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第12回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第12回第12回八百津町中学生海外派遣事業第12回
吉田　茂　国際交流基金

中学生海外派遣研修を終えて　～笑顔と絆～

八百津町教育委員会　学校給食共同調理場　場長　山　田　一　夫

１．はじめに
今年度で12回目を迎える中学生海外派遣事業、実は私の子どもは第１回目に参加しており、その子どもも
今年で26歳、はじめてのホームステイでホームシックからだったのか泣いて電話が掛かってきたのを思い出
していました。
今回の派遣には、昨年の海外派遣参加生徒による研修報告会が行われた事もあり、説明会には42名の方が
参加、海外派遣に対し多くの方が関心を示してくださるなか、最終的には29名の申し込みがありました。
研修参加者を決定するため、選考委員会では英語の論文以外に面接を２日間に亘り実施、生徒一人一人の
研修への参加意欲等について選考が行われ、八百津中学校17名・八百津東部中学校３名（男子５名・女子15
名）の海外派遣生徒が決定されました。
より良い研修とするため行われた事前研修。全員研修参加への意識が高く、派遣先で披露する合唱曲、盆
踊りの練習、英会話実践研修、アメリカの文化や生活に関する研修等、４日間を通し積極的に参加する生徒
の姿勢を見ることが出来ました。
そんな生徒達の８月13日～22日までの10日
間の活動を振り返りながら、研修の報告をした
いと思います。

２．出発の朝～アメリカ到着　８月13日（水）
朝から快晴、集合時間の８時45分に引率者４
名、生徒20名全員が元気にファミリーセンター
に集合、多くの方の見送りのなか出発式が行わ
れました。
町長、教育長より激励の言葉、生徒達の顔か
らはこれから始まる海外研修への期待と不安の
入り交じった緊張感が伝わってきました。研修
の準備には万全を期してはいるものの、何と言っても海外、団長として常に生徒達の安全を最優先に考え、
この研修を無事に終え、全員が元気に帰国出来ることを唯々願わずにはいられませんでした。
多くの方に見送られ、中部国際空港へ向けてバスは出発。添乗員の泉さんは、八百津町の中学生海外派遣
の添乗が今回で５回目となり、昨年度の引率者からの「安心して任せられますよ。」との言葉どおり、的確な
説明と手際の良い指示を聞きながらバスは進みました。説明が一通り終わった頃、泉添乗員さんから、「今年
の生徒さん達はしっかり私の話を聞いてくれますね。」と、うれしい言葉を頂き、少し誇らしく感じながら、
11時00分中部国際空港に到着、出国手続きを済ませ、13時25分定刻どおりアメリカに向けてのフライトが
始まりました。
13時間にも及ぶフライト、私は緊張感からか眠ることが出来ず、座席に設置されている個別のモニターで
３本もの映画を見て過ごす結果となりました。
飛行機は12時25分（ここからはアメリカ時間）乗り継ぎの空港であるデトロイト空港に到着、すぐ入国審
査へ。そんな中、生徒１名が長いフライト時間の影響か体調を崩してしまい、心配しながらも全員無事に入
国手続を完了することができました。
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そして、デトロイト空港を出発、16時50分ワシントンＤＣ空港へ到着しました。空港では、ホストファミ
リーの代表であるシンプソンさん、シャラさんの出迎えを受け、簡単な挨拶を交わしバスへ乗車。18時00分
既にホテル駐車場にはそれぞれ生徒の名前を書いた手作りのボードを掲げて、にこやかに迎えてくれるホス
トファミリーの姿にアメリカらしさを感じていると、何の前振りも無く団長挨拶と言われ、荷物もそこそこ
に慌ててメモを見ながら英語での挨拶、はたして
上手く伝わったのかと心配する暇もなく、慌ただ
しく生徒一人一人とホストファミリーとの対面へ。
にこやかにハグ（さすがアメリカ）で迎えてくれ
るホストに、生徒達も緊張の面持ちからどんどん
にこやかになっていきました。これから始まる６
日間、アメリカの生活を肌でしっかり感じながら
楽しいホームステイを過ごしてくれることを願い
ながら、それぞれの家庭に帰って行く生徒達を
「頑張れ!!」の気持ちで見送りました。

３．アメリカを知る　８月14日（木）
今日はワシントンＤＣでの研修です。昨晩、ホストファミリ
ー宅で過ごした生徒達がホストと共に元気よく集まってきまし
た。昨日体調不良であった生徒も今朝は元気な姿を見せてくれ、
ほっと一安心。この研修には全員ではありませんがホストファ
ミリーも参加、交流も目的にアメリカ建国の施設を見学、ワシ
ントンモニュメント、ホワイトハウス、リンカーン記念館、連
邦議会堂、そしてスミソニアン国立航空宇宙博物館、ワシント
ン大聖堂の見学を行いました。
ワシントンモニュメントは高さ169.3ｍ、展望台に上がると、
東側には連邦議会堂、西側にはリンカーン記念館、南側にはジ
ェファーソン記念館、北側にはホワイトハウスと何も遮る物が
無く、首都ワシントンＤＣの町並みを一望することが出来まし
た。
スミソニアン国立航空宇宙博物館では、人類が初めて月面に
降り立ったアポロ11号や、月の石の展示物を見学。ワシントン

大聖堂では教会の
ステンドグラスの
美しさに目を奪われ、その一つに月の石が埋め込まれていると
の説明がありました。そして映画スターウォーズに出てくるダ
ース・ベイダーの像が設置されているとのこと、ガーゴイルと
いう排水口の像としてあるそうで、外を見上げて探して見まし
たが、残念ながら確認することはできませんでした。
アメリカの政治、建国の歴史、文化の中枢拠点等の見学、広

大な敷地の中に立つ石造で大きく重厚な建物、そして目が釘付
けになるような展示物を目の当たりにすることができました。
生徒達はどのように感じ、その心にどのように映ったのかはわ
かりませんが、アメリカの雄大さを誰もが実感し、アメリカを
強く感じることができたのではないかと思っています。

４．日米文化の交流　８月15日（金）
今日は、Chinn　Libraryでのサマースクールの生徒との交流

会。最初は、緊張気味であまり会話も進みませんでしたが、生
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徒も次第に打ち解け、会話が弾み、至る所で笑顔
が見られるようになりました。場所を変えて施設
内へ移動、そこにはサマースクールに通う他の生
徒達がエアロビダンス？の真っ最中。そんな中に
我が八百津の生徒も仲間入り。みんな満面の笑顔、
本当に楽しそうに踊っている姿に自分自身も楽し
く感じていると、次は八百津町の生徒による盆踊
りの披露。最初は小さな輪であったものがサマー
スクールの生徒がどんどん参加し、最後には踊り
と笑顔の大きな輪が出来ていました。本当に楽し
んでいるのを実感、満足出来る交流会であったと
思います。楽しい時間は早いものでお別れの時と
なり、生徒全員にサマースクールからＴシャツのプレゼントがあり、お返しにと持参した「やおっち」のシ
ールと「うちわ」を生徒の代表が「八百津町のマスコットキャラです。」と英語で説明し交流会は終了しまし
た。
その後、ポットマックミルズという大きなショッピングモールでの昼食と買い物となり、生徒達は思い思
いに家や友達への土産を買っていました。
15時30分　今回の大切な活動、JAPAN　NIGHYT　PARTYの会場となる教会へ移動、お世話になってい

