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お知らせ

町有財産売払い

◎入札に付する物件
　物件　土地および建物
　所在　�黒野字河原畑２２６４番

６１
　旧利用状況　町民宿泊研修所
　地目　宅地
　土地公簿面積１, ６５５. ８０㎡
　建物　�鉄筋鉄骨コンクリート造　

２階建ほか
　総延床面積　６４８．７４㎡
　予定価格 ２１, ０８０, ０００円

（建物に課税される消費税および
地方消費税相当額を含む）
　入札保証金 ２, １０８, ０００円
◎売払い方法　一般競争入札
※�日時等詳細は町ホー

ムページを確認して
ください。
問合せ先 �生涯学習課　☎ ３5-5３7９

新築住宅の定住奨励金の申請は
お済みですか

　町では町内で住宅を新築するなど
して定住される人に、『新築住宅の定
住奨励金』を交付しています。
◎対象者
　平成２９年～令和３年中に町内
で住宅を取得し、入居した人。
※�住宅の取得とは、住宅の新築も

しくは住宅の建替えまたは新築
住宅の購入をいいます。

※�住宅の増築や改築、相続や贈与
により取得するものは含みません。

※�固定資産税の新築軽減が適用さ
れる家屋であること。

※�令和４年中に町内で住宅を取得

し、入居した人は、令和５年４
月以降に申請をしてください。

◎奨励金の額
　新築住宅に課される固定資産税
相当額（１０万円上限）。
※�町内の建築業者と請負契約した場

合には、１５万円を上限。
◎今年度の申請期限
　１０月３１日（月）
問合せ先 �政策財政課　☎ ３5-5３6３

ＨＰＶワクチン自費接種費用助成

HPV ワクチンを自費で接種され
た人に費用助成を行っています
◎対象者　町内に住民登録を有す
る（令和４年４月１日時点）次の
条件を満たす人
・�平成９年４月２日～１７年４月

１日生まれの女性
・�１６歳となる日の属する年度の

末日（高校１年生の３月３１日）
までにＨＰＶワクチンを３回接
種していない

・�１７歳となる日の属する年度の初
日（高校２年生の４月１日）から

令和４年３月３１日までにＨＰＶ
ワクチン（２価サーバリックスま
たは４価ガーダシルのどちらか）
を受け、接種費用を負担している

※�申請方法等、詳しくは次まで問合
せてください。
問合せ先 �保健センター　☎３４－２３３３

ブロック塀等除却に関する補助金

　倒壊等による事故を未然に防止
し、通行人の安全を確保するため、
危険性のあるブロック塀等を除却
する費用の一部を助成します。
◎補助金の額　補助対象ブロック
塀等の除却にかかる工事費の３分
の２以内の額（１件当たり２０万
円上限）。
◎対象となる条件　町耐震改修促
進計画に位置付けた道路に面する
危険性のあるブロック塀等を除却
するもの
◎補助対象　対象となるブロック
塀等の所有者
◎受付期限　１１月３０日（水）
申込・問合せ先 �建設課　☎ ３5-5３76

１０月１６日（日）大野小学校をメイン会場として、�
「大野町総合防災訓練」を実施します

　大規模地震が発生し甚大な被害が生じた場合に備え、自主防災組
織と防災協力機関および町が一体となり、防災訓練を実施すること
により、防災意識（自助・共助の精神）の高揚と地域防災力の向上
を図り、被害の拡大防止（減災）対策を推進します。
　また、このたびの訓練では、コロナ禍における災害時に対応する
ための訓練を踏まえて実施させていただきます。
◎対象地区　第２地区（野、西方、桜大門、大野、古城北）
◎南海トラフ地震想定訓練
　想　定　６弱　地震による被害は町内全域
　主会場　大野小学校（体育館）� 問合せ先 �総務課　☎ ３5－5３6４

