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～町民海外派遣事業より～
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去る９月25日から10月２日までの８日間、人道の丘公園開園20周年記念町民海外派遣事業とし
て町民のみなさんに参加を募り、総勢28名でポーランド・リトアニア・ドイツを訪問してきまし
た。当初、イスラエル訪問を予定しておりましたが、同国の政情不安のため急きょリトアニアに変
更し、杉原千畝氏の遺徳を偲ぶ旅となりました。

今回、なんと言っても強烈な印象を受けたのは、２日目の９月26日に訪れたポーランドのオシ
フィエンチム市郊外にあるアウシュヴィッツ強制・絶滅収容所でした。
入口には鉄製のアーチに「ARBEIT　MACHT　FREI　働けば自由になる」の文字が掲げられてい

ます。しかし、ここは数百万人ものユダヤ人がナチス・ドイツにより虐殺されたホロコーストの最
たる現場であります。現地のガイドさんが日本語で説明をしてくれました。
家畜同然、貨車に過密に詰め込まれ収容所へ
労働できない高齢者・幼児・衰弱の激しい人は選別され、ただちにガス室へ
女性も頭を丸坊主にされ、登録のため入れ墨を入れられ
被収容者は空腹で骨と皮だけに
女性や子どもを医師が生体実験の材料に
死体の指輪や金歯は外され、髪の毛を切り取り加工用に工場へ
これは拷問の道具、この部屋は狭い独房、ここは死体の焼却場など
残忍な虐待をあげれば枚挙にいとまがありません。展示物は、この人たちのおびただしい衣服・

靴・鞄・メガネ・義足などでした。中でも、撮影禁止にされていた髪の毛の山は見るに堪えないも
のでした。
参加者は一様に気が滅入ってしまいました。多くの外国人が訪れていましたが、思いはみな同じ

であったと思います。

３日目からは、中世に建てられたお城や教会を中心に見学し、気分も少しずつ晴れてきました。
ヨーロッパの建造物はスケールが大きく、ゴシック様式とかバロック様式とか言われる豪華な装飾、
彫刻、絵画で埋め尽くされていました。王様や司教は、さぞ力があったのでしょう。

５日目の９月30日は、リトアニアの首都ヴィリニュスにある在リトアニア日本国大使館を表敬
訪問し、白石大使と懇談しました。大使からは、カウナス市にある杉原記念館の老朽化対策のため、
日本国内で援助資金を集めるための口座を用意していただける団体を探しており、援助していただ
きたいとの話しがありました。
杉原記念館は前日に訪問しましたが、建物は意外に小さく、杉原氏を紹介するパネルや写真が所

狭しと展示されていました。この記念館は民間人が借入金により土地建物を取得して運営している
とのことでした。領事館に詰めかけたユダヤ人の写真をよく見かけますが、そこに写っている門柱
は当時のまま残っていました。
また、大使との懇談の途中、参加者の杉山正人さんが八百津祭りの笛を披露されました。ヨーロ

ッパの気候は乾燥しており、乾燥が大敵の篠笛を吹くことは容易ではなかったと思いますが、みご
と演奏され拍手喝采でした。

今回の町民海外派遣事業には、名誉町民の吉田茂様もご同行いただきました。訪問先はどこも長
時間歩いての見学となりお疲れになられたと思いますが、吉田様の穏やかで優しいお人柄を拝見し、
名誉町民にふさわしいお方だと改めて感じました。そして、中学生や町民の海外派遣事業が吉田茂
国際交流基金により実施されることに、心より感謝いたします。
８日間の旅は小雨が降った日もありましたが、気候もよく食事も美味しく、東欧の歴史の一端を

見聞することができました。参加者一同、この機会を与えていただきましたことに感謝し、町民海
外派遣事業の報告とさせていただきます。

～ポーランド・リトアニア・ドイツの旅～
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９月25日（木）
移動　中部国際空港（朝９時35分出発）　⇨　
　　　　　　　　　　　　　　　　空路・フランクフルト経由ポーランド・クラクフ

　　　　　　　　　　　　　　　　（現地時間午後５時30分到着）

所要時間
中部国際空港から
　ドイツ・フランクフルト空港まで12時間30分
フランクフルトから
　ポーランド・クラクフ空港まで１時間30分

９月26日（金）
ポーランド・オシフィエンチム市

第１日目

赤れんがの建物が何棟も建ち並ぶ
アウシュヴィッツ博物館の外観

ビルケナウ収容所に引き込まれた線路
と「死の門」

アウシュヴィッツ博物館内に展示され
た遺品、靴のほか衣服・メガネ・鞄・
義足、そして髪の毛の山（撮影禁止）

ビルケナウ収容所に張り巡らされた
高圧電流の流れる有刺鉄線

第２日目

参加者
平塚　道治　林　　貞男
山内　知道　池井戸正司
後藤　光昭　後藤　健夫
石井　弘幸　纐纈　幸子
荒井　陽子　松浦　直子
青山加代子　金子　政則
水野　和幸　山田　重義
土屋　弘之　黒岩　千泰
神谷　哲朗　山田　　勉
神谷恵里子　杉山　正人
各務　千鶴　小林　善美
岩井　典子

㈱イビサ
吉田　　茂　宮城由美子

八百津町
赤塚　新吾　市岡　盛彦
ハニト ･リバーモア
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移動　クラクフ　⇨　空路・フランクフルト経由リトアニア

９月27日（土）
ポーランド・クラクフ市

第３日目

ヴァヴェル城は歴代ポーランド王の
居城
大聖堂や旧王宮などの建物が並んで
いる

スタラシナゴーグはユダヤ教の教会
スタラは「古い」という意味

９月28日（日）
リトアニア・カウナス市

第４日目

９月29日（月）
リトアニア・ヴィリニュス市

第５日目

在リトアニア日本国大使表敬訪問

杉山正人さん　八百津祭りの笛を披露

杉原記念館で行った記帳と募金

トゥラカイ城はガルヴェ湖上に浮
かぶ島の上に建てられた美しい城

杉原記念館の外観

第９要塞博物館は第二次世界大戦の
最中、ナチス・ドイツがリトアニア
各地から５万人にも及ぶユダヤ人を
収容

当時の外交官執務室を再現した机に
座り、杉原千畝領事の目線を体験
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９月30日（火）
移動　リトアニア　⇨　空路・フランクフルト　　　　　　ドイツ・フランクフルト市

第６日目

ゲーテハウス（ゲーテの生家）
18世紀の典型的な中産階級の住宅

国立ユダヤ博物館はユダヤ系リト
アニアへの迫害の歴史資料を展示
杉原千畝氏に関連した資料も展示

アンネ・フランク生家
アンネ・フランクは1929年6月12
日生まれ
姉、両親とともに1931年3月まで
ここで生活

ゲーテ青年期時代の雰囲気を残す家具
や芸術家との関わりがわかる当時の絵
画を展示、写真は珍しい縦型ピアノ

ヴィリニュス大聖堂は1251年、
十字軍の弾圧から逃れるため、ミ
ンダウガス王がキリスト教を受け
入れて最初に建造した教会

レーマー広場
フランクフルト中心部の旧市街地にあ
る広場　真ん中は旧市庁舎レーマー
フランクフルトで一番有名な場所

ヴィリニュス大聖堂の内部

旧市街の東側にある聖アンナ教会
15世紀末に建造されたゴシック
建築の秀作

ハイデルベルク城
13世紀頃プファルツ伯の居城として
建てられた古城

地下にある22万リットル入りの
ワインの大樽
祝宴の際のワイン貯蔵庫

10月１日（水）
移動　フランクフルト（現地時間午後１時30分出発）　⇨

（フランクフルトと日本の時差は７時間）

第７日目

10月２日（木）
移動　⇨　空路・中部国際空港（朝８時到着）

第８日目
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今年は、やおっちのお友達もたくさん会場
に駆けつけてくれました。
紅組・白組に分かれて行われたゆるキャラ
大運動会では、キックターゲットや大玉転が
し、子どもたちも参加して玉入れを行い、ゆ
るキャラたちは子どもたちの声援に勇気づけ
られ、とびきりの笑顔に癒やされていました。
やおっちは地元からの大声援を受けて大活躍
しました。

