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９月１日 は 防災の日 です
◆�毎年９月１日は1923年（大正 12年）９月１日に発生した関東大震災にちなみ、「防災の日」とされています。
近年では毎年のように台風や集中豪雨により全国各地で痛ましい被害が発生しています。皆さんも防災につい
て日頃からご家族や身の回りの方と話し合ってみましょう。

ご存じですか？　～輪之内町と輪中・水害の歴史～
　輪之内町は揖斐川・長良川の二大河川に挟まれた輪中地帯にあり、町の周囲を輪中堤が取り囲んでいる肥
沃な田園地帯です。
　一方で、輪之内町は歴史の中に水との闘いがあった町でも
あります。
　1753 年（宝暦３年）には江戸幕府が木曽・長良・揖斐川
の三川を分流する「御

お
手
てつ
伝
だい
普
ぶ
請
しん
」を薩摩藩に命じました。海

津市の油島締切り工事とともに、当町の大榑川洗堰工事では
多くの犠牲者が出ました。
　近年では、1976 年（昭和 51年）９月 12日に発生した
「９．12水害」により、安八町内で長良川堤防が決壊しました。
当町は、浸水被害がさらに拡大しないよう十連坊切り割り等
の堤防締切りを行いました。その後は、切り割りを締切るよ
うな大規模水害は発生していません。

災害は、いつか必ずやってくる…さあどうしよう？
◎まず、災害対策の基本は・・・
　災害による被害を最小限に抑える（減災）ためには、『自助』『共助』の強化、そして『公助』との連携が非常
に重要です。
　　『自助』・・・自分の命は自分で守る
　　『共助』・・・自分たちの地域は自分たちで守る
　　『公助』・・・行政や防災関係機関による救助・援助

十連坊切り割りの締切り訓練のようす
（平成 23年）

共助 公助

自分の命は自分で守る地震災害による被害を
最小限に抑える（減災）

県民・行政・事業者・
ボランティア…みんな

自分たちの地域は
自分たちで守る

県・市町村などの行政や
防災関係機関が行う
応急対策活動

命
家族
財産

消防
警察
自衛隊
ライフライン
県・市町村

隣り
近所
災害時要援護者
自主防災組織

自助

連携
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１　家具の置き方、工夫していますか？
阪神・淡路大震災のときは、多くの方が倒れてきた家具の下敷きになって亡くなったり、大けがをしました。
・家具は転倒しないよう、壁に固定しましょう。
・寝室や子ども部屋には、できるだけ家具を置かないようにしましょう。

２　食糧・飲料などの備蓄は十分ですか？
　電気やガス、水道などのライフラインが止まった場合に備えて、普段から水や保存の効く食糧などを備蓄
しておきましょう。
・飲料水：３日分（１人１日３リットルが目安です）
・非常食：３日分の食糧として、ご飯（アルファ米など）、ビスケット、乾パンなど
・トイレットペーパー、ティッシュペーパー、マッチ、ろうそく、カセットコンロなど

３　非常用持出バッグの準備はできていますか？
自宅が被災したときは、安全な場所に避難し、避難生活を送ることになります。
・飲料水、食料品(カップ麺、缶詰、ビスケット、チョコレートなど)
・貴重品（預金通帳、印鑑、現金、健康保険証など）
・救急用品（絆創膏、包帯、消毒液、常備薬など）
・ヘルメット、防災頭巾、マスク、軍手
・懐中電灯、携帯ラジオ、予備電池、携帯電話の充電器
・衣類、下着、毛布、タオル

１　ご近所の方と「顔の見える関係」を作りましょう
　日頃からのあいさつや声かけなどから始めて、ご近所の方との「顔
の見える関係」を築いておきましょう。

２　防災訓練に参加してみましょう
　町では、「自分たちの地域の課題に適した防災訓練を、自分たちで
検討し、実施していただくこと」を目的に、「自主防災訓練」を各地
区で実施していただいています。
　お住まいの地区の防災訓練にもぜひ参加をお願いします。

【重要】避難情報が改正されました
　令和３年５月20日で「避難勧告」は廃止されま
した。
　「避難指示」で即避難を！

●町メールにご登録ください
　町では、気象情報や避難情報等の防災情報の他、
イベント情報等の行政情報のメール配信を行ってい
ます。登録がまだの方はぜひご登録をお願いします。
　登録は、次のＱＲコードから接続して空メールを
送信いただくか、「t-wanouchi@sg-p.jp」あて
に空メールを送っていただき、返信
されたメールに従って登録をすすめ
てください。
■ 配信される情報
(1)【気象警報、震度情報】
　　�気象庁の発表に伴い自動配信されます。
(2)【災害・避難情報】
　　災害の状況に応じて配信します。
(3)【特別警報】
　　�気象庁の発表に伴い自動配信されます。
(4)【行政情報】 町のイベント情報等を配信します。�

「自助」：自分の命を守るために

「共助」：自分たちの地域は自分たちで守る

危機管理課からのお知らせ危機管理課からのお知らせ

新型コロナ対策は
できていますか？
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総理大臣・県知事メッセージの伝達

伊藤先生の説明を真剣に聞く児童たち

町老人クラブ連合会女性部会より雑巾の寄贈

町地域協働水質改善協議会では、岐阜大学の伊藤健吾先生
を招いて水環境・生態環境学習を、町内の各小学校 4年生
を対象に実施しました。
児童たちは町内で採れたミナミメダカやアメリカザリガニ
などの在来種・外来種の入った水槽をじっくり観察しました。
伊藤先生の「外来種は増えてきている。町内にいる沢山の
生物を守るためにも、川を汚さない、外来種を増やさない。
そんなことを考えて、生物を大切にしてほしい」との言葉を、
児童たちは噛みしめていました。
なお、今回の活動は令和３年度清流の国ぎふ森林・環境基
金事業補助金の補助をうけて行っています。

