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広報やおつ No.5442

「杉原千畝
関連史料」

ユネスコ記憶遺産への登録を目指し
国内候補に選定!!

『杉原リスト－1940年 杉原千畝氏が避難民救済のため
人道主義・博愛精神に基づき大量発給した日本通過ビザの記録』

八百津町が登録申請する案件

●申請物件（合計20点） ③杉原ビザの記載があるパスポート

①ビザ発給表を含む外務省公信・公電 ④杉原千畝氏自筆によるビザ発給に関する手記

②関連する外務省公電 ⑤日本上陸後の避難民に関する公的な報告書・記録

ユネスコ記憶遺産登録までの道のり

ユネスコ国内委員会へ申請
(全国で16件申請あり)

平成27年6月19日

平成27年9月24日

平成27年10月

平成28年3月

平成29年 夏

国内候補に選定

ユネスコ本部への
申請書作成（英訳）

ユネスコ本部へ申請

ユネスコ審査

審査結果決定

命
の
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ザ
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②
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③
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筆
手
記

現 在

日本代表
選出!!
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八百津町をみんなで
盛り上げていきましょう♪

観光協会でもPR！
「ユネスコ記憶遺産」登録へ向けて、和菓子店や煎餅組合

などの地元商店が杉原氏のシールを商品に貼って販売する

など、町観光協会でも全国へ向けて、PR活動をしています！

シールは町観光協会が2万7千枚を作成しました。色は

金で、杉原氏がビザ発給の際に押したスタンプを模してお

り、スタンプの周りには「杉原千畝のふるさと　岐阜県八百

津町」と書かれています。商品にシールを貼って販売を始め

た、梅屋の安藤春由社長は「シールで日本全国に杉原千畝を

広め、彼の功績に触れるため八百津町へ訪れてほしい。」と

話していました。並べられた商品に貼られたシール

やおつせんべいにもビザスタンプが！
八百津の代名詞とも言える「やおつせんべい」

にも、杉原氏がビザ発給の際に押したスタンプ

の焼き印バージョンが登場しました！

㈱日の丸製菓の商品（左）は、スタンプの焼き

印が押された大きなせんべい2枚の間に、何枚

かの小さなせんべいが包まれており、まるで宝

箱のようなせんべいです！

㈲伊藤製菓の商品（右）はスタンプ柄以外にも、杉原千畝記念館やモニ

ュメント、「やおっち」が描かれたせんべいとバリエーション豊かで、見

るのも食べるのも楽しくなります！一枚一枚思いを乗せて焼き上がった

おいしいせんべいを食べながら、人道精神について考えてみてはいかがでしょうか？

ビ
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タ
ン
プ
を
模
し
た
焼
き
印

ふるさと応援寄付金の使い道にも追加！
八百津町ふるさと応援寄付金（ふるさと納税）では

「ユネスコ記憶遺産」登録も含めた杉原千畝顕彰事業

の使い道「6,000人のユダヤ人を救った杉原千畝、後

世に伝えよう『世界平和』・『命の大切さ』」を新たに設

定し、杉原千畝氏への思いを寄付という形で届けら

れるようにしています！

PRポスターが完成！
町では杉原氏の発給した、いわゆる「命のビザ」とその記録で

ある「杉原リスト」のユネスコ記憶遺産への登録のPRのため、4

種類のポスターを作成しました！

このポスターを鉄道の駅や空港をはじめ県内文化施設など

町内外に広く貼出し、PRに努めていく予定です。

完成したポスター
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第13回 八百津町中学生海外派遣事業
吉田 茂　国際交流基金

平成27年度　中学生海外派遣研修を終えて

1．はじめに

今年で13回を数える中学生海外派遣事業。今までに、255名の中学生がアメリカ合衆国を訪れ、ホ

ームステイを経験しています。ほとんどの生徒が、初めて異文化に触れ、考え方の違いや生活様式の

違いなどを感じたのではないでしょうか。この経験が、彼らの大きな財産となっていることを信じ、

将来に役立てて欲しいと思っています。

私の子どもも第3回と第12回の海外派遣事業でお世話になり、それぞれが、「もう一度行ってみた

い。」と話してくれました。そして、私が団長としてこの事業に参加することを大変よろこんでくれ

ました。今回、参加した18名の中学生が、「もう一度行ってみたい」と言ってくれるような研修とす

るため、安全に帰国することを最優先に考え、引率しなければならないと思いました。

今回の研修参加者の決定にあたり、海外研修に参加する理由などを記した作文、英作文の提出を求

め、2日間の日程で面接を行い、応募の動機、研修意欲、今後の自分にどのように役立てるかなどの

内容を審査し、八百津中学校17名、八百津東部中学校1名（男子8名、女子10名）の18名を決定しました。

4日間の事前研修では、ALTから英会話を学び、また、現地のパーティーでの出し物の決定、合唱、

盆踊りなどの練習を行いました。そして、保護者のみなさま方には、お忙しい時間の中、それぞれの

お子様の渡航準備をしていただきました。結団式では、「吉田イビサ会長、両親や研修に関わる人達

に感謝し、研修に臨みたい。」とあいさつした生徒がおり、みんなの研修意欲を感じました。こうし

た生徒達と過ごした10日間を報告させていただきます。

八百津町教育委員会　教育課　課長　吉　田　　司

2．8月12日　出発式からホームステイの始まりまで

集合時間の午前11時45分に、参加者18名と引率者4名が元気に集合し、町長、教育委員長、教育

長等の出席をいただき、出発式を行いました。生徒達に不安そうな顔は感じられず、非常に頼もしく

見えました。多くの保護者に見送っていただき、研修がスタートしました。中部国際空港で出国手続

きの後、30分ほど自由時間をとり、飲み物などを購入し、その後、飛行機に。国際線は初めての生

徒がほとんどのようでした。外国人のキャビンアテンダントの接客サービスにやや緊張気味。それぞ

れ、映画をみたりおしゃべりしたりして過ごしました。中には、飛行機に酔い、気分の優れない子も

いたようです。

いよいよアメリカ合衆国、デトロイト空港に到着。入国検査は生徒達にとって、初めての難関であ

ったと思います。そこは、検査官と1対1での手続が必要で、入国目的、滞在期間等の質問、指紋の

採取、写真撮影と行われました。優しそうな人、スキンヘッドのコワモテの人、日本語混じりで手続

きを進める人、生徒が初めて交流する？現地のアメリカ人でした。飛行機酔いの生徒も頑張っていま

した。デトロイト空港で入国手続きを無事済ませた後、ワシントン空港までの国内線に乗り換え。周

りはほとんどアメリカ人で、我々こそ外国人？でした。アナウンス、

機内サービスはすべて英語で、飲み物を頼むのも一苦労。ワシントン

空港では、現地コーディネーターとしてお骨折りいただくMrs.Rustが

2人の子どもさんと共にお出迎え。「お世話になります!」引率者の滞在

するSleepInnホテルまでバス移動。どの生徒も初めて見るアメリカの

風景に感動している様子でした。SleepInnホテルに到着し、駐車場で

ホストファミリーと初顔合わせ。私の片言英語のあいさつの後、それ

ぞれのホストファミリーと生徒を引き合わせ、写真撮影をしました。ホストファミリーのみなさんに

は、受け入れ生徒の名前を書いたプラカード、風船などを準備して歓迎していただきました。長旅で

疲れた顔をしていた生徒もホストファミリーと共に笑顔で写真に収まり、気分が悪かった子もいい笑

顔を見せてくれました。順次、生徒達はホストファミリーの自家用車で移動。ホームステイの始まり

です。「みんな、頑張れ!!」
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3．8月13日　ワシントンDCでの見学

