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６月９日（日）ファミリーセンター大ホールで「青少年を育てる会」が行われました。
大会ではオープニング「チャレンジクラブ８０２キッズダンス」の発表で始まり、優秀団体や育成者の

表彰、中高生代表８人による「少年の主張大会」、そして、東濃実業高等学校吹奏楽部による演奏会があ
りました。
少年の主張には、八百津中学校から３年生、都竹佳輝さん、平尾爽香さん、長谷川紗良さん、下垣内伶

生さん、八百津東部中学校から３年生、大鋸舞華さん、林亜美さん、そして八百津高等学校からは、１年
生の田牧月さん、３年生の岩井沙耶花さんが発表しました。
そして「命を守る自転車免許証」と題し、身近でおきた交通事故を通して、県下初の「自転車免許証」

交付を行うことで目指す安全な学校づくりを訴えられた、八百津中学校の平尾爽香さんが最優秀賞に輝き
ました。（高校生は、審査対象外）

八百津町青少年を育てる会

少年の主張に参加されたみなさん少年の主張に参加されたみなさん

～八百津町青少年育成町民会議～

　毎週金曜日の午後４時30分～６時30分
までＢ＆Ｇ体
育館でレッス
ンを行ってい
ます。
　元気いっぱ
いのダンスで
盛り上げます。

　１年生30名、２年生16名、３年生23名、総勢69名
で活動しています。部訓
『仁協和音』をかかげ、
互いに思いやりの心をも
って協力協調しながら音
楽表現すること、地域に
愛される吹奏楽部を目指
してがんばっています。

チャレンジクラブ802キッズダンス 東濃実業高等学校吹奏楽部

青少年育成功労者表彰（敬称略）
各務　秀伸（伊岐津志）　後藤　俊三（久田見）　　高田　行博（八百津）　　佐藤　公紀（八百津）
佐藤　全洋（伊岐津志）　伊佐治絹子（八百津）　　松浦　直子（八百津）　　山田　陽子（八百津）
吉田　泰子（八百津）　　岩井　勝美（伊岐津志）　鈴木きみ子（伊岐津志）　小倉マスエ（伊岐津志）
小倉　信義（伊岐津志）　岩井　良兵（伊岐津志）　飯田眞智子（野上）

青少年団体表彰
八百津中学校　環境整美委員会

表彰されたみなさん　おめでとうございます。
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平成25年度　最優秀賞

命を守る自転車免許証
八百津中学校３年A組　　平　尾　爽　香　さん

少年の主張少年の主張

私が通っている八百津中学校は、県下初の「自転
車運転免許証」を導入した学校です。みなさんは、
自動車に免許証があることについては、当たり前だ
と思うと思います。
しかし、自転車に免許証があることについては、
どう思いますか。たぶん多くの人が必要ではないと
思うのではないでしょうか？きっと、その多くの人
たちが、「自転車なんか教えてもらわなくても、勝
手に乗れるようになったから」「自転車で事故に遭
うことなんかないから」と答えるのではないでしょ
うか。
しかし、平成24年度の自転車の交通事故件数は
13万2,048件で、交通事故件数に占める割合は約20
％です。また、自転車による死傷者数は13万1,762
人と交通事故全体の死傷者数に占める割合は16％と
高い数値を示しています。ここからもわかるように、
自転車事故は、命に関わる大きな問題であるのです。
また、だれもが自転車の事故に遭う可能性があるの
です。そんな私も、昨年の７月30日に八百津町内で
友達が車と接触事故に遭ってしまうという悲しい体
験をした一人です。
その日は、昼からの部活、私は仲の良い友達と自
転車に乗って部活に向かっていました。いつも通り
の会話、いつも通りの道、いつも通りの暑い日差し
の中、聞き覚えのない大きな音がしました。
「ドーン」
「・・・え？」と思い道路を見ました。
「うそでしょ」
その言葉と同時に、私は自転車を放り投げて走って
いました。友達が車にはねられたのです。私は、友
達の名前を必死に叫び続けました。何度も何度も。
でも、いつもの笑顔で、いつもの声で返事をしてく
れません。それどころか、動いてくれないのです。
心臓がドクンとはねました。その時、私は思いまし
た。
「私たちだけではどうすることもできない。大人の
人、助けを呼ぼう。」私は、もう一人の友達と一緒
に、学校まで全力で走りました。階段を駆け上がり、
先生を必死で呼びに行きました。そして、事故現場
にもどると、そこには救急車が来ていて、友達が運
ばれているところでした。友達が運ばれた後、一緒
に登校していた私たち３人は、先生や警察の人から
事情聴取を受けました。
「なんで事故がおきたの」

「友達はどこまで飛ばされたの」色々聞かれたのに、
私たちははっきりと答えることができませんでした。
あまりにもショックが大きすぎて頭の中が真っ白に
なっていたからです。事情聴取が終わった頃に友達
の命に別状はないと連絡が入ってきました。本当に
安心しました。涙が後から後からあふれて、本当に
よかったと思いました。でも、その後の検査で2カ
所の骨折と打撲で、全治１ヶ月の入院であると聞き
ました。幸いにも、ヘルメットをかぶっていたおか
げで、車のフロントガラスにぶつかっても命が助か
ったそうです。
私たちの学校では、今回の事故をもとに、全校で
「自転車免許制度」を導入することになりました。
こうした事故を２度と起こさないためです。まずは、
自動車学校の先生に来て頂いて全校で法令講習会を
行いました。交通法規やブレーキのかけ方などの自
転車の乗り方を教えて頂きました。また、学校では
学科試験も行われました。最後に、自動車学校に行
って実技試験を受けました。スラロームや、一本橋、
実際に自動車が走る中で、試験が行われました。私
は、無事に合格することができ、免許証をもらうこ
とができました。とても嬉しかったです。
しかし、免許証をもらったからといっても事故が
減るわけではありません。そこで、私は、事故を２
度と起こさないために、友達と交通ルールを守る約
束をしました。横断歩道では、必ず自転車を降りて、
左右を確認すること。さらに、友達と並進運転をし
ないことです。今回の事故でも、私たちは、友達と
会話をしながら並進していたことで車に気づくこと
に遅れてしまいました。「大丈夫だろう」という心
の油断が、こうした事故につながってしまったので
す。「大丈夫、少しの油断が事故を呼ぶ」私は、心
にいつもブレーキをもち、自転車のハンドルをにぎ
りたいです。
私は、今、生徒会執行部をしています。だからこ
そ、私にできることは、交通事故を減らすために、
交通ルールやマナーを守ることの大切さを全校に呼
びかけていくことだと考えています。もし、仲間が
交差点で自転車に乗ったまま渡っていたら、もし、
仲間が並進していたら、勇気を持って呼びかけたい
です。そして、この思いを全校のみんなにも知って
もらって八百津中学校を県下一の安全な学校にした
いです。
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星空コンサート