防災行政無線をアプリで確認することができます
　「情報発信おおの」は、町の情報をスマートフォンで受け取れる町公式情報
アプリです。発信される最新のお知らせを見逃すことなくチェックできます。
◎防災行政無線をアプリで受信
　各種町からのお知らせもアプリで受信できます。
◎いざという時に備える機能
　防災マップや各種防災関連サイトの閲覧ができます。
問合せ先 �総務課　☎ ３5－5３6４
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農作業に伴う野焼きについて

　廃棄物の処理及び清掃に関する
法律により野焼きは原則禁止され
ておりますが、農業を営むため、
やむを得ないものとして行われる
場合に限り例外とされております。
◎野焼きをする際の注意点
・�近隣住民の人とのトラブルを避け

るため、事前に一声かけましょう。
・�風の向きや強さ、行う時間帯等

に配慮をしましょう。
・�ビニールやプラスチックなどの

廃棄物を焼却してはいけません。
・�焼却する稲わらや伐採枝をよく

乾かすなど、煙の発生を少なく
する工夫をしましょう。

・�伐採枝の処理業者に引き取って
もらうなど、焼却以外の処理方
法もあります。

　農業上やむを得ず稲わらや伐採
枝などを焼却する場合は、周囲の
生活環境への影響が最小限となる
よう、配慮をお願いします。
問合せ先 �農林課　☎ ３5-5３7３

自動車事故被害者のための�
支援制度

　独立行政法人自動車事故対策機
構では、自動車事故による被害者
家族のため、次の支援を行ってい
ます。
◎介護料の支給
　自動車事故が原因で脳、脊髄、
胸腹部臓器に重度の後遺障害が残
り、常時または随時の介護が必要
な人に、障害の程度に応じて介護
料を支給します。
※支給には条件があります。
◎�交通遺児等への育成資金無利子
貸付

　自動車事故により保護者が死亡
または重度後遺障害者となった家
族（生活困窮家庭）のお子さんに
対し、中学校卒業までの間、無利
子で生活資金を貸し付けます。
問合せ先 �独立行政法人　自動車事
故対策機構岐阜支所　
☎ ０5８-２6３-5１２８

防災行政無線を用いた�
J アラート・全国一斉情報伝達訓練を実施します

　町では、地震や武力攻撃などの発生時に、全国瞬時警報システム�
（Ｊアラート※）から送られてくる国からの緊急情報を確実に皆さん
へお伝えするため、情報伝達訓練を行います。
◎実施日時　１１月２日（水）　午前１０時頃
　　　　　　１１月１６日（水）午前１１時頃
◎訓練内容

情報伝達手段 放送内容（例）

防災行政無線の
訓練放送

　町内５８ヶ所に設置してある防災行政無線ス
ピーカーや防災ラジオから、次の放送内容が一斉
に放送されます。

【放送内容】チャイム音
＋　「これは、J アラートのテストです」
　　（３回くり返し）
＋　「こちらは、広報おおのです」
＋　チャイム音

※�Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工
衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。町外の地域でも、全
国的にさまざまな手段で情報伝達訓練が行われます。放送内容は変更す
る場合があります。

� 問合せ先 �総務課　☎ ３5-5３6４

令和５年（仮称）大野町二十歳を祝う会について

　町では、令和４年度に２０歳になる人を対象とした祝賀会を、次
のとおり開催します。
　案内状は、１１月下旬に町内に住民票がある対象者へ郵送予定です。
なお現在、町内に住民票がない人には案内状を送付できませんので、
出席を希望される人は下記ＱＲコードにアクセス、または生涯学習課
備付けの申込用紙に必要事項を記入して、申請してください。
　会の正式名称、開催に関する最新の情報は、ホームページなどで
お知らせします。
◎対象者　平成１４年４月２日～１５年４月１日までの間に生まれ
た、町内の中学校を卒業した人
◎日時　令和５年１月８日（日）
　　　　受付　午後０時３０分～　開式　午後２時～
◎場所　総合町民センター　ふれあいホール
◎服装　制限無し

