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来場者３０万人を達成
道の駅「パレットピアおおの」

　オープンから１９５日目となった１月２１日、道の駅「パレットピア
おおの」への来場者が３０万人に到達し、記念セレモニーが行われまし
た。
　３０万人目となったのは、ＳＮＳで見て訪れるようになり今回で３～
４回目の来場だという岐阜市にお住まいの小川友里亜さんと暖真ちゃん
親子と、大垣市にお住まいの國島京さんと栞奈ちゃん、凛華ちゃん親子。
　「ベーカリーでパンを購入して、木のおもちゃが温かい感じがする『子
育てはうす　ぱすてる』や『ふわふわ広場』（芝生）で遊ぶのが大好き。
思いがけず３０万人目となって、びっくりしました。」と話していました。
宇佐美晃三駅長から、レストラン「サイタバラス」の食事券とパーシー
ちゃんとローズちゃんのぬいぐるみが記念品として贈られました。

新たに３つの「太鼓判」
第６回「大野の太鼓判」認定証授与式

　１月２３日、「大野の太鼓判」として新たに認定された３つの商
品の２事業者に、認定証が授与されました。これは、大野町の優良
な特産品に町の「太鼓判」として認定することで、地域経済の活性
化等に資することを目的としています。「大野の太鼓判」として認
定された商品は、町を代表する特産品として、広報紙や物産展等を
通じて町内外へ積極的にＰＲされます。
　今回認定されたのは次のとおりです。

１００年以上前から伝わる伝統行事
下方区左義長

　１月１３日、下方区日吉神社で、左義長が行われました。これは、
下方区、下方区子ども会、日吉神社の氏子が協力して行うもので、
１００年以上前から続けられている年始の行事です。
　日吉神社の境内に、御幣をかかげた青竹を中心に２、３ｍの長い竹
を組んで立てて火をつけ、門松やしめ縄などを家々から持ち寄って焼
きました。その火で焼いて炭がついた餅を食べると１年間風邪をひか
ないとか、燃え残りを家の屋根に上げておくと火災を防ぐなどと言わ
れ、青竹が大きな音をたてて爆ぜるのを見守りながら、地域住民らが
楽しげに参加していました。

▲�３０万人目となった小川さん（中左）と
國島さん（中）

▲�勢いよく燃える炎を囲んで行われた下方区の
左義長

▲認定証を授与された目加田菊次さん（右下）、
大野町かき振興会会長加納智さん（中下）と�
女性部長國枝登志子さん（左下）

「みの大野そば」
目加田菊次さん

町内産のそば粉だけを１００％使用。そば
殻付きのまま製粉した「黒」と、実だけを
製粉した「白」の２種を食べ比べてみて。

「柿ジャム」
大野町かき振興会

出荷に向かない規格外の柿を使用した
加工品。なめらかな食感で、パンやヨー
グルト等様々な食品と相性抜群。

「柿しっとりチップ」
大野町かき振興会

乾燥させたにもかかわらず、ほどよく
しっとりとした食感。長期保存も可能
で、おみやげ品にも最適。
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勝利にむかってシュート
第４１回東海ミニバスケットボール大会出場激励会

　このほど、県大会を勝ち抜き、第４１回東海ミニバスケットボー
ル大会に出場を決めた、大野ミニバスケットボールスポーツ少年団
男子チームの激励会が役場で行われました。
　小学４年生から６年生の選手１８名を代表して、キャプテンの杦
本優人さんが、「県大会で負けたチームにも諦めないで勝ちに行きた
い。」と大会への意欲を話すと、町長は「２年ぶりの出場おめでとう。
いろいろな対外試合の経験を生かし、集大成としてがんばってくだ
さい。」と激励しました。

７月豪雨の被災地を支援
環境大臣表彰

　このほど、大野町が環境大臣表彰を受彰しました。
　今年度大規模自然災害等の被災地域支援活動に対する災害対応支
援をした自治体を表彰するもので、去年の７月豪雨で被災した関市
に、災害廃棄物処理のため当町から職員等の派遣を行ったことが評
価されました。

スポーツの普及、推進に寄与
大野町スポーツ推進委員会

　このほど、大野町スポーツ推進委員会が、スポーツの普及、推進
に寄与したとして、公共社団法人全国スポーツ推進委員連合から優
良団体として表彰されました。町スポーツ推進委員は１５名で、平
成２７年度からは気軽に始めやすいノルディックウォーキングを推
進し、公認指導資格を取得して熱心に指導にあたるなど、普及啓発
活動を積極的に行ってきたことが評価されたものです。「皆さんが
熱心に取り組んだおかげ。」と白木慎治委員長が町長に受賞を報告
すると、町長は、「本当におめでとうございます。これからもぜひ
がんばってください。」と祝福しました。

寒さに立ち向かう
大野剣道スポーツ少年団元旦けいこ

　１月１日早朝、武道館剣道場で、大野剣道スポーツ少年団主催に
よる恒例の元旦けいこが行われました。冷たい板張りの道場に、道
着を身に着け裸足で集まった指導員と団員らは黙とうを行った後、
走り込んで身体を温めると、大きな声で気合を込めながら素振りを
したり段取りで竹刀を合わせていました。指導にあたった所幸男団
長は、「元旦けいこは、精神を鍛え１年間の成長を祈る大切な行事。
子供たちもよく声が出ていた。」と話していました。

▲東海大会に挑戦する選手と指導にあたっている
チームスタッフの皆さん

▲環境大臣から贈られた表彰状

▲受賞を町長に報告する白木委員長（中）と
井上保子委員（左）

▲冷たい空気を切るように竹刀を振る団員ら
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教育委員会のページ教育委員会のページ

はたちの門出を祝う
～町成人式

子どもたちとアルケミストが熱唱
～アルケミスト「あの空」夢コンサート

　１月１３日、総合町民センターにて、平成３１年町
成人式が開催されました。
　当日は、色鮮やかな振り袖や紋付きはかま、スーツ
に身をつつんだ新成人２４２人（対象者２９９人）が
出席し、友人との再会を喜び合ったり、記念撮影をし
たりと、会場は笑顔であふれていました。
　式典では、町長や来賓から祝いの言葉が贈られ、新
成人代表の中村アバシ伊沙さんによる新成人としての
誓いが披露されたほか、新成人らによるアトラクショ
ンなど、なごやかに二十歳の門出を祝いました。

　１月１０日、総合町民センターふれあいホールで、音楽アー
ティストのアルケミストによる「あの空」夢コンサートが町内
小学校４、５、６年生児童を対象に、開催されました。これは、
子どもたちの夢を育む「夢教育推進事業」として、平成２８年
度から３年計画で行ってきた町教育委員会主催の事業で、今年
は３年目の集大成となりました。
　当日は、オーケストラの演奏にのせて、アルケミストと総勢
７０７人の児童が課題曲「あの空」を大合唱し、会場は笑顔と
感動に包まれました。みんなの夢を一つにした「夢アート」を
ステージに飾り、未来の自分に向かって「がんばれ！」とエー
ルを送るように、アルケミストへの３年間の感謝も込めた元気
いっぱいの歌声がホールに響きました。

ＶＹＳ活動紹介　高校生、大学生の力を地域活動に活かそう
　ＶＹＳ（Voluntary Youth Socialworker）は、町内に住んでいる高校生、大学生を中心に構成されてい
る団体です。Ｖは有志、Ｙは青年、Ｓは社会事業家を示しています。「友愛、奉仕、理想」の３つを柱として、
実践活動を通して社会福祉の増進に貢献することを目的として、昭和４８年に設立されました。平成３０年
度の会員は１３人です。
◎活動内容
仲間づくり活動
　公民館などでバルーンアートや折り紙を通して子どもたち
と交流します。また、毎月１回の例会や総会も開催します。
奉仕活動
　環境美化や祭り、イベント、公民館事業のお手伝いをします。
研修活動
　例会や研修会での、バルーンアートの技術練習や折り紙の
研修などをします。
新入会員を募集しています！
　ＶＹＳの活動の幅がどんどん広がっています。
　町の若者の力を地域により一層活かしていけるように、ＶＹＳの新入会員を募集します。

問合せ先  生涯学習課（ＶＹＳ事務局）☎ 34-1111

▲華やかな成人式式典

▲夢アートを掲げて全員で合唱しました
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　２月５日、多目的研修センターで北見市老人クラブ
連合会常呂支部冬季スポーツ交流会が開催されました。毎年開催しているもの
で、１５老人クラブ１３５人が参加。輪投げやスロットボールなど４競技を個
人・団体戦で競い合い、会場はチームの勝敗に一喜一憂する声援やかけ声で大
いに盛り上がりました。
　また、カラオケなどの余興もあって楽しいひとときを過ごしました。

第８回冬季スポーツ交流会
みんなで体を動かし、楽しもう！ところ通信

Vol. 229

北見市

▲外は極寒でも、盛り上がりました

第６１回郡駅伝で４２年ぶりの優勝
～揖東中学校男子Ａチーム

　１２月２日、揖斐郡体育協会の主催で第６１回揖
斐郡駅伝大会が開催され、中学校男子の部で揖東中
学校男子Ａチームが４２年ぶりの優勝を果たし、総
合の部でも第１位を達成しました。
　揖斐川町と池田町を会場に行われたこの大会では、
揖斐川町役場庁舎から池田町総合体育館までの全長
１２．７ｋｍのコースを５人でタスキを繋ぎ、健脚を
競ってさわやかな汗を流しました。