【30年表彰】　㈱日本パーツ製作所　高木　真澄
【15年表彰】　14人　　　【10年表彰】　15人　　　【５年表彰】　16人

八百津町商工会永年勤続従業員表彰が行われ、町内の16事業所46人が表彰されました。（敬称略）

今年も大賑わいをみせたテント村会場。
あちらこちらで笑顔が弾け、会話が弾み、
両手いっぱいに買い物袋を持った方があふ
れていました。その陰で八百津中学校・八
百津高校の生徒らがボランティアとして会
場運営のお手伝いをしていただきました。

八百津保育園児による鼓笛パレードで開幕し、八百津東
部中学校の合唱が会場に響き渡り、八おとめ天女、チャレ
ンジクラブ802の力強い発表、八百津中学校吹奏楽部によ
る演奏、伝統ある久田見小学校トランペット鼓隊、岐阜聖
徳学園高等学校和太鼓部による演打などそれぞれのステ
ージ発表で集まったお客さんを魅了していました。

テント村会場 メインステージ

公民館講座作品展、商工業製
品展・児童生徒作品展など、た
くさんの作品が展示されました。

新鮮な野菜・果物・
魚がならび、たくさん
のお客さんで賑わい、
会場ではつきたてのお
もちも配られました。

石川県穴水町、愛知県南知多町、福
井県敦賀市、岐阜県、多治見市、笠松
町、関市、輪之内町、東白川村、中津
川市、御嵩町、七宗町、白川町、恵那
市の特産品等が販売され、集まったお
客さんの舌をうならせていました。

ファミリーセンター内催事 JAめぐみの 交流都市ブース

～第35回　八百津町産業文化祭～
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やおつ人道の丘ジョギング大会第14回

町主催の「第14回やおつ人道の丘ジョギング大会」が開かれ、437名が初冬の青空の下健脚を競いました。
ファミリーセンターを発着点とし、錦織町営住宅を折り返す３キロコース・Ｂ＆Ｇプールを折り返す５キ

ロコース・人道の丘を折り返す８キロコースの３コースで実施し、参加者それぞれのスタイルでジョギング
を楽しみました。

各コースで優勝されたみなさん、おめでとうございます。（敬称略）

小学生男子　山口　啓佑
小学生女子　高嶋　彩音
中学生男子　荻曽　　章
中学生女子　東　　麗香
高校生男子　加藤　創偲
一　般　男　子　生駒　佳久
一　般　女　子　丹羽　晴代

３キロコース

中学生男子　貝川　裕亮

高校生女子　丹羽里佳子

一　般　男　子　亀井　豊泰

一　般　女　子　東　　千春

５キロコース

高校生男子　伊藤　嘉将

高校生女子　村上　穂華

一　般　男　子　山本　真司

一　般　女　子　小島　憲子

８キロコース

今年ジョギング大会に参加していただいた方
の中で男性の最高齢は、西脇　良夫さん（81）、
女性は吉田　たみ子さん（77）でした。

また、今年は仮装大賞部門が設けられ、思い思いの仮装に身を包んだランナー達も大会を盛り上げました。

ゴール地点では、給食センター
職員やチャレンジクラブ802のみ
なさんなどによる豚汁や八百津せ
んべいが無料で配られ、ゼッケン
の数字で賞品が当たるお楽しみ抽
選会が行われ、参加者は完走の疲
れを癒していました。

ゴールは…
まだ！?

ハイ
チーズ！！

イー！！

ブラボー！！

仮装大賞部門
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今回のシリーズ防災は前回に引き続き妊産婦・乳幼児がいる家庭の備蓄品、特に生活用品についてお話しし
たいと思います。

紙皿、紙コップ、箸、スプーンなど…紙コップやスプーンはほ乳瓶のない場合、授乳にも役立ちます。
食品用ラップ、アルミホイル、厚手のビニール袋（ジップロック）など…水が十分に使えない状況では、ラッ
プやポリ袋を皿に敷く、お椀にかぶせる、手袋代わりに使う等衛生的に節水を。
キッチンばさみ…まな板が使えないときに
買い物用レジ袋・エコバック…乳幼児の小物整理袋やゴミ袋としてなど幅広い用途に使える。
携帯カセットコンロ・ガスボンベ…ガス、電気が止まったときに

紙おむつ、おしりふき、生理用品、ティッシュ、トイレットペーパー
非常用トイレパック…断水に備えて水なしで使えるものを
不透明なビニール袋・新聞紙…汚物など見られたくないゴミの処理
灯油・ガソリン・固形燃料…日頃使っている機器の燃料
懐中電灯、携帯ラジオ、予備の乾電池、マッチ、ライター、ろうそく
給水用タンク、バケツなど…生活用水確保のため
工具類（スコップ・バール、のこぎり、車用のジャッキなど）…扉が開かなくなるなどの事態に備えて
救急セット（消毒ガーゼ、ばんそうこう、はさみ、ピンセット、三角巾、体温計、常備薬）
肌着など着替え…断水に備えて多めに

お風呂の残り湯を断水時のトイレ用などの生活用水としてためておく場合は、必ず幼児の溺水事故防止
のための措置をとりましょう。（常にバスタブの蓋を閉め、浴室のドアに鍵をかけるなど幼児が近づけな
い環境を作る。）

食生活に関する生活用品の備蓄

その他の生活用品

シリーズ
防災安全

No.46
乳幼児と保護者、妊産婦の防災 Part ③ ～非常時の心構えと心の準備～

地域のボランティアが中心となり、気軽に憩える場所「ホッとカフェ」
が福祉センターゆうゆうで月に一回程度開催されています。家の外に出
て、友人同士楽しく過ごす事ができる居場所作りを目的として立ち上げ
られた「ホッとカフェ」も３年目になり広がりを見せています。次回は
１月23日 ( 金 ) に開催を予定しています。美味しい珈琲を飲んでのん
びり過ごす事ができますので、みなさん是非お越しください。

～　災害時　その判断が　分かれ道　～

シリーズ
包括支援

No.46 ～ホッとできる場所「ホッとカフェ」～
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）

〈１月　お元気サロンの予定〉
・22日（木）お元気サロン八百津　午前9時30分～11時30分　ところ：福祉センター
〈１月　こころの相談の予定〉
・19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
　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。
〈１月　体力脳力向上教室錦津の予定〉・受講生募集中　（事前に予約が必要です）
・9日（金）13日（火）16日（金）19日（月）23日（金）26日（月）29日（木）

乳幼児・妊産婦がいないご家庭で
も準備してもらう備蓄品はほとん
ど変わりません。みなさんもご家
庭での備蓄を見直してみましょう。

広報やおつ No.5368



教 育 の 窓

即応的でネガティブなことばかけが多く、子どもた
ちとのことばの交流へ発展しません。
ここでは、子どもたちの心に届き、会話がつなが
るようにするために大切にしたいことを挙げます。
１ 子どもたちの感情を、封印しないようにしま
しょう。

たとえば、「今日のおかずはまずいなあ。」と子ど
もが言ったら、「なんや、その言い方は。」と、高圧
的な言葉ではなく、まず、子どものことばを受けと
めてから、「あら、おいしくなかったの。」と、その
まま返し、次の言葉を待ちたいものです。
２ 子どもたちの感情を、丁寧に言語化してあげま
しょう。