るホストファミリーを招待してのPARTYです。「笑顔と絆（楽しく語り合おう）」のテーマは、生徒全員が
笑顔で参加し、楽しく語り合う中でお互いの絆を深めようと言う思いが込められています。
シンプソンさんとシャラさんの指示を受け会場の設
営から出し物の打合せと、限られた時間の中で生徒全
員が力を合わせて準備を完了。ホストファミリーが集
まりだし、デリバリーのピザやサラダ、ホストファミ
リー手作りの料理でのパーティに、神様へのお祈りに
始まり、各テーブルでの和やかな食事会、しばらくた
ったところで上野君と清水君の司会で生徒達による出
し物へと。「習字、紙相撲、双六のそれぞれのブース
を設けていますので好きなブースへ行って楽しんでく
ださい。」と説明し（もちろん英語）、それぞれのブー
スでは生徒が英語と身振り手振りで頑張っている姿に
感動しました。
PARTYも終わりに近づき、次は練習を重ねてきた
合唱の披露、すばらしい合唱にホストファミリーから
の大きな拍手。そして最後は盆踊り。ホストファミリ
ーも加わって大きな笑顔の輪が広がりみんなが楽しそ
うな姿に、テーマであった「笑顔と絆」は充分達成で
き、素晴らしいJAPAN　NIGHT　PARTYになったの
ではないかと、疲れの中にも満足感を感じながらの後
片付けとなりました。
ホストの方々も手伝ってくださり早々に終了。生徒
達はホストファミリーと家路に、その車中では、
「PATRY楽しかったね。」との会話が弾んでいるこ
とを期待しながら引率者４名もホテルへと帰りました。

５．ホストファミリーと共に　８月16日（土）・17日（日）
この２日間生徒達は、丸１日をホストファミリーと一緒に過ごす生活、アメリカの生活を学ぶいい機会。
ホストファミリーとの楽しい時間を過ごし、たくさんの思い出を作ってくれることを願うばかりです。
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我々引率者も１日目は生徒達の事を心配しながらもこの機会を利用し、市内の見学と買い物など有意義な
時間を過ごしました。２日目には一軒のホストファミリーからバーベキューのお誘いを受け参加することに。
何とそこには他のホストファミリー５軒が参加しており、鹿の肉をいただくなど楽しい時間を過ごすことが
出来ました。

６．ホロコースト記念博物館にて　８月18日（月）
２日間ホストファミリーとの生活をどのように過ごしたのか生徒達の顔を見るまでは心配でしたが、どの
生徒も笑顔でそれぞれが過ごした様子を楽しそうに友達と話す姿に安堵しました。
この日もホストファミリーと一緒に午前中はジェファーソン記念館とアメリカ歴史博物館の見学、ホスト
ファミリーの参加が多く、バスの中もほぼ満席、生徒達も２日ぶりに会う友達との賑やかな会話が車内の中
で弾んでいました。
この日の午後は今回の研修の大きな目的の一つであるホロコースト記念博物館での研修、厳重なセキュリ
ティチェックを受け中へ。最初は当時15歳でナチスドイツの迫害を受け、強制労働をさせられながらも幸い
にも生き延びることができたマリー氏（87才・男性）の経験談、当時のユダヤ人に対するナチスドイツから
受けた悲惨な迫害の様子を聞くことが出来ました。そして生徒からの質問、「イスラエルでの紛争をどう思い
ますか。」との質問に、氏からは、「戦争は良くないことである。」と言われたものの明確な答えを聞くことは
出来ませんでした。その後、施設内の見学、当時の悲惨な様子を写した写真等の展示物やフィルム映像は衝
撃的なもので、直視出来ないような映像が多々あり、同じ人間同士がここまで出来るのかと、恐ろしさを感
じながら次に進むと、無数の靴が敷き詰められた部屋。何を意味するのかは英語力の無い私には理解できま
せんでしたが、虐殺される前に脱がされた靴であるなら、なぜ靴までと、一層残虐さを感じたのは私だけだ
ったのでしょうか。そしてさらに進むと、杉原千畝氏の写真と名前のプレートを発見。多くのユダヤ人を救
った人々としてそこに載る杉原千畝氏、迫害が国の方針として行われていた時代に非難することは勇気がい
ることです。そんな時代に杉原千畝氏の成し遂げた勇気ある行動は、悲惨な展示物を見た後では、なおさら
如何に偉大であったかを多くの生徒が改めて認識し誇りに思えた事ではないだろうかと思いました。

７．ホームステイの終わり、そしてニューヨーク　８月19日（火）
今日の朝でホストファミリーとはお別れ、生徒達の表情はホームステイが無事に終わったという安堵感と
ホストファミリーとの別れの淋しさが交錯し戸惑いの表情、それぞれの別れを惜しむ光景を見ながら、生徒
を一人の家族として受け入れお世話してくださったホストファミリーの方々に感謝、感謝です。
８時00分　ホストファミリーに見送られ列車で次の訪問先ニューヨークへ。車窓にはニューヨークのビル

群が現れ始め、ついに憧れのニューヨークに
13時40分到着。すぐさま専用バスに乗車、ニ
ューヨーク２日間の滞在中は市内専門のガイ
ドとして中澤さんによるユーモアをまじえた
解りやすい説明を聞きながら、メトロポリタ
ン美術館、そしてエンパイヤーステートビル
の見学と、ここでもセキュリティチェック
（この研修で何回ズボンのベルトを外したの
かなぁ～と思いながら）を受ける。エンパイ
ヤーステートビルの屋上からため息の出るほ
どのニューヨークの摩天楼を眺め、18時00分
宿泊先となるホテルに到着しました。

