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日 の丸を胸に世界へ
第３回ユースオリンピック冬季競技大会出場 
激励会

　１月１０日、スイスのローザンヌで開催中の第３回ユー
スオリンピック冬季競技大会へ日本代表として出場（２０
日）した松浦透磨さん（岐阜第一高等学校２年）の激励会
が、役場で行われました。
　松浦さんの出場種目はフリースタイルスキーのハーフパ
イプで、円筒を半円に切ったようなハーフパイプと呼ばれ
るビル２階分の高さに相当する構造物の左右の壁でジャン
プをし、アクロバティックな演技のポイントを競う競技で
す。日本代表のユニフォームを着用した松浦さんが、「日
本代表として、自分の持ち味をいかし、ベストを尽くした
い」と大会への意欲を話すと、町長は「大野町に日本代表
に選ばれる方がいることが大変嬉しい。２０２２年の北京
冬季オリンピックに向けて一歩ずつ着実に頑張ってくださ
い」と激励しました。

包 括連携協定を締結
岐阜協立大学

　１月７日、岐阜協立大学と多様な分野で包括的な連携を
深めるために連携協力に関する協定を締結しました。これ
までにも道の駅「パレットピアおおの」の計画策定や点検
評価のアドバイスをいただくなど連携を進めてきました
が、東海環状自動車道大野神戸インターチェンジ開通を機
に今後のまちづくりに対し、多様な意見を取り込む必要が
あることから今回の締結となりました。締結式にて竹内治
彦学長は、「大学がシンクタンクの役割をし、インターチェ
ンジがどういった効果を持つか、どの様な開発をしていく必要があるかなど大学での調査・研究をまちづく
りにつなげていければ」と話し、町長は、「連携協力体制を構築できたことは大変うれしく思う。インターチェ
ンジ周辺のまちづくりについて、多様な意見を取り込み広い視野で取り組んでいく必要があることから学生
や教授からお力添えいただきたい。また未来を担う人材育成にも取り組んでいきたい」と話しました。

全 日本ロボット相撲全国大会　見事準優勝！
東海能力開発大学校

　１月７日、全日本ロボット相撲全国大会（東京都両国国
技館）自立部に出場をしたロボット力士の報告会が役場で
行われました。東海能力開発大学校で製作したロボット５
台のうち、１台（昨年優勝した電エネ２号）が決勝へ進出
し、２連覇目前でしたが、惜しくも準優勝となりました。
　生産電気システム技術科１年の加藤千貴さんと山口雄也
さんの２人１組のペアが準優勝となり、「勝敗の決め手は、
相手のロボットに合わせてのプログラムの戦略ミスが原因
でとても残念だった。来年こそは優勝したい」と語り、町
長は「全国大会では、国内外合わせて１０５チームの出場
があり、２位の成績は大変すばらしく、高い技術力の成果
だと思います。これからの励みにし、来年リベンジできる
よう、引き続き努力してください」と話しました。

▲全日本スキー連盟強化指定選手に選ばれ、ますます活躍
が期待される松浦さん（中）

▲２０１９アメリカ遠征の様子

▲協定書を掲げる竹内学長（左）

▲「電エネ２号」と共に、準優勝を報告する加藤さん（左）
と山口さん（中）

ま ち の 話 題
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町 にスポーツの普及と推進を
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を務める４名が、ス
ポーツの普及、推進に寄与したとして、白木慎治委員長、
折戸徹也委員が３０年勤続、和田尚幸委員、小森美智子委
員が１３年勤続の功労者としてそれぞれ全国スポーツ推進
委員研究協議会等から表彰されました。町スポーツ推進委
員は１５名で、気軽に始めやすいノルディックウォーキン
グの公認指導資格を取得して普及啓発活動を行うほか、体
力テストをはじめ町で行うスポーツイベントを中心的に実
施するなど地域のスポーツ推進を支えています。白木委員
長は、「委員みんなで力を合わせて、これからもがんばっ
ていきたい」と笑顔で話していました。

▲町のイベントにも積極的に関わっている現任期中のス
ポーツ推進委員の皆さん

令 和の時代の証に「六里令和橋」
東小学校児童が橋の名称候補を報告

　１月１５日、東小学校児童会代表６年生の４人が役場を訪れ、六里地内の三水川に新しく架かる橋の名称
候補を「六里令和橋」と提案するため、町長に報告しました。この橋は現在、県によって整備が進められて
いる橋で、東小学校全校児童２６７人から橋の名称を募集し、９４人が選んだ「六里令和橋」が最優秀候補
となりました。他には「六里未来橋」、「六里大橋」などの名称候補が挙がりました。児童会代表児童は、「町
が令和の始まりとともに発展してほしいという願いが込められています」と話すと、町長は「すばらしい名
前を付けていただき、ありがとうございます。県に採用していただけるようお願いをします」と話しました。

剣 道の発展、推進に尽力
松久康次さん（野）

　１月１５日、松久康次さんが、剣道有功賞を受賞され、
役場を訪れて町長に報告しました。この受賞は、全日本剣
道連盟より松久さんが長年、岐阜県剣道連盟の相談役とし
て剣道の発展、普及に尽力された功績を讃えられての受賞
となります。松久さんは、大野剣道少年団の指導者として
も長年活躍されています。受賞の報告を受け町長は、「受
賞おめでとうございます。今後とも剣道の発展、推進のた
め、ご指導をお願いします」と話しました。

▲橋の名称候補を報告する東小児童会代表の皆さん ▲建設中の橋

▲受賞を町長に報告する松久さん（左）
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新 春の風をきって
第３６回町新春マラソン大会

　１月１９日、町体育協会主催の第３６回町新春マラソン大会が町運動公園周辺で開催されました。オープ
ン参加のジョギング部門とマラソン８部門で、約９００人のランナーが参加し、健脚を競いました。
　なお、上位入賞した被表彰者は次のとおりです。（敬称略）
第２部　男女混合（小学１、２年生）１．０㎞
１位　井上　凛音　　２位　加納　大雅　　３位　藤内　陽生
第３部　男女混合（小学３、４年生）１．０㎞
１位　馬渕　颯志　　２位　青山　昇世　　３位　羽賀　隆瑛
第４部　男子（小学５、６年生）１．５㎞
１位　神谷　航汰　　２位　松久　弘大　　３位　早川　元翔
第５部　女子（小学５、６年生）１．５㎞
１位　髙橋　夏姫　　２位　内田　みのり　３位　宮下　美羽
第６部　男子（中学生以上）３．０㎞
１位　永田　愛己　　２位　後藤　隼人　　３位　岩崎　伶威
第７部　女子（中学生以上）３．０㎞
１位　吉村 唯　　　 ２位　鈴木　悠美菜　３位　日野　風菜
第８部　男子壮年（４０歳以上）３．０㎞
１位　泉川　力　　　２位　松井　真也　　３位　中島　宏輔
第９部　一般男子（中学生）５．０㎞
１位　八巻　倖成　　２位　小川　正晴　　３位　後藤　雷采
第９部　一般男子（一般）５．０㎞
１位　前田　亮太　　２位　木村　佳　　　３位　神小路　和雪

新 たに２つの「大野の太鼓判」が誕生
－第７回大野の太鼓判認定証授与式－

　１月１６日、「大野の太鼓判」として新たに認定された２つの商品の事業者に、認定証が授与されました。
「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、現在、道の駅「パレットピアおおの」でも販売されています。
　今回認定された商品は以下のとおりです。

▲声援を受けて力走するランナーの皆さん

▲認定証を授与された株式会社ミスベティー　
白川三郎さん（右）、株式会社ととりべファー
ム　鳥内大輔さん（左）

今後も
新商品を開発し
大野町を

PRしていきたい。

商品名：『大野アイスワッフル
　　　　　「富有柿のフロマージュ」
　　　　　　「バラと大野苺のワッフル」』

� 申請者：株式会社ミスベティー
町の特産である富有柿のピューレや町産
苺など地元食材を使用した、アイスク
リーム感覚で食べられる、凍ったワッフ
ルです。

商品名：『いちごバター』

� 申請者：株式会社ととりべファーム
町内の自社農園で栽培した苺の中でも完
熟した苺のみを厳選し、最高級の発酵バ
ターと組み合わせた加工品です。濃厚な
苺の味をお楽しみください。