たとえば、「くやしかったんだね。」「つらかった
んだね。」と共感的に子どもの気持ちをことばにし
ながら「でも、お母さんは、それでいいと思うよ。」「お
父さんは、そこまでよくやったと思うよ。」と、勇
気づけてあげたいものです。
３ 兄弟姉妹の比較をしないようにしましょう。
たとえば、「お兄ちゃんばかり。」「どうせ私なん
か。」ということばが出た時は、気をつけたいもの
です。それをすぐに否定しないで「どこでそう思っ
たの。」「そんな風に感じたの。」と返してあげたい
ものです。
４ まず「どうしたの。」と聞いてあげましょう。
たとえば、「元気ないねぇ。どうしたの。」「疲れ
た顔してるねえ。どうしたの。」と、心配している
心を届けて、次の言葉を待ちたいものです。
このように、生活の何気ない場面で、たくさんの

「勇気づけ」のことばをかけ、子どもたちとの会話
をいっぱい紡いでみましょう。

今、町内のどの学校でも「ぽかぽかことば」「ふ
わふわことば」あるいは「ちくちくことば」「こと
ばの名人」「ことばの達人」というように、言葉に
対する感性を養う取り組みを実践しています。
随分、前の話になりますが、他県の幼稚園を参観
した際のことです。ちょうど年長児の「折り紙」の
授業でした。可愛らしい女の子２人と、男の子１人
のグループが鶴を折っていました。男の子はうまく
折ることができず、四苦八苦していました。すると
グループの女の子が、小声で「この子は、いつもこ
うなんだよ。」と言いました。もう 1人の女の子は、
黙って見ていましたが、授業が終わりに近づいた
頃、そっと手を伸ばし、男の子の鶴を完成させ「は
い、これで大丈夫。」と小声で言いました。何げな
い場面でしたが、こんなことが考えられました。１
人の女の子は、普段から、まわりの大人に「あなた
は、いつもこうなんだから。」という否定的なこと
ばをかけられているのではないか。また、もう１人
の女の子は、困った時に、まわりの大人がさりげな
く手助けし「うまくできたねえ。」と、温かく勇気
づけられて育ってきたのではないか。授業後、先生
に尋ねると、思った通りでした。あらためて、私た
ち大人が子どもにかける「ことばの大切さ」を教え
られたような気がしました。
ふと、「青少年育成県民会議」の冊子にある「子

どもたちはこうして生き方を学びます」の一節を思
い出しました。

○批判ばかり受けて育った子は、非難ばかりします。
○敵意の中で育った子は、誰とでも戦います。
　（中　略）
○人に認めてもらえる中で育った子は、自分を大
事にします。
○仲間の愛の中で育った子は、世界に愛を見つけ
ます。

私たちは、毎日、いろいろなかかわりを通して、
子どもとともに生活しています。その中から、子ど
もたちはたくさんのことばや、生き方を学んでいます。
しかし、私たち大人は、そのかかわりの中で、子
どもたちにかけることばがパターン化されているこ
とが多く、決まり文句があることも事実です。たと
えば「がんばれ、がんばれ。」「はやく、はやく。」「だ
め、だめ。」と言ったことばです。どちらかと言えば、

シリーズ
教育

No.42
12月

八百津町教育委員会

大切なことばかけ

おかあさんの「やさしいことばかけ」
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　平成 27年 1月から 5月までの間に退職等により、平成 26年度の町県民税特別徴収税額が徴収で
きなくなった場合は、未徴収税額を給与または退職手当等により一括徴収し、納入するよう地方税法
で義務づけられていますので、よろしくお願いします。
　この場合、【特別徴収のしおり】の中にある給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
を提出してください。

【特別徴収義務者指定番号欄<右肩>に必ず指定番号を明記ください。】

□お問い合わせ　役場 1階　町民課　住民税係　☎43-2111（内線 2117・2118）

　農林水産省では、２月１日現在で「２０１５年農林業センサス」を実施します。
　農林業センサスは、農林業の実態を明らかにし、国や都道府県、市区町村はもち
ろん各方面にわたり、広く利用できる総合的な統計資料を得るための調査です。
　全国の農家や林家をはじめ、すべての農林業関係者を対象に行われる『農林業の
国勢調査』ともいうべきものです。
　みなさまのお宅や会社等に調査員が調査に伺いましたら、ご協力をお願いします。

□お問い合わせ　役場 2階　総務課　政策調整係　☎43-2111（内線 2212・2219）

欠員となっていました【竹井・木野・味屋】地区担当の民生児童委員が決まりました。

　〇氏　　名　　亀
かめ

　井
い

　和
かず

　幸
ゆき

　さん（味屋自治会）　☎43-1628

納期のお知らせ

役 場 か ら の お 知 ら せ

町民課からのお知らせ

総務課からのお知らせ

健康福祉課からのお知らせ

退職等に伴う町県民税特別徴収税額の一括納入について

統計調査にご協力ください（2015年農林業センサス）

民生児童委員の交代について

※口座振替をご利用の方は､ 残高確認をお願いします。

国民健康保険税 8期分 12月 25日
介護保険料 8期分 12月 25日
後期高齢者医療保険料 6期分 12月 25日
保育料 12月分 12月 25日
水道料 12月分 12月 25日
町営住宅使用料 12月分 12月 25日
※11月末が休日ため、12月1日に前期分・前月分の
納付があります。（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月分が対象です。）

町県民税 ４期分 ２月 ２日
国民健康保険税 ９期分 ２月 ２日
介護保険料 ９期分 ２月 ２日
後期高齢者医療保険料 ７期分 ２月 ２日
保育料 １月分 ２月 ２日
水道料 １月分 ２月 ２日
町営住宅使用料 １月分 ２月 ２日
※1月末が休日のため、2月2日までが納期限となり
ます。

納期限納期限
● 12月に納めるもの● ● 1月に納めるもの●
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役 場 か ら の お 知 ら せ

教育課からのお知らせ
第41回　町民駅伝大会の参加者を募集します!!

地域スポーツの振興と体力向上をはかることを目的として、今年も八百津町民駅伝大会を開催しま
す。友達や職場、自治会の仲間などで駅伝大会に参加してみませんか？
〇と　　き　　平成27年2月22日（日）
　　　　　　　受　　付：午前8時30分～8時50分（八百津町ファミリーセンター前）※時間厳守
　　　　　　　開 会 式：午前9時00分（8時50分までに集合してください）
　　　　　　　スタート：午前9時40分
〇競技内容　　町内駅伝コース5区間
　　　　　　　第１区　ファミリーセンター駐車場 ～ 野上白髭神社前　2.4㎞（中学男子2.6㎞）
　　　　　　　第２区　野上白髭神社前 ～ ひまわりクリーンセンター前　2.2㎞（中学男子2.0㎞）
　　　　　　　第３区　ひまわりクリーンセンター前 ～ 蘇水公園駐車場　2.8㎞
　　　　　　　第４区　蘇水公園駐車場 ～ 八百津八幡公民館前　1.6㎞
　　　　　　　第５区　八百津八幡公民館前 ～ 八百津小学校　2.2㎞ （全長　11.2㎞）
〇参加区分　　１．一般男子の部　２．中学生男子の部　３．高校生男子の部　４．女子の部
　　　　　　　（各チーム監督１人・選手５人・補欠２人）
〇参加資格　　町内にお住まいの方、町内で働いてみえる一般男女、および町内の学校に通ってい

る高校生男女、中学生男女を含むチームであればOK!!
〇申込み方法　平成27年1月19日（月）までに教育委員会窓口（ファミリーセンター内）または役

場各出張所へ申込用紙を提出してください。※申込用紙は教育委員会（ファミリー
センター内）・各出張所に置いてあります

□お問い合わせ　教育課　スポーツ振興係（ファミリーセンター内）☎43-0390 または 43-2111（内線 2517・2518）

八百津町消防出初め式が、下記のとおり行われます。

〇と　き　平成27年1月11日（日）午前8時から式典開始

〇ところ　ファミリーセンター大ホール、八百津小グラウンド、蘇水公園

　式典終了後に、八百津小学校から蘇水公園まで市中行進を行い、蘇水公園にて一斉放水を行います
ので、ぜひお越しください。（一斉放水は午前 10時 55分頃の予定です。）

□お問い合わせ　役場２階　防災安全室　消防係　☎43-2111（内線 2231・2232）

代表者会議について
　平成27年2月12日（木）午後7時よりファミリーセンター２階講義
室で行いますので、参加チームの代表者は必ず出席してください。

防災安全室からのお知らせ
平成27年消防出初め式を開催します!!
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役 場 か ら の お 知 ら せ

水道環境課からのお知らせ
ルールを守ってごみ出しをしましょう!!