郡教育研修センターだより
◎郡教育研究総会
　１月１８日、池田町中央公民館において、郡内の教職員が参加し、教育研究総会を開催しました。教職員が日々
の教育実践を見直し、新たな意欲を高める貴重な機会となりました。
　第一部　教育研究実践論文受賞者表彰　　第二部　教育研究実践論文審査講評・論文発表
・ 「危険を予測し、自らの命を自ら守る子の育成～日常生活とつないだＫＹＴの実践～」野原江利子先生（大和小）
・「岐阜県や地域の体力向上の取組を生かした体力づくりの実践」玉井輝久先生（養基小）
◎教育研究実践論文受賞者（敬称略）
　特別功労賞　髙木俊紀（北方小）
　優秀賞　野原江利子（大和小）、横幕歩（八幡小）、戸倉真紀（池田小）、玉井輝久（養基小）
　入選　大塚有将（揖斐小）、鶴野あゆみ（揖斐小）、藤原里帆（清水小）、玉井裕子（谷汲小）、
　　　　坪井貴弘（温知小）、田中いずみ（揖東中）　　　
　佳作　２６人
◎郡図工美術作品展、ふれあい作品展
　１月１８日から２２日まで、池田町中央公民館において各学校から選ばれた児童生徒の入選以上の全作品を展
示しました。（敬称略、町関係分）
　最優秀賞　長沼晃生（中小１年）、大塚貫太（西小２年）、田中大翔（大野小２年）、中根明希（東小５年）、
　　　　　　吉村香凛（中小６年）、小森菜々華（大野中２年）
◎郡駅伝大会　
　１２月２日、第６１回郡駅伝大会（郡体育協会主催、中日新聞社等後援）が揖斐川、池田の両町にわたり行わ
れ、郡内の中学生４８チーム、一般４６チームが参加し、健脚を競いました。コースは、５区間１２．７km。揖
斐川町役場前を出発し、大津谷展望台や霞間ケ渓公園等を通って池田町総合体育館を目指しました。大会結果は
次のとおりです。（町関係分等）
　中学生男子　１位　揖東中学校Ａ　　４位　大野中学校Ａ　　５位　大野分校
　中学生女子　１位　岐阜ＮＥＸＵＳＡ　　５位　大野中学校　　６位　揖東中学校Ａ　
　一般男子　　１位　ＹＭＴ７　　２位　イビデンＡ　　３位　池田高校野球部Ａ
　一般女子　　１位　うる星★やつら　　２位　半分若い＠百花繚乱　　３位　となりのトトロ♡さつき

▲中学校男子の部で優勝した揖東中学校男子Ａチームと揖東中
学校駅伝チームの皆さん
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まちのお知らせ

平成３１（２０１９）年第１回大野町議会定例会日程および内容
会期／３月６日～１４日（９日間）

月日 曜日 開議時間 内容等 場所 備考
３月　６日 水 午前９時 本会議（開会） 議事堂
３月　７日 木 午前９時 総務文教常任委員会 委員会室
３月　８日 金 午前９時 民生建設常任委員会 委員会室
３月１３日 水 午前９時 本会議（一般質問） 議事堂 中継配信あり
３月１４日 木 午前９時 本会議（閉会） 議事堂

　本会議・委員会は傍聴することができます。開議時間までに議事堂・委員会室へお越しください。（委員会
傍聴席は数に限りがあります。）なお、委員会傍聴を希望する人は、事前に事務局まで連絡してください。
　３月１３日の本会議における一般質問は、インターネットを利用し中継配信されます。
　また、以下の場所でもご覧いただけます。（議場で傍聴していただくこともできます。）
　　・大野町役場　１階　ロビー　　・地区公民館（第１～６公民館）

問合せ先  議会事務局　☎ 34-1111

　町では、役場の開庁時間に来ることができない人が、転出入など住所の異動、各種届出や証明書の交付・
相談などを受けられるよう、次のとおり休日窓口を開設します。
◎開設日時　３月３０日（土）・３１日（日）午前８時３０分～正午

◎開設する窓口業務
住民課
・転入、転出、転居に伴う手続き
・住民票の交付 
・印鑑登録、印鑑登録証明書の交付
・戸籍謄（抄）本の交付 
・各種税証明書の交付
・マイナンバーカード、通知カードに関する手続き
福祉課
・障害福祉に関する手続き
・児童手当に関する手続き 
・保育園・認定こども園の入園、退園に関する手続き

健康課 
・国民健康保険に関する手続き
・後期高齢者医療保険に関する手続き
・福祉医療に関する手続き
・介護保険に関する手続き
政策財政課
・ アユカ助成、高校生通学定期券等補助申請に関す

る手続き
会計課
・町に納付する税金、使用料、手数料などの納付 
・介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付
問合せ先  各担当課　☎ 34-1111

＊＊年度末の休日窓口を開設します＊＊

　今年度補助対象分の定期券・領収書等につきまして、次に該当するものは、３月３１日（日）までに補助金
申請手続きを行ってください。
◎定期路線乗合バス乗車券に対する助成（アユカ助成）
　対象：�お手持ちのアユカ（定期券を除く）に、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までに積み増

しした際の領収書
※助成内容　１年度あたり１世帯１回限り2,000円
◎高校生通学定期券等補助金
　対象：バスまたは鉄道定期券の有効期間が平成３１年３月３１日までに終了するもの
　　　　スクールバス領収書の領収日が平成３１年３月３１日まで（平成３０年度利用）のもの
※助成内容　（購入金額）×１／３＝（補助する額　※100円未満切り捨て）
◎提出期限　３月３１日（日）
※�役場開庁時間外（休日含む）でも、宿日直へ提出することは可能ですが、記載内容や添付書類等に不備があ
る場合は後日連絡する場合がありますので、必ず連絡先を明記してください

申請・問合せ先 �政策財政課　☎ 34-1111

アユカ助成、高校生通学定期券等補助申請手続きはお済みですか？
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親子教室「ピヨピヨクラブ」の会員（町内在住者対象）を募集します！
　平成３１（２０１９）年度の「ピヨピヨクラブ」の会員募集を行います。
　０～２歳児を対象とした親子教室で、親子で手あそびや体操、製作あそびを楽しみます。
　お子さんや保護者の交流の場として、親子で多くの友だちを作り、楽しんで子育てをしましょう。

◎ふたばクラス　対象児：０歳児（平成３０年４月２日以降生まれの子）
　　　　　　　　開催日：火曜日午前１０時３０分～１１時１５分（月２回）
◎みつばクラス　対象児：１歳児（平成２９年４月２日～平成３０年４月１日生まれの子）
　　　　　　　　開催日：木曜日午前１０時３０分～１１時３０分（月２回）
◎よつばクラス　対象児：２歳児（平成２８年４月２日～平成２９年４月１日生まれの子）
　　　　　　　　開催日：金曜日午前１０時３０分～１１時３０分（月２回）

◎クラブ開始　５月（４月に開級式を開催）※決定者には、開始前に郵送します
◎定員　２０組（１クラス１０組定員）※先着順
◎申込期間　３月１日（金）～１９日（火）午前１０時～午後４時
◎申込先　子育てはうす　ぱすてる　※電話受付不可 問合せ先  子育てはうす　ぱすてる　☎ 34－1０1０

問合せ先  
子育てはうす　ぱすてる　☎ ３４－１０１０

◆◆◆ 道の駅「パレットピアおおの」内　子育てはうす　ぱすてるからのお知らせです。◆◆◆

へようこそ！

　１２月１１日に入館者数５万人を達成しました。今後もぜひご利用ください。
　２月７、８日に「木育キャラバン in 大野」を開催しました。普段、ぱすてるで遊んでいるおもちゃではなく、
全国各地のめずらしいおもちゃがいっぱいで、「家にはないおもちゃなので、とても楽しく遊んだ。」などと子
どもだけでなく、大人も一緒になって楽しんでいました。
　３月４日には、ひなまつりコンサートを開催します。アンパンマンのマーチやうれしいひなまつりなどよく
知られている曲のエレクトーン演奏を楽しめます。ぜひ遊びに来てください。

※ 平成３０年１１月「おおの木育フェア２０１８」及び平成３１年２月「木育キャラバン in 大野」は、「清流の国ぎ
ふ森林・環境税」を活用しています

▲木育キャラバン ▲１月の誕生会 ▲あおい空の読み聞かせ

◎３月のスケジュール
ピヨピヨクラブ
　ふたばクラス… ５日（火）、１２日（火）
　みつばクラス… ７日（木）
　よつばクラス…１日（金）、８日（金）、１５日（金）
誕生会…１４日（木）　※事前申し込みが必要です。
おやつ作り教室…１１日（月）　※事前申し込みが必要です。

あおい空の読み聞かせ…７日（木）
ひなまつりコンサート…４日（月）
ベビーヨガマッサージ…１９日（火）
休館日   ６日（水）、１３日（水）、２０日（水）、２２日（金）、

２７日（水）

※スケジュール内容は、変更する場合があります。また、詳しい内容は、ぱすてるへおたずねください。

色遊びこま１２個セット
　形とデザインに工夫が凝ら
されていて、誰でも簡単に回
すことができ、楽しい色遊び
ができる。

木のおもちゃコーナー　ぱすてる内の木のおもちゃを毎回紹介します。

イヤイヤ
　ナラとミズキからできてお
り、木のぬくもりたっぷりの
おもちゃ。棒をもって揺らす
と、手が動いていい音が響く。
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まちのお知らせ
第１９回統一地方選挙

　地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律が平成３０年に制定されたことに伴
い、４月２９日に任期満了を迎える県議会議員及び町議会議員の選挙が次のように行われます。