８．ニューヨーク２日目　８月20日（水）
ニューヨーク２日目、今日はアメリカのシンボル、自由の女神像の見学。その後、車窓からの見学予定で
あったグラウンド・ゼロを、時間に少し余裕ができたことからバスから降りて見学出来ることとなりました。
再開発が進み、すべてが完成すると、記念碑と博物館、そしてそれを囲むようにタワーが立ち並ぶそうです。
建設現場の西側には一般に公開されている記念広場があり、崩壊したツインタワーの位置に２つのプールが
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ありました。水が滝のように流れ周囲には犠牲者
の名前が刻み込まれていました。そしてサイバー
ツリーと呼ばれる唯一生き残ったとされる木も見
学、13年前にてテレビ報道でしか見ることの出来
なかった惨劇の場所に立ち、犠牲となった多くの
方への鎮魂の祈りを生徒とともに捧げることがで
きました。
そして、ニューヨークの中華街での昼食。その
後は国連本部の見学、本部に勤める日本人と韓国
人２人の女性からの的を得た説明、お二人の優し
く、それでいて凛然と説明をされる姿に国連で働
いてみたいと思う生徒がいたのではないかと思え
るほど素敵な女性でした。見学後は一旦ホテルで
休憩。夕食はエビ料理で有名なBUBBA　GUMP
（映画：フォレスト・ガンプをテーマにした店）
でエビ料理を堪能。そしてアメリカ最後の夜は、
ミュージカルの本場ブロードウェイで「アラジ
ン」を鑑賞。多く観客が笑う中、シーンとしてい
る生徒席、みんな楽しめているのかと心配になり
ましたが、見終わった後の感想を聞いてみると、
「言葉は解らなかったけど、物語の内容は知って
いたし、豪華な会場の雰囲気そして演出の素晴ら
しさに感動しました。」との感想に、貴重な経験をすることができたのだと思いました。
多くの人で賑わうタイムズスクエアーを通るホテルまでの帰り道、生徒達はビル壁面の巨大スクリーンに
映し出される映像や路上パフォーマンスに目を奪われながらも、人、車、ビル、にぎやかな夜のニューヨー
クを堪能しているようでした。引率者はどうだったかと言えば、人混みのなか生徒が迷子にならないように
と周囲に気を配るのに必死、その甲斐あってか全員無事にホテルへ到着することができました。これで今回
の海外派遣研修の活動はすべて終了となり、明日はいよいよ帰国となります。

９．帰国の日　８月21日（木）
９日間滞在したアメリカともいよいよお別れ、みんなそれぞれの思い出を胸にラガーディア空港へ。出国
手続きを済ませ飛行機を乗り継ぎ、15時30分デトロイト空港から12時間のフライトを経て、17時25分（日
本時間）中部国際空港へ到着。大変お世話になった泉添乗員さんに感謝とお別れのあいさつをし、バスにて
八百津へ。20時00分ファミリーセンター到着。保護者の方を始め多くの方の出迎えのなか解散式。式典では、
団長として全員無事に帰国することが出来ましたとの報告をすることができ、共に引率してくださった先生
方、そして生徒達に感謝です。
今回の研修を通じて生徒達が得たものは、一生の宝になるものと思います。
今すぐ研修の成果を求めることはできませんが、参加した生徒全員の将来の夢や希望の糧に必ずなるもの
であると確信しています。
そして、ホロコースト記念博物館での経験、杉原千畝氏の勇気ある行動、人の命の尊さはしっかりと生徒
達の心に刻まれ、戦争の無い平和の尊さを正しく理解できたのではないかと思っております。
最後にこのような研修の機会を与えてくださった吉田茂様を始め、関係者のみなさまに深く感謝申し上げ
るとともに、この事業が今後も継続して実施されることを願い、私の研修報告とします。
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この研修では、ホームステイとい
う貴重な体験ができました。より長
い時間、英語に触れることができ、
英語の力が付いたと思います。国連
本部などの、貴重な見学だけでなく、
休日も1日ホストファミリーと過ご
せて、とても楽しく、いい経験にな
りました。

東部中
伊藤　新記

私は、アメリカへ行って、アメリ
カと日本との文化の違いなど、たく
さんの事を学ぶことができました。
また、積極的に話しかけることによ
って、コミュニケーションもたくさ
んできるようになりました。この研
修はとても価値のあるものになりま
した。

東部中
河方　　優

私が研修で一番心に残ったのは、
国連の韓国人のガイドさんです。そ
の方はとても流ちょうな日本語で案
内をしてくださいました。とても驚
きましたが、同時にかっこいい、私
もあんな風に誇りを持って働きたい
と憧れを持ちました。東部中

木村　早希

今回、15歳という歳で海外にホ
ームステイをしたことで僕は大きな
衝撃を受けました。目的であった外
国の文化を学んでくることができま
した。この研修でのことが将来に活
かせると良いと思います。

八百津中
上野　佑剛

私はアメリカの生活を体験して、
日本との文化の違いを感じ、より外
国に興味を持ちました。また、英語
が話せなくても、自分から会話しよ
うとすることが大切だと思いました。
この研修をきっかけに英語学習にも
っと力を入れたいです。八百津中

岩井　千紗

言語も文化も違うホストファミリ
ーと過ごして、お互いの事を知ろう
とコミュニケーションを積極的にと
る事ができました。また、英語への
関心も高まりました。研修で学んだ
事や感じた事を、これからの生活に
生かしていきたいです。八百津中

岩井　美羽

僕は、この研修に参加してとても
たくさんのことを学ぶことができま
した。そして、ホストファミリーと
過ごしたことは一生の思い出です！
すべて英語で、戸惑うこともありま
したが、とても良い経験になりまし
た。八百津中

岩井　律樹

今回のアメリカ研修では日本とは
まったく違う食文化や生活文化を学
ぶことができました。ホストファミ
リーと一緒に過ごした６日間では、
今までした事が無いような経験ばか
りでとても充実していました。とて
も勉強になる10日間でした。八百津中

林　　大雅

私は今回のアメリカ研修で、アメ
リカの文化を学び、本場の英語を聞
いて会話をし、たくさんの素敵な出
会いをしました。どれも本当に貴重
な経験で、忘れることのできない宝
物になりました。この研修で学んだ
ことを生かして、さらに成長してい
きたいです。

八百津中
河村友梨香

今回のアメリカ研修で、とても良
い経験ができました。アメリカの文
化にふれることで、日本とアメリカ、
それぞれの文化の良さに気づくこと
ができました。これから、この研修
で経験したこと、学んだことを活か
していきたいと思います。八百津中

日比野由奈

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）

広報やおつ No.534 7



私は、研修に行って、コミュニケ
ーションを学びました。アメリカで
は、日本語が通じません。でも聞き
たい事はたくさんあります。そこで、
勇気を出して聞いてみると、通じて
英語が話せたという嬉しさが出てき
て、英語を話すのも、研修も楽しく
なり、よかったです。

八百津中
平井　ゆず

私はこの研修でコミュニケーショ
ンの大切さを学ぶことができました。
また、アメリカの文化に実際に触れ、
日本との違いも知ることができたと
思います。吉田茂さんをはじめ、こ
の研修に関わられた方々、本当にあ
りがとうございました。八百津中

吉田　萌乃

僕は今回の海外研修の10日間が
とても短く感じました。それは、ホ
ームステイ先の人はとても親切で優
しくて、見学先も興味深いものばか
りだったからです。本当にあっとい
う間に過ぎていった10日間はとて
も楽しかったです。八百津中

清水　龍真

はじめての海外で不安もあったけ
れど、ホストファミリーはとても優
しかったし、会話をしたり出掛けた
りして楽しかったです。また、ワシ
ントンＤ.Ｃやニューヨークでの観
光は、たくさんの所に行けてとても
いい経験になりました。八百津中

