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浄水水質検査結果 平成25年8月28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 須賀浄水場 久田見浄水場 潮南浄水場 篠原浄水場
気 温 ℃ － 35 35 28 28 28 毎日水 温 ℃ － 32.5 28.5 24.8 30.2 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 0.003
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
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 10以下 0.36 0.60 0.21 0.30 0.06

年1回

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.8以下 0.05 0.10 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 年4回
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 年1回
塩 素 酸 ㎎/L 0.6以下 0.11 0.14 0.07 0.17 0.13 

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 0.011 0.007 0.008 0.014 0.027
ジ ク ロ ロ 酢 酸 ㎎/L 0.04以下 0.005 0.002 0.002 0.007 0.016
ジブロモクロロメタン ㎎/L 0.1以下 0.001未満 0.002 0.001 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 0.014 0.012 0.012 0.017 0.030
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 ㎎/L 0.2以下 0.005 0.003 0.002 0.009 0.028
ブロモジクロロメタン ㎎/L 0.03以下 0.003 0.003 0.003 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 0.008 0.065 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 0.01未満 0.02 0.01未満 0.02
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 0.024 0.005未満 0.010 0.006
ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 200以下 2.8 5.6 2.6 2.9 2.8 
マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.05以下 0.001未満 0.004 0.002 0.001未満 0.001未満
塩 化 物 イ オ ン ㎎/L 200以下 2.3 5.3 3.3 2.5 1.8 月1回
カルシウム、マグネシウム等(硬度) CaCO3㎎/L 300以下 15 21 11 9.4 3.5

年1回
蒸 発 残 留 物 ㎎/L 500以下 39 56 35 34 24
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 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 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 年1回
有機物（全有機炭素TOCの量） ㎎/L 3以下 0.7 0.5 0.3 0.5 0.7 

月1回

Ｐ Ｈ 値 5.8以上8.6以下 6.9 6.8 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 0.7 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 0.4 0.3 0.8 毎日

水道水の水質検査結果
平成25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。
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八百津町中学生海外派遣事業八百津町中学生海外派遣事業平成25年度平成25年度八百津町中学生海外派遣事業八百津町中学生海外派遣事業平成25年度平成25年度八百津町中学生海外派遣事業平成25年度

吉田　茂　国際交流基金

中学生海外派遣研修を終えて　～世界は狭い～
八百津町教育委員会　教育課長補佐　村　瀬　昭　成

帰国して３～４日が経ってもまだ、時差ぼけのせいなのか、自分がまだアメリカに居るような感覚に襲われ目が覚
める。
室内を見回し妻の顔をみて日本に帰ってきていることを再認識する。
八百津町の中学生海外派遣研修も今年で11回目を迎えた。
20名の応募があり、選考会で（八百津中学校15名・八百津東部中学校４名・滝中学校（江南市）１名、男子10

名・女子10名）応募者全員の海外派遣を決定した。
今年は、男女比が半々であったが、比較的大人しいと聞き、積極的にホストファミリーの中に溶け込み、ホームス

テイが無事務まるか非常に心配な面を感じた。
また、今年度から応募対象を町内の中学校だけでなく、八百津町在住の町外学生も対象とし門戸を広めた結果、町

外就学者１名の参加があった。
２回の説明会及び４日間にわたる事前研修で、アメリカの文化や生活についての知識を得、英会話の練習やJAPAN

　NIGHT　PARTYで披露する催し物の打合せや、ホストファミリーからリクエストのあった盆踊り「炭坑節」の練習
をするなど、万全の準備を整え、結団式を経て出発の日を迎えることとなった。
ワシントンDCに到着するなり慌ただしく生徒達を送り出し、６日間のホームステイが終わると同時にニューヨー

クに向かい、帰国の途についた10日間であった。私を含めて、生徒たちには初めて経験することばかりで、見るもの
触るもの全てが新鮮で、驚きの連続であったと思う。
また、見学に行く先々でのセキュリティーチェックの厳重さにアメリカの

抱える問題について考えずにはいられなかった。帰国してから数日が経ち、
落ち着いたところで出発式から25日夜の解団式までの軌跡をもう一度辿って
みようと思う。
出発の日　８月16日（金）
８：45（日本時間）　出発式が少し遅れて始まったため、前途に一抹の不安

がよぎった。私を含めた24名の団員は、パスポート等持ち物の最終確認をし
て出発。バスの中では泉添乗員さんから出国・入国などの手続きや書類の書
き方などを教わり、セントレア到着。

八百津町を担当し今年で４回目とのこと。手際の良さに感心する。
12：30（日本時間）　スーツケースを預け、手荷物チェック・出国審査等

を受け、いよいよDL－630便に搭乗。
13：20（日本時間）　約13時間という長旅に出発。機内では座席に備え付

けてあるタッチスクリーンで映画やゲームを楽しみ、４回程度の機内食サー
ビス及びドリンクサービスで、空腹感を感じることはなかった。途中で日付

変更線を通過し、13時間戻ること
になり、半日得をしたかなと錯覚す
る。
13：00（米国時間）　デトロイト空港に到着。２時間程度空港内を散策、

子ども達も空港の大きさに驚きながらも自由時間を満喫。その後、DL－
2062便でワシントンDCへ出発。
17：15（米国時間）　ワシント

ン・ダレス国際空港に到着。空港で
シンプソンさんたちに出迎えられた。
いよいよ生徒たちもこれから始まる

研修の最大の目的であるホームステイに期待と不安を抱きながらの移動とな
った。
空港からバスでホストファミリーが待つホテルまで、いざ出発。
18：45（米国時間）　スリープインホテル着。ホテルでは既にホストファ
ミリーたちがそれぞれ生徒の名前を書いたプラカードを掲げての歓迎。如何
にも“米国らしい”そんな気持ちを覚えた。
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19：20（米国時間）　挨拶もほどほどに、それぞれの生徒とホストファミリーとの記念写真を撮り、気持ちの整理
もつかないまま慌ただしく生徒たちを送り出す。
第２日目　８月17日（土）～第３日目　８月18日（日）
生徒たちはホストファミリーの家で一日を過ごす。それぞれが色々なところへ行き、日曜日には教会へ。私たちも

買い物や研修先の下調べ？のため市内を見学して過ごした。※ここで驚きの出会いがあったので紹介したい。それは
ポトマックミルズモールの店舗に日本人の店員がいたことである。そこまでは何ら驚きではないが、その女性店員が

偶然にも岐阜県坂祝町出身で、しかも引率者の先生と共通の知り合いがいる
ことが分かったのです。こんな偶然があるのでしょうか。で、冒頭見出しの
～世界は狭い～となった次第です。
第４日目　８月19日（月）
８：45（米国時間）　アメリカに着いてから、土日の２日間ホストファミリ

ーと過ごすことになり、生徒たちはどう過ごしているか心配であったが、朝、
みんなの表情を見ると、それぞれ笑顔を浮かべ、充実した休日を過ごすこと
が出来たのだと安心した。今日はホストファミリーも加わってのワシントン
ＤＣ市内見学へ。リンカーン記念堂、ホワイトハウス、スミソニアン航空宇
宙博物館（10＄の弁当代を貰い昼食）、連邦議会堂、大聖堂など米国の政