2日目、みんな元気にホテルに集合しました。一部のホストファ

ミリーも合流し、バスはほぼ満席。ホストファミリーが時間を勘違

いして遅刻した生徒もおりましたが、疲れた様子もなく、元気で一

安心です。昨日、乗り物酔いをした生徒も、復活しました。元気に

出発です。今日は見学がメインになります。

地元コーディネーターのMrs.Rustの説明が始まりました。かな

りハイテンションです。生徒達にとって一番大切なパスポート携行

のチェックをしました。これから30分ほどバスで移動です。

第16代大統領エイブラハム・リンカーンの偉業を称えたリンカ

ーン記念館を見学、改めて有名な「government of the people, by 

the people, for the people」の言葉を思い出しました。

アメリカ国会議事堂、ホワイトハウス前で記念撮影し、テレビで

しか見ることのない施設を実際に見て、感動している様子でした。

また、ワシントンは日本と比べ湿気がなく過ごしやすく、木陰は涼

しく感じます。

ワシントンモニュメントを見学しました。これは、アメリカ建国の父である初代大統領ジョージ・

ワシントンの偉業を称えて造られた塔で、展望階からの眺めは、アメリカ国会議事堂、ホワイトハウ

ス、美術館・博物館などの建物を見渡すことができ、それらの規模の大きさに驚きました。とても1日、

2日の日程では見学できそうにもありません。

スミソニアン航空宇宙博物館に行きました。そこには、アポロ宇

宙船、月の石、ゼロ戦などの展示がありました。

その後、大聖堂に行き、説明を受けました。大聖堂は素晴しい建

物で、荘厳な雰囲気を感じました。

明朝はパーティーに必要な道具を持って集合することを説明。生

徒達は各ホストファミリー宅へ帰って行きました。

4．8月14日　交流会とJapan Night パーティー

3日目の日程は、当初、Chinライブラリーで交流の予定でしたが、

急遽、ガーフィールドハイスクールに場所を移しての交流になりまし

た。全員、ホストファミリーの車で送ってもらいました。

引率者は午前8時30分にMrs.Rustの迎え。ガーフィールドハイスク

ールに到着。副校長に校内を案内していただきました。教室は原則生

徒が移動していく方式で、まるで大学のようです。理科・技術・美術

等の特別教室、ホール、体育館、カフェテリアなどを見学しました。

どれも学校レベルのものではなく、ホールはオーケストラボックス付きで固定椅子の本格的な施設、

体育館は観客席もついたスポーツ観戦ができるような施設、カフェテリアは広く、現金はもちろん、

生徒のID使用によりキャッシュレスで購入できるとのこと。他には何面ものグラウンド、芝生に覆

われた校庭。乗用の芝刈り機で整備していました。

日本には無いものとして、軍隊に関する授業を行う教室がありました。指導者は軍隊関係者。最後

にサマースクールの子達とゲームして交流しました。その後、ホストファミリーの車に分乗し、ショ

ッピングモールへ移動しました。

一人で行動しないこと、集合時間を守ることを伝え解散。男子はさっそくフードコートで腹ごしら

え。女子はショッピングへ移動。男子はご飯にテリヤキや野菜がのった中華料理のようなものを食べ

る子、サンドウィッチを食べている子もおり、それぞれ英語で注文し、満足そうでした。

集合時間になり全員集合。今夜のパーティー会場へ移動しました。そこは教会の中にある体育館で
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した。午後3時30分までホストファミリーとキックボールをし、

パーティーの準備にかかりました。パーティーは、生徒達が準備

して、ホストファミリーをお招きするもので、みんなでテーブル、

椅子を並べ、ナイフ、フォーク等のセッティングをホストファミ

リーの女の子に教わりながら、準備しました。料理の手配は、現

地コーディネーターのMrs.Rustにお世話になりました。

午後6時となり、各ホストファミリーが続々と集合。突如、コ

ーディネーターのMrs.RustからY君のホストファミリーが溶連菌

に感染し、予防の為にも他のファミリーに変わったらどうかとの

提案。変更先はKくんの受け入れファミリーで、部屋も余裕があ

るとのこと。Y君本人に事情を説明し了承を得ました。また、容

態が良くなる予定の月曜日には、調子が良ければ元のホストファ

ミリー宅に戻りたい意思を確認しました。

地元の方の食事前のお祈りの後、食事タイムから始まりました。

大量のピザ、クッキー、差し入れのサラダ等と飲みものは水道水。

意外と地味です。ただ量は半端なく多かった印象です。

食事もひと段落し、いよいよJapan Nightパーティーの始まりです。最初は団長のあいさつでスタ

ートし、全員合唱に移りました。合唱は大変上手にできたと思います。受けも大変良く、みなさんか

ら大きな声で賛辞を送っていただきました。

紙芝居、けん玉そしてお手玉のグループ、新聞折りたたみゲームのグループ、書道グループの3つ

に分かれ活動開始。15分ほどでローテーションし、すべてのところをまわって体験していただく方

式をとりました。中でも新聞折りたたみゲームが結構受けており、みなさん喜んで参加していました。

また、書道にも興味をもっていただき、自分の名前をカタカナで書いたり、「春」「夏」「秋」「冬」などの

言葉を説明し書いていただきました。どちらも班長がよく頑張って説明、リードしている様子が見ら

れました。準備もかなりできている様子。紙芝居等のグループは幾つかやりすぎたか？しかし、みん

な興味をもってけん玉に興じていました。お手玉は蹴鞠になっていました。どの人もリラックスして

楽しんでいました。アメリカの方は、立って食べようが子どもがうるさくしようがかまわない様子で、

自由でリラックスして生活されている様子が感じられました。

その後盆踊りをスタート。東京音頭で盛り上がりました。2回ほど踊り、ほとんどのファミリーが

踊りの輪に参加。みんなで楽しみました。

記念写真を撮った後、後片付けをして解散。ホストファミリーの車でそれぞれ帰宅しました。週末

はプールへ行く家、動物園に行く家などがあるようです。

5．8月15日、16日　それぞれのホストファミリーとともに

土、日曜日は、それぞれのホストファミリーと過ごします。引率者はホテル待機です。

6．8月17日　ワシントンDCでの見学

6日目、今日はホロコースト記念館見学の予定。ジェファーソン記念館、アメリカ歴史博物館、ホ

ロコースト記念館に向かい出発しました。

急遽、日本人のホストママの紹介で、日本人学校の先生が面会を求めておられると伺い、スケジュ

ールがタイトで時間が取れるか心配です。

アメリカ第3代大統領ジェファーソンの記念館を見学。独立宣言を起草した人物であり、アメリカ

で尊敬されている人物だそうです。

アメリカ歴史博物館に移動し見学。アメリカの建国の歴史、歴代の大統領に関する資料、大統領夫

人に関する資料など興味深く見学しました。その日の昼食は、博物館内のカフェテリアでランチ。生

徒達も英語を駆使して食べたいものを注文していました。ワシントン日本人学校の校長、教頭、事務
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9．8月20日　帰国の途に

最終日はモーニングコール5時30分、6時10分集合、30分出発。無事、支度を整え、バスに乗車し出発。

車中でおにぎりの朝食を済ませました。ほどなくして、ニューヨーク・ラガーディア空港に到着。チ

ェックインに時間がかかったものの、セキュリティチェックを受け、飛行機へ。「さらば、NY…」

10．8月21日　八百津町へ

定刻どおり中部国際空港に到着。入国審査、税関検査を受け入国。20分の休憩を取り、バスにて

八百津町へ向かいます。ここで、添乗員さんとお別れ。「大変お世話になりました。」車内では、一人

員の面会を受けました。その後、ショッピングをし、ホロコースト記念館へ移動。

ホロコースト記念館でマーセル・ダイマーさんの話を聞きました。ご自身の幼少期に受けられた悲

惨な体験について語っていただきました。その後見学した館内で杉原千畝さんの名前の刻まれたプレ

ートを見つけ、同じ八百津町出身者ということで少し誇らしい気分になりました。

見学を終え、生徒達はホームステイ先へと帰っていきました。「最後の夜を楽しんできてください。」

7．8月18日　ニューヨークへ移動　ミュージカル鑑賞

7日目は列車アムトラック

に乗車し、ニューヨークに移

動。到着後、メトロポリタン

美術館見学、ホテルチェック

イン、夕食の後、ミュージカ

ル「アラジン」を鑑賞しまし

た。集合時間の午前7時40分

に生徒達は、それぞれのホス

トファミリーに送っていただき到着。それぞれ別れを惜しみ、写真を撮る子、ハグされる子、みんな、

良い思い出、経験をさせていただきました。「ホストファミリーのみなさま、お世話になり、ありが

とうございました。」

出発予定の午前8時のバスが遅れ午前8時44分出発。コーディネーターさんがバスに同乗し、お

見送りしていただきました。午前10時にアムトラックに乗車し、早めのランチボックスを配りま

した。まもなくしてニューヨークに到着しました。交通規制等でメトロポリタン美術館への到着が

遅れ、55分の見学時間となりました。大変大きな美術館で、ほんの一部を見られたくらいです。

Wellingtonホテルにチェックインしたのち、夕食ではチキンの半身をグリルした料理を食べました。

かなりボリュームがありましたが、男子はほぼ完食。徒歩でブロードウェイに移動し、本場のミュー

ジカル、アラジンを鑑賞しました。言葉はわかりませんが、なんとなく理解できました。「感動！」

8．8月19日 ニューヨーク市内の見学

8日目は 自由の女神を見学しました。船でリバティ島に渡り、自由の女神

の前で記念撮影。ショッピング。チャイナタウンで中華料理の昼ご飯。その

後エンパイヤステートビルを見学しました。屋上からの眺めは最高でした。

国連ビルで英語のツアーに参加しました。事前に勉強が必要と、添乗員さ

んが英語の専門用語などを説明してくれました。ツアーの開始までショッピ

ング。その後、国連の職員によるツアーが始まりました。テレビで見る安全

保障理事会や総会の会場など興味深く見学できました。その後、夕食のため、

タイムズ・スクエアにあるレストランに移動しました。みんな、ニューヨー

ク最後の夜を楽しみました。「テレビで見た風景です。NYかっこいい。」

ホテルに帰り、明朝の起床、集合時間を伝え、解散しました。
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僕は、生まれて初めて海外に行
きました。テレビなどでアメリカ
を見たことがあったけど、実際に
行ってみたいなと思っていまし
た。実際に行って、まず驚いたこ
とは国の広さでした。飛行機から
見ると、すごく大きいなと感じま
した。アメリカは日本と違う物が
あって楽しかったです。