注意事項
・�当日は、新型コロナウイルス感染症の予防対策に協力してください。
・�国、県、町内での感染症の拡大などの事態によっては、参加される人の

健康と安全を第一に考え、直前に開催を中止・延期する場合があります。
・�出席にかかる費用（中止となった際の晴れ着や美容室のキャンセル料を

含む。）について、町で補償することはできませんのでご了承ください。

　民法の一部改正により成年年齢が２０歳から１８歳となりました
が、本会はこれまでのとおり２０歳の人をお祝いの対象とします。
問合せ先 �生涯学習課　☎ ３5－5３7９
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お知らせ

低所得の子育て世帯生活支援�
特別給付金

◎目的　新型コロナウイルス感染
症による影響が長期化し、食費や
電気・ガス料金等の物価高騰に直
面する低所得の子育て世帯の支援
◎町独自支援　特別給付金支給対
象の児童に、上乗せ支給
◎申請期限
令和５年２月２８日（火）
※�詳細は、町ホームページに掲載

しています。
問合せ先 �子育て支援課　☎３5-5３7０

麻薬・覚醒剤乱用防止運動月間

１０月１日～１１月３０日は、
麻薬・覚醒剤乱用防止運動月間

　麻薬、覚醒剤、大麻、シンナー、
危険ドラッグなどの薬物乱用は、
使用した本人の心身の健康と貴重
な人生を台無しにするだけではな
く、家庭を崩壊させ、地域社会の
安全を損ないます。
　国内では、薬物乱用で毎年１万
人以上の人が検挙されており、単
に新聞紙上のこと、自分に無関係
なこととして放置しておくべきで
はありません。
　薬物乱用の誘いは、今や身近な
家庭にまでも広がってきており、
私たち一人ひとりが薬物乱用に関
する正しい知識と絶対に手を出さ
ないという強い意志を持つことが
肝要です。
　麻薬・覚醒剤などの薬物乱用防
止運動は、地域社会全体で取り組
みましょう。

問合せ先 �西濃保健所揖斐センター　
☎ ２３－１１１１

町指定金融機関交代のお知らせ

　町の公金収納および支払業務を
行う指定金融機関が１０月１日よ
り十六銀行に交代します。
　なお、皆さんに納めていただく
町税・使用料等の取扱いについて
は、これまでと変わりません。
問合せ先 �会計課　☎ ３5-5３6２

ウクライナ人道危機救援金募金箱の�
設置期間の延長について

　救援金募金箱について、設置期
間が令和５年３月３１日（金）ま
で延長されます。引き続きご理解
ご協力をお願いします。
問合せ先 �日本赤十字社岐阜県支部
大野町分区　☎ ３４-２１３０

マイナンバーカード交付・申請の休日窓口の開設（事前予約制）

　平日業務時間内の来庁が難しい人を対象に、次の
とおり休日窓口を開設します。利用には、事前予約
が必要です。
◎対象
①マイナンバーカードの受取りを希望される人
・�マイナンバーカードを申請した後「マイナンバー

カード交付通知書・電子証明書発行通知書」（以
下「はがき」という）が届いた人

②マイナンバーカードの申請を希望される人
・�町内に住民登録があり、マイナンバーカードの申

請をしたことがない人
・申請窓口まで来られる人（顔写真を撮影するため）
・申請日から２ヶ月以内に転出予定がない人
※�１５歳未満または成年被後見人の人は法定代理人

も同行してください。
◎日時　１０月９日（日）・２３日（日）
　午前８時３０分～正午、午後１時～４時３０分
◎場所　住民課窓口

◎予約方法　住民課へ電話して「マイナンバーカー
ドの受取りの予約」または「マイナンバーカード申
請の予約」と伝えてください。電話予約時間は、平
日の午前８時３０分～午後５時１５分です。次のこ
とをおたずねします。
　・予約を希望する内容、日時
　・氏名と生年月日
　・連絡の取れる電話番号
◎注意事項　予約は先着順で人数に限りがありま
す。予約の日にお越しいただいた際に必要なもの等
がそろっていない場合は、交付ができませんので、
はがきにて確認のうえ来庁してください。
　マイナンバーカードを申請後、カードが作成され
るまで約１ヶ月かかります。交付の準備ができまし
たら郵便で案内はがきを送付しますので、申請者本
人が必要書類を持って来庁してください。平日業務
時間内に来られる際には予約は不要ですが、混雑の
ためお待ちいただく場合があります。
問合せ先 �住民課　☎ ３5-5３6８