治・歴史・文化の中枢や拠点を成している建造物を見学した。生徒たちは見学した施設についてどのように感じ、心
に映ったのであろうか。帰国してから、テレビでシリアへの攻撃に反対しているデモの放送を観ていると、数日前に
実際に現場にいた自分に優越感を覚えたのは私だけであろうか。～17：50
第５日目　８月20日（火）
９：00（米国時間）　午前中はジェファーソン記念館とオールドオフィースパビリオンを見学した。展望台に上がる
ときに、一部の生徒には18歳以上の引率者が必要と言われた。後から聞いてみると、腰パンの生徒がいたため柄が悪
いと判断されてのことであった(服装注意)。その日の午後は、今回の研修の大きな目的であるホロコースト記念博物
館へ。玄関では、今年５月に八百津町を来町されたArthur　S　Berger氏の歓迎を受け、その後、当時16歳で母と離れ
ばなれになりながらナチスドイツの迫害から逃れたMargit　Meissner（91歳）さんのお話を聞いた（正しくは通訳を
通じてですが）。オーストリアからチェコ、フランスを経てアメリカへ亡命
したことを生々しく、時にはユーモアを交えて話していただきました。話を
聞いているとMargit　Meissnerさんは本当に運の良い人でナチスドイツの迫
害から生き延びることが出来たのだと感じました。しかし、残念なことに24
名の中で居眠りをして、Margit　Meissnerさんに「よく寝ていましたね。」
とお褒めの言葉？を頂いた生徒がいた。何だか後味の悪い結果となってしま
った。話しが終わった後、生田さんと伊藤さんが代表して御礼の挨拶をし、
館内の写真や資料の展示、フィルム映像などを見て回った。残酷なフィルム

映像や写真を見て回った後に名前の
刻まれた白いパネルを発見する。そ
のパネルはナチスドイツの迫害からユダヤ人を救った人々の名前が刻まれて
いて、その中で写真と『杉原千畝』
という名前を見つけたとき、この殺
戮と迫害に明け暮れた暗黒の時代の
中で多くのユダヤ人を救った杉原氏
の偉大さを改めて感じることができ
た。～17：50
第６日目　８月21日（水）

９：00（米国時間）　ワシントンDC滞在最終日。今年は、高校の見学では
なく、Chinn　Lidraryでのサマースクールの生徒との交流会となった。どの
様に進めて良いのやら皆目検討が付かなかったが、いざ対面してみると生徒
たちは伸び伸びと交流していた。簡単な質問を英語で交わし、折り紙を教え、最後にJAPAN　NIGHT　PARTYで披
露するはずの盆踊りをするなど大変楽しそうであった。サマースクールの運営は寄付等で賄われているとのことであ

ったが、お別れに生徒全員にサマースクールのＴシャツをプレゼントされた。
その後、生徒たちはホストファミリーの車でポトマックミルズモールまで移
動し、買い物と食事を済ませた。家へのお土産は何を買ったのかな？
15：30　JAPAN　NIGHT　PARTYの準備のため、会場となる近くの教
会へ。お世話になったホストファミリーのために、みんなで、会場の設営や
出し物の打合せなど生徒たちも一生懸命に準備をしていたが、準備に手間取
り時間が無い!!　午後６時頃から、ホストファミリーが集まりだし、ピザや
サラダ、デザートなどホストファミリーの手作りやデリバリーなどで食事会
が始まった。忘れてはいけないのが食事前のお祈り、神様に感謝し、40分ほ
ど食事を摂った後、生徒たちの出し物の本番を迎えた。リバーモア君と石原
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君の進行で始まり、福笑い、折り紙・習字のブースを設け、ホストファミリ
ーたちに各ブースを廻って貰い、生徒一人ひとりが英語を駆使しながら教え
ている姿が見られた。一通り廻ったところで、生徒たちの合唱『コスモス』
の披露、そして最後に「炭坑節」を踊り（事前にシミュレーションを十分し
ておくべきだったことを反省）ワシントンでの最後の夜が終わった。素晴ら
しいJAPAN　NIGHT　PARTYになったと自負しているが、本当にホストフ
ァミリーが喜んでくれたかは、一緒に帰った生徒たちが聞いてくれたことだ
ろう。～21：00
第７日目　８月22日（木）
９：15（米国時間）　いよいよホストファミリーとの別れの時が来た。生徒

たちにはホームステイが無事に終わったという安堵感と別れという淋しさが交錯している様子。しかし最後の別れを
惜しむはずが、トラブル発生。バスの運転手が契約が違うと運転を拒否し出発出来ず、折角のお別れのシーンに水を
差す結果となった。日本では絶対あり得ない状況である。さすがアメリカ!! 
バスに乗車した生徒たちの心は最早、憧れのニューヨークへ。
10：20　トラブルはあったが無事、ユニオン駅に着き、特急列車アムト

ラック（♯174）に乗車しニューヨークへ。昼食は車内で弁当であったがサ
ンドイッチの大きさにびっくり。首都ワシントンを離れると、車窓から見る
景色が一変し、荒廃した街が現れ、アメリカの貧富の差が極端にあることを

思い知らされた。
13：40　ニューヨークに到着。
生憎の雨であったが、市内観光に出
かけ、メトロポリタン美術館・エン
パイアステートビルを見学した。エ
ンパイアステートビルの展望台に上がる頃には雨も止み、ニューヨークの摩
天楼を真上から見ることが出来た。その後、ウェリントンホテルにチェック
インし、食事となる。食事は、出発前に聞いていたとおりチキン丸ごと１羽
を半分にした料理であった。私は完食したが残す人も多かった。確かにチキ
ンの裏はグロテスクでおいしさも半減。ホテルでは大人しくしなさいと散々

言い聞かせ、各部屋を巡回したためか何事もなく就寝。なかなか寝付かれず起きていると一晩中サイレンの音が聞こ
え、これぞニューヨークと実感。～21：15
第８日目　８月23日（金）
8：00（米国時間）　前日と打って変わって晴天となる。アメリカを象徴する自由

の女神像を見学し、昼食後、一旦ホテルに帰る。
14：30　再び集合し、国連本部を見学。BUBBA　CUMPで食事（出発前に決め
ていたエビフライ）をした後、ブロードウェイで本場ミュージカル（スパイダーマ
ン）を鑑賞した。雑踏の中、帰りは生徒たちが迷子にならないよう周囲に気を配り
無事ホテルへ到着。～23：30
帰国の日　８月24日（土）
９：00（米国時間）　あっと言う間の９日間滞在。またまた出発前にハプニング発

生。集合時間の９時までに生徒が揃わない事態となった。ホテルのお客が一斉に出
ていくため、エレベーターに乗れないのだ。のんびり屋さんの生徒たちはぎりぎり
まで部屋にいたため乗れなかったのである。何とか全員揃いラガーディア空港へ。
12：50　DL－1131便に搭乗しデトロイト空港へ。
15：45　DL－629便で日本への帰国の途へ着く。行きと反対に日本では約12時

間の時差で日曜日となっているはず。
解団式　８月25日（日）
18：00（日本時間）　セントレアに到着。泉添乗員さんにお別れと御礼を言った後、八百津町へ向かってバスを走

らせる。ファミリーセンターにて、教育長、教育課長、先生、そして保護者の方々の出迎えの中、解団式を終える。
20人の生徒を全員無事に帰還させたことに安堵する。～20：30

最後に
このような研修の機会を与えて下さった吉田茂様に感謝申し上げす。また、
八百津町長を始め関係者の皆様、そして生徒たちの参加にご理解を頂きまし
た保護者の方に御礼申し上げます。生徒たちが、当町出身の杉原千畝氏の功
績の偉大さと平和の有り難みを再認識し、今回の研修で学んだ事を将来の糧
として活躍されることを願い、今後もこの事業が継続され、八百津町の子ど
もたちが国際感覚を醸成し、八百津町、日本のみならず世界に通用する人と
して活躍されることを願って研修報告とします。
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今回、初の海外で、最初はとても
不安でした。でも、慣れるにつれて、
だんだん不安もとれ、コミュニケー
ションもとれるようになって、文化
もたくさん学べて良かったです。今
回の海外派遣で成長して帰ってこれ
て良かったです。滝中