桂川遼真
(八百津中)

一番心に残っているのは、ホー
ムステイです。行く前は不安や緊
張で怖かったけど、ホストファミ
リーにとても優しく温かく僕を迎
えてもらい、6日間、充実した日
を過ごさせてくれました。別れる
ことがすごくつらかったけど、こ
れが僕の一番の思い出です。各務魁人

(八百津中)

11．終わりに

長いと思っていた8泊10日も帰国してみると、あっという間に済んでしまったような気がします。

生徒達にとって、初めてづくしの経験であり、得がたく貴重な10日間だったと思います。教科書や

テレビ番組で見聞きしていることでも、実際に見て経験したことは、重みのある経験として生徒の血

や肉となり得るものと思います。今年度参加した18名の生徒達は、この経験を自信、誇りとして今

後の生活に役立てて欲しいと思います。今回は体調を崩した生徒が数名ありましたが、普段は健康な

生徒であり、ホームステイの環境に極度の緊張感を持ってしまったのかなと思います。すべての生徒

がホームステイを楽しみにしていましたが、やはり実際にアメリカ人の家庭に入って生活することは、

大きなプレッシャーであり、数名はそれが体調に現れてしまったのかなと思います。頑張った生徒達

をおおいにほめてあげたいと思います。最後に、生徒達にこうしたすばらしい機会を与えていただい

ている吉田会長には、心から感謝を申し上げます。八百津町の中学生が、多感で、思考が柔軟な時期

に海外に出かけ、異文化に接することは、彼らの将来に大きな影響を与えることであり、大変有意義

なプログラムであると考えます。私にとってもすばらしい経験をさせていただいたことに対し、心か

ら感謝を申し上げ、私の報告とさせていただきます。

(順不同・敬称略)
海外派遣事業に参加した中学3年生18人の感想

アメリカで、たくさんの事を学
び、感じることができました。家
族をとても大切にしていること。
杉原千畝さんの偉大さ。文化、生
活の違い。現地に行かないとわか
らないことを知ることができまし
た。協力をしてくださったみなさ
ん、ありがとうございました。羽賀すずな

(八百津中)

岡﨑昂奈
(八百津中)

私はこの研修に参加して、貴重
な体験ができました。すべて英語
で会話することは難しかったけれ
ど慣れると、少しずつ分かるよう
になって、行く前より英語が上手
になったと思います。さまざまな
場所を見学できて楽しかったし、
たくさん学べました。 古田奈津季

(八百津中)

今回のアメリカ研修で、私はさ
まざまなことを体験し、学びまし
た。その中でホストファミリーの
温かさを感じました。また、それ
と同時に、自分の家の温かさ、過
ごしやすさ、お母さんがいつも自
分の家を支えてくれているありが
たさを改めて感じました。

一人ビデオに研修の感想を収録。

保護者、学校関係者、教育委員会職員のお出迎えを受け、ファミリーセンターに到着。解団式を終

え、海外派遣事業全行程を終了しました。

僕はアメリカ研修で感謝するこ
との大切さを学びました。お金を
寄付してくださった吉田茂様、教
育委員会の方々、先生方、そして
僕たちのためにお金等、準備して
くれた家族やたくさんの人に支え
られて今回の研修ができました。
ありがとうございました。アクタシ柊我

(八百津中)
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私は、この研修を通して、アメ
リカでの生活や、発音を学びまし
た。アメリカでは、食べ物の量も
大きさも日本と全然違っていた
し、日本人よりもフレンドリーで
した。初めて海外に行って、世界
の広さを知ることができた気がし
ます。とても良い経験になりまし
た。

佐藤礼奈
(八百津中)

貴重な経験を生かし、ご活躍されることを願っています！

本当に楽しいアメリカ研修でし
た。僕が一番印象に残ったのは「ホ
ロコースト記念博物館」でした。
ユダヤ人に対する迫害や戦争の
悲惨さを目の当たりにしました。
杉原千畝さんの功績は世界に誇る
八百津町の宝だと思いました。僕
も杉原さんのように勇気ある決断
ができる人になりたいです。

山本康太
(八百津中)

清水理来
(八百津中)

アメリカ研修はテレビにでてい
る有名な場所や行ってみたかった
場所に行ってすごく嬉しかったで
す。また、ホームステイからコミ
ュニケーションの大切さを学びま
した。これからの生活は、アメリ
カで学んだことを生かしていきた
いです。

松田紗和
(八百津中)

私がアメリカで学んだことは、
言葉は違っても、気持ちはしっか
り通じることを学びました。あま
り上手く話せなくても、身ぶり手
ぶり、笑顔があれば良いと思いま
した。ホストファミリーはとても
良くしてくださいました。私もそ
んな人間になりたいです。

私はこのアメリカ研修で、アメ
リカの文化や歴史を知ることがで
きました。またホームステイでは
たくさん会話をして英語を少し聞
きとれるようになりました。この
経験が将来役に立つように、これ
からも頑張っていきたいです。

長谷川万琴
(八百津中)

言葉が通じず大変だったけど、
知っている単語などを使って会話
することができました。ホストフ
ァミリーと仲良くなれて嬉しかっ
たです。ホームステイをして、日
本との文化の違いを自分自身で体
験することができ、良い経験にな
りました。岩井萌々子

(八百津中)

岩井陸
(八百津東部中)

この研修ではホームステイとい
う貴重な体験ができました。ホス
トファミリーには自分からどんど
ん話したりしてコミュニケーショ
ンをとることができました。長い
間、英語を使って生活することに
よって、英語の力がついたと思い
ます。実際に自分が行ってみたい
ところにも連れて行ってくださり
とても楽しかったです。

ホームステイではアメリカの人
がどのような生活をしているのか
がわかったし、英語も実際にアメ
リカ人としゃべるので勉強になり
ました。またいろいろな場所にも
行くので、アメリカの歴史や文化
がよくわかりました。

貝川知弥
(八百津中)

今回の研修で文化の違いを学
び、自分の英語力が分かりました。
ホームステイ先では身ぶり手ぶり
を使いながらたくさん会話するこ
とができました。この経験を今後
の生活に活かしていき、自分の英
語力をさらに高めていきたいです。

大脇美樹
(八百津中)

鈴木華名
(八百津中)

このアメリカ研修で、アメリカ
の文化や習慣、食生活などを身近
で感じ、知ることができました。
そしてホロコースト記念博物館で
は、杉原千畝さんの勇気ある行動
はすごいことだと改めて感じまし
た。とても充実した研修になりよ
かったです。

初めてアメリカに行って日本の
食事とアメリカの食事の似ている
ところや違うところがわかりまし
た。お肉の大きさや量がとても多
くてびっくりしました。食べる事
がとても大変だったけど、初めて
のアメリカの食事をとることがで
きてよかったです。白木由来

(八百津中)

この研修は修学旅行と違い、ホ
テルではなく自分一人のホームス
テイでした。その点で、僕は出発
前、とても不安でした。しかし、
ホストファミリーの方々はとても
優しく、嫌だと思うことは一度も
ありませんでした。不安も感じる
暇もないくらい、楽しい研修でし
た。

永田将真
(八百津中)
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Photo　Yaotsu

～まちの話題～

（株）日の丸製菓さんからせんべいをいただきました！
㈱日の丸製菓（稲垣伸作社長）から町老人

クラブ連合会（滝上和美会長）へ敬老の集い

の際にと約2,000袋のせんべいをいただき

ました。

ありがとうございました。

9/7

せんべいを手渡す稲垣社長（左）と
受け取る滝上会長

久田見小学校グラウンドにおいて、同校

の児童・同地区自治会の役員ら約80名に

よって草取りなどのグラウンド整備活動が

行われ、今回初めて八百津ライオンズクラ

ブ（佐々木敏和会長、会員14名）の会員が

この地域活動に参加されました。

このグラウンドは夏には地域の夏祭り会場として使

われ、また秋には地域の運動会の会場として使われる

予定で、地域のさまざまな方の手によって、夏の間に

繁茂したグラウンドいっぱいの草を取ったり刈ったり

してきれいにされました。

同クラブのみなさんは、今後も町内各小中学校のPTA行事を中心に子どもたちや保護者の方々と

協力して、地域活動に参加される予定です。

八百津ライオンズクラブが地域の奉仕活動に参加！

9/5

グラウンドを整備する、八百津ライオンズ
クラブの会員と久田見地区のみなさん

筑前琵琶演奏会　シルクロードの音の旅～天空吟嘯～
今年も人道の丘公園シンボルモニュメン

トを会場として、当町在住の筑前琵琶演奏

家、田中旭泉（たなか きょくせん）さんに

よる「筑前琵琶演奏会」が開催されました。

演奏会は、モニュメントのステージで、

かがり火を焚いて行われ、馬頭琴・ホーミー演奏家の

岡林立哉（おかばやし たつや）さんをゲストに迎え、琵

琶と馬頭琴の調べとホーミーの歌声を天空に響かせ、

かけがえのないひとときを共有する様子を表現しまし

た。

この演奏会は、周囲の木々に響く琵琶の音とそのロケーションも相まって、幻想的な雰囲気の中で

の開催となり、会場に集った約450人がステージを囲むように腰を下ろし、名月の下、ゆっくりとし

た時間の流れを楽しんでいました。

9/5

演奏を披露する岡林立哉さん（左）と田中旭泉さん
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～まちの話題～

