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シリーズ
防災安全
特別号

No.42

防災訓練を行います防災訓練を行います
八百津町では、８月31日（日）の岐阜県総合防災訓練日にあわせて地域防災訓練を行います。

【訓練の目的】
現在、県内の活断層による地震や南海トラフの
巨大地震の発生が懸念されています。
今回の防災訓練では、自分の命は自分で守る
（自助）、そして、地域や近隣の人々が互いに協
力し合う体制や活動（共助）を自主防災組織が担
うべき活動の中核と考え、町民が自発的な活動で
行う地域の実情に即した訓練を実施し、地域の防
災力の向上を図ることを目的とします。

【実施日時】
８月31日（日）　岐阜県総合防災訓練日

【被害想定および時間】
南海トラフ地震発生　八百津町震度６弱　　午前８時予定
サイレンおよび防災行政無線等で放送しますので、次の行動をとってください。

【地震時の行動】
・慌てて外に飛び出さない。
・防災頭巾やクッションなどで頭を保護する。
・丈夫なテーブル、机の下などに身を隠す。
・物が「落ちてこない・倒れてこない・移動してこない」
空間に身を寄せる。

【地震直後の行動】
・火を使っているときは、揺れがおさまってから、
慌てず火の始末をする。
・屋内で転倒・落下した家具類やガラスの破片等
に注意する。
・瓦、窓ガラスなどが落ちてくるので、外に飛び
出さない。
・避難ができるように出口を確保する。
・家族の安否確認をする。
・家屋の被害状況を点検し、余震で被害拡大の恐れがあれば避難準備をする。
・避難が必要なときは、ブレーカーを切りガスの元栓を閉めて避難する。
（避難するときは、落下物からの衝撃を和らげるためにカバンなどで頭の上を守りましょう。また、頭とカ
バンの間に10㎝程度の隙間を空けましょう）

防災訓練を行います防災訓練を行います
8月3131日（日）（日）88月月3131日日（日）（日）
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訓練内容例

災害は時間を選びません。自宅
から避難所までの参集訓練を行
う事により、途中の道路の通行
可能性や被害状況をイメージす
ることができ、いざというとき
の参集ルートを考えるきっかけ
になります。

消火器や可搬ポンプを使い実際
に放水する一連の操作を体験で
きます。
(詰め替え時期である消火器を
利用できます)

避難所の運営や開設は市町村の
責務ではありますが、災害時に
は多くの人手が必要となり、市
町村ではすべて引き受ける事が
できないので、地域住民により、
避難所開設、運営を行う訓練を
行います。

非常参集訓練 消火訓練 避難所運営訓練
（炊き出しなど）

止血、心肺蘇生法、ＡＥＤ（自
動体外式除細動装置）の操作、
負傷者を搬送する訓練を行いま
す。

訓練をするにあたり公共施設等を使用したい場合

事前に使用申請が必要ですので、役場２階　防災安全室までお
問い合わせください。

消火訓練等で消火栓を使われる防災組織の方

水道使用の申請書と地元消防団への依頼が必要となりますので、
役場２階　防災安全室までお問い合わせください。

応急救護（手当）訓練 【訓練に関する注意事項】

災害は時間を選びません
日頃からの備え（備蓄食料、飲料なども含む）、実際に災害時の様子をイメージして普段から避難所までの

ルートを検討しておく（危険箇所の確認）など、自分の身は自分で守る方法を今回の訓練をきっかけにあら
ためて考えてみましょう。

役場２階　防災安全室　☎43－2111（内線2232）お問い合わせ

広報やおつ No.532 3



６月８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として、チャレンジクラブ８０２のキッズダンスの発表で始まり、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、岡田涼菜さん、高橋真優さん、富松佑菜さん、渡辺涼也さん、
八百津東部中学校から３年生伊藤新記さん、木村早希さん、八百津高等学校からは、１年生の大鋸舞華さん、
２年生の梶田奈央さんが発表しました。
そして「曾祖母に対して」と題し、若い人たちが、お年寄りはもちろん他人に対して思いやりをもち、行
動に移せたら、どんな時代が来ようと、住みよい社会になるはずだと訴えた八百津東部中学校の伊藤新記さ
んが最優秀賞に輝きました。