告示日 投票日
岐阜県議会議員選挙 ３月２９日（金） ４月　７日（日）
大野町議会議員選挙 ４月１６日（火） ４月２１日（日）

大野町議会議員選挙立候補関係者説明会
◎日時　３月２０日（水）午前９時３０分～
◎場所　役場２階　大会議室　　　　　　※１候補者３人まででお願いします
大野町選挙管理委員会からのお願い

　　　“寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。”

　　三ない運動　　政治家は有権者に寄附を贈らない！　　　有権者は政治家に寄附を求めない！
　　　　　　　　　政治家から有権者への寄附は受け取らない！　

寄附の禁止
◎政治家からの寄附禁止
　選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行う
ことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止さ
れています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における
贈答なども寄附になるので、注意してください。
　禁止されている寄附（例）
　×病気見舞い　　　　　　　×葬式の花輪、供花
　×祭りへの寄附や差入れ　　×お中元、お歳暮
　×落成式、開店祝の花輪　　×入学祝、卒業祝
　×地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
　×町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
　× 結婚祝、香典（政治家本人が結婚披露宴､ 葬式等に自ら出席し

てその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。）
◎後援団体からの寄附禁止
　政治家の後援団体（後援会など）が行う寄附も、政治家の寄
附同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う
行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この
場合も、花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされ
るものは禁止されています。
◎政治家の関係会社などからの寄附禁止
　政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前
を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体
がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止され
ています。

選挙違反の主なケース
◎買収罪
　金銭、物品、供応接待などによる票の獲得や誘導。金銭など
を実際に渡さなくても、約束するだけでも違反となります。ま
た、買収に応じたり促したりした場合も処罰されます。
◎利害誘導罪
　特定のあるいは限られた範囲の有権者や選挙運動者に対し、
その者またはその者と関係のある団体（寺社、会社、学校、組
合、市町村等）に対する寄附などの特殊の直接利害関係を利用
して投票を誘導した場合に成立します。また、利害誘導に応じ
たり促した場合も処罰されます。
◎選挙妨害罪
　有権者や候補者などへの暴行や威迫、集会や演説の妨害、文
書図画の毀棄、候補者の職業や経歴などに関する虚偽事項の公
表、偽名による通信なども処罰されます。
◎投票に関する罪
　詐欺の方法で選挙人名簿に登録させること、投票所での本人
確認の際に虚偽の宣言をすること、有権者でないのに投票する

こと、投票を偽造しまたは増減すること、投票所または開票所
などで正当な理由なく干渉したり投票内容を知ろうとすること
なども処罰されます。

選挙違反を犯すと
◎当選無効
　当選した候補者自身がその選挙の選挙違反で有罪になったと
きは、例外的な場合を除き、当選は無効となります。
◎連座制
　連座制とは、選挙運動の総括主宰者や候補者の親族など連座
制の対象となる者が買収等の一定の選挙違反を犯して刑に処せ
られた場合、たとえ候補者や立候補予定者がかかわっていなく
ても、その責任を問う制度です。
　連座制が適用された候補者は
　・当選が無効となります。
　・ ５年間、同じ選挙で同一の選挙区からは立候補できなくな

ります。
　連座制の対象者
　・選挙運動の総括主宰者　　 ・出納責任者
　・選挙運動の地域主宰者
　・候補者または立候補予定者の秘書
　・ 候補者または立候補予定者の親族（父母、配偶者、子、兄

弟姉妹）
　・ 組織的選挙運動管理者等（組織によって行われる選挙運動

で、その計画立案や調整、指揮監督などの運動の管理を行
う者）

◎選挙権・被選挙権の停止
　選挙犯罪で刑罰（一定の場合を除く）を科せられた者は、一
定の期間選挙権・被選挙権が停止され、停止期間中は投票する
ことも立候補することもできなくなります。
　罰金刑の停止期間
　・罰金刑に処せられた場合→裁判が確定した日から５年間
　・ 罰金刑に処せられ、執行猶予を受けた場合→執行猶予を受

けている間
　禁固刑以上の停止期間
　・ 刑に処せられた場合→裁判が確定した日から刑の執行が終

わるまでの間およびその後５年間
　・ 刑の執行の免除（時効を除く）を受けた場合→免除を受け

るまでの間およびその後５年間
　・ 刑の執行猶予を受けた場合→執行猶予を受けている間
　・ 大赦、特赦または時効によって刑の執行を受けることがな

くなった場合→執行を受けることがなくなるまでの期間

問合せ先  大野町選挙管理委員会（総務課）　☎ 34-1111
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災害時要援護者名簿に登録しませんか？

ふれあいの居場所づくりに参加しましょう

　大きな地震などをはじめとした災害が発生したときに、高齢の人や障がいのある人は、より被害を受けやす
く避難の際には支援が必要となります。
　町では、災害時、安否を確認し地域で助け合うことで、被害を最小限にくいとめるため、避難行動要支援者
名簿を作成しています。申請によって作成された名簿は、民生委員・児童委員や自治会の自主防災組織等への
開示に同意されたものとし、日頃からの見守り活動や避難支援のために活用されます。

■ 対象者
名簿に記載される人の概ねの基準
①６５歳以上のひとり暮らしの高齢者
②６５歳以上の高齢者だけの世帯
③介護保険法による要介護３以上の人
④身体障害者手帳「１級」または「２級」の人
⑤療育手帳「Ａ」または「Ａ１」及び「Ａ２」の人
⑥精神障害者保健福祉手帳「１級」の人
⑦その他支援が必要と認められる人

■ 申請方法
　名簿への登録を希望する人は、役場福祉課窓口で

お尋ねください。また、申請書の様式は、大野町ホー
ムページ「各種申請書」にて、ダウンロードできます。
　※�大野町個人情報保護条例の規定に基づき、個人
情報は適切に保護されます

■ 大事なこと
　この制度は、普段の地域のつながり・助け合いに
よって少しでも被害を減らすということを目的とし
ています。支援を受ける人も、支援する人も日頃か
ら地域での交流を大切にし、みなさんで助け合える
地域づくりを目指しましょう。

申請・問合せ先 �福祉課　☎ 34－1111

　町では、町の将来像「快適で　笑顔あふれるやすらぎのまち　おおの」の実現に
向け、「助けあい」と「支えあい」で育む安全・安心なまちづくりを基本目標の一つ
と掲げており、だれもが住み慣れた地域で安心して暮らしていくために「人と人と
のつながり」を深めることが重要とされていますが、昨今の地域課題の一つでもあ
るように、一人暮らしの高齢者のみの世帯が増加し、高齢者が家の中に引きこもり
がちになり、地域で孤立してしまう恐れもあります。
　そのために、高齢者をはじめ地域のだれもが気軽に立ち寄っておしゃべりできる

「ふれあいの居場所づくり」を進めています。ふれあいの居場所とは、地域で暮らすだれもが自由に参加でき、
主体的にかかわることにより自分を生かしながら過ごすことができ、そこでの「ふれあい」が、地域で助け合
うきっかけにつながる場所とされています。
　現在、「サロン」は、町内全域を対象に１カ所、地区別では１８カ所開設し、「カフェ」は、町内全域の人を
対象に「まち cafe」、「八幡通りカフェ」、認知症について正しく理解し安心して暮らすことができるよう３カ
所の施設に設置する「カッキーカフェ」の計５カ所で開設しており、「ふれあいの居場所づくり」を目指して
います。コーヒーなどを飲みながらおしゃべりするだけでなく、手芸や折り紙などの趣味活動のほか、体操や
レクリエーション活動といった健康づくり、医療や福祉の専門家などによるミニ講演会や介護相談など、活動
内容もさまざまです。
　くわしくは、次まで問合せてください。皆さんの参加をお待ちしています。

問合せ先  ・カッキーカフェについて　健康課　☎ 34－1111
　　　　　     ・それ以外のカフェ及びサロンについて　町社会福祉協議会　☎ 34－２13０

月　日 場　所
３月６日（水）地域密着型特別養護老人ホーム　桜坂
３月７日（木）地域密着型特別養護老人ホーム　セント・ケアおおの
３月８日（金）特別養護老人ホーム　ぎふ愛の里

◎時間　午後１時３０分～３時３０分
◎対象者　認知症の人やその家族、友人、高齢者など
◎参加費　１００円
問合せ先  健康課　☎ 34－1111

カッキーカフェ（活気・柿）のご案内
３月の

和田　弘さん（西方）　大正１３年１月９日生まれ

長寿のお祝い
９５歳おめでとうございます

これからも健やかに

◦ 地域で支え合う町づくり ◦



固定資産縦覧帳簿の縦覧
　固定資産税の納税者は、自己の土地または家屋の価格が適正か判断するため、比較したい土地または家屋の価格
を期間中に縦覧帳簿で確認することができます。
◎縦覧の対象　地方税法第４１５条に規定する土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿
　　　　　　　※ ただし、自己の所有する資産が土地のみの場合は土地の縦覧帳簿のみを、家屋のみの場合は家屋

の縦覧帳簿のみの縦覧
◎縦覧できる人　固定資産税（土地・家屋）の納税者、納税者と同居の親族、代理人（委任状が必要）
◎縦覧期間　４月１日（月）～５月７日（火）午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日を除く）
◎縦覧場所　税務課
◎持ち物　納税通知書、本人確認のできるもの（運転免許証等）、印鑑、委任状（委任を受けた人のみ）

問合せ先 　税務課　☎ 34－1111

平成３１（２０１９）年度軽自動車税の減免申請
　身体障がい、精神障がい及び知的障がいのある人に対する軽自動車税の減免申請の受付を、次の日程で行います。
◎申請期間　３月１８日（月）～５月７日（火）（土・日・祝日を除く）※申請期間外は受付不可
◎場所　税務課
◎持ち物　 印鑑、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、車検証、納税義務者の個人