議会の構成がかわりました！

議　長 林　俊宏

副議長 柘植清貴

総務民生委員長 加藤良治

建設文教委員長 河村憲良

議会運営委員長 林久宜

（敬称略）

9/10

監査委員

吉村敦男さん

（前任者）

平岡冨弘さん

お疲れ様でした

固定資産評価

審査委員会委員

飯田孝仁さん

（前任者）

鈴木尚武さん

お疲れ様でした

教育委員会委員

小松普門さん

（前任者）

纐纈堅爾さん

お疲れ様でした

林
　
俊
宏
　 

議
長

柘
植
清
貴
　
副
議
長

ふ
る
さ
と
写
真
館

写
真
協
力
　
社
会
教
育
視
聴
覚
協
議
会 竹地　和嘉夫（上牧野）

「大ムカデ競走（八百津中　体育祭）」
佐藤　和人 (須賀)

「さぁ練習（潮見小　一輪車）」

防災訓練を実施！
南海トラフ巨大地震（八百津町震度6弱）

が発生したと想定し、各自治会や自主防災

組織単位にて避難訓練・防災訓練が行われ

ました。

メイン会場となった八百津小学校では、

近隣の自治会、消防団員、関係者など約350名が避難訓

練に参加し、「消火器訓練」や「土のう積み体験」などさま

ざまな訓練・体験が行われ、参加者はいざというときの

ために熱心に参加されていました。

9/13

土のう積み体験をされる参加者のみなさん

長い間、お疲れ様でした！
9月10日をもって退任された、前町議会

議員　平岡冨弘さん（3期・12年）、徳田弘

司さん（2期・8年）に町長から退職記念品が

贈られました。

また、お二人には町議会議員として地方

自治の振興と町政の発展に貢献されたとして、町長より

表彰状が授与されました。

長い間、お疲れ様でした。

9/10

記念品を受け取られた徳田さん(左)と平岡さん
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<お元気サロン>（申し込みが必要です）

・12日、26日（木）　午前9時30分～午前11時30分 ……………… ところ：福祉センター　1階

<こころの相談>（予約が必要です）

・9日（月）午後～　個別に対応し秘密は厳守します。 …………… ところ：保健センター

<オレンジサークル（認知症介護者家族の会）>

・25日（水）　施設見学を行いますので、参加される方はご連絡ください。

<介護巡回相談会>

・4日（水）受付時間：午後1時30分～午後3時30分 ……………… ところ：潮南出張所

会場に来られない方は訪問します。ご連絡ください。

シリーズ包括支援

シリーズ
防災安全

No.54 自主防災組織⑥ ～防災訓練を開催してみる～

～　災害時　その判断が　分かれ道　～

シリーズ
包括支援

No.54
こんにちは八百津町地域包括支援センターです

～みんなで楽しくクッキング～

□お問い合わせ　八百津町地域包括支援センター　☎43-3267または☎43-2111（内線2566・2567）

効果的な訓練にするために

知識の普及や訓練に役立つ催し物を、楽しい雰囲気の中で行うようにしましょう。防災訓練という

名前では参加してもらえないような人たちにも、レクリエーションとして参加してもらえるような内

容を考え、さらに参加した人に出番のあるイベントを心がけます。（例えば親子で協力してバケツリレ

ーを行う、消防署の職員を招いて消火器を使ってみる、終了後に懇親会を開いて意見を出し合うなど）

実際の訓練内容

■初期消火訓練…初期消火訓練では、手順や注意点を正しく理解してもらうことが大切です。消火器を

使ってみたりバケツリレーをしてみるなど住民が実際に参加して協力し合えるような内容にしましょう。

■避難誘導訓練…避難誘導訓練は、あらゆる被災状況を想定して実行します。災害の種類や規模、地域

の特性などで誘導の方法が大きく変わります。傷病者や高齢者などの要配慮者の支援をどうするのか、避

難経路がふさがれてしまった場合どう対処するのかなど最善の避難誘導ができるよう取り組みましょう。

■応急救護訓練…応急救護は、負傷者1人1人をよく観察し、その症状に適した手当が必要です。正

しい手当をしなければ容態を悪化させたり命に関わることにもなりかねません。救護には専門的な知

識が必要なため、消防署などから救護の専門家に参加してもらい指導を受けるようにします。

11月の予定

9月10日に福祉センターでお元気サロンが行われました。管理栄

養士を講師に、みなさん一緒に「ふわふわ豆腐のお好み焼き」を作

りました。

前半には低栄養予防について講義をいただき、

①バランスに気をつける

②タンパク質（肉、魚、卵、豆、大豆製品など）は毎食とる

③食事の雰囲気を良くする

以上のことがとても大切なことと学びました。おしゃべりをしながらクッキングを楽しみ、とても

賑やかな雰囲気でした。料理は、材料を準備したり、段取りを考え調理することが脳の活性化にもた

いへんよいそうです。

出かけて楽しくおしゃべりがしたい、身体を軽く動かしたいなど、興味のある方はぜひ「お元気サ

ロン」へお越しください。お待ちしております。

シリーズ防災・包括支援
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③ いじめ防止など人権教育に対して積極的に取