有賀　涼羽

私はアメリカ研修に行けて良かっ
たです。ホストファミリーはとても
優しくしてくれて楽しく過ごすこと
ができました。また、ワシントンや
ニューヨークの観光も、たくさんの
事をできたし、びっくりすることも
ありました。アメリカで多くのこと
を学ぶことができました。

八百津中
井上　颯希

　今回の研修で、英語や文化をたくさ
ん学べました。人と人とのつながりを
強く感じた10日間でした。今回の研修
に関わったすべての人に感謝し、学ん
だことを今後の生活に活かしたいです。
英語がもっと話せるよう、たくさん勉
強しようと思います。今回の体験は最
高の思い出になりました。

八百津中
岡田　涼菜

私はアメリカの文化と食事に興味
があったので、この研修に参加しま
した。実際に、アメリカで、日本で
は経験できないさまざまなことを経
験できました。今の２年生も、この
研修に参加して、アメリカの文化に
触れてほしいです。八百津中

白木　未来

私はこの研修で日本と米国はまっ
たく文化が異なるんだと改めて思い
ました。しかし、米国の方々はとて
も優しく、街中で一緒に写真に入っ
てくれたり、一生懸命言葉を理解し
ようとしてくれたりしました。誰に
でもフレンドリーな国、本当に素敵
な文化や心があふれていました。

八百津中
高橋　真優

私はアメリカ研修を通してコミュ
ニケーション力がつきました。ホー
ムステイをして自分が伝えたいこと
を英語で伝えることができました。
また、改めて日本の良さに気づくこ
とができました。関係するみなさん、
ありがとうございました。八百津中

林　　優奈

私たちは、吉田茂さんのおかげで
とても貴重な体験をさせていただき
ました。ホストファミリーと過ごし
たワシントンＤ.Ｃや最大の都市ニ
ューヨークなど、とてもたくさん学
んだり、楽しんだりすることができ
ました。吉田茂さんをはじめとする
みなさんに感謝でいっぱいです。

八百津中
前田　彩乃

今回の貴重な経験を生かし、今後みなさまがご活躍されることを願っています。
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す。講話を通して改めて生徒たちは、千畝氏の行
動の偉大さと、生き方にあこがれを持ち、命を大
切にすることや、他人の痛みがわかる人になって
いくことを決意します。

２　地域に関わり、「ふるさと」のために、活動す
る喜びを学ぶ。
生徒たちは、「地域」と関わる活動を積極的にし
ています。
①地域行事におけるボランティア活動
・毎年 6 月に実施さ
れる八百津坂等の花
壇整備作業で、地域
の方といっしょに汗
を流します。
・保育園の夏祭りや地
区の夏祭りにスタッ
フとして参加し、行事を盛り上げます。
・久田見地区、潮南地区の運動会では、選手兼スタッ
フとして参加し、会の運営を助けると共に、地域
の方々と交流を深め、一日を過ごします。
②地域のお年寄りの方々との交流
東部三地区のお年寄りの方々との交流を積極的に
進めています。手紙や葉書による交流のほか、体育
祭・合唱祭などの学校行事の際は、招待状を送った
りしています。また、ご自宅訪問も実施しています。
東部デイサービスセンターや、地域にある特別
養護老人ホームへの訪問活動にも力を入れています。
その際には本校の誇りである「合唱」を披露してい
ます。たいへん感動していただけるので、生徒にとっ
ても励みになっています。

こうした活動に参加することで、生徒たちは、
八百津町そして東部地区を愛し、ふるさとに誇りを
持ちます。今後も地域のために行動できる生徒の育
成に一層力を入れていきます。

本校では、学校の教育目標を達成するため、「夢」
と「志」をもって生きていこうとする生徒の育成に
努めています。そのための重要な手立てとして、地
域との関わりを大切にした「ふるさと教育」に力を
入れています。
１　杉原千畝氏の生き方からその素晴らしさを学ぶ。
各学年が実施する５
月の宿泊研修の中で、
施設を訪問し、講師の
先生方とのふれあいの
中で、次のように杉原
千畝氏の生き方を学ん
でいます。

　　　　杉原千畝記念館を訪問して（八百津研修）

○人道の精神から、人種や民族を問わず、自らを犠
牲にしても、多くの人々の命を救った杉原千畝氏
の思いと決断にふれ、人権尊重の意識を高めてい
ます。

　　　　敦賀ムゼウムを訪問して（若狭研修）

○敦賀市には、杉原千畝氏の決断により、ビザを手
にしてナチスから逃れてきた人々が滞在していま
した。当時の敦賀市の人々は、温かい心でその
方々を受け入れ、思いやりの心を持ってその滞在

を手助けしました。
千畝氏と同じ思い
で行動した敦賀の
人々の姿にふれ、
杉原氏の功績が全
国に広がっている
ことを実感しまし
た。

　　　　杉原美智氏の講話から（東京研修）

○杉原美智氏は、杉
原千畝氏のご長男
の配偶者です。千
畝氏の功績を語り
継ぐ活動を精力的
に行ってみえま

１年生

２年生

３年生

シリーズ
教育

No.40
10月

八百津東部中学校

「夢」と「志」をもつ生徒の育成のため、「夢」と「志」をもつ生徒の育成のため、
「ふるさと教育」を大切にしています。「ふるさと教育」を大切にしています。
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今回のシリーズ防災は、乳幼児や妊産婦の方に向けた日頃の備え、非常時の必需品と心の準備についてお話
しをしたいと思います。
非常用備蓄品について
地震などで、電気・ガス・水道などのライフラインが断たれたあとに自宅で生活する場合や、避難所へ行っ

てからの生活を支えるために、最低３日分、できれば１週間分の生活用品の備蓄が必要です。
また、台風などで交通網が遮断され、食品などの物流が滞る事もありますし、新型インフルエンザなどの流

行では、一週間以上外出ができなくなる状況も想定されます。そこで、食料品、トイレットペーパーなどの消
耗品、離乳食やおやつなどの子ども用品は、日頃から多めに買い置きするようにしましょう。

１．災害用食品は普段の生活の延長で考える（停電時、冷蔵品、冷凍品は保存できなくなります）
　・常温で長持ちし、家族が食べ慣れた食品を多めに買い置きする。
　・食品は使ったら買い足し、賞味期限が来る前に入れ替える。

２．煮炊きがある程度できる場合とできない場合を想定する
　・簡単に調理できる物と、調理せずに食べられるものを両方用意する。

３．定期的にチェックする
　・食品の賞味期限を確かめたり、電池、薬の消費期限にも注意する。
　・季節や子どもの成長に合わせ、着替えやおむつのサイズをチェックする。

４．保管場所
　・リスク回避のため、備蓄品は家の中でも２階や、車の中など分散させて保管する。
次回はもう少し具体的にどんな物を備蓄すればいいのかをお話ししたいと思います。