番号カード又は個人番号通知カード
◎対象となる軽自動車
・身体等に障がいがあり次の表で該当する人が使用する軽自動車
・ 身体等に障がいがある人と生計を一にする人又は身体等に障がいがある人を常時介護する人が運転し、専ら、障

がいのある人の生業、通学、通勤のために使用する軽自動車
※減免は、障がい者１人に対し普通自動車も含めて１台に限る
◎減免対象者の範囲　　※障がいが重複している場合は、個々の障がいの等級によって判断する
○身体障害者手帳の交付を受けている人

障がいの区分 障がい者本人が運転する場合 生計を一にする人及び常時介護
する人が運転する場合

視覚障がい １～４級 同左
聴覚障がい ２級、３級 同左
平衡機能障がい ３級 同左

音声機能障がい ３級（喉頭摘出による音声機能
障害がある場合に限る）

上肢不自由 １～３級 １級、２級
下肢不自由 １～６級 １～３級
体幹不自由 １～３級、５級 １～３級

乳幼児以前の非進行性脳病変に
よる運動機能障がい

上肢機能 １～３級 １級、２級
移動機能 １～６級 １～３級

心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小
腸の機能障がい １級、３級 同左

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい １～３級 同左
肝臓機能障がい １～３級 同左

○療育手帳の交付を受けている人　障がいの程度が「Ａ」、「Ａ１」もしくは「Ａ２」の人
○精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人　障がいの程度が「１級」の人
　※自立支援医療受給者証（精神通院医療に限る）が交付されている人に限る
○戦傷病者手帳の交付を受けている人　問い合わせて確認してください。

申請・問合せ先 　税務課　☎ 34-1111                                            
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まちのお知らせ



家庭の可燃ごみ減量にご協力を
　町では、資源が循環する循環型社会の形成に向けた取り組みを進めています。このためには、一人ひとりが廃棄
物の発生・排出抑制・資源化などの環境に配慮した行動が必要です。
　家庭からの可燃ごみ減量大作戦に協力をお願いします。

平成３１（２０１９）年度の家庭可燃ごみ量を、２９年度の家庭可燃ごみの総量３，０６１ｔ（１世帯当たり
３８６㎏※）の１０％にあたる３０６ｔ（一日１世帯当たり１０６ｇ※）の削減を目指します。

※平成３１年１月１日現在の世帯数：７，９２５世帯で計算

　平成２９年度に西濃環境整備組合で処理された大野町の可燃ごみは、４，３８８ｔ（うち家庭排出３，０６１ｔ、
個別持込１，３２７ｔ）で、町で支払ったごみ処理の負担金は、9,374 万円（21,361 円／ｔ）なので、削減が成功す
れば、３０６ｔ減で 654 万円の負担金が節約できます。

◎家庭ごみを１０％削減するために、次について各家庭で徹底してください。
　① 生ごみはよく水を切ってから出す
　② ３Ｒの励行
　　※３Ｒとは、Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース）「ごみを出さない」、
　　Ｒｅｕｓｅ（リユース）「くり返し使う」、Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル）「資源として再利用する」

問合せ先 　環境水道課　☎ 34－1111

プラスチック製容器包装の出し方について
　適正にゴミを排出しない人がいると、近隣や周囲の人の迷惑になります。ルールとマナーを守って正しくゴミを
出しましょう。
〇プラマーク表示があるものを出してください　
　プラスチック製容器包装以外のものが出されるとごみが収集されないため、プラマーク表示の
あるものだけを出しましょう。プラマークのないものは分別辞典等で確認して粗大ごみや生ごみ
等として分別しましょう。
　※粗大ごみとは、バケツ・おもちゃ・ビデオテープ等です。

〇汚れた物を出さないでください
　リサイクルしますので、容器を洗浄し、汚
れを落としてから出してください。どうして
も汚れの落ちないものは、生ごみ等へ出して
ください。

〇袋から出してください
　持参した袋から出して、プラスチック容器
包装を個々に緑色のかごに入れてください。

問合せ先 　環境水道課　☎ 34－1111

びんの分別収集のお願い
　現在、びんは中身を水ですすいで異物を取り除き、乾かしてから無色（透明）、茶、その他（緑、黒など）の３種
類に分別をお願いしているところです。ラベルは、原則プラスチック製のはがせるラベルははがし、紙のラベルは
はがさずに出してください。
　今後もゴミの分別及びゴミの減量化に協力をお願いします。
※ペットボトルは、従来どおり、ふたとラベルをはがしてください

問合せ先 　環境水道課　☎ 34－1111

洗って乾かす
トレイの多くが生ものをのせ
て使用されています。洗って
出さないと、異臭を放ってし
まいます。

異物を取り除く
トレイにセロハンテープや
ラップなどが付着している場
合がありますので、取り除い
てください。

▲プラマーク
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まちのお知らせ
町補助金を活用して浄化槽工事を予定している皆さまへ

　訪問販売等による浄化槽設置工事のトラブルが問題になっています。次のような方法で勧誘する業者には、注意
が必要です。
○不安をあおる
　「浄化槽が故障している。」、「排水管が破損し漏水している。」など
○契約を急かす
　「本日契約をすれば、工事費を値引きします。」など
○個人負担は無しで出来ると勧誘する
　「町の補助金があるので、個人負担は無しで出来ます。」などと浄化槽設置工事を行う場合は、特に注意しましょう！
◦契約は慎重に
　業者の説明を鵜呑みにせず、身近な人に相談するなど慎重に検討し、追加工事を進められても、不要であればはっ
きり断りましょう。また、補助金の受給に必要な書類についても業者まかせにせず、中身をしっかり確認してくだ
さい。
◦町の補助金があっても個人負担は発生します
　町補助金の対象となっても費用の１割の個人負担は発生します。「個人負担なしで出来ます。」と勧誘する業者に
は注意してください。補助金の不正受給など、知らない間に犯罪に加担する可能性があります。
◦信頼できる業者を選びましょう
　見知らぬ業者との契約は慎重におこなうなど、技術力、施工実績、地元の評判で選びましょう。「無料で点検しま
す。」などと言われても、安易に依頼しないようにしましょう。
◦既設の浄化槽は適正な方法で撤去しましょう
　浄化槽の入換えに伴う既設の浄化槽の撤去は適正に実施しましょう。撤去の前には許可を受けた業者による汲取
りと最終清掃が必要です。それらを行わないと法律違反となり、業者だけでなく所有者も罰せられます。

問合せ先  環境水道課　☎ 34－1111

　おおのスポーツクラブは、だれもが、いつでも、どこでも、気軽にスポーツに参加でき、スポーツの良さ、楽し
さを伝えることを目標に、町に設立された総合型スポーツクラブで、会員の皆さんのスポーツを通じた仲間づくり、
健康の保持増進に努めています。クラブの会員になってみませんか。

問合せ先  おおのスポーツクラブ事務局（生涯学習課内）☎ 34－1111

◎ウォーキングクラブ（大野町楽しく歩こう会）
対象　どなたでも
活動場所　町運動公園、その他
活動予定日時　 毎週日曜日（１時間程度、４～

１１月は午前８時～、１２月～３
月は午前８時３０分～）

年会費　要問合せ

◎硬式テニス教室（一般）参加者募集

対象　１８歳以上の人（１０人程度）　　　　　　　　 参加費　2,000 円（保険料含む）
場所　町民東庭球場　　　　　　　　　　　　　　　　持ち物　テニスシューズ、ラケット
開催日時　４月中旬～７月中旬の毎週金曜日　　　　　申込方法　参加費を添えてクラブ事務局で申し込む。
　　　　　午前９時３０分～１１時３０分、全１０回　申込期限　３月２２日（金）
　　　　　※日程の詳細は、後日連絡　　　　　　　　
指導者　小川信勝氏（大野テニスクラブ所属）

◎グラウンドゴルフクラブ
　（大野第１・大野第2・大野西・鶯）
対象　どなたでも
活動場所　 大野第１：黒野地区、大野第２：大野

地区、大野西：西郡地区、鶯：鶯地区
活動予定日・年会費　 各クラブで異なるため要問

合せ

おおのスポーツクラブ会員募集



今月のおすすめ本
一切なりゆき 樹木希林のことば だいじょうぶじゃない 

樹木 希林著／文藝春秋

　名女優が語り尽くした生と死、演技、男と女。さまざ
まな雑誌に掲載された樹木希林の言葉をまとめる。ユー
モアと洞察に満ちた希林流生き方のエッセンスが満載。
樹木希林年譜、内田也哉子による喪主代理の挨拶も収録。

松田 もとこ作・狩野 富貴子絵／ポプラ社

　日本国と国民統合の象徴である「天皇」。「天皇」と「元
号」について、たくさんの写真や資料とともにわかりや
すく解説し、歴代の１２５人の天皇のなかから、２９人
の業績と元号を紹介する。見返しに天皇・元号一覧表あり。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。 ３月