り組んでいることなどでした。

八百津町出身の元外交官杉原千畝氏の人権尊

重の精神が大切にされ、指導が推進されていま

した。8月に行われた児童・生徒会のいじめ防

止サミットでは、小･中･高等学校のリーダーか

ら、いじめ防止に立ち向かう正義の風を感じる

ことができました。

また、八百津町には、常に少人数で学習して

いる子どもがいます。私は少人数だと子どもた

ちがなれ合いになったり、社会性の乏しい人に

なってしまわないかという疑間を抱いていまし

た。しかし、それは間違いでした。少人数だか

らこそ、先生の目も行き届き、子どもたちは明

るい表情で伸び伸びと授業を受けている姿が印

象的でした。

私が60年以上、志を持って歩んでこられたの

は、祖先がいたからであり、地域の方々や家族

の支援があったからです。今後も、八百津町の

子どもたちが、夢や志が持てるような活動をサ

ポートしていきたいと思います。その中で郷土

八百津町に貢献できる子どもを育てていきたい

と思います。4年間お世話になりました。

小学校1年生が保育園児に読み聞かせ

平成23年10月1日より、4年間にわたる教育

委員の任期を終えることができ、この４年間町

民のみなさま方にはお世話になりまして大変あ

りがとうございました。

私ごとですが、「自分の家を造りたい。」と、

大工の仕事に志を持ったのは16歳の時でした。

それから60年以上の月日が流れました。建築士

や施工管理技士など、取得した資格は20を超え、

400軒以上の家を建ててきました。

今思えば、いつも夢や希望が、自分の背中を

押してくれたように思います。また、祖先や家

族、地域の方々への感謝の気持ちも忘れられま

せん。

八百津町には豊かな自然があり、古くからの

よき伝統や、文化が引き継がれています。また、

地域の方々は、笑顔で挨拶を交わし、温かい人

と人との絆があります。それらが、子どもたち

の夢や志を育む土台になっていると強く感じて

います。

私が教育委員を務める中で、いつも思ってい

たことは、私たち大人は、“子ども達に夢や志

（目標）を持たせ、前向きに努力できるよう援助

していかなければならない”ということです。

八百津町には、現在783名の児童生徒がいま

す。この4年間、八百津町の7つの小中学校、また、

八百津高校を何度も訪問しました。どの学校も

特色ある教育活動が展開されています。

学校訪問を通して、私が特に注目したのは次

の点です。

① どの先生も、一人ひとりの子どもを大切にし、

個に応じた指導を心がけていること。

② 地域の自然や人材を活かした教育活動を行っ

ていること。

八百津町教育委員会　前教育委員長

纐纈堅爾

シリーズ
教育

No.50 「夢・志」で前進する八百津町の子どもたち

教 育 の 窓
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役 場 か ら の お 知 ら せ

納期のお知らせ

町県民税 3期分 11月2日

国民健康保険税 6期分 11月2日

介護保険料 6期分 11月2日

後期高齢者医療保険料 4期分 11月2日

保育料 10月分 11月2日

水道料 10月分 11月2日

町営住宅使用料 10月分 11月2日

※10月末が休日のため11月2日までが納期限となります。

納期限

固定資産税 3期分 11月30日

国民健康保険税 7期分 11月30日

介護保険料 7期分 11月30日

後期高齢者医療保険料 5期分 11月30日

保育料 11月分 11月30日

水道料 11月分 11月30日

町営住宅使用料 11月分 11月30日

納期限

●10月に納めるもの● ●11月に納めるもの●

※ 口座振替をご利用の方は､　残高確認をお願いします。

町民課からのお知らせ

税務署　電話相談の窓口について

国税庁ホームページでは、よく

ある税に関するご質問に対する回

答を「タックスアンサー」として掲

示しています。 

タックスアンサーを利用するに

は、インターネット環境のあるパ

ソコンや携帯電話において、「タ

ックスアンサー」で検索してくだ

さい。

（http://www.nta.go.jp/taxanswer）

「電話相談センター」の利用案内

電話相談の窓口

インターネット上の税務相談

「タックスアンサー」

① 関税務署（☎0575-22-2233）へお電話を

お掛けください。

③ 自動音声に従って、相談したい内容の番

号を選択してください。

【受付時間等：8:30～17:00（土日祝日、年末年始を除く）】

② 自動音声によりご案内しますので、　を

押してください。（案内の途中でも押すことができます。）

税務署に行かなくても自
宅や事務所から相談がで
きるなんて便利でいいわ。

１
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総務課からのお知らせ

健全化判断比率等の公表について

役 場 か ら の お 知 ら せ

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に伴う、平成26年度決算「健全化判断比率」と公営企

業「資金不足比率」をお知らせします。

詳しくは八百津町ホームページ（http://www.town.yaotsu.lg.jp）に掲載しております。

（単位：％）

（単位：％）

※ 実質赤字、連結実質赤字とならなかったため「－（該当なし）」で表示し、参考までに黒字の比率を（△）

で表示しています。

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

八百津町
ー

(△9.27)
ー

(△27.45)
9.7 （△0.1）

早期健全化基準 (15.00) (20.00) (25.0) (350.0)

財政再生基準 (20.00) (35.00) (35.0) ー

□健全化判断比率

特別会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準

水道事業会計 ー （ 20.0 ）

簡易水道事業特別会計 ー （ 20.0 ）

公共下水道事業特別会計 ー （ 20.0 ）

農業集落排水事業特別会計 ー （ 20.0 ）

※資金不足とならなかったため「－（該当なし）」で表示しています。

□資金不足比率

【用語解説】

一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。

全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。

一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率で、一部

事務組合への負担金や公営企業会計に対する繰出金のうち元利償還金相当

分なども要素に加えられています。

この比率が18%を超えると地方債を発行する際に国の同意ではなく、許可

が必要になります。また、25%以上になると財政健全化団体となり一部の

地方債の発行が、35%以上になると財政再生団体となり多くの地方債の発

行が制限されます。

地方債の残高など、一般会計等（普通会計）が将来負担すべき実質的な負債

の、標準財政規模に対する比率です。

公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率です。

自治体が通常の行政サービスを提供するために必要な一般財源をどの程度

もっているのかを表す指標で、普通交付税と地方税が主なものです。

自治体の財政状況を一定の基準で分析する場合などに利用されます。

実 質 赤 字 比 率

連結実質赤字比率

実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率

資 金 不 足 比 率

標 準 財 政 規 模

・

・

・

・

・

・

□お問い合わせ 役場2階　総務課　財政係　☎43-2111（内線2213）
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役 場 か ら の お 知 ら せ

健康福祉課からのお知らせ

第3回八百津町保育園検討委員会の会議結果について
◆開 催 日 　8月20日（木）午後7時～8時30分

◆会議内容 ・錦津保育園遊戯室の使用について 耐震に不安があるため遊戯室の使用を中止

  行事等は錦津コミュニティセンターのホールを利用

 ・第2回会議の振り返り　アンケート結果、意見発表について

 ・子ども・子育て支援事業計画の確認　 子ども数の推計、保育サービスの種類と内容

 ・答申の作成について

健康福祉課からのお知らせ

「保育園の在り方について（答申）」の内容をお知らせします
平成27年9月10日

　八百津町長　赤塚新吾様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八百津町保育園検討委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委 員 長　柘　植　伴　美

平成27年5月14日諮問を受けた「八百津町保育園の在り方について」に関して、園児数の推移や保育

ニーズなどを参考に、慎重に審議、検討を行った結果、委員会として意見の集約を行いましたので次

のとおり答申します。今後は、八百津町において熟慮のうえ保育園の整備を迅速に実施されますよう

強く要請します。

［諮問1　保育園の建設等に関する事項]

錦津保育園は、建築から40年以上経過しており耐震基準を下回っていることから耐震補強工事を

検討しましたが、多額の費用と時間を要し、投資効果と園児への影響を考えると、新築の方が妥当で

あり新たな土地への建て替えを答申します。

[諮問2　保育園統廃合に関する事項]

少子化が進行するなかで、安心して子どもを生み育てることができるまち「八百津町」をめざし、保

護者、特に母親の子育てと仕事の両立を図ることができるよう子育て支援することが肝要です。

子どもの数が減少する一方、3歳未満児の保育ニーズが高まる傾向にあり、待機児童を発生させない

ために、また、延長保育・休日保育等、多様な保育の実現をめざし、八百津保育園と錦津保育園を統

合されるよう答申します。

なお、久田見保育園については、地理的条件から送迎が難しく、直ちに統合することには問題があ

り、今後の課題として検討されるよう要請します。

[諮問3　その他委員会の目的達成に必要な事項]

八百津保育園と錦津保育園の統合につきまして、その建設場所については八百津町総合計画等に基

づき、八百津町が責任を持って適地を選定されるよう答申します。

※町では保育園の整備について、この答申を尊重しながら具体化する予定です

錦津保育園の耐震問題の解決に向けて、早期に対応してまいります。

□お問い合わせ　健康福祉課（保健センター内）　☎43-2111（内線2560) FAX 43-2117
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八百津町明るい選挙推進協議会・同町選挙管理委員会では将来の有権者である小・中学生に対して、

政治意識の向上と明るい選挙の推進を呼びかけるため、毎年明るい選挙啓発ポスターを募集しています。

今年度は小中学校合わせて163点の応募があり、9月17日に町ポスター審査会を行った結果、入選

20点（小中学校10点ずつ）・佳作作品27点（小学校15点、中学校12点）を選出しました。

選挙管理委員会からのお知らせ

明るい選挙啓発ポスター町入選・佳作おめでとうございます

八百津小学校　６年生　長谷川聖人さん

和　知小学校　６年生　伊藤沙和さん・遠藤佑眞さん・後藤誉さん・坂元秋桜さん・佐藤百華さん

錦　津小学校　６年生　大澤七海さん

久田見小学校　６年生　小笠原綾音さん・佐藤彩さん・野村菜々子さん

小学校入選者

八百津中学校　２年生　吉田隼人さん・河合未夢さん・濱淵真矢さん・栗山紗季さん・髙倉彗羽さん

 永田明衣さん・羽賀諒子さん・村上ヒカルさん・吉田七都実さん

東　部中学校　３年生　宮本拓実さん

中学校入選者

八百津小学校　６年生　岩井美樹さん・永田隼大さん・林真白さん

和　知小学校　６年生　佐藤瑠香さん・長谷川玲花さん・浜渕明香里さん・大 隆慈さん

錦　津小学校　６年生　村上大和さん

 ５年生　林心愛さん

久田見小学校　６年生　市岡杏菜さん・大鋸蔵真さん・金井心音さん・金井聖悟さん

 後藤優佳さん・松浦風香さん

小学校佳作者

八百津中学校　２年生　荻曽あり菜さん・脇淵海月さん・渡邉羽瑠奈さん・生田大都さん・井戸翔哉さん

 原拓磨さん・西村大斗さん・岩井裕里紗さん・小倉結莉さん・川合愛さん

 永田りかさん・林瑚雪さん

中学校佳作者

役 場 か ら の お 知 ら せ

「ちゃっとメール」の登録はこちらへ
下記メールアドレスにメールを送信してください。

詳しくは、総務課　情報政策係　までお問い合わせください。
ent@chat.yaotsu.jp

（QRコードも使用することができます。）

au・SoftBankdocomo
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子育て情報ひろば
11 月の行事予定

子育てあれこれ！

子育て支援センター

　  ☎43-2111(内線2582)