シリーズ
防災安全

No.44
乳幼児と保護者、妊産婦の日頃の備え乳幼児と保護者、妊産婦の日頃の備え

2013年の日本人の平均寿命は男性80.21歳、女性86.61歳となり、長生きが
できる時代になりました。いつまでも自分らしく生活していくために健康で介護
を受けず日常生活を送れる期間である「健康寿命」を伸ばすことが大切です。現
在の生活習慣が未来の体を作るのです。
八百津町地域包括支援センターでは65歳以上の介護保険を受けていない方を

対象にお元気サロン八百津を開催しています。今年９月からは潮南地区で体力脳
力向上教室を開始し、将来介護が必要にならないために、体力と脳力の向上を目
指しています。興味のある方は八百津町地域包括支援センターに連絡ください。

～　災害時　その判断が　分かれ道　～～　災害時　その判断が　分かれ道　～

シリーズ
包括支援

No.44 ～健康で長生きするために～～健康で長生きするために～
こんにちは 八百津町地域包括支援センターです

＜11月　お元気サロンの予定＞
・13日、27日（木）お元気サロン八百津　午前9時30分から11時30分まで　ところ：福祉センター
＜11月　こころの相談の予定＞
・11日（火） 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。
＜11月　オレンジサークルの予定＞
・12日（水）午後1時30分から　ところ:福祉センター（事前に予約が必要です）
　テーマ「認知症サポーターになろう」
＜11月　介護巡回相談会の予定＞
・5日（水）午後1時30分～4時（受付　午後3時30分まで）　ところ：潮南出張所
　☆認知症サポーター養成講座申し込み随時受付中

□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）

ら

ライフラインが寸断されても一週間程度生活できる準備を！備蓄のポイント

潮南地区
体力脳力向上教室の様子
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納期のお知らせ

役 場 か ら の お 知 ら せ

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。
八百津町明るい選挙推進協議会・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129点の応募があり、9月17日に町ポスター

審査会を行った結果、入選 20点（小中学校ともに 10点ずつ）・佳作作品
30点（小中学校ともに 15点ずつ）を選出しました。

八百津小学校 ６年生　安藤　俊祐さん・岩井　悠真さん・大霜　海斗さん
 　　　　金子　知加さん・佐藤　玲心さん・畑中　喜斗さん
和知小学校 ６年生　佐藤　せなさん・佐藤　雅姫さん・渡邉　愛理さん
錦津小学校 ６年生　酒井　むいさん

八百津中学校 ２年生　アクタシ柊我さん・永田　将真さん・粟野　瞳花さん・尾田　美優さん
 　　　　各務　華央さん・金子　由羽さん・川合　杏実さん・纐纈　果蓮さん
 　　　　白木　梨瑚さん
八百津東部中学校 ３年生　木村　早希さん

八百津小学校 ６年生　伊藤　友華さん・岡田　椋哉さん・纐纈　充史さん・纐纈　涼也さん
 　　　　佐藤　滉太さん・丹羽　海竣さん・日髙　悠斗さん
和知小学校 ６年生　大𦚰　夕茉さん・各務　友翔さん・丹羽　光琉さん・橋本　健斗さん
 　　　　林　那美佳さん・山岡　愛実さん
錦津小学校 ６年生　長瀬　遥平さん
久田見小学校 ６年生　有加　美桜さん

八百津中学校 ２年生　佐藤　健真さん・浜渕　修一さん・纐纈珠里亜さん・佐藤　礼奈さん
 　　　　日置　陽大さん・佐藤　彩乃さん・長谷川万琴さん・荒井　一樹さん
 　　　　貝川　知弥さん・伊藤　星空さん・岩井萌々子さん・岩井　柚都さん
 　　　　大脇　美樹さん・多田　夕紗さん
八百津東部中学校 ３年生　柘植　莉那さん

小学校入選者

中学校入選者

小学校佳作者

中学校佳作者

※口座振替をご利用の方は､ 残高確認をお願いします。

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
保育料 10月分 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

固定資産税 3期分 12月 1日
国民健康保険税 7期分 12月 1日
介護保険料 7期分 12月 1日
後期高齢者医療保険料 5期分 12月 1日
保育料 11月分  12月 1日
水道料 11月分 12月 1日
町営住宅使用料 11月分 12月 1日
※11月末が休日のため12月1日までが納期限となります。

納期限納期限
● 10月に納めるもの● ● 11月に納めるもの●
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役 場 か ら の お 知 ら せ

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25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

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 －
（△9.27）

－
（△27.45） 10.1 3.6

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。

□資金不足比率

特別会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準
水 道 事 業 会 計 － （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。

【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）

（単位：％）

（単位：％）
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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
下水道にゴミを流さないでください

最近、下水を汲み上げているポンプに異物が詰まって停止する事故が多く発生しています。
ポンプが停止すると流入する汚水を汲み上げなくなるため、マンホールから汚水があふれてしまいます。
また、ポンプの修理にも多額の費用が掛かります。

下水道にはゴミ、油、ティッシュペーパー、生理用品等は流さないでください。
お風呂、洗面、台所などの目皿を外して使用しないでください。
下水道はみんなの施設です。ルールを守ってご利用ください。

現在、八百津町の公共下水道整備区域の下水道接続率は約80%、農業集落排水区域では約70%となっ
ています。下水道は、水道・電気・ガスなどと同様、私たちの生活に欠かすことのできない重要なライ
フラインの一つです。汚水の排除・トイレの水洗化といった生活環境の改善のみならず、川や海の水質
をきれいに保つことで自然環境を守っています。その効果を十分発揮するためにも、下水道が整備され
た区域でまだ接続されていない世帯は、早期の接続をお願いします。

下水道への接続はもうお済みですか？

台所、トイレ、お風呂をリフォームしてみようかしら？
そう思われたら下水道に接続してはいかかですか？

１．※町指定の下水道工事業者から、接続費用の見積をしてください。
２．費用等を検討された後、工事施工をご依頼ください。
３．下水道接続に関する役場への届出は、町指定の下水道工事業者が代行します。
４．接続工事完了後、町から接続の完了検査にお伺いします。
５．下水道使用料は検査が完了後、接続工事完了時の水道メーター指針を基に賦課します。
※指定業者が分からない場合は役場水道環境課までお尋ねください。
□お問い合わせ　役場１階　水道環境課　下水道係　☎ 43-2111（内線2126）

○ポンプ故障発生　原因：異物（タオル）の詰まり 原因：異物（布きれ）の詰まり

下水道への接続の依頼方法
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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！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

行 事 名 と　き 対　象 と　こ　ろ 内　容

子育てサロン 7日（金）　10：00～11：00 どなたでも
要予約 子育て支援センター リース作り

～木の実を飾ろう～

乳幼児相談 18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

誕生会 27日（木）　10：30～11：00 未就園児 子育て支援センター バルーンで遊ぼう
子育て支援学級
ぴよぴよ 12日（水）　10：00～11：00 （未就園児）