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
	 31	

〈一般書〉 〈児童書〉
●私が食べた本

 （村田 沙耶香著／朝日新聞出版）
●美智子さま　あの日あのとき

（渡邉 みどり監修／講談社）
●桂歌丸大喜利人生 笑点メンバーが語る不屈の芸人魂

　　　　（ぴあ）
●大人の語彙力ノート どっちが正しい？編

（齋藤 孝著／ＳＢクリエイティブ）
●麒麟児

　　（冲方 丁著／ KADOKAWA）

●ねえねえはかせ、月のうさぎは何さいなの ?
（寺田 健太郎作・乾 摩耶子絵／大阪大学出版会）

●天皇制ってなんだろう？
（宇都宮 健児著／平凡社）

●おとのさま、ほいくしさんになる
（中川 ひろたか作・田中 六大絵／佼成出版社）

●俳句ガール
（堀 直子作・高橋 由季絵／小峰書店）

●うかいのうがい
（さくら せかい作／ブロンズ新社）

内容紹介は（株）図書館流通センター発行「週刊新刊全点案内」より引用

今月の館内展示
「桜・さくら」展

　春の花の中でも特別な位置を占めている桜。大野町にも二度ザ
クラがあるように各地でそれぞれの名を持って親しまれています。
　そんな日本人の大好きな桜にまつわる本をお楽しみください。

ミックのページ

　第１・第３土曜日の午後、ボランティ
アの方によるおはなし会を楽しんでい
ただけます。気軽に参加してください。

〈日時〉午後 2 時 30 分～
　３月２日（土）・４月６日（土）
　　・「和母（わはは）」さん
　３月１６日（土）・４月２０日（土）
　　・「あおい空」さん

〈場所〉
　よみきかせコーナーにて

おはなし会のお知らせ

図書館シンボルキャラクター
ミック

Ｗｉ-Ｆｉ サービス
＆

国立国会図書館デジタル化資料
閲覧・複写サービス

＆
読書通帳配布サービス

利用者カードをお持ちの上カウン
ターにて申込みください。

URL：http://www.ono-kaki-bara-plaza.jp/tosyokan/tosyokan.html

　　　休館のお知らせ
　　　　図書館は蔵書点検のため次の期間休館します。
　　　　休館期間　３月４日（月）～８日（金）

図書館コーナー
☎ 32-1113
開館時間 午前 10 時～午後 6 時
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Information

お知らせ

新たな森林経営管理制度が	
スタート

　森林の適切な経営や管理が行わ
れないと、土砂災害の防止や水源
涵養等へ影響を及ぼすことが懸念
されます。このため、平成３１年
４月から「森林経営管理制度」が
スタートし森林の適切な経営や管
理を進めることとしています。
　森林が適切に経営管理されてい
ない場合、森林所有者の皆さんに
意向調査を実施することとしてい
ますので、ご理解とご協力をお願
いします。
問合せ先  農林課　☎ 34-1111

春季全国火災予防運動	
３月１日～７日

『忘れてない？
サイフにスマホに火の確認』

住宅防火　いのちを守る　７つの
ポイント（習慣と対策）
・寝たばこは、絶対やめる。
・ストーブは、燃えやすいものか

ら離れた位置で使用する。
・ガスこんろなどのそばを離れる

ときは、必ず火を消す。
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用

火災警報器を設置する。
・寝具、衣類及びカーテンからの

火災を防ぐために、防炎品を使
用する。

・火災を小さいうちに消すために、
住宅用消火器等を設置する。

・お年寄りや身体の不自由な人を
守るために、隣近所の協力体制
をつくる。
問合せ先  揖斐郡消防組合
☎ 32-2553　総務課　☎ 34-1111

３６（サブロク）協定に関する	
法改正について

　仕事の都合などで、法定労働時
間を超えて労働させるあるいは法
定休日に労働させる必要がある場
合には、労働者の過半数を代表す
る者と協定を結び、所轄の労働基
準監督署に届出を行い、協定の範
囲内で労働させるようにしなけれ
ばなりません。これは３６（サブ
ロク）協定と呼ばれています。
　４月１日から改正労働基準法が
施行され、時間外労働時間や休日
労働時間の規制が強化されるとと
もに、３６協定の内容や届出様式
も改正となります。
　くわしくは、厚生労働省の、事
業者のための労務管理・安全衛生
管理診断サイト「スタートアップ
労働条件」を参照してください。
ホームページ　https://www.startup- 
roudou. mhlw.go.jp/

手話奉仕員養成講座（後期編）のお知らせ

　手話は、手や身体・表情で表し、目で見て理解する言葉です。
　前期編（入門講座）を修了した人を対象に、後期編の講座を開催します。
◎	対象者　町内在住または在勤（１８歳以上）で継続して受講可能な人。ただし、手話奉仕員養成講座前

期編（入門講座）を受講し受講証明書の交付を受けた人に限る。
◎内容　相手の手話を理解し、特定の人と手話で日常会話ができるまでを学ぶ。
◎費用　受講料不要（テキスト代自己負担）
◎日程　５月１６日～１2 月１２日（毎週木曜日、全２６回）午後７時～９時
◎場所　揖斐川町地域交流センター　はなもも（揖斐川町上南方）
◎定員　３０人（揖斐川町、池田町の受講者と一緒に学ぶ。）
◎	申込方法　往復はがきに、①講座名（手話奉仕員養成講座）、②郵便番号、③住所、④氏名（ふりがな）、

⑤年齢、⑥電話番号を明記し、岐阜県聴覚障害者協会へ郵送する。４月１５日（月）必着。

【往復はがきの記載方法】※大野花子さんが受講を希望する場合
（往信の宛名面） （返信の文面） （返信の宛名面） （往信の文面）

〒５００- ８３８４

岐阜市藪田南 
　　　５- １４- ５３
OKB ふれあい福寿会館６階

一般社団法人
岐阜県聴覚障害者協会　御中

※白紙のまま発送する。

〒５０１- ０５００

大野町大字〇〇番地

大　野　花　子　宛

① 大野町手話奉仕員養成講座

（後期編）

②５０１- ０５００

③揖斐郡大野町大字〇〇番地

④大野花子（おおのはなこ）

⑤〇〇歳

⑥ 0585-〇〇-〇〇〇〇

↑受講を希望する人の情報を、返信の宛名面、往信の文面に記入する。
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くらしの情報

働き方改革関連法による	
施行に向けて

　働き方改革関連法による改正労働
基準法等について、残業時間の上限
規制、年５日間の年次有給休暇の取
得義務付け、フレックスタイム制の
拡充、高度プロフェッショナル制度
などが、４月１日から施行されるこ
ととなっています。
　改正労働基準法の施行に向け
て、特に残業時間の縮減や年次有
給休暇の取得促進に向けた準備が
必要で、適切な労務管理を行うた
め、法律やこれに基づく命令に関
する社内教育を実施することが求
められています。
　大垣労働基準監督署では、労働
時間などの相談に対応しています。
　また、厚生労働省では、内容につ
いてわかりやすく解説したリーフ
レットをホームページに掲載してい
ますので、参考にしてください。
時間外労働の上限規制
https://www.mhlw.go.jp/content/ 
000463185 .pdf
年５日の年次有給休暇の確実な取得
https://www.mhlw.go.jp/content/ 
000463186.pdf
問合せ先  大垣労働基準監督署
☎ 0584-78-5184

働き方改革関連法説明会を	
開催します

　関連法に係る省令・指針に基づ
き、時間外労働の上限規制や同一
労働同一賃金等について詳細な説
明会を開催します。なお、参加に
は事前申し込みが必要なため、事
前に電話で問い合わせてください。
◎期日　３月１３日（水）
◎時間　①午前１０時～正午
②午後１時３０分～３時３０分
◎場所　長良川国際会議場　４階大
会議室（岐阜市長良福光２６９５－２）
◎定員　①②とも２００人（先着順）
申込・問合せ先  岐阜労働局雇用環
境・均等室　☎ 058-245-1550

県交通遺児・犯罪被害遺児	
激励金支給事業

　県では、５月５日の「こどもの
日」に合わせて、次のとおり交通
遺児・犯罪被害遺児に対して激励
金を贈っています。
◎対象者　義務教育終了までの人
及び高等学校在学中（高等専門学
校３年修了まで、特別支援学校の
高等部在学中の人を含む）で満
２０歳未満の人で、次の①又は②
にあてはまる人
※交通遺児・犯罪被害遺児となっ

た後養子縁組した人、もしくは
父又は母が再婚し生計をともに
することとなった人は除く

①交通遺児　県内に居住し、交通
事故により、それまで生計をと
もにしていた父又は母（すでに
父母がいない場合にはそれに代
わる人）を亡くした人

②犯罪被害遺児　県内に居住し、
犯罪被害（殺人や傷害致死など
故意の犯罪行為（人の生命又は
身体を害する行為）により害を
被ること）による、それまで生
計をともにしていた父又は母等
を亡くした人

※国の犯罪被害給付金制度で、遺
族給付金の支給裁定がされてい
ることが必要

◎激励金の額　（申請時から高等
学校等就学中（２０歳未満）まで、
年間１人当たり）
乳幼児及び小学生　15,000 円
中学生　20,000 円
高校生等　25,000 円
◎申込期限　３月１５日（金）
◎申込先　総務課　☎ 34-1111
問合せ先  県環境生活部県民生活課
☎ 058-272-1111