ごみは、私たちの毎日の生活から必ず出てくるものです。だからこそ、決められたルールに基づい
て適正に仕分け、必ず決められた集積所に出しましょう。「自分の家から無くなればいいから何でもか
んでも詰め込んで出してしまえ。」と、一部の心ない人の行為が多くのみなさんには迷惑となります。
「このゴミの出し方、わからないわ。」といった場合など気軽に水道環境課までお問い合わせください。

　名前・住所等の個人が特定されるごみの場合は出さないか、出される場合はシュ
レッダー等で破砕して袋に入れ出してください。

ルールが守られていないごみが出され集積所に残された場合、名前が書かれてい
ないと誰のごみかわからず集積所管理者に迷惑がかかります。また、自分が出した
ごみに対し責任をもっていただく意味で、指定袋に自治会名・氏名を書いてください。

ごみ集積所の設置および管理については、自治会内の良好な生活環境を維持するために、集積所管
理者（自治会等）で管理してください。町民のみなさま一人一人が管理者だと考えていただきご協力
をお願いします。

１．個人情報が含まれるごみは！

２．自治会・氏名の記載のお願い！

３．集積所の管理のお願い！

※ルールを守られていないごみ袋は回収できません。回収できない理由の書いたシールが貼られます。
みなさまのご協力をよろしくお願いします。

□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）

○ごみは種類ごとの収集日に出してください。
○ごみは収集日当日の午前５時から午前８時ま
でに出してください。

○ごみは種類ごとに正しく分別してください。
○ごみの種類ごとに指定ごみ袋に入れて出して
ください。

○資源ごみを出す時は、きれいに洗ったものを
出してください。

○プラマークの入った資源ごみはその他プラで
お出しください。

４．収集日・時間を守りましょう！ ５．分別ルールを守りましょう！

火・金曜日

AM5時～8時までに
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役 場 か ら の お 知 ら せ

水道環境課からのお知らせ
水道を寒さから守ってあげてください!!

冬場に長期間留守にする場合や、気温が氷点下４℃以下になると水道が凍結しや
すくなります。屋外、北側で日が当たらない場所、風当たりの強いところ、むき出
しになっている水道管などはとくに注意が必要です。
早めに凍結防止の準備をお願いします。

「むき出し」になっている水道管や蛇口に、保温材・古い毛布・布きれなどを巻き付け、
その上からビニールテープなどを巻いて凍結の防止をしてください。

凍ってしまった部分に、タオルや布などをかぶせて、その上からゆっくりと「ぬるま湯」
をかけてください。なお、蛇口を開けてもすぐに水が出ない場合がありますが、そのよ
うな場合でも、蛇口は開けたままにせず、必ず閉め、自然に溶けるのを待ってください。
※熱湯を急にかけると、水道管や蛇口が破裂することがありますので、ご注意ください。

直ちに水道メータボックス内の止水栓を閉めて、水が止まったこと
を確認してから、町指定水道工事業者に連絡して修理しましょう。
なお、止水栓を閉めても、水が止まらない場合は、止水栓が故障し
ていることもありますので、役場1階水道環境課までご連絡ください。

定期的に漏水していないか確認しましょう！！
最近、漏水による水道水の使用量の増加が見受けられます。
漏水をそのまましておくと、水道料金に反映されお客さまの負担が多くなってしまいます。
メーター検針時に検針員が確認しますが、お客さまも月に1回は、水道メーターを確認することをお
勧めします。

家の中や庭の散水栓などの水が出るところをすべて止めてください。水道
メーターボックスを開け、メーター（右写真参照）のパイロットが回ってい
れば漏水していることになります。

宅内の漏水調査、修繕などはすべて町指定水道工事業者が扱っていますので、お客さまから直接依頼
してください。（その際の修理費等はお客さまの負担となります。）
※漏水による高額の水道使用料が発生したとき、漏水の発生状況により減額ができる場合がありますの
で、下記までおたずねください。

水道管の凍結防止の方法

水道管が凍ってしまったら・・・

水道管が破裂してしまったら・・・

漏水の確認方法

宅内で漏水していたら

寒くなったら水道管の凍結にご注意ください。

□お問い合わせ　役場１階　水道環境課　業務係　☎43-2111（内線2122・2123）
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役 場 か ら の お 知 ら せ

産業課からのお知らせ
農業者年金について

～あなたの農業経営と老後の生活をがっちりサポート！～
〇農業者なら広く加入できます。
　・60歳未満・国民年金第1号被保険者・年間60日以上農業に従事する
人は誰でも加入できます。

　　また、農地を持っていない農業者、配偶者、後継者などの家族従事者
も加入できます。

〇少子高齢化時代に強い年金です。
　・自らが納めた保険料とその運用収入を将来受給する年金に充てる仕組みです。
　・加入者・受給者数に影響されない長期的に安定した制度です。
〇保険料は経営状況や老後の生活設計に基づいて自由に設定できます。
　・月額2万円を基本として、千円単位で6万 7千円まで自由に選択でき、随時変更可能です。
〇80歳までの保証付き終身年金です。
　・年金は生涯受給できます。
　・仮に加入者・受給者が80歳前に死亡した場合でも80歳受給相当額の農業者老齢年金が死亡一時
金として遺族に支払われます。

〇税制面でのメリットがあります。
　・納めた保険料は全額社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税（支払った保険料の15
～ 30%）につながります。年金資産の運用益については非課税です。

〇意欲ある農業の担い手には、国からの保険料助成が受けられます。
　・一定の要件を満たす人には、政策支援として国庫から最大で50%の保険料助成が受けられます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

□お問い合わせ　役場2階　産業課　農業委員会事務局　☎43-2111（内線2257）

１月の「加茂休日急患診療所」のご案内

日にち 診療所名 電話番号

1 日（木）　 みのかも西クリニック 28-5310

2 日（金）　 岐阜健康管理センター 28-8425

3 日（土）　 日江井外科 25-2624

4 日（日）　 太田メディカルクリニック 26-2220

11 日（日）　 木沢記念病院 25-2181

12 日（祝月） 西田蟹院 28-3371

18 日（日）　 安藤小児科 26-0812

25 日（日）　 堀部医院 25-2910

※診療時間は、午前９時から午後５時までです。
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役 場 か ら の お 知 ら せ

年末・年始の役場各施設の開館日について

年末・年始の町内医療機関の開院日について

施　設　名 年　末 年　始

役場　および　各出張所 12月26日（金）まで 1月 5日（月）から

中央公民館（ファミリーセンター） 12月26日（金）まで 1月 6日（火）から

中央公民館図書室（ファミリーセンター） 12月26日（金）まで 1月 6日（火）から

旧八百津発電所資料館 12月26日（金）まで 1月 6日（火）から

蘇水峡山荘 ぷらら 12月26日（金）まで 1月 6日（火）から

杉原千畝記念館 11月4日から3月31日まで休館中（リニューアルのため）

B&G海洋センタープール 12月15日（月）から閉館中 1月14日（水）から

各体育施設 12月26日（金）まで 1月 5日（月）から

病　院　名 電話番号 受付時間
年　末 年　始

27日
(土)