0歳1歳 八百津保育園 一緒に遊ぼう

子育て支援学級
すくすく 13日（木）　10：00～11：00 （未就園児）

2歳児 八百津保育園 一緒に遊ぼう

子育て支援学級
わいわい 28日（金）　10：00～11：00 未就園児 錦 津保育園 一緒に遊ぼう

子育て支援学級
あおむし 28日（金）　10：00～11：00 未就園児 久田見保育園 散歩に行こう

子育て支援学級
ムーミン 4日（火）　 9：30～13：00 未就園児 和 知保育園 遠足

園庭開放
10日（月）・17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 未就園児 錦 津 保育園 運動場で遊ぼう

乳幼児学級 11月上旬 学級生 野上の畑 いもほり

心を抱きしめる心を抱きしめる
抱きしめる、という会話抱きしめる、という会話
子どもの頃に抱きしめられた記憶は、ひとのここ

ろの、奥のほうの、大切な場所にずっと残っていく。
そうして、その記憶は優しさや思いやりの大切さ

を教えてくれたり、ひとりぼっちじゃないんだって
思わせてくれたり、そこから先は行っちゃいけない
よって止めてくれたり、死んじゃいたいくらい切な
いときに支えてくれたりする。
子どもをもっと抱きしめてあげてください。ちっ

ちゃなこころは、いつも手をのばしています。
（出典：社団法人公共広告機構）

～みんなでささえる子育て～
子育て支援センターは、保育園に入る前の小さな
お子さんと保護者の方が安心して遊べる場所です。

みなさんのお越しを、お待ちしています。

子育てあれこれ！子育てあれこれ！ ♥子育て相談
子育て中はたくさんの喜びや感動がある一方
で、不安や迷いを感じ悩むこがあります。気軽に
相談ください。

♥一時預かり
病気やけが、冠婚葬祭など、保護者の事情やや
むを得ず家庭での保育が困難になった場合、保育
園では一時預かりを行っています。
育児による疲労・ストレスなどを感じた場合も
ご相談ください。

♥子育て支援学級の開催
未就園児と保護者を対象に、月１回程度保育園
で開催しています。保育士が担当します。今月の
参加お待ちしています。

※詳しくは、各施設にお問い合わせください。
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行事 とき 対象 受付時間 ところ

母
子

1歳6ヵ月児健診 ６日（木） H25年3月～4月生まれ 13：00～13：05 保健センター
3歳児健診 ６日（木） H23年10月～11月生まれ 12：50～13：00

乳幼児予防接種 毎週火曜日

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います。
　　　予約が必要となります。
※２…予約が必要です。

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

ヒブ・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
不活化ポリオ  

※２

（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 19日（水） ◎10月30日（木）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

マタニティスクールⅠ 14日（金） ◎7日（金）までに電話予約してください。 9：30～9：40 保健センター
乳幼児相談 18日（火） 全ての乳幼児 9：30～11：30 夢広場ゆうゆう
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 5日、19日（水）八百津町にお住まいの方 10：00～11：00 保健センター

健診結果説明

7日（金）10日（月）
11日（火）12日（水）

八百津町にお住まいの方
◎引換用紙をご持参ください。

9：00～16：00
11日のみ12：00まで 和知出張所

20日（木）21日（金）26日（水）
28日（金）29日（土）

10：00～16：00
29日のみ11：00まで 保健センター

11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・ＭＲ・
水痘ワクチンの
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。

｝

☆子宮がん・乳がん施設検診についてのお知らせ☆
子宮がん・乳がん施設検診の受診期間は12月26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、12月26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。

いつ取り組むの?　今でしょ!!いつ取り組むの?　今でしょ!!

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！初めての方大歓迎です。
●日にち：12月5日（金）　午前10時～　毎週金曜14回コース 
●会　場：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）
※11月28日（金）までにお申し込みください。

参加者には初回と最終回に血液検査を無料で実施！

コレステロールや
糖尿病などの検査
ができます

対象者：64才以下の方
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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：ファミリーセンター2階　☎43：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

みんな図書室へ行こう！！みんな図書室へ行こう！！

今 月のおすすめの本月のおすすめの本

石崎なおこ作・絵／教育画劇
このエレベーター、どの

階で降りても、とっても楽
しそう。
あなたはどこで降りてみ

たいですか？生クリームの
海で泳いでみるのもいいか
も ･･･ ♪全部行ってみたい
エレベーターですね！

有川浩／幻冬舎
児童養護施設が舞台の小

説です。テーマは重いです
が、登場人物たちが魅力的
で、さくっと読めます。
勉強で疲れている学生さ

ん、仕事に疲れている社会
人にこそ読んで欲しい本で
す。自分の立ち位置が分か
り、前に踏み出す力が出ま
すよ。

長井三郎／新泉社
「晴耕雨読」まさにその
通りの気ままなエッセイ集。
でも、読後は心がほっこり。
屋久島の世界遺産だけじゃ
ない、日常生活に息づいて
いる自然の大切さに気づけ
る本。ゆるやかに流れる時
の中、笑いあり、共感あり、
感嘆のありのひととき。

大上岡トメ、タカコ・ナカ
ムラ／主婦の友社

“キッパリ !“の作者がい
かに老後を生きるかと、軽
いタッチの対談形式の文章
で、読みやすくまとめまし
た。50歳以上の方も、これ
から 50歳を迎える方にも、
ぜひ読んでみてほしい 1冊
です。

「いちごパフェエレベーター」「いちごパフェエレベーター」

「明日の子供たち」 「明日の子供たち」 

「屋久島発、晴耕雨読」「屋久島発、晴耕雨読」

「50歳になると、35歳に見える人と「50歳になると、35歳に見える人と
65歳に見える人がいるらしい!?」65歳に見える人がいるらしい!?」

http://www.town.yaotsu.lg.jp　★新着図書情報

おはなし
ランド

おはなし
ランド11月はお休みです。次回は…

12月6日（土）　午後2時～2時30分
ファミリーセンター 2階　図書室
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行ってきました行ってきました

みなさん、こんにちは。
先月の25日から今月の2日まで八百津町の海
外研修に参加しました。一週間の間にポーラン
ド、リトアニアとドイツを訪問しました。私は
この3ヶ国を初めて訪れるのでとてもドキドキし
ていました。初めてだから楽しみということよ
りも、ホロコーストの歴史があって、どんな気
持ちになるかが心配でした。
みなさんはホロコーストというとナチスドイ
ツとまず思うと思いますが、実はポーランドと
リトアニアの国民も加害者でした。ナチスと手
を組んでやった人もいたけれど、自ら進んでユ
ダヤ人を喜んで殺したポーランド人やリトアニ
ア人がたくさんいました。そうではないと殺さ
れたユダヤ人の人数が600万人までのぼらない
でしょう。イスラエル人としてこれらの3ヶ国に
対しての気持ちが複雑で対面が不安でした。