町老人クラブ連合会女性部会から町公共施設に雑巾1,010
枚が寄贈されました。同会は、地域に密着したボランティア
事業として、各地域の会員に１人１枚の雑巾を縫ってもら
う「ぞうきんの１人１枚運動」を毎年行っています。この事
業は平成13年度から始まっており、現時点で累計27,441
枚の雑巾が寄贈されました。寄贈された雑巾は役場や小中学
校、こども園など17か所の町公共施設で使用されます。
町長の「毎年ありがとうございます。大切に使わせていた
だきます」との言葉に、女性部の皆さんは笑顔を浮かべられ
ました。

「第71回社会を明るくする運動」にあたり、大垣保護区
保護司会と更生保護女性会の方々が役場を訪れ、「犯罪や非
行のない、立ち直りを支える地域を築いてほしい」と総理大
臣・県知事メッセージを町長へ伝達されました。
また、未だ新型コロナウイルス感染症が猛威をふるう中、
学校生活において特にその影響を受けているとして、小学校
６年生と中学校３年生全員にボールペンを寄贈いただきまし
た。ありがとうございました。

水質環境の大切さを学ぶ
環境学習の開催

老人クラブ連合会女性部会から
雑巾の寄贈

7/1［木］

7/7［水］

7/2［金］

総理大臣・県知事メッセージ伝達
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町と町社会福祉協議会・大垣青年会議所が「災害時における
協力体制に関する協定書」を締結しました。この協定により、
非常時にボランティアセンターの運営に関して大垣青年会議所
に支援・協力を要請することが可能となり、総合的な支援活動
などの協力体制が構築されました。
町長が「皆さんの力添えを得て、住民への対応に遅滞をきた
さないようにしたい」と述べると、町社会福祉協議会の神戸会
長は「お互いに連携・協働しながら役割の一端を担っていきた
い」、大垣青年会議所の原理事長は「有事の際に青年会議所の
連携を生かすことができるように願っている」と返されました。

後藤　千代さん 木野　とみゑさん

協定を結びました

グランドファイナルへの出場を報告する片山さん

後藤千代さん、木野とみゑさんが100歳を迎えられ、ご家族へ町長から祝状や記念品の香炉が贈呈されました。
「世間が長寿の傾向にあるとはいえ、なかなか 100 歳まではいかない。本当におめでとうございます」との
町長の言葉に、ご家族は「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。

輪之内中学校３年生の片山暖理さんが役場を訪れ、町長に
「第６回ヤマハジュニアピアノコンクール　グランドファイ
ナル」への出場を報告されました。
現在、他コンクールの課題曲も含めて同時に 8曲の練習
をされている片山さん。「時間があれば譜面をよんでいる。
練習は大変だけれども、どんな審査員からも認めてもらえる
ような演奏がしたい。今大会では３賞への入賞を目指す」と
意気込む片山さんを、町長は「この機会をモノにして欲しい。
いい報告を待っています」と激励しました。

災害時における協力体制に関する協定書
町社会福祉協議会・大垣青年会議所と締結

長寿のお祝い　後藤千代さん、木野とみゑさん　100歳に

ピアノで全国大会へ
表敬訪問　 7/13［火］

8/2［月］

7/20［火］
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９月：12歳以上の方の接種が開始されています。

接種日時の日程について 　

注 1  �接種日は、１回目と２回目の日にちがセットに
なっています。

注 2   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
受付時間（定員：各時間 36人）

１回目 ２回目

㉒ 8/21（土） 9/11（土）

（ア）�13:30～13:45�（イ）14:00～14:15

（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

㉓ 8/31（火） 9/21（火）
（ア）�13:30～13:45�（イ）14:00～14:15

（ウ）14:30～14:45

㉔ 9/1（水） 9/22（水）
（ア）�13:30～13:45�（イ）14:00～14:15

（ウ）14:30～14:45

㉕ 9/2（木） 9/23（木・祝）

（ア）�13:30～13:45�（イ）14:00～14:15

（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

㉖ 9/3（金） 9/24（金）
（ア）�13:30～13:45�（イ）14:00～14:15

（ウ）14:30～14:45

㉗ 9/4（土） 9/25（土）

（ア）�13:30～13:45�（イ）14:00～14:15

（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

㉘ 9/13（月） 10/4（月）
（ア）�13:30～13:45�（イ）14:00～14:15

（ウ）14:30～14:45

㉙ 9/14（火） 10/5（火）
（ア）�13:30～13:45�（イ）14:00～14:15

（ウ）14:30～14:45

㉚ 9/16（木） 10/7（木）

（ア）�13:30～13:45�（イ）14:00～14:15

（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

◆�高齢者（65歳以上）の接種率
　（７月末までに接種した人）

１回目 ２回目

91.7％ 90.1％

　

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

●インターネットによる予約
　�輪之内町公式ホームページ⇒新型
コロナワクチン接種のお知らせ⇒
輪之内町ワクチン接種予約サイト
から予約ができます。
URL ⇒ https://wanouchi.corona-yoyaku.net

　

　町に届くワクチン数が確定次第、以降の日程につい
て広報わのうち、輪之内町公式ホームページでお知ら
せします。

　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。

予約について

今後の日程について

接種後に体調の不安がある時

済

済

新型コロナワクチン接種について
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受付日時 　令和３年10月19日（火）　9:00～13:00
※入園の決定に際し、申込書受付の順番は関係ありません。　　　　　　
※ 兄姉が町内の認定こども園に在園している方で、弟妹の申し込みを希望される場合は通園している認定こども園

に申し込んでください。（令和３年 10 月 19 日～ 29 日）

受付場所 　文化会館　リトルホール

必要書類 　・支給認定申請書兼入所申込書（園児1人につき1枚必要）
　　　　　　・就労証明書など、家庭以外での保育を必要とする理由を証明する書類（父母１人１枚）
　　　　　　　（２号・３号認定希望者のみ必要）
　　　　　　・口座振替依頼書（入園月の前月までに金融機関へ提出してください）

必要書類の配布時期 　10月１日（金）各認定こども園および福祉課にて配布予定です。

申請書など、書類はあらかじめ準備を！ 　

　申請書は、あらかじめ自宅などでご記入ください。混雑をできるだけ緩和し、待ち時間を少しでも短くするた
め、ご協力をお願いします。
　※�コロナウイルス感染拡大状況により、受付
方法が変更となる場合があります。また、
なるべく一人でお越しください。

