健 師

次の条件を全て満たす者
(1)令
 和4年4月1日現在において40歳以下の者
(2)保健師の資格を有する者又は令和4年3月
末迄に取得見込みの者

保育教諭

次の条件を全て満たす者
(1)令和4年4月1日現在において40歳以下の者
(2)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月末迄に取得見込みの者

令和３年度

3. 必要な書類
■ 輪之内町職員採用試験申込書
・役 場で配布するほか、町ホームページからダ
ウンロードできます。
4. 申込期間及び提出方法
令和３年 10 月１日（金）から令和３年 10 月 29 日
（金）までの 8:30 ～ 19:00 ※閉庁日を除く
但し、郵送の場合は受付期間最終日必着とします。
持参又は郵送により提出してください。※メール不可
《提出先》
〒 503-0292
岐阜県安八郡輪之内町四郷 2530 番地の 1
輪之内町役場 総務課 ☎ 69-3111（内線 111）
5. 試験日及び会場
■ 第１次試験 令和３年 12 月５日（日）
輪之内町役場
■ 第２次試験 令和４年１月中旬予定
輪之内町役場

人事行政の運営等の状況の公表

1. 職員の任免及び職員数に関する状況
（１）部門別職員数の状況と主な増減理由
区

増減数

議

会

1

1

総

務

20

20

税

務

5

6

農

水

10

10

土

木

3

3

民

生

34

35

衛

生  

8

8

小

計

81

83

2

特別行政部門 教 育

8

7

△1

公 営   企   業  

一 般   行   政   部   門  
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分

職  員  数
令和２年 令和３年

合

新規採用による増

1

新規採用による増

（2）採用・退職の状況
●令和２年度において実施した職員採用試験の内訳は、次のとおり
です。
試験区分

募集人数

受験者数

最終合格者

行政職

若干名

16

５

保育教諭

若干名

２

１

地域包括支援職員

若干名

４

０

●令和２年度中に退職した職員数は、次のとおりです。
R2.4.1 ～ R3.3.31

道

1

1

1

1

国

保

2

2

小

計

4

4

   

93

94

1

計

増減理由

1

下水道

水

（各年４月１日現在）

退職者数

２

人事異動による減

2. 職員の給与の状況
（１）人件費の状況（普通会計決算額）

（注）職 員数は、一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、
派遣職員などを含み、臨時又は非常勤職員を除いています。区分は毎年実施される
「地方公共団体定員管理調査」の区分です。