はじめに行ったのはポーランドです。
ポーランドにはもっとも大きくて恐ろしい収
容所「アウシュヴィッツ」があります。アウシュ
ヴィッツではほぼ6年間の間に110万のユダヤ人
が殺されて（ほとんどの人はガスで）います。今
は世界遺産となって、世界中から訪れる人数は
年々増えて、2013年には143万人を記録しまし
た。
この場所が収容所に選ばれた理由の一つは鉄
道があったからです。戦争中の厳しい生活から
救ってあげるとナチスがユダヤ人に希望を持た
せて、引っ越しの準備をさせて、貨物列車に乗
せました。アウシュヴィッツに着いたら門の上
にドイツ語で「働けば自由になる」と書いてあ
りました。ホームで荷物を預けた後すぐに選別
されました。働ける男女の約20%だけ残されて、
後のお年寄りや子どもは体をキレイにすると言
われ、シャワー室へ入れられました。「脱いだ服
の場所を覚えてね。」と言いながら、石鹸とタオ

ルを渡して…。蛇口から出たのはお湯ではなく、
毒ガスでした。20分以内に何百人かが一度に殺
されました。こうしてナチスがユダヤ人を反発
させずに最後の最後まで騙しました。
私はこの事実をもちろん知っていましたが、

殺された人のメガネ、靴、鞄や髪の毛の山を目
の当たりにした時にやっぱりショックでした。
幼い子どもの写真を見た時も涙が出て止まらな
かったです。何の罪のない人たちがどんなにひ
どいことをされたか。もし今もホロコーストの
時代だったら、私の最愛の5人の子どもと主人、
そして私も、同じように理由にならない理由で
殺されると思うだけでその恐怖を感じます。
心が重いですが、アウシュヴィッツへ行って

良かったです。人種に関係なく人間であれば行
くべき所です。私がそこにいた時にいろんな言
語が私の耳に入ってきたことが唯一嬉しかった
ことです。
来月、続きのリトアニア訪問について書きま

すので、待っていてくださいね。

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

アウシュヴィッツで撮った写真。
右手のホームで選別された後、ガス室へ（今木が立っ
ているところ）
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浄水水質検査結果 平成26年9月10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 ℃ － 32 32 27 27 27 毎日水 温 ℃ － 24.0 24.5 21.8 27.0 21.5
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未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
六価クロム化合物 ㎎/L 0.05以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満
シアン化物イオン及び塩化シアン ㎎/L 0.01以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 年4回亜 硝 酸 態 窒 素 ㎎/L 0.04以下 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満 0.004未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ㎎/L 10以下 0.27 0.53 0.29 0.31 0.03

年1回

フッ素及びその化合物 ㎎/L 0.8以下 0.05未満 0.07 0.05未満 0.05未満 0.05未満
ホウ素及びその化合物 ㎎/L 1.0以下 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満 0.05未満
四 塩 化 炭 素 ㎎/L 0.002以下 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満
1 , 4 - ジオキサン ㎎/L 0.05以下 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満 0.005未満
シス－1,2－ジクロロエチレン及び
トランス－1,2－ジクロロエチレン ㎎/L 0.04以下 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ジ ク ロ ロ メ タ ン ㎎/L 0.02以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
テトラクロロエチレン ㎎/L 0.01以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
トリクロロエチレン ㎎/L 0.01以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
ベ ン ゼ ン ㎎/L 0.01以下 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.001未満
塩 素 酸 ㎎/L 0.6以下 0.11 0.16 0.12 0.15 0.09 

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 0.008 0.004 0.026 0.027
ジ ク ロ ロ 酢 酸 ㎎/L 0.04以下 0.004 0.003 0.002未満 0.007 0.019
ジブロモクロロメタン ㎎/L 0.1以下 0.001未満 0.001 0.001未満 0.001未満 0.001
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 0.012 0.011 0.005 0.028 0.032
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 ㎎/L 0.2以下 0.006 0.002 0.002未満 0.019 0.039
ブロモジクロロメタン ㎎/L 0.03以下 0.002 0.002 0.001 0.002 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
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 0.007 0.071 0.005未満 0.005未満 年1回（アル

ミニウム及
びその化合
物　久田見
年4回）

アルミニウム及びその化合物 ㎎/L 0.2以下 0.01未満 0.01未満 0.01 0.01未満 0.01
鉄及びその化合物 ㎎/L 0.3以下 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満 0.02未満
銅及びその化合物 ㎎/L 1.0以下 0.005未満 0.017 0.005未満 0.019 0.005
ナトリウム及びその化合物 ㎎/L 200以下 2.4 5.9 2.3 2.4 2.3 
マンガン及びその化合物 ㎎/L 0.05以下 0.001未満 0.001 0.001 0.001未満 0.001未満
塩 化 物 イ オ ン ㎎/L 200以下 2.2 5.8 3.1 2.3 1.8 月1回
カルシウム、マグネシウム等(硬度) CaCO3㎎/L 300以下 9.8 16 8 7.2 2.3

年1回
蒸 発 残 留 物 ㎎/L 500以下 32 47 29 27 22
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 0.000002 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満
2-メチルイソボルネオール ㎎/L 0.00001以下 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満
非イオン界面活性剤 ㎎/L 0.02以下 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 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 0.5 0.4 0.3未満 0.5 0.8 

月1回

Ｐ Ｈ 値 5.8以上8.6以下 7.1 6.9 6.8 6.8 6.9 
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 0.6
濁 度 度 2以下 0.1未満 0.1未満 0.1 0.1未満 0.1未満
残留塩素（参考） ㎎/L － 0.3 0.3 0.3 0.2 0.5 毎日

水道水の水質検査結果
平成26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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シルバー人材センター
（８月分実績）

件　　数 83件
就労人員 840（実 88人）
就労時間 4,305 時間
受託金額 4,520,744 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

八百津町の人口
平成 26年 10月１日現在

人口 男性 女性 世帯
総人口 11,875人 5,746人 6,129人 4,362人
（日本人）11,797人 5,716人 6,081人 4,334人
（外国人） 78人 30人 48人 28人
※混合世帯は日本人世帯に含まれます。

「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）

Ｓｍｉｌｅ通信Ｓｍｉｌｅ通信

 貴重なご寄付をありがとうございました。
平成26年７・８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。

土
（天野孝介様）
松 八郎　様　　伊

（神奈川県）
藤 靖　様　　加藤 修　様　　近藤 千華　様　　山本 直行　様　　森

（埼玉県）
田 政男　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年度上半期（4月から９月）は総数141件、総額2,086,000円の寄付をお寄せいただきました。

ふるさと応援寄付金ふるさと応援寄付金

山田　結
ゆいと

斗 平成 26年 7月 11日　午前 11時 11分生まれ　保護者　丈寿（松阪）
 「いつも元気で笑顔のやさしい男の子になってね。」（パパママより）

安藤　怜
れいら

良 平成 26年 9月 8日　午前 2時 37分生まれ　保護者　正紀（旭町）
 「パパとママのもとに元気に生まれてきてくれてありがとう！」（パパママより）

㈱日の丸製菓（稲垣伸作社長）から町老人クラブ連合会（滝上和
美会長）へ敬老の集いにと1,000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。
 せんべいを手渡す稲垣社長（左）と受け取る滝上会長▶

