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3．美しく計画的に作られた都市

初めての見学ツアーは、ホームステイ先のファミリーの中で希望された方も一緒にバスでの移動。ファミリ

ーと片言の会話を交わしながら、昨夜よりも徐々に打ち解けている様子。何回も受け入れをされている家庭の

元気いっぱいなご子息もいて、楽しい雰囲気がバス内にもあふれていた。最初の見学地は、169mのワシント

ンモニュメント。その展望階までエレベーターで昇り、360度の眺望を楽しむ。流れるポトマック川と白亜の

殿堂は、ヨーロッパの古城の風景にも見え、柔らかくゆったりとした印象を受けた。「すごくきれい！」思わず

声に出てしまう女の子たち。笑みも自然とこぼれる。広大な土地をゆったりと贅沢に使うアメリカの首都。建

国時に国として最も大切にしたいものをどのように配置するのか…きっと希望にあふれていたに違いない。子

1．はじめに

この海外派遣に向けて行われた数回の派遣説明会、事前研修会4日間、そして結団式。会を重ねるごとに、

子どもたちの中にも引率する私たちの中にも、いよいよ行くのだという気持ちが膨らんできたのは言うまで

もない。私は、選ばれた20名の参加生徒に次のような話をしてきた。

「15歳という若い君たちが、世界のリーダー的役割を果たしているアメリカの首都ワシントンDCと経済の

中心であるニューヨークを見聞してくる意義は本当に大きい。この研修が終わったときに、グローバルな考

え方をもてるようになること。そして、今生きている日本という国の在り方や八百津町という生まれ育った

町をしっかりと見つめられること。そんな力を養ってほしい。そのためにも、安全面・健康面にも留意しな

がら生活をすること。物見遊山の旅ではなく、町の代表としての自覚をもって、時間を守ることや話を聞く

ことなど学校生活の延長と考えてほしい。」そのことが本研修の大きなねらいであると考えて声掛け等をし

てきた。また、私自身も狭い世界観から一歩でも脱却し、生徒たちの未来に示

唆を与えられる人になることを決意した。

研修会を重ねるたびに、そしてこの研修10日間が、「派遣希望者の集合体」から

「研修の仲間」へと変容し、一人一人の関係も少しずつ太くなっていったと思う。

このような機会を与えてくださった吉田茂様に、まずもって感謝の気持ちを心よ

り申し上げたい。研修を貴重な体験ということだけに留まらせずに、さらに興味

をもって深く学び、次へと活かすことで感謝の思いを体現していきたいものである。

2．アメリカ入国　不思議な感覚

8月10日（水）午後4時35分。中部国際空港を飛び立ったデルタ航空機（DL-630）

は、日付変更線を越えてアメリカ東部地区にあるデトロイト空港へ。到着時間は、

アメリカ時間の8月10日（水）午後4時5分。日本を出た時間を30分さかのぼった時間

である。さらに空路でワシントン空港へ。フライト時間は合計約14時間。「時差」

という不思議な感覚。Back To the Futureの感覚？ドラえもんのタイムマシンに乗

ってきたわけではないが「得をしたみたいやね。」という声も聞こえてきた。アメリ

カ入国の手続きは、荷物検査も厳しく英語での質問に戸惑う姿もあったが、全員無

事そろうことができほっと安堵。気圧の関係で耳を押さえる子もいたが、「ついに

アメリカに来たのだ。これから始まるんだ。」という期待いっぱいの表情であった。

空港からバスで、ホストファミリーの待つSleep Innへ。アメリカは車両が右側

通行で日本とは逆である。運転手さんが右側に座り、高速道路の右側を軽快に走

っていく。「鏡の中の世界」に入ったような不思議な感覚を味わっただろう。

ホストファミリーのみなさんとの出会いは、ほの暗くなってきたホテルSleep Innの駐車場。ふわりと浮か

ぶ色とりどりの風船とWelcome board。そして、Smile、Smile、Smile…。生徒たちは、不安な気持ちを抱き

ながらも、彼らの温かな心を感じることができたであろうし、旅の疲れも癒されていく時間であったと思う。

「今の気持ちを英語ではどのように表現したらいいのだろう？通じるのかな。」と言葉に表すのはなかなか勇気

のいる行動であっただろうが、積極的に会話を試みている子も多く、良い思い出

作りができそうな予感がした。

ホテルの駐車場から空を見上げると、日本の空と同じように月が浮かんでいた。

「天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも」百人一首に出て

くる阿倍仲麻呂の歌。中国は唐の時代に留学生として中国大陸で月を見上げた

仲麻呂の気持ちかも…そう感じた出会いの夜であった。

平成28年度 第14回八百津町中学生海外派遣研修報告

価値ある10日間 団長（八百津中学校長）　榊 間　 誠
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どもたちは最初から大満足であった。リンカーン記念館・ホワイトハウス・連

邦議会議事堂とアメリカを代表する建物が目の前にあることでカメラのシャッ

ターを押す動きが速くなり、楽しい歓声が上がっていた。ワシントンDCは、例

年になく暑い夏になっているようで、高温注意報が出て注意喚起されていた。

実際、強い日差しでとても暑かったのだが、湿度が低くからっとしており、楽

しみのほうが勝っていたためか、さほど苦にする生徒はいなかった。ホームス

テイ先家族の代表者であるシャラさんは、乳飲み子を抱きながらも夫と協力し

よく動いてくださった。何度も「水分を取るように…」と配慮いただいた。

目にする景色は、本当によく整備されていて、車窓からも美しい木々や芝生が

目に飛び込んできた。道路わきの雑草がない。草地を整備する特別な車両が動い

ており、美しさを保つための努力と費用が投入されていることが理解できた。

いくつかの建造物の近くには、さるすべり（百

日紅）が植えられ大木となっており、今を盛りに

見事に咲いていた。ピンク、白、赤。日本名の「さるすべり」は、「樹皮がつる

つるしていて、サルが木から滑り落ちるほどという意味があること」をホスト

ファミリーの方に伝えたのだが、伝わったかどうかは定かでない。さるすべり

の花言葉は、「雄弁」。歴代大統領の名スピーチを暗に表しているのかもしれな

い。長い期間にわたって、美しい花を堂々と咲かせているこの木が主役となっ

ているのは、アメリカらしさなのかもしれない。このあとスケールの大きいス

ミソニアン国立航空宇宙博物館、ため息が出るほど美しいワシントン大聖堂を

見学し、初日のツアーが終了した。大聖堂の地下1階、ヘレンケラーとサリバ

ン先生が眠っている近くで練習してきた合唱曲「生きている証」を特別に歌わせ

ていただくこともできた。少しひんやりした大聖堂にア・カペラの歌声が響き

素敵な時間を思いがけず体験できた。さぞ気持ちよかったのではないかと思う。

4．アイデンティティー of U.S.A.

広い空間の中にある6m近い真っ白な16代大統領リンカーンの彫像。側面の壁には有名

な演説「人民の人民による人民のための政治」の文面。書いてある箇所を確認し、それをバ

ックにカメラに収めている子も多かった。6日目に見学した第3代大統領ジェファーソン記

念館は、漆黒の立像。ワシントンともにアメリカの独立時を支え、独立宣言（1776年）の起

草者でもある。生徒たちは、見学を重ねるうちにアメリカが何を一番に大切にしているか

が理解できたのではないだろうか。国としての歴史が浅いからこそ、建国からの足跡を価

値ある形に残し、自国の歴史と文化に対する誇りと建国の精神を心に深く刻もうとしてい

るようだ。そして、国民の団結を強くすると同時に国外にも示していると感じた。

ワシントンDCで見学した博物館等は、入館料がいらなかった。そして、ほとんどが

フラッシュなしの写真撮影ならば許可されていた。貴重な展示物を目の当たりにできただけでなく、記録と

して記憶に留めることができるのだ。もちろん警備員の数も多く、館内に入るためのセキュリティの厳しさ

はどこにもあったが、アメリカという国の度量の大きさを肌で感じたのではないだろうか。

そんな中で、写真撮影を許されていない公開展示があった。それは、歴史博物館

の大星条旗。1814年の米英戦争で要塞に掲げられていたという。想像以上に大きい

ものだが、かなり傷んでおり、破れて形をとどめていない部分もある。その大きな

星条旗が、保存状態を保つために強化ガラスで囲われ、光を押さえ空調管理ができ

る大きな場所に厳重に展示されていた。生徒たちも神妙に見入る姿があり、アメリ

カの原点となる魂（スピリット）を感じたのではないかと思う。まさしく国の宝なの

だろう。縫い上げた女性についての説明や裁縫道具もあり、作った人を大きく讃え

ているところがこの国らしかった。 ホームページより

5．日米文化交流とJapan Night Party

丸1日の見学を終えた翌日は、我々だけでChinn Libraryという、子どもから高齢者までが利用できる施

設へ。実に恵まれた設備であった。サマースクールで研修している子どもたちとの交流。体育館に出された

テーブルで、折り紙・紙風船などの日本の遊びを英語で伝えながら、一緒に遊んだりした。友だちになるの

に時間はかからなかった。施設のスタッフである大学生がうまくリードしながら、今度はシャーク＆フィシ

ュというゲーム。捕まってサメの仲間にならないように、向こう側の岸までたどり着くゲームで、体育館を

いっぱい使って逃げ回って楽しんだ。盆踊り（東京音頭・八百津踊り）も一緒に踊ることができた。施設内の

見学では、プール・スカッシュ場・フィットネス室・ウエイトリフティング室などを見て回り驚きの声。「こ
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んな施設が八百津にもあるといいね。」