分

住民基本台帳人口

歳出額 Ａ

人件費 Ｂ

人件費率
（B/A）

令和
２年度

令和3年3月31日現在
9,571 人

5,497 百万円

814 百万円

14.8%

区

（注）人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます｡

（2）職員給与費の状況（普通会計予算額）
区

分 職員数Ａ

令和
３年度

3. 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

給    与    費   
（単位千円） 一人あたりの給与費
Ｂ／Ａ（千円）
給  料 諸手当 計  Ｂ

98 人

324,611

151,595 476,206

4,859

（注）1. 職員手当には退職手当を含みません。
2. この表は、一般会計当初予算に計上された給与費の内訳と職員数を示します。
（特別職は含みません。）

（3）職員手当の状況

区

分

職員の勤務時間
休 日
週休日

内

国民の祝日・年末年始（12月29日から翌年の1月3日まで）
土曜日、日曜日
年次有給休暇

内

休暇制度

容

病気休暇

 ケ
 ガや病気のためどうしても出勤できな
いとき
医師の診断書などが必要

特別休暇

ボランティア、結婚、忌引、産前産後等

扶養手当

・満 22歳に達する日以後の最初の３月31日まで
の間にある子
・上記以外の扶養家族

１人につき

月額10,000円

１人につき

〃  6,500円

・満16歳年度初めから満22歳年度末までの子


１人につき加算

住居手当

借家・借間の場合

〃  5,000円

月額12,000円を超える家賃を負担している
職員に対して家賃額に応じ月額27,000円まで

通勤手当

交通機関等利用者

運賃相当額に応じ

自動車等使用者

使用距離(片道2km以上)に応じて

月額55,000円 を限度に支給
2,000円~31,600円を支給

期末・勤勉手当

期末手当

勤勉手当

６月期

1.275月分
（1.075月分）

0.95月分
（1.15月分）

12月期

1.275月分
（1.075月分）

0.95月分
（1.15月分）

計

2.55 月分
  (2.15 月分）

1.90 月分
（2.30 月分）

合

計        4.45月分

育児休業

地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく３歳に
満たない子を養育する制度です

4. 職員の分限及び懲戒処分の状況
分限処分

   ０人

懲戒処分

   ０人

5. 職員の服務の状況

①職員の年次有給休暇の取得状況
総付与日数 総取得日数 対象職員数 平均取得日数
（A）
（B）
（c）
（B/C）
3,181日

961.4日

分

（令和３年４月１日現在）

平均給料月額

平均年齢

300,307円

42.40歳

（参考）国家公務員

327,564円

43.20歳

（注）
「一般行政職」とは、保健師、福祉職（保育士等）などの特殊な職種を除いた一般事

務等をいいます。

区
一般行政職

分

（令和３年４月１日現在）

輪之内町

国家公務員

大

学

卒

182,200円

182,200円

高

校

卒

150,600円

150,600円

（6）特別職の給料・報酬

（令和３年４月１日現在）

②育児休業の取得状況 
区

分

給料・報酬月額等

期末手当

町

長

700,000円

６月期  2.225月分

副町長

565,000円

12月期  2.225月分

教育長

280,000円

議

長

260,000円

６月期  2.225月分

副議長

215,000円

12月期  2.225月分

議

205,000円

員

計    

（令和元年度）

  分

男性

女性

新たに育児休業を取得した者

0人

0人

前年度から引き続いて取得している者

0人

1人

4.45月分

4.45月分

受講者数 受講日数

研修目的

一般研修
（課長級、課長補佐級研修等）

5人

1~2日

職員の役割を再認識し、
資質の向上を図る。

選択研修
（法制度等専門研修）

33人

1~2日

実務の専門知識を習得し
事務能力の向上を図る。

②勤務評定
 勤務評定は、臨時的任用職員及び非常勤職員を除き全ての職員
を対象として能力評定及び業績評定を実施しています。なお、新
規採用職員には条件付採用期間評定も実施しています。

7. 職員の福祉及び利益の保護の状況
（１）共済制度

 職員の生活の安全と福祉の向上を図るため、岐阜県市町村職員
共済組合に加入し、その事業の中で健康診断等を実施している。
令和2年度の健康診断は一般社団法人ぎふ綜合健診センター等で
93人が受診した。

（２）公務災害補償制度

地方公務員災害補償基金に加入し、
公務上の労働災害を補償する。
令和２年度発生件数 ０件

8. 公平委員会の業務の状況

①勤務条件に関する措置の要求の状況
令和２年度該当なし
②不利益処分に関する不服申立ての状況
令和２年度該当なし
③苦情処理の状況
令和２年度該当なし
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区

計    

30.2%

①職員研修

一般行政職

（5）職員の初任給の状況 

11.7日

（注）令和２年１月１日から令和２年 12 月 31 日を対象期間としたもの。

研修名

（4）職員の平均給料月額と平均年齢

82人

消化率
（B/A）

6. 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

（注）1.（ ）内は、特定管理職員
2. 職制上の段階・職務の等級による加算措置 有

区

１年に20日
新規採用者は15日
１ 年で消化できなかった場合は翌年
のみ繰越可

（令和３年４月１日現在）

区分

容

休日を除き、8：30から17：15まで
（職種、職場によって異なります。）
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10 月生まれ
たくむ