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～

チャレンジクラブ８０２　チーム・ダイハードです。
このチームは小学校２年生から６年生までのジュニア
チームになります。
４月から新しいメンバーも増え、２ヶ月という短い

期間で完成させました。
体を動かすことが大好
きな25名の子どもた
ち！
難しい動きにも挑戦し、
一生懸命練習してきまし
た♪「みなさん応援よろ
しくお願いします!!」

新入部員37名をむかえ、２年生31名、
３年生16名、総勢84名で活動しています。
校訓の『勤労・責任・進取・創意』のも
と、部訓『仁協和音』を掲げ、互いに思い
やりの心をもって、協力強調しながら目標
を達成しよう
と努力し、地
域に愛される
吹奏楽部を目
指して、日々
練習に励んで
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）
平岡　冨弘（八　百　津）　後藤　　勇（久田見）　林　　博昭（福　地）　岩井　典子（八百津）
加藤　孝昭（伊岐津志）　柘植　信好（潮　見）　古田　　功（八百津）　林　　博身（潮　見）

青少年育成団体
菅原お祭り同好会（八百津）　蕎麦の会（野上）

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26年度　最優秀賞

曾 祖 母 に 対 し て
八百津東部中学校３年　　伊　藤　新　記　さん

少年の主張少年の主張

僕には九十四歳になる曾祖母がいて、ここ数年、
認知症らしき症状が出ています。家では毎日、「ま
だごはんを食べていない。」と言いながら、生の食
品や店の商品を勝手に食べることが癖になっていま
す。また、耳も不自由で「だめだ」と言っても理解
してくれません。そのため何が起こるかわからない
ので家族が常に家にいる必要があります。
注意してもしっかりわかってくれないし、時間が
たつと自分のしたことを忘れてしまって、また食べ
に来ます。だから家族も、普段は優しく接している
つもりですが、つい声を張り上げたり、強く引っ張
ったりします。僕もやや強い態度に出てしまいがち
です。必要だと思うからやっているのですが、正直
なところ、厳しくし過ぎかな…という後味の悪さを
よく感じています。
曾祖母のすることはこれだけではありません。例
えば、本のページを破って散らかしたり、僕の勉強
中に近づいてきて教科書を指さし、「これ食べられ
るかね？」などと聞いてきたりするようなことは何
度かありました。一番驚かされたのは、家をいつの
間にか抜け出して居場所が分からなくなり、みんな
で探し回ったことです。近所の小学校の先生からの
通報で校庭にいることが分かり、駆けつけました。
すると、階段で転んだらしく怪我をしており、顔中
あざだらけという状態です。本人は痛がりながらも、
なぜそんなことになったのか覚えていない様子でし
た。僕は悲しくなると同時に、自分の関わり方も悪
かったのか、何とかしてあげられなかったか…と途
方にくれる思いでした。
そんな中、曾祖母は八百津東部地区にある福祉施
設のデイサービスセンターに行き始めました。する
と、「今日はデイサービスへ行けるかね？」と、毎
日聞いてくるようになりました。地域の方たちと一
緒に活動するのが楽しかったり、職員の方が優しく
接してくださるのが嬉しかったりするのでしょう。
僕は実際にそこで見たわけではありませんが、毎日
職員の方が書いてくださる日記から想像できます。
遊んだり外出したりする中で曾祖母に気を配り、接
し方も工夫してくださっていることが分かりました。
話は耳元ではっきり伝えて下さっています。また、
ささいなことで怒らず、粘り強く接して下さってい