巨大なアウトレットPotomac Mills Mallで食事とShoppingを楽しんだあと、

夜のジャパンナイトパーティ会場へ。教会として使われている施設である。室内

の飾りつけをし、テーブルを配置する。テーブルクロスをかけ、ディナー会場の

準備をてきぱきとこなす。女子はあらかたの準備ができると浴衣の着付けへ。女

子が着付けをしている間も男子はよく動き、テーブル上には、ふわりと浮かぶ風

船もつけられた。「さあ！Welcome!」午後6時には、60名をこすホストファミリー

たちが集まりいよいよ開会。健琉君の元気のよい司会で始まる。団長としての私

のスピーチは、ウエルカム時の感謝から始まり、ワシントンDCの美しさとアメリ

カンスピリッツを感じたことを中心に英作文したものを、流暢な？英語で伝えた

（伝わったような気がする。）。食事のあと、習字・福笑い・じゃんけんゲームと折

り紙のコーナーに分かれ、グループごとに交代しながら楽しんでもらった。生徒た

ちは、ここは出番だと一生懸命に英語で交流しようと

頑張っていた。ホストファミリーの人もよく心得ておられ、一緒になって遊んだり熱

心に筆を運んだりしてくださったので、子どもたちも教えがいがあったのでないかと

思う。会の終わりに、練習してきた「生きている証」の合唱。西野さんのピアノ伴奏も

美しく、気持ちよく歌いきり大きな歓声と拍手があった。そのあと盆踊りをみんなで

踊り、パーティは大成功だった。また、浴衣姿がとても可愛らしく好評であった。

6．眠らない町ニューヨークへ

ワシントン最終日の朝は、ホストファミリーとお

別れの時間。涙を流してお別れをしている生徒もい

た。6泊もの時間を受け入れてくださったホストファ

ミリーのみなさんに大きな感謝。土日2日間は、それ

ぞれのファミリーと一緒に過ごした。体験内容もさ

まざまであり、生徒たちにとってこの2日間は大きな

山場であったが、お別れの様子を見ていると、日本語を話せない状況の中でもうまく自分の気持ちを表現で

きたことが伝わってくる。ホームステイ中に誕生日となり、複数のファミリーから祝福を受け最高の思い出

ができた子もいる。ワシントン郊外のゆとりある敷地のゆったりとした家庭。家族の時間を大切に考えてお

られるホストファミリーとの時間は、生徒たちにとって最高のプレゼントになったに違いない。

美術館のような外観のワシントン駅からは列車での旅。3時間半。車窓からはワ

シントンとは違うアメリカの普通の町も見え、スポットを浴びている町だけではな

いことを確認することができた。列車の中では、2日間日本語を喋っていなかった

せいか、いつも以上に楽しい会話が続いていた。

ニューヨーク駅からバスに乗り換えて中心部へと市内観光。ニューヨーク勤務の中

澤さんのガイドは、実にテンポがよい。特徴ある建物が途切れることなく続いている

からである。右を見たり左を見たり、高層ビルを見上げたり人の行き来を観察したり

…時々見えるエンパイアステートビルの先端。最終日はあそこに昇るのだ。

メトロポリタン美術館では、1時間余りでは到底回り切れないほどの名画や彫

刻。エジプト展も開催されていた。ゴッホの自画像の周りには人だかりが。見学後は、宿泊地のホテル

Pennsylvaniaへ。エンパイアステートビルの近く、そしてMadison Square Gardenの目の前である。階ごと

に多くの部屋があり迷路のよう。古くからある調度品をとても大切にしており、部屋にも歴史が刻まれていた。

古くからのバスタブであったり古いドアが何度か塗りなおされていたり。ホテルの宿泊に期待を膨らませてい

た生徒たちは、ほの暗い感じがあり「お化けが出そう…！」と騒いではいたが、「きっと有名人が泊まったホテ

ルだよ。」と想像力を豊かに働かせて楽しむようアドバイスする。

食事後にはBroadwayにてミュージカル「アラジン」の鑑賞。満席の劇場。

3階席の中ほどであったが、急こう配の客席のためか、ステージから離れて

いてもキャストの熱気が伝わってきて、華やかな雰囲気と洗練されたショ

ーを楽しむことができた。終了してからホテルに着くまでが大変。すごい

人の波である。生徒たちは、上にも横にも大きい人たちの中で見え隠れする。

最後尾につき、声をかけながらのホテル到着であった。

7．平和の意味を問う

（1）Holocaust記念博物館

添乗員の泉夕子さん談「今年の子どもたちは、本当に勉強熱心！誰もが時間いっぱい使って真剣に見学してい

ました。時間が足りないって言っていた子もいましたよ。」目のあたりにする惨劇の事実。アウシュビッツのガ
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ス室で亡くなっていった人たちが履いていた薄汚れたシューズの山…幸せな生