しゅり

り

り

か

巧結くん（２歳）

珠凛ちゃん（２歳）

琳々香ちゃん（３歳）

水遊び楽しかったよ
これからも思い出沢山作ろうね♪

生まれてきてくれてありがとう！
パパもママもしゅりちゃんが大好きだよ♡！

これからも元気いっぱい
笑顔いっぱいで大きくなってね

じんき

仁稀くん（３歳）

笑顔いっぱい、もりもり食べて
元気に成長してね！

募集

３歳未満の子ども（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 10 月 25 日（月）まで

趣

田中

味 家
の

顕彰大
神通力


百合

雅夫

前川佐美雄より
萬左越かく

片野

靖夫

日のやうに 光のやうに
水のやうに 流れのやうに
明日の日のやうに




楼月待てども
至り難し
棚橋



書道愛好家

かな

︵敬称略︶

ろう

ひるがえ

また

孝司

百合子

筆を弄し
書を翻し
亦 情に称う
児玉 禧子

浅井

九十九里の
一天曇り
曼珠沙華
神戸

世春
時豊

2021.10 WANOUCHI
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10

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～

フレイル予防講座「わっはっは!!笑いは健康寿命の源」

新着番組

町長からの緊急メッセージ

番組時間

番組時間

60分

－

初回放送

初回放送

10月13日
「笑い」はさまざまな病気の予防や改善に役立つ
と科学的に証明されてきています。意識して笑
いを日常生活に取り入れてみよう。

フレイル予防による健康長寿のまちづくり講演会

放送中

随

新型コロナウイルス感染症対策に係る町長から
町民の皆さんへのメッセージを随時発信してい
ます。

スマホで簡単！デマンドバス予約

番組時間

５分

初回放送

初回放送

－

アニメ「かわばたくん」

土～日
7:00～、20:00～

－
スマホからデマンドバス予約ができるようになり
ました。スマホを使った予約操作をわかりやすく
解説します。

毎日
7:30～､12:20～､16:20～

月～金
7:00～、20:00～

わのうちキッズ

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

放送中

番組時間

60分

現在多くのフレイルサポーターが地域の方々の健
康支援の活動をしています。フレイル予防を通し
てみんなで輪之内の未来を一緒に考えよう。

時

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）

2021.10 WANOUCHI

※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
消防

ひろ ば
安全・安心
ＱＱステーション

皆さんは「安全・安心ＱＱステーション」をご存知
ですか。この事業は、「住民による住民のための安全・
安心まちづくり」をモットーに登録事業所の近隣で、
急病人や不慮の事故によるけが人が発生した場合に、
登録事業所や住民の皆さんがＡＥＤ（自動体外式除細
動器）を持って駆け付け、救急車が到着するまで応急
処置を速やかに行う事業です。
現在町では、役場が登録されていますが、救命率向
上のためにより多くの事業所の登録がのぞまれます。
また、大垣消防組合では住民の皆さんに向けた一般
公募による救命講習も実施しています。救急に関心が
ある方、いざという時のために心肺蘇生法とＡＥＤの
使い方を学んでおきたいという方は、ぜひ救命講習に
参加してください。
登録事業所の増加や住民の協力によって、より
早く心肺蘇生法とＡＥＤによる応急処置を実施す
ることができれば、救命率の向上につながります。
事業所、住民の皆さんにより安全・安心なまちづ
くりをしていきましょう。

一般公募による救命講習開催のご案内

「一家に一人救命者を！」

現場に居合わせた皆さんによる迅速な 119 番通報と、
速やかな応急手当が救命リレーのスタートです。
いざというときのために、救命講習会に参加して、心肺
蘇生法とＡＥＤの取扱いをマスターしておきましょう。
１．開催日時と講習種別
実施日（曜日）

時 間

11月21日(日） 9：30～11：30

2021.10 WANOUCHI
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講習種別

実技救命講習（普通）Ⅰ
（２時間）

※普通救命講習Ⅰの内容は、成人に対する心肺蘇生、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。
※実技救命講習は、e-ラーニング講習を受講（大垣消防組合ホーム
ページから受講可能）
してから実技を行う時短コースです。

２．開催場所 大垣市外野３丁目 20 番地２
大垣消防組合消防本部 屋内訓練場
３．募集人員 20 人程度
４．申込期間 10 月 15 日～ 11 月 18 日

●事業所の皆さんへ
「安全・安心ＱＱステーション」の認定には次の
条件が必要です。
１．
ＡＥＤの設置および適切な維持管理をしていること。
２．
救命講習を受講し、
修了した従業員が勤務していること。
３．
事業所の近隣で発生した急病人や不慮の事故による負傷
者に対して応急手当に協力する意思があること。
４．
認定対象となる事業所が消防法令に違反がないこと。

以上の４つの要件を満たす事業所を「安全・安心Ｑ
Ｑステーション」として「協力証」と「ステッカー」
を交付します。

「安全・安心ＱＱステーション認定申請書」に必要
事項を記入の上、大垣消防組合のお近くの消防署まで
お申し込みください。申請書は大垣消防組合ホーム
ページでダウンロードまたは、お近くの消防署でお受
け取りください。
５．申込方法
氏名、生年月日、電話番号をメールまたは電話にて
中消防署南分署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。）
６．その他
⑴ 講習を修了された方には修了証を交付しま
す。
（受講料は無料です。）
⑵

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。

⑶

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ります。

⑷ e- ラーニング講習を受講後に発行された受講
証明書を印刷するか、画面メモ等に保存し、実技
講習時にお持ちください。
（ご不明の際は、南分
署にお問い合わせください。）
問・申

  

大垣消防組合中消防署南分署
89-2022

（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。

生活
消費
生活相談

食品ロスについて学ぼう！

人権

事業者の食品ロス

10 月は食品ロス削減月間です

「食品ロス（フードロス）」とは、まだ食べられる
にもかかわらず捨ててしまう食品のことをいいます。
食べきれずに残してしまったり、使うつもりが結局使いきれずに食材
を捨ててしまったりしていませんか？国内における食品ロスをお米に
換算すると、私たち全国民が、知らず知らずのうちに、毎日お茶碗 1
杯分捨てていることになります。その一方で、世界で飢餓問題に直面
している国も多数あります。食品ロスは、経済・環境・社会において
非常に重要な世界的課題となっており、国連は SDGs（持続可能な
開発目標）の中で、食料の損失や廃棄の削減目標を掲げています。今
や『MOTTAINAI ／もったいない』は世界の合言葉になっているの
です。
日本でも、2030 年までに現在の食品ロスを半分に減らす目標を設
定しています。食品ロスは私たち一人一人が行動しなければ解決でき
ない問題です。「私は食品ロスなんて無駄なことはしてない」と思っ
ているけれど、本当はどうだろうか？私ができることは何か？もう一
度考えてみましょう。まだ、取り組めることがあるならば、減らす工
夫をしてみましょう。
国は農林水産省、環境省、消費者庁等が連携してこの問題に取り組
んでいます。消費者庁の HP では、食品ロスについて学べる動画や、
取り組み事例などを紹介していますので、ぜひご覧ください。