「にしみの探究　ふるさとの旅」	～平成３１（２０１９）年度西美濃生涯学習連携講座～受講者募集
◎講座内容

日　時 場　所 講座のテーマ
６月３日（月）
午前９時３０分～１１時

輪之内町文化会館
アーリオンホール

・開講式
『関ヶ原合戦の前哨戦～福束城の戦い～』

６月２７日（木）
午前９時３０分～正午 神戸町中央公民館 『東海環状自動車道とストック効果』

７月２３日（火）
①午前９時３０分～１１時１５分
②午後１時～３時１５分

南濃衛生施設利用事務組合 『施設の見学を通し、分別の大切を学ぶ』

９月１９日（木）
午前９時３０分～１１時

揖斐川町地域交流センター
はなもも 『西国三十三札所と谷汲巡礼街道』

１０月９日（水）
午前９時３０分～１１時 大野町運動公園　ほか 『大野町の北部山麓　森林空間散策』

１１月７日（木）
午前９時３０分～１１時 神戸町中央公民館 『ふるさと神戸を愛した書家　日比野五鳳』

１１月２８日（木）
午前９時３０分～１１時１０分 垂井町文化会館 『垂井町における関ヶ原合戦』

・閉講式
※ ①、②：午前の部、午後の部に分かれて受講します  ※都合により、やむを得ず講座を中止したり、日程や場所を変更する場合があります
◎対象者　西濃地区に在住・在勤・在学で、現地集合ができる人
◎受講料　3,000 円
◎申込方法　生涯学習課備付の申込書に必要事項を記入し、受講料を添えて申し込む。
◎申込期間　４月３日（水）～１０日（水）
申込・問合せ先  生涯学習課　☎ 34-1111
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Information

お知らせ

「国の教育ローン」が	
教育資金をサポート

　高校、大学等への入学時・在学
中にかかる費用を対象とした日本
政策金融公庫による公的な融資制
度です。在学期間内は利息のみの
返済とすることができます。くわ
しくは、「国の教育ローン」で検索
するか、コールセンターへ問い合
わせてください。
◎融資額　子ども１人につき 350
万円以内
◎利息　固定金利　年１．７８％
※平成３０年１１月１２日現在
問合せ先  教育ローンコールセン
ター
☎ 0570-008656（ナビダイヤル）
または　☎ 03-5321-8656

催し・講座

２才児・３才児親子体操教室

◎内容　専任の講師による親子体
操教室（親子ゲーム・リズム体操・
跳び箱等と子育てアドバイス）
◎対象者　２才児（平成２９年４
月～平成３０年３月生）、３才児

（平成２８年４月～平成２９年３
月生）とその保護者
◎日時　５月から翌年２月までの
午前１０時～１１時３０分
２才児　第１火曜日（１０回）
３才児　第２・４火曜日（１５回）
◎場所　中央公民館
◎定員　２０人程度（先着順）
◎参加費　年 500 円（その他必要
に応じて実費）
◎申込方法　参加費を添えて担当
課へ申込む。
◎申込期間　４月２日（火）～
１６日（火）
申込・問合せ先  生涯学習課 
☎ 34-1111

認知症予防教室参加者募集

　簡単な遊びを取り入れた楽しい
レクリエーションで認知症を予防
しませんか。脳を使うトレーニン
グと運動を組み合わせたレクリ
エーションが、脳の活性化につな
がります。
◎内容　専任指導者による楽しい
レクリエーション活動等
◎対象　６５歳以上の人（総合町
民センター５０人まで、第６公民
館３０人まで）
◎場所と日時
時間はどちらも午後１時３０分～
３時
総合町民センター多目的ホール
毎月第１火曜日（４月２日、５月
７日、６月４日、７月２日、８月
６ 日、 ９ 月 ３ 日、 １ ０ 月 １ 日、
１ １ 月 ５ 日、 １ ２ 月 ３ 日、
２０２０年１月７日、２月４日、
３月３日）
第６公民館（ホール）
毎月第３火曜日（４月１６日、５
月２１日、６月１８日、７月１６
日、 ８ 月 ２ ０ 日、 ９ 月 １ ７ 日、
１ ０ 月 １ ５ 日、 １ １ 月 １ ９ 日、
１２月１７日、２０２０年１月
２１日、２月１８日、３月１７日）
◎参加費　無料
申込・問合せ先  包括支援センター　
☎ 34-1111　 ま た は　 町 レ ク リ
エーション協会小里　☎ 32-2347

木下大サーカス名古屋公演

　９年ぶりに『世界が感動した☆
スーパーミラクルイリュージョン
☆木下大サーカス』名古屋公演が
開催されます。
◎開催期間　３月２３日（土）～
６月１０日（月）
◎場所　白川公園特設会場（名古
屋市中区栄）
◎主催等　主催　中日新聞社／共
催　CBC テレビ等／後援　岐阜
県、岐阜県町村会等
問合せ先  木下大サーカス名古屋公
演事務局
☎ 052-961-0333（３／１７まで）
☎ 052-201-0045（３／１８から）

普通救命講習会

◎内容　成人に対する心肺蘇生法、
ＡＥＤの使用方法、異物除去要領、
止血法を習得する普通救命講習
　郡消防組合消防本部のホーム
ページより応急手当ＷＥＢ講習

（ｅ－ラーニング）を事前に受講す
ると講習時間が短縮されます。く
わしくは郡消防組合のホームペー
ジで確認してください。
◎対象　大野町・揖斐郡在住・在
勤・在学の人（中学生以上）
◎期日　３月１７日（日）
◎時間　午前９時～正午　※応急
手当 WEB 講習を受講した人は午
前１０時～正午（応急手当ＷＥＢ
講習受講証明書を印刷して持参。）
◎場所　郡消防組合消防本部
◎定員　２０人
◎参加費　無料
◎申込方法　申込用紙に記入し１
週間前までに持参又は電話で申込
む。
※動きやすい服装で参加する
※企業、団体等の申込み受付可

（１０人以上は開催日以外でも講
習会実施可、要相談）
※修了者に修了証を発行
申込・問合せ先  郡消防組合消防本部
救急係　☎ 32-0119

公務員合同説明会の開催

　公務員合同の採用制度説明会が
行われます。公務員志望の大学生、
高校生、就職活動中の人は、気軽
に参加してください。
◎参加団体　自衛隊、警察、県庁、
市役所、町役場、消防等
◎日時　３月９日（土）、４月１４
日（日）両日とも午後１時～４時
※ 日により参加団体変更、資料設

置のみの団体あり
◎場所　光和ビル４階会議室（大
垣市林町５－１８）
問合せ先  自衛隊岐阜地方協力本部
大垣地域事務所　☎ 0584-73-1150
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くらしの情報

相　談

中小企業経営相談

◎相談内容　町内の中小企業・小
規模事業者の経営上のあらゆる悩
み事
◎相談日　３月１４日（木）
◎相談時間　午後１時～５時（１
件あたり６０分、午後４時最終受
付）※要予約
◎相談場所　役場　町民相談室
◎相談員　岐阜県よろず支援拠点
職員
◎予約方法　前日までに電話で予
約。当日の受付は問い合わせる。
予約・問合せ先  観光企業誘致課
☎ 34-1111

障がい者巡回相談

◎相談内容　日常生活で困ってい
ること・障がい福祉サービスにつ
いて等
◎相談日　３月２０日（水）
◎相談時間　（１）午後１時３０分
～（２）午後２時３０分～※要予
約
◎相談場所　福祉センター　会議

室
◎相談員　障がい者相談支援事業
所相談支援専門員（身体・知的・
精神）
※日程場所等は諸事情により変更

となる場合がありますので予約
時に確認してください

※初めての人が優先
※予約時簡単な聴き取りをします
予約・問合せ先  福祉課　☎ 34-1111

多重債務等相談

◎相談内容　多重債務・負債・離
婚等法律相談関係
◎相談日　３月１１日（月）
毎月第２月曜日（祝日の場合は第
３月曜日）※要予約
◎相談時間　午後１時～３時（１
件あたり２０分）
◎相談場所　保健センター　相談室
◎相談員　弁護士
予約・問合せ先  保健センター
☎ 34-2333

心の健康相談

◎相談内容　うつ病・統合失調症・
人間関係等心の悩み

◎相談日　３月１１日（月）
毎月第２月曜日（祝日の場合は第
３月曜日）※要予約
◎相談時間　午後１時～３時（１
件あたり５０分）
◎相談場所　福祉センター　会議室
◎相談員　精神保健福祉士
予約・問合せ先  保健センター
☎ 34-2333

心配ごと相談

◎相談日　３月５日（火）、１２日
（火）、２６日（火）
◎相談時間　午後１時～３時（心
配ごと相談１件あたり３０分、弁
護士相談１件あたり２０分）
◎相談場所　福祉センター　会議
室
◎相談員
第１火曜日　人権擁護委員、民生
児童委員（人権等心配ごと相談）
第２火曜日　行政相談委員、民生
児童委員（行政等心配ごと相談）
第４火曜日　弁護士（弁護士相談）
※弁護士相談要予約
予約・問合せ先  社会福祉協議会事務
局　☎ 34-2130

【募集（受付）期間】３月１日（金）～２０日（水）　午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日は除く）
団 地 名 中之元北団地（特定公共賃貸住宅）２階～４階部分
募集戸数 若干数（３ＤＫ）

入居資格
（全てに該当すること）

・昨年の１ヶ月の世帯全員の所得金額（※）が 158,000 円以
上 487,000 円以下の人（所得の上昇が見込まれる人を含む）

・現に自ら居住するための住宅を必要としていること
・現に同居し、又は同居しようとする親族があること
・現に町税等を滞納していないこと
・その者又は現に同居し、もしくは同居しようとする親族

が暴力団員でないこと
住宅使用料（家賃） ３ＤＫ　52,000 円

敷　　金 家賃の３ヶ月分

備　　考 その他の施設（広場、自転車置場、物置、集会場、ゴミ集
積場、エレベーター）

※　１ヶ月の所得とは（年間所得金額－控除額の合計）÷１２ヶ月
◎入居決定　応募戸数が募集戸数を超えた場合は、抽選により入居者を決定します。
◎申込方法　建設課備付の入居申込書に記入の上、申込む。
※ゴミ当番もあります　※申込書類の内容に虚偽が確認された場合には申込みを無効とします
問合せ先  建設課　☎ 34-1111