活を送っていたユダヤの人たちが、ヒトラーの台頭によって壁のある「ゲットー」

に隔離され、やがては強制的に連行され労働を強いられる。待っているのは…。

説明はすべて英語、けれど写真などの展示物が訴えかけている強烈な声なき声

は、心をわしづかみにした。一方で、命を救おうと努力した人々のパネル展示

があり、その中に「杉原千畝氏」の写真と功績を見つけ

る。あの戦火の中で、人道の精神を実行された方たち。

平和を愛し命の尊さを第一義に考え、自分を見失わな

かった人たちである。そのことが学べる大切なコーナーであった。生徒たちは、杉原千

畝氏への敬愛の念を深めてくれたと思う。見学後に予定されていたホロコースト体験者

のお話は、高齢の講師の方で体調が思わしくないということで急きょ、館長さんらに質

問する時間に変更された。このときも数名の生徒が積極的に手をあげ「もっと知りたい」

という気持ちを前面に出していた。私からのお礼の言葉は日本語で語らせてもらった。

『ホロコースト＝大量虐殺、「虐殺」の虐はとても書きにくい漢字である。このような筆

の流れを持つ漢字を私は他に知らない。このことは、「人間としてしてはいけないこと

である」と違和感を持つように作られた漢字かもしれない。この施設は、人として何を一番大切にしなくてはな

らないのか、ということを教えてくれている。』その内容を泉さんに通訳してもらい館長さんらに伝えてもらった。

（2）NYグラウンド・ゼロ（爆心地）と国連本部

自由の女神（リバティ島）に向かう前に、三千人近くの命が失われたグラウンド・

ゼロ周辺を目の当たりにすることができた。テロの起きた2001年は、生徒たち

の生まれた年である。世界貿易センタービルに乗っ取られた二機の旅客機が突っ

込み、世界中がテロの脅威に震撼したあの現場。生徒は、そのことを知識として

聞いたことがあるが、あまりよく分かっていないようであった。後世の記憶に留

めるための努力がそこにもあった。旅客機の残骸を使って作られたオブジェ。痛ましい記憶を再度学ぶための

9.11記念博物館も建設されている。過去を未来に生かそうとする国の構えをここでも確認することができた。

そして、最後の見学地となったニューヨーク国連本部。世界の平和維持のための中枢機関。「ここからは、

アメリカではありません。」と入り口で泉さん。加盟192か国の国旗と北極圏から見た地球を表した国連旗が

なびいていた。黒人差別・銃規制を表したオブジェ。日本から寄贈された平和の鐘もある。大きな建物内の4

つの会議場を8か国語が話せるという男性職員にゆっくりした英語で説明をして

もらう。すべて理解することは難しかったと思うが、それだけの言語が話せる人

に会えただけでも大きな勉強になったと思う。国連本部には、国や人種が違って

も互いの気持ちを理解することができる力を持っている人が当たり前にいるとい

うこと。さらに「日本語は勉強中です。」と9カ国語目となる日本語で話されたとき

に生徒からも笑みがこぼれた。ここでの体験も平和な社会を築いていこうとする

考えを深めていく上で、本当に貴重な時間であったと思う。

8．最終日　もろもろ

グラウンド・ゼロ近くの観光船乗り場から、リバティ島へ。自由の女神像の見

学。観光船が次第にリバティ島に近づいて行く。どのような場所にどのような姿

で立っているのか？小さく見えていたものが、次第に大きくなる。期待も徐々に

大きく膨らんでいく。心憎い演出？である。自由の女神がはっきりと大きく見え

だすと、多くの観光者たちの写真撮影が始まり、生徒たちもざわめき立ってくる。

自由の女神像は、心なしか微笑みを浮かべているかのように見え、左手には独立

記念日が刻まれた陶板を持ち、右手は高々とたいまつを掲げている。台座を含め

た高さが93m、見上げるその大きさに圧倒されながらも、生徒たちは「本物」に出会えたことで笑顔いっぱいだ

った。「平和と民主主義の象徴」として世界文化遺産に登録されていることにも納得である。自由の女神像の前

だけでなく、ニューヨーク中心部の摩天楼がバックに入る場所でも記念写真を撮ることができた。

昼食は、熱気あふれるチャイナタウンでの中華料理。おいしく楽しい時間であった。そのあとは、エンパイアス

テートビルへ。展望階へ行くために少し並んで待ったが、時間がかなりかかりそうであったため、夕食後に時間を

変更し、ニューヨークの夜景を見せようということになった。夜は、幸いなことにさほど時間をかけずに80階まで

のエレベーターに乗ることができ、80階からは自力階段コースで86階までたどり

着いた。階段を上る足取りは、最終日とは思えないほど。生徒たちは元気であった。

百万ドルの夜景とは、このことだったのか。声にならないほどの美しさ。ど

こもかしこもキラキラ輝く宝石箱のようである。生徒たちは、あふれる観光客

の隙間からうまく前へと移動し、こぼれる宝石箱の景色を目の当たりにした。

アメリカ最後の夜の大きなプレゼントだった。
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アメリカ研修を通してたくさん
のことを学びました。特に大切な
コミュニケーションでは、言葉が
分からなくても知っている単語
を使ったり、ジェスチャーを使っ
たりして会話することができまし
た。とても楽しく触れ合うことが
できてよかったです。リバーモア 真哉

(八百津中)

(順不同・敬称略)海外派遣事業に参加した中学3年生20人の感想

中屋　瑠威
(八百津中)

今回のアメリカ研修で僕は多く
のことを学びました。アメリカと
日本の文化・生活の違いを知るこ
とができました。ジャパンナイト
パーティーやホストファミリーと
過ごす時間の中で日本の伝統を伝
えることができ、日本に興味を持
ってくれたので良かったです。

最初はホームステイに不安しか
なかったけど、すごく楽しく過ご
せました。また、進路を決める上
でとても影響を与えてくれるとて
もすばらしい機会でした。協力し
てくださった、親、教育委員会の
方々、先生、吉田茂さんなどに感
謝したいです。川合　愛

(八百津中)

僕は、今回の研修で少し大人に
なれたと思います。こんなに家を
離れたことはなかったです。ホー
ムステイで自分から進んで英語を
話し、テレビなどでしか見たこと
のない多くの物を見ることができ
たりと、視野が広がりました。世
界は広い！と思いました。この経
験を今後の生活に活かしたいです。

石井　祐成
(八百津中)

西野　友理
(八百津中)

一番の思い出はホームステイで
す。たくさんお話をしたり、一緒
に出かけたりできて楽しかったで
す。ホロコーストミュージアム
では平和の尊さを肌で感じること
ができました。研修を支えてくれ
たすべての方への感謝の心を忘れ
ず、今回の研修での学びを活かし
て生活していきたいです。

この研修を通して私はとても成
長できたと思います。ホームステ
イでは自分からアピールをしたり
して日本にいる時よりも積極的に
人と関わることができました。こ
の研修に参加をすることができて
とても良かったと思います。

渡邉　羽瑠奈
(八百津中)

僕がこの海外派遣で特に楽しか
ったのはホームステイです。自分
から頑張って英語を話し、ホスト
ファミリーの方に伝わった時はと
ても嬉しかったです。初めは心配
だったけど、今はもう一度アメリ
カに行きたいと思います。

各務　巧真
(八百津東部中)

研修では、日米の文化・生活様
式の違いを学べました。食事での
道具の違い、食事に対する考え方
の違い、生活する上でのたくさん
の違いを知ることができました。
たくさんの方々のおかげでこんな
体験ができました。吉田茂さんを
始めとするみなさま、本当にあり
がとうございました。

吉田　隼人
(八百津中)

翌朝は夜中の3時起床。4時には、バスが出発という強行スケジュールであったが、

全員が時間を守りニューヨークからデトロイトへ空港と予定通りに到着できた。空港

では、最後の買い物を楽しむ姿があった。この研修中、どこのトイレも男子小便器の

位置が日本のそれよりも10cmほど高く、体格の差を痛切に感じたのは生徒も同様で

あろう。中部国際空港で日本のトイレに入り、日本へ戻ってきたことを実感する。到

着ロビーから外で待ってくれているバスへ移動すると、日本の蒸し暑さが肌にまとわ

りつくようであった。日本の夏のほうが厳しく感じたのは、私だけではあるまい。

家族が待つ八百津町には、午後5時40分ごろ到着。帰着解散式では、無事の帰国と研修の成功を報告。生

徒たちにとっても我々引率者にとっても素晴らしく大きな価値のある10日間になった。その夜、お土産話を

語る明るい声が、家族の団らんの時間を作ったことだろう。

最後になりましたが、この研修を成功させるために、尽力してくださ

った八百津町教育委員長・山田登様、教育長・堀部義郎様をはじめ教育

委員会関係者のみなさま、10日間をコーディネイトしてくださった近

畿日本ツーリストのみなさまに、深く感謝の意を表し団長の報告とさせ

ていただきます。
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今回ホームステイをして、英語
がうまく話せなかったこともあり
ましたが、楽しい時間を過ごすこ
とができました。またたくさんの
場所に行き、アメリカと日本との
違いや歴史などを学ぶことができ
たので、心に残るいい研修になり
ました。渡邉　智也

(八百津中)

貴重な経験を活かし、今後の活躍を期待しています！

僕は、アメリカに行き、学んだ
ことがたくさんありました。日本
と違うところもたくさんありびっ
くりしました。でも日に日に、
自分が成長していくのを感じまし
た。この研修で経験したことを将
来や日常生活に活かしていきたい
です。生田　剛章

(八百津中)
田中　健琉

(八百津中)

ホームステイでは、言葉が通じ
ないのではないかと不安でした
が、実際に会ってみると心配する
必要は無く、本当の家族のように
接してくれてうれしかったです。
また中学生のうちからこのような
経験をすることができたので、こ
の経験を将来に活かしていきたい
です。

後藤　理子
(八百津中)

アメリカ研修を通して、私は挑
戦心がとても大切だと感じまし
た。特にホームステイではオール
イングリッシュの中、挑戦心をも
ち積極的に話すことができまし
た。素敵なホストファミリーに出
会いました。最高の経験と思い出
をありがとうございました。

アメリカ研修に参加して、コミ
ュニケーション能力の向上、アメ
リカとの文化の違い、建築物の違
いについて学びました。ホーム
ステイでは流暢な英語で話す方と
お話ができとても勉強になりまし
た。この研修を通して学んだこと
を今後の生活に活かし将来に役立
てたいです。

青山　優愛
(八百津中)

私のアメリカ研修での一番の思
い出はホームステイです。ホーム
ステイでは、ゲームをしたり、一
緒に書道や折り紙をして日本の文
化を伝え、アメリカの文化を学ぶ
ことができました。異文化交流を
して、視野が広がったのでとても
良い経験ができたなと思います。齋藤　千代

(八百津東部中)

笹山　大我
(八百津中)

このアメリカ研修のすべてがと
ても良い経験になりました。ホス
トファミリーの方々が、僕を家族
のように受け入れてくれたおかげ
で安心することができ、心の温か
さ、心の広さを感じました。僕も
将来そんな人間になりたいです。

私は今回のアメリカ研修に参加
して本当によかったなと思ってい
ます。ホストファミリーと過ごし
た６日間はすごく楽しく充実して
いました。この研修で出会った多
くの方からたくさんのことを学ぶ
ことができ、本当に感謝していま
す。また、アメリカも日本も英語
も大好きになりました。

井戸　さくら
(八百津東部中)

始めはたくさん不安がありまし
た。しかしホストファミリーの方々
はとても優しく接してくれたので
楽しく過ごすことができ、気がつ
くと不安はなくなっていました。
そして異文化に触れたことで日本
の良さを見つけることができまし
た。このような経験をさせてくれ
た吉田茂さんに感謝したいです。

各務　真央
(八百津中)

私はこの研修を通して、文化の
違いやコミュニケーションの大切
さを学び、自分の英語力を確かめ
ることができました。ホームステ
イ先では身ぶり手ぶりを使って自
分から話すことができ、とても楽
しい研修でした。この経験が将来
役に立つようにこれからもがんば
りたいです。

今回の研修では、ホームステイ
という貴重な体験ができました。
そして、文化の違いをたくさんみ
つけることができました。ホロコ
ースト記念博物館などで見学し学
んだことも、とてもいい経験にな
りました。

伊藤　希
(八百津東部中)

僕は、この研修でコミュニケー
ションの大切さを学びました。慣
れない英語で話すと、向こうの人
は頑張って聞こうとしてくれま
す。相手の話を聞こうとすること
が大切だと感じました。他にもこ
こには書き切れないほどたくさん
の事が学べました。前田　治輝

(八百津中)