町外へ発信する
ことが大事。
夏の販売に期待。

ま ち の 話 題
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「 本物」の音楽を子どもたちに
名古屋フィルハーモニー交響楽団ニューイヤー
コンサートｉｎ大野

　１月２５日、名古屋フィルハーモニー交響楽団ニューイ
ヤーコンサートが、総合町民センターで開催されました。
これは、総合町民センター開館２５周年と東海環状自動車
道大野神戸ＩＣの開通を記念したもので、一般観覧者のほ
かに、町内中学校１、２年生約５００人が招待され、ドヴォ
ルザーク作曲交響曲「新世界より」などの本格的なクラシッ
ク音楽を楽しみました。

ま ちを彩るイルミネーション
「冬の電飾コンクール」の被表彰者決定

　１１月１６日から１２月２５日まで総合町民センターな
どメイン会場に１３団体、自宅８会場が華やかな電飾で彩
られました。来場者の投票を参考として、審査会にて厳正
な審議が行われ、１月３０日に表彰式が行われました。被
表彰者は次のとおりです。（敬称略）
最優秀作品賞　北屋敷子ども会
優秀作品賞　　ＮＰＯ法人くろの
大野町長賞　　メイン会場：大野町商工会女性部
　　　　　　　自 宅 会 場：所　一二三
岐阜新聞社賞　メイン会場：西濃建設株式会社
　　　　　　　自 宅 会 場：近藤　義道

早 期発見・予防のために
野球肘検診

　２月２日、揖斐郡の野球スポーツ少年団を対象に、野球
肘検診が大野町中央公民館にて行われました。この検診は
岐阜県の整形外科医師や理学療法士計約３０人により行わ
れ、今年で５年目になります。
　肩関節や股関節の「硬さ」も肘への負担となるため、参
加者約１７０人にストレッチ指導や、超音波検査などをし
ました。参加した医師は、「野球肘は、より早い段階で発
見することにより治癒することが可能であり、日頃からス
トレッチをすることで症状を軽くしたり、予防することが
できる。また、１年に１回は検診することをおすすめしま
す」と話していました。

▲満席の観客が、演奏を楽しみました

▲（後列右 ３番目から）所さん、大野町商工会女性部、西
濃建設（株）、（前列右から）北屋敷子ども会（２人）、
ＮＰＯ法人くろの

▲理学療法士によるストレッチ指導

厄 除け・招福・無病息災を祈って
来振寺　節分星まつり

　２月２日、１３００年以上の歴史を誇る来振寺において、
厄除け等を祈って「節分星まつり」が行われました。年男
等が願いや名前を書いた護摩木の炭火の上を素足で歩く

「火渡り」や、不老長寿の酒といわれる「笹酒」が振る舞
われました。開運福豆まきでは、大勢の参拝者で賑わって
いました。

▲無病息災等願い火渡り
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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！

　おやつ作り教室を開催しました。１月は、１歳児が対象で子ども達は職員が託児をして、お母さん達だけでおやつ作
りをしました。今回は、長芋を使った蒸しパンでしたが、普段料理にしか使ったことのない長芋をおやつに使うのが珍
しく、我が子のために作っているお母さん達は真剣そのものでした。
　託児をされている子ども達は、お母さんと離れて泣いている子やおもちゃで遊んでいる子など様々でしたが、出来上
がったおやつを持ってきたお母さんの顔を見てとても喜んでいました。そして、子ども達は、おやつを大きな口を開け
て頬張っていました。
　※１歳児は託児をしますが、２歳児・３歳児は親子で参加が可能ですので、是非参加してみてください。
　あおい空の読み聞かせが、「第２木曜日の午後１時３０分から午後２時」に変更しました。たくさんの絵本や紙芝居の
読み聞かせ、手遊びなどがありますので、是非聞きに来てください。

◎３月のスケジュール
　　　　ふたばクラス…３日（火）、１０日（火）
　　　　みつばクラス…５日（木）、１２日（木）
　　　　よつばクラス…６日（金）
誕生会…１７日（火）　※事前申し込みが必要です。
おやつ作り教室…２日（月）、９日（月）　
　　　　　　　　※事前申し込みが必要です。
あおい空の読み聞かせ…１２日（木）
育児相談（保健センターの保健師による）…１９日（木）
休館日   ４日（水）、１１日（水）、１８日（水）、２３日（月）、

２５日（水）

◎４月のスケジュール
　　　　ふたばクラス（開級式）…２１日（火） 
　　　　みつばクラス（開級式）…２３日（木） 
　　　　よつばクラス（開級式）…２４日（金）
誕生会…１７日（金） 　※事前申し込みが必要です。
おやつ作り教室…１３日（月） 、２０日（月）
　　　　　　　　※事前申し込みが必要です。
あおい空の読み聞かせ…９日（木）
休館日   １日（水）、８日（水）、１５日（水）、２２日（水）、

３０日（木）

ピヨピヨ
クラブ

ピヨピヨ
クラブ

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。

※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。

▲おやつ作り教室の様子 ▲あおい空の読み聞かせの様子

ひっつきむし
木の穴の中に隠れているイ
モムシたちに棒を近づける
と、イモムシが棒にピタッ
とくっつき、そっとつり上
げることができる。外に出
たイモムシは他のイモムシ
と連結することもできる。

働く車
パトカー、救急車、トラック、
消防車、バスの５種類がある。
この働く車を握って遊べば、
どこでも道路遊びができる。

○親子教室「ピヨピヨクラブ」の会員を募集します！○　※親子教室は、町内在住者が対象です。

　令和２年度の「ピヨピヨクラブ」の会員募集を行います。
　０・１・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。

〈ピヨピヨクラブ〉
対象児：�０歳児（平成３１年４月２日～令和元年１２月３１

日生まれの子）※令和２年１月１日～令和２年４月
１日生まれの子は、８月に募集し、クラブ開始は９
月の予定です。

開催日：火曜日（月２回程）
時　間：午前１０時３０分～午前１１時１５分

対象児：�１歳児（平成３０年４月２日～平成３１年４月１日
生まれの子）

開催日：木曜日（月２回程）
時　間：午前１０時３０分～午前１１時３０分

対象児：�２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：金曜日（月２回程）
時　間：午前１０時３０分～午前１１時３０分

◎クラブ開始　�５月（４月に開級式を開催）※決定者には、
後日郵送いたします。

◎定員　�２０組（１クラス１０組定員）※先着順となります。
◎申込期間　�３月１日（日）～１７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
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教育委員会のページ教育委員会のページ

　１月２７日、常呂高校で、前田拓海さん（２
年）と中原亜星さん（２年）が、スイスで開催された、ユースオリン
ピック冬季競技大会混合団体カーリングで銀メダル獲得の報告をしま
した。健闘を讃えた報告会で２人は、「みんなの応援を受け、銀メダ
ルを獲得できて嬉しい。自分たちのチームに戻り練習を積み、オリン
ピック出場を目指したい。」と次の飛躍に向け決意を語りました。

混合団体カーリング競技 前田拓海さん、中原亜星さん
〜ユース五輪銀メダル獲得を報告〜ところ通信

Vol. 241

北見市

はたちの門出を祝う
～町成人式

　１月１２日、総合町民センターにて、「平成」から「令
和」に改元されて、初の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２３９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、町長や来賓からお祝いの言葉が贈られ、
新成人代表の鷲見拓哉さんによる新成人としての誓い
が披露されたほか、成人式実行委員会によるアトラク
ションなど、なごやかに二十歳の門出を祝いました。