マスクをつけられない人へ意思表示プレート配布

　皮膚や呼吸器系の疾患などさまざまな要因でマスクをつけることが難
しい人に、岐阜県有志保護者の会「みんなの笑顔を守る会」の皆さんが
制作した「木製の意思表示プレート」を配布しています。
◎配布場所　福祉課、保健センター� 問合せ先 　総務課　☎ ３5－5３6４
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催し・講座

第６３回　郡駅伝大会

　郡駅伝大会を実施します。多く
のご参加をお待ちしています。
◎コース
運動公園周辺周回　一区間２㎞周
回�計１０㎞
◎部門
中学生　男子・女子
� （５人 + 補欠２人）
一般　男子・女子・混合
� （５人 + 補欠１人）
※混合は２人以上の女性を含む
◎参加資格
郡内在住・在学・在勤の人
※一般・混合は中学生以上
◎期日　１２月４日（日）
１０時スタート（小雨決行）
◎申込方法
　生涯学習課備付けの参加申込書
に必要事項を記入して郡体育協会
事務局（郡教育研修センター内）
に提出する。
◎申込期限　１１月４日（金）必着
申込・問合せ先 �郡体育協会事務局

（郡教育研修センター内）　
☎ ４４-１２6１

自　衛　官　等　募　集　案　内

募集種目 受験資格 受　付　期　間 試　験　期　日

陸上自衛隊
高等工科学校生徒

男子で中卒（見込含）
１７歳未満の人
（令和５年４月１日現在）

推薦 １０月１日
～１２月２日 令和５年１月５日～７日のうち１日

一般 １０月１日
～令和５年１月６日

［１次］�令和５年１月１４日～１５日
のうち１日

［２次］�令和５年１月２６日～２９日
のうち１日

自衛官候補生 １８歳以上３３歳未満の人
（令和５年４月１日現在） 年間を通じて 受付時に知らせる

（１次はＷＥＢ試験）

※新型コロナウイルス等の影響により変更の場合あり。
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

認定こども園等の支給認定内容の変更

　現在受けている支給認定の内容について、当初に受けた認定内容から
変更が生じる場合は、速やかに認定変更の手続きをしてください。
◎認定内容の変更申請が必要な例
・当初「就労」を事由として認定を受けていたが、退職をする場合
・�会社に在籍はしているが、産前産後休業や育児休業の取得をする場合
・会社に在籍はしているが、病気等の理由により休職をする場合
・就労状況の変更がある場合（就労先や勤務時間の変更など）
・�保護者の婚姻や離婚などにより、氏名や世帯状況に変更がある場合
� 　　　　　など
◎提出書類
　①教育・保育給付認定変更申請書
　②保育を必要とする事由（申出）書　※２号および３号認定のみ
　③現在お持ちの支給認定証
◎提出期限　認定内容の変更をする月の前月２０日（２０日が土日、
祝日の場合は前開庁日）
◎提出先　役場　子育て支援課
※�正当な理由なく変更の手続きを行わない場合や、保育を必要とする事由

に該当しなくなっていたことが判明した場合は、子ども・子育て支援法
第２４条により、認定を取り消すことがありますので注意してください。
問合せ先 �子育て支援課　☎ ３5-5３7０