八百津保育園 ☎43-0196

錦 津 保 育 園  ☎43-0449

久田見保育園 ☎45-1276

和 知 保 育 園  ☎43-0519

乳 幼 児 学 級  ☎43-0390入園前のお子さんとパパ、ママ、祖父母のみなさまの子育てを応援します！

「子どもは

人に迷惑をかけながら育つものよ」

近所のおばちゃんは教えてくれた

「子育ては

人に頼りながらするものよ」

そういって、赤ちゃんを抱き上げた

「そうして　あなたが　手があいたら

また　次の人にしてあげればいいのよ」

おばちゃんは

そう言って　にっこり笑った

―ひだまり通信より

子育てはじゅんばんこ

行 事 名 と　き 対　象 ところ 内　容

乳幼児相談 17日(火) 9:30～11:00 未就園児 子育て支援センター
身長・体重　発育相談
保健師・栄養士が対応

誕生会 26日(木)10:30～11:00 未就園児 子育て支援センター ペープサート

子育て支援学級
ぴよぴよ

11日(水)10:00～11:30 未就園児（0歳1歳）
八百津保育園

ふれあい遊び
（２歳児試食会）子育て支援学級

すくすく
10日(火)10:00～12:30 未就園児（2歳以上）

子育て支援学級
わいわい

12日(木)10:00～12:00 未就園児 錦津保育園
ふれあい遊び 

（2歳児）
子育て支援学級

あおむし
10日(火)10:00～12:30 未就園児 久田見保育園 お散歩しましょう

子育て支援学級
ムーミン

5日(木)10:00集合 未就園児 和知保育園
遠足（川辺公園）

持ち物　弁当・水筒

園庭開放
毎週月曜日9:30～11:00 未就園児

八百津・久田見・
和知保育園

運動場で遊ぼう

毎週土曜日9:30～11:00 未就園児 錦津保育園 運動場で遊ぼう

乳幼児学級

 9日(月)10:00～11:30
和知地区
学級生

和知センター
駐車場集合 親子でぷち遠足

　バスや電車に
乗ってみよう！16日(月)10:00～11:30

東部地区
学級生

久田見センター
駐車場集合

24日(火)10:00～11:30
八百津地区

学級生
ファミリーセンター

駐車場集合

27日(金)10:00～11:30
錦津地区
学級生

錦津コミュニティセンター
駐車場集合

★子育てサロン  6日（金）

　　アレンジフラワー

★親子リズム 10日（火）

★1歳児のあそび 12日（木）

★体であそぼう 19日（木）

＊対象年齢等詳しくは子育て支援

センターへお問い合わせください。

（☎43－2111内線2582）

参加者募集中！

お知らせ
子育て支援センターより

家族の子育て支援 (ファミサポ)
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保健センターだより 11月の行事予定

八百津町保健センター　☎43-2111
乳幼児健診や予防接種のお問い合わせは内線2561・2562へ

メール相談：hosoudan@town.yaotsu.lg.jp

子宮がん・乳がん施設検診の受診期間は12月28日（月）までです。

施設検診を希望される方は、お早めに医療機関へ電話でお申し込みください。

なお、12月28日（月）前に受付を締め切る医療機関もありますのでご了承ください。

☆子宮がん・乳がん施設検診についてのお知らせ☆

「うつ病」は誰もが発症する可能性があります。うつ病を発症した場合は、適切な治療はもちろ

んのこと、地域住民や家族の病気に対する正しい理解と支援が必要不可欠です。また家族も“抱え

込まない”ことが大切です。

そこで「うつ病」について、理解を深める研修会を行います。興味をもった方は、ぜひ、ご参加ください。

主催：岐阜県中濃保健所

○と　き：11月6日（金）　　午前10時～11時30分

○ところ：可茂総合庁舎５階　大会議室

○内　容：①講義　「うつ病と対応について」

　　　　　　〈講師〉地域生活支援センター　ひびき　　精神保健福祉士　大竹　洋　氏

　　　　　②可茂地区家族会　活動紹介

○対象者：可茂管内地域住民、うつ病患者家族

○参加費：無　料

○申込み：お電話で10月30日（金）までにお申込みください。

○お問い合わせ先：中濃保健所　健康増進課　保健予防係　☎25-3111(内線364)

うつ病患者家族　研修会

家族の子育て支援 (ヘルスケア)

行事 期日 対象 受付時間 場所

母
子
保
健

1歳6ヶ月児健診 5日（木） H26年 3月～ 4月生まれ 12 :50～13 :00
保健センター

3歳児健診 5日（木） H24年10月～11月生まれ 13 :20～13 :30

乳幼児予防接種 毎週火曜日

四種混合

ヒブワクチン

肺炎球菌ワクチン

BCG

17日（火）

MRワクチンⅠ・Ⅱ期

日本脳炎Ⅰ・Ⅱ期

水痘

二種混合

10日（火）

24日（火）

ベビークッキング＆

アフタービクス
11日（水）

★ 11月6日(金)午前中までに電話予約

してください。

　（産後6ヶ月までの方）

13 :00までにお

越しください。

ファミリー

センター2階

マタニティスクールⅠ 13日（金） ★6日（金)までに電話予約してください。 10 :00～10 :10 保健センター

母子手帳交付 毎週水曜日 町内在住の全妊婦  9 :00～ 9 :30 保健センター

成
人 健康相談 4日、18日（水） 町民の方 10 :00～11 :00 保健センター

乳幼児健診の問

診票、予防接種

の予診票は出生

後にお渡しした

バッグに入って

います。

転入の方はご連

絡ください。

BCG・水痘・Ｍ

Ｒワクチンの接

種 後 は 2 7 日 以

上の間隔をあけ

る必要がありま

す。ご注意くだ

さい。

注意
完全予約制です。
1 週間前までに保健センターへ
ご予約ください。

受付は13：00～13：20です！！
時間内に受付をしないと接種できません。
(接種は13：30～です)
・到着順の番号札をお取りください。

・番号札は13：00～13：20まで出します。

・番号札と接種の順番は異なります。

予防接種スケジュールを個別にご覧ください。
不明な方は保健センターにご連絡ください。

第3週

第2・4週
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平成27年度水質検査計画に基づいて実施した検査の結果、安全性が確認されています。

浄水水質検査結果 平成27年9月15日　検査

検査項目 単位 水質基準
上水道 簡易水道

検査頻度
木野浄水場 上飯田浄水場 久田見浄水場 潮南浄水場 篠原浄水場

気温 ℃ － 28 28 23 23 23
毎日

水温 ℃ － 26.4 30.5 23.7 28.0 24.5
一般細菌 CFU/mL 100以下 0 0 0 0 0

月1回
大腸菌 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.003以下 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

年1回
（鉛及びその
化合物篠原
年4回）

水銀及びその化合物 ㎎/L 0.0005以下 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満 0.00005未満
セレン及びその化合物 ㎎/L 0.01以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
鉛及びその化合物 ㎎/L 0.01以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ヒ素及びその化合物 ㎎/L 0.01以下 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
六価クロム化合物 ㎎/L 0.05以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.01以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満

年4回
亜硝酸態窒素 ㎎/L 0.04以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 10以下 0.47 0.26 0.32 0.37 0.07

年1回

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.8以下 0.05未満 0.06 0.05未満 0.05未満 0.05未満
ホウ素及びその化合物 ㎎/L 1.0以下 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満
四塩化炭素 ㎎/L 0.002以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
1,4-ジオキサン ㎎/L 0.05以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満
シス－1,2－ジクロロエチレン
及びトランス－1,2－ジクロロエチレン ㎎/L 0.04以下 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ジクロロメタン ㎎/L 0.02以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
テトラクロロエチレン ㎎/L 0.01以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
トリクロロエチレン ㎎/L 0.01以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ベンゼン ㎎/L 0.01以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩素酸 ㎎/L 0.6以下 0.11 0.18 0.07 0.21 0.08 

年4回

クロロ酢酸 ㎎/L 0.02以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
クロロホルム ㎎/L 0.06以下 0.014 0.007 0.008 0.023 0.032
ジクロロ酢酸 ㎎/L 0.03以下 0.003 0.003 0.002 0.008 0.008
ジブロモクロロメタン ㎎/L 0.1以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
臭素酸 ㎎/L 0.01以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
総トリハロメタン ㎎/L 0.1以下 0.017 0.009 0.01 0.026 0.035
トリクロロ酢酸 ㎎/L 0.03以下 0.006 0.005 0.003 0.019 0.016
ブロモジクロロメタン ㎎/L 0.03以下 0.003 0.002 0.002 0.003 0.003
ブロモホルム ㎎/L 0.09以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ホルムアルデヒド ㎎/L 0.08以下 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満 0.008未満
亜鉛及びその化合物 ㎎/L 1.0以下 0.005未満 0.005未満 0.066 0.005未満 0.005未満

年1回
（アルミニ
ウム及びそ
の化合物
久田見年4回）

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.2以下 0.01未満 0.02 0.01 0.01未満 0.01
鉄及びその化合物 ㎎/L 0.3以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満
銅及びその化合物 ㎎/L 1.0以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.011 0.005
ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 200以下 2.6 3.2 2.6 3.0 2.8 
マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.05以下 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩化物イオン ㎎/L 200以下 2.4 4.3 3.5 2.8 1.8 月1回
カルシウム、マグネシウム等(硬度) CaCO3㎎/L 300以下 16.0 12.0 9.8 10.0 4.1

年1回

蒸発残留物 ㎎/L 500以下 39 36 31 34 26
陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.2以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満
ジェオスミン ㎎/L 0.00001以下 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満
2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.00001以下 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満
非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満
フェノール類 ㎎/L 0.005以下 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満 年1回
有機物（全有機炭素TOCの量） ㎎/L 3以下 0.8 0.4 0.4 0.8 1.0 