若者の力を地域活動に活かそう　ＶＹＳ活動紹介
ＶＹＳ（Voluntary Youth Social worker）は、町内に住んでいる高校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，
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。令和元年度の会員は３０名で、
近隣の各高校の生徒や大学生が所属しています。
◎活動内容
仲間づくり活動
　バルーンアートなどのレクリエーショ
ン、毎月１回の例会や後継者の募集・育
成等も行っています。
奉仕活動
　環境美化や祭り・イベント・公民館事
業等のお手伝いをしています。
研修活動
　例会や例会後のバルーンアートの練習
や自己を高めるための研修などをしてい
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と二十歳の決意を述べられた鷲見拓哉さん

▲まちCafé夏まつりでのイベントお手伝い ▲花火大会後の清掃活動

▲自己を高めるための研修 ▲大野まつりでのバルーンアート

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。大野町の若者の力を地域に
より一層活かしていけるように、ＶＹ
Ｓの新入会員を募集します。
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教育委員会のページ教育委員会のページ

揖斐郡教育研修センターだより
揖斐郡教育研究総会
　１月２４日、揖斐川町地域交流センター「はなもも」において、郡内の全教職員が参加して、教育研究総会を
開催しました。
　第一部　教育研究実践論文受賞者表彰　講話「学校は今と未来を創るところ」　講師　西濃教育事務所長　寺

田圭子　様　※図工・美術作品展、ふれあい作品展鑑賞、論文閲覧
　第二部　教育研究実践論文発表　「どの子にとっても学びやすい学校を目指して」～通級指導教室経営と特別

支援教育コーディネーターとしての働きかけを通して～　　片倉陽子先生（中小学校）
　教育研究実践論文講評、受賞者インタビュー
　教職員が自らの教育実践を振り返るとともに、新しい学校教育について確かな見直しをもつ機会となりました。

教育研究実践論文受賞者（敬称略）
　○優秀賞　　　岩間美保（谷汲小）、片倉陽子（中小）、平田百合絵（中小）、杉山貴紀（東小）
　○入　選　　　浦木幸代（大和小）、南　智文（北方小）、安藤実治（清水小）、中　悦子（東小）
　　　　　　　　森　晶代（温知小）、加代梨佐枝（温知小）、仲　昌弘 （八幡小）、宇野智子（池田小）
　　　　　　　　辻菜々恵 （大野中）、細江美香 （池田中）
　○佳　作　　　３１名

郡図工美術作品展＆ふれあい作品展
　１月２４日から１月２８日まで、揖斐川町地域交流センター「はなもも」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
　　【小学校】　１年　平面　傍嶋乃愛（中小）
　　　　　　　６年　平面　村上結愛（東小）、立体　川越那奈（西小）
　　【中学校】　２年　立体　馬渕紗瑳（大野中）
　　　　　　　３年　立体　仲野聖菜（大野中）

郡駅伝大会（郡体育協会主催）
　第６２回揖斐郡駅伝大会（揖斐郡体育協会主催、中日新聞社等後援）が１２月１日に行われ、郡内に在住・在
学在勤の中学生４４チーム、一般５０チームの９４チームが参加し、健脚を競いました。コースは５区間の
１２. ７キロ。揖斐川町庁舎前を出発し、井ノ口橋、粕川大橋、大津谷展望台、霞間ケ渓公園を通って池田町総
合体育館を目指しました。（町関係分等）
　中学生男子　2 位　大野中学校Ａ　　5 位　大野中学校Ｂ
　中学生女子　1 位　岐阜ＮＥＸＵＳ 　　2 位　大野中学校Ａ　　6 位　揖東中学校Ａ
　一般男子　　1 位　池田高校野球部Ａ　　2 位　アピ　ＯＮＥ　ＴＥＡＭ　　3 位　それゆけ！池田の高校生
　一般女子　　1 位　うる星★やつら　2 位　となりのトトロ♡さつき　　3 位　Ayu　Girls

　１月２４日から３０日までの全国学校給食週間に、大野町や池田町、岐
阜県の地場産物を多く取り入れた給食を実施しました。

給食週間

▲１月２４日の献立は、大野町と北海道
北見市が友好都市ということで鮭、じゃ
がいも、コーンなど北海道にちなんだ
食材をたくさん取り入れました。

▲西小学校４年生給食の様子  
１月３０日のデザートに大野町産の柿
を使った「柿クリーム大福」が提供され、
うれしそうに食べていました。

学校給食費の納期内納付に
ご協力ください

　町では、児童生徒の心身の健全
な発達を養うと共に食事の大切さ
を理解するための学校給食が、安
心・安全に提供できるよう日々努
めております。
　保護者の方より納付された学校
給食費は、すべて給食を作るため
の食材費として使われており、給食
センターの施設整備費や人件費、光
熱水費などは町が負担しています。
　保護者の皆様には、学校給食の
意義をご理解いただき学校給食費
の納期内納付をお願いいたします。
＊ 学校給食費の納期限：５月より

毎月末日（１２月分・３月分は
２５日）　※金融機関が休日の場
合は翌日
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令和２年第１回町議会定例会日程および内容
会期／令和２年３月３日から１１日（９日間）

月　日 曜日 開議時間 内　　容　　等 場　所 備　考
３月　３日 火 午前９時 本会議（開会） 議事堂
３月　４日 水 午前９時 総務文教常任委員会 委員会室

３月　５日 木 午前９時 民生建設常任委員会
総合計画推進調査特別委員会 委員会室

３月１０日 火 午前９時 本会議（一般質問） 議事堂 中継配信あり
３月１１日 水 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ので、委員会傍聴をご希望される方は、事前に事務局までご連絡ください。）
　３月１０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。）
　　・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２８日（土）・２９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
・障がい福祉に関する手続き
・児童手当に関する手続き 
・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
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（火）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３１年４月１日から令和２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に平成３１年４月１日から令和２年３月３１日が含まれるもの
　　　　スクールバス領収書の領収日が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで（令和元年度利用）

のもの
　※補助対象機関
　　　　バス：岐阜バス、名阪近鉄バス、揖斐川町ふれあいバス、スクールバス
　　　　鉄道：樽見鉄道、養老鉄道
※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（火）
※�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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家庭の可燃ごみ減量にご協力を
　町では、家庭からの可燃ごみの排出量を、平成２９年度の３, ０６１ｔから１０％削減することを目標にごみの減
量化に取り組んでいます。
　平成３０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のうち、家庭よりの排出量は３, ０１２ｔで、平
成２９年度と比較して１. ６％（４９ｔ）の削減でした。
　今後、更なる減量を進めるためには、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。また、排出量を減らすことで、ごみの処理に要する費用も削減できます。
　家庭からの可燃ごみ減量にご協力をお願いします。

　また、生ごみを出す際は袋の口をしっかり縛って、中身が飛散しないようにお願いします。
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
　ルールとマナーを守って正しくゴミを出しましょう。
①�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ません。プラマークのないも

のは、分別辞典等で確認した上で粗大ごみや生ごみ等として分別し、プラマーク表示のあるも
ののみを出しましょう。

　※粗大ごみとは、バケツ・おもちゃ・ビデオテープ等です。

②�リサイクルしますので、容器を洗い、汚れ
を落としてから出してください。油などど
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。

③�袋に重ね入れするのではなく、個々にプラ
スチック容器包装を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。
　また、びんのラベルは、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。
（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。）
　今後もゴミの分別及びゴミの減量化にご協力をお願いします。

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。

〇家庭ごみの１０％削減のための取り組み
　次の２つについて各家庭での徹底をお願いします。
　①生ごみはよく水を切ってから出す
　②３Ｒ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」
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高度処理型合併浄化槽の設置を検討される皆さまへ

　町では、高度処理型合併浄化槽工事への補助金交付をしています。

交付申請から補助金のお支払いまでの流れ交付申請から補助金のお支払いまでの流れ
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　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は、注意しましょう。