後世に伝えたい平和の大切さを！
Delivering　The　Message　Of　Peace　To　The　Next　Generations

2013

星空コンサートは、入場無料です。関連イベントには事前申込が必要なイベントもあります。

杉原千畝氏の人道精神と世界平和への思いを込めて…

■応募期限　一般：７月31日（水）まで　　小・中・高校：８月31日（土）まで
■表　彰　式　11月10日（日）　第34回八百津町産業文化祭にて
■作品展示　11月　５　日（火）～11月11日（月）

午前９時～午後６時（最終日は午後５時まで）
■場　　所　ファミリーセンター１階展示場（予定）

杉原千畝顕彰2013短歌大会　作品募集

～丘にのぼれば平和が見える～
８月３日（土）　午後６時開演

人道の丘公園交流広場　野外ステージ
（雨天の場合：ファミリーセンター大ホール）

出　演／手嶌　葵
1987年６月21日福岡県生まれ
代表曲：テルーの唄

（ジブリ映画「ゲド戦記」挿入歌）
さよならの夏～コクリコ坂から～
（ジブリ映画「コクリコ坂から」主題歌）

八百津東部中学校

満天の星空と緑の芝生、夜風と共に歌声が響く、素敵なコンサートを満喫してください。

○混雑しますので自家用車でのご来場はご遠慮ください。
○会場へは無料シャトルバスをご利用ください。（コーポやおつ前⇔会場 午後５時～終了まで随時）

7月28日（日）から
8月　4日（日）まで

役場２階　産業課　地域振興係　☎43－2111（内線2252）までお問い合わせ

広報やおつ No.5224
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梅雨入り後も猛暑が続き、本年は熱中症で病院に救急搬送された人、死者人数
が過去最多となりました（６月時点）。特に、高齢になると「加齢による体内の水
分不足」「暑さに対する調節機能・感度の低下」などの要因で熱中症になりやすい
ため、注意が必要です。若年～中年層は主に炎天下で熱中症を発症しますが、高
齢者は室内でも起こりやすく、重症化しやすいのが特徴です。
予防の基本は、「こまめな水分補給」「保冷剤・冷たいタオルなどによる体の冷却」ですが、室温が
28度を超えないようにエアコンや扇風機を上手に使ったり、外出時は体を締め付けない涼しい服装で、
日よけ対策を施すなどの工夫をしましょう。重症化しないためにも早めの対応を心がけてくださいね。

＜８、９月　お元気サロンの予定＞
・8/28（水）9/4（水）9/18（水）　お元気サロン福地　9時30分から11時30分まで　場所：福地第四公民館
・8/8（木）8/22（木）9/12（木）9/26（木）　お元気サロン八百津　9時30分から11時30分まで　場所：福祉センター
＜８、９月　こころの相談の予定＞
・８/12(月)9/9（月）　高齢者のための「こころの相談」（事前に予約が必要です）　個別に対応し秘密は厳守します。

シリーズ
防災安全

No.32 特　別　警　報特　別　警　報
「特別警報」という言葉を初めて耳にする方も多いかもしれませんが、気象庁はこれまで、大雨や
地震、津波、高潮などにより甚大な被害の起こるおそれがある時に、警報を発表して警戒を呼び掛け
ていました。
この度、より甚だしい大雨や大きな津波等が予想され、重大な災害による危険性が高まっているこ
とをお知らせし、特別な警戒を呼び掛けるために、新たに「特別警報」が発表されます。（遅くても
8月下旬までに開始が発表されます）
特別警報の対象とする現象は「東日本大震災」や、犠牲者 5,000 人以上を出した「伊勢湾台風」、
紀伊半島に甚大な被害をもたらした「平成 23年台風 12号」の豪雨等が該当します。
特別警報が出た場合、お住まいの地域は数十年に一度しか無いような非
常に危険な状態にあります。屋外の状況や、避難指示・勧告等に留意し、
ただちに命を守るための行動をとってください。
また、大雨等の被害を防ぐには、時間を追って発表される注意報、警報
やその他の気象情報を活用して、早め早めの行動を取ることを心がけま
しょう。

特別警報の詳細は、気象庁ホームページでご確認ください。
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/index.html

～　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.32 ～熱中症が急増中 !! ～～熱中症が急増中 !! ～
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）

高齢者虐待と聞くと、みなさんはどのように想像されますか？「真っ暗な檻の中でぐるぐると歩き回っ
ているような日々だった。親を殺める事が解放される道。そうとさえ考えた」これは認知症の母親に暴言・
暴力をおこない、虐待と判断された男性の言葉です〈朝日新聞〉介護者の苦悩がうかがえます。孤立介護
が増えた昨今、誰にでも起こりうる問題と言えるでしょう。周りにＳＯＳを送り、一人で悩まない事が大
切です。 辻（社会福祉士）

広報やおつ No.5226
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特　別　警　報

～　みつけよう　ぼくとわたしにできる自助　～

～熱中症が急増中 !! ～

小中学校の行事は、子ども達の成長にとって欠か
せません。授業時間の関係で少しずつ行事も減りま
したが教科学習、特別活動、総合的な活動の時間に
行事を教育課程で取り入れています。主な宿泊を伴
う行事を紹介します。

小学校では1泊2日の宿泊を伴う研修活動が基本
とされています。
☆小学校5年生宿泊訓練・交流学習　1泊2日
八百津小学校 各務原市少年自然の家 9月
和知小学校 関市少年自然の家 5月
錦津小学校 愛知県南知多町篠島 7月
　　　＊9月には篠島小学校が交流で来校します。
久田見小学校 岐阜市・海津市 6月
潮見小学校5・6年 岐阜市・海津市 5～6月
　　　＊潮見小学校は隔年で修学旅行を実施
☆小学校6年生修学旅行
全小学校が京都・奈良方面に行きます。
6月実施　　和知小学校　　錦津小学校
10月実施　　八百津小学校
11月実施　　久田見小学校