後藤　みなみ
(八百津中)
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シリーズ防災・包括支援

シリーズ
防災安全

No.63 AED～自動体外除細動器～

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

みなさんはAEDをご存じでしょうか？今では着々と普及してきており、駅構内・公民館・スポーツ施設な
どといった各公共施設などに備えられてある救急救命に欠かせない医療用機器の一つです。

AEDとは、心停止の際に機器が自動的に心電図の解析を行い、心室細動を検出した際は除細動を行う医療
機器です。また、施術者が一般人でも容易に使用できるように設計されています。もう少しわかりやすく説
明すると、心停止の人に医療知識の少ない一般人でも簡単に心臓に電気ショックを与えることができる救命
機器です。

日本では、救急車が現場に到着するまでに約7分とされていますが、心室細動の場合には、一刻も早く電気シ
ョックを施行することが必要とされています。また、救急車の到着以前にAEDを使用した場合には、救急隊員や
医師が駆けつけてからAEDを使用するよりも、救命率が数倍も高いことが分かっています。

AEDは一般人でも人の命を救うことができ、また社会復帰に繋げられる重要な医療機器と言うことができ
ます。次回はAEDの使い方についてお話ししたいと思います。

シリーズ
包括支援

No.63
こんにちは！

地域包括支援センターです
～ 介護のお仕事 ～

11月の予定
＜高齢者あんしん相談会＞
・  8日（火） 午後1時30分～3時30分 ところ：久田見出張所（予約が必要です。訪問相談あります。）

＜お元気サロン＞
・10日、24日（木） 午前9時30分～11時30分 ところ：福祉センター（申し込みが必要です。）

＜こころの相談＞
・14日（月）  午後3時～ ところ：保健センター（予約が必要です。）
 ※のぞみの丘ホスピタルの精神保健福祉士が個別に対応し、秘密は厳守します。

＜オレンジサークル（認知症介護者家族の会）＞
・14日（月） 午後1時30分～3時00分 ところ：福祉センター（予約が必要です。）
 ※精神保健福祉士の臼井氏より、認知症の上手な対応方法・病院との付き合い方について講義いただきます。

みなさんは高齢者の介護に関わる職種について知っていますか？超高齢社会を迎え、介護を必要とする方
が増えています。そこで今回は、介護に携わる職種についてお伝えしたいと思います。

この他にもさまざまな専門職が関わっています。地域包括支援センターでは各サービス事業所の方々と定
期的に勉強会等をおこない、高齢者の方が地域で安心して生活できるよう取り組んでいます。介護の事でお
悩みのある方はお気軽にご連絡ください。

介護や支援を必要とする人が介護保険制度を利用して自立した生活を送れるようサポートします。主に居
宅介護支援事業所、地域包括支援センター、介護保険施設で働いています。

介護支援専門員（ケアマネジャー）

ご自宅で日常生活をサポートし食事を作る等、その方の生活を支えるサービスを提供しています。主に介
護を必要とする高齢者の自宅に訪問し、身の回りのケアをおこなっています。

訪問介護員（ホームヘルパー）

介護が必要な人に適切な介護をしたり、日常生活をサポートし自立を支援する人です。主に老人ホームや
日帰りまたは短期間入所施設で介護サービスを提供する事業所で働いています。

介護福祉士

高齢者に必要な福祉用具を貸し出す、販売する他、生活しやすい環境を整える人です。主に福祉用具を貸
し出したり販売をおこなっている事業所で働いています。

福祉用具専門相談員
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シリーズ
教育

No.59

教 育 の 窓

3 . ふるさとプロジェクト

4. 将来にわたってふるさとに貢献する

生徒たちは、社会やふるさとの在り方につい

て考えることを通して、広い視野で物事を考え

る力を高めることができました。また、ふるさ

とを大切に思う気持ちが高まり、ふるさとのた

めに自分たちができることを積極的に行ってい

こうとする心と態度が育ってきました。つけて

きた力や育った心と態度を彼らが今後も大切に

していき、将来にわたってふるさとに貢献して

いくことを期待しています。

本校では、「ふるさとを愛し、ふるさとに貢献す

る生徒」の育成を目標に、『人道プロジェクト』『福

祉プロジェクト』『ふるさとプロジェクト』の３つの

プロジェクトに取り組んでいます。

ふるさとプロジェクトは、地域の方との交流を

通して、ふるさとを愛し、ふるさとに貢献する人

材を育成することを目的として行っています。

いつもお世話になっている地域の方ともっと

ふれ合いたいという

思いから、『東部ふ

れあいデー』を企画

し、合唱や駅伝で交

流を行っています。

特に駅伝では、生徒

が事前に応援グッズを配りながら一軒一軒を訪

問し、当日にはその思いに地域住民の方が応え、

沿道で声援を送ってくださいました。そうした

地域の温かさに、生徒たちはふるさとへの愛着

を一層深めています。

また、本校最大の行事である体育祭や合唱祭に

は地域の方を招待し、交流を図っています。その

際大切にしていることは、心からのおもてなしを

するということです。どちらの行事も受付を生徒

全員で行い、来場者一人一人に声をかけています。

3つの地区からなる校区では、毎年たくさんの

地域行事が行われます。地域の環境美化活動や

体育行事・文化行事

に、生徒たちは積極

的に参加し、盛り上

げています。そうし

た姿は地域の方た

ちから大変感謝さ

れ、生徒たちも自己有用感を味わったり、地域

の方との交流を楽しんだりしており、地域に貢

献したいという強い思いにつながっています。

「ふるさとを愛し、
ふるさとに貢献する生徒」を育む

八百津東部中学校

1 . 人道プロジェクト

宿泊研修の折

に、杉原千畝氏に

関わる施設や人か

ら学ぶ『人道研修』

を位置づけ、段階

的に学習を進めて

います。1年生は

「杉原千畝記念館」を、2年生は「人道の港　敦賀ム

ゼウム」を訪問します。3年生は「早稲田大学」を訪

問して杉原千畝氏を研究している大学生と交流し

たり、『杉原美智氏』をお招きして講演会を行った

りしています。生徒たちは、前年度までの学習を

生かしながら学びを深め、3年生が研修を終えた後

には、杉原千畝氏が生まれた地にある学校の使命

として、杉原氏の功績や生き方、命の大切さや平

和の尊さを積極的に発信し、平和で安全・安心な

社会の実現に貢献したいと考えるようになりました。

2 . 福祉プロジェクト

本校のある地区

内には、高齢者福

祉施設が2つ、障

がい者福祉施設が

1つあります。毎

年、それらの施設

に訪問し、高齢者

や障がい者の方たちとふれ合ったり、施設職員の

方の話や姿から学んだりする機会を設けていま

す。また、宿泊研修の折には、町内高齢者福祉施

設や福井県にある障がい者福祉施設を訪問してい

ます。八百津町の福祉政策を学んだり、他県の福

祉政策との相違点を学んだりして、その後の福祉

施設訪問に生かすとともに、よりよい福祉の在り

方について考えます。そして、体験を通して学ん

だことや次回の訪問で生かしたいことなどを全校

で話し合い、一人一人が福祉について考え、共生

社会の実現に向けて主体的に関ろうとする心と態

度の育成を図っています。

主幹教諭　渡辺　隆正
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坂祝町の日本ライン自動車学校で八百津町シルバー・

ドライビング・スクールが行われ、70歳～92歳までの26

人が参加し、運転する際に注意することを学びました。

講義では、「信号の見落とし」が高齢運転者の事故で多いこと

から、自身の身体機能の衰えを自覚し、注意深く運転するよう

説明がありました。

続いて教官とともに実際に車に乗り、普段運転している際に注意

していることを心がけて運転し、運転の姿勢や位置・交差点の曲が

り方・アクセルとブレーキの使い方などについて指導を受けました。
参加者は確認を重ねながら実際に運転をしました

シルバー・ドライビング・スクールを実施

9/13

Photo　Yaotsu

～まちの話題～

クラシックや童謡など幅広い合唱に取り組み、紅

白出場歴もある早稲田混声合唱団が、八百津中学校

と八百津東部中学校を訪れ、合唱交流会を行いました。

会は、早稲田混声合唱団による校歌や応援歌など全11曲の披

露から始まり、その後中学生による合唱披露が行われました。

途中に大学生から中学生への歌い方指導があり、最後に改めて

合唱を行いました。合唱を聞きに来た人達は一緒に口ずさんだ

り拍手を送ったりして、美しい歌声に耳を傾けていました。

早稲田混声合唱団　合唱で交流

9/1

美しいハーモニーが体育館に響きました
（八百津東部中学校での様子）

㈱日の丸製菓（稲垣伸作社長）から町老人クラブ

連合会（金井三郎会長）へ、敬老の集いの際にと

2,000袋の八百津せんべいをいただきました。あり

がとうございました！

八百津せんべいをいただきました！

9/12

稲垣社長から八百津せんべいを受け取る金井会長（右）

リトアニア「杉原記念館」修繕支援募金　ご報告とお礼
3月から8月までの間にみなさまからお預かりした募金30,000

ユーロ（約350万円　うち八百津町分2,251,232円）の目録を、9月

11日、リトアニア「杉原記念館」（旧日本領事館）を管理する杉原「命

の外交官」基金の理事長に届けました。今後、同ハウスの修繕費

用の一部として活用されます。

みなさまの温かいご支援、誠にありがとうございました。なお、

募金は今後も継続いたします。みなさまの引き続きのご支援をよ

ろしくお願いします。

リトアニア「杉原記念館」修繕支援募金実行委員会

□お問い合わせ　役場2階　タウンプロモーション室　☎43－2111（内線2351）
リトアニア・カウナス市にて、スギハラハウス
修繕支援の募金の目録を手渡す金子町長（中央）
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役 場 か ら の お 知 ら せ
納期のお知らせ ※�口座振替をご利用の方は､　残高確認をお願いします。