「食品ロス」を減らそう

　１０月は「食品ロス削減月間」、１０月３０日は「食品ロス削減の日」
です。日本の食品ロス発生量は、年間推計５２２万トンあり、このう
ち約半分が家庭から発生しています。
◎家庭から出る食品ロスを減らすために
　・冷蔵庫にある食品を確認し、必要な分だけを購入しましょう。
　・食材はできるだけ使い切りましょう。
　・食べきれる量を作るようにしましょう。
　・食品の期限表示を正しく理解しましょう。
　「消費期限」と「賞味期限」があり
ます。消費期限は、「食べても安全な
期限」、賞味期限は「おいしく食べる
ことができる期限」です。
問合せ先 �環境生活課　☎ ３5-5３7２
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催し・講座

柳
やなぎ

家
や

あお馬
ば

独演会

◎出演　落語家　柳家あお馬（落
語協会・二つ目）
◎日時　１０月２３日（日）午後
１時３０分～（開場�午後１時）
◎場所　総合町民センター　２階�
シアター
◎木戸銭　１,０００円（全席自由席）
◎定員　９４人
◎主催　総合町民センター管理運
営共同体
※�チケットは総合町民センターで販

売中
※�未就学児の入場はご遠慮くださ

い。
問合せ先 �総合町民センター　
☎ ３２－１１１１

文化協会公演会「和泉流宗家　
狂言へのいざない」開催

　いかなる芸能も百聞は一見にし
かず。狂言の楽しさ・素晴らしさ
を実感できる公演会を開催します。
◎出演　和泉流二十世宗家　和泉
元彌
◎演目　「柿山伏」「萩大名」等
◎日時　１０月１６日（日）午後１
時３０分～（開場�午後０時３０分）
◎場所　総合町民センター　ふれ
あいホール
◎入場料　前売り券２, ０００円　
当日券２, ５００円（全席指定席）
※小・中学生無料（整理券必要）
※チケットは総合町民センターで
販売中（整理券含む）
※�未就学児の入場はご遠慮ください。
問合せ先 �町文化協会事務局（生涯
学習課内）　☎ ３5-5３7９

（10：00～17：00）

弁護士 饗庭亨一「あいば こういち」東京弁護士会所属 登録番号35029

□TEL 03-5363-6333

東京都新宿区四谷4-3 福屋ビル6-A  
【営業時間】 平日 9：00～18：00

研修室2
本巣市 糸貫ぬくもりの里 いきいきセンター

11階 会議室７
大垣市ソフトピアジャパンセンター

第１ロッカー室羽島市民会館

4階 研修室1岐阜市 じゅうろくプラザ

2110
(金)

2210
(土)

2710
(木)

2910
(土)

集団予防接種によりB型肝炎ウイルスに持続感染された方へ 一人で悩まずに無料個別相談会をご利用ください

予防接種のお知らせ

　高齢者インフルエンザ予防接種　

　対象者には「インフルエンザ予防接種予診票」を郵送しますので、
同封の「インフルエンザ予防接種のお知らせ」等をよく読み、医療
機関で接種してください。
◎対象者
　９月３０日で満６５歳以上で接種を希望する人
◎自己負担額
　１，７００円
◎実施期間
　１０月中旬～１２月２８日（水）（接種開始時期は医療機関によっ
て異なります）

※�昭和３２年１０月１日～１２月２８日生まれの人で、接種希望の人
は予診票を送付しますので次まで申込んでください。

※生活保護世帯の人は費用を助成します（要事前申請）。
※�接種時に満６０歳以上６４歳以下で、心臓・腎臓・呼吸器の機能や

免疫不全等で日常生活が極度に制限される程度の障がい（身体障害
者手帳１級相当）を有する人は、次まで問合せてください。

　子どものインフルエンザ予防接種　

　生後６ヶ月から中学３年生までのお子さんを対象に、インフルエ
ンザ予防接種の費用を一部助成します。
◎対象者
　接種日時点で町内に住民票がある生後６ヶ月～中学３年生までの
お子さん
◎助成額
　上限２, ０００円（１人１回限り（接種１回分））
◎実施期間
　１０月１日（土）～令和５年３月３１日（金）
◎申請期限
　令和５年３月３１日（金）
◎申請書類
　・�予防接種にかかる領収書、予防接種済証または母子健康手帳（領