９月７日、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47名と、その家族や関係者ら合計約130名が出席されました。
祝式では、表彰式に続いて、町長、国会議員などからご祝辞をいた

だきました。アトラクションでは、和知保育園の園児20名による竹太
鼓や、可児市阿波おどり研究会若あゆ連のみなさんによる阿波おどり
が披露され、参加されたみなさんは、温かい心づくしの会を存分に楽
しまれました。

９月９日に、平成26年度老人の日記念事業として、今年度100歳を迎
えられる方に対し、内閣総理大臣および赤塚町長から祝い状や記念品が
贈呈されました。当日は、町長、町議会議長、老人クラブ会長等が自宅
や施設を訪問しました。

100歳表彰対象者
奥村千江子様（下石原）　　大鋸はるゑ様（大平）　千賀ゆくゑ様（敬和園）
長谷川のぶ子様（だいち）　蓑輪俊行様（蘇水園）

阿波おどりを楽しむ参加者のみなさん

表彰を受けた奥村千江子さん
（前列左から２番目）

㈱日の丸製菓さんから　　　　　　㈱日の丸製菓さんから　　　　　　
　　　　せんべいをいただきました　　　　せんべいをいただきました

「米寿を祝う会」が開催されました「米寿を祝う会」が開催されました

平成平成2626年度老人の日記念事業を行いました年度老人の日記念事業を行いました
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11月・12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） 12月22日（月）

Ｂ地区
（不燃ごみ集積所） 12月23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24日（月）

Ｂ地区
（不燃ごみ集積所） 11月25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 7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）

※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０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 9日(日)

11月23日(日)

12月14日（日）

12月28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。

適切なごみ出し適切なごみ出しに
ご協力をお願いします！
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 !!
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必ずチェック最低賃金！使用者も労働者も
岐阜労働局では、

「岐阜県最低賃金」を、
本年10月1日から時
間額738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、下記まで。
岐阜労働局労働基準部賃金室 （☎058-245-8104）
関労働基準監督署 （☎0575-22-3407）

informationinformation
お知らせ

※診療時間は、午前9時から午後5時までです。

2日（日） 濃飛ファミリークリニック （☎53-3111）
3日（月祝）  みのかも西クリニック （☎28-5310）
9日（日） 木沢記念病院 （☎25-2181）
16日（日） 太田メディカルクリニック （☎26-2220）
23日（日） 岐阜健康管理センター （☎28-8425）
24日（月祝） 西田蟹院 （☎28-3371）
30日（日） 佐藤クリニック （☎43-1200）

11月の「加茂休日急患診療所」

岐阜県最低賃金の変更について

岐阜労働局労働基準部賃金室　☎ 058-245-8104

公益財団法人・国際青少年研修協会では、4事業
の参加者を募集しています。海外生活を通じて交流
を深め、国際性を養うことを目的に実施します。事
前研修会では仲間づくりから丁寧に指導いたします
ので、ご安心して参加いただけます。
□内　容　ホームステイ・クリスマス体験・英語研

修・文化交流・地域見学・野外活動等
※事業により体験内容をお選びいただけます。

□派遣先　オーストラリア・サイパン・アメリカ・
フィリピン

□日　程　12月25日（木）～1月4日（日）
の内7～10日間 ※事業により異なります。

□対　象　小学校3年生～高校3年生の方まで
※事業により対象学年が異なります。

□定　員　各グループ20名
□参加費　26.8万～41.8万円
□締切り　11月4日（火）※申込み先着順
お問い合わせ・資料請求は、下記まで。
国際青少年研修協会（☎03-6417-9721）
ＦＡＸ　03-6417-9724
ＵＲＬ　http://wwwkskk.or.jp

冬休み海外派遣参加者募集

国際青少年研修協会　☎03-6417-9721

不適正森林開発防止キャンペーン

「女性の人権ホットライン」強化週間

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

□期間　11月1日（土）～30日（日）
□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
シュアル・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
もお気軽にご利用ください。
□とき　11月17日（月）～23日（日）

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、強化週間以外の日でも、平日午前8時30分
から午後5時15分まで相談に応じています。

□電話番号　☎0570-070-810
（女性の人権ホットライン）

岐阜県最低賃金

時間額 円

平成26年10月1日から
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☎

消防署・交番だより消防署・交番だより

火災シーズン到来　注意しましょう!!
11月９日から11月15日まで秋の火災予防運動が実施されます。

何かと火気を使用する機会の多くなるこの季節、また空気も乾燥していることから火災が発生しやすくな
ります。火気を使用するときは、十分注意しましょう。
平成25年に日本全国で発生した火災による死者1616人のうち、1250人の方が建物火災で亡くなってい
ます。
火事により尊い生命や財産を失わないようにみなさんで出来る事から火災予防しましょう。

平成 26年度　全国防火統一標語
もういいかい　火を消すまでは　まあだだよ

お問い合わせ　可茂消防八百津出張所（電話 43-0476）または
住宅用火災警報器相談室（0120-565-911）まで
※受付時間：土日祝を除く月～金までの午前９時～午後５時（正午から午後１時までを除く）

山山に入るときにはご注意を!!ご注意を!!
今年も狩猟シーズンの到来です！

～平成26年11月15日から平成27年３月15日まで～
（イノシシ・ニホンジカのみ平成27年２月16日から３月15日まで）

11月15日から狩猟が解禁となり、狩猟者のみなさんには待望の狩猟
シーズンとなりました。しかし、この期間中には銃器などによる事故が
発生しています。今一度、法令やマナーなど基本を遵守した技術の向上

に努め、猟銃の適切な管理とあわ
せて事故防止に努めましょう。

また、期間中はハンターが山に入って狩猟を行います。万が一の事故
を防ぐため、山菜取りなどで山に入ったり、畑や山の中で作業をすると
きは目立つ服装を心がけましょう。ハンターを見かけたら一声かけて自
分の所在がわかるようにすることも重要です。

ちょっと待て！
獲物の向こうに
人影が！

広報やおつ No.534 23



「新旅足橋」
森滝　肇（宮嶋町）

「八百津発電所」
今井　正明（旭町）

お問い合わせ
役場２階　総務課　情報政策係　☎ 43-2111（内線 2216）
株式会社サイネックス東海支店　☎ 059-361-1144

八百津町八百津町くらしくらしののしおりしおり
を配布します役場での手続き方法などの行政情報や、まちの魅力・観光・

文化などの地域情報を掲載した「八百津町くらしのしおり」が

できました。

10月末頃から 11月中旬に協働発行事業者である株式会社

サイネックスが町内の全世帯へ戸別配布します。11月末になっ

てもお手元に届かない場合

は、役場２階　総務課　情報

政策係または株式会社サイ

ネックス東海支店へ問い合

わせください。

合

報

イ

合

わせください。

「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10月20日発行
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