月1回

ＰＨ値 5.8以上8.6以下 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 
味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
色度 度 5以下 1.0 0.5未満 0.5未満 0.9 1.0 
濁度 度 2以下 0.1未満 0.1未満 0.1 0.1未満 0.1未満
残留塩素（参考） ㎎/L － 0.2 0.2 0.3 0.1 0.3 毎日

水道水の水質検査結果
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新着図書は八百津町ホームページにて

紹介中です！！

http://www.town.yaotsu.lg.jp

★新着図書情報

あなたと本が出会う場所 ～みんな図書室へ行こう～

開館時間：午前10時～午後6時

休 館 日：毎週月曜日・第3日曜日・年末年始

貸出は1人3冊まで。2週間借りられます。

ファミリーセンター2階
☎43-0390

「分解日記　光二郎備忘ファイル」
いるよね～～何でも分解しちゃう人。そんな老人がおかしな事件に巻き込まれて、

その中で、いろんなものを分解、再構築。無機質な世界から垣間見える家族愛、人間愛。

さくさく読める変革ミステリー。

大山淳子／著　講談社

秋の夜長に、非日常の世界を漂ってみようと思えば、この一冊をぜひ。

「貴族」を名乗るイケメンが主人公の、（意外に？）本格的なミステリーです。

読後は優雅に紅茶を嗜みたくなるはず。

『ようこそ、めくるめく麻耶ワールドへ！！』

「貴族探偵」 麻耶雄嵩／著　集英社

本年度直木賞受賞作。

1975年、17歳の主人公（葉明生）に大きな影響を与えた祖父が殺された。犯人は誰か。1949年、

祖父はなぜ中国から台湾に渡ってきたのか。祖父殺害の真相を中国と台湾の歴史を軸に明らかに

してゆく。中身の濃い小説です。ゆっくり味わって読んでみてください。

「流」 東山彰良／著　講談社

「むかし　山の上に　大きな　赤い実の木がありました。お腹を空かせた　ティラノサウルス

とゴルゴサウルスがやってきて、けんかを始めますが・・・。」

どんなに分かり合えないと思っていた間柄でも、思いやりの気持ちが芽生えたとき、優しい気

持ちを抱いたときに、ほんの少し寄り添うだけで、がらりと世界が変わります。思い合うこと

のあたたかさを描く感動の物語。親子で楽しんでください。

「やさしさとおもいやり」 宮西達也／作・絵　ポプラ社

今月のおすすめの本

図 だ よ り室書

読書の秋がやってきました。図書室でお気に入りの一冊と出会いませんか？

☆おしらせ☆　産業文化祭開催のため、11月のおはなしランド（読み聞かせ会）はおやすみします。

次回は、12月5日（土）を予定しています。ささやかなクリスマスプレゼントを用意してお待ちしてい

ます。お楽しみに♪

町内の図書室では、図書のリクエストができます。町内に蔵書がない場合でも、

県図書館から借りるなど、できるだけお応えします。ご希望の方は、職員まで

お気軽にお声がけください。

ごぞんじ
ですか？
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Information
11月の「加茂休日急患診療所」

※診療時間は、午前9時から午後5時までです。

お 知 ら せ

■学習センターおよび分室所在地

岐阜学習センター

〒500-8384

岐阜市藪田南5－14－53

ふれあい福寿会館　第2棟2階

☎058-273-9614

多治見分室

〒507-0034

多治見市豊岡町1丁目55番地　ヤマカまなびパーク

☎0572-24-6309

高山分室

〒506-0053

高山市昭和町1－188－1　高山市民文化会館

☎0577-33-8333

岐阜県保険医協会では活動の一環として、医

師による電話での医療相談「電話健康相談」を実

施いたします。住民のみなさんの日頃の健康の

悩みに応じます。この企画を通じて、地域の方々

の健康についての疑問・相談に応え、少しでも

役立てればと考えております。ぜひ、お気軽に

お問い合わせください。

■と　　き　11月29日（日）

■受付時間　午前10時～12時

■電話番号　058-267-0711

今回は医科領域の相談となりますので、歯科

領域の相談はご遠慮いただきますようお願いい

たします。

岐阜県保険医協会　☎058-267-0711

医師による電話健康相談のお知らせ

ラグビーボールを使って体を動かし、簡単な

ゲームを楽しみます。小学生、幼児のみなさん、

ぜひ参加してください。

■対象 小学生、幼児（男子、女子）

■用意するもの 運動ができる服装、運動靴

■とき

第１回　11月22日（日）午前9時～正午

第２回　11月29日（日）午前9時～正午

第３回　12月 6日（日）午前9時～正午

■ところ

第１回、第２回 美濃加茂市　木曽川ライン公園

第３回 可児市　KYBスタジアム

■参加費無料

■受付 当日、グランドにて行います。

■申込み 事前に連絡をお願いします

NPO可茂ラグビー倶楽部　☎0574-27-1528

キッズラグビー教室2015

岐阜地方裁判所　☎058-262-5122

裁判所からのお知らせ

裁判所では、国民のみなさまに新しくできた

制度や裁判手続きを知っていただくために、毎

月テーマを定めて、裁判所ウェブサイトでご案

内しております。11月のテーマは「裁判員制度

～まもなく名簿記載通知を発送します！」です。

ぜひご覧ください。

（http://www.courts.go.jp/index.html）

放送大学岐阜学習センター　☎058-273-9614

放送大学４月生募集のお知らせ

放送大学では、平成28年度第1学期（4月入学）

の学生を募集しています。放送大学はテレビ等

の放送やインターネットを利用して授業を行う

通信制の大学です。心理学・福祉・経済・歴史・

文学・自然科学など、幅広い分野を学べます。

出願期間は3月20日まで。資料を無料で差し

上げています。お気軽に放送大学岐阜学習セン

ターまでご請求ください。放送大学ホームペー

ジでも受け付けております。

■大学説明会

（岐阜学習センター） （多治見分室）

12月 5日（土） 12月13日（日）
12月12日（土）  1月10日（日）
12月19日（土）
12月20日（日） （高山分室）
 1月 9日（土） 12月 6日（日）
 1月16日（土）  2月 7日（日）
 1月17日（日）
 2月 6日（土）
 2月20日（土）
 2月21日（日）

 1日（日）濃飛ファミリークリニック （☎53-3111）

 3日（火・祝）さぐち内科 （☎27-7314）

 8日（日）伊佐治医院 （☎43-0011）

15日（日）太田メディカルクリニック （☎26-2220）

22日（日）安田内科クリニック （☎27-5088）

23日（月・祝）小林クリニック （☎25-8077）

29日（日）木沢記念病院 （☎25-2181）

お知らせ info
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みなさん、こんにちは。

先月、八百津町が約3か月ドキドキして待っ

ていたお知らせがやっと来ました。杉原千畝さ

んが書いた「命のビザ」がユネスコ記憶遺産の国

内候補に選ばれた！という、とても嬉しいお知

らせでした。まだ「登録」ということではないで

すが、登録への一歩なので、嬉しいですね。記

念館として今までできるだけ多くの人に来ても

らって、杉原さんのことを知ってもらうように

頑張りましたが、もしユネスコ記憶遺産に登録

されたら世界中の人々に杉原さんのことを知っ

てもらうことになるので、私たちの目標が世界

レベルで達成できます。それを思うと本当にド

キドキワクワクします。

前にも話したと思いますが、2年半前に私が

記念館で仕事を始めた頃にお客さんにアンケー

トを出しました。出身地、年齢などのほか、「感

想を聞かせてください」という欄もありました。

多くの方の感想は「立派な人」「素晴らしい行為」

「誇りに思います」でしたが、「私には真似でき

ません」という感想もたくさんありました。

杉原さんの真似は本当にできないでしょう

か？もちろん、「ビザを発給して6,000人の命

を救おう」と思ったらまず外交官にならないと

できないことですし、あの時の歴史的な状況で

ないとできないことです。でも、「杉原精神」に

焦点を当てて考えてみると杉原さんも最初から

「2,139枚を書く」「6,000人の命を救う」という

目的があったわけではないと私は思います。彼

が目の前の困っていたその一人のためにできる

ことを見つけて、全力でやっただけだと思いま

す。人数にも、枚数にもこだわらず、自分の力

を発揮して、努力を積み重ねたらその数になっ

ただけです。一人でも多くという思いがあって

の結果だと思います。

これが杉原精神というものであれば、私たち

には本当に真似できないでしょうか？高く望ま

ず、困った一人のために自分のできることをや

ってみるだけでも私は杉原さんに近い行為にな

ると思います。

記念館を訪れる方々にも機会があればこの話

をさせていただいています。そしてお客さんの

表情をよく見ると「そうだ、それなら私にもで

きそう」という感じが伝わってきます。

私としてはここまで来てくださったお客さん

がその気持ちだけを持って帰ってくれれば私の

目的が達成に近付いていく気がします。

八百津町のみなさんも今度記念館を訪れる機

会があったらぜひそういう気持ちで見てほしい

です。

では、記念館で会う日まで。

ハニトさんへの質問は

hanito@town.yaotsu.lg.jpまでどうぞ！

誰かのために自分ができることを

ハニトの〇〇な話№20

11月3日にファミリーセンターで日本人と

イスラエル人のピアニスト二人のコンサート

を開催します。イスラエルと八百津の友好の

証しですのでぜひみなさん見に来てください。

お値段もイスラエル大使館と八百津町の協賛

のおかげで500円と格安になっていますので

気楽におこしください。

と　き　11月3日(火・祝日)