収書にインフルエンザ予防接種の記入があれば不要）
　・�振込先金融機関、口座番号等のわかるもの（保護者名義のもの）
　・�申請書（保健センター窓口で配布もしくは町ホームページから

ダウンロード可）　
申込・問合せ先 �保健センター　☎ ３４－２３３３
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募　集

清流の国ぎふ健康・スポーツ�
ポイント事業にアプリが�
導入されました

　清流の国ぎふ健康・スポーツポ
イント事業がアプリでも参加でき
るようになりました。
　アプリではこれまでのチャレン
ジシートでの事業に加え、アプリ
内限定でポイントが付与できる事
業が追加されました。健康ポイン
トを貯めて、特典をゲットしま
しょう。
◎応募期限　
令和５年２月２０日（月）
◎注意事項
・�アプリとチャレンジシートでは、

達成ポイント数や付与ポイント
数、応募期限が異なります。

・�健康ポイント（地域ポイント）
が１００ポイント貯まると、ミ
ナモ健康カードの画像が表示さ
れます。

・�アプリとチャレンジシートの併
用はできません。

　詳しくは町ホームページまたは
保健センター窓口にて配布のチラ
シを参照してください。
問合せ先 �保健センター　
☎ ３４－２３３３

※�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。

命を大切にし、避難最優先で行動しましょう

　今後発生が懸念される、南海トラフ地震など自然災害を防ぐこと
はできませんが、災害による被害を軽減させることは可能であり、
そのためには、日頃から災害に備えておくことが大切です。
　どんなに日頃冷静でも、非常時には動揺してしまうものです。い
ざという時に落ち着いて行動ができるよう、次の「１０ヶ条」を覚
えておきましょう。

問合せ先 �揖斐警察署　☎ ２３－０１１０

地震から身を守る１０ヶ条
①まず身の安全を� ②グラッときたら火の始末

③窓や戸を開け出口の確保� ④あわてて外に飛び出さない
⑤火が出たらあわてず初期消火� ⑥皆で助け合い応急救護
⑦正しい情報、落ち着いた行動� ⑧避難は徒歩で冷静に
⑨狭い路地やブロック塀に近づ� ⑩エレベーターは使用しない
　かない
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相　談

困ったら�一人で悩まず�行政相談

１０月１７日（月）～２３日（日）は
行政相談週間
◎行政相談とは
　役場の仕事について不満を感じ
たり、よく分からないということ
はありませんか。そんなあなたの
声を総務大臣が委嘱した行政相談
委員が伺います。相談は無料で、
秘密は固く守られます。
◎相談内容　道路の危険な箇所を
直してほしい、介護等福祉のサー
ビスが受けられず困っている、役
場への申請手続がわからない等
◎相談日　毎月第２火曜日
◎相談時間　午後１時～３時
◎相談場所　福祉センター
問合せ先 �総務省　岐阜行政相談セ
ンター　愛称「きくみみ岐阜」　
☎ ０57０－０９－０１１０

不動産無料相談会

◎相談内容　不動産に関する悩み
◎相談日　１１月４日（金）
◎相談時間　午後１時３０分～３
時３０分
◎相談場所　町民相談室
問合せ先 �岐阜県宅地建物取引業協
会西濃支部　☎ ０5８４-7３-２３００

おおのビジネス相談

◎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　１０月１３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　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 �まちづくり推進課
☎ ３5-5３7４

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　１０月１９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　町民相談室
◎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　☎ ３5-5３6９

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　１０月１７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　福祉センター
◎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　１０月１７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
◎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　１０月４日（火）、１１
日（火）、２５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
◎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
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次回献血のご案内

日　　付 時　　間 場　　所 内　　容

１０月６日（木）午前９時～１１時 郡消防組合消防本部 全血
（４００ｍｌ）

　献血にご協力いただいた人には、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。ご協力をよろしくお願いします。