中学生の宿泊を伴う研修は1～2泊が基本となっ
ています。最近は海外への研修を実施している学校
（主として私学）もあります。

☆中学校　宿泊研修
八百津東部中学校 1年生  八百津研修プララ宿泊 5月
八百津中学校 2年生宿泊研修  長野県小県郡 5月
八百津東部中学校 2年生  若狭少年自然の家 6月
☆中学校　修学旅行　2泊3日
八百津中学校 東京・神奈川県三浦海岸方面 6月
八百津東部中学校 東京・千葉方面 5月
＊また、1日研修として名古屋市や岐阜市での研修
も実施されています。昨年度まで行われていた立志
式後の、中学校合同乗鞍自然の家研修を取りやめ、
それぞれの学校がめざす教育効果の高い研修を実施
し生徒からは大変好評を得ています。また、研修先
からも学校マナーの良さを評価されています。

未来トーク2013におこしください！
8月10日（土）午後 1時～　入場無料

□八百津町の若者（小学生から20歳前後）と有
識者が「私たちのまちづくり」をテーマにトー
クセッションを行います。楽しみにしてください。
・八百津の良さを広めたい
・住み続けるためには
・地域・町おこしのアイデア
□名古屋工業大学教授　松本直司先生を迎えこ
れからの八百津について講話もいただきます。
□場所　　ファミリーセンター大研修室
□八百津中学校吹奏楽部友情出演
□八百津町の未来をみなさんと共に考えます。さ
わやかな歌声をお聴きください。多くの方のご
入場をお待ちしています。

シリーズ
教育

No.28

宿泊を伴う学校行事で生き生き活動

小学校　5年生宿泊訓練　6年生修学旅行

中学校宿泊研修・修学旅行

教 育 の 窓教 育 の 窓 7月

□と　き　9月14日（土）
　　　　　午後6時開場／午後7時開演
□ところ　人道の丘公園メモリアルゾーン
　　　　　シンボルモニュメント
　　　　　（雨天時／ファミリーセンター大ホール）
□出　演　田中旭泉（筑前琵琶）
□共　演　伊藤研三（尺八）
□入場料　500円
（7月8日（月）よりFCおよび役場各出張所・杉
原千畝記念館で発売開始）

□今年で７回目を迎える筑前琵琶演奏会。今で
は八百津町を代表する催しの一つとして全国か
ら大きな反響を呼んでいます。

筑前琵琶演奏会筑前琵琶演奏会

広報やおつ No.522 7



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 ７月分 ８月 12日
町営住宅使用料 ８月分 ９月 2日
水道料 ８月分 ９月 2日
町県民税 ２期分 ９月 2日
国民健康保険税 ４期分 ９月 2日
介護保険料 ４期分 ９月 2日
後期高齢者医療保険料 ２期分 ９月 2日
※月末が土曜日のため９月２日に振替

保育料 ８月分 ９月 10日
国民健康保険税 ５期分 ９月 30日
介護保険料 ５期分 ９月 30日
後期高齢者医療保険料 ３期分 ９月 30日
水道料 ９月分 ９月 30日
町営住宅使用料 ９月分 ９月 30日

●８月に納めるもの● ●９月に納めるもの●

役 場 か ら の お 知 ら せ

八百津町では、固定資産税を課税する上で適正な評価を確保するため、調査地区を定め土地と家屋
の調査を行っています。
調査方法は、固定資産評価補助員である八百津町の職員が現地調査し、固定資産税が課税されてい
る土地や家屋の図面と実際の家屋を照らし合わせながら、外観確認します。調査にあたり確認のため
問い合わせをする場合がありますので、担当職員が訪問した際はご協力をお願いします。
なお、職員は固定資産評価補助員証を携帯し、名札を着用します。
土地・家屋調査については下記のとおりです。

【土地】　土地は画地台帳等に登録されている内容と比較し、現況の地目などを調査します。
【家屋】　１． 家屋を新築または増築したときに、所有者に事前連絡などを行いながら評価を行う「新

築・増築調査」
　　　　２． 家屋課税台帳に登録されている内容（所在地番・用途・構造・床面積など）と比較し、

増築や未調査の家屋、取り壊しなどがある家屋を調査する「全戸調査」
□お問い合わせ　役場１階　町民課　資産税係　☎43-2111（内線 2119）まで

次のようなときは役場１階　町民課　資産税係に届け出をお願いします。
【新築・増築をしたとき】
評価は、完成した家屋から順次行っていますが、評価が入居後になる場合が
あります。入居前に評価をご希望される方は、完成後お早めにご連絡ください。
【取り壊しをしたとき】
※届出がないと課税されてしまうことがありますので、お早めにご連絡ください。
※取り壊した建物や、変更後の建物の用途によっては、住宅用地の特例措置が受けられなくなる場合
がありますのでご注意ください。

【未登記家屋の所有者を変更したとき】
※この手続きをしないと、翌年度以降も前の所有者に課税されてしまいますので、忘れずにお届けください。
□お問い合わせ　役場１階　町民課　資産税係　☎43-2111（内線 2119）まで

町民課からのお知らせ
土地・家屋調査にご協力ください

家屋の新築・増築・取り壊しは役場に届出を
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整骨院・接骨院等は捻挫、打撲、骨折・脱臼（応急処置の場合）に対して施術を行うところです。
そのため健康保険証が『使えるとき』と『使えないとき』があります。

八百津町国民健康保険では、療養費の適正化のために整骨院・接骨院等を受診された方を対象に照
会状などで施術日、施術内容などについて問い合わせする場合があります。
整骨院・接骨院等にかかられたときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収書などを保
管していただき、照会がありましたらご回答いただきますようご協力お願いします。
医療費は被保険者のみなさまに納めて頂いた保険税などから支払われております。みなさまが適切
に受診されることが医療費の適正化につながりますのでご理解とご協力をお願いします。
□お問い合わせ　役場１階　町民課　国民健康保険係　☎43-2111（内線 2114）まで

□入札日程
〇入札説明および図面の閲覧
　・閲覧期間　8月21日（水）～23日（金）
　・時　　間　午前 9時～午後 4時まで、
　　　　　　　ただし23日（金）は午後 3時まで
　・場　　所　役場本庁 2階　産業課林業振興係
〇入札及び開札
　・入　　札　8月23日（金）　午後4時
　・開　　札　8月23日（金）　午後4時
　・場　　所　八百津町役場　防災センター 2階会議室
※入札参加者は所定の入札書を持参し時間までにお集まりく
ださい。

□入山期間
9月15日から11月10日まで（いかなる状況
においても入山期間の変更は認めません）
□その他
入札地であっても、工事や測量、調査など町の指示によって関係者が入山する場合は、入山の拒否
をすることはできません。その他、八百津町契約規則によります。
□お問い合わせ　役場 2階　産業課　林業振興係　☎43-2111（内線 2255）まで