　〇不安をあおる（「浄化槽が故障している」、「配水管が破損し漏水している」）

　〇契約を急がす（「今日契約をすれば、工事費を値引きします」）

　〇個人負担は無しで出来ると勧誘する（「個人負担は無しでできますよ」）

◎契約は慎重に判断しましょう

　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

　町補助金の対象であっても、少なくとも費用の１割の個人負担は発生します。「個人負担なしでで

きます。」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
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　３月１日よりスマートフォン用決済アプリ「PayPay」を利用して、「いつでも・どこでも・かんたんに」
町税等を納付することができるようになりました。納付書にあるバーコードをスマートフォンで読み取り、
PayPay の残高より即時納付するサービスです。
　町税等を納付できるスマートフォン用決済アプリには、「LINEPay」、「PayB（ペイビー）」、「楽天銀行
アプリ」も利用できます。
※  PayB を利用できる金融機関として、ゆうちょ銀行、十六銀行、大垣共立銀行があります。取扱金融機関

は順次拡大予定です。

●納付できる科目
　町県民税（普通徴収）　　固定資産税　　軽自動車税　　国民健康保険税　
　放課後クラブ保育料　　 住宅使用料　　上水道料金

●利用方法
　①スマートフォンにアプリをダウンロードする。
　②ダウンロードしたアプリを起動し、氏名や支払い方法（銀行口座）など必要事項を登録する。
　③納付書のバーコードを読み取り、決済内容を確認し、支払い完了。
　※利用できる金融機関や必要なアプリは各社のホームページ等を確認してください。
　※納付期限（有効期限）を過ぎた納付書は利用できません。
　※領収証書は発行されません。軽自動車の継続検査用証明書が必要な場合は、税務課に相談してください。
　※納付手数料は無料となりますが、通信にかかるパケット代は別途利用者負担となります。

問合せ先  税務課（町県民税（普通徴収）・固定資産税・軽自動車税）／健康課（国民健康保険税）
　　　　　 環境水道課（上水道料金）／建設課（住宅使用料）／学校教育課（放課後クラブ保育料）
　　　　　 ☎ ３４-１１１１

いつでも・どこでも・かんたんに！ 

 新たに「PayPay」でも町税等が納付できます

あなたの１年間に納める税金はいくらですか？

　町税には税目ごとに納期が定められていま
す。１年間に納める税額を正しく把握し、納期
内に納付できるよう計画的に納税資金を準備し
ましょう。
　納税者一人ひとりが意識を持って納期内に納
付することが大切です。

計画的な納期内納付をするために

① 税目ごとの納税通知書から年税額を確認しま
す。

② 「税目別・月別納付合計額算出表」に税目ごと、
納期ごとの金額を記入し、税目別合計額を算
出します。

③ 算出した金額を参考にして、無理のない納付
計画をたてましょう。

問合せ先  税務課　☎ ３４―１１１１

決 済完 了

税目別・月別納付合計額算出表

月
税目

月別合計額町県民税
（普通徴収） 固定資産税 軽自動車税

４月 １期 
円

全期 
円

５月
６月 １期 

円

７月 ２期 
円

８月 ２期 
円

９月
１０月 ３期 

円

１１月
１２月 ３期 

円

１月 ４期 
円

２月 ４期 
円

３月
税目別
合計額
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固定資産縦覧帳簿を確認できます！
　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（水）～４月３０日（木）　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、運転免許証など本人確認のできるもの、印鑑、委任状（委任を受けた人のみ）

問合せ先 　税務課　☎ 34－1111

令和２年度　軽自動車税（種別割）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方に対する軽自動車税（種別割）の減免申請の受付を下記
の日程で行います。
◎申請期間　３月１７日（火）～４月３０日（木）（土・日・祝日を除く）※申請期間を過ぎると受付できません。

◎申請場所　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
　減免に該当するのは、身体等に障がいがあり下記の表に該当する方、又は、身体等に障がいがある方と生
計を一にする方もしくは身体等に障がいがある方を常時介護する方が運転し、専ら、障がいのある方の生業、
通学、通勤、社会参加のために使用する車両に限ります。
※減免は１人につき１台に限られます。普通自動車ですでに減免を受けられている方は対象となりません。
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されます。
◎身体障害者手帳の交付を受けている人／生計を一にする方及び常時介護する方が運転する場合

障がいの区分 減免の対象となる範囲
　視覚障がい １級、２級、３級、４級
　聴覚障がい ２級、３級
　平衡機能障がい ３級

　音声機能障がい ３級
（喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る）

　上肢不自由 １級、２級、３級
　下肢不自由 １級、２級、３級、４級、５級、６級
　体幹不自由 １級、２級、３級、５級

乳幼児期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級、２級、３級
移動機能 １級、２級、３級、４級、５級、６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
　ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい １級、２級、３級
　肝臓機能障がい １級、２級、３級

○療育手帳の交付を受けている方　障がいの程度が「Ａ」「Ａ１」「Ａ２」の方。
○精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方　障がいの程度が「１級」の方。
○戦傷病者手帳の交付を受けている方　下記まで問合せください。

申請・問合せ先 　税務課　☎ 34-1111                                            

13広報おおの 2020.3



　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、スポーツを通じて会員の皆さんの仲間
づくり、健康の保持増進に努めています。今年度は、ねんりんピックを控え、ノルディックウォーキングク
ラブが新設されました。クラブの会員になって、一緒に楽しく健康づくりをしませんか。

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

◎硬式テニスクラブ
対象　小学生、中学生（１０人程度） 
活動場所　町民東テニス場
活動予定日時　毎週土曜日
　経験者　午前９時～１０時３０分
　初心者　 午前１０時３０分～正午、正午～午後１時３０分
年会費　1,500 円／年
活動費　 1,000 円／月　※その他必要に応じて活動費が発生す

ることがあります。

◎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

◎ノルディックウォーキングクラブ

 ＮＥＷ !
対象　どなたでも
活動場所　 黒野駅レールパーク、そ

の他
活動予定日時　通年（午前中）
年会費　要問合せ

おおのスポーツクラブ会員募集

　大きな地震などをはじめとした災害が発生したときに、高齢の方や障がいのある方は、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おります。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
　名簿に記載される方の概ねの基準
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以上の方
④身体障害者手帳「１級」または「２級」の方
⑤療育手帳「Ａ」または「Ａ１」及び「Ａ２」の方
⑥精神障害者保健福祉手帳「１級」の方
⑦その他支援が必要と認められる方

申請方法
　名簿への登録を希望される方は、福祉課窓口で
お尋ねください。また、申請書の様式は、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。支援を受ける方も、支援いただけ
る方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。

問合せ先  福祉課　☎ ３４－１１１１

災害時要援護者名簿に登録しませんか
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くらしの情報

お知らせ

春季全国火災予防運動

　３月１日（日）から３月７日（土）
まで『令和２年春季全国火災予防
運動』が実施されます。
令和元年度全国統一防火標語
『ひとつずつ�いいね！で確認�火の用心』
◎住宅防火�いのちを守る�７つの
ポイント─３つの習慣・４つの対策─
３つの習慣
・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。
４つの対策
・ 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

町公用車両売払いのお知らせ

　町では、公用車両を一般競争入
札にて売却を行います。
※ 入札参加資格者は、町内に本店

又は支店及び契約を締結する営
業所を有する業者で、令和２・
３年度入札参加資格等登録業者
です
◎物件の概要
　公用車両Ａ
　初年度登録平成１２年
　車名：トヨタ　形式：ＧＧ-ＥＥ１０３Ｖ
　総排気量：１. ４９Ｌ
　最低売却予定額　３０,０００ 円
◎入札日時　４月１６日（木）
　午前１０時受付終了
　午前１０時１０分入札執行
◎入札会場　役場２階　大会議室
※ 入札に参加される場合は、附帯

条件等を明示した詳細資料（様
式等）を担当窓口にて配布いた
します。また、予告なく入札を
中止する場合がありますので、
希望者は必ず事前にご確認くだ
さい
問合せ先  総務課　☎ ３４－１１１１

大野町プレミアム付商品券は�
お手元に残っていませんか

　「大野町プレミアム付商品券」の
使用期限については、下記のとお
りとなります。まだ使用していな
いプレミアム付商品券がお手元に
残っている場合は、期限までにご
使用ください。
◎使用期限　令和２年３月１０日