●11月30日�納期限●●10月31日�納期限●

固定資産税 3期分

国民健康保険税 7期分

介護保険料 7期分

後期高齢者医療保険料 5期分

保育料 11月分

水道料 11月分

町営住宅使用料 11月分

町県民税 3期分

国民健康保険税 6期分

介護保険料 6期分

後期高齢者医療保険料 4期分

保育料 10月分

水道料 10月分

町営住宅使用料 10月分

11月10月

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
｢地方公共団体の財政の健全化に関する法律｣に伴う、平成27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。詳しくは町ホームページ（http://www.town.yaotsu.lg.jp）に掲載

しております。

（単位：％）

※ 実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率はマイナスとなり算定されなかったため「－（該当なし）」で表示し、

参考までに比率を（△）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
(△8.56)

ー
(△21.03) 9.2 ー

(△2.9)
早期健全化基準 (15.00) (20.00) (25.0) (350.0)
財政再生基準 (20.00) (30.00) (35.0) ー

◇健全化判断比率◇

（単位：％）

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】
・実 質 赤 字 比 率 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。

・連結実質赤字比率 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。

・実質公債費比率  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。

・将 来 負 担 比 率  地方債の残高をはじめ一般会計等（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。

・資 金 不 足 比 率 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。

・標 準 財 政 規 模  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。

□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

広報やおつ9月号「人事行政運営等の状況公表」の記事訂正について
9月16日に発行いたしました、広報やおつ9月号（No.553）の6ページ・7ページ『八百津町の人事行政

運営等の状況を公表します』の掲載内容に誤記がございましたので、謹んでお詫び申し上げます。訂

正箇所は下記のとおりです。

■7ページ上段（6）　『特別職の報酬等の状況』の表下、「平成26年12月現在」を「平成27年12月現在」に訂正

以上、お詫びし訂正させていただきます。今後このような間違いの無いよう、広報作成にさらに尽

力して参ります。ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
八百津町役場　広報発行担当

総務課からのお知らせ

学べる八百津町結婚相談所を開催します！
町結婚相談所では、真剣に結婚をしたいと思う独身男女（町外の方でもOK！）を対象に学べる結婚相談所

を無料で開催しております。専門アドバイザーが個別に相談を受け、個人のスキルアップに対するアドバイ

スをします！安心して「はじめの一歩」を踏み出しましょう！お気軽にご相談ください。ホームページ（http://
www.town.yaotsu.lg.jp)からも予約も可能です。詳しくは町ホームページまたは下記までご連絡ください。

■と　き　11月12日（土）・19日（土）午後1時30分～4時30分/25日（金）午後7時00分～9時00分

■ところ　役場西側防災センター　※結婚相談所は、毎月3回定期的に開催しております。

■初回登録の持ち物　 ①3か月以内に撮影された写真2枚

②独身証明書（役場で発行しております。）

③本人確認の出来る書類とそのコピー

□お問い合わせ　役場2階　総務課　政策調整係　☎43-2111（内線2212）　E-mail：ketukon@town.yaotsu.lg.jp

クリスマス婚活パーティーを開催します！
町結婚相談所主催！クリスマス婚活パーティーを開催します。婚活アドバイザーが素敵な空間でご

縁を繋ぐサポートをします。みなさまの出会いを掴むチャンスを提供します！和モダンなイタリアン

レストランで、本場のイタリア人シェフがオシャレで美味しいお料理を提供しますので、ぜひお気軽

にご参加ください♪

■と　　き：11月27日（日）　正午～午後2時

■と こ ろ：イタリアンレストラン　Pizzer ia R istorante トスカーナ

■アクセス：美濃加茂市下米田町今966

■参加条件：男性27歳～46歳程度　20名　※岐阜県在勤、在住の方

　　　　　　女性25歳～　　　　　20名　※県内、県外どなたでも可能

■参 加 費：男性5,000円　　女性4,000円

■申込方法： コンサポ・ぎふHP内の「婚活イベント情報ウェブページ」からお申込みできます。

□お問い合わせ　役場2階　総務課　政策調整係　☎43-2111（内線2212）　E-mail：ketukon@town.yaotsu.lg.jp

♥お一人ずつお話できる1対1トークタイム　♥たくさんの方とお話できるフリータイム

♥アプローチタイムや町オリジナルのチャンスタイム
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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156点の応募があり、9月14日に町ポスター審査会を行った結果、入選作

品20点（小中学校10点ずつ）・佳作作品24点（小学校14点、中学校10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　岩井あずみさん・山田心寧さん・ 田真子さん

和　知小学校　6年生　三好伊咲さん

錦　津小学校　6年生　荻野まどかさん / 5年生　永田晃大さん

久田見小学校　6年生　池井戸望結さん / 5年生　松井里紗さん

潮　見小学校　6年生　松永和大さん 　/ 5年生　古田怜愛さん

小学校入選者

八百津中学校　2年生　青山友大さん・鵜飼佐和子さん・奥村樹さん・大 夕茉さん・佐藤せなさん

　　　　　　　　　　　佐藤玲心さん・多田千莉さん・土岐なおみさん・林那美佳さん・安江佳穂さん

中学校入選者

八百津小学校　6年生　岡﨑定英さん・河田ゆき乃さん

和　知小学校　6年生　 佐藤拓海さん・鈴村初音さん・髙木鈴華さん・髙見柚月さん・福田光梨さん

　　　　　　　　　　　古田樹里さん

錦　津小学校　6年生　林心愛さん / 5年生　纐纈悠以さん

久田見小学校　6年生　井戸大介さん・伊庭こはくさん・各務壮真さん・長谷川煌さん

小学校佳作者

八百津中学校　2年生　伊藤友華さん・各務友翔さん・纐纈駿之介さん・纐纈涼也さん・髙木臣嘉さん

　　　　　　　　　　　羽賀伊吹さん・羽賀未越子さん・山田優芽さん

東　部中学校　2年生　大 鈴奈さん / 1年生　市岡杏菜さん

中学校佳作者

□お問い合わせ　役場2階　選挙管理委員会事務局　☎43-2111（内線2218）

役 場 か ら の お 知 ら せ

産業課からのお知らせ

まちづくり協議会活動報告会および
平成29年度まちづくり事業補助金説明会を開催します！

地域のことは自ら何とかしようと、現在それぞれの地域でさまざまな活動が行われています。そんな

地域活動のひとつでもある「まちづくり協議会」各団体の活動報告会および、各種団体の自主的な活動に

対する、来年度のまちづくり事業補助金についての説明会を下記のとおり開催します。地域の活性化や

地域の課題解決に向けて、団体活動を活発にしたいとお考えのみなさんは、ぜひお気軽にお越しください。

○第 1 回：10月29日（土）午前10時～　防災センター2階会議室

　内　容：①まちづくり協議会による活動報告　②協働のまちづくり事業補助金説明会　および　相談会

○第 2 回：10月31日（月）午後 7時～　防災センター2階会議室

　内　容：協働のまちづくり事業補助金説明会　および　相談会　※詳しくは、町ホームページをご覧ください。

□お問い合わせ　役場2階　産業課　地域振興係　☎43-2111（内線2252）
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役 場 か ら の お 知 ら せ

今回は苦情と交通事故にあうことが一番多い猫について取り上げました。
猫の飼い主の方へ　飼い主になるということはすべてに責任を持つことです！（県動物愛護推進協議会発行「猫の飼い主の方へ」から抜粋）

１　飼い主の心得
「ふん・尿」「鳴き声」「庭やゴミを荒らす」といった猫による苦情は多発し問題となっています。

周りに被害や迷惑を及ぼさないよう、猫の本能・習性や生理をよく理解し、責任をもって終生飼ってください。
２　飼い主を明示しましょう

飼い猫に首輪・名札等をつけ、飼い主を明らかにしてください。飼い猫が帰って来なくなったときや災害時
等に発見が容易になります。
３　室内で飼いましょう

猫は快適な環境を整え、飼い主が良いコミュニケーションをとることで室内でも幸せに暮らせます。交通事
故や感染症への感染等屋外での危険から飼い猫を守るためにも、室内飼養をしましょう。

◆快適な環境◆
キャットタワー等立体的な運動のできる場所 / 快適で安心できる隠れ場所 /
安全な所から外が見える場所 / 爪とぎ / トイレ（猫の数＋１個が理想） / おもちゃ
◆室内飼養が難しいという猫には次のことを行うようにしてください◆
首輪等による飼い主の明示 / 不妊・去勢手術の実施 / 決まった場所でのトイレのしつけ