問 �仁木こども園� 69-3757　
　�福束こども園� 69-3723　
　�大藪こども園� 69-3029
　�福　 祉　 課� 69-3128（内線153）

毎年秋に実施している「輪之内ふれあいフェスタ」は、コロナ禍のため趣向を変えてドライブインシアターを
開催します。※受入車輌台数76台

開 催 日 　10月２日（土）町文化会館前 駐車場
上映作品 　丸毛戦記　　　　　　　��40分/2021年製作
　　　　　　ソニック・ザ・ムービー　100分/2020年製作

上映時間 　１８：００～２１：００

　★�観賞するには事前申し込みが必要です。抽選のうえ当選され
た方が対象になります。申し込みを希望される方は、同封の
ドライブインシアター申込書 に必要事項を記載のうえ、
期日までに町商工会まで申し込みください。当選された方へ
は、当選通知を返信します。

　★�当日のテイクアウトを前提とした出店者を募集します。出店料は無料、仮設テントは商工会が用意します。出店を
希望する方は、町商工会まで問い合わせください。（販売希望時間帯　15：00～ 21：00）� 　� 69-2188

■各区分に応じた利用時間
区　分 施設の利用時間

１号認定（満３歳以上） 教育標準時間　9:00～13:30

２号認定（満３歳以上）

３号認定（満３歳未満）

保育標準時間（就労の場合、「月120時間以
上の勤務」を要件とする。）
　１日11時間以内（利用可能時間）
　原則的な保育時間帯　7:30～18:30

保育短時間（就労の場合、「月64時間以上の
勤務」を要件とする。）
　１日8時間以内（利用可能時間）
　原則的な保育時間帯　8:30～16:30

※�２号・３号認定の場合、原則的な保育時間帯から外れて利用する場合は、
延長保育の利用申請が別途必要です。
※詳細は町ＨＰをご覧ください。

日本発のアクションゲームに登場する
キャラクター ソニック・ザ・ヘッジホッ
グを実写映画化したアドベンチャー。
ソニックと保安官のコンビがマッド
サイエンティストとのバトルに挑む。
宇宙の果てにある平和な島で暮ら
し、砂浜やループコースターを驚異
的なスピードで駆け抜けるソニック
は、そのスーパーパワーを狙われた
ため地球に逃げてきていた。10年
後、安全に生活していたソニックは、
世界征服を企てる悪の天才科学者
のドクター・ロボトニック(ジム・キャリー)
に目をつけられ保安官のトム(ジェー
ムズ・マースデン)に救いを求める。

©2020 PARAMOUNT PICTURES AND SEGA OF AMERICA,
 INC. ALL RIGHTS RESERVED.

見どころ・あらすじ

令和 4年度認定こども園入園申し込み一斉受付ご案内

ドライブインシアター（無料）申し込み受付開始
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募 

集

３歳未満の子ども（11 月 ･12 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　9 月 24 日（金）まで

趣
味
の
家

輪
之
内
フ
ォ
ト
サ
ー
ク
ル

（
敬
称
略
）

「夕陽」　安田　隆一

「集中」　西松　禮子

「乙姫」　西脇　實

「ライトアップ」　水谷　直男

「朝明け」　神戸　孝

「初夏」　戸谷　武

伊
い ぶ き

吹ちゃん（２歳）

遊ぶの大好き！　　　　
　　　　食べるの大好き！

芽
め い な

那ちゃん（３歳）

元気いっぱいなめいちゃん☆
これからもすくすく育ってね！

9
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イイとこ！わのうち 毎日
8:00～､13:00～､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！

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。

文字放送／データ放送 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。

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。

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！

フレイル予防による健康長寿のまちづくり講演会
番組時間

60分
初回放送

９月24日

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。

スマホで簡単！デマンドバス予約
番組時間

５分
初回放送

－

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。

フレイル予防講座「食生活を見直し元気な身体づくり」
番組時間

60分
初回放送

９月15日

元気な身体づくりのためにはバランスよく「たん
ぱく質」を摂ることが大切。上手な摂り方につい
てみんなで学ぼう。

東京2020パラリンピック採火式
番組時間

20分
初回放送

９月１日

８月 13 日に行われたパラアスリートの近藤 薫
選手（輪之内町出身）による採火式の模様をお届
けします。

9

放送中
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防犯や交通安全などの活動で功績を残して
いる個人や団体をたたえる警察法施行記表彰
の伝達式が７月 26 日（月）に大垣署で行われ、
大安地区交通安全協会女性部会長の小澤美香さんに感謝状が
贈られました。小澤さんは 1989 年から輪之内支部を皮切
りに同協会で活動を続けており、安全なまちづくりに長年貢
献してきた功績が評価され、田代成樹署長が県公安委員会か
らの感謝状を手渡しました。

令和元年中の住宅火災の件数は、総出火件数の
約３割ですが、住宅火災による死者数は総死者数
の約７割を占めています。

住宅用火災警報器を設置しましょう。
定期的に点検を行いましょう。

１　電池寿命は製造から 10 年とされています。設置
が義務化されてから既に 10 年以上経過しているた
め、定期的に作動確認を行いましょう。

２　作動確認は点検ボタンを押すか点検ひもを引っ張
ります。警報器に反応がなければ、本体の故障か電
池切れです。警報器の本体または電池を交換しま
しょう。

３　故障か電池切れか分からないときは、取扱説明書
を確認するか、メーカーにお問い合わせください。

●住宅用火災警報器の維持管理について

定期的な動作確認 古くなったら交換

住宅用火災警報器は平成 18 年６月１日から、一般住宅への設置が義務化されています。設置に関しても難し
くはなく、簡単に設置できます。住宅用火災警報器で火災を早期に発見し、被害を軽減させるために必ず設置
しましょう。