町営住宅入居者募集

所在地　中之元８７６番地１
構　造　中層耐火構造
　　　　４階建　１棟ＰＣ造

 ３DK 
専用面積６９．４６㎡ 
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国　保　だ　よ　り

＊＊　ジェネリック医薬品の利用について　＊＊
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、最初に作られた薬（先発医薬品：新薬）の特許期間
満了後に、有効成分が同じで、用法、効能・効果が同等の医薬品と申請され、厚生労働省の認
可のもとで製造・販売された、新薬より安価な薬です。ジェネリック医薬品を利用することで
自己負担を減らすとともに、医療費節約で医療保険制度の安定につながります。
※ ジェネリック医薬品を利用するときは、医師や薬剤師にその旨を伝え、説明をよく聞きましょ

う

かかりつけ薬剤師に相談しましょう

　薬剤師はあなたの薬歴・体質などの情報を管理して
いるので、自分の体質や症状にあっているかのアドバ
イスをもらえるだけでなく、薬の重複や、飲み合わせ
による副作用などを防ぐことができます。また、一般
用医薬品についても、そのときの状態に応じた適切な
薬を選んでセルフメディケーションのアドバイスをし
たり、専門医の受診を勧めたりします。
　 「かかりつけ薬剤師」をもっていれば、今までの薬
をジェネリック医薬品に変更するときに、服薬歴など
から最も適した薬を選んでいただくことができ、先発
医薬品との違いや服用方法などについても詳しい説明が受けられます。わからないことがあれ
ば、「かかりつけ薬剤師」に相談しましょう。
 （薬剤師は業務上知り得たプライバシーや個人情報については守秘します。）

問合せ先  健康課　☎ 34-1111

 大切なお知らせ 　　所得の申告をしましょう

　国民健康保険では、世帯の所得状況が一定以下のときは、国民健康保険税の軽減を受けるこ
とができます。ただし、所得の申告がないときは、所得状況が一定以下であるかどうか判定で
きないため、軽減を受けることができません。１年間の所得がなかったとき、収入が非課税所
得（障害年金、遺族年金など）だけのとき、同じ世帯に扶養者がいないときなどは、必ず申告
をするようにしましょう。
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保健師による

健康伝言板

～３月１日（金）から７日（木）は　子ども予防接種週間です～
　子どもは成長とともに外出の機会が増え、感染症にかかる可能性も高くなります。予防接種への
理解を深め、安全に受けられるようにしましょう。

●予防接種ってなに？
　予防接種とは、ワクチンを身体に接種して病気に対する抵抗力（免疫）をつくることをいい、病
気を予防する助けとなります。予防接種に使う薬液であるワクチンには「生ワクチン」と「不活化
ワクチン」の 2 種類があります。
・生ワクチン

　生きた細菌やウイルスの毒性を弱めたもので、その病気
にかかったときと同じように免疫ができます。十分な免疫
ができるのに約 1 ヶ月かかります。

・不活化ワクチン
　細菌やウイルスを殺して免疫を作るのに必要な成分を取
り出し、毒性をなくしたものです。一定の間隔で 2 ～ 3 回
接種し「基礎免疫」ができたあと、期間をあけて追加接種
をすると十分な免疫ができることになります。

●受け忘れている予防接種はありませんか？
　４月からの入園・入学に備えて、母子健康手帳を確認し、まだ接種が済んでいない予防接種があ
る人は体調が良いときに接種を済ませましょう。特に、麻しん風しん混合予防接種の 2期（対象者：
平成２４年 4月 2日～２５年 4月 1日生まれの子）については、接種期限が平成３１年３月３１日
ですので、忘れないよう接種してください。
　また、町では 1 歳から小学校就学前までのお子さんを対象に、任意予防接種（おたふくかぜ）の
費用助成を行っています（１回限り）。平成３１年４月に小学校入学予定で、接種を希望する場合は、
３月中に接種してすみやかに申請してください。接種が済んでも、まだ助成を申請していない人は
早めに申請してください。
　予防接種の種類、対象者、接種の方法、申請の手続き等については、町ホームページ（http://
www.town-ono.jp/）をご覧になるか、保健センターへ問い合わせてください。

予防接種で子どもを守ろう

問合せ先  保健センター　☎ 34-2333

次回献血のご案内
日　　付 時　　間 場　　所 内	容

３月２８日（木）
午前９時３０分～正午
午後１時３０分～４時

カネスエ大野店 全血（４００ml）

 献血へ協力していただいた人には、血液型、肝機能、コレステロール等の
検査結果をお知らせしています。皆様のご理解とご協力をお願いします。

問合せ先  保健センター　☎ 34-2333
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食育の
すすめ

～
食

生

活改善協議会～

手作りおやつを楽しもう
　今月は、手作りおやつの定番「スイートポテト」をアレンジしたおやつを紹介
します。
　スイートポテトの生地を餃子の皮で包み、トースターで焼くことで、表面はカ
リッと、中はしっとりとした食感となり、さつまいもの甘みがさらに引き立ちま
す。さつまいもだけでなく、りんごやバナナなどを加えてもおいしくできます。
　お子さんと一緒に、会話を楽しみながら、手作りおやつに挑戦してみてはいか
がでしょうか。

● 餃子の皮でカリッと
スイートポテト ●

エネルギー
タンパク質
脂質
カルシウム
塩分

１５９kcal
２.４g
４.３g
２６mg
０ g

【材料（６人分）】
さつまいも……… ２５０ｇ
無塩バター………… １０ｇ
砂糖………………… ３０ｇ
生クリーム…………４０ml
黒ゴマ………………… 少々
餃子の皮…………… １２枚

【作り方】
①さつまいもは皮をむき、半分に切ったあと、細
かく切る。１０分程度水にさらす。
②さつまいもを耐熱ボウルに入れ、ラップをかけ
て電子レンジ（６００W）で６分程度加熱し、
さつまいもをつぶす。無塩バター、砂糖、生ク
リームの順に入れてかき混ぜる。
③②のさつまいもを６等分に分けて、丸める。
④餃子の皮の上に、③のさつまいもを中央に置き、
もう１枚の餃子の皮を上にのせる。
　餃子の皮のふちを上に向けて、ひだを寄せなが
ら包む。（シューマイのようにひだを寄せる。）
⑤卵黄を餃子の皮の表面に塗り、黒ゴマを３粒の
せる。
⑥オーブントースターで１０～１５分程度加熱す
る。

【１人分の栄養価】

　平成３０年度の不妊治療（人工授精・体外受精）の費用助成に関する申請期限は、平成３１年３
月２９日（金）です。今年度、不妊治療を受けた人は、今年度中に申請が必要です。期限を過ぎる
と助成することができませんので、早めに申請してください。
　ただし、特別な事情が認められるなどやむを得ない場合（下記参照）は、３月２９日までに保健
センターへ連絡してください。

やむを得ない場合とは

　①医師による受診等証明書が不足する場合
　②３月下旬治療終了のため提出に時間的余裕がない場合（特定不妊治療に限る）
　③体調不良により、年度末までに書類が提出できない場合　　等　
※いずれの場合も３月２９日までに連絡が必要です。
　事前の連絡がない人には、上記の取り扱いはできませんので注意してください。

問合せ先  保健センター　☎ 34-2333

不妊治療費助成の申請はお早めに！
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社協だより
みんなの あ っ た か まちづくり

☎34-2130　HP http://www.ip.mirai.ne.jp/~ono-shakyo大野町社会福祉協議会

新春ふれあい食事会
　地域の皆様にとって素晴らしい年になるように、と願いを込めた「新春ふれあい食事会」が、町内６地区の公民
館にて１月下旬から２月上旬にかけて開催されました。
　今年で１４回目を迎える食事会には、７０歳以上のおひとり暮らしの方を招待し、いつまでも住み慣れた地域で
安心して暮らしていけることを目的に、民生委員・児童委員さん、福祉委員さんが準備を進め、各地区それぞれに
趣向を凝らした催しを行いました。とんとん相撲やスカットボールなど参加者みんなで行うゲームや、園児との交
流が参加者の方々からとても喜ばれ、「毎年楽しみにしている」との声が多く聞かれました。
　また、来年も参加いただき、お会いできることを楽しみにしております。

第１地区（大野地区） 第２地区（豊木地区）

華やかな衣装に身を包んだダンサーが、ハワイ独特
の陽気でゆったりとした曲調のフラダンスを披露
し、会場が朗らかな空気に包まれました。

普段は中々触れる機会のない「二
に

胡
こ

」の演奏会の様
子です。心地よい音色に酔いしれました。

「みんなで歌おう 冬の歌」と題して歌声教室が開か
れました。「瀬戸の花嫁」などの懐かしい曲をみん
なで楽しく歌いました。

伝統芸能である日本舞踊を披露していただき、昔の
日本にタイムスリップしたような気分を味わいまし
た。

社会福祉協議会だより
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第４地区（西郡地区）

第６地区（川合地区）

第３地区（富秋地区）

第５地区（鶯地区）

北保育園児と招待者で手遊びを行い、心温まる
雰囲気のなかで交流を楽しみました♪

ハーモニカクラブによる歌謡曲演奏。披露する歌の
説明や、発売当時の時代背景の話をしていただき、
招待者の方は青春時代を思い起こされていました。

西保育園児との交流の様子。世代を越えて人と
人とが触れ合うことで、たくさんの笑顔の花が
咲きました。

南保育園児による演劇の様子。子どもたちの可
愛い演技に、招待者の皆さんの心もほっこりし
ました。

北小学校児童は演劇と楽器演奏を披露し、食事
会を盛り上げてくれました♪

どじょうすくいの演目では、愉快な動きやコミ
カルな表情が会場の笑いを誘いました♪

「西郷どんチーム」と「まんぷくチーム」に分か
れて、トントン相撲の勝ち抜き戦が行われまし
た。真剣勝負に会場はヒートアップ！

警察 OB の方に手品と防犯講話をしていただき
ました。プロもびっくりのタネなし ( ？ ) 手品に
会場は大盛り上がりでした♪

社会福祉協議会だより「社協だより」は、皆様からの会費で作られています
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サロン代表者交流会