ひろ ば

家庭の食品ロス

・規格外品
・返品
・売れ残り
・食べ残し

・食べ残し
・過剰除去
・賞味期限、消費期限

切れの直接廃棄

食品ロス

●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！）

『誰か』のこと

じゃない。

2021.10 WANOUCHI

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に
伴い、感染者や医療従事者、これらの方々
の家族などに対する偏見や差別が、重大な
社会問題となっています。また、インター
ネット上での誹謗中傷や差別を助長するような情報の発信は、同じような書き込みを次々と誘発し、取り返しの
つかない重大な人権侵害につながるものであって、決してあってはならないものです。さらに、いじめや虐待等
の子どもの人権問題、ハンセン病元患者とその家族などに対する偏見や差別など、様々な人権問題が後を絶ちま
せん。
加えて、多様な主体が互いに連携し、支え合う共生社会を実現するためには、誰もがお互いの人権を尊重
し合う「心のバリアフリー」を推進し、障害のある人や外国人に対する偏見や差別、性的指向・性自認（性同
一性）を理由とする偏見や差別を解消していくことが求められています。企業活動に目を向ければ、昨年 10
月には「ビジネスと人権」に関する行動計画が策定されたところ、この行動計画の実施を通じ、責任ある企業
行動の促進を図ることで、持続可能な開発目標（SDGs）で掲げられた「誰一人取り残さない」社会の実現へ
とつながることが期待されます。
このように、人権をめぐる課題は尽きません。まずは、互いの違いを認め合い、相手の気持ちを考え、思いや
ることのできる心を育むことが大切です。
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生活
民生委員

ひろ ば
民生委員児童委員だより

里区老人クラブでは、毎月第１日曜日に午前７時 30 分から神社境内の落ち葉、除草作業等の清掃活動を実施
しています。
今は、新型コロナウイルス感染症予防のため、なかよしシュガーの会員も活動を自粛していることから１０人
程度が分担して落ち葉拾い、除草作業および手洗い場、社務所内、便所、台所等の清掃を行っており、私も清掃
活動に参加することができました。
清掃終了後には地区の皆さんから清掃に来るのが楽しみだという声を聴きました。今は人間関係が希薄である
ことから一人ひとりに声掛けをすることで少しでも認知症や孤独死等の予防につながるのではないかと思います
が、新型コロナウイルス感染症が拡大している中ではマスク着用や予防対策を万全にする必要があることも忘れ
てはなりません。

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。

下水道の正しい使い方
ご家庭のトイレや台所などからの排水を処理する下水道は正しく使用することによって、その機能や能力を十
分発揮することができます。
下水道に異物が流れこむと、敷地内の排水管や下水道管が詰まったり、場合によっては浄化センターの機能を
低下・停止させることもあります。
下水道施設を安定して運転できるように、皆さんが次のことに注意して利用をお願いします。
※台所では・・・
食用廃油等の油脂類、調理くず、残飯などを流す
と下水道管の詰まり、悪臭の原因になりますので、
流さないでください。
2021.10 WANOUCHI
12

※トイレでは・・・
紙おむつ、タバコ、ウェットティッシュなど、ト
イレットペーパー以外の水に溶けないものは流さな
いでください。また、流せるシートは念のため可燃
ごみへ出してください。

※洗面所、お風呂などでは・・・
洗濯では、リンの含まない洗剤を使いましょう。
毛髪などは下水道管を詰まらせる原因になるので、
排水目皿等を用いて、下水道管に入らないようにし
ましょう。
※危険物は流さないで
ガソリン、シンナー、石油類、薬品などは下水道
管の損傷や、管内での爆発の恐れがありますので流
さないでください。

information

情報クリップ

案内

猫の飼い主の方へ

最近、猫の飼い方についてルー
ルやマナーが守られていないとい
う問い合わせが増えました。
「ふ
ん」
「鳴き声」
「ゴミを荒らす」
といっ
た苦情が多発しているため、周り
の方の迷惑にならないように責任
をもって終生飼ってください。
飼い主がわからない猫に餌を与
えると、その地域に猫が住みつき
増加する原因となります。地域の
皆さんに迷惑がかかりますので、
安易に餌を与えないようにしてく
ださい。
野良猫がかわいそうで餌を与え
ているのであれば、かわいそうな
野良猫がこれ以上増えないように
不妊去勢手術を行ってください。
もし、子猫が産まれてしまっても
「誰かが拾ってくれるだろう」と
安易な気持ちで捨てないでくださ
い。どうしても飼えなくなって
しまった方は保健所までご相談
ください。（西濃保健所
731111）
問 住民課
69-3127

10月18日
（月）～ 24日
（日）
は、“行政相談週間”です

困ったら 一人で悩まず 行政相談

《行政相談とは》
あなたの暮らしの中で、役所の仕
事について不満を感じたり、よく
分からないということはありませ
んか？そんな、あなたの声を総務
大臣が委嘱した行政相談委員がお
聴きします。
《相談日時》
日時 10 月 20 日（水）
９:30 ～ 11:30
場所 町民センター 営農相談室
行政相談委員 𠮷田 則義さん
相談は無料で、秘密は固く守られ
ます。
 月 20 日
毎
（休日の場合はその翌日）
9:30 ～ 11:30
町民センター 営農相談室