町民課からのお知らせ

産業課からのお知らせ

整骨院・接骨院等の施術にかかる医療費の適正化にご協力ください

平成25年度 町有林こけ山入山権を下記のとおり入札します

・日常生活での疲労、肩こり、腰痛、体調不良等
・スポーツ等による肉体疲労・筋肉痛
・病気（神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等）
・脳疾患後遺症等の慢性病
・症状の改善がみられない長期の治療
・業務上・通勤途上に起きた負傷

・捻挫・打撲・挫傷等の外傷性のけが
・骨折・脱臼（応急処置の場合を除き
医師の同意書が必要です）

（健康保険証が使えるとき） （健康保険証が使えないとき）
＊全額自己負担になります

入札地一覧
番号 場　　所　（字）
１ 岩ヶ谷、天永山、田ノ洞
２ 築峰、築峰谷、水呑
３ 朴ノ木
４ 清久薙（町道西山線下）

５ 橋ヶ洞、間戸ヶ峰、釜ヶ洞（町
道西山線上）

６ 登倉
７ 奥釜ヶ平、風遍、実滝
８ 笹ヶ平
９ 藤山、龍登
10 蛇ヶ谷、乳母立
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八百津町では、平成 26年度採用の職員を募集します。
□募集職種・人員・応募資格
職　種 人　員 応　募　資　格

一般事務職 若干名 （高校卒業程度）
平成 26年３月に高校を卒業する見込みの者

保　健　師 １名
（大学卒業程度）
昭和 53年４月２日以降に生まれた者で、保健師免許を有する者又は
平成 25年度実施の国家試験で保健師免許を取得する見込みの者

□採用試験
第１次試験
期　日 試験の場所 試　験　の　方　法　等

9月22日（日）県立可児高等学校

岐阜県市町村職員統一採用試験
①一般教養試験　　択一式の筆記試験（高卒程度）（大卒程度）
②事務適性検査　　択一式の筆記検査（照合・分類・計算検査）

第２次試験
期　日 試験の場所 試　験　の　方　法　等
10月下旬
（予定） 八百津町役場 ①作　　文　指定課題（600字程度）

②面接試験　面接による知識、資質等の試験
□合格通知等
・平成 25年 11月上旬までに試験の合否を本人宛に通知します。
・採用試験に合格した者を採用候補者名簿に登載し、平成 26年４月１日以降に採用します。
　尚、保健師に限り平成 26年４月１日から採用までの間は、臨時職員として任用します。
　採用候補者名簿の有効期限は、原則として１年間です。
・保健師免許取得予定者が該当免許を平成 25年度中に取得できなかった場合は、採用候補者名
簿から削除し、採用いたしません。

□受験申込み手続き等

申
込
み
手
続
き
等

１．所定の申込書に必要事項を記入して八百津町役場秘書室まで提出してください。
２．申込書を郵送する場合は、封筒の表に「採用試験」と朱書きし、書留または簡易書留郵便
にて郵送してください。

３．申込者には後日、受験票および試験の日程等を郵送します。
４．申込書の用紙は、７月８日（月）から７月 31日（水）までの間（土・日曜日および祝日
を除く）、八百津町役場 秘書室 秘書人事係で配布します。

　　申込書の郵送を希望する場合は、120円分の切手を同封して同係宛に請求してください。
受
付
期
間

１．申込書は、７月 16日（火）から８月７日（水）まで受け付けます。
２．土・日曜日は受け付けを行いません。
３．郵送の場合は、８月５日（月）までの消印のあるものに限り受け付けます。

そ
の
他

〔お申し込み・お問い合わせ〕
役場 2階 秘書室 秘書人事係
〒 505-0392　岐阜県加茂郡八百津町八百津 3903-2　　電　話　43-2111（内線 2201）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　43-0969

秘書室からのお知らせ
平成25年度　第２回八百津町職員採用試験のご案内
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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　　八百津町ファミリーセンター 2階　☎ 43--03900390
□□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
貸出は1人3冊まで。2週間借りられます。貸出は1人3冊まで。2週間借りられます。

八百津町には、ファミリーセンター2階図書室のほか、役場各出張所にも図書室があります。八百津町には、ファミリーセンター2階図書室のほか、役場各出張所にも図書室があります。
ご希望の図書が見つからない場合、各出張所の図書室に本を所蔵していることもありますので、おご希望の図書が見つからない場合、各出張所の図書室に本を所蔵していることもありますので、お
気軽にお尋ねください。気軽にお尋ねください。

毎年恒例の夏の朗読会を行います。大きなスクリーンと音楽で作り上げる朗読の世界に浸ってみま
せんか？お友達、ご家族、お誘い合わせのうえ、ご来場ください。

「少
しょうねんくでんたい

年口伝隊 1945」井上ひさし　作
原爆で家族を失った3人の少年が懸命に生きようとする姿。
戦争や平和の大切さについて感じてください。

と　き：8月6日（火）開場 13：00～　開演 13：30～
ところ：ファミリーセンター　2階　大研修室
朗　読：「のはらの会」のみなさん

悩んで落ち込んでいるOLの三智子のランチ
タイムは、有能な上司「アッコ女史」の指令で一週
間ランチのメニューが決められてしまいました。

いろんなお店に行く内に
元気になっていく主人公が
「アッコ女史」の素顔に触れ
て成長していく ･･･。
こんな上司がいたらと思

わせる作品です。おいしそう
な料理もでてきますよ。

少年デビッドと親友のオスカー、そしてテディ
ベアのオットー。
大の仲良しだった3人は戦争によって離れば

なれになりますが、数十年後、
奇跡の再会をします。
テディベアが戦争の様子

とその後の数奇な運命を振り
返った「自伝」絵本です。

オットー 戦火をくぐったテディベアランチのアッコちゃん

今 月のおすすめの本月のおすすめの本

柚木麻子／著　双葉社 トミー ウンゲラ－／著　評論社

みんなみんな　　図書室へ行こう！！図書室へ行こう！！
4月から貸出期

間を

1週間から2週
間へ変

更しました。

第9回　夏の朗読会（入場無料）
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今年も大雨による災害が発生しやすい時期を迎え
ました。岐阜県では、土砂災害の恐れがある箇所（土
砂災害警戒区域）や浸水被害のおそれがある箇所（浸
水想定区域）を同時に確認することができるウェブ
サイト「ぎふ山と川の危険箇所マップ」の運用を平
成25年6月1日から開始しました。調べたい場所の
郵便番号を入力することで簡単に調べることができ
ますので、災害から身を守るため、日ごろから身近
な場所を確認していただく手段として、ぜひご利用
ください。
□URL　http://kikenmap.gifugis.jp
□検索キーワード　「ぎふ山と川」
□お問い合せ　
県庁砂防課（土砂災害警戒区域に関すること）
県庁河川課（浸水想定区域に関すること）

informationinformation
お知らせ

4日（日）　林クリニック （☎28-8899）
11日（日）　木沢記念病院 （☎25-2181）
18日（日）　太田メディカルクリニック （☎26-2220）
25日（日）　木沢記念病院（診察室） （☎25-2181）