岡﨑　史佳

僕はこのアメリカ研修に参加する
ことができて本当によかったと思い
ました。初めて行く海外は楽しみで
もあり、不安でもあったけれどホー
ムステイ先の人もとても親切だった
し、さまざまな場所を観光、ショッ
ピングなどできてとても楽しかった
です。とても良い経験になりました。

八百津中
石原　旭人

　僕はアメリカ研修に参加して日本では
体験することの出来ない事をホームステ
イなどで体験して、いろいろ学ぶ事が出
来ました。始めは英語で会話することが
不安だったけれど、ホストファミリーと
会話することが出来てとても自信がつき
ました。この研修で学んだ事をこれから
の生活に生かして行きたいと思います。

八百津中
中屋　圭人

アメリカの人たちはとても親切で、
一緒に文化を交流できて楽しかった
です。また、楽しいだけでなくホロ
コーストや教会では学ぶことが多く
とても充実した研修を送ることがで
きました。とてもいい経験ができま
した。八百津中

赤塚　悠生

　今回のアメリカ研修は僕にとってとても
重要な経験になりました。日々の研修では
みんなと楽しくアメリカの文化を学習する
ことができました。その中でもリンカーン
の大きな像を見ることができてとても嬉し
かったです。ホームステイでは実際にアメ
リカの家庭に入り、生活の違いを体験する
ことができました。とても楽しかったです。

八百津中
リバーモア海

今回のアメリカ研修では、たくさ
んのことを学ぶことができました。
特に文化は、アメリカの文化を自
分自身が体験することができて嬉し
かったです。観光などもたくさんし
て、アメリカを知ることができて、
良い思い出になりました。ありがと
うございました。

東部中
舘林　有加

最初は、とても不安でした。でも、
ホストファミリーの方が笑顔で迎え
てくれたし、優しくしてくれたので
不安がなくなりました。簡単な言葉
しか話せなかったけど仲良くなるこ
とができました。アメリカに行って
本当によかったです。東部中

岩井　愛里

僕がアメリカ研修で学んだことは
つながりあえるということです。な
ぜなら、言葉や出身は違えど笑った
り、楽しんだりすることができたか
らです。この経験を活かして、社会
に貢献できるようになりたいです。

八百津中
下垣内伶生

　僕がアメリカ研修で１番心に残っている
ことは、ホームステイです。今まで学校で
勉強してきた英語を使ってたくさん会話を
することができたのでうれしかったです。
コミュニケーションはとても大切だと感じ
ました。今後はこの経験を活かして、外国
の方と話すときはたくさん英語を使って、
コミュニケーションを取っていきたいです。

東部中
水戸　亮佑

初めての海外で不安もたくさんあ
り緊張する場面もありましたが、ホ
ストファミリーの方が優しく接して
くださり僕の緊張も解けました。こ
の事業に参加し、たくさんの事を経
験し、学ぶ事が出来ました。これも
吉田茂さんのおかげです。この経験
を忘れないようにします。

八百津中
日置　隼多

海外派遣事業に参加した中学３年生20人の感想
（順不同・敬称略）
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僕は、アメリカ人の優しさを学び
ました。例えば、僕のホームステイ
先の方は気をつかってくださって、
ご飯、みそ汁をわざわざ作ってくだ
さいました。僕はこのような優しさ
を感じ、これからの生活の目標とし
ていきたいです。八百津中

桂川　和磨

私は今回の海外研修で貴重な体験
ができました。アメリカへ行く前は
英語などの心配がありました。しか
し行ってみるとホストファミリーも
優しくて、そういった心配はなくな
りました。この夏の思い出は一生忘
れられないものになると思います。東部中

大鋸　舞華

初めての海外、とても楽しく充実
した毎日でした。ミュージカル「ス
パイダーマン」は英語が分からなく
てもすごく盛り上がって楽しかった
です。ホストファミリーはとても温
かく私を迎えてくれました。貴重な
体験をさせていただきありがとうご
ざいました。

八百津中
白木みのり

　私は、アメリカ研修を通してたくさんのことを学びました。最初は
英語がなかなか聞き取れなくて苦労しました。しかし、日に日にホス
トファミリーの気持ちが表情で分かるようになってきました。それで
私も自分が今まで習った文法などを使ってコミュニケーションをたく
さんとることができました。とても嬉しかったし、達成感がありまし
た。アメリカへ行く前は不安とドキドキでいっぱいだったけど、日本
へ帰ってきた後は自分自身でもわかるほどいろんな場面で成長できま
した。この研修が私の将来につながるといいと思いました。

八百津中
赤塚　綾梨

　私は今回のアメリカ研修を通していろい
ろな事を学びました。ホストファミリーと
のコミュニケーションを積極的にとるよう
に心がけ、とても充実した楽しい時間を過
ごすことができました。また、色々な所を
観光でき、いい経験になりました。このよ
うな機会を与えてくださった吉田さんをは
じめ関係者の方々に感謝しています。

八百津中
佐藤　海優

私が、アメリカに行って１番驚い
たことは、アメリカの文化です。１
番小さいジュースでも、日本のLサ
イズぐらいありそうな大きさでした。
ポテトチップスも、日本と比べよう
がないくらい大きくて、本当に驚き
ました。八百津中

生田　実玖

このアメリカ研修を通して、私は
いろんな力がついたと思います。そ
して日本とアメリカの文化の違いな
どたくさんの事を学ぶことができま
した。これからもこの研修で経験し
たことを大切にし、学んだことやつ
けた力を日常生活に生かしていきた
いと思います。

八百津中
生田　莉子

この海外派遣で１番心に残ったの
は、ホームステイです。初めはとて
も不安だったし、緊張していました。
でもホストファミリーの方はとても
優しくて不安や緊張がなくなってい
きました。ホストファミリーの方と
楽しく過ごすことができ、感謝して
います。

八百津中
伊藤　成美

　初めての海外派遣で緊張していましたがとても
いい経験となりました。10日間だったけれどとて
も楽しかったし、今までの楽しいランキングベス
ト５には入ると思います。ホストファミリーと過
ごすのが嫌だという人もいるけれど、こんなに楽
しかったのはホストファミリーと過ごせたからと
いっても過言ではないと思います。行けばよかっ
たと後悔しないように是非行ってみてください^^

八百津中
飯田　匠海

ぼくは、アメリカに行って良かっ
たと思います。自由の女神を見たり、
ホームステイをして、アメリカの文
化や生活について学ぶことができた
からです。また、アメリカでつけた
力を普段から生かしていきたいと思
いました。リンカーン像も見られて
良かったです。

八百津中
西野　壮哉

貴重な経験を生かしご活躍されることを願っています。　
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（２）小規模校（八百津小、和知小、錦津小、八百津中）

（１）へき地複式校（久田見小、潮見小、東部中）

◎　八百津町　過疎地域の学校教育と方途　◎

○　現在の過疎地域に対する教育施策　○

課題
・豊かで確かな学力の向上
・生活の基本を身につける
・地域人材を生かす開かれた学
校づくりを一層進める

・自尊感情がやや低い
・学習、生活の意欲がやや低い
・体力の向上・部活動の活性化

デメリットと考える内容 メリットと考える内容 今後とる内容

・小さいことは良い事だの意識
付け
・きめ細かさの中に切磋琢磨で
きる内容を入れる
・地域保護者の参入を図り過疎
地区ぐるみで未来志向の教育
を育むグローバル化
・最新の教育機器を導入し使い
こなす（ＩＣＴに過疎はない）
・特色ある教育活動で地域に自
信をつける
・社会教育施設の民間活用、指
定管理者制度採用