定例相談日
場所

案内

コミュニティ助成事業

案内

10月17日～23日は
「薬と健康の週間」
です

健康サポート薬局とは？
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、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。
ポリファーマシーを防ぎましょう
必要以上の薬や不要な薬が処方
され、有害事象のリスク増加や
誤った方法での服用などを防ぐた
めに、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。
セルフメディケーションが
注目されています
体 調 不 良 時 に は OCT 医 薬 品
（薬局・薬店・ドラッグストアな
どで処方箋なしで購入できる医薬
品）も上手に利用しましょう。

大藪西組区の防災備品が整備

令和３年度のコミュニティ助成事業により、宝くじの助成金で大藪西
組区の防災備品（消火栓用ホース）が整備されました。
コミュニティ助成事業とは、宝くじの普及広報を目的として、地域活
動を支援するもので、コミュニティ活動備品の整備や地域文化への支援
など多方面に活用されています。

今年のハロウィンジャンボ宝くじは、
1等・前後賞合わせて５億円！

１等 ３億円×11本

前後賞 各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・前後賞合わせて5,000万円！

１等 3,000万円×20本

前後賞 各 1,000万円×40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 9月22日
（水）~ 10月22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。
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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 若干名
活動内容 成人式当日の運営
・式典の司会
・式典進行の補助 等
応 募 資 格 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できる人
開催日時 令和 4 年１月９日（日）
予定
申 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。
募集

案内
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information

情報クリップ
ゲートキーパー講演会を
開催します！
ゲートキーパーとは、自殺の危
険を示すサインに気づき、適切な
対応（悩んでいる人に気づき、声
をかけ、話を聞いて、必要な支援
につなげる、見守る）をとること
ができる人のことを言います。自
殺を防ぐゲートキーパーという
と、ちょっと荷が重い役割のよう
な気がするかもしれませんが、誰
もが心がけ次第で、ゲートキー
パーの役割を担うことができま
す。講座に参加し、身近な困って
いる人、悩んでいる人への接し方
や話の聞き方などについて学んで
みませんか。
日時 11 月 5 日（金）
受付 10:50 ～
講演 11:00 ～ 12:00
演題 「守ろう！大切ないのち
“生きる”を支えるゲートキーパー」
講師 医療法人同愛会 西濃病院
精神保健福祉士 松岡洋子先生
場所 リトルホール
申 電話、ＦＡＸ等にて、前日ま
でに保健センターに申し込みくだ
さい。
※定員 30 人となり次第、締め切
らせていただきます。
※民生委員・児童委員、母子保健
推進員等も一緒に参加します。
問・申 保健センター
69-5155
69-5156
案内

「ママ等の社会復帰のため
のパソコン講習（５日間）」
11 月生 募集について
ハローワーク大垣のマザーズ
コーナーを利用して求職活動を
行っている方に、パソコン講習（受
講料・テキスト代 無料）を開催
します。
日時 11 月 5 日（金）
・10 日（水）
・
15 日（月）
・16 日（火）
・26 日（金）
10:00 ～ 15:00
会場 ユニテツクコンピュータア
カデミー（大垣市東町 1 丁目 3
募集

2021.10 WANOUCHI
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番地）
定員 6 名（選考して決定）
申込期限 10 月 13 日（水）
※新型コロナウイルス感染症の状
況により、中止となる場合があ
ります。
問 ハローワーク大垣 マザーズ
コーナー
77-5178

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
なくなっています。
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！
案内

案内

不動産無料相談会について

（公社）岐阜県宅地建物取引業
協会は、業務の一環として各地方
自治体にて不動産の地域課題解決
のために空き家・空き地に関する
「不動産無料相談会」を開催して
います。ぜひご相談ください。
日時 10 月 9 日（土）
13:30~16:30
場所 町民センター 営農相談室
問 （公社）岐阜県宅地建物取引業
協会
73-2300

案内

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
育する里親を募集しています。
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
で予約をお願いします。
日時 10 月９日（土）
10:00 ～ 14:00 まで
（１世帯 30 分程度）
場所 西濃子ども相談センター
問 西濃子ども相談センター
78-4838

募集

自衛官等募集案内

■高等工科学校生徒
受付期間
推 薦 令和３年11月１日～
令和３年12月３日
一 般 令和３年11月１日～
令和４年１月14日
試験日程１次 1 月中
一般のみ後日最終あり
※受験資格の年齢は令和４年４月
１日現在です。
※コロナ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
73-1150

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

地域の集い
地域包括支援センターでは、毎月各地区のコミュニティ防災センター
で、高齢者の方が集い、お喋りをしながら、楽しむ時間を提供しています。
オレオレ詐欺に気を付けるために何が大事かを輪之内交番長から学ん
だり、リコーダーの音色を聴きながら若かりし頃の思い出に浸ったりな
ど、高齢者の方々が笑いあい、楽しく過ごせる時間になっています。

姿勢をよくしよう

袋を入れる
ミニケース作り

しむ

認知症を学ぼう

リコーダーの音色を楽

今年度より、町内の介護事業所の職員の方との対話の時間を設けています。
題して、「まちの保健室」です。認知症になったら、どうしよう？などの、不安等に寄り添い、対応方法など
をお伝えしています。
？