ふれあい・いきいきサロン

～北区いきいきサロン～
【開催日時】　毎月第 2 水曜日
　　　　　　午前１０時～１１時３０分
【場所】　栄町会館、北口会館、上町会館
【サロン開始年月】　平成 29 年 7 月より

　地域のだれもが気軽に立ち寄れる「ふれあいの居場所づくり」を実現するために、年に一度サロン代表者の皆様
に集まっていただき情報交換・親睦交流を行っています。１２月４日（火）、町福祉センターにて開催し、各サロン
代表者やスタッフの方々２３名に参加いただきました。
　講師として岐阜県園芸福祉士の松浦道子氏をお招きし、ミニアレンジメントの制作を行い、手指の操作や色彩感
覚を養うことによる介護予防効果について説明していただきました。馴染みのある植物を利用し、指先を使った簡
単な作業で制作できることから参加者の皆様は無理なく楽しむことができ、代表者の方からは「自分のサロンでも
実施したい」との声をいただきました。その後、サロン活動に関する書類等の説明と、今後のサロン運営について
情報交換を行いました。
　また、交流会の終わりに「日合塚つくしんぼサロン」汲田代表から、昨年度の「記録的猛暑」「全国各地の自然災害」

「スーパーボランティア尾畠春夫氏」の話題を提供していただき、日頃から社会情勢や地域福祉にアンテナを張り情
報を持つことで、地域住民とコミュニケーションを図る時に役立つことを実感し大変勉強になりました。

『つつじの里（大野町デイサービスセンター）よりお知らせ』

　平成１２年４月以降、社会福祉協議会では通所介護事業を運営してまいりましたが、諸般の事情により３月
３１日をもちまして、運営を取り止めることとなります。
　これまで長年にわたりご理解ご協力賜りました多くの皆様に、心より感謝とお礼を申し上げます。

　「ふれあい・いきいきサロン」は住民の方が、いつでも自由に参加でき、楽しい仲間づくりの場として広まりつつ
あります。サロンに参加し、人と人とが顔を見合わせてお話しすることで自然とつながりができていきます。

　１月９日（水）に行われた「北区いきいきサロン」では、スカッ
トボール、輪投げ等のレクリエーションに加え、年明け最初の
開催ということで、ぜんざいが振る舞われ、福笑い遊びをして
会場は笑いに包まれました。（参加人数２０名）

福笑い！目隠ししても上手です♪

素敵なアレンジメントができました

鏡開きでぜんざいをいただきました♪

多くの方に参加いただき交流を深めました

サロンスタッフの皆さん♪いつもありがとうございます！

汲田代表による話題提供の様子

※�自分の住んでいる地域のサロンのことが知りたい方や、ちょっと見学してみたい方、また、新しく立ち上げて
みたい方など社会福祉協議会までお問い合わせください。� ☎ 34－２13０

社会福祉協議会だより
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ボランティアセンター ボランティア情報

赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました

～あなたも「ニコちゃん弁当」作りに参加しませんか～
　おひとり暮らしの高齢者の方に、安否確認を兼ねたお弁当を手作りするボランティアです。あなたのやさしさを、
お弁当に詰めてみませんか。ご応募お待ちしています！
【開催日時】　毎月第４火曜日　午前８時３０分～正午（当番制ですので、ご都合の良い月にご参加ください）
【申込・問合せ】　お弁当ボランティア「ニコニコ会」　社会福祉協議会まで　☎ 34－２13０

おもちゃ病院「かき工房」壊れたおもちゃ治します！（３月・４月）

【開催日】
毎月�第２火曜日　午後１時３０分～３時３０分
　　�第４土曜日　午前１０時～正午
３月１２日（火）　３月２３日（土）
４月�� ９日（火）　４月２７日（土）

●ボランティア活動保険とは●
　ボランティア活動中の様々な事故によるボランティア活動者のケガや損害賠償責任などについて補償する保険
です。対象となるボランティア活動は、下記の通りです。
　①ボランティアグループの会則に則り、企画・立案された活動
　②社会福祉協議会に届け出された活動　　③社会福祉協議会に委嘱された活動
※３月中にお申込みいただくと４月１日より補償が開始されます。� 申込・問合せ先  社会福祉協議会　☎ 34－２13０

　１２月８日（土）に「道の駅パレットピアおおの」にて、街頭募金活動を行いました。皆様のあたたかいご支援
により集まった募金額は、6,364 円でした。
　当日は大変寒く屋外での活動であったにもかかわらず、大きな声で呼び掛けをしていただいた町内の小中学校の
児童・生徒の皆様、あたたかい心で募金をしていただけた皆様、本当にありがとうございました。

　次の方々よりご寄附がありました。
○いび川農業協同組合様　20,000円
○　　匿　名　　様　　　20,000円
○　　匿　名　　様　　　20,000円

ボランティアの皆さんで楽しく手作り♪

▲生徒の皆さんによる募金活動の様子

お弁当にはやさしさが入っています♪ 家庭的な献立で喜ばれています♪

【開催場所】
平和堂大野店おおのふれあい通り１階

申込・問合せ先  おもちゃ病院「かき工房」
社会福祉協議会　☎ 34－２13０

善
　
意

あたたかいお志ありがとうございました。寄附金は本会が
行う社会福祉事業に活用させていただきます。

社会福祉協議会だより「社協だより」は、皆様からの会費で作られています
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住民だより

目の不自由な人のために、『広報おおの録音版』も発行しています。
ご希望の人は 町社会福祉協議会 ☎ 34-2130 へ連絡してください。
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１月中に届け出のあった方（敬称略）

3 月休日在宅当番医のお知らせ

月 日 当番医の医療機関名 所在地 電話番号
（0585）

3

3 のだ医院 揖斐川町
三輪 22-3939

10 クリニック IB 揖斐川町
長良 22-0112

17 国枝医院 大野町 
黒野 32-0023

21 いけだ整形外科 
リウマチクリニック

池田町 
八幡 45-3344

24 まつばら眼科 池田町 
池野 44-1233

31 今村医院 池田町 
池野 45-2133

※診療時間／午前9時～午後4時
※健康保険証を必ず持参してください
※都合により当番医が変更になる場合がありますので、予め電話で確かめ
て、受診してください
※休日在宅当番医は町ホームページまたは岐阜放送のデータ放送でも確認
することができます

 
住所 氏名 保護者 住所 氏名 保護者

黒野 木島望
み く り

久莉 雅斗 瀬古 藤本　心
み つ き

月 麻奈美

西方 大原　羚
れ い あ

愛 唯治 中之元 小森　愛
ま な と

登 章太郎

瀬古 丹羽　隆
たか　はる

晴 健誌 上磯 加納　蒼
あ お と

都 宏樹

こんにちは！赤ちゃんこんにちは！赤ちゃん

　
住所 氏名 年齢 住所 氏名 年齢

黒野 常富　きみ 91 上秋 藤川きくゑ 85

黒野 原　澄子 94 牛洞 岩崎　正枝 87

野 伊藤　義和 80 牛洞 山本　　 86

野 岩田　　豊 88 松山 野津　利光 63

桜大門 吉田　　稔 78 瀬古 舘林　君江 87

大野 中村　光子 77 瀬古 田邉ゆき子 70

大野 西村　広司 51 公郷 寺田　卯作 80

大野 山川　吉三 81 公郷 鳥本　靖子 78

上秋 内藤　正臣 83 領家 佐美和子 91

謹んでお悔やみ申し上げます謹んでお悔やみ申し上げます

 

住所 氏名

♥
夫 大野 増田　粛人

♥
夫 大垣市 篠田　修平

妻 岐阜市 棚橋　里紗 妻 加納 宮内　　唯

♥
夫 岐阜市 小川　剛司
妻 古川 小寺　佑佳

末永くお幸せに末永くお幸せに

次回の古紙類等回収について
３月１７日（日）午前９時～１１時（２時間）
順延の場合、３月 24 日（日） 
◎回収場所　各地区公民館
◎回収品目　 新聞、雑誌類、チラシ、段ボール、

牛乳パック、古着
（注）実施の有無については、当日朝広報無線にてお知ら

せします。

◎問合せ先／環境水道課　☎ 34-1111

納 期 限 の お 知 ら せ

２月２８日（木）
固定資産税（４期）
国民健康保険税（１０期）

納め忘れのないように早めに納めましょう。
※納付は安全で便利な口座振替を利用してください
※期限内であれば、コンビニでも納付できます
※期限を過ぎた納付には、延滞金が加算されます
※納税されないまま放置されますと差押え等の滞納処分が行わ
れることとなります

※家屋を取り壊した時は、届出をお願いします
人口と世帯（２月1日現在）

人　口 ………… ２３, １１８人（−１８）
男 ………… １１, ３４７人（−　４）
女 ………… １１, ７７１人（−１４）

世帯数 ………… ７, ９４４世帯（+ １９）
出生７人／死亡２８人／転入４９人／転出４６人

大野町
ホームページ
QR コード大野町 HP

http://www.town-ono.jp/