施策
・教科担任制導入（小学校）
・ワンコインボランティア制度
と地域の活力導入

・少人数、低学年指導員配置
・特別支援員配置（発達障害等）
・生徒指導支援員配置（中学校）

小規模校の成果
・地域にある特色を学校教育に
導入している
・基礎学力が付き始めている
・学力下位児童生徒への支援が
できてきた
・開かれた学校となりつつある

シリーズ
教育

No.30 教 育 の 窓教 育 の 窓 10月

過疎地域の学校教育（一部社会教育）に関わる危惧と長所から考える今後の方途

・きめ細かい指導が可能で基礎
基本が身につく

・異学年を含めた絆が育つ
・一人一人の教育活動や内容が
多く、多様な意識が育つ

・地域保護者との関係が濃密で
あり、支援が受けられやすい

・学校管理が容易である

・切磋琢磨ができないのではな
いかという危惧

・社会性が弱いのではという危
惧

・通学不便の現実
・教員の質が低いのではないか
という危惧

・設置者の管理費等の課題（校
舎の老朽化、廃校の跡地不利
用等）

・財政規模の縮小に伴う教育費
の減少

へき地複式地区の
 課題

施　策

・複式授業、渡り時間の教
師支援

・特定教科指導への不安

・通学の不便さ解消

・児童生徒が在籍なしの不安

・行事等への支障

・中学校部活動での種目減

へき地複式学校に
 おける成果

・教科学習意欲の向上

・基礎学力の習得率が高い

・自己発信、発表表現力が
付く

・地域保護者の誇り、信頼
を生んでいる

・伝統とする教育活動のレ
ベルが高い

地域の伝統文化を教育課程に取
り入れる。誇りある活動

複式解消支援員配置
教科指導支援員の配置

通学バス、通学タクシー等の確保

不登校生等の受け入れ：美濃加茂
市との定住自立圏提携
（25年度より見込みなく解消）
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八百津町教育委員会　学校教育事業構図の教育事業を展開しています

教育委員会と他の部局との連携事業；子育て相談・子育て支援ネットワーク会議・放課後児童教室・青少年
町づくり委員会・家庭教育学級・医療相談等々・八百津高校・可茂特別支援学校

世界に発信する人権教育推進の町→「させるからする」を基盤にした教育

めざす
子どもの姿

自ら学び感じ考え
行動する子

他を思いやり仲間
と支え合う子

ふるさと八百津を
愛する子

豊かな心を培い進
んで体を鍛える子

津

たくましく生き抜く子を育てる

学びの学校
豊かな学力を

身につける人づくり

心の学校
豊かな心と
人権感覚を磨く
人づくり

開かれた学校
豊かな関わりで
伸ばす環境づくり

学校教育振興事業

中高芸術鑑賞事業
平成２５年度廃止

児童生徒支援事業
多様な教育支援員による学びの
支援（学習支援・教科支援・複
式解消支援・生活指導支援等）

小学校教科担任制

中高連携一貫教育事業（県）
八百津高校と町内中学校との教
科を含めた連携教育で資質を高
める（キャリア教育）

図書室支援職員派遣
事業：２名

含
保
育
園

外国語教育推進事業
町直接雇用のALT２名・
JTE１名

少年の主張大会
中学生立志式

教育委託事業
様々な体験活動を
充実する
例：地域体験活動
　　篠島小交流
　　鼓笛隊活動
　　イベント出演

特別支援アドバイザー設置
事業（教師・保護者支援） スクールガード

リーダー設置事業

ワンコイン
ボランティア事業
教育活動支援を有償
ボランティア活用で
地域参入効果を高め
る

中学生海外派遣事業
中学３年生20名を米国派遣
（ホームステイ体験）

子ども未来トーク事業
八百津町の未来への提言や町づ
くりを小・中・高・一般の代表
者とともに語り発信する
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全国の認知症の人数は462万人となりました（平成25年６月現在）こ
れは高齢者（65歳以上）の15％が認知症の診断をうけているというこ
とであり、認知症は身近な病気であると言えます。
そんな中、予防が注目されています。生活習慣病の予防が認知症予防に
も効果的と言われ、適度な運動とバランスの良い食事が大切です。
体の健康に合わせて、心の健康を保つことも認知症予防に重要です。日々楽しく前向きに、好奇心・行
動力をもって趣味の活動を行い、仲間に囲まれて生活を送る事で認知症の進行を遅らせる事ができます。
日常の生活で是非心がけてください。近くにお越しの際は、是非お立ち寄りください。

ちょっとした部品が必要となってきますが、どの部品も
ホームセンターなどで1,000円前後で購入できるものばか
りなので、ぜひ取付けをおすすめします。
なお、大型家具等がどうしても壁に固定できない場合は、
家具の倒れる向きを計算した設置をしましょう。
次回は家の周囲の安全対策についてお話しします。

＜11月　お元気サロンの予定＞
・14日、28日（木） お元気サロン八百津　午前 9時30分～11時30分
 場所：福祉センター（ファミリーセンター北側）
・ 6日、20日（水） お元気サロン福地　　午前 9時30分～11時30分
 場所：福地第四公民分館
＜11月　こころの相談の予定＞
・18日（月）高齢者のための「こころの相談」　（事前に予約が必要です）　午後から

シリーズ
防災安全

No.34 地震（大きな揺れに備えて）地震（大きな揺れに備えて）

・扉が開かないような
金具をつける。

・食器棚の中にも滑り
止めマット等を敷く。

・飛散防止フィルムを貼る。

・できるだけ低い位置に置
き、金具やロープ、接着
マットなどで下面、柱、
壁に固定する。

食　器　棚

窓 ガ ラ ス

テ　レ　ビ

本棚・タンスなど

照　明　器　具

・なるべく壁面に接近させておき、上部
で固定するか、家具の下（前面部）に
板などを挟み壁面にもたれさせる。
・２段重ねの場合は、つなぎ目を金具で
連結する。

・１本のコードでつるすタイプのものは、鎖
と金具で３箇所程度留める。

・蛍光灯は蛍光管の両端を耐熱テープで留め
ておく。直付けタイプがより安全。

今回はより具体的に家具、家電等の固定方法についてお話ししたいと思います。
【室内の地震対策】

～　みつけよう　ぼくとわたしにできる自助　～～　みつけよう　ぼくとわたしにできる自助　～

シリーズ
包括支援

No.34 ～認知症の予防方法～～認知症の予防方法～
こんにちは 八百津町地域包括支援センターです

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）まで
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LETTER FROM LIBRARY 図書室だより

あなたと本が出会う場所 ～あなたの好きな本見つけてみませんか～
□と こ ろ□と こ ろ：八百津町ファミリーセンター２階　☎ 43-0390：八百津町ファミリーセンター２階　☎ 43-0390
□開館時間□開館時間：午前 10時～午後６時：午前 10時～午後６時
□休 館 日□休 館 日：毎週月曜日・第３日曜日・年末年始：毎週月曜日・第３日曜日・年末年始

新着図書は八百津町ホームページにて紹介中です！！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/http://www.town.yaotsu.lg.jp/