（火）まで
　期限を過ぎてからは、一切使用
することができません。
　商品券を使用することができる
店舗については、広報おおの１２
月号又は町ホームページをご覧下
さい。
　なお、商品券の販売は、令和２
年２月２０日（木）をもって終了
しました。
問合せ先  福祉課　☎ ３４-１１１１

散策道のコース整備・�
散策マップの作成

　このほど「清流の国ぎふ森林・
環境税」を活用し、森林空間散策
コースの一部区間において新しく
階段を設置しました。急斜面など
足場の悪い箇所に設置したことに
より、安全性が確保され、登山を
される方、森林浴を楽しまれる方
にも安心して利用していただくこ
とができるようになりました。
　また、多くの方に利用していた
だけるよう、現在新しく散策マッ
プを作成しています。今後、散策
マップを活用し、町内外に幅広く
周知していきます。

問合せ先  農林課　☎ ３４－１１１１

「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３０年４
月～平成３１年３月生）、３才児

（平成２９年４月～平成３０年３
月生）とその保護者
◎日時　５月から翌年２月までの
火曜日 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　５００円／年（その他
必要に応じて実費）
◎申込方法　参加費を添えて担当
課へ申し込む。
◎申込期間　４月７日（火）～
２１日（火）
申込・問合せ先  生涯学習課
☎ ３４－１１１１

自動車の名義変更・住所変更・廃
車などの手続きは、お早めに！

　毎年、年度末の３月は当支局登
録窓口が大変混雑し、長時間お待
ちいただくことになります。
　このため、早めに手続きされま
すようお願いいたします。
　なお、自動車の登録等に関する
手続きは、下記にお尋ね下さい。
問合せ先  

〈申請・届出関係〉
普通自動車・１２５cc を超える
オートバイ　中部運輸局岐阜運輸
支局・登録部門　☎ 050-5540-2053
※ テレホンサービス（録音による

案内）は、２４時間利用可能です
軽自動車　軽自動車検査協会岐阜
事務所　☎ 050-3816-1775
１２５cc以下のオートバイ　
税務課　☎ 34-1111

※ 民間企業等との協働により、新たな財源を確保し、町民サービスの
向上及び地域経済の活性化を図るため、有料広告を掲載しています。
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Information

セントレア開港１５周年�
ありがとうヒコーキ（平日限定国内
線往復航空券プレゼント）のお知らせ

　セントレアは地域の皆様に支え
ていただき、２０２０年２月１７
日に開港１５周年を迎えました。
日 頃 の 感 謝 の 気 持 ち を 込 め て

「１５周年ありがとうヒコーキ」企
画として、大野町にお住いの方を
対象に、国
内線往復航
空券をプレ
ゼントいた
します。
◎応募条件
① 代表者が大野町内在住で２０歳

以上の方
② 行き先で写真撮影し、体験記を

作成し提出できる方
③ 作成した体験記を広報おおの又

は町ホームページ等に掲載可能
な方
◎行き先　セントレアから直行便
が就航している国内空港のうち１
空港
◎訪問時期　５月１１日（月）か
ら７月１７日（金）（平日のみ）
◎定員　４名程度（抽選）※グルー
プでの応募可（最大４名まで）
◎料金　航空運賃以外の交通費等
は自己負担
◎応募方法　３月１８日（水）午
後６時迄に以下ＵＲ
Ｌ又はＱＲコードか
ら応募フォームにア
クセスし応募

◎申込先　https://forms.gle/
CzbcE8GJjdHUwuHYA
問合せ先  セントレア開港１５周年
事務局　15shunen@cjiac.co.jp

西濃環境整備組合設立５０周年�
記念ポスターコンクール作品募集

　西濃環境整備組合は、５月に設
立５０周年という節目を迎えま
す。
　この記念事業の一環としまし
て、組合構成市町（３市７町）の
小学４年生を対象に、３Ｒ（リ
デュース：ごみの排出抑制、リユー
ス：再使用、リサイクル：再生利用）
を促進するための啓発用ポスター
を公募いたします。
　応募いただいた作品の中から優秀
な作品は、記念式典の会場にて表彰
しますので、ぜひ応募ください。
◎主催　西濃環境整備組合
◎応募資格　組合構成市町内に在
住の小学４年生（令和２年３月現在）
◎提出方法及び提出先　持参又は
郵送（当組合事務局又は組合構成
市町の廃棄物担当課窓口）
学校名、住所、氏名を明記した作

品応募票（別紙）を作品の裏に貼
り付けて下さい。
◎応募締切　４月７日（火）
◎応募作品のテーマ
「３Ｒでごみを減らそう！」
・ リデュース（ごみの排出抑制）

…生ごみの水切り、マイバッグ
持参、詰め替え商品の購入、食べ
残しはしない、食材を使い切る

・ リユース（再使用）…もったい
ないという心、修理して使う

・ リサイクル（再生利用）…きち
んと分別する、店頭回収や集団
回収

◎応募作品の規格　四つ切画用紙
（画材は特に問いませんが手書き
で平面作品とします。）応募は未発
表のオリジナル作品に限ります。
◎入賞作品の選考　応募作品の中
から、審査会で次の通り入賞作品
１０点を選定します。
最優秀賞（１点）　賞状及び図書
カード 10,000 円分、プール回数券
優秀賞　（９点）　賞状及び図書
カード 5,000 円分、プール回数券
参加賞　（全員）　プール優待券
◎表彰式　５月４日（月）開催の
西濃環境整備組合設立５０周年記
念式典の会場にて入賞者の表彰式
を行います。入賞作品は当日会場
に展示する他、組合ホームページ
にも掲載します。
◎作品の返却　応募作品は返却い
たしませんのでご了承ください。
◎その他　入賞作品の画像及び入
賞者の氏名・学校名は、西濃環境整
備組合ホームページへの掲載や、
報道機関へも提供されますのでご
承諾の上応募願います。なお、氏名
等の個人情報の取り扱いについて
は、上記の他本ポスターコンクール
に係る範囲内でのみ使用します。
問合せ先  西濃環境整備組合　
☎ ０５８５-３２-４１５３　
URL http://www.seino-kankyo.jp/

揖斐警察署からのお知らせ�
～令和２年度警察官Ａ募集～

　令和２年度警察官Ａ（大卒対象
者）を募集します。
◎試験区分・採用予定人員・採用
試験等日程（予定）
試験区分　ＡⅡ（男性）・ＡⅡ（女
性）
採用予定人員　いずれも未定
公示日　３月２日（月）
受付期間　３月１１日（水）から
４月８日（水）
第１次試験　５月１０日（日）岐
阜市
第２次試験　６月上旬から６月中
旬
最終合格日　７月中旬
採用予定日　令和３年４月１日
◎受験資格・試験の方法

区分
項目 ＡⅡ（男性）・ＡⅡ（女性）

受
験
資
格

年齢 昭和６０年４月２日以降に
生まれた者

学歴等
学校教育法に基づく大学（短
期大学を除く。）を卒業又は
令和３年３月３１日までに
卒業見込みの者

試
験
方
法

第１次
試験

教養試験、作文試験
※ 作文試験は、第２次試験

で評価する

第２次
試験

口述試験、集団討論試験、
適性検査、身体検査、体力
検査、身体精密検査
※ 身体精密検査は、所定の

身体検査書を提出
※ 体力検査種目（下表の２

種目以上で基準を下回る
と 不 合 格 と な り ま す。）　

（反復横跳び、立ち幅跳び、
上体起こし、腕立て伏せ、
握力、２０ｍシャトルラン、
五指関節、開眼片足立ち）

問合せ先  揖 斐 警 察 署　 ☎ ２３-０１１０　
又は最寄の交番、駐在所
※ 試験公示日以降に岐阜県警察公式

ホームページをご参照ください

町内在住の６０歳以上の皆さま

　あなたの豊富な知識と経験を活か
してみませんか。
シルバー人材センターとは
　シルバー人材センターは、高齢の
ため現役を退かれた方々等が、シル
バーの理念「自主・自立・共働・共助」
のもとに、長年培ってきた知識や経
験を地域社会で生かしつつ、働くこ
とを通して「健康と生きがい」を得
るとともに社会に貢献することを主
な目的として、自主的に参加し運営
する「公益法人」で、高齢社会を支
える公共性、公益性を有する団体で
す。
（入会を希望される方は）
町内在住の６０歳以上で、健康で働
く意欲のある方／シルバー人材セン
ターの趣旨に賛同していただける方
／入会説明を受け、入会申込書を提
出した方／定められた会費（年額
1,500 円）を納入していただける方
◎令和２年度入会説明会の日程（毎
月第２火曜日）　令和２年：４月
１４日、５月１２日、６月９日、７月
１４日、８月１１日、９月８日、１０
月１３日、１１月１０日、１２月８日　
令和３年：１月１２日、２月９日、３
月９日
※ 開催時間、場所は、いずれも午前