令和元年中の火災死者数

死者数
1,486人

住宅火災
1,000人

67%

住宅以外の
建物火災

197人
13%

建物以外の火災
289人
　20%

住宅が約７割

令和元年中の火災件数

出火件数
37,683件

住宅火災
10,784件

29%

住宅以外の建物火災
10,219件

27%

建物
以外の
火災

16,680件
44%

住宅が約３割

大垣警察署
ホームページ
↓

消 防 火災による死者の
約７割は住宅で発生！

警察法施行記念表彰
感謝状の授与

交通安全



生活 ろばひ
20
21.9　

W
A
N
O
U
CH
I

11

岐阜地方法務局では、「いじめ」「体罰」「虐
待」などの問題に対する活動として、岐阜県
内の小学校・中学校の児童・生徒に「子どもの人権Ｓ
ＯＳミニレター」を配布しています。

このミニレターに相談したいことを書いて、裏面の
封筒部分を切り取り、便せん部分を入れてポストに投
函すると、岐阜地方法務局に届きます。切手を貼る必
要はありません。

人権擁護委員や法務局職員は手紙を読んで、子ども
たちが何を悩んでいるのか、どのような内容の返事を
書けば子どもたちの悩みが解消するのかなどを考え、
返事を出します。その返事を子どもたちに読んでもら
うことで、少しでも悩みから抜け出すことができるよ
うに、また、子どもたちの力になれるようにと願って
います。

子どもたちに返事を出すときには、新しいミニレ
ターを必ず同封していますので、子どもたちの手には
常にミニレターがあることになり、いつでも相談でき
るようにしています。

困ったことがあれば、「子どもの人権ＳＯＳミニレ
ター」を使って、ぜひご相談ください。

●うまい話はありません！
  「簡単にかせげる」「もうかる」ことを強調する広告や友人・知
人の誘いでも安易に信じないようにしましょう。

●借金をしてまで契約しないでください！
  「お金がない」と断るとクレジットカードでの決済や学生ロー
ン等の借金を勧められる場合があります。「契約しない」ときっ
ぱり断りましょう。

●令和４年４月から『18 歳で大人』！
成年年齢が引き下げられます。成年は一人で契約できる半面、

原則として一方的にやめることはできません。18 歳、19 歳で
もトラブルが増えることが懸念されます。事前にどのようなトラ
ブルが起こりやすいのか知っておくことも大切です。

●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！）

情報商材や暗号資産に関するトラブルが、10 歳代、20 歳代の
若い世代に増えています。インターネットで広告を見て連絡をした
ところ、高額な契約を迫られて断り切れずに契約してしまったり、
情報商材を購入したら、次々に別の情報商材などの高額な契約を迫
られたり、ＳＮＳで知り合った人から暗号資産の投資を勧められ投
資をしたがやめたい、という相談が寄せられています。

※ 情報商材とは…
インターネットの通信販売等で、副業

や投資、ギャンブル等で高額収入を得る
ためのノウハウと称して販売されている
情報のことです。

※ 暗号資産とは…
インターネットを通して電子的に取引

されるデータであり、日本円やドルのよ
うに、国がその価値を保証している「法
的通貨」とは違います。様々な要因によっ
て価値が変動することがあります。暗号
資産交換業者は、金融庁・財務局への登
録が必要で金融庁のウェブサイトで登録
業者の確認ができます。

【トラブル防止のポイント】

●ミニレターが手元にない方で、ご希望の方は、
「子どもの人権１１０番」 

0120-007-110（フリーダイヤル）
までお電話ください。
秘密は厳守します !!

消費
生活相談

人 権

情報商材や暗号試算(仮想通貨)の
トラブルにご注意！ ［令和３年６月　国民生活センター　公表］

子どもの人権ＳＯＳ
ミニレター事業について
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自分が子どもの頃（半世紀前）、近所のおじさん・おばさんはとても身近でした。子ども同士で集まり遊んで
いると、必ず「何しているの？」「どこへ行くの？」と声を掛け、「気をつけてね」と優しく見守ってくれました。

今、自分がおばさんになって、周りを見渡してみても、何も繋がりがありません。改めて民生委員として顔と
顔を合わせることができる関係を通した地域の繋がりを考えさせられます。

今は新型コロナウイルスの感染拡大で、なかなか活動ができていませんが、少しずつできることをしていこう
と思っています。

皆さんも、ぜひ、近所のおじさん・おばさんになって、一言、声を掛け合いましょう。

輪之内浄化センターでは物理的処理、生物的処理、
化学的処理を通じて下水を処理（浄化）しています。

家庭や工場などから排水された下水は下水道管を
通って、輪之内浄化センターまで運ばれてきます。集
められた下水は上記の３つの方法を組み合わせて処理
をし、河川へ放流しています。

最初の物理的処理として、下水は沈砂池ポンプ棟に
流入します。ここでは下水をゆっくり流し、目の粗い
網を通し大きなゴミを取り除き、重い浮遊物を沈殿さ
せて除去しています。浄化の前処理として、ポンプの
摩擦や損傷を防ぐ役割があります。

　
大きなゴミや重い浮遊物を取り除いた下水はポンプ

によりオキシデーションディッチ（以下 OD）槽に送
ります。輪之内浄化センターでは生物的処理として
OD 法を採用しています。

OD 法は、バクテリアなど（好気性微生物）を含ん
だ活性汚泥を加えた下水を水路の中で循環させ、長時
間にわたって空気にふれさせます。この間に微生物は

水中の汚物をえさとして繁殖し、下水はふわふわした
海綿状になって沈殿しやすくなります。また空気の少
ないところでは、嫌気性微生物がリン・窒素などを除
去していきます。

その後、最終沈殿池で活性汚泥を沈殿させ、沈ん
だ活性汚泥は汚泥処理施設と OD 槽に再び送ります。
きれいに処理された上澄み水は滅菌池に送られます。
汚泥処理施設に貯留された汚泥は脱水機にかけて水分
を減らし、脱水ケーキと呼ばれる取り扱いやすい固形
にして運び出します。脱水ケーキは、埋め立てや、肥
料や土壌改良剤として農業などに利用することができ
ます。

最後の処理として、最終沈殿池から滅菌池に送られ
てきた上澄み水には大腸菌などが含まれていますの
で、化学的処理として塩素等を注入し消毒してから河
川へ放流します。