ます。
あるとき、学校の行事で別の福祉施設へ訪問する
機会がありました。そこでは合唱を披露したり、一
緒にお話をしたりして、地域の高齢者の方々とふれ
あいました。その時は僕も耳元ではっきり話しかけ
たり、一緒にゆっくり歌ったりして交流を深めるこ
とが自然にできました。これはなぜなのでしょうか。
みなさん、自分の家族にいつでも「ありがとう」
と素直に言えていますか？僕はなかなかできません。
僕の、曾祖母に対する態度はこれと同じなのです。
あまりに近い存在なため逆に敬意が持ちにくいので
す。家の中で手を握って連れていくだけのことが気
恥ずかしいのです。知っている家なのだからここま
でしなくてもいいやと考えてしまうのです。
曾祖母はかつてとても多才な方で、家業の商売を
切り盛りしつつ、そろばん、書道、狂俳などをたし
なむ、きりっとした人だったそうです。この家を守
ってきてくれた、敬うべき大切な家族なのです。そ
のことを思うと、近い存在だからこそ曾祖母の認知
症についてもっと理解を深め、彼女の立場になって
どうすればいいかを考えるべきなのです。現状に慣
れてしまうのではなく、すぐに実践しなければいけ
ないのです。
今、日本では少子高齢化が進み、僕の住む地域で
もお年寄りの姿が目立ちます。1.3人で一人の高齢
者を支える時代が来るとも聞きました。この状況が
一変することは難しいでしょう。しかも、曾祖母の
ような認知症的症状や身体に不自由を抱える方も増
加するはずです。皆さん、誰に対しても思いやりを
もって行動することがいつでもできますか。家族で
すら、この意識を持ち続けることは難しいのです。
まず、身近なお年寄りとごく自然に明るく、そして
人生の先輩としての敬意を持って接する意識を持っ
て下さい。優しく耳元ではっきり話しかけること。
これを実行することがその第一歩です。
僕と同じ若い人たちが、お年寄りはもちろん、誰
に対しても優しく接することができれば、どんな時
代が来ようと、住みよい社会になるはずです。
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ふるさとの良さを再発見してもらうため、加茂地域（美濃加茂市・坂祝町・富加町・川辺町・七宗町・八
百津町・白川町・東白川村）を巡る地域まるごと博物館事業の第３弾を開催します。専用のビンゴカードに、
各地域の文化財に掲げられている８個のキーワードを集めて応募すると特産品が抽選で当たります。

●と　　き　前期　　７　月　１　日（火）～　９　月28日（日）
　　　　　　後期　10月　４　日（土）～平成27年　２　月　１　日（日）
●参加方法　文化財deビンゴは、専用のビンゴカードとマップを八百津町中央公民館（ファミリー

センター）を含む全11箇所のいずれかで受け取り、カードの枠内に８地域のキーワー
ドを見つけて記入してください。
※マップには、キーワードの設置場所やカードの配布・投函する各施設の紹介が書いてあります。

●応募方法　専用のビンゴカードに８地域のキーワードがすべてそろったら、専用の箱の置いてあ
る施設に投函するか、みのかも文化の森へ郵送してください。郵送の場合は、締め切
り日の当日消印有効です。
※特産品は、応募の中から抽選で前期・後期合わせて合計200人に贈ります。発表は特産品の発送
をもって代えさせていただきます。

●「缶バッチ」のプレゼント　ポストカード設置場所で、カードを窓口に提示すると受け取れます。
●お問い合わせ　八百津町教育委員会　生涯学習係　☎43　－　0390

地域まるごと博物館　文化財deビンゴ　は「みのかも定住自立圏事業」のひとつです。
みのかも定住自立圏構想とは美濃加茂市と坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、
東白川村が協力し、まちづくりを行っていくことをいいます。
詳しくはホームページをご覧ください。http://wikii.jp/kamomaru

文化財文化財　　dede　　ビンゴビンゴ地域まるごと博物館
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教育委員会では文化財保護審議会の答申を受け、
久田見野黒地内の山桜を文化財（天然記念物）に指
定しました。この桜は約 300年前、この地にあっ
た宝蔵寺（庵）に、縁のあったお姫様が出家して尼
僧となり、名を「房姫様」と呼ばれていたことから、
この地にあった山桜も「房姫桜」と呼ばれるように
なったと言い伝えられています。
地元では以前から宝蔵寺の総代の方が中心になっ
て、桜への進入路の整備や、周辺の木々の伐採など
環境整備に努め、開花時期にはライトアップをする
など熱心に保存活動を行ってみえます。
今回の文化財への指定により、地域の歴史を物語
る貴重な名木として、後世へ保存を図っていきたい
と思います。

たくさんの方に親しまれる公民館を目指してファ
ミリーセンター１階ロビーに雑誌コーナーを設けま
した。「東海ウォーカー」「KELLY」「AERA」「おとな
の週末」などの情報誌や「オレンジページ」「きょう
の料理」などの料理本、「婦人画報」「LEE」「MEN’S 
CLUB」などのファッション誌、さらには車情報誌、
アウトドア誌、スポーツ誌など、約30冊の最新号
がご覧いただけます。（バックナンバーは図書室にて
貸出しを行っております）
雑誌の閲覧だけではなく、学習・歓談・待ち合わ
せ場所として是非ご活用ください。