1日（日）　堀部医院 （☎25-2910）
8日（日）　木沢記念病院 （☎25-2181）
15日（日）　太田メディカルクリニック （☎26-2220）
16日（月・祝）　岐阜健康管理センター （☎28-8425）
22日（日）　木沢記念病院 （☎25-2181）
23日（月・祝）　粕谷医院 （☎43-0035）
29日（日）　木沢記念病院（診察室） （☎25-2181）

※診療時間は、午前9時から午後5時までです。

8月の「加茂休日急患診療所」

9月の「加茂休日急患診療所」

岐阜県保育研究協議会では、保育士資格を有しな
がら保育所等に就労されていない方を対象に、最新
の保育事情や専門知識の習得、現場での保育実践等
を行う就職チャレンジ研修を開催します。
□と　き　9月5日（木）　午前9時30分～12時
□ところ　古井第一保育園

（美濃加茂市本郷町2丁目8番1号）
□定　員　10名程度
□申込み方法 申込書を郵送、FAXまたはメールで

申込先へ（要申込・無料）
□申込書　岐阜県保育研究協議会で配布。
岐阜県保育研究協議会ホームページからも入手可。
（検索キーワード：保育士就職チャレンジ研修）

□申込み期限　8月23日（金）
□お申し込み・お問い合わせ
岐阜県保育研究協議会
〒500-8385　岐阜市下奈良2-1-1
電　話　058－273－1111（内線2517）
ＦＡＸ　058－275－4888
メール　hoiku@winc.or.jp

蒸し暑い季節がやってきました。この蒸し暑さは、
電気器具にとっても大敵です。8月は、1年のうち
で最も感電事故の多い季節となっています。
みなさんのご家庭でも電気の安全点検をしてみま
しょう。
〇電気の使いすぎはありませんか。
〇電線やコードは傷んでいませんか。
〇洗濯機等のアースは、きちんとつけてありますか。
電気の安全使用についての相談は、

保育士就職チャレンジ研修を開催します

8月は電気使用安全月間です

ぎふ山と川の危険箇所マップのご案内

岐阜県保育研究協議会　☎ 058-273-1111

中部電気保安協会　☎ 0574-26-6510

岐阜県県土整備部　河川課　☎058-272-8621
岐阜県県土整備部　砂防課　☎058-272-8593

海で安全に楽しく遊ぶために

名古屋海上保安部　☎052-661-1615

○子どもからは目を離さないでください！
保護者の方が目を離した隙に事故に遭う
ケースが多いので注意してください。

○子どもも大人もライフジャケットの常時着
用を！

○防水パック等に入れた携帯電
話を常時携帯！

○海のもしもは 118番！！
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□と　　き　8月10日（土）午後1時～4時
□と こ ろ　県民生活相談センター

（ふれあい福寿会館内）
（岐阜市薮田南5-14-53）

□相 談 料　無料
□対 応 者　弁護士、司法書士、県消費生活相談員
□面接相談　
・相談時間：30分（要事前予約）
・予約受付：月～金

午前8時30分～午後5時
土　※日・祝日を除く
午前9時～午後5時

※8月9日（金）までに電話で申し込みください。
□電話相談は当日時間内に直接お電話ください。
県民生活相談センター（☎058-277-1003）

10月1日「法の日」および10月1日～7日「公証
週間」にちなみ、美濃加茂公証役場・司法書士会中
濃支部・土地家屋調査士会中濃支部・行政書士会可
茂支部で合同無料相談会を開催します。
□と　き　9月29日（日）　午前10時～午後4時
□ところ　美濃加茂市文化会館
　　　　　（美濃加茂市島町2-5-27）
　　　　　（☎0574-25-1108）
□内　容　・遺言、任意後見契約、離婚給付契約等

の公証手続き
・不動産登記、商業、法人登記
・土地協会相談、測量
・官公庁提出手続き
・外国人相談

□その他　予約不要・電話相談不可
　　　　　当日１日限り、会場受付
□お問い合わせ　岐阜県行政書士会

　　　　　　　　　☎058-263-6580

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。返還請求・お問い合わせは、ご家族の
方でも構いません。お気軽にお問い合わせください。
□保管している通貨・証券等
○上陸地の税関又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

□と　き　8月8日（木）　午後1時30分～4時
　　　　　（午後12時30分～受付開始）
□ところ　岐阜県立可茂特別支援学校　体育館
　　　　　（美濃加茂市牧野2007-1）
□日　程　第1部　パネルディスカッション
　テーマ「防災教育の実践と今後のあり方について」
　　　　　第2部　基調講演
　講　師　慶応大学　准教授　大木聖子　氏
□参加費　無料（要申込み）
□お申し込み・お問い合わせ

岐阜県立可茂特別支援学校

防災教育シンポジウムのご案内

多重債務相談会を開催します 合同無料相談会を開催します

終戦当時、引揚者の方々からお預かりした
通貨・証券等を返還しています。

岐阜県立可茂特別支援学校　☎28-3150
http://school.gifu-net.ed.jp/kamo-sns/99_blank002.html

県民生活相談センター　☎ 058-277-1003 岐阜県行政書士会　☎ 058-277-1003

名古屋税関　☎ 052-654-4060

□と 　 き　8月11日（日）　（予備日8月17日（土））
　　　　　　マス釣り　　　　午前9時～
　　　　　　マスつかみどり　午前9時30分～
□と こ ろ　フレンドリーパークおおひら
□放 流 量　約2,500匹（200キロ）
□釣り料金　大　人（高校生以上） 2,000円
　　　　　　中学生 500円
　　　　　　親　子 1,000円
□注意事項　釣りはえさ釣りに限ります。
　　　　　　前日の場所取りは禁止します。

マスつかみどり、マス釣りを開催します

木曽川中流漁業協同組合　☎ 0574-43-1069
障がい者の方を対象とした就職面接会を開催しま
す。
□と　き　9月26日（木）
　　　　　午後12時45分～4時30分
□ところ　わかくさ・プラザ（関市）
□対象者
・ハローワークに障がい者としてお仕事探しの申
込みをされている方