　　　　午後1時開場　午後1時30分開演

ところ　ファミリーセンター　大ホール

お知らせ



※ 乾電池は、役場本庁・役場各出張所の回収ボ

ックスへ出してください。

※ テレビ・冷蔵庫（冷凍庫）・洗濯機・エアコン

は収集しません。(株)橋本または購入した店

に引き取りを依頼するか、指定引き取り場所

へ直接搬入してください。

11月・12月のごみ収集日
■お問い合わせ　役場1階　水道環境課　環境衛生係

☎43-2111（内線2124）

(粗大ごみの可燃・不燃の区別がなくなりました)

可燃ごみ 全地区（午前５時から午前８時までに可燃ごみ集積所へ出してください。) 毎週 火曜日・金曜日

Ａ地区＝八百津（下記の八百津地区以外）・錦織・和知・伊岐津志
Ｂ地区＝杣沢・口杣沢・丸山・赤薙・北山・白橋・五宝平・久田見・福地・潮南

不燃金物類
資源カン類
粗大ごみ

Ａ地区
（不燃ごみ集積所）

12月21日（月）

Ｂ地区
（不燃ごみ集積所）

12月22日（火）

不燃ガラス類
資源ビン類
粗大ごみ

Ａ地区
（不燃ごみ集積所）

11月23日（月）

Ｂ地区
（不燃ごみ集積所）

11月24日（火）

※ 蛍光管・LED電球・体温計（水銀式）は、役場本庁・

役場各出張所の回収ボックスへ出してください。

※ 使用済小型家電の回収が始まりました。役場・

各出張所内にある回収ボックスへ投入してく

ださい。（開館時間のみ）
注）使用済小型家電回収ボックス投入口サイズ（縦15ｃｍ×横31ｃｍ）

適切なごみ出しに
ご協力をお願いします！

☆ LED電球の処分の方法についてのお問い合わ

せがありました。

◎処分方法は、蛍光管と同じ方法でお願い

　します。

　役場・各出張所の蛍光管回収箱

　に入れてください。

※ ペットボトルは洗浄して、フタを取って出し

てください。

　（フタは可燃ごみまたはその他プラです。）

※ 発泡スチロール製の箱は、宛名ラベルなどを

剥がしてください。

※ 古着類は、濡れたもの、油などが付着して汚

れたもの、布団、電気毛布、じゅうたん、履

き物、ぬいぐるみなど衣類以外のものは収集

しません。

※ 瓦・タイル・陶器類・コンクリート・ブロック・

壁土以外（土砂や岩石）は処分できません。

※ 業者に請け負わせた工事で発生したがれき類

は処分できません。

※ 300㎏以上のがれき類を処分しようとすると

きは事前に申請してください。（有料）

がれき類

久田見処分場
毎月第1・第3日曜日
午後12時30分～

午後４時

錦織処分場
毎月第2・第4日曜日
午前９時～午後４時

※ プラマークと呼ばれるリサイクルマークが表

示されたプラスチック製の容器および包装が

収集の対象です。

ただし、ペットボトルおよび食品トレイ、発

泡スチロールは、別に分別収集を行っていま

すから対象外です。

その他プラ 各自治会の
不燃ごみ集積所

11月 8日(日)

11月22日(日)

12月13日(日)

12月27日(日)

ペットボトル
食品トレイ
発泡スチロール

Ｂ＆Ｇ体育館北側
各出張所 12月6日（日）

午前８時～
午前11時

古着回収
Ｂ＆Ｇ体育館北側
各出張所（福地・潮
南出張所を除く）
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● ●ごみ収集

お知らせ
使用済小型家電イベント回収を産業文化祭会場で開催します。

詳細については、10月20日発行のお知らせ版をご覧ください。
とき　11月8日(日)　午前9時～午後2時
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9月9日に、平成2７年度老人の日記念事業として、今年度100歳を迎えられる方に対し、内閣総理

大臣および赤塚町長から祝い状や記念品が贈呈されました。当日は、町長をはじめ、議長、老人クラ

ブ会長等が自宅や施設を訪問して、ご祝辞を述べられました。祝い状や記念品の「やおっち」の置物を

手にされたみなさんは、満面の笑顔を浮かべ、「元気で長生きします。」とおっしゃっていました。

100歳表彰対象者は以下の方々です。

岩井　くら様（北山）　　　亀井　叶様（下石原）

山本　つね様（第２）　　　伊佐治　進様（山口）

日比野　雪子様（敬和園）　加藤　八重子様（伊岐津志中組）

後藤　カク様（後ロ）

（８・９月受付分　敬称略）

シルバー人材センター
9月分実績

件　　数 112件
就労人員 1,136（実91）人
就労時間 5,015.35時間
受託金額 5,264,114円

☆ お問い合わせ・お申し込みは、
旧錦津公民館内シルバー人材
センター
☎43-5567まで

「こんにちは」赤ちゃん

「米寿を祝う会」開催

100歳おめでとうございます

青山　宗
そう

次
じ

郎
ろう

9月10日　午前6時28分

保護者　督司（野上上）

「げんきにおおきく

そだってね 」

山口　晄
こ

桜
お

8月26日　午後7時10分

保護者　秀俊（伊　中組）

「姉弟仲良く、元気に育っ

てね  大好きー 」

安藤　伽
か

純
すみ

8月31日　午後2時25分

保護者　浩幸・智里（旭町）

「伽純にとって楽しい人

生でありますように」

S m i l e通信

　平成27年10月1日現在
人　口 男　性 女　性 世　帯

総人口 11,661人 5,631人 6,030人 4,326世帯
(日本人) 11,590人 5,606人 5,984人 4,301世帯
(外国人) 71人 25人 46人 25世帯

※混合世帯は日本人世帯に含まれます。

9月6日に町ファミリーセンターで「米寿を祝う会」を開催し、

88歳の方31名、家族や関係者ら合計約130名の出席をいただきま

した。

米寿祝式では、表彰式に続いて、町長が祝辞を述べたあと、国会・

県議会議員などからご祝辞をいただきました。アトラクションで

は、フラダンスや、久田見保育園の園児20名による踊りが披露さ

れ、参加されたみなさんは、温かい心づくしの会を存分に楽しま

れました。
◀ 久田見保育園児らによる踊りを楽しむ
　 参加者のみなさん

祝い状を受けられた伊佐治進さん
(前列左から2人目)
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平成27年度防火標語

無防備な　心に火災が　かくれんぼ

11月9日から11月15日まで秋の火災予防運動が実施されます
何かと火気を使用する機会の多くなるこの季節、また空気も乾燥していることから火災が発生しや

すくなります。火気を使用するときは、十分注意しましょう。

平成26年に日本全国で発生した火災による死者1675人のうち、1267人の方が建物火災で亡くなっ

ています。火事により尊い生命や財産を失わないようにみなさんで出来る事から火災予防しましょう。

●お問い合わせ先●

お近くの消防署または住宅用火災警報器相談室（0120-565-911）まで

住宅用火災警報器相談室

受付時間：月曜から金曜までの午前9時～午後5時（正午～1時を除く）（土日および祝日は休み）

確認方法間違っていませんか？交差点の安全確認！！

火災シーズン到来
注意しましょう!!

消防署・交番だより

１．見通しの悪いＴ字路交差点で、カーブミラーに

何も映っていないから安全といって右折・左折して

いませんか？

カーブミラーには死角（映らない部分）があります。カーブミラーのみ

に頼らず交差点の手前で必ず一時停止をし、自分の目で安全確認をし

ましょう。

危険回避の方法！

２．交通量の少ない、通り慣れた交差点を左折する場合、ミラーのみ

に頼って左折していませんか？

通り慣れた道路でも油断は禁物です。車のサイド・ルームミラーのみ

に頼らず顔を左後方に向け自分の目で確実に安全確認をしてください。

早めの合図とできる限り道路の左端に寄ることも忘れないでください。

危険回避の方法！

３．見通しのよい十字路交差点で、交差道路から進行してくる車が

あるのに、先に行けると思い、そのまま通過していませんか？

一時停止の規制があれば、見通しがよくても必ず一時停止をしなけれ

ばいけません。たとえ自車進路が優先道路であっても、交差点は安全

に進行するという義務があります。相手が止まらないかもしれないと

考え、減速や徐行、時には一時停止することも必要です。

危険回避の方法！

〒505-0392 岐阜県加茂郡八百津町八百津3903-2
☎0574-43-2111　 0574-43-0969
ホームページ http://www.town.yaotsu.lg.jp　メール yaotsu@town.yaotsu.lg.jp平成27年10月20日発行

八百津町役場
環境に優しい植物インキと

再生紙を使用しています