28日
(日)

29日
(月)

30日
(火)

31日
(水)

1日
(木)

2日
(金)

3日
(土)

4日
(日)

伊佐治医院
（救急） 43-0011 9:00～13:00

17:00～19:00 ○ ○ ○ 午前
のみ × × 午前

のみ × ×

粕谷医院 43-0035 9:00～12:00
18:30～19:30

午前
のみ × ○ 午前

のみ × × × × ×

粕谷医院
久田見分院

月・水・金
13:00～17:00 × × × × × × × × ×

佐藤
クリニック 43-1200 9:00～12:30

17:00～19:00
午前
のみ × ○ 午前

のみ × × × × ×

和知すこやか
クリニック 43-3001 9:00～12:00

16:00～19:00
午前
のみ × ○ × 当番 × × × ×

年末の加茂休日急患診療所 9:00～17:00 12月28日（日）木 沢 記 念 病 院　25-2181
12月31日（水）和知すこやかクリニック　43-3001

年末年始のごみ収集
年　末 年　始

家庭可燃ごみ 12月30日（火） 1月6日（火）
（午前8時までに）

事業系可燃ごみ
（直接搬入） 12月26日（金） 1月5日（月）

午前8時45分～
午後4時事業系不燃ごみ

（直接搬入） 12月24日（水）

年末年始の可茂聖苑（火葬場）の予定
年　末 年　始

火葬場の運営 12月30日（火） 1月2日（金）

火葬申込み
の受付

継続して実施
午前8時30分～午後5時15分

ペットの受付業務 継続して実施
午前8時30分～午後4時
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平成27年１月から所得区分の細分化により、それぞれの所得に応じた負担になるように自己負担限度額が
変更されます。

平成26年12月まで
●70歳未満の方の自己負担限度額（月額）

※上位所得者とは、国保加入者の基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の方

平成27年1月から
●70歳未満の方の自己負担限度額（月額）

※旧ただし書き所得とは、総所得金額から基礎控除額を差し引いた額

●70歳以上75歳未満の方の場合（自己負担額の変更はありません）

※現役並み所得とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる
方で、収入の合計が、２人以上で520万円以上、単身で383万円以上の方。
※現役並み所得者の方が過去１年間に、同一世帯で４回以上高額療養費に該当した場合は、４回目以降の自己
負担限度額は、44,400円になります。
※低所得Ⅱ・低所得Ⅰ（住民税非課税）の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の対象となります。
※70歳以上75歳未満の方の場合は、医療機関の区別なく暦月の（１日から末日）費用を合算します。

自己負担額の計算条件

※同じ医療機関でも医科・歯科、外来・入院は別計算をします。
※入院時の食事代やベット代等保険適用外は高額療養費の対象になりません。
※処方せんにより薬局で調剤を受けた場合、その費用は処方せんを発行した医療機関と合算します。
※暦月（１日～末日）ごとに計算をします。
※過去１年間に、同一世帯で４回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降からの自己負担限度額は引き下
げられます。

所得区分 限度額（３回目まで） 限度額（４回目以降）

上位所得者 150,000円＋（医療費の総額－500,000円）×1％
※医療費が500,000円を超えた場合 83,400円

一般 80,100円＋（医療費の総額－267,000円）×1％
※医療費が267,000円を超えた場合 44,400円

住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

所得区分 限度額（３回目まで） 限度額（４回目以降）
旧ただし書き所得
901万円超

252,600円＋（医療費の総額－842,000円）×1％
※医療費が842,000円を超えた場合 140,100円

旧ただし書き所得
600万円超901万円以下

167,400円＋（医療費の総額－558,000円）×1％
※医療費が558,000円を超えた場合 93,000円

旧ただし書き所得
210万円超600万円以下

80,100円＋（医療費の総額－267,000円）×1％
※医療費が267,000円を超えた場合 44,400円

旧ただし書き所得
210万円以下 57,600円 44,400円

住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

所得区分 外来の限度額（個人ごと） 外来＋入院（世帯単位）の限度額

現役並み所得者 44,400円
80,100円

80,100円＋（医療費の総額－267,000円）×1％
※医療費が267,000円を超えた場合

一般 12,000円 44,400円
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 8,000円 15,000円

平成27年１月から
70歳未満の方の高額療養費の自己負担限度額が変わります

町民課からのお知らせ
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自己負担限度額は所得区分によって異なります。「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定
証」を医療機関で提示していただくと、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
限度額認定証は事前に国保の窓口で申請し、交付後医療機関に提示してください。

下記の低所得Ⅱ・Ⅰの方は、医療機関で認定証を提示していただくと入院時の食事代を軽減できます。
入院時食事療養費

※1　低所得Ⅱの人とは、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する方です。
※2　低所得Ⅰの人とは、世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除
（公的年金等の控除は80万円）を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人です。

※3　【160円】は、過去１年間の入院日数が90日を超えている場合の負担額です。
入院日数が90日を超えた場合には、医療機関の領収書・請求書などの入院日数が確認できるものを持参
し、申請をしていただく必要があります。
申請には、ご本人確認できるもの（運転免許証等）、印鑑、被保険者証が必要になります。

★　保険税を滞納していると、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付が受けられ
ない場合があります。

●国民健康保険の切り替えの手続きはお済みですか？

国民健康保険に加入する場合に必要なもの
・資格喪失連絡票（証明書）等（勤務先の会社で発行されるもの）
・印鑑
・ご本人確認できるもの（運転免許証等）
・年金証書（60歳以上65歳未満で年金を受給されている方）

次に該当する方は退職者医療制度に加入していただきます。
（厚生年金・共済年金等の年金受給権があり、厚生年金・共済年金の加入期間が20年以上または40歳以降の加入期間が10年以上）

※国民健康保険の加入が遅れた場合、前の健康保険の資格が喪失した時までさかのぼり国民健康保険税をお支
払いいただきます。

国民健康保険を脱退する場合に必要なもの
・勤務先の保険証（加入された方全員分）
・国民健康保険の被保険者証（脱退する方全員分）
・印鑑
・ご本人確認できるもの（運転免許証等）
※勤務先の健康保険に加入された場合に手続きをしないままでいると、勤務先の保険料と国保の保険税と二重
に負担することになりますので、手続きを忘れずに行ってください。
※勤務先の健康保険に加入された後、国保の被保険者証を使って医療機関に受診されると、国保が負担した医
療費を返していただく場合もあります。

国保の加入・脱退、転入、転出、被保険者証（氏名・世帯主・住所）の内容が変更になった場合は14日以内
に役場１階　町民課　国民健康保険係または各出張所に届出をしてください。

□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）

区　　分 70歳未満の方 70歳以上75歳未満の方
一般（下記以外の人） 260円 260円
住民税非課税世帯
低所得Ⅱ※1 210円

【160円】※3

210円
【160円】※3

住民税非課税世帯
低所得Ⅰ※2 100円

医療機関へ受診される方 手続き 病院・薬局など
・70歳未満の方
・70歳以上75歳未満で非課税世帯の方 役場又は各出張所で申請してください 認定証を窓口で提示してください

・70歳以上75歳未満で課税世帯の方 申請の必要はありません 高齢受給者証を提示してください
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潮南地区夏祭り（14日）→①
子どもたちから大人気♪

関市合併10周年記念イベント（27、28日）→②、③
八百津町のブースでやおっちグッズを販売！
他のキャラクターとも交流したよ！
あの人気キャラクターたちとのコラボ写真もGET！！