何か困っていることは

♡町内の皆さん、ぜひご参加くださいね♡
日程 大藪地区：第１水曜日
福束地区：第２月曜日
9:30 ～ 11:00 頃
仁木地区：第３水曜日
場所 各地区コミュニティ防災センター

▲

地域包括支援センターカレンダー

10 月 1 日～ 11 月 10 日
事業名

開催日
10 月６日

時
間
13:30 ～ 15:00

11 月 10 日

9:30 ～ 11:00

福束

10 月 11 日
11 月８日

9:30 ～ 11:00

福束コミュニティ防災センター

仁木

10 月 20 日

13:30 ～ 15:00

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

脳リフレッシュ教室
2021.10 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

9:30 ～ 11:00

場

所

大藪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 月４日
10 月 11 日
11 月１日
11 月８日

10:00 ～ 11:30

泰寿デイサービスセンター

10 月 27 日

14:00 ～ 14:30

ホッとステーション「わのうち」内

10 月 25 日

13:30 ～ 15:00

ふれあいセンター

わのうち元気体操教室

10 月 14 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

10 月 25 日

13:30 ～ 15:00

ふれあいセンター

フレイル予防講座

10 月 20 日

13:30 ～ 15:00

文化会館リトルホール

まちの保健室
～出張型～

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）

69-3757
69-3723
69-3029

英語で遊ぼう（ＡＬＴ）

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。

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。
おそとあそび
たのしいな♪

『戸外あそび』
園児が遊んでいた、「ちん
あなごの輪投げ」をお母さ
んと一緒に楽しんでいます。

天気の良い日は、園庭の未満児用すべり
台や砂場などで遊ぶ姿がみられます。草花
を摘んだり、虫をみつけたり、好きな遊び
を親子で楽しんでいますよ。
ぜひ、遊びにきてくださいね。

どうやって
?
やるのかなあ

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 16 日（土） ドッジボールをしよう 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 9 日（土）・23 日（土）

ハロウィングッズを作ろう

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、ぜひご参加
ください。

※変更になる場合があります。

2021.10 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、
ぜひご参加ください。
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保健センターだよ り
季節性インフルエンザ
予防接種申し込みについて

乳がん検診のお知らせ

町では、下記日程にて予防接種を行います。接種を希
望される方は、下記事項を確認の上、申し込みください。
（接種にあたっては、本人の意思または保護者の同意確
認が必要となります。）
●対 象 者

①1歳以上（接種日において）～高校3年生
②満 65 歳以上（接種日において）
③ 60 歳以上 65 歳未満であって、一定の
心臓・腎臓・呼吸器の機能、ヒト免疫不
全ウイルスによる免疫機能の障がいを有
する者（詳しくは保健センターにお問い
合わせください）
●接種期間 令和3年10月15日（金）～12月31日（金）
（※年末は休診されている医療機関もあり
ますので、ご確認の上、接種をお願いしま
す）
●接種医療機関 安八郡内医療機関
●申 込 先 各医院へ直接申し込みください。（予約制）
なお、今年より予診票は 65 歳以上で前年度接種され
た方、今年 65 歳になられる方、高校生に個別通知しま
す。こども園から中学生までの方は各学校または園より
配布予定です。

▲

10 月の健康カレンダー

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

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、30 歳以上（R3.4.1
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。なお、家族調査票で申し込みされた方には、
10 月下旬頃にご案内を郵送します。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。
●検診日

11 月 24 日（水）、25 日（木）、26 日（金）、
30 日（火）、12 月 1 日（水）、 2 日（木）、
3 日（金）
●場 所 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、視
触診を中止します。
●自己負担金 1,000 円
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
娠中およびその可能性がある方、授乳中の方、断
乳 3 か月以内の方、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。

10 月 6 日～ 11 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

10/13（水）

乳幼児・妊産婦相談

14（木）

3歳児健診

受付時間

対象者

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）
12:45～13:00 H30.7月～8月生

22（金）

10か月児健診

R3.1～2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） 保健センター
12:45～13:00 R2.11～12月生

29（金）

3・4か月児健診

13:00～13:15 R3.6～7月生

11/10（水）

乳幼児・妊産婦相談

18（月） ぱくぱく離乳食クラス（離乳食学級） 10:00～10:10

―

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・相談

2021.10 WANOUCHI
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実施日

事業名

10/6（水）

チャレ健クラブ

12（火）

健康相談

15（金）
27（水）

受付時間

場所

※健康ポイント数

町民センター

４０Ｐ

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

チャレ健クラブ

9:30～10:00 申込者

町民センター

４０Ｐ

11/5（金）

ゲートキーパ―講演会

10：50～11：00 申込者

リトルホール

―

9（火）

健康相談

9:30～10:00 申込者

対象者

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

※「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。

のびのび わのうちっコラム

第 7 回 あそび Part2

前回に続いて、1 歳前後のお子さんに合わせたお家での遊びを紹介します。今回は絵本を使った遊びです。短
くて簡単な絵本や、気に入っている絵本は何度も繰り返し読んでも大丈夫です。