★新着図書情報★新着図書情報

みんな図書室へ行こう！！みんな図書室へ行こう！！

捜査一課の犬養隼人刑事に
よる色にまつわる全７編から
なる連作短編集。
１話の「赤い水」の舞台は、

可児市と多治見市。可児市か
ら新宿に行く高速バスのお話
です。岐阜県出身の作家らし
さが出ている作品です。

からすのパンやさんの４羽の子どもたち。大
きくなってそれぞれがお店を出しました。

一番小さかったオモチちゃん
のそばやさんは、メニューはそ
ばだけではありません。
さあ、どんなメニューが飛び

出すでしょう !?
図書室には、他の３羽の子ど

もたちが出したお店の本もあるよ。 

かんざし職人の源二郎と元
銀行員の国政はふたりあわせ
て146才の幼なじみ。
弟子の徹平と賑やかな生活

を送る源二郎、妻子と別居し
て一人さみしく暮らす国政、
二人のコンビの心温まるお話
です。

より充実した人生
に向かって「行進」
していくための自分
改造術をアドバイス。

今 や メ デ ィ ア に
引っ張りだこの某有

名スクール講師林修先生の著書です。

三浦しをん /集英社

林修著 /宝島社

中山七里 /角川書店

かこさとし作・絵 /偕成社

「政と源」

「いつやるか？今でしょ！」
「今やる人になる40の習慣」

「七色の毒」

「からすのそばやさん」

今 月のおすすめの本月のおすすめの本

11 月はお休みです。次回は…
12月７日（土）午後２時～２時 30分

ファミリーセンター２階　図書室

《クリスマス絵本の読み聞かせ》
図書室にあるクリスマスの絵本を楽しみましょう！！
すてきなクリスマスプレゼントがあるかも！？

おはな
し

ランド

図

分
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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。

保育料 ９月分 10月 10日
町県民税 ３期分 10月 31日
国民健康保険税 ６期分 10月 31日
介護保険料 ６期分 10月 31日
後期高齢者医療保険料 ４期分 10月 31日
水道料 10月分 10月 31日
町営住宅使用料 10月分 10月 31日

保育料 10月分 11月 11日

固定資産税 ３期分 12月 2日
国民健康保険税 ７期分 12月 2日
介護保険料 ７期分 12月 2日
後期高齢者医療保険料 ５期分 12月 2日
水道料 11月分 12月 2日
町営住宅使用料 11月分 12月 2日
※11月末が休日のため12月2日に納付となります。

● 10月に納めるもの● ● 11月に納めるもの●

役 場 か ら の お 知 ら せ

美濃加茂定住自立圏構想に基づく８市町村合同講座です。
□と　　　き　　11月 28日（木）午前10時～午後３時30分
□行　　　程　　八百津町ファミリーセンター→ひまわりクリーン

センター→新旅足橋→山の直売所→人道の丘公園
（昼食）→五宝滝→㈱日の丸製菓

□集 合 方 法　　出発時間の５分前には、集合場所にお集まりくだ
さい。

　　　　　　　　各市町村を巡回するバスに同乗して八百津町を巡
ります。

□集 合 場 所　　八百津町ファミリーセンター
□出 発 時 間　　午前10時
□内　　　容　　木曽川の清流に育まれた水と緑のまち、八百津町。

この地にある杉原千畝の遺徳を顕彰する人道の丘公園、地域の活性化を男女で担う
直売所や昔から家族で協力し合いせんべいを焼いている工場などを訪れ、男女共同
参画について今一度考えてみませんか。八百津町の秋をみなさんといっしょに楽し
みましょう！

□対　　　象　　定住自立圏内（美濃加茂市および加茂郡 7町村）にお住まいの方
□定　　　員　　８市町村で 50名程度（応募多数の場合は抽選します）
□参　加　料　　1,000 円（弁当代、保険代）
□申　込　み　　直接電話、あるいはメールで事前申し込み
□申込み期間　　11月 18日（月）まで
□申 込 み 先　　役場２階　総務課　政策調整係
　　　　　　　　☎43-2111（内線 2212）まで
　　　　　　　　メール　soumu@town.yaotsu.lg.jp

―女性と男性が支えあうまちを目指して八百津町編―

総務課からのお知らせ
「男女共同参画推進講座　バスツアー」について
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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に伴う、平成 24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。

□健全化判断比率

□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。

□お問い合わせ先　　役場２階　総務課　財政係　☎43-2111（内線 2213）まで

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

（単位：％）
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 －
（△ 10.36）

－
（△ 32.88） 10.8 11.9

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 ） －

※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。

（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 － （ 20.0 ）
簡易水道事業特別会計 － （ 20.0 ）
公共下水道事業特別会計 － （ 20.0 ）
農業集落排水事業特別会計 － （ 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。
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□期　間　11月1日（金）～30日（土）
□内　容　不適正森林開発の防止に関する啓発と、「不

適正森林開発110番」の設置をおこないます。
森林内に入られた時、不審な“立木伐採”“建築物”
“掘削”などを発見した場合は、連絡してください。

□通報先および問い合わせ　「不適正森林開発110番」
可茂農林事務所林業課　☎25-3111

夫・パートナーからの暴力や職場等におけるセク
シャル・ハラスメント、ストーカー行為等、女性を
めぐる人権相談に、県内の女性人権擁護委員が中心
となって電話で相談に応じます。
相談は無料で、秘密は厳守しますので、どなたで

もお気軽に御利用ください。
□と　き　11月18日(月)から24日(日)までの7日間

月～金は午前8時30分～午後7時
土・日は午前10時～午後5時

※なお、上記強化週間以外の日でも、平日（午前8
時30分～午後5時15分）相談に応じています。

informationinformation
お知らせ

3日（日） 木沢記念病院 （☎25-2181）
4日（月祝） うえだクリニック （☎26-2281）
10日（日） 木沢記念病院 （☎25-2181）
17日（日） 太田メディカルクリニック （☎26-2220）
23日（土祝） 西田醫院 （☎28-3371）
24日（日） 佐藤クリニック （☎43-1200）

※診療時間は、午前9時から午後5時までです。

11月の「加茂休日急患診療所」

□応募資格（平成26年4月1日現在）
15歳以上17歳未満の男子で中学校卒業者
（平成26年3月卒業見込みの者を含む）

【推薦採用試験】
□受付期間　11月1日（金）～12月6日（金）
□試験期日　平成26年1月11日（土）～13日（月）
　　　　　　までの間の指定する1日
□試験場所　陸上自衛隊高等工科学校（横須賀市）
□試験種目　口述試験、筆記試験、身体検査
□合格発表　平成26年1月17日（金）
【一般採用試験】
□受付期間　11月1日（金）～平成26年1月10日（金）
□試験期日　1次試験：平成26年1月18日（土）
□試験場所　航空自衛隊岐阜基地（各務原市）
□試験種目　国語、社会、理科、数学、英語、
　　　　　　作文（500字程度）
□２次試験期日　平成26年2月1日（土）～4日（火）
　　　　　　　　までの間の指定する1日
□合格発表　１次：平成26年1月27日（月）
　　　　　　最終：平成26年2月21日（金）

－所得税の青色申告決算等説明会のご案内－
関税務署では、青色申告をされている個人の方を
対象に、決算や年末調整事務における留意事項等に
ついての説明会を次のとおり開催します。
□と　き　11月26日（火）午前10時～正午
□ところ　関市若草通2-1（関市役所西隣）

わかくさ・プラザ（学習情報館多目的ホール）
※青色申告決算書用紙は確定申告書用紙に同封して
送付します（電子申告されている方には確定申告書用
紙、青色申告決算書用紙ともに、送付しません。）詳細
や用紙の様式等については、国税庁ホームページ
（http://www.nta.go.jp）に掲載されていますの
で、ご覧ください。

調停は、調停委員会が当事者の言い分を聞き、法
的な観点を基本に柔軟な解決を図る手続きです。
訴訟と比べると、申立てが簡単で費用も安く、手
続きが非公開で行われるためプライバシーが守られ
ます。
□民事調停　売買、金銭の貸し借り、交通事故の損害、