下水道に流された下水はこれだけの処理を経てきれ
いにされています。

下水道のやくわり

川や水路をきれいにします

水洗トイレが使えます

町がきれいになります

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

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

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

下水処理のしくみ

民生委員児童委員だより

下水道広報下水道

民生委員
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案内 9 月 9日は救急の日です

救急の日は、救
急医療に対して理
解と認識を深める
ことを目的とした日です。救急の
日を含む 9 月 5 日から 9 月 11
日までを「救急医療週間」として、
各地で救急に関する様々な行事が
開催されています。

緊急の事態に遭遇したときに、
救急車が到着するまでの間、居合
わせた人が応急手当を行うことに
より、救命の可能性が高くなりま
す。適切な応急手当ができるよう
に日頃から応急手当を学び、身に
つけましょう。

募集 「新はつらつ職場づくり宣
言」登録事業場を募集

大垣労働基準監督署とハロー
ワーク大垣では、「新はつらつ職
場づくり宣言」の登録事業場を募
集しています。「新はつらつ職場
づくり宣言」は、働き方改革の取
り組みを労使で宣言し、岐阜労働
局に登録するものです。働きやす
い職場環境の改善に取り組む事業
場であることと、その内容が、内
外にＰＲされます。

なお、同宣言と登録事業場は岐
阜労働局のホームページで公開さ
れています。ＱＲコードを参照し
てください。

案内 公証週間の無料相談窓口に
ついて

　毎年、10 月１日から７日まで
は、日本公証連合会が設定し、法
務省が後援する公証週間とされて
います。公証週間中、下記のとお
り無料公証相談窓口を設けますの
で、お気軽にご利用ください。電
話・来庁（事前予約制）
日時　10 月１日（金）～７日（木）

（２日（土）、３日（日）を除きます）
9:30~12:00 および 13:00~18:00
場所　大垣公証役場（大垣市丸の
内一丁目 35 番地）
相談範囲の例　遺言・任意後見契
約・離婚・金銭貸借・土地建物賃
借そのほか公正証書作成の手続や
内容に関する相談。
問  大垣公証役場　 78-6174

案内 必ずチェック！最低賃金
�「岐阜県最低賃金」が改正
されました

時間額　880 円（28円 UP!）
　　　　令和３年 10月１日から

岐阜県最低賃金は、年齢に関係
なく、パートや学生アルバイトな
どを含め、県内で働くすべての労
働者に適用されます。

使用者も、労働者も、１時間当
たりの賃金額が最低賃金額以上と
なっているかどうか、必ず確認し
ましょう。
問  岐阜労働局賃金室　 058-
245-81044　またはお近くの労
働基準監督署

案内 想いつなげる講座 in ぎふ�
～終活＆相続手続のススメ～

参加無料

日にち　10 月６日（水）
時間
 　① 13:00 ～ 15:15
　　（県内６会場，予約制）
　　 講座（リレー形式でつなげる

関係機関による講演）
　 ② 15:30 ～ 17:30
　　（県内４会場，予約制）
　　ブース相談会
　　（相談時間：１枠 30 分）
主催　岐阜地方法務局

（問  総務課　 058-245-3181）
共催　岐阜県司法書士会，岐阜県
土地家屋調査士会および岐阜公証
人会（岐阜公証人合同役場ほか県
内４公証役場）

最寄りの会場は
ソフトピアジャパンセンター
です！

You�Tube�Live

会場に来られなくても､ インターネット
環境があれば､ ご自宅等で視聴できま
す！（要申し込み）

９月１日（水）
開催の最終判断
　　　＆�予約開始

案内 「停電情報お知らせサービス」のご案内

中部電力パワーグリッドのスマートフォンアプリ「停電情報お
知らせサービス」では、あらかじめ登録した地域・契約地点で停
電が発生・復旧した場合に、いち早くプッシュ通知でお知らせし、
停電の復旧情報や発生規模も確認ができます。

また、電気に関する問い合わせのチャット相談や、災害発生時
に周辺の避難施設の検索や避難施設へのルートが検索できる「防
災マップ」も搭載しています。

会員登録・ご利用料は無料です。是非ご利用ください。
問  中部電力パワーグリッド㈱　 0120-985-232
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募集 自衛官等募集案内

募集種目 受験資格 受付期間 試験期日

防衛大学校

18歳以上21歳未満の者

推   薦
9月5日 ~9月10日

9月25日・26日

総合選抜 1次　9月25日
2次　10月30日・31日

一般 7月1日 ~10月27日 1次　11月6日・7日
2次　12月7日~11日のうち1日

防衛医科大学校
医学科学生 7月1日 ~10月13日 1次　10月23日

2次　12月15日~17日のうち1日
看護学科学生

（自衛官候補看護学生） 7月1日 ~10月6日 1次　10月16日
2次　11月27日・28日のうち1日

※１　受験資格の年齢は各種目とも令和 4 年４月１日現在です。
※２　令和 4 年３月高等学校卒業予定者の採用試験は、原則として令和３年度９月 16 日以降に行います。
※３　コロナ等の影響により受付期間・試験期日が変更される場合があります。
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

案内 あなたの家は大丈夫？　命を守るため、専門家の耐震診断を受けてみましょう

町では昭和 56 年５月 31 日以前に着工された住宅を対象に、木造住宅耐震診断事業・木造住宅耐震補強工事
補助事業を行っています。（先着順）
木造耐震診断

▲ ▲

無料
申し込み用件
　① 　受診する木造住宅の所有者であること。
　② 　一戸建て住宅（店舗等併用住宅は延べ面積の１／２以上が住宅部分）であること。
耐震補強工事補助

▲ ▲

最高 101.1 万円補助
申し込み用件　（①、②、③および④または⑤に該当すること）
　①　木造住宅の所有者が実施する耐震補強工事であること。
　②　岐阜県木造住宅耐震相談士が設計および工事管理を行っていること。
　③　評点 1.0 未満とされた住宅について、1.0 以上となり、かつ 0.3 以上あがる一般補強工事であること。
木造住宅除却工事補助

▲ ▲

最高 83.8 万円補助
申し込み用件
　①　木造住宅の所有者等が実施する除却工事であること。
　③ 　岐阜県木造住宅耐震相談士による耐震診断の結果、評点が 1.0 未満とされた木造住宅を全て除却する工