指さしあそび
絵本をめくりながらお話を読むの
ではなく、出てきた絵を楽しむ方法
があります。『○○だ！』『○○あっ
たねぇ』と言葉をつけてあげつつ、
指さしをたっぷりしましょう。〈指
さし＋声かけ〉は、言葉の大切な土
台になりますよ。

まねっこあそび
絵本のおはなしの流れを、身体を使って楽しんでみましょう。例えば…
【ぴょーん】・・・自分もぴょーんをしたり、大人にぴょーんと身体を持ち上
げてもらったり、ぬいぐるみをぴょーんとする。
【だるまさんが】・・・一緒になって『どてっ』『びろーん』『にこっ』などを
する。
食べ物がたくさん出てくる絵本では、指でその絵をつまんで食べる真似を
して遊ぶのもおすすめですね。

楽しく

64aBfy
作り方
材料

２人分

しめじ�������1/2 株
しいたけ�������2 枚
えのき�������1/2 株
酒������小さじ 2
砂糖����� 小さじ 1
Ａ
しょうゆ���小さじ 2
みりん����小さじ 2
あさつき�������2 本

＊

高野豆腐を入れることでカルシウムがとれ、肉汁を吸ってくれま
す。お肉の量が通常よりも少なくなり、カロリーを抑えることもで
きます。
ソースは秋の味覚きのこを使い、うま味たっぷりとなっています。

●１人分栄養価
エネルギー 334kcal/ 食塩相当量 1.4g/ 野菜摂取量 28g

①高野豆腐はたっぷりのぬるま湯に５分程つけてもどす。
水気を絞り、５mm 程度に細かく切る。
玉ねぎはみじん切りにする。
しめじはほぐす。
しいたけは軸を取って薄切りにする。
えのきは軸を落とし、半分の長さに切る。
あさつきを小口切りにする。
②ボウルに牛豚ひき肉、塩、こしょう、高野豆腐、玉ねぎ、
卵、牛乳を入れ粘りが出るまでよく練る。
③４等分にし、キャッチボールするように空気を抜き、
小判形に整える。
④フライパンに油を中火で熱し、③を焼く。
焼き目が付いたら裏返し、しめじ、しいたけ、えのき
を入れ、蓋をして焼く。
⑤ハンバーグに竹串をさし、濁った汁が出ず、きのこ類
も火が通ったら A で味をととのえる。
⑥皿にとり、あさつきを上にのせる。
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高野豆腐（乾燥）１個（16.5g）
牛豚ひき肉����� 150g
塩��������� 少々
こしょう������ 少々
玉ねぎ������� 1/4 個
卵���������� 1 個
牛乳�������大さじ 2
サラダ油����� 小さじ 1

高野豆腐入り
和風きのこハンバーグ

19

教育委員会だよ り

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

大会出場者を町長が激励
ソフトボール

ウエイトリフティング

フェンシング

８月２日（月）
、輪之内中学校
１年生の荒川芽衣さんが「第 21
回全日本中学生男女ソフトボール
大会」への出場を報告しました。
荒川さんは大垣ミナモジュニアに
所属し、ソフトボールは今年始め
たばかりです。「目標は勝つこと」
と意気込みを語りました。

８月２日（月）
、輪之内中学校２
年生の辰巳航大さんが「第 35 回
全国男子中学生ウエイトリフティン
グ選手権大会」への出場を報告し
ました。他の大会で１㎏差で勝利
したライバルも同階級で出場する
ことに対して、
「大会に向けてひと
つひとつの動作の精度を上げてい
きたい」と辰巳さんは語りました。

８月４日（水）、輪之内中学校
３年生の柳生紗来さんが「第７回
全国中学生フェンシング選手権大
会」の団体戦第３位の報告をしま
した。柳生さんは、はしまモアフェ
ンシングクラブに所属し、団体戦
では「中学１年生の全国大会時と
同じメンバーにプレッシャーも薄
れ、集中できた」と語りました。

水泳（200 ｍ自由形）

バレーボール

８月２日（月）、輪之内中学校
２年生の淺野有奈さんが「第 43
回東海中学校総合体育大会」への
出場を報告しました。「自己ベス
トが更新できるよう、全力を出し
切る」と意気込みを語りました。

８月２日（月）、輪之内中学校女子バレーボール部が「第 43 回東海
中学校総合体育大会」への出場を報告しました。「日々の努力を出し切
れるように、やりきりたい」と意気込みました。

第１回「わのうち未来塾」開催

７月 21 日（水）、大道仮設実験「しゅぽしゅぽ」と題して、
講師に実験講座を主催されている大矢先生をお招きして行い
ました。参加児童は町内３小学校４年・５年・６年の 30 名
です。
真空ってなんだ？をテーマに「空気抜きピストン」を使っ
て、いろんなものを減圧して変化を確かめました。

2021.10 WANOUCHI
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輝かしい戦績

■日清食品カップ 第 37 回岐阜県小学生
陸上競技交流大会
と き
７月 18 日（日）
会 場
大垣市浅中公園 陸上競技場
成 績
男子交流 ５年 100 ｍ
第２位
赤尾 海友（仁木小学校５年生）