近隣関係、建物の明渡しなどをめぐる争い
□家事調停　離婚、離縁、夫婦間の生活費の分担、養育

費の請求、遺産分割といった家庭内の争い

□申立ては　岐阜地方家庭裁判所　御嵩支部
〒505-0116　可児郡御嵩町御嵩1177番地

☎67-3111　御嵩調停協会

陸上自衛隊高等工科学校生徒募集

関税務署からのお知らせ

調停制度の利用について

不適正森林開発防止キャンペーン

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間実施について

自衛隊美濃加茂地域事務所　☎ 25-7495

関税務署　個人課税第一部門　☎ 0575-22-2237

岐阜地方家庭裁判所　御嵩支部　☎ 67-3111

可茂農林事務所林業課　☎ 25-3111

女性の人権ホットライン　☎ 0570-070-810
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東海財務局では、「金融ほっとライン（東海）」に
よる無料巡回相談会を以下のとおり行います。
□と　き　平成25年11月19日（火）
　　　　　平成26年 3月 4日（火）
　　　　　※両日とも午前9時～午後5時
□ところ　東海財務局　岐阜財務事務所
　　　　　岐阜合同庁舎（岐阜市金竜町5-13）
・預金、融資、保険、賃金、証券などの金融サービ
スに関する相談
・無登録業者からの未公開株、社債などの勧誘、被
害に関する相談
・多重債務、家計の再建、借金に関する相談および
心の悩みなどの相談を無料でお受けいたします。
□予約電話番号　☎052-951-9620
□予約受付時間　平日午前9時～正午、午後1時～5時

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、1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。
※詳しくは、
岐阜労働局総務部労働保険徴収室 （☎ 058-245-8115）
または関労働基準監督署 （☎ 0575-22-3407）
ハローワーク美濃加茂 （☎ 0574-25-2178）
労働保険事務組合 （☎ 058-276-4281）

へお尋ねください。

岐阜労働局では、「岐阜県最低賃金」を、本年10
月19日から時間額724円とするよう改正しました。
「岐阜県最低賃金」は、雇用形態に関係なく、県
内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
（一部の産業には岐阜県最低賃金と特定（産業別）
最低賃金のいずれか高い方が適用されます。）
最低賃金を下回る金額で労働契約を結んでも、そ
の契約は無効であり事業者は少なくとも最低賃金額
を支払わなければなりません。
詳しくは、
岐阜労働局労働基準部賃金室 （☎ 058-245-8104）
または　関労働基準監督署 （☎ 0575-22-3407）

までお尋ねください。

昭和村では「昭和村秋祭り」を開催中！
新登場の謎解きクイズラリー「昭和村事件簿」で

ご家族やお友達と一緒に謎解きしながら園内散策を
お楽しみください。
他にも、昭和時代の出来事を当時の新聞記事で振

り返る「昭和のニュース展」、食欲の秋ならではの
“食”イベント、秋の食材・栗を使った体験教室な
どをお楽しみいただけます。
□期　間　11月24日（日）まで
□ところ　日本昭和村
詳しくは、日本昭和村（☎ 23-0066）までお尋ね

ください。
日本昭和村・昭和銭湯里山の湯スタッフ一同みな

さまのご来場をこころよりお待ちしております。
楽しいイベントをご用意しておりますので、みな

さまお誘い合わせの上、ぜひご来場ください。

事業主のみなさんへ
「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・アルバイト等であっても雇用した労働者は
すべて対象になります。
「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～65歳未満や育児休業・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。

無料巡回相談会のご案内

必ずチェック最低賃金！

平成記念公園「日本昭和村」八百津町民特別割引

労働保険の手続きはお済みですか

東海財務局理財部　☎ 052-951-2995

岐阜労働局労働基準部　☎ 058-245-8104

日本昭和村　☎ 23-0066

岐阜労働局総務部　☎ 058-245-8115

中学生以下　無　料
大　人（高校生以上）800円→400円
シニア（65歳以上） 600円→300円

※12月1日（日）からは上記割引料金から更に半額となります。
有効期限：平成25年12月31日（火）
・本券1枚につき5名まで有効
・他の割引との併用はできません
・コピー不可
・本券を切り取り入園窓口にご提示ください
・シニアは証明を要します。
・12月からは毎週水曜日休み

大　人（中学生以上）　600円→300円
小　人（4歳～小学生）300円→150円
有効期限：平成25年12月31日（火）
・本券1枚につき5名まで有効
・他の割引との併用はできません
・コピー不可
・本券を切り取り入園窓口にご提示ください
・無休ですがメンテナンスのため不定休があります。

八百津町民優待入園割引券日本昭和村

昭和銭湯里山の湯
八百津町民優待入館割引券
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Photo YaotsuPhoto Yaotsu  ～まちの話題～～まちの話題～

消防団員の消防技術の向上と士気の高揚を図り、初期消火の必要性
を深く認識し、消防活動に寄与することを目的として、消防団の夏季
訓練が八百津中学校周辺で行われました。
今回は、八百津中学校付近で発生した火災を想定し、野上白鬚ため

池を水利とし、八百津中学校サブグランドを火点とした中継送水訓練
を実施しました。
当日は降りしきる雨の中、参加した消防団員約190名が他分団の団

員と協力し、消防自動車・可搬ポンプなど18台を中継し消火訓練を
行いました。

万が一に備えて

実際の火災を想定し訓練をする消防団員ら

地震や自然災害で防災意識が高まる中、地域防災リーダーを目指し
て「八百津町防災アカデミー」が町防災センターで開かれ、町内から
約50名が参加しました。
講師に大学教授の方や、実際に東日本大震災で活動された防災士を

招き講義を受け、昼食には非常食のアルファ米を利用し、普段経験す
ることのない貴重な体験をしました。
この講座は9月から月1回開催され、12月まで全4回行われます。

自分たちの地域は自分たちで守る

メモなどを取り防災士の話を聞く参加者ら

「秋の交通安全運動」の一環として、町ファミリーセンターにて『八百
津町交通安全町民大会（交通法令講習会）』が行われ、約350名が参
加しました。
町民大会では、交通安全意識を高めると共に、悲惨な交通事故の根

絶を目指し交通安全宣言をし、講習会では、加茂警察署の安藤交通係
長がシートベルト着用の大切さなどを訴えました。
また、町民大会では、優良運転者が表彰されました。

交通事故防止を訴え

交通事故防止を訴える安藤交通係長

和知中山地内交差点と久田見野黒地内で、「秋の交通安全運動」の
一環として、加茂警察署や加茂地区交通安全協会支部・分会交通ママ
ら約40人が交通安全を呼びかける啓発活動を行いました。
参加者は「秋の全国交通安全運動です。交通安全に気をつけていっ

てらっしゃい。」などと声をかけながら、啓発グッズ800セットを停
車した車のドライバーに配り、交通安全を呼び掛けました。

安心・安全な町を目指して

交通安全を呼びかける交通ママら

八百津高校の生徒らがお年寄りの交通事故防止を願って宅配弁当を
交通安全メッセージで包み届ける、「命の手紙」作戦を実施しました。
町社会福祉協議会が毎月2回行っている宅配食事サービスに全校生

徒が協力しました。
当日は、生徒会代表、給食ボランティア、加茂地区交通安全協会員

ら約40人が参加し、「必ず横断歩道を渡り、安全確認を」や「日没が
早くなり反射材を身に付けて」などとつづったメッセージと弁当を高
齢者67世帯に宅配しました。
「命の手紙」は11月まで4回実施される予定です。