ご当地キャラ博in彦根（18日）→④、⑤
土日２日間で200体以上ものキャラクターが大集合！
やおっちもたくさんのお友だちができました♪

つるが観光物産フェア（26日）
八百津町の特産品を持って行ってきました。
みなさん、ジャンボせんべいの迫力にびっくり！

南知多産業まつり（２日）→⑥
八百津町の特産品の販売と、ジャンボせんべいの

実演を行いました。八百津のおいしい特産品は、南
知多でも大人気♪

八百津町産業文化祭（８、９日）→⑦、⑧
今年は八百津の産業文化祭に近隣の市町村から

キャラクターたちが大集合！！会場を盛り上げてく
れました！

８月

９月

10月

11月

【今後の活動予定】
・１月11日　八百津町成人式

・２月22日　八百津町駅伝大会

♥やおっちの活動レポート ８月～11月

②

①

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧
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図 書 室 だ よ り

あなたと本が出会う場所 ～みんな図書室へ行こう～

八百津町ファミリーセンター２階　☎43-0390

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 12月27日（土）～1月5日（月）

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

きょうの料理 NHK出版 月刊 ALBA（アルバ） プレジデント社 月2回
すてきにハンドメイド NHK出版 月刊 SUMAI no SEKKEI（住まいの設計） 扶桑社 月刊

AERA 朝日新聞出版 週刊 Tarzan（ターザン） マガジンハウス 月2回

Get Navi（ゲットナビ） 学研マーケティング 月刊 Tokai Walker（東海ウォーカー） KADOKAWA 月刊

BE-PAL（ビーパル） 小学館 月刊 おとなの週末 講談社 月刊

CAR GRAPHIC（カーグラフィック）カーグラフィック 月刊 オレンジページ オレンジページ 月2回

KELLY（ケリー） ゲイン 月刊 きょうの健康 ＮＨＫ出版 月刊

LEE（リー） 集英社 月刊 暮しの手帖 暮しの手帖社 隔月刊

MEN'S CLUB（メンズクラブ） ハースト婦人画報社 月刊 サライ 小学館 月刊

MOE（モエ） 白泉社 月刊 ダヴィンチ メディアファクトリー 月刊

MORE（モア） 集英社 月刊 天然生活 地球丸 月刊

rightning(ライトニング） 枻出版社 月刊 日経WOMAN（ウーマン） 日経BP出版センター 月刊

NHK趣味の園芸　やさいのじかん NHK出版 月刊 日経トレンディ（TRENDY) 日経BP出版センター 月刊
nina's（ニナーズ） 祥伝社 隔月刊 婦人画報 ハースト婦人画報社 月刊

ファミリーセンター１階ロビーにて、以上28冊の雑誌を自由にご覧いただけます。ロビーでは飲食もできますので、
仲間との歓談・休憩など、町民のみなさんの憩いの場として、ぜひご利用ください。また、雑誌のバックナンバーは、
中央図書室にて貸出も行っていますので、ぜひお気軽にご利用ください。

１月の読み聞かせはお休みです☆次回は…

楽しい催しを
計画していますので
お楽しみに !!

2月7日（土） 14：00～14：30
3月7日（土） 14：00～14：30
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潮南環境改善センターで「第19回潮南ヘボ祭り（潮南地区
ふるさとづくり実行委員会主催）」が行われました。
祭りでは、愛好者が育てたヘボの巣コンテストや、ヘボの

巣オークション、ヘボ飯の配布などが行われ、コンテストに
は23人、32巣が集まり、巣だけの重量を量り競いました。
結果、4.36kgの巣を育て上げた、柘植賢一（潮見）さんが１位に輝きま

した。また、オークションでは、１kgあたり１万円前後で取り引きされ、
高いものでは３万５千円で落札される巣もありました。

11月１日～３日、長崎県で開催された「長崎がんばらんば
大会2014第14回全国障害者スポーツ大会」のサッカー競技
に岐阜県代表の一員として出場した、潮見在住の柘植　勝さ

んが役場を訪れ、赤塚町長に３位入賞の喜びを報告しました。
長崎県島原市の平成町多目的広場で行われた大会の初戦で岐阜県チーム
は、地元長崎県に５対０と快勝しましたが、準決勝では惜しくも札幌市に
０対３で敗れてしまいました。しかし、３位決定戦では柘植さんの活躍も
あり島根県に３対１で勝利し、３位入賞を果たしました。

12月14日、埼玉県のさいたまスーパーアリーナで開かれ
る「第42回マーチングバンド全国大会」および12月13日、
千葉県の幕張メッセで開かれる「第42回バトントワーリング

全国大会」に、東海地区の代表として出場する美濃加茂高等学校のマーチ
ングバンド部の市岡祐希さん、金子文香さん、山田結子さん、岩井葵さん、
市岡祐亮さん、リバーモア海さんとバトントワーリング部の貝川響子さん
が役場を訪れ、大会を前に赤塚町長に健闘を誓いました。
マーチングバンドチーム“Brilliant Max”およびバトントワーリング部
は、10月に愛知県の日本ガイシホールで開かれた東海大会の各部で金賞を
受賞し、全国大会出場の切符を手にしました。

町防災センター２階で昭和９年４月１日以降に生まれ、
残歯が20本以上あると歯科医師が認めた町民の方を対象に
8020賞の授賞式を行いました。
受賞者は以下のとおりです。（敬称略）

藤本　厚　柘植照雄　佐藤イセ子　山田冬子　松浦直三　岩井亮三
大脇なを　椙山利美　古田朝代　永田葉子　藤本　武　奥田智里
丸山米子　佐藤好海　黒田信夫　日比野末子　白木良子　伊藤　威
後藤英雄　石原ふさ　千賀治世　柘植正巳　長谷川孝夫　佐藤勝郎
三宅昭雄　長谷川サヨコ

当町の調査員 有賀太刀夫さんは、永年にわたり各種の統計調査にご尽力いただいた功績が認
められ、平成26年度岐阜県統計功労者表彰式において、「岐阜県知事感謝状」が授与されました。

コンテストで 1位に輝いた柘植賢一
さんの育てられたヘボの巣

3位入賞を報告した柘植勝さん（右）

東海大会での金賞受賞報告と全国大会
での健闘を誓った選手のみなさん

8020賞授賞式に参加されたみなさん

第19回　潮南ヘボ祭り開催
11/2

第14回全国障害者スポーツ大会で
3位入賞おめでとうございます

第42回マーチングバンド全国大会、
第42回バトントワーリング全国大会出場の活躍誓う

8020賞受賞おめでとうございます

平成26年度岐阜県統計功労者表彰受賞おめでとうございます

11/10

11/10

11/13

受賞された有賀太刀夫さん
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世界の新しい年の迎えかた

みなさんこんにちは。もうすぐ2014年が終わ
りますが、みなさんはどんな気分でこの一年を
終え、新しい年を迎えますか？
あっという間に過ぎ去ったこの一年間に一生
の思い出になる楽しいことも、ちょっと辛いこ
とも、いろいろあったでしょうね。この時期に
なるとどうしても振り返ってみたり、反省した
りする方が多いと思います。そして新たな目標
や希望を抱えて、新しい年を迎えますね。
年が変わる時期に、今までのこと、これから
のことを考えさせられるいろんな面白い風習が
世界中にもあります。

例えば、日本の場合は忘年会です。名前から
見ると「一年を忘れよう会」ということになる
ので、外国人にとっては面白い風習です。もち
ろん、本当の意味はもっと深いもので、新しい
年に向けての目標をたてる機会ですね。
他の国や文化では、どんな風に新年を迎える
のかなと調べてみました。

南米のエクアドルでは、嫌われている政治家
やその他の有名な公人の人形を紙や木で作って
パレードします。パレードが終わった後に、人
形に火を点けて、一年が終わったことを表しま
す。