・申込みを予定されている方
・来春学校卒業予定の方で就職を希望される障害
者手帳をお持ちの方または取得予定の方

□その他　事前申込みが必要です。
　　　　　中濃地域にある企業28社の参加予定。

中濃地域障がい者就職合同面接会を開催します

ハローワーク美濃加茂　☎ 0574-25-2178
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6月4日、八百津小学校で古里を研究テーマ
とする総合学習「五宝の時間」が行われ、3年
生35人が春に行われる八百津まつりのだんじ
りを見学しました。
八百津在住の青木茂雄さんの指導の下、八百
津まつりについて学習し、1回目は八百津まつり
の話を聞き、2回目の今回は実際だんじりにも触
れたり、巻き尺で大きさを測ったりしました。
児童らは、お祭り当日はだんじりをじっくり
と観察できないため、大きな木製の車輪や藤づ
るで締め上げた骨組みを熱心に観察していまし
た。
3回目は、お祭りのお囃子について学習しま
した。

八百津小学校3年生　だんじりを見学

実際にだんじりに乗ってその大きさに驚いていました。

6月6日、可児市今渡の関西電力株式会社今渡
電力システムセンターが、6月の環境月間に合
わせ、木曽川中流漁業協同組合の協力を得て、
八百津橋下と旅足川上流で100㎏（約8,000匹）
のアユの稚魚を放流しました。
八百津橋下での放流は八百津保育園年長児24
人を招いて行われ、園児たちは、気持ちよさそ
うに泳ぐ魚影に「元気でね」「お魚さんバイバ～
イ」「大きくなってねぇ」などと可愛らしい声を
かけたり、浅瀬を泳ぐ姿を見て歓声を上げたり
していました。

八百津保育園の園児たちがアユを放流

アユを放流する園児

6月7日、八百津町の錦津、久田見、潮南保育
園の園児18人（年長）が、美濃加茂市前平町の加
茂自動車学校で交通指導を受けました。
保育園の依頼を受けた加茂自動車学校が、加
茂警察署、加茂地区交通安全協会の協力により
実施したもので、今年で3回目となります。
この日は、正しい横断歩道の渡り方や大型ト
ラックの内輪差、飛び出しの怖さについて学習
しました。
21日に和知保育園の園児26人が、7月16日に
は八百津保育園の園児25人が指導を受けました。

保育園児交通指導

飛び出しの危険を勉強しました。
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6月6日、関西電力株式会社社員5名
が、同町八百津の「めい想の森」展望
回路に桜の木を植えました。
今回は、淡墨桜10本、臥龍桜10本、
荘川桜（照蓮寺）5本の合計25本を植樹
しました。
関西電力株式会社今渡電力システム
センター、マネジャー課長の安藤正明
さん（55）は「魚の住めるきれいな川や
野山などの自然を大切にする心を育ん
でいってほしい」と話していました。

めい想の森展望回路の桜の木植樹

斜面に苗を植える関西電力株式会社のみなさん

6月1日、八百津町伊岐津志の岐阜工機株
式会社の従業員やその家族ら約60人が、同
社周辺の通勤路でごみ拾いなどの清掃作業
を行いました。
参加したみなさんは、ごみ袋片手に徒歩
で約1時間半かけて空き缶やペットボトル
などのごみを拾い集め、「いつも使っている
道がきれいになって気持ちがいい」という
声と、その反面で、「粗大ごみは減ったけれ
どたばこのポイ捨てが非常に多い」とごみ
を捨てるマナーの悪さを嘆く声も聞こえま
した。

「岐阜工機株式会社通勤路のごみ拾い」

県道多治見～白川線の約3kmをきれいにしました。

6月25日、役場前で農業婦人クラブ
のみなさんによるプランターの花植え
が行われました。
今回植えていただいた花は、「マリー

ゴールド」、「サルビア」、「日々草」の
3種類、約150株です。
花植えは、夏と秋の2回行われ、ク
ラブのみなさんによって、水やりや草
取りなどをして、丁寧に育てられ、役
場へ訪れる方の目を楽しませていただ
いています。

農業婦人クラブ花植栽

いつもきれいな花をありがとうございます。
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行事 期日 対象 受付時間 場所

母
子
保
健

3ヵ月児健診 １日（木） H25年3月～4月生まれ 13：00～13：05
保健センター9ヵ月児健診 １日（木） H24年10月～11月生まれ 13：05～13：10

ぱくぱく歯みがき教室 29日（木） H24年4月～6月生まれ
※22日（木）までに電話予約してください。 9：30～9：40

2歳児歯科検診 8日（木） H23年6月～7月生まれ 13：30～13：40
プレママくらぶ 8日（木） H25年11月～12月出産予定日 13：00～13：05

乳幼児予防接種 6日、13日、
20日、27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
※２…ヒブワクチン・肺炎球菌ワクチン・不活化ポリオワクチン

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

ジフテリア 6日、13日、
20日、27日（火） H13年4月～H14年3月生まれ

対象者の方には
個別通知しています 13：30～13：50

※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。
マタニティスクール 1 9日（金） ※5日(月)午前中までに電話予約してください。 9：30～9：40

保健センター
アフタービクス 7日（水） ※5日（月）までに電話予約してください。

　（定員20名） 14：00～14：05

乳幼児相談 20日（火） 9：30～11：30 夢広場ゆうゆう

☆子育て相談会 23日（金）
0歳～18歳の子どもを持つ保護者・家族ま
たは本人を対象に相談に応じています。
相談員：臨床心理士　山本彩先生

10：00～15：30
予約が必要です。 保健センター

母子手帳交付  毎週水曜日 9：00～9：30 保健センター

成
人
保
健

健康相談  毎週水曜日 町民の方 10：00～11：00

保健センター

アルコールセミナー 2日（金） 各務原病院の天野宏一先生と上手なお酒と
の付き合い方を学びます。 19：30～21：00

歯周疾患検診 8日（木）
40歳・50歳・60歳・70歳の方が対象です。
対象の方にはお知らせを通知しています。
※詳しくは通知した、お知らせをご覧ください。

13：50～14：00
幼児の健診終了後とな
りますのでお待ちいた
だく場合もあります。

肺がん検診

久田見
出張所
28日（水）
29日（木）
30日（金）

40歳以上の方
詳細は7月に発送した個別通知文を
ご確認ください。

病院や会社等で受診される方は、未
受診理由を問診票に記入して提出
いただきますと、3年間は問診票を
発送しません。

胃がん検診
40歳以上の方
※検査前日夜8時以降は飲食しないでください。
　当日の朝も飲食や喫煙をしないでください。

大腸がん検診 40歳以上の方
前立腺がん検診 50歳以上の方
眼底・眼圧・心電図検診 40歳以上の方

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

8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
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行事 期日 対象 受付時間 場所