４　不妊・去勢手術等の繁殖制限をしましょう
毎年、多くの子猫が保健所に持ち込まれています。このような猫を増やさないために、飼い主の責任で、不

妊・去勢手術による繁殖制限を実施しましょう。不妊・去勢手術をすることで病気の予防やストレスの軽減、
スプレー行動（オスの場合）の予防になります。
５　猫を捨てないでください
「誰かが拾ってくれるだろう」「保健所で処分するのはかわいそうだ」という安易な気持ちで猫を捨てないでく

ださい。捨てられた猫は飢えや寒さ、病気、交通事故で死をむかえたり、のら猫になって地域のみなさんに迷
惑をかけることになります。
６　飼い主のわからない猫に餌を与えると・・・

飼い主のわからない猫に餌を与えることは、その地域に猫が住みつき増加する原因となります。それによっ
て、ところかまわず糞をしたり、ごみ置き場を散らかしたり、地域のみなさんにいろいろな迷惑をかけます。
安易に餌を与えないでください。

●飼い猫がいなくなったときは・・・
　万が一、飼い猫が逃げてしまったときは、すぐに保健所と警察署へ届けてください。
●飼えなくなったときは・・・
　まず、適正に飼養できる新しい飼い主を探してください。やむをえず、どうしても飼えなくなった場合は、
最寄りの保健所へご相談ください。

＜動物の愛護および管理に関する相談窓口＞
○可茂保健所　☎0574-25-3111（代）　　　　○岐阜県動物愛護センター　☎0575-34-0050

◇「第1回動物愛護フォーラムin多治見」を開催◇
　9月4日、多治見市産業文化センターで「第1回動物愛護フォーラムin多治見」が開催されました。これは岐阜県
動物ネットワーク会議が主催したもので、ペットを飼う責任や地域への配慮について、行政を含め関係業界が
一堂に会して意見交換がありました。この大会の席上で次の宣言が採択されました。

　　　　　　＜動物愛護フォーラム　多治見宣言＞
１　動物の命を尊びます。
２　動物を飼っていない人々への最大限の配慮をします。
３　人と動物との共生社会構築をめざします。
４　動物の命を預かる飼い主の責任を強く訴えていきます。
５　動物愛護活動を社会活動と捉え、社会全体の理解を得るための活動として実行していきます。

動物の適正飼育について、みなさんのご理解とご協力をお願いします！

□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）

水道環境課からのお知らせ

猫や犬などの適正な飼育をお願いします！！
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平成28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28年8月26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 ℃ － 30 30 28 26 28
毎日

水温 ℃ － 27.4 30.5 25.0 28.5 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
カドミウムおよびその化合物 ㎎/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
（上飯田は年4回）

（鉛およびその化
合物　篠原年4回）

水銀およびその化合物 ㎎/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
セレンおよびその化合物 ㎎/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
鉛およびその化合物 ㎎/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
ヒ素およびその化合物 ㎎/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
シアン化物イオンおよび塩化シアン ㎎/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
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 ㎎/L 10以下 0.34 0.22 0.19 0.28 0.06

年1回
（上飯田は年4回）

フッ素およびその化合物 ㎎/L 0.8以下 0.05未満 0.08 0.05未満 0.05未満 0.05未満
ホウ素およびその化合物 ㎎/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
およびトランス－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 0.12 0.11 0.09 0.15 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 0.010 0.009 0.008 0.016 0.020
ジクロロ酢酸 ㎎/L 0.03以下 0.003 0.005 0.003 0.005 0.019
ジブロモクロロメタン ㎎/L 0.1以下 0.001 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 0.015 0.011 0.011 0.02 0.024
トリクロロ酢酸 ㎎/L 0.03以下 0.006 0.006 0.003 0.010 0.028
ブロモジクロロメタン ㎎/L 0.03以下 0.004 0.002 0.003 0.004 0.004
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
亜鉛およびその化合物 ㎎/L 1.0以下 0.005未満 0.005未満 0.057 0.005未満 0.005未満

年1回
（上飯田は年4回）

（アルミニウムお
よびその化合物　       
久田見年4回）

アルミニウムおよびその化合物 ㎎/L 0.2以下 0.01未満 0.02 0.02 0.01未満 0.01
鉄およびその化合物 ㎎/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
銅およびその化合物 ㎎/L 1.0以下 0.005未満 0.010 0.005未満 0.011 0.005未満
ナトリウムおよびその化合物 ㎎/L 200以下 3.0 3.7 2.8 3.0 2.9
マンガンおよびその化合物 ㎎/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 2.7 3.8 2.8 2.5 1.7 月1回
カルシウム、マグネシウム等(硬度) CaCO3㎎/L 300以下 14.0 15.0 13.0 11.0 5.3

年1回
（上飯田は年4回）

蒸発残留物 ㎎/L 500以下 39 40 35 34 30
陰イオン界面活性剤 ㎎/L 0.2以下 0.02未満 0.02 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 0.000002 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満

年1回
2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.00001以下 0.000001未満 0.000001 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 年1回

（上飯田は年4回）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
有機物（全有機炭素TOCの量） ㎎/L 3以下 0.6 0.5 0.3 0.5 0.8

月1回

ＰＨ値 5.8以上8.6以下 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7
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 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満 0.5未満
濁度 度 2以下 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満
残留塩素（参考） ㎎/L － 0.3 0.3 0.3 0.1 0.4 毎日

水道水の水質検査結果
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子育て情報ひろば
11 月の行事予定

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！

家族の子育て支援 (ファミサポ)

子育てあれこれ！

いくつで親になろうが、
みんな最初は、素人ですし、

「子育てに自信がない」
　 　 　 のがふつうなのです。

未熟なまま、子どもを産んで、それから、
子どもと一緒に、成長していくのです。

　ぜひ、自信がないことに、
　 　 　 自信を持ってください。

子育てハッピーエッセンス100%　　明橋大二著より

行 事 名 と　き 対　象 ところ 内　容

乳幼児相談 15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 24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

24日(木)　10 :00～11 :30 未就園児（0歳1歳）
八百津保育園

いっしょにあそぼ！

子育て支援学級
すくすく

25日(金)　10 :00～11 :30 未就園児（2歳以上） いっしょにあそぼ！

子育て支援学級
わいわい

18日(金)　10 :00～11 :30 未就園児 錦津保育園 いっしょにあそぼ！

子育て支援学級
あおむし

24日(木)　10 :00～11 :30 未就園児 久田見保育園 いっしょにあそぼ！

子育て支援学級
ムーミン

1日(火)　10 :00～11 :30
未就園児

事前申込み必要
和知保育園 遠足（東光寺公園）

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
1日（火）　10 :00～11 :30
雨天の場合は4日（金）に
順延します。

東部地区
学級生

野上地内の畑
＊場所については10月の
学級でお知らせします。

すべての学級で
いもほりをします。

和知地区
学級生

錦津地区
学級生

八百津地区
学級生

サロン

　☆アレンジフラワー� 11月� 4日（金）20組

サークル

　☆親子リズム� 11月� 8日（火）20組

　☆体で遊ぼう� 11月17日（木）20組

　☆1歳児の遊び� 11月21日（月）15組

　☆ゆうゆう塾� 11月28日（月）20組

10月18日（火）より受付を始めます！

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
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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

家族の子育て支援 (ヘルスケア)

子宮がん・乳がん施設検診の受診期間は12月28日（水）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、受付期間は医療機関によって異なりますので、各医療機関へお問い合わせください。

☆子宮がん・乳がん施設検診についてのお知らせ☆

行事 期日 対象 当日受付時間 場所

母
子
保
健

乳
幼
児

1歳6ヶ月児健診 10日（木） H27年 3月～ 4月生まれ 12 :50～13 :00

保健センター

3歳児健診 10日（木） H25年10月～11月生まれ 13 :20～13 :30

予
防
接
種

四種混合

ヒブワクチン

肺炎球菌ワクチン

BCG

1日（火）

15日（火）

29日（火）

・ 赤ちゃん訪問時に1歳までの予診

票をお渡ししています。

・ 1歳以降に使用する予診票は個別

に通知いたします。

・転入の方はご連絡ください。

※予約制です。

　1週間前までに予約してください。

 13 :00～13 :20

※ 時間厳守でお

願いします。

保健センター

MRワクチンⅠ・Ⅱ期

日本脳炎Ⅰ・Ⅱ期

水痘

二種混合

8日（火）

22日（火）

妊
産
婦

ベビークッキング＆

アフタービクス
16日（水）

産後6ヶ月までの方

※11日（金）までに予約してください。

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 11日（金）

町内在住でH29年3月～5月出産予定

の妊婦

※8日（火）までに予約してください。

10 :00～10 :10 保健センター

母子手帳交付 毎週水曜日

八百津町に住所のある全妊婦

※ マイナンバーカードおよび、身分の証

明が出来る物を持参してください。

 9 :00～ 9 :30 保健センター

成
人
保
健

健康相談
 2日、9日、

16日（水）
町民の方 10 :00～11 :00 保健センター

乳がん検診（集団） 24日（木）
町民で40歳以上（～S51年度生）の女性

※予約が必要です
 9 :00～11 :30 保健センター

子宮がん検診（集団） 24日（木）
町民で20歳以上（～8年度生）の女性

※予約が必要です
 9 :00～11 :30 保健センター

第1・3・5週

第2・4週
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Information
11月の「加茂休日急患診療所」