高齢者の事故防止を願って

「命の手紙」で包んだ弁当を届ける生徒ら

広報やおつ No.52416



シャローム！みなさんはこの言葉の意味もう

分かるよね。ヘブライ語で「平和」という意味

の一日中使える挨拶の言葉です。イスラエルへ

行けば「シャローム」が多く聞こえるけれど、

八百津町でも聞こえることが多くなりました。

それは杉原千畝記念館のおかげだと思います。

記念館ができたのは約13年前です。それまで、

八百津町へ来るイスラエル人のお客さんはイス

ラエル大使館関係か私たち国際交流員のそれぞ

れの家族くらいでした。ツアーで来るイスラエ

ル人の観光客は、ほとんどいませんでした。

記念館ができてからイスラエルの団体旅行客

が八百津町へ来るようになりました。最初の年

は数百人だけでしたが、その数が徐々に増えて

きて、多い年には2,000人くらいになりました。

この13年の間に八百津へ来たイスラエル人は１

万人を超えます。今では、八百津町の杉原千畝

記念館へ来ることが、日本旅行でかかせないス

ポットとなってきました。すごいと思いません

か？

開館してから今まで記念館を訪れたお客さん

の人数は256,739人（平成25年9月30日現在）

です。年間の平均は19,723人です。最近実施し

ているアンケートによると日本人も近隣からだ

けではなく、北海道や愛媛などの遠いところか

らも訪れてます。杉原さんの名前を知らない日

本人がいないぐらい有名になりましたね。

八百津町民としてこういうデータを聞くと嬉

しくなりませんか？杉原さんのことがあって八

百津町へ来た私は本当に嬉しく思っています。

杉原さんの行動と、それを世界に知らせようと

頑張っている八百津町を誇りに思っています。

八百津町にはいろんなすばらしい物がたくさ

んあります。どれもユニークで自慢ができる物

ばっかりですが、この杉原千畝記念館は世界中

でどこを探してもここにしかありません。みな

さんもそのことを忘れず、できるだけ多くの人

に知ってもらえるように声をかけたり、記念館

へ連れてきたりして、みんなで杉原さんの人間

愛を伝えましょう！

ハニトハニトのの〇〇〇〇なな話 No.No.22

ハニトさんへの質問は
hanito@town.yaotsu.lg.jp　までどうぞ！

9月8日に行われたミーティングの参加者
は13人（内子ども3人）、新しいメンバー
が2人加わりました。イェィ！ヽ(*́ ｖ｀*)ﾉ
今回の活動はマイク・ライオンズさんの

指導で世界のクイズカードを作りました。
このクイズを産業祭の協会のブースで出し
ますので、是非皆さん挑戦してみてくださ
い。
八百津町の国際交流協会はいつでも新し

いメンバーを大歓迎しますので、興味のあ
る方は是非参加してみてください。楽しい
活動はこれからもたくさん続きます。行っ
てみたいなと思った方は役場2階産業課（☎
43-2111（内線3035））または杉原千畝記
念館・ハニト（☎ 43-2460）までご連絡
ください。お待ちしていま～す。

国際交流協会コーナー国際交流協会コーナー

杉原千畝記念館の大事な話杉原千畝記念館の大事な話
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行事 期日 対象 受付時間 場所

母
子

1歳6ヵ月児健診 7日（木） H24年3月～4月生まれ 13：00～13：05
保健センター

3歳児健診 7日（木） H22年10月～11月生まれ 12：50～13：00

乳幼児予防接種 5日、12日、
19日、26日（火）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。

・到着順の番号札をお取りください。
・番号札はすべて13時に出します。
・番号札と接種の順番は異なりますのでご了承ください。

※1…ヒブワクチン・肺炎球菌ワクチン・不活化ポリオワクチン
※2…ヒブワクチン・肺炎球菌ワクチン

四種混合単独
または
四種混合と他のワクチン※１
の同時接種

三種混合単独
または
三種混合と他のワクチン※２
の同時接種

（接種は13：30～）
番号札：黄色

ヒブワクチン・
肺炎球菌ワクチン・
不活化ポリオワクチン・
単独接種または同時接種
MRワクチン・BCGの
単独接種

（接種は14：00～）
番号札：水色

※受付時間を過ぎると接種できません。
※保護者以外の方が連れてこられる場合は、事前に保健センターまでご連絡ください。
ベビークッキング
＆アフタービクス 6日（水） ※10月31日（木）までに電話予約してください。

（定員20名） 13：00～13：05

ぱくぱく歯みがき教室 14日（木） H24年7月～9月生まれ
※7日（木）までに電話予約してください。 9：30～ 9：40

マタニティスクールⅠ 21日（木） ※14日（木）までに電話予約してください。 9：30～ 9：40
乳幼児相談 19日（火） 9：30～11：30 夢広場ゆうゆう
母子手帳交付 毎週水曜日 9：00～ 9：30 保健センター

成
人 健康相談 6日、13日（水）

(20日、27日はお休みです） 八百津町にお住まいの方 10：00～11：00 保健センター

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

11月の行事予定

受付時間を過ぎると
接種できません。

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・MRワ
クチンの接種後
は27日以上の
間隔をあける必
要があります。
ご注意くださ
い。

受付時間
13：00～13：20

受付時間
13：30～13：50

子宮がん・乳がん施設検診の受診期間は11月29日（金）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、11月29日（金）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。

町で行うがん検診等の受診希望を調べます。世帯に1部の調査票になります。
平成26年度の検診を希望する方はお申し込み下さい。職場や医療機関で受診する予定の方は、
その旨ご記入いただければ、受診票は送付されません。

☆子宮がん・乳がん施設検診についてのお知らせ☆

☆健康診査家族調査（各種健診申込書）のお知らせ☆

いつ取り組むの？　今でしょ！！

募集！！募集！！

運動しなくちゃ、とわかってはいるけれど、「1人じゃなかなか始められない…」「どんな運動
がいいのかわからない」なんて方いませんか？そんな方にぴったりな教室です！！専門家がやさ
しく指導し、あなたの生活改善に向けたお手伝いをします。どしどしご応募ください！
●と　き：第一回目 12月6日（金）　午前10時～　　毎週金曜14回コース
●ところ：ファミリーセンター2階　大研修室 
●料　金：1回300円 ( その都度いただきます )
●定　員：30名（定員になり次第締め切ります）

※初回開催日の2日前までにお申し込み下さい。
参加者には初回と最終回に
血液検査を無料で実施！

対象者
64歳以下

の方 参加者には初回と最終

コレステロールや糖尿病などの
検査ができます
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ごみ出し時間を
守りましょう！

11月・12月のごみ収集日
■問い合わせ　役場 1階　水道環境課　環境衛生係
　☎４３－２１１１（内線２１２４）

広報やおつ No.524 19

可燃ごみ 全地区（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

（粗大ごみの可燃・不燃の区別がなくなりました）

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23日（月）

Ｂ地区
（不燃ごみ集積所） 12月24日（火）

※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。㈱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25日（月）

Ｂ地区
（不燃ごみ集積所） 11月26日（火）

※蛍光管・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。

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 1日（日）
午前 8時～
　　11時　

古着回収

※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。

がれき類

久田見
処分場

毎月第1・第2日曜日
午後12時30分～午後4時

錦　織
処分場

毎月第3・第4日曜日
午前9時～午後4時

※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）

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

その他プラ 各自治会の　　
不燃ごみ集積所

11月10日（日）

11月24日（日）

12月 8日（日）

12月22日（日）

※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。

町内にお住まいのみなさまの家庭から出
されるごみは、収集日当日の朝８時ま
でに、町指定の収集場所に出してく
ださい。
また、指定袋以外で出された

ごみは回収を行いません。
ご注意ください !!