母
子
保
健

1歳6ヵ月児健診 5日（木） H24年1月～2月生まれ 13：00～13：05 保健センター
3歳児健診 5日（木） H22年8月～9月生まれ 12：50～13：00

乳幼児予防接種 3日、10日、
17日、24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
※２…ヒブワクチン・肺炎球菌ワクチン・不活化ポリオワクチン

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 11日（水） ※5日（木）午前中までに電話予約してください。

　（定員20名） 13：00～13：05

マタニティスクール 2 7日（土） ※5日（木）までに電話予約してください。 9：30～11：30
乳幼児相談 17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
保
健

健康相談  毎週水曜日 町民の方 10：00～11：00 保健センター
肺がん検診

錦津
出張所
4日（水）
5日（木）
6日（金）

和知
出張所
24日（火）
25日（水）
26日（木）
27日（金）
30日（月）

40歳以上の方
詳細は 7月に発送した個別通知文
をご確認ください。

病院や会社等で受診される方は、未
受診理由を問診票に記入して提出
いただきますと、3年間は問診票を
発送しません。

胃がん検診
40歳以上の方
※検査前日夜８時以降は飲食しないでください。
　当日の朝も飲食や喫煙をしないでください。

大腸がん検診 40歳以上の方
前立腺がん検診 50歳以上の方
眼底・眼圧・心電図検診 40歳以上の方

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

9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

80歳以上で20本以上の自分の歯を持っている方を
「8020達成者」として表彰いたします。

①昭和8年4月1日以前のお生まれの方
②自分の歯が20本以上残っている方
③以前に8020賞を受けてみえない方

以上の条件を満たす方は自薦・他薦を問いません。　
（※自薦の方には提出していただきたい書類を後日郵送します。）
「8020達成者」には11月9日（土）産業文化祭会場で表彰いたします。

80208020
達成者を達成者を
募集します募集します

募集締め切り ： 平成25年9月27日（金）　　申込先 ： 保健センター

応募条件
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信じられへん！本当に「さよなら、八百津！」という
タイトルを書くのは、今でも想像することができません。
時間が経つのはなんて早いのでしょう。私が八百津町に
国際交流員として来たのはつい昨日のことのように思え
ます。
8月上旬、私はイスラエルへ帰国することになりまし

た。3年間、八百津に住んだことは素晴らしい経験であり、
楽しい時間でした。八百津広報では毎月「メイタルのつ
ぶやき」というコラムを書く機会を与えてくださった役
場のみなさん、そして町民のみなさん本当にありがとう
ございました。みなさん、楽しく読んでいただけました
か。
最近「国際交流員の仕事をすること、また八百津町に

住んでいること、それは、私にとってどういう意味を持っ
ているのか」と自分自身によく問いかけます。最後のコ
ラムでみなさんと一緒に私の考えを分かち合いたいと思
います。

八百津町はイスラエ
ル人、ユダヤ人にとっ
ては特別な場所です。
6,000人のユダヤ人を助
けた杉原千畝氏の誕生
した町だからです。そ
れについて考えると、

私が、八百津町の国際交流員として杉原氏の功績を後世
に伝えることは、とても重要なことだと感じています。
その大事な任務につかせて頂き感謝しています。私は、
これまで多くの日本人やイスラエル人に杉原千畝記念館
の案内・説明をしました。イスラエル人として、杉原氏
とホロコーストについて説明をすることは、私にとって
深い意味を持ちます。そして、国際交流員として杉原氏
に助けられた生存者やその家族と八百津町との橋渡しの
務めも担いました。それも、私にとって有意義な仕事で
した。私はイスラエルに帰ってからイスラエルの人々に
杉原氏の話、八百津町の話をお伝えしたいと思います。
八百津町の子ども達に

さまざまな活動を通して
接することは面白く素晴
らしい経験でした。学校
訪問、料理教室、餅作り、
プーリム・カーニバル、
キッズイングリッシュ、

英語研修などです。とこ
ろで、私は料理すること
が苦手ですが、八百津の
国際交流員としていろい
ろな場面で料理教室をた
くさん行いました。私は
自国の料理、食文化を紹

介できることがとても嬉しかったです。多分、これから
料理をすることが少しずつ得意になるかなぁ…。
そして、さまざまな場面で講演・ゲームなどを通して、

イスラエルの豊かな文化
を紹介させていただきあ
りがとうございました。また、日本人にヘブライ語（母
国語）を指導することは、一生に一度の経験でした。あ
る場合は、ヘブライ語講座の参加者からヘブライ語の意
味について難しい質問を受け、答えられないこともあり
ました。国際交流員の仕事を通して何でもチャレンジし
ました。
そして、八百津町役場の産業課の同僚と一緒に農業に

関する仕事を初めて体験しました。私は八百津に来る前
はずっと都会に住んでいました。しかも、イスラエルで
はたんぼがないので稲刈りや植林の活動などに参加する
ことが本当に特別な経験であり、永遠に忘れません。し
かも、田舎で暮らしている人々にとって自然が重要な位
置を占めているということを理解するようになりまし
た。
3年前に私は夫と一緒に八百津町に来ました。8月に

帰国する時、2人ではなく3人で帰ります。平成23年11
月2日に八百津で私の息子ゾハーが生まれました。その
日以来、八百津町民がたくさん手伝ってくれました。本
当に有り難いことでした。新しい母として子育て支援は
すごく役に立ちました。ゾハーはまだ赤ちゃんですが、
彼にとってもほぼ2年間八百津町で育ったことは貴重な
経験になると思います。
私は3年間八百津町の町民のみなさんと生活をともに

することができ、とても楽しかったです。毎年行われる
夏祭り、節分、産業文化祭、収穫祭などのイベントにも
参加しました。そして、八百津弁を教えて頂きありがと
う！「ほんなら」「知らなんだ」などの言葉は忘れません。
八百津町民のみなさんは私を暖かく迎えてくれました。
八百津町の地域社会の中で生活をすることは、私にとっ
て忘れられない体験になりました。このような機会を与
えてくださった、杉原氏、八百津町民のみなさんに感謝
しています。私の人生は豊かになりました。
行事に参加された方、「メイタルのつぶやき」を読ん

でいただいた方、八百津のいろいろなところで挨拶して
いただいた方、私と私の家族を助けてくださった方、八
百津町のみなさん、ありがとうございました！また会い
ましょうね！

メイタルの
つぶやき

No.No.2929

さよなら、八百津！

広報やおつ No.52218



８月・９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.522 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） 8月29日（木）