１０時から大野町中央公民館で開
催します
就業規約とシルバー保険
　会員が安全・適正に就業できるよ
うに、センターには定められた就業
規約があります。会員が安心して働
けるよう、「シルバー保険（傷害・
賠償）」に加入しています。
問合せ先  公益社団法人　大野町シ

ルバー人材センター（大野町中央公
民館内）　☎ ３６－１１６６
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くらしの情報

催し・講座

普通救命講習会

　救急車が到着するまでのわずか
な時間に、その場に居合わせた人
が適切に応急手当ができるように
講習会を開催します。
◎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。詳
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・揖斐川町在住・
在勤・在学の人（中学生以上）
◎期日　３月１５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ＷＥ
Ｂ講習受講証明書を印刷して持参
する。）
◎場所　郡消防組合　防災セン
ター３階
◎定員　２０人
◎参加費　無料
◎申込方法　１週間前までに申込
用紙に記入し持参又は電話で申込
む。
※都合により中止の場合あり
※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（遅刻、
退席は発行不可）
申込・問合せ先  郡消防組合消防本部
救急係　☎ ３２－０１１９

“林家きく麿独演会�其の二”の開催

　笑いと健康をテーマに、シアター
で落語会を開催します。あのきく
麿師匠が大野町に帰ってきます。
◎出演　落語家：林家きく麿（落
語協会・真打）２席披露
前座：春

はる

雨
さめ

亭
てい

弥
や

治
じ

栄
ろん

　１席
◎日時　３月２０日（金・祝）午
後２時開演（午後１時３０分開場）
◎場所　総合町民センター　２階 
シアター
◎定員　９４人
◎木戸銭　1,000 円（全席自由席）
未就学児の入場はご遠慮ください
チケットは町民センターで発売中
◎主催等
主催：総合町民センター
後援：町、町教育委員会
問合せ先  総合町民センター
☎ ３２－１１１１
http://ono-kaki-bara-plaza.jp/

令和２年度　西美濃生涯学習連携講座

◎テーマ　「にしみの探究　ふるさとの旅」　
◎趣旨　西濃の各市町が共同で地域の文化財・史跡、自然や文化、産業等の講演や現地研修など生涯学習の機会を提供し
ます。
◎主催　西美濃生涯学習講座開設実行委員会
◎対象者　西濃に在住・在勤・在学で、現地集合ができる人
◎申込方法　生涯学習課窓口の申込書に受講料（一人３, ０００円）を添えて、申し込む。
◎申込期間　４月６日（月）～ ４月１０日（金）
　※各会受付開始時刻は講座開始時刻の３０分前とします
　※ 講座当日の午前７時の時点で西濃圏域内のいずれかの市町で気象警報が発令されている場合は中止とします。中止の

連絡は行いませんのでご了承ください

回 開催日時（曜日） 会　　　場 講座のテーマ 講　師　等

１
５月２８日（木）
午前９時３０分

～１１時３０分

池田町中央公民館大ホール
揖斐郡池田町六之井 1455-1
☎ ０５８５-４５-７１１０

・開講式
『池田恒興とその時代』

池田町教育委員会
社会教育課
課長　横幕 大祐 氏

２
６月２６日（金）
午前９時３０分

～１１時３０分

日本昭和音楽村水嶺湖ホール
大垣市上石津町下山 2011
☎ ０５８４-４５-３３４４

『明智光秀ゆかりの地
　多羅城』

多良歴史同好会
会長　鈴木 利通 氏

３
※１

７月１６日（木）
午前９時３０分～正午

養老町中央公民館中ホール
養老郡養老町石畑 491　☎ ０５８４-３２-１２８１
養老公園現地研修
養老郡養老町高林 1298-2　☎ ０５８４-３２-１２８１

【受講者自主企画】
『開園１４０周年
　養老公園の歴史』

養老町教育委員会
生涯学習課
主任　廣瀨 正嗣 氏

４
９月１７日（木）
午前９時３０分

～１１時３０分

大野町第６公民館多目的ホール
大野町大字加納 465-2
☎ ０５８５-３５-２７４４

『大野の古墳探訪
　～上磯古墳群～』

大野町教育委員会
生涯学習課　
主事　岡田 勝幸 氏

５ １０月 １日（木）
午前１０時～１１時１５分

安八町中央公民館大ホール
安八郡安八町南今ヶ渕 400　☎ ０５８４-６４-４３４３『牛乳とヨーグルトのはなし』 岐阜グリコ乳業（株）

６
※２

１０月２９日（木）
①午前９時３０分～１１時
②午前１時～２時３０分

岐阜関ケ原古戦場記念館
多目的室
不破郡関ケ原町関ケ原

『未定』 未定

７ １１月５日（木）
午前９時３０分～１１時

海津市文化センター小ホール
海津市海津町高須 585-1
☎ ０５８４-５３-３０１１

『西美濃地方における
「郷土財」としての湧水魚ハリヨ』
・閉講式

岐阜協立大学地域創
生研究所 所長・教授
森 誠一 氏

※１　講義後の現地見学はバスでの移動となります。（少雨決行）
※２　会場の関係で、午前の部、午後の部に分かれて受講します。参加のご案内は第１回講座にて配付します。

申込・問合せ先  生涯学習課　☎ ３４－１１１１
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Information

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１２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　県よろず支援拠点職員
◎予約方法　前日までに電話で予
約。当日受付不可。
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１８日（水）
◎相談時間　（１）午後１時３０分～

（２）午後２時３０分～（１件あたり
５０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９日（月） 
毎月第２月曜日（祝日の場合は第
３月曜日）
◎相談時間　午後１時～３時（１
件あたり２０分）※要予約
◎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９日（月） 
毎月第２月曜日（祝日の場合は第
３月曜日）
◎相談時間　午後１時～３時 

（１件あたり５０分）※要予約
◎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３日（火）、１０日
（火）、２４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）
※弁護士相談要予約
◎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）
予約・問合せ先  社会福祉協議会事務
局　☎ ３４-２１３０

自衛官等募集案内

募集種目 受験資格 受付期間 試験期日 合格発表

一般幹部候補生

２２歳以上２６歳未満の者
（２０歳以上２２歳未満の
者は大卒（見込み含む）、
修士課程修了者等（見込み
含む）は２８歳未満の者）

３月１日
～５月１日

１次　５月９日・１０日 １次　６月１日

２次　６月９日～１２日のうち１日
２次　海　６月２９日
　　　空　７月３日

海・空飛行要員のみ
３次　（海）　７月６日～１０日
　　　（空）　７月１１日～３０日

最終　陸　７月２２日
　　　海　７月３１日
　　　空　８月２８日

一般曹候補生
（第１回）

１８歳以上３３歳未満の者
３月１日～
５月１５日

１次　５月２３日 １次　６月５日
２次　６月２４日～２９日のうち１日 最終　７月２２日

※一般幹部候補生受験資格の年齢は令和２年４月１日現在です。※第２次試験は、第１次試験合格者のみです。

公務員合同説明会

時　期 時　間 場　所 参加団体（予定）
第１回　３月　７日
第２回　４月１２日

午後１時～４時 大垣市林町 ５－１８ 光和ビル４階会議室
自衛隊、警察、消防
県庁（第１回）、大垣市（第２回）

ぜひお気軽にお越し下さい。

問合せ先  「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　☎ ０５８４－７３－１１５０
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【募集（受付）期間】３月２日（月）～１９日（木）　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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今月のおすすめ本