適 切 な ご み 出 し に

をお願いします！ご 協 力

八
百
津
町
ご
み
処
理
容
器
等

購
入
補
助
金

私
は
、
裏
面
の
者
を
代
理
人
と
定
め
、
見
出
し
の
補
助
金
の

交
付
申
請
、
請
求
及
び
受
領
に
関
す
る
一
切
の
権
限
を
委
任
し
ま
す
。

八
百
津
町
長
　
様

㊞

交
付
申
請
委
任
状

※購
入（

委
任
）年

月
日

※住
所（

自
治
会
）

※購
入（

委
任
）者

名
と
印

　
　
※
は
購
入（

委
任
）者

が
記
入
押
印
し
町
内
登
録
販
売
店
へ
提
出
下
さ
い
。

広報やおつ No.524.indd   19 2013/10/30   15:22:30



シルバー人材センター
（８月分実績）

件　　数 79件
就労人員 768（実 86）人
就労時間 4,067 時間
受託金額 4,232,636 円

☆お問い合わせ、お申し込みは、
社会福祉協議会内シルバー人材センター
☎43-4462まで

ひとのうごき
平成 25年 10月 1日現在

人口 11,980 人 － 27人

男 5,812 人 － 18人

女 6,168 人 － 09人

世帯数 4,353 戸 － 03戸

増加 転入 17人 出生 03人 その他 0人

減少 転出 26人 死亡 21人 その他 0人

広報やおつ No.52420

㈱日の丸製菓（稲垣伸作社

長）から町老人クラブ連合会

（遠藤公美会長）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。

山田　康
こうすけ

介 平成 25年　8月 31日　午前　9時 56分生まれ　保護者　将成（大門西）
 「康介、元気に産まれてきてくれてありがとう。」（将成＆志野より）

各務　寧
しずか

華 平成 25年　9月 13日　午後　9時 43分生まれ　保護者　達哉（野上）
 「産まれてきてくれてありがとう！元気に育ってね♡」（美和子）

「こんにちは」「こんにちは」赤ちゃん赤ちゃん　（９月受付分　敬称略）

せんべいを手渡す稲垣社長（右）と受け取る遠藤会長

柘植清貴　議長 吉村敦男　副議長

㈱日の丸製菓㈱日の丸製菓
 さんから さんから

せんべいせんべいをを
いただきました。いただきました。

議会の構成がかわりました。
●議　長　　　　　　柘植清貴
●副議長　　　　　　吉村敦男
●議会運営委員長　　徳田弘司
●総務民生委員長　　徳田弘司
●建設文教委員長　　林　俊宏

監査委員に
平岡冨弘さん

（前任者）
山田勉さん
４年間ご苦労
様でした。

固定資産評価
審査委員会委員に
林達夫さん
（前任者）
大脇芳文さん
３年間ご苦労
様でした。

教育委員会
委員（教育長）
堀部義郎さん
（前任者）
有賀昌司さん
４年間ご苦労
様でした。

八百津町職員の人事異動（10月１日付け）
課長補佐級　　　　　　　　　　　　　　　　主任級
　和知出張所所長　　　永田雅也　　　　　　　　　　教育課教育総務係　　水野裕行
　建設課課長補佐　　　古田　薫
　杉原千畝記念館館長　國枝大索

「こ
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☎

●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～金の午前９時～午後５
時（正午～午後１時を除く）
（土・日・祝日は休み）

広報やおつ No.524 21

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 24年に日本全国で発生した火災による死者 1720 人のうち、1323 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皆さんで出来る事から火災予防しましょ
う。
消防法により、全ての住宅に住警器（住宅用火災警報器）の設置が義務化されています。

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。

火災シーズン到来　注意しましょう !!火災シーズン到来　注意しましょう !!

●車のライトは下向きにすると、対向車側である右側は照射距離を短く設定し
てある。

●夜間は昼間に比べ視力が低下する。特に対向車が走り去った後の暗い右側が
見えにくくなる。

●横断歩道以外では、横断者に対する注意力が低下する。

●夜間は昼間に比べ視力が低下します。また、対向車が走り去った後の暗い右側が見えにくくなるこ
とを認識し安全確認を怠らないようにしましょう。

●夜間・夕暮れ時は、早めにライトを点灯するとともに、ライトは上向きを基本にし、こまめな切り
替えをしましょう。

●前照灯を上向きに出来ない場合など、前方視野が確保できないときはスピードを緩めましょう。
●横断歩道以外を右から横断してくる場合も想定し、その方向の注意も怠らないようにしましょう。

●横断歩道以外の横断は危険です。横断歩道を渡りましょう。
●夜間は白っぽい服を着装する等、発見されやすい工夫をしましょう。
●夜行タスキ、リストバンド等の反射材を活用しましょう。
●道路を横断する際は、横断開始前に立ち止まり、特に左方の安全確認をしましょう。

平成 25年度防火標語

消すまでは　心の警報　ＯＮのまま

地域ぐるみで守ろう　お年寄りと子ども　夜間の横断事故防止
運転者から見た事故の要因

運 転 者 の 対 策

歩 行 者 の 対 策
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ふるさと写真館
写真協力　社会教育視聴覚協議会

「黒瀬 熊野神社の大杉よさらば」
佐藤　和人（須賀）

「我家のコブシ花咲く頃」
後藤　政美（野上）

当町在住の筑前琵琶演奏家、田中旭泉さんによる演奏会が、かがり
火が焚かれる幻想的な雰囲気の中、人道の丘公園シンボルモニュメン
トで開催されました。
今年で７年目を迎えた演奏会は、尺八奏者の伊藤研山さんをゲスト
に迎え、「花の白虎隊」などみちのく地方にゆかりのある曲目を演奏
され、周囲の木々に響く琵琶と尺八の音がそのロケーションと相まっ
て、訪れた約300人の聴衆の皆さんも、秋の深まりとともに心ゆく
まで演奏会を楽しまれていました。

錦津小学校５年生25人と、愛知県南知多町の篠島小学校５年生15人が、毎
年の恒例事業として、町内での水上スポーツ体験や、せんべい工場などの町の産
業や名勝「五宝滝」を見学し交流を深めました。
八百津町と南知多町は愛知用水の取り入れ口と終点があり、また、以前はお互

いの町に名鉄の終着駅があったという縁もあり、平成２年に友好交流協定を結び、
両小学校が交流を続けています。また、両町は本年８月に災害時相互応援協定も
締結し交流を深めています。

町ファミリーセンター大ホールで「米寿を祝う会」
が開催され 88 歳の方 40 名、家族や関係者ら合計
約 120 名が出席されました。
米寿祝式では、表彰式に続いて、錦津保育園の園
児 30名の歌のほか、大型紙芝居や、男声合唱など
アトラクションが披露され、参加された皆さんは、
温かい心づくしの会を存分に楽しまれました。

「「米寿米寿をを祝う会祝う会」を開催」を開催

筑前琵琶演奏会

●●●●●●●●●●● ● 篠篠島島交交流流会会  ●●●●●●●●●●●●

米寿を祝う会に出席されたみなさん

演奏を披露した田中旭泉さん（右）と伊藤研山さん

カヌーを楽しむ錦津小・篠島小の児童ら

「ちゃっとメール」の登録はこちらへ
docomo au・SoftBank

（QRコードも使用することができます。）

下記メールアドレスにメールを送信してください。

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

ホームページ http://www.town.yaotsu.lg.jp　メール yaotsu@town.yaotsu.lg.jp
環境に優しい植物インキと
100％再生紙を使用しています平成25年10月20日発行
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