 3日(木祝)　林クリニック (☎28-8899)

 6日(日)　　木沢記念病院 (☎25-2181)

13日(日)　　伊佐治医院 (☎43-0011)

20日(日)　　安田内科クリニック (☎27-5088)

23日(水祝)　小林クリニック (☎25-8077)

27日(日)　　太田メディカルクリニック (☎26-2220)

※診療時間は、午前9時から午後5時までです。

お 知 ら せ

お知らせ info

一般社団法人　日本電機工業会　☎03-3556-5887

洗濯機で指を大けがする事故にご注意！

全自動洗濯機・二槽式洗濯機をご使
用の方は、必ず洗濯・脱水槽が完全に
停止してから洗濯物を取り出すように
してください。回転が止まる前に取り
だそうとすると、洗濯物が指に絡まり
大けがをする恐れがあります。ゆっく
りした回転でも大変危険です。

また、「脱水途中にフタを開けても15秒以内に洗濯・
脱水槽が止まらない」「フタロックが解除されても〔脱水
終了音が鳴っても〕、洗濯・脱水槽が止まらない」場合
は故障の恐れがあります。速やかにご購入の販売店へ
お問い合わせください。ただし、機種によっては修理
できない場合もございますのでご了承ください。

一般財団法人　日本電機工業会　☎03-3556-5887

古い電気温水器をご所有のみなさまへ

＜破裂事故防止のためのお願い！＞
主に1972年から1992年までに製造した、電気防食型

電気温水器の安全点検を無料で行っております。安全
点検にご協力いただきますようお願いいたします。

長期間お湯を使用しない場合、タンクが破裂する恐
れがありますので、古い電気温水器をご所有・設置さ
れていましたらご連絡ください。

財務省名古屋税関　☎052-654-4060

終戦当時の通過・証券等を返還しています

名古屋税関では、終戦後に外地から引き揚げ
てこられた方々が税関などに預けられた通貨や
証券等をお返ししておりますが、今なお、引き
取り手がなく保管されたままになっているもの
が多数あります。返還請求・お問い合わせは、
ご本人はもとよりご家族の方でも構いません。
お心当たりの方は、お気軽にお問い合わせください。

保管証券等の返還ご案内は、名古屋税関ホームページで
もご覧いただけます。（http://www.customs.go.jp/nagoya/）
＜返還している通貨・証券等＞
■上陸地の税関または海運局に預けられた通貨・証券等
■ 帰国前に在外公館や日本人自治会等に預けられた通

貨・証券等のうち、その後日本に返還されたもの
通　貨：旧日本銀行券、旧日本軍軍票　等
証券等：支那事変割引国庫債券、大東亜戦争割引国庫債券　等

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29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。無料で資料を差し上げていますので、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。放送大学の
ホームページ（http://www.ouj.ac.jp/）でも受け付けております。
■募集学生の種類
-教養学部- 科目履修生　（6ヶ月在学し、希望する科目を履修）

 選科履修生　（1年間在学し、希望する科目を履修）

 全科履修生　（4年以上在学し、卒業を目指す）

-大学院- 修士科目生　（6ヶ月在学し、希望する科目を履修）

 修士選科生　（1年間在学し、希望する科目を履修）

■出願期間 第1回　12月1日～平成29年2月28日
 第2回　平成29年3月1日～3月20日
■大学説明会（詳細はお問い合わせください。）
-岐阜学習センター-
　12/4 12/10 12/17 12/18 1/7 1/14 1/15 2/4 2/5 2/12
-多治見分室-　　　-高山分室-
 12/11 1/8　　　　12/3 2/26

NPO法人可茂ラグビー倶楽部事務局　☎0574-27-1528

キッズラグビー教室　参加者募集

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。幼児・小学生の
みなさんのご参加をお待ちしております。

■と　き：第1回　11月27日（日）　午前9時～正午
　　　　　第2回　12月 4日（日）　午前9時～正午
■ところ：美濃加茂市　木曽川ライン公園
■対　象：幼児・小学生（男女問わず）
■持ち物：運動ができる服装、運動靴　■参加費：無料
■受　付：当日グラウンドにて行います。
　　　　　事前にメールまたは電話にてお申し込みください。
■電　話：0574-27-1528　■メール：kamo-rugby@wing.ocn.ne.jp
■講　師：日本ラグビー協会認定コーチ　日本体育協会指導員

公益財団法人 国際青少年研修協会で
は、5コースの参加者を募集していま
す。海外生活を通して交流を体験し、
国際感覚を養うことを目的に実施しま
す。お一人からご参加になる方や、初
めて海外へ行かれる方が7割以上です。事前研修では仲
間作りからサポートいたしますので、ご安心ください。

■と　　き：12月24日（土）～1月4日（水）
　　　　　　の内、6～10日間（コースにより異なります。）
■研 修 国：オーストラリア・カナダ・サイパン・フィリピン・カンボジア

■内　　容：ホームステイ・クリスマス体験・英語研修・文化交流等
※コースにより選択いただけます。

■対　　象：小学校3年生～高校3年生
■定　　員：各グループ15名　■参加費：23.8万円～42.5万円
■締め切り：11月2日（水）　申し込み先着順
　※10月26日までにお申し込みの方は早割1万円

国際青少年研修協会　☎03-6417-9721

冬休み海外研修交流事業　参加者募集
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お知らせ info

岐阜地方法務局　戸籍課　☎058-245-3181

無戸籍の解消のための相談窓口

法務局では、日本国民であるにもかかわらず戸籍に
記載されていない方について、戸籍に記載されるため
の手続きをご案内しています。

事情があってお子さんの出生届を出していない、お子さん
を別れた夫ではなく母親であるご自身の戸籍に記載したいな
ど、戸籍に記載されていない事情は人によってさまざまです。

どのような手続きをとることが最善なのか、あなたの
事情をお伺いして戸籍担当職員が一緒に考えます。相談
は無料、秘密は固く守られます。まずはお電話ください。
■受付時間：平日　午前8時30分～午後5時15分

裁判員候補者名簿は、市区町村の選挙管理委員会が
選挙人名簿からくじで無作為抽出した名簿を基に、全
国の地方裁判所で作成されます。

平成29年の裁判員候補者名簿に登録された方には、
本年11月中旬に名簿登録されたことの通知をお送りし
ます。この通知は、来年2月頃～平成30年2月頃までの
間に裁判所にお越し頂き、裁判員に選ばれる可能性が
あることを事前にお伝えするものです。この段階では、
まだ具体的な事件の裁判員候補者に選ばれたわけでは
ありませんので、すぐに裁判所にお越し頂く必要はあ
りません。裁判員制度にご理解・ご協力をお願いします。

岐阜労働局　☎058-245-8115

裁判員制度　まもなく名簿記載通知発送

岐阜県保険医協会は、電話での医療相談『電話健康相
談』を1日のみ行います。日頃気になっているちょっと
した疑問やお悩みごとがありましたらお電話ください。
無料相談ですのでお気軽にどうぞ。

なお、歯科の相談はご遠慮ください。

■と　　き：11月27日（日）
　　　　　　午前10時～正午
■受付番号：058-267-0711

岐阜県保険医協会　☎058-267-0711

電話健康相談を行います

「職場のパワーハラスメント」とは、同じ職場で働く者
に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位
性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体
的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為です。

職場のパワーハラスメントを無くしていくためには、
企業・労働組合・労働者が協力し、それぞれの立場か
ら予防・解決に向けて取り組むことが求められます。

厚生労働省のパワハラ対策に関する総合情報サイト「あ
かるい職場応援団」(http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp)で
は、パワハラの6類型、各社の取り組み事例や裁判例を紹
介しています。同サイトでは、企業が取り組みを導入する
際の手順をとりまとめた「パワーハラスメント対策導入マニ
ュアル」、社内研修資料、職場に掲示するポスターやリーフ
レットなどがダウンロード可能ですのでご活用ください。

岐阜労働局　☎058-245-1550

みんなで考えよう　職場のパワーハラスメント

可茂農林事務所では、不適正な森林開発を防止する

ため「不適正森林開発防止キャンペーン」を実施します。

森林内で不審な「木の伐採」、「新たな建築物や掘削」等

を発見した場合は、ご連絡ください。

■期　間：11月1日（火）～11月30日（水）

可茂農林事務所林業課　☎0574-25-3111

不適正森林開発防止キャンペーン

一人でも労働者を雇用する事業主は、必ず労働保険
に加入しなければなりません。「労働保険」とは、労災
保険と雇用保険の総称です。
■労災保険… 労働者が業務や通勤に起因して、負傷・疾病・死