アフリカのザンジバルでは、男性同士がバナ
ナの木の棒で儀式的に戦います。溜まったスト

レスを発散すれば新年が紛争のない平和な年に
なるという信仰です。オシャレした女性が戦っ
ている男性のために歌を歌い、戦いが終わった
らみんなでごちそうを食べます。

メキシコでは、お正月は新年のいろんなこと
が決まる時と信じているので、新年への希望が
叶うように、愛を見つけたい人は赤い服を着て、
お金が欲しい人は黄色、旅に出たい人はスーツ
ケースを家の外に置くなどの習慣があります。

ユダヤ人は新しい年を迎えると去年の苦しみ
や罪を洗い流すように川や海、噴水など、水の
ある場所でお祈りしながら洋服の端を振ったり、
ポケットをひっくり返したりして、汚れを流し
ます。（日本のある風習に似ているでしょう）
こうして国や文化によって新年を迎える習慣

がさまざまですが、みんな同じ人間として願う
ことは同じです。愛、健康、平和。お金もあっ
て悪くないでしょう（＾ｖ＾）
では、みなさんにとって2015年が素敵な年に

なりますように！
来年また元気にお会いしましょう。

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

バナナの木で戦うザンジバル人

パレードに参加する人形。エクアドル
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入園前のお子さんとパパ・ママ、祖父母のみなさまの子育てを応援します！

子育て支援センター
☎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

「仕事をやって帰ってくる父の役割はサッカーで
言ったら、フォワードなんだよ。
点を入れるか入れないかは重大な責任で、そこで評

価は決まるけど、注目は常にされてて、点を入れたら
誰かに褒められて、それまでのがんばりはそこで昇華
する。でも子育てをしてるママの役割は、ディフェン
ダーに似てると思う。
ゴール前を守って、点を取られないようにプレーす

る。けど、点を取られなかったからといって、国民か
らの賞賛は得づらい。
子育ては24時間子供の命を守る重大な役割を果た

してるのに、誰からも褒められない、がんばりは昇華
されない、孤独な仕事だと思う。」

オリエンタルラジオ（中田敦彦さんのブログより）

子育てあれこれ！

★学級生募集
乳幼児学級では、年間を通して学級生を募集し
ています。お子さんの月齢６ヶ月から参加するこ
とができます。読み聞かせや、電車遠足、いもほり
などの活動を通して、子育てについて学んだり、仲
間作りをしませんか？

★託児ボランティアさんを募集しています
乳幼児学級開催時に、託児をお手伝いしていた
だける方を募集しています。（第1・3水曜日の午前
中に開催予定ですが、変更することもあります。）
教育委員会（☎43-0390）まで、お気軽にお問
い合わせください。

行 事 名 と　き 対　象 と　こ　ろ 内　容

リズム＆絵本 14日（水）・22日（木）・27日（火）
10：30～11：00 未就園児 子育て支援センター リズム体操

絵本の読み聞かせ

乳幼児相談 20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 29日（木）10：30～11：00 未就園児 子育て支援センター 職員人形劇

子育て支援学級
ムーミン 19日（月）10：00～11：00 未就園児 和知保育園 冬の遊びを楽しもう

（室内遊び）

園庭開放
5日（月）・19日（月）・26日（月）

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
（3日以外） 未就園児 錦津保育園 運動場で遊ぼう

乳幼児学級

7日（水）10：00～11：30 和知地区
学級生

 ファミリーセンター
2階和室

食育
・栄養士さんのお話
・簡単おやつの試食

16日（金）10：00～11：30 東部地区
学級生

久田見センター
1階和室

23日（金）10：00～11：30 八百津・錦津
学級生

ファミリーセンター
2階和室

11月27日（木） 

◀11月生まれのお友達
14名をお祝いしました。
みんな、にっこにこ。
おおきくなったね！

おたんじょ
うび

おめでとう
！
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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 8日（木） H25年5月～6月生 13：00～13：05
保健センター

3歳児健診 8日（木） H23年12月～H24年1月生 12：50～13：00

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…対象の方には通知してあります。
予約が必要となりますので、接種希望の方は保健セン
ターへご連絡ください。

※２…ワクチンの取り寄せが必要です。
１週間前までにお電話でご予約ください。

四種混合単独
または

四種混合と他のワクチン
の同時接種

Hib・肺炎球菌単独
または
同時接種

MRⅠ期

水痘※1

（接種は13：30～）
番号札：黄色

MRⅡ期

BCG

日本脳炎
水痘（経過措置）※１

単独接種

　　三種混合　　※2
不活化ポリオ　

（接種は14：00～）
番号札：水色

ベビークッキング＆
アフタービクス 21日（水） ※9日（金）までに電話予約してください。

（定員20名） 13：00～13：05 福祉センター 1階

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

成
人 健康相談 毎週水曜日 町民の方 10：00～11：00 保健センター

１月の行事予定

受付時間を過ぎると
接種できません。

受付時間
13：30～13：50

受付時間
13：00～13：20

八百津町保健センター（ファミリーセンター内）　☎ 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

乳幼児健診の
問診票、予防接
種の予診票は出
生後にお渡しし
たバッグに入っ
ています。
転入の方はご

連絡ください。

BCG・水痘・
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。

美濃加茂市・加茂郡内の指定医療機関において、特定健診が受けられます。
期間：平成27年1月5日（月）～2月20日（金）
指定医療機関： 保健センター（ファミリーセンター内）または役場 1階　町民課　国民健康保険

係（☎43-2111（内線 2114））へお問い合わせください。
健診は、完全予約制となります。

特定健診の施設健診についてのお知らせ

｝

多様な社会情勢の中で様々なトラブルに巻き込まれることにより、人はこころの健康に支障をきたし「うつ病」や「自
殺」等に追い込まれることがあります。
たとえば…生活苦、解雇、借金、連帯保証人、多重債務、家族関係、犯罪被害、病苦、いじめなど
弁護士や臨床心理士に相談することで、負担を軽くすることができるかもしれません。お気軽にご利用ください。
開催日時：2月4日（水） 13：00～16：00　　会場：可茂総合庁舎　1階

★予約制ですので、お申し込みの際に時間をお知らせします。　相談は無料・秘密厳守です。
申込み先：岐阜県中濃保健所　健康増進課　保健予防係　☎25-3111（内線 364）

■弁護士と臨床心理士による相談会を実施します■
主催：岐阜県
　　　中濃保健所

ひとりで悩んで
いませんか？
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１月・２月
■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）

●ごみ収集日●

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） 2月26日（木）

Ｂ地区
（不燃ごみ集積所） 2月27日（金）

※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。
※使用済小型家電は、役場本庁・役場各出張所の
小型家電回収ボックスへ出してください。

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） １月29日（木）

Ｂ地区
（不燃ごみ集積所） １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。
※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。

がれき類

久田見処分場
※１月４日は閉場

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

1月11日（日）

1月25日（日）

2月 8日（日）

2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。

資源ゴミの持ち去り禁止
○町の委託を受けていない者が、ごみ集積所のごみを許可なく持ち去る行為が多発しています。
持ち去ったごみで不用なものは不法投棄するなど、迷惑な違法行為に連動しています。

○持ち去りを見かけたら、日時、場所、使用車両の特徴等を水道環境課までお知らせ
ください。なお、持ち去り者とのトラブルは絶対に避けてください。

◆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）
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シルバー人材センター
（10月分実績）

件　　数 91 件
就労人員 820（実 82人）
就労時間 4,389.25 時間
受託金額 5,422,258 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