首里城 なんだろうなんだろう� 小、中
沖縄タイムス社

　２０１９年１０月３１日、正殿はじめ主要棟が全焼
した那覇市の首里城。その様子のほか、首里城がたどっ
た歴史、首里城でよみがえる王朝文化、ありし日の姿
などをオールカラー写真で収録。

（ヨシタケ シンスケ著 / 光村図書出版）

　なんだろうなんだろう、「学校」ってなんだろう。つい
忘れ物をしちゃうところ ? ヨシタケシンスケが描く「たと
えばこんな考え方、どうでしょう?」の本。道徳教科書（小
１～中３・光村図書）のコラムにかき下ろしを加える。

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〉
●麒麟がくる

（ＮＨＫ出版）
●老人初心者の覚悟�

（阿川 佐和子著 / 中央公論新社）
●大名倒産　上・下

（浅田 次郎著 / 文藝春秋） 
●できない相談�

（森 絵都著 / 筑摩書房）
●首�

（北野 武著 /KADOKAWA）

●やきいもとおにぎり� ３～５歳
（とよた かずひこさく・え / 童心社）

●おとのさま、にんじゃになる� 小初
（中川 ひろたか作 , 田中 六大絵 / 佼成出版社）

●なんでお母さんはいつもおこるの ?�小中
（NHK E テレ「Ｑ〜こどものための哲学」制作班編 / ほるぷ出版）
●いのちのカプセルにのって� 小中

（岡田 なおこ著，サカイ ノビー絵 / 汐文社）
●アナと雪の女王２� 小中，小上

（ウォルト・ディズニー・カンパニー原作 , しぶや まさこ文 / 偕成社）

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　　「甘い記念日」展
　３月はケーキ記念日やキャンディーの日、砂糖の日、などなど甘
いもの好きにはたまらない記念日が目白押しです。図書館にはお菓
子作りのレシピ本や、レシピ付きのものがたりなど“甘いもの”の
本がいっぱいです。バレンタインのお返しにも手作りお菓子に挑戦
してみませんか？

蔵書点検による休館日
　３月２日（月）から３月６日（金）まで図書館はお休みになります。
期間中は返却ボックスをご利用ください。

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頂
けます。お気軽にご参加下さい。

〈日時〉　午後２時３０分〜
３月７日（土）　図書館職員
４月４日（土）　「和母（わはは）」さん
３月２１日（土）・４月１８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

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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国　保　だ　よ　り

＊＊　ジェネリック医薬品について　＊＊
　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

お薬手帳を有効的に活用しましょう

　お薬手帳は、使用しているお薬の名前や使い
方などに関する情報を、過去のアレルギーや副
作用の経験の有無と併せて、経時的に記録する
ものです。　
　現在ご使用中のお薬はもちろん、過去に使用
されたお薬の情報が記録されているので、いつ
でもお薬に関する情報を容易に確認することが
できます。
　診察や調剤を受ける際に、医師や薬剤師にお
薬手帳を提示していただくことで、お薬の重複や飲み合わせのチェック、アレルギー歴や副作
用歴の確認などが可能となるので、より安心してお薬を使用していただくことができます。
　また万が一の場合でもお薬手帳を持っていることで、服用中のお薬、かかりつけの病院や薬
局が分かるため、持病等があり薬を服用している方は携帯しておくと安心です。

 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（日）から３月７日（土）は　子ども予防接種週間です～
● 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。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、ワクチンで防ぐことのできる感染症は予防しましょう。
● 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方は体調が
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２５年４月２日～平成２６年４月１日生まれのお子さん）
については、接種期限が令和２年３月３１日（火）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）。令和２年４月に小学校へ入学予定の方で、接種を希望される場合は、３月中に接種してす
みやかに申請してください。接種が済んだ方で、まだ助成を申請していない方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、町ホームページをご覧になるか、保健セ

ンターへお問い合わせください。 問合せ先  保健センター　☎ ３４－２３３３

３月は自殺対策強化月間です。
　自殺対策基本法では、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向けて、月別自殺者数が最も多い
３月を「自殺対策強化月間」と定めています。
　全国では年間約２万人もの命が自殺により失われています。自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、
防ぐことのできる社会的な問題です。また、自殺を考えている人は、何らかのサインを発していることが多く
あります。一人ひとりが自殺に対して正しく理解し、誰も追い込まれることのないよう、社会全体で取り組む
ことが必要です。すべての人がかけがえのない個人として尊重され、生きがいや希望をもって暮らすことがで
きるよう国を挙げて取り組んでいます。

◎こころの健康相談統一ダイヤル　　　☎�０
お こ な お う

５７０－０
まもろうよ

６４－５
こ こ ろ

５６（有料）
　電話をかけた所在地の都道府県等の実施している「こころの健康相談」等公的な相談機関につながります。
◎よりそいホットライン（２４時間対応）
　一般的な生活上の悩みをはじめ、生活困窮者等に対する総合的な電話窓口です。

　☎�０
フリーダイヤル

１２０－２
つ な ぐ

７９－３
さ さ え る

３８（無料）　　ＦＡＸ　０３－３８６８－３８１１
◎ＳＮＳ相談事業　　

◎支援情報検索サイト　

　電話、メール、ＳＮＳなど様々な方法の相談窓口をご紹介しています。

厚生労働省 SNS相談 検 索

支援情報検索サイト 検 索

予防接種で子どもを守ろう

次回献血のご案内
日　　付 時　　間 場　　所 内�容

３月１８日（水） 午後１時３０分～４時 特別養護老人ホーム まほろば 全血

３月３０日（月）
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）

献血へご協力いただいた方には、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。
皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。� 問合せ先  保健センター　☎ 34-2333
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噛めば噛むほど… カミカミメニューで生活習慣病予防
　みなさんは、よく噛むことの効能「ひみこの歯がいーぜ」はご存知ですか。
　ひ 肥満防止、み 味覚の発達をうながす、こ 言葉がはっきりする、の 脳の発達をうながす、
○歯  歯の病気予防、○が  がん予防、い 胃腸の調子をよくする、○ぜ  全力を出せるようになる、以上の８
つの効能があります。
　今回紹介する「骨太おやき」は噛む回数も増え、少量でも満足感がある一品です。普段から、「よ
く噛むこと」を意識し、生活習慣病を予防しましょう。手軽にできる一品、ぜひ作ってみてはいか
がでしょうか。

● 骨太おやき ●

エネルギー
タンパク質
脂質
カルシウム
塩分

１８９kcal
５.９g
３.７g
７５mg
０.５g

【材料（６人分）】
精白米…………… ２４０ｇ

（１. ５カップ）
ちりめんじゃこ…… ３０ｇ
プロセスチーズ…… ３０ｇ
青のり…………… 小さじ１
いりごま………… 小さじ２
ごま油…………… 小さじ２

【作り方】
①精白米は洗って、普通の水加減で炊く。

②プロセスチーズは、３㎜角に切る。

③ボウルに炊きあがったご飯と②のチーズ、ちりめ

んじゃこ、青のり、いりごまを入れて混ぜる。

④ひとり２ケになるように丸め、直径８㎝程度の大

きさに伸ばす。

⑤フライパンにごま油を入れ、④を両面こんがりと

焼く。

【１人分の栄養価】

食育の
すすめ

～
食

生

活改善協議会～

　令和元年度、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、令和２年３
月３１日（火）です。
　今年度、不妊治療を受けられた方は、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、早めに申請をおこなってください。
　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３１日までに
保健センターへご連絡ください。