事であること。
　④　現在居住している一戸建て住宅であること。（住宅の建替えに限る。）
問  建設課　 69-3137

案内 社会生活基本調査の実施

総務省統計局（岐阜県）では、10 月 20 日現在で社会生活基本調査を実施します。
この調査は、わたしたちが１日のうちどのくらいの時間を仕事、家事、地域での活動などに費やしているかや、

過去１年間の自由時間にどのような活動を行ったかについて調査し、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ
ンス）の推進、少子高齢化対策などの政策に必要な基礎資料を得ることを目的として実施します。

10 月上旬から中旬にかけて、調査員が調査をお願いする世帯に伺いますので、調査の趣旨をご理解いただき、ご
回答をお願いします。
問  岐阜県環境生活部　統計課　 058-272-1111





福祉課 69-3128
地域包括支援センター 68-2766地域包括支援センターだより
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事 業 名 開 催 日 時 間 場 所

地域の集い

大藪 ９月１日
10 月６日

9:30 ～ 11:00

大藪コミュニティ防災センター

福束 ９月 13 日 福束コミュニティ防災センター

仁木 ９月 15 日 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～

９月  ６日
９月 13 日
10 月４日

10:00 ～ 11:30 泰寿デイサービスセンター

９月 29 日 14:00 ～ 14:30 ホッとステーション「わのうち」内

９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 ９月９日 13:30 ～ 15:00 文化会館リトルホール

フレイル予防講座 ９月 22 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 ９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
　9 月 1 日～ 10 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。

住み慣れた地域で自立した豊かで幸せな生活を送りたいと思うのは、皆さん共通の思いではないでしょうか。
しかし、生活の中で、「庭の草むしりをしてほしい」「買い物やゴミ出しを手伝ってほしい」といった日常生活で
の困りごとが出てきます。そんな中、短い時間であってもちょっとしたお手伝いをしたいという方が、「ライフ
サポートわのうち」で活動しています。

また、活動をするには、「自分たちが健康でいなければいけない」という思いから、常日頃から健康管理に気
をつけたり、介護予防に取り組んでいます。また、より良いサービスを提供できるように、毎月 1 回の勉強会
を開催しています。

「ライフサポートわのうち」活動紹介

プロの資格が必要なものや危険を伴うもの、介護保険・福祉事業に該当するものは行えませんが、もしお困り
なことがあれば、地域包括支援センターまでご連絡ください。

6 月には、「高齢ドライバー情報、事故例、特殊詐欺等」について、大垣警察署の方、輪之内交番長様
からお話を聴きました。



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

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） 
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。

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
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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 4 日（土）・18 日（土）　フリスビーをしよう　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 11 日（土）・25 日（土）
　立体カードを作ろう　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。

▲

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。

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。

※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。
　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。

十分に換気をし、ソーシャルディスタンスを保ちながら
楽しく遊んでいます。

おもちゃ病院の開設
日時  10 月２日（土）　10:00 ～ 15:00　 場所  児童センター集会室
修理代  無料（部品交換・改造が必要なときは実費をいただきます）

直せるおもちゃ  ぬいぐるみ、プラレール、ラジコンカー、電子玩具など
直せないおもちゃ  ゲーム機、ゲームソフトなど

※変更になる場合があります。

『英語であそぼう』
『水あそび』 水が冷たくて水が冷たくて

気持ちいいな♪気持ちいいな♪
 It’s bear．It’s bear．



IP 050-8026-8967
69-5155
69-5156保健センターだより
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▲

９月の健康カレンダー　9 月３日～ 10 月 6 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

9/8（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
―

パパママサロン 13:15～13:30 出産予定の夫婦

9（木） 3歳児健診 12:45～13:00 H30.7～8月生

10（金） もぐもぐ離乳食クラス（離乳食学級） 10:00～10:10 R3.4～5月生

15（水） １歳６か月児健診 13:00～13:15 R2.1/16～2月生

30（木） ５歳児相談 12:45～13:00 H28.4～9月生(仁木・福束) 町民センター

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

9/3（金） 骨粗鬆症検診 9:00～11:00 30,35,40,45,50,55,60歳の方(予約制） 役場（１階ロビー） ６０P

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

27（月） 肺がん・結核検診 9:00～11:00
13:00～15:00 40歳以上の方 大藪コミュニティ防災センター ８０P

28（火） 肺がん・結核検診 9:00～11:00
13:00～15:00 40歳以上の方 ふれあいセンター ８０P

29（水） 肺がん・結核検診
9:00～11:00 40歳以上の方 福束コミュニティ防災センター

８０P
13:00～15:30 40歳以上の方 保健センター

10/6（水） チャレ健クラブ 9:30～10:00 申込者 町民センター ４０Ｐ

令和３年度の家族調査票で申し込みいただいてい
る方には、9 月上旬に案内を送付します。それ以外
の方で受診を希望される場合は、保健センターまで
ご連絡ください。

実施場所、時間につきましては、下の健康カレン
ダーをご覧ください。

肺がん検診と結核検診を同時に
実施します！

自殺対策基本法では９月 10 日から 16 日までを自殺予防週間とし、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」
の実現に向け、啓発事業や相談事業等が行われます。

困った時や悩んだ時には誰かに相談し、援助を求めることが大切です。
～相談窓口～

自殺予防週間（９月 10日～ 16日）

※「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。

食中毒予防啓発標語　最優秀作品紹介
西濃食品衛生協会輪之内支部（牧野純二支部長）で

は、食中毒予防等の普及を図るため、各小学校５年生
児童に標語の作成を依頼しました。各校３点ずつ優秀
作品が選考され、同支部会員の商店や飲食店、役場や
保健センターに掲示されています。今回、優秀作品の
中から、さらに３点の最優秀作品を選考しましたので、
ご紹介します。
★予防しよう　手洗いうがいが　第一歩
　仁木小学校　５年　森島　日輪
★食べる前　しっかり予防で　おいしく食べよう
　福束小学校　５年　高橋　なつみ
★コロナにも　食中毒も　負けないぞ
　大藪小学校　５年　近藤　優茉