人 人 人 世帯

人 人 人 世帯

人 人 人 世帯

八百津町の人口
平成 26年 12月１日現在

人　口 男　性 女　性 世　帯
総人口 11,836 5,724 6,112 4,357
（日本人） 11,758 5,693 6,065 4,329
（外国人） 78 31 47 28
※混合世帯は日本人世帯に含まれます。

「こんにちは」赤ちゃん　（11月受付分　敬称略）

Ｓｍｉｌｅ通信

ふるさと応援寄付金 貴重なご寄付をありがとうございました。
平成26年10・11月に「ふるさと応援寄付金」をお寄せいただいた方を紹介させていただきます。

石川雅一 様 安藤枝里子 様 高橋英二 様 高橋美和 様 八尾 巍 様 阿部謙太郎 様 梅野晋吾 様 

藪内育子 様 中島正秀 様 奥村匡二 様 山本直行 様 新田 誠 様 小崎良典 様 伊藤 健 様 

高橋八大 様 長谷川聡 様 川野朋生 様 濱田義人 様 金田 修 様 古林正雄 様 田中 尚 様 

根岸康美 様 市村正太 様 春田一典 様 木村 達 様 石橋抄織 様 藤谷周三郎 様 佐々木綾子 様 

鈴木靖子 様 佐々木梨沙 様 久保田佳城 様 関谷慶介 様 越後茂之 様 松本正弘 様 佐藤健一 様 

濱野和夫 様 長谷川学 様 佐々木幸二 様 山田祐司 様 鈴木紳正 様 真木修一 様 来田 誠 様 

関 祐三 様 吉村秀也 様 小林淳郎 様 林 孝光 様 谷口慶太 様 藤
（東京都）
原康生 様 永

（東京都）
島功一 様 

奥
（愛知県）
薗羽築 様 谷

（岐阜県）
口孝彦 様 飯

（茨城県）
島重樹 様 小

（青森県）
友勇人 様 長

（東京都）
久保樹一郎 様 吉

（東京都）
田憲司 様 五

（北海道）
十嵐弘昌 様 

照
（大阪府）
屋廣子 様 細

（神奈川県）
岡英俊 様 金

（東京都）
室貴久 様 渡

（栃木県）
辺健志 様 亀

（富山県）
井康二 様 笠

（岡山県）
谷哲郎 様 〆

（和歌山県）
崎充生 様 

篠
（東京都）
崎資志 様 正

（埼玉県）
野 孝 様 伊

（愛知県）
藤恵美 様 湯

（東京都）
沢勝信 様 久

（東京都）
保田豊 様 山

（兵庫県）
本直哉 様 青

（栃木県）
木政幸 様 

服
（愛知県）
部 綾 様 松

（兵庫県）
本弥生 様 佐

（神奈川県）
藤 深 様 新

（北海道）
井弘之 様 綿

（東京都）
貫敦文 様 北

（高知県）
川 素 様 西

（東京都）
村博之 様 

柴
（兵庫県）
田 潤 様 箕

（愛知県）
浦俊生 様 坂

（東京都）
井貴彦 様 宮

（三重県）
崎 景 様

 ※氏名の掲載に承諾していただいた方のみ掲載しております。

平成26年11月は736件、9,130,000円の寄付をお寄せいただきました。
今年度の累計は、総数1,028件、総額12,821,000円です。

大沼　果
か

歩
ほ

10 月７日
午後 2時 42分生まれ
保護者　優斗（嵩）
「果歩は 2人の宝物です。
大好きだよ。」

赤塚　栄
えい

介
すけ

10 月 30日
午前 0時 50分生まれ
保護者　諭（伊・中組）
「えいすけ　うまれてきて
くれてありがとう。」

近藤　龍
りゅうき

樹
11 月 16日
午後 9時 45分生まれ
保護者　啓矢・萌（丸根）
「生まれてきてくれてあり
がとう元気に育ってね。」

山岡　壱
いっ

颯
さ

11 月 20日
午後 10時 50分生まれ
保護者　巧（旭町）
「生まれてきてくれてありがと
う。元気に大きく育ってね。」

井川　梨
り

那
な

10 月 17日
午後 6時 50分生まれ
保護者　竜彦（本町）
「元気いっぱいスクスクと
大きくなってね♡」
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☎

消防署・交番だより

★★★電気器具の安全な取扱い★★★
電気器具による火災は毎年多く発生し、在宅、不在宅にかかわ
らず発生するため、特に注意が必要です。

コンセントのほこりに要注意！

火災原因の一つに、コンセントやテーブルタップから出火する
「トラッキング現象」があります。

※トラッキング現象とは※
コンセントやテーブルタップに徐々にほこりが溜まり、湿気によって電気が流れて
発熱し、ついには発火します。これを「トラッキング現象」と言います。

掃除をする際にはコンセントやテーブルタップの周囲も一緒にお願いします。
また、長期間の外出時はコンセントを抜く習慣をつけて頂きたいと思います。

いけません！たこあし配線！

テーブルタップのコンセント口に、さらに三角タップを付けている
場合やテーブルタップを２つ連結している場合もたこ足配線です。
これはたいへん危険です！容量を超えて、最悪の場合コンセントや
テーブルタップから出火します。
あなたの家のコンセントは大丈夫ですか？
今一度、点検をお願いします。

地域ぐるみで守ろう お年寄りと子ども

無事故で年末・笑顔で年始!!

・ほんの１杯だから大丈夫…！
・ちょっとそこまで…！
・このくらいなら…！

年末年始といえば？
忘年会・新年会などなど…。とみんなで楽しくお酒を飲む機会が増えてきます。
理性の源（大脳皮質）はわずかな飲酒でも簡単にマヒしてしまいます。

そうなると家族はもちろんのこと、友人や職場の同僚などに大変な迷惑をかけることになります。
お酒を飲むなら

「飲酒運転は絶対しない !」という強い意志が必要です。
お酒を飲んだら、タクシー、代行運転、お酒を飲んでいない方に迎えを頼むなど、 飲酒運転は絶対しない
ようにしましょう。

アルコールには

麻酔作用が
あるんです !!

このような気持ちで
ハンドルを握ってし
まうのは理性喪失の
証です !!

取り返しのつかないことになる可能性が
お酒を飲まないで運転するときの30倍以上

運転をしてしまうと
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「名月の後十三夜 171 年ぶりの出現」
佐藤　和人（本町）

「ダム湖の紅葉」
 後藤　勇（後口）

平成 26年 11 月 12 日より、携帯電話・スマートフォンなどで、多

くの人に利用されているアプリ「LINE」にて、八百津町公式 LINE＠ア

カウントの運用を開始しました。

ブログ「やおツーリスト」の更新状況はもちろん、町内のイベント情

報や生活情報、やおっちの出演情報などさまざまな情報を発信していき

ます！

みなさんぜひ登録してくださいね！

八百津町のイメージキャラクター「やおっち」をモチーフにした

LINEスタンプも作成する予定です。楽しみにお待ちください。

八百津町公式 LINEアカウント
の運用を始めました !!

愛称募集
平成 27年２月１日に【錦津コミュニティ
センター】がオープンします。
そこで、地域のみなさんに親しんでいただ
けるような“愛称”を次のとおり募集します。

❶応募資格：八百津町にお住いの方
❷応募点数：１人１点まで
❸応募締切：平成 27年１月 16日（金）必着
❹応募方法：所定の応募用紙にて、右記まで直接または郵送

で応募ください。
（応募用紙は、八百津町教育委員会および錦津公
民館ならびに八百津町ホームページにあります。）

❺提　出　先：八百津町教育委員会　（八百津 3903-2）
または錦津公民館（伊岐津志 1802-1）

❻表　　彰：最優秀賞１点　優秀賞２点
（厳正な審査の上決定し、オープン式典
時に表彰します。）

※お問い合わせ：錦津公民館　☎ 43-2234

「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
再生紙を使用しています平成26年12月20日発行
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