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３１日までに連絡が必要です。
　事前の連絡がない方につきましては、上記の取り扱いは致しかねますのでご注意くだ
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
　１月下旬に町内６地区の公民館にて「新春ふれあい食事会」が開催されました。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。地域サークルの皆さんによる演奏会や舞踊、スカットボールやディスゲッター
などのゲーム大会や、園児との交流が参加者の方々からとても喜ばれました。
　今回は、食事会の当日の様子をご紹介します。

第１地区（大野地区） 第２地区（豊木地区）

華やかなおもてなしの飾りつけの席に、手作りの美
味しい豚汁が運ばれ、お食事会は笑顔がいっぱい。
会話も弾みます。

鮮やかな黄色の衣装で踊る陽気なフラダンスに皆魅
了され、まるで常夏のハワイにいるかのように気分
が高揚しました。

隆音会様による民謡鑑賞では、息の合った三味線の
音色や素晴らしい歌声で、会場が新春の雰囲気に包
まれました。

大きさの違うハーモニカの見事なハーモニーの演奏
に聴き入りました。また懐かしい歌謡曲を歌い、当
時に思いを馳せました。

社会福祉協議会だより
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「社協だより」は、皆様からの会費と共同募金配分金等により作成されています。

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）

北小学校児童は楽器の演奏を披露し、「ふじ山」
を会場の皆で歌い、折り紙で作った心のこもっ
たプレゼントを渡してくれました。

食後にスカットボールを二班に分かれて楽しみまし
た。皆で応援して、皆で点数を数えて、笑顔いっぱ
いの楽しい交流会となりました。

ディスゲッターは点数が取りやすいように工夫
され、無理なく、誰もが楽しむことができました。

ユーモアに溢れたスコップ三味線は、カンカン
と音が会場に響き渡り活気が溢れます。疲れて
も炭坑節はさらに盛り上がりました。

「とんとんずもう」は別名たいこ相撲。面白くて
白熱してしまいます。行司、観客もいて大相撲
さながらの熱い取り組みでした。

沖縄の伝統的民族衣装をまとったうるまの会の
皆さんの三線や歌の鑑賞を堪能でき、最後は皆
で踊って大盛り上がりでした。

西こども園の園児の歌やダンスから元気パワー
を受け取りました。手遊びでは、笑いが会場に
満ちていました。

具がたっぷりの手作りの美味しい豚汁がお代わ
りできるのもふれあい食事会の醍醐味です。
心も身体も温まります。

社会福祉協議会だより

25広報おおの 2020.3



大野町身体障がい者福祉協会だより

ふれあい・いきいきサロン

赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました

～上更地ひまわりサロン～
【開催日】毎月第２月曜日
【開催時間】９：３０～１２：００
【場所】上更地集会場
【サロン開始年】平成１６年より

　昨年１２月１７日（火）に役員研修を実施し、長久手介助犬訓練センター「シンシアの丘」を訪れました。介助
犬は介助作業を行うという機能的な役割の他にも、介助犬使用者の精神的な支えにもなり、障がいを抱える方の「自
立」と「社会参加」のための一端を担うことができます。今後、介助犬が広く認知されていくことを期待します。

～「身体障がい者福祉協会」に入会しませんか？～

　身体障がい者福祉協会は、軽スポーツや親睦旅行などを通して町内外の人と交流
を深めるとともに、地域社会で安心して生きがいを持って生活できるように身体障
害者相談員や関係機関との連携を密にして障害福祉の推進を目的とした活動に取り
組んでいます。

【入会資格】身体障害者手帳をお持ちの方

問合せ先  町社会福祉協議会　☎ ３４－２１３０　※ご連絡をいただければ、入会手続き、活動内容等を詳しくお伝えします。

　昨年１２月７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、25,631 円でした。
　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。

　「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。

　昨年１１月１１日（月）に行われた「上更地ひまわりサロン」
では、松ぼっくりを使ったクリスマスツリー作りと、毎月の恒
例となっているカラオケを行い、楽しい時間を過ごしました。（参
加人数９名）

サロン参加者の皆さん

▲生徒の皆さんによる募金活動の様子

素敵なクリスマスツリーができました カラオケは恒例行事です♪

社会福祉協議会だより
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「社協だより」は、皆様からの会費と共同募金配分金等により作成されています。

ボランティアセンター　ボランティア情報
「二コちゃん弁当」に素敵な絵手紙を添えました

　昨年１２月１０日に実施した、ふれあい食事サービス「ニコちゃん弁当」にて、絵手紙を添えた手作りのお弁当

を利用者のご自宅へお届けしました。絵手紙は、日本絵手紙協会の公認講師である藤田先生とその生徒の方々に作

成していただきました。心のこもった温かいメッセージとお弁当は利用者の方に大変喜ばれました。

～令和２年度「ニコちゃん弁当」実施概要～

【開催日時】　毎月第４火曜日（月により開催日の変更あり／７月～９月は休止）

【対象者】　８０歳以上の独居高齢者（昭和１５年３月３１日以前生まれ）で見守りが必要と思われる方（審査有り）

　※令和元年度までの対象年齢は７５歳以上でしたが、令和２年度より対象年齢を８０歳以上とします。

【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１０日（火）　３月２８日（土）
４月１４日（火）　４月２５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１年間補償されます。
� 申込・問合せ先  社会福祉協議会　☎ ３４－２１３０

　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　　　30,000円
　○　　匿　名　　様　　　30,000円
　○　　匿　名　　様　　　20,000円

▲調理の様子です。約１００食分を作ります。 ▲お弁当に絵手紙を添えて・・・ ▲気持ちを込めてお届けしました。

【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
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目の不自由な人・高齢の人のために『広報おおの録音版』を発行しています。
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。

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

1
ふじい内科
クリニック

池田町
本郷

44-2219

8 新生病院
池田町
本郷

45-3161

15 野原クリニック
揖斐川町

清水
22-0348

20 神田外科医院
揖斐川町

脛永
22-0230

22 はっとり整形外科
揖斐川町

脛永
23-1991

29
いびレディース

クリニック
揖斐川町

三輪
23-0050

※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。予め電話でお確かめの
上、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

大野町 HP

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

 
住所 氏名 保護者 住所 氏名 保護者

野 吉田　悠
ゆ の

乃 章紀 瀬古 安藤　裕
ゆ う と

翔 裕晃

稲富 小笠原央
お と

采 保 中之元 山口　真
ま ひ ろ

礼 潤一郎

稲富 羽賀　絢
あ や ね

音 良太 公郷 柴山　瑛
え ま

真 和也

稲畑 山本　直
な お と

和 克直 小衣斐 太田想
そ う わ

生羽 透

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 真鍋　明子 68 稲富 汲田　幸男 77

相羽 岡田　俊昭 77 公郷 小森きよ子 88

麻生 林　　素子 80 大衣斐 清水　　弘 83

麻生 長沼　米子 96 本庄 杉原ふじ子 89

野 加藤夛壽枝 88

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 住所 氏名

♥
夫 黒野 下平　健人

♥
夫 愛知県

名古屋市 磯部　和宏
妻 山県市 宇野栄里奈 妻 黒野 松村有加里

♥
夫 黒野 土田　浩希
妻 垂井町 西田　真由

末永くお幸せに末永くお幸せに

人口と世帯（２月１日現在）

人　口 ………… ２２, ９４９（−　３）
男 ………… １１, ２７４（＋　４）
女 ………… １１, ６７５（−　７）

世帯数 ………… ８, ０５４（＋１０）
出生１２人／死亡１７人／転入６９人／転出６７人

納 期 限 の お 知 ら せ

3 月 2 日（月）
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、コンビニ又はスマホ決済でも納付できます
※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

大野町
ホームページ
QR コード

住 民 だ よ り

〜今月の表紙〜
来振寺 節分星まつり

 です。

次回の古紙類等回収について
3 月 15 日（日）午前９時～ 11 時（２時間）
順延の場合、3 月 22 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８時に広報無線にて

お知らせします。

◎問合せ先／環境水道課　☎ 34-1111