○料金 年齢 
（令和３年4月1日現在） 胸部レントゲン検査

40歳～64歳 400円
65歳以上 無料

※新型コロナウイルス感染予防のため、今年度「喀痰検査」を
　中止します。

こころの健康相談統一ダイヤル　☎ 0570-064-556 （平日 10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00）　
よりそいホットライン（24 時間対応）　☎ 0120-279-338　FAX 03-3868-3811
支援情報検索サイト　http://shienjoho.go.jp　（電話、メール、SNS など様々な方法の相談窓口を紹介）
SNS 相談事業 実施団体の検索（厚生労働省ホームページ） 厚生労働省　SNS 相談
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楽しく

64aBfy

チャレ健クラブ　～チャレンジ！健康クラブ～　参加者募集！！

　コロナ生活がつづき、外遊びもなかなかできにくい今、お家での赤ちゃんとの過ごし方に頭を悩ますママ・パ
パもいるのではないでしょうか。10 か月頃からのお子さんに合わせたお家遊びのヒントを紹介するので、試し
にお家でやってみてくださいね。

第６回 あそび Part1のびのび わのうちっコラム

作り方

豆苗������������������������� 60g
ミニトマト���������������������� ２個
ツナ（水煮） ��������������������� １缶
マヨネーズ�������������������� 大さじ２
練りわさび（チューブ入り） ������������� 約４cm

＊忙しい朝やもう１品足したいときに、５分でパパッと
作ることができるサラダです。

　豆苗はえんどう豆の新芽で、風味が豊かです。スープ
や炒め物に入れてもおいしいですよ。赤血球をつくる
働きをもつ葉酸を含みます。

●１人分栄養価
　エネルギー 146kcal/ 食塩相当量 0.5g/ 野菜摂取量 75g

①豆苗は３cm の長さに切り、沸騰したお湯にさっとく
ぐらせ水気をきる。ミニトマトはヘタを取る。

②ツナは余分な水気を切る。
③豆苗とマヨネーズ、わさびを和える。
④③を皿に盛りつけ、その上にツナとミニトマトをのせ

る。

豆苗とツナの
わさびマヨサラダ

材料
２人分

くすぐりっこ・タッチ・マッサージ
　頭・顔・おなか・背中・お尻・手足・指先など、いろんなところを触ってみましょう。指先を使って・手のひ
らを使って・いろんな触感の布を使ってなど、触るものも変えてみましょう。ふわっと・ぎゅうっと・ちょんちょ
んと・トントンとなど、いろんなタッチで触ってみましょう。声で音をつけたり話しかけたりしながら触ってあ
げたり、歌をうたいながら触ってあげるのもとってもおすすめですよ。リズムや触感とともに言葉の刺激もたく
さん受け取りやすくなります。
　どんどんたっぷり触って、お子さんが好きで楽しい触り方がおすすめです。

運動が苦手な方、普段あまり運動していない方でも大丈夫です！
自宅でもできる運動を一緒に覚えましょう♪お申し込みお待ちしています！
☆日程：10 月 6 日（水）・15 日（金）・27 日（水）、令和 4 年 1 月 19 日（水）
　　　　全 4 回コース
☆受付：9:30 ～ 10:00、教室：10:00 ～ 11:00
☆場所：輪之内町民センター
☆対象：40 歳～ 64 歳の方
☆内容：運動 有酸素運動、ストレッチ、筋トレなど自宅でも継続できる内容
　　　　栄養 ベジチェック（野菜摂取の充足度測定）、食事についてのお話など
☆講師：泰寿デイサービスセンター管理者・健康運動指導士　　脇田　雅司氏
　　　　保健師、管理栄養士
☆参加費：1,000 円
☆参加申し込み：保健センター　定員 15 名（先着）
　　　　　　　　9 月 22 日（水）締め切り

運動コース

メタボの予防・改善のための教室です。

（昨年の教室の様子）

～参加者の感想～
「運動が苦手で自分だけではできな
かったが、教室に参加してできるよう
になった。」
「少しでも体重が減るように意識付け
ができるようになった。」

最近、ちょっと
太ったなぁ。
運動を続けたいけど、
なかなかできない。
自分ひとりだと
長続きしない。



IP 050-5808-9602
69-4500
69-4592教育委員会だより
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　岐阜県青少年育成推進指導員連絡協議会より淺野繁幸氏が表彰されま
した。
　淺野氏は、平成 28 年４月１日から現在まで、岐阜県青少年育成推進
指導員として、長きにわたり町内における青少年育成町民会議、その他
関係団体および関係者と密接な連携を諮り、町の実態に即した実践活動
が展開されるよう指導助言に尽力されており、その功績が認められ、こ
の度受賞されました。

　
岐阜県青少年育成推進指導員連絡協議会表彰

各校区ふれいあい運動会は、10月９日（土）に開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の流行により、
開催にあたり懸念事項が多くあることから、今年度のふれあい運動会は中止とさせていただきます。

令和３年度　各校区ふれあい運動会の中止ついて（お知らせ）

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル５圏域イベント in 西濃が開催されます。参加賞もありますのでぜ
ひご参加ください。
※新型コロナウイルス感染症対策として、会場が混雑しないよう入場を制限させていただく場合があります。
主　催 　岐阜県・（特非）岐阜県レクリエーション協会
と　き 　令和３年９月 26 日（日）　10：00 ～ 12：00

　　　　９時 50 分からオープニングとして、ぎふ輪之内武将隊による演舞とミナモ体操を実施します。
場　所 　輪之内中学校体育館
内　容 　スポーツチャンバラ・３B 体操等のレクリエーション

　　　　クラフトコーナーもあり、自分で作ったものを持ち帰ることができます。

ぎふ清流レクリエーションフェスティバル 2021 ５圏域レクイベント in 西濃の開催（参加無料）

町の郷土史を学ぶ輪之内学研究会は
機関誌「輪之内學研究」の第 10 号の
発行を記念して「大榑川洗堰に関する
一考察」について岐阜聖徳学園大学教
育学部秋山教授を招き、講演していた
だきました。木曽三川流域で輪中が形
成されていった歴史を紹介していただ
き、参加者から、「輪中の歴史を聞き、
勉強になった」という声を聞くことが
出来ました。