本校の子どもの数は 10名です。小規模校には、
メリットがいっぱいあります。一人一人にあった指
導ができ、異年齢の子どもたちが日常的に関わる中
で社会性の基礎を培うことができることなどです。
また、地域には自然や文化、地域の方々など、子ど
もの教育に必要なものや人たちがいっぱいです。
以下に本校の特色を紹介します。

　　　一人一人にあった方法で鍛えています
１時間の授業の中で、どの子にも発言の機会があ
ります。宿題も、その子にあった内容を設定するこ
とができます。マンツーマンで見届けができるので
す。どの学校でもめざしている「できるまで、わか
るまで」を、この学校の良さを生かした方法で学ん
でいます。

　　　自然や文化、人から実感的に学びます
全校の子どもたちが、個人テーマを設定して研
究する「山びこ学習」を行っています。素材はもち
ろん地域の自然。インターネットや本も利用して調
べますが、地域の方からも教えていただいていま
す。このことで人とのかかわり方も学ぶことができ
ます。このほか、“社会科で地域の自慢を調べたり、
国語で地域のパンフレットを作ったりする”など、
地域を教科書として学んでいます。

　　　互いの良さを知り、温かくかかわり合います
社会に出ればあたりまえの異年齢のかかわりが、
本校では日常的にあります。上級生は下級生を思い
やるお兄さんお姉さんとして、下級生は上級生を手
本として、家族的な雰囲気の中で学んでいます。

　　　世界チャンピオンから学ぶ伝統の一輪車
平成15年度から元世界チャンピオンの小山美由紀先
生の指導を受けています。一輪車の演技には、個人
の技能と集団のまとまりの２点の向上が求められま
す。子どもたちは、自分の目標を設定して真剣に取
り組みます。集団演技向上のために、仲間同士、励
まし、声を掛け合い、演技を向上させています。仲
間と共に達成感を味わえるのがこの活動の魅力です。
潮南高原の地で、子どもたちはキラリと光る生き
方の基礎を育んでいます。

授業

体験

仲間

自慢

小さな学校だからこそできる、小さな学校だからこそできる、
でっかい学びがあります！でっかい学びがあります！

文化財の指定「宝蔵寺の山桜」文化財の指定「宝蔵寺の山桜」

ファミリーセンターロビーのリニューアルファミリーセンターロビーのリニューアル

シリーズ
教育

No.38 教 育 の 窓教 育 の 窓 7月

雑誌コーナー ロビー

潮見小学校潮見小学校 教育委員会教育委員会
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納期のお知らせ

※広報やおつ８月号はお休みのため、納期のお
知らせは７月 ･８月 ･９月に納めるものを掲
載しています。

※口座振替をご利用の方は､ 残高確認をお願い
します。

固定資産税 2期分 7月 31日
国民健康保険税 3期分 7月 31日
介護保険料 3期分 7月 31日
後期高齢者医療保険料 1期分 7月 31日
保育料 7月分 7月 31日
水道料 7月分 7月 31日
町営住宅使用料 7月分 7月 31日

※月末が日曜日のため9月1日に振替
町県民税 2期分 9月 1日
国民健康保険税 4期分 9月 1日
介護保険料 4期分 9月 1日
後期高齢者医療保険料 2期分 9月 1日
保育料 8月分 9月 1日
水道料 8月分 9月 1日
町営住宅使用料 8月分 9月 1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
保育料 9月分 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

納期限

納期限

納期限
●７月に納めるもの● ●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

産業課からのお知らせ
平成26年度　町有林こけ山入山権を下記のとおり入札します
□入札日程

〇入札説明および図面の閲覧
・閲覧期間　8月 20日（水）～ 22日（金）
・時　　間　午前 9時～午後 4時
　　　　　　ただし、22日（金）は午後 3時まで
・場　　所　役場 2階　産業課　林業振興係

〇入札および開札
・入　　札　8月 22日（金）　午後 4時
・開　　札　8月 22日（金）　午後 4時
・場　　所　役場西側　防災センター 2階
※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）