仁木小学校
学校の教育目標 「ひろい心をもち
願う学校像

IP 050-8026-8979
69-2613

豊かに表現できる子」

「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

２学期

オンライン始業式

８月 27 日（金）に始業式を行いました。緊急事態宣言の期間中
ということで、オンラインという形になりました。校長先生からの
保護者と児童への話の後、担任と子どもたちがお互い顔を見ながら、
健康観察や今後の予定について話をしました。

分散登校

オンライン授業
８月 30、31 日は分散登校でした。今後の学習方法として、タ
ブレットを家庭でもさらに活用することができるように、自分の
タブレットを使って Zoom や Google クラスルームの使い方を学
びました。９月１日～３日は学校と各家庭をつないでオンライン
で学習をしました。先生と話をしたり、ドリル学習をしたりして、
家庭にいながら学習を進めました。

感染状況をふまえ、職員で放課後消毒をし
ています。出入口の取っ手、手すり、スイッ
チなどみんなの手に触れるところは念入りに
行っています。
また、子どもたちは基本的な感染予防を徹
底しています。手洗い、手指消毒、密を避け
るなど引き続き継続していきます。

ぎふシェイクアウト訓練
2021.10 WANOUCHI

県民一斉防災訓練「ぎふシェイクアウト」に参加して命を
守る訓練を行いました。地震が起きた時に①姿勢を低くして
②頭を手で守り③動かない ことを学びました。自分の命は
自分で守ることを改めて考えることができました。
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図書館 LIBRARY
だより NEWS

10月の休館日

9:00 ～ 17:00
69-4597
69-4592

開館時間

日 月 火 水 木 金
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31

お知らせ
・10 月２日（土）～６日（水）まで「蔵書点検」により休館です。

土
2
9
16
23
30

●は休館日（月曜日・毎月最終金曜日）

新着図書

児童書

「白光」
朝井 まかて / 著
明治５年、絵師になるため故郷の
笠間（茨城）を飛び出した山下り
ん。己に西洋画の素質があること
を知り、工部美術学校に入学を果
たし…。日本人初のイコン画家・
山下りんの波瀾の生涯を力強く描
いた作品です。

「秋」
かこ さとし / 文・絵
秋は本当にいい季節です。ところ
が、そのすてきな秋を、とてもき
らいになったことがありました。
それは、昭和 19 年のことでした。
戦争に断固反対し、平和を願った
かこさとしの強い思いを子どもた
ちに伝える絵本です。

「ムスコ物語」
ヤマザキ マリ / 著
いつどんな時もムスコの味方！生
きる自由を謳歌せよ！母になり、
海外を渡り歩き息子と暮らした
日々を描く、ヤマザキマリ流子育
て放浪記。ムスコが綴った「ハハ
物語」も収録しています。

「世界を舞台に輝く100人の女の子の物語」
エレナ・ファヴィッリ / 著
建築家、シェフ、マジシャン雑誌
の編集長、プロゴルファー…。さ
まざま理由で生まれた国をはなれ、
道を切り拓いた 100 人の女の子
を肖像画とともに紹介しています。
女の子には読んでほしい一冊。

第４回

Q

問 総務課広報係

69-3111

町の美味しい水を詰めたオリジナルデザインのペットボトルは
「ぎふ わのうち●●●」？

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。
締 め 切 り 10 月 22 日（金）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。
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。
応募資格
応募方法

2021.10 WANOUCHI
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ー 10月
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 10 月１日～ 11 月１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

10/7（木） 10/21
（木）10/28
（木）

かん類

回収かご
（アルミ ･
スチール）

10/5（火） 10/19（火）10/26
（火）

ペットボトル

回収かご

10/5（火） 10/19（火）10/26
（火）

ビン類

回収かご
（色別）

10/6（水） 10/20
（水）10/27（水）

その他
プラスチック製
容器包装

指定ごみ袋
赤

10/6（水） 10/20
（水）10/27（水）

IP 050-8026-8914
69-5374

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

10/20（水）
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、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

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
10/7
（木）
，
21
（木）
，
11/4
（木）
10/4
（月）
，
18
（月）
，
11/1
（月）
10/5
（火）
，
19
（火）
，
11/2
（火）
10/12
（火）
，
26
（火）
，
11/9
（火）
10/11
（月）
，
25
（月）
，
11/8
（月）
10/14
（木）
，
28
（木）
，
11/11
（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 10 月・11 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

10/20（水）9:30 ～ 11:30
町民センター事務室
弁護士
69-4433
IP 050-8026-8949

第３期分
第５期分
第４期分
第６期分
10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 10/9（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 10/12（火）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11月１日（月）です。

町県民税
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

大藪地区

10/4・11・18・25・11/1
10/1・8・15・22・29

▲

納付

10/18（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

▲

行政相談

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

11月５日（金）の農業委
員会への申請締切日は、
10月20日（水）です。

要予約 （前々日まで）

問 福祉課
と き 10/20（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

・24日（日）
き 10月10日（日）
8：00～10：00

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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