輪之内學研究　「第 10 号発行記念」  ～大榑川洗堰に関する一考察～

■輪之内バレーボール少年団
□大会　第 21回西濃小学生バレーボール 5 年・4 年生大会
□とき　７月 4 日（日）
□会場　福束小学校体育館
□成績　優勝

輝かしい成績
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１学期は新型コロナウイルス感染予防に努めながら、徐々に体育館に全校児童が集まって活動を行うことがで
きるようになってきました。そのいくつかを紹介します。

○ビブリオバトル（知的書評合戦）

本校では、国語科を研究の柱
としており、７月に体育館で２
回に分けてビブリオバトルを行
いました。これは「文章を読ん
で感じたことや考えたことを共
有し、１人１人の感じ方の違い
に気付く」ことを目指して、長
年取り組まれている活動です。
１回目の５年生の代表者２人は
低学年に、２回目の６年生の代表者２人は高学年に自分が読んで感動を受けた本について、写真などを示しなが
ら分かりやすく伝えることができました。５年生の児童は、特に読んでもらいたいページを示して話したり、な
ぜその本を選んだのかという質問に適切に答えたりしていました。２学期にもまた行います。児童がどのような
紹介をするのか楽しみです。

○スキルタイム（発声練習）

朝の活動でおなかから声を出し、はりのある声で話ができるようにす
るために発声練習を行っています。体育館に全校で集まったときに、放
送委員会が中心となって、発声の仕方を練習しました。口の形に気をつ
けることや、大きく吸った息をおなかから吐き出すイメージで声を出す
ことを意識することが大切であることを学びました。
各教室からはそれぞれの学年に合わせた発声練習をす
るための言葉を、担任の先生と一緒に繰り返し練習し
ている声が聞こえてきます。

○宝物発表会

各学級では、学級目標の達成に向けて日々学習した
り、生活したりしてきました。１学期の成果と課題を明らかにし、全校の前で代表の児童が堂々と発表しました。
伝わりやすいように、声の大きさに気をつけて話したり、キーワードを書いた紙を見せながら話したりする姿が
ありました。スキルタイムで練習した発声の仕方をこのような場でいかすことができている児童もたくさんいて、
うれしく感じました。

２学期もまた、どの学級にも
たくさんの宝物ができることを
願っています。
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●は休館日（月曜日・毎月最終金曜日）

　月の休館日
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

「こどもサピエンス史」
ベングト = エリック / 著

「賢い人」という意味の「ホモ・
サピエンス」は、どのようにして
この世界を作ってきたのか。二本
の足で立ち上がり、作物を育て、
文字やお金を発明し…。オールカ
ラーのイラストで人類史を楽しく
解説する。

「としょかんのきょうりゅう」
鈴木まもる / 作・絵
図書館で大きな本を見つけた兄
妹。表紙を開いてみると、そこは
恐竜のいる世界だった！恐竜たち
を、今いる動物と比べながら見
ていくと…恐竜がどんな生きもの
だったのかを知ることができます。

「氷柱の声」
くどう れいん / 著
語れないと思っていたこと、言葉
にできなかったこと。東日本大震
災が起きたとき盛岡の高校生だっ
た伊智花の、それからの 10 年の
時間をたどり、人びとの経験や思
いを語る声を紡ぐ、著者初の小説。

「九十歳のラブレター」
加藤 秀俊 / 著
ある朝、あなたは突然逝った。小
学生の同級生であったあなたと結
婚して六十余年、たくさんの＜人
生の物語＞を共有してきたあなた
の死で、ぼくの人生は根底から変
わってしまった。老社会学者が辿
る＜ある夫婦の心の旅路＞

児童書新着図書

お知らせ

県公共図書館協議会共通テーマ「がん・認知症」対策　展示中です。
廣嶋玲子による人気の児童小説。
「ふしぎ駄菓子屋銭天堂」のシリーズ（１～15巻）を購入しました。

応 募 資 格　輪之内町在住の方
応 募 方 法　ハガキに答え（●月●日に入る文字）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　９月 24 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。

Q  防災の日は●月●日？　ヒントはｐ２特集記事 

第３回

99
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環境カレンダー　問  住民課

軽トラ朝市   問  産業課

と　き　９月12日（日）・26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

農業委員会
 問  産業課

10月５日（火）の農業委
員会への申請締切日は、
９月21日（火）です。

納付 

▲

納期限は９月30日（木）です。
福束輪中土地改良区賦課金 第２期分
国民健康保険税 第４期分
後期高齢者医療保険料 第３期分
学校給食費 第５期分
こども園利用料 ９月分
水道料金 第２期分
下水道使用料 第２期分
受益者負担金 第２期分

▲

家庭ごみ収集日　９月３日～ 10 月１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

月曜日  9/6・13・20・27
金曜日  9/3・10・17・24・10/1

不燃ごみ 指定ごみ袋
黄 9/9（木） 9/16（木） 9/30（木）

かん類
回収かご

（アルミ ･
スチール）

9/7（火） 9/14（火） 9/28（火）

ペットボトル 回収かご 9/7（火） 9/14（火） 9/28（火）

ビン類 回収かご
（色別） 9/8（水） 9/15（水） 9/29（水）

その他
プラスチック製

容器包装

指定ごみ袋
赤 9/8（水） 9/15（水） 9/29（水）

▲

輪之内町エコドーム
　資源持ち込み分別ステーション

　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）

粗大ごみ
（有料回収）

次回は、9月13日（月）～19日（日）
・持ち込み 100 円 / 点
・戸別回収 200 円 / 点 要予約

▲
南波最終処分場　

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

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　９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 9/2（木），16（木），10/7（木）
養老町 32-1108 9/6（月），24（金），10/4（月）
垂井町 22-1152 9/7（火），21（火），10/5（火）

関ケ原町 43-0070 9/14（火），28（火），10/12（火）
神戸町 27-0178 9/13（月），27（月），10/11（月）
安八町 64-3111 9/9（木），30（木），10/14（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　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

行政相談　問  総務課
行政サービスに関する
苦情、相談
　と　き　9/21（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　10/18（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　9/10（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　9/11（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　9/21（火）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
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