亡した場合に、労働者本人や遺族に必要な給付を
行います。（臨時・アルバイトも対象となります。）

■雇用保険… 労働者が失業したときや教育訓練を受講した
とき、在職中の60歳から65歳未満の方や育
児休業・介護休業中の労働者で一定の賃金低
下があった場合に、必要な給付を行います。

また、事業主に対しては、失業の予防・雇用の安定・労働者の福
祉の増進を図っていただくための各種助成金制度があります。

パートタイム労働者も、一週間の所定労働時間が20
時間以上で、かつ雇用見込みが31日以上である場合は
雇用保険に加入しなければなりません。

加入手続きを行っていない事業主は、すぐにお願いします。

岐阜労働局　☎058-245-8115

労働保険の手続きはお済みですか？

自賠責保険・共済なしでの自動車等の運行は法令違反
です。自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基
本的な対人賠償を目的として、自動車損害賠償保障法に
基づき、原動機付き自転車を含むすべての自動車に加入
が義務づけられています。今一度のご確認をお願いします。

国土交通省　中部運輸局　☎058-279-3714

自賠責の期限切れにご注意ください！

アイヌの方々のための全国一斉電話相談を行っていま

す。日常生活でお困りのことはありませんか？嫌がらせ・

差別・プライバシー侵害などのご相談もお受けします。

■相談専用電話（フリーダイヤル）　0120-771-208

■受付時間：月曜日～金曜日（祝日・12/29～1/3を除く）

 午前9時～午後5時

■そ の 他：相談無料 / 匿名可 / 秘密厳守
※ 本相談事業は、（公財）人権教育啓発推進センターが、厚生労働

省の生活相談充実事業により実施するものです。

（公財）人権教育啓発推進センター　☎03-5777-1802

アイヌの方からのさまざまな相談をお受けします

多治見検察審査会事務局　☎0572-22-0842

検察審査員に選ばれたらご協力を！

「交通事故、詐欺などの犯罪の被害に遭い、警察や検察
庁に訴えたが、検察官がその事件を裁判にかけてくれない
ことがどうにも納得できない！」

このような方のために、検察官が事件を裁判にかけな
かったことが正しかったかどうかを審査する機関として、
検察審査会があります。検察審査員は、選挙権を持ってい
るみなさんの中から、くじで選ばれることになっています。

あなたも、いつか検察審査員に選ばれることがあるか
もしれません。そのときには、国民の代表としてこの仕事
にぜひご協力をお願いします。
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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

図 だ よ り室書

今月のおすすめの本

検事のお仕事は笑いと涙に溢れてる？うっとうしいほど、まっすぐなヒロイン・

凜々子の物語です。融通がきかないけれど、自分の気持ちに正直な凜々子の純粋さが、

爽快です♪

エッセイストのイメージが強い著者ですが、小説もとても読みやすいですよ。

正義のセ (文庫版) 阿川佐和子／著　ＫＡＤＯＫＡＷＡ

10年前に、父の盗撮事件によって、貧乏暮らしを余儀なくされた僕。警察の陰謀説が飛

び出したり、幼なじみの不思議美少女メイと言葉をしゃべる猫のミケが登場したり、僕の

夏休みは、恋とミステリーで大忙し！

さらっと読めるライトな読後感ですが、「僕」が洗濯好き、ってところが、何となく落ち

着きます。

ぼくはまだ、横浜でキスをしない 樋口有介／著　角川春樹事務所

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？

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、係員

までお気軽にお声がけくださいね。

秋のリサイクルブックフェアを開催します
産業文化祭が開催される11月12日(土)、13日(日)の2日間、ファミリー

センター2階の図書室にて、リサイクルブックフェアを行います。本棚が

いっぱいになってしまったため、古い図書・雑誌を無料で配布しますので、

ご希望の方は、ぜひいらしてください。

お気に入りの1冊が見つかるかもしれませんよ！

☆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3日（土）を予定しています。クリスマスの絵本を中心に読む予定です。お楽しみに♪

ごぞんじ
ですか？



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

※ 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を行っております。役

場・各出張所内にある回収ボックス・コンテ

ナ（小）へ投入してください。（開館時間のみ）
注）回収ボックス投入口ｻｲｽ（゙横31cm×縦15cm）
　　回収コンテナ（小）ｻｲｽ（゙横50cm×縦38cm×高さ27cm）

※ 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。

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29日（火）

Ｂ地区
（不燃ごみ集積所）

11月30日（水）

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27日（火）

Ｂ地区
（不燃ごみ集積所）

12月28日（水）
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● ●ごみ収集

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

※ 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13日(日)

11月27日(日)

12月11日(日)

12月25日(日)

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。

適切なごみ出しにご協力をお願いします！

電球は不燃ガラス類 グローランプは不燃金物類

※ 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

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4日（日）
午前8時～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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S m i l e通信

（平成28年8～9月受付分　敬称略）♥「こんにちは」赤ちゃん♥

松井　杏
あん

樹
じゅ

8月10日　午前6時39分

保護者　大樹（上牧野）

「健康な体と優しい心で

スクスク大きくなぁれ♥」

神田　太
たい

陽
よう

8月30日　午後6時37分

保護者　義太（野上上）

「八百津中学校のみなさん、

Hello！」

シルバー人材センター
8月分実績

件　　数 80件
就労人員 808（実81）人
就労時間 3,888.75時間
受託金額 4,123,832円

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

　平成28年10月1日現在
人　口 男　性 女　性 世　帯

総人口 11,460人 5,530人 5,930人 4,308世帯
(日本人) 11,380人 5,502人 5,878人 4,275世帯
(外国人) 80人 28人 52人 33世帯

※混合世帯は日本人世帯に含まれます。

119番に通報すると、消防本部の通信指令課に繋がります。

あとはオペレーターに従い必要なことをお話しください。

時折、各消防署の一般電話に通報される方が見えます。

そうされますと、通報された方から場所や状況などのお

話しを伺うのは、出動する隊員であるため、通報と同時

に出動準備ができず、みなさまのもとへ到着するのが遅

れてしまいます。ご理解、ご協力をよろしくお願いします。

※消防に関する各種お問い合わせは一般電話をご利用ください。

★ 火災・救急・救助の要請は119番!!★

★ 子どもの緊急避難所「子ども11０番の家」★
子どもが不安を感じて、通学路周辺の民家・コンビニ・ガソリンスタンド・

理容店などに駆け込んできた時に、児童を保護し、警察・学校・家庭等へ連絡

してもらう制度のことです。子どもの犯罪被害の未然防止を図っています。

【子ども110番の家とは？】

子どもが助けを求めてきたときは、子どもの保護者・警察等への通報をよろし

くお願いします。

【子ども110番の家のみなさまへ】

日頃から、自宅や通学路周辺の「子ども110番の家」を子どもと一緒に確認し、

子どもへの周知活動にご協力をお願いします。

【保護者のみなさま・地域のみなさまへ】

子ども110番の家は平成8年3月、可児市今渡北小学校PTA

が中心となり開始した「子ども110番の家」の活動が全国各地に広がったものです。

県内では、前年度末現在20,698カ所に設置されています。実際に、小学生女児が不

審車両に声をかけられた際に駆け込み、被害を防止することができた例もあります。

【岐阜県から全国へ広がった「岐阜モデル」！】





登録はこちらから！

やおっち

QRコードの読取りができない方は
　「t-yaotsu@sg-m.jp」 宛てに
　空メールをお送りください。

こちらのQRコードを読み取り、
空メールをお送りください！

「すぐメール802」にご登録ください！

「夏空」
森滝　肇（宮嶋)

「雲海の新旅足橋」
大島　誠�(和知中組)
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〒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28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

米寿を祝う会を開催しました！
9月22日にファミリーセンターで「米寿を祝う会」を開催し、88歳

の方47名と、家族や関係者ら80名の出席をいただき盛大にお祝い

しました。

代表者に寿詞を贈呈した後、金子町長があいさつを述べ、国会・県

議会議員のご来賓のみなさまからご祝辞をいただきました。アトラク

ションでは、鰤の解体ショーを見た後、鰤の寿司に舌鼓をうちながら、

久しぶりに会った仲間と歓談し楽しいひと時を過ごされました。

おいしい食事で会話に花が咲きました

山内あや子さん100歳のお祝い
9月30日に、平成28年度老人の日記念事業として、今年度100歳

を迎えられる山内あや子さんに、内閣総理大臣および金子町長から

お祝い状や記念品を贈呈しました。

当日は、町長をはじめ、議長、老人クラブ連合会長が施設を訪問

して長寿をお祝いしました。お祝い状や記念品の「やおっち」の置物

などを手に「ありがとうございます」と、頭を下げられ、大変喜ばれ

ました。

100歳を迎えられる山内さん（中央）

委員の構成が変わりました！

固定資産評価
審査委員会委員

南　嘉之さん

（前任者）
林達夫さん

教育委員会委員
山田　登さん

（再任）

教育委員会委員
宮ノ腰　美ゆきさん

（前任者）
後藤裕子さん