Ｂ地区
（不燃ごみ集積所） 8月30日（金）

※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） 9月24日（火）

Ｂ地区
（不燃ごみ集積所） 9月25日（水）

※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　

8月 4日（日）
午前 8時～
　　11時　

※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。

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

8月11日（日）

8月25日（日）

9月 8日（日）

9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、町指定の集積場所に出
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
ませんのでご注意く
ださい。

適 切 な ご み 出 し に

ご 協 力 を
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シルバー人材センター
（５月分実績）

件　　数 78件
就労人員 781（実 94）人
就労時間 4,403 時間
受託金額 4,345,863 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７月 1日現在

人口 12,011 人 － 25人

男 5,827 人 － 11人

女 6,187 人 － 14人

世帯数 4,347 戸 － 2戸

増加 転入 13 人 出生 2 人 その他 1 人

減少 転出 23 人 死亡 18 人 その他 0 人

広報やおつ No.52220

八百津の司馬豪久さん（司馬書店）が、平成 25年度教科書供給功労者
文部科学大臣表彰を受けられました。
この賞は、教科書取次供給事業に 45年以上従事し、教科書の完全供給
を通じて学校教育の充実発展に多大の貢献があった者に対して行われる表
彰で、司馬豪久さんは昭和 40年から教科書取次供給事業に従事され、今
回受賞されました。
司馬豪久さんは「八百津町のおかげでこのような賞がもらえてうれしい
けれど、昔は子どもの人数が可児・加茂で一番多かったのに人数が少なく
なってきて寂しい。」と語っていました。
司馬書店さんいつも教科書ありがとうございます。そして、これからもよろしくお願いします。

保護司、更生保護女性会では犯罪や非行のない明るい地域社会の
実現を目指して啓発活動を行っています。６月９日の青少年を育て
る会では、更生保護女性会手作りの“しおり”をはじめ啓発用品を
配布し、啓発を行いました。
また、７月は第 63回「社会を明るくする運動」の強調月間です。
今年のテーマは『犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチ
カラ』となっています。７月１日には町内の小中学校の訪問など町
内を巡回し、広報を行いました。

佐藤　快
かいせい

晟 平成 25年　5月 24日　午前　１時 11分生まれ　保護者　賢太（八幡）
 「元気に生まれてきてくれてありがとう。兄弟仲良くね！」（パパ＆ママより）

佐合　ここ 平成 25年　5月 30日　午後 10時 48分生まれ　保護者　大策（宮嶋）
 「生まれてきてくれてありがとう。元気いっぱい育ってね！」（パパ＆ママより）

「こんにちは」「こんにちは」赤ちゃん赤ちゃん　（６月受付分　敬称略）

受賞された司馬豪久さん

ドライフラワーを使ったしおり

教科書供給功労者文部科学大臣表彰受賞教科書供給功労者文部科学大臣表彰受賞

保護司、更生保護女性会保護司、更生保護女性会

岐阜県では、少子化の要因の１つとなっている晩婚化・非婚化傾向の改善に向
けて、結婚を考えながらも出会いの機会が少ない独身男女に出会いの場を提供す
るため、企業・団体を介して従業員に出会いの場を提供する“ぎふ婚活サポート
プロジェクト「コンサポ・ぎふ」”を実施しています。

詳しくは岐阜県環境生活部少子化対策課（☎ 058-272-8077）まで
ホームページ：http://konsapo.pref.gifu.lg.jp/index.php

町内の事業所の
みなさんへ

コンサポ・ぎふ
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☎
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各地に大きなつめあとを残していく台風や豪雨。いざというときにあわてないよう、
家族で対策を話し合っておきましょう。

家の内外の風水害対策家の内外の風水害対策
■事前の準備
・窓、雨戸、扉、小屋、屋根、塀、カーポートなどの点検、
補修をしましょう。
・側溝や雨水ますのごみを取り除いておきましょう。
・飲料水、救急用品、懐中電灯、携帯ラジオ、非常持ち出し
品などを確認しましょう。
・避難場所やお互いの連絡方法、連絡先を話し合いましょう。

■台風が近づいたら
・台風情報に注意し、進路などを把握しましょう。
・屋内で浸水の恐れがあるところでは、家財道具などを高い場所へ移動しましょう。
・アルミサッシの窓枠でも隙間から水が吹上げることがあるので注意しましょう。ま
た、飛来物に備えて雨戸は閉め、雨戸がなければ、外側から板でふさぎましょう。
・バルコニーやベランダにある鉢植えや物干し竿など飛散する恐れのあるものは、屋
内に入れておきましょう。

暴力団排除活動とは

地域等において、住民や企業、各関係行政機関等が連携し、「暴力団員等の不当
な要求には絶対に応じない。」という確固たる信念を持って、社会から暴力団を排
除し、暴力団員等が活動できない状況を作り出す活動をいい
ます。
社会全体が一体となった暴力団排除活動を展開することが
重要です。

「暴力団追放　三ない運動」の推進

暴力団追放三ない運動とは、「暴力団を利用しない」「暴力団を恐れない」「暴力団に金を出さない」とい
う運動です。
暴力団等からの被害を受けた場合には、暴力団等を恐れること無く、「警察（058-274-7444）」や「公
益財団法人岐阜県暴力追放推進センター（058-277-1613）」等にご相談ください。

岐阜県暴力団排除条例について（平成23年 4月 1日施行）

この条例は、暴力団対策法などの取締り法令とは趣旨が異なり、県民、事業者、自治体、関係機関などの
社会全体が暴力団の排除活動を推進するための取り組みを規定し、この取り組みにより、暴力団を社会のあ
らゆる領域から締め出して孤立化させるとともに、資金源の遮断と活動の封圧を図り、県民の安全で平穏な
生活を確保することを目的としています。

××××  風水害対策風水害対策  ××××

暴力団排除活動



写真協力　社会教育視聴覚協議会

「田植え」
加納　新俉（鯉居東団地）

「お面を被った八百津大橋」
岩井　たづ子（本町）

加茂郡消防操法大会準優勝祝

６月 23日川辺町で開催された加茂郡消防操法大会において、八百津町代表の第６分団（久田見中盛）
のみなさんが準優勝しました。
毎晩遅くまで訓練を重ねた結果です。おめでとうございます。
また、要員のみなさんを陰で支えてきた八百津町消防団のみなさんお疲れさまでした。

指揮者指揮者
井戸幸仁井戸幸仁

１番員１番員
井戸貴裕井戸貴裕

２番員２番員
井上英哉井上英哉

３番員３番員
今井幸吾今井幸吾

４番員４番員
井戸正秀井戸正秀

吸管補助員吸管補助員
後藤将人後藤将人

「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7月20日発行