入札地一覧
番号 場　　所　　（　字　）
１ 岩ヶ谷、天永山、田ノ洞

２ 梅香洞、樋口、碓洞、古山の神、
長滝

３ 築峰、築峰谷、水呑
４ 朴ノ木
５ 清久薙（町道西山線下）

６ 橋ヶ洞、間戸ヶ峰、釜ヶ洞（町
道西山線上）

７ 登倉
８ 奥釜ヶ平、風遍、実滝
９ 笹ヶ平
10 藤山、龍登
11 蛇ヶ谷、乳母立
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防災安全室からのお知らせ
平成26年度「八百津町防災リーダー養成講座」の受講生を募集します
□目的・趣旨
町は、地域防災を担うリーダーを養成します。自分の命は自分で守り、地域を守るのはまさに「人」
です。今、地域社会において防災の中心的な役割を担う「人」が求められています。本講座は自助・
共助の原則の下、防災の第一線で活躍する研究者や関係機関、防災ボランティアの方を講師に招き、
災害に対する正しい知識や技術を習得し、平時においては地域の防災訓練や研修で活躍し、災害時に
は救護救援活動を担っていただける「八百津町防災リーダー」を養成するものです。
また、本講座は日本防災士機構が認定する「防災士」認証講習と同等に扱われ、希望者には認証試
験を受験していただけます。
□内　　　容 と　き　平成 26年 11月 16日（日）、12月 7日（日）、
 　　　　平成 27年 1月 18日（日）、2月 15（日）の 4日間
 ところ　役場西側八百津町防災センター 2階
 形　式　講義、グループワーク、実技など
□定　　　員 50 名（応募者多数の場合は抽選となります）※受講費は無料
□参 加 資 格 次のすべての要件を満たす方
 ①八百津町在住または在勤で平成 10年 4月 1日以前に生まれた方
 ②本講座の趣旨を理解し、地域の防災活動に貢献する意思・意欲のある方
 ③原則すべての講義に出席できる方
□申込み方法 所定の申込書に記入し、役場 2階　防災安全室へ提出してください。（FAXおよび

メール可）※申込書は、役場 2階　防災安全室および各出張所にあります。（ホー
ムページからもダウンロードできます）

□申込み期間 7 月 7日（月）～ 10月 3日（金）
□防災リーダー証の発行　所定の講義を修了された方は町が発行する認定証を授与します。
□防災士認証試験　本講座を受講し、防災士機構が求めるレポートを作成した方は認証試験が受験で

きます。
□試 験 費 用 11,000 円（教本代 3,000 円、受験料 3,000 円、防災士機構登録料 5,000 円）
□主　　　催 八百津町
□お問い合わせ　役場 2階　防災安全室　☎ 43-2111（内線 2230）FAX43-0969
　　　　　　　　メール bousai@town.yaotsu.lg.jp

産業課からのお知らせ
まちづくり協議会実績報告について

現在活動中のまちづくり協議会は５団体です。それぞれの団体の活動内容は以下のとおりです。

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

団　体　名 活　動　内　容

あすなろ 北部地域の独居世帯の見守り、落石倒木の処理、環境整備等

石畑まちづくり協議会 防災訓練、消火放水訓練、炊き出し訓練の実施（自治会共催）

潮南まちづくり協議会 マレットゴルフ場建設完了、第 2回新春落語会開催、HP開設等

須賀ひまわり会 健康吹矢会（第 1・3水曜日に開催、県スポーツ大会に参加）

和知まちづくり協議会 稲葉城公園施設イメージアップ取り組み、地域イベント支援
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秘書室からのお知らせ
平成26年度　第２回八百津町職員採用試験案内

八百津町では、平成27年４月１日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（Ａ） 若干名 高卒程度 平成27年3月に高校を卒業する見込みの人

□採用試験
　・第１次試験

期　日 試験の場所 試　　験　　の　　方　　法　　等

9月21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）
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（第１次試験合格者のみ）

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

□試験結果の通知　　11月上旬までに採用の合否を本人宛に通知します。

□受験申込み手続き等

申
込
手
続
等

１．所定の申込書に必要事項を記入して役場 2階　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 7日（月）から 7月 31日（木）までの間（土・日・祝日を除く）に、
役場 2階　秘書室　秘書人事係へ請求してください。
※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 14日（月）から 8月 8日（金）まで受け付けます。
２．土曜日、日曜日および祝日は受け付けを行いません。
３．郵送の場合は、8月 6日（水）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〕
八百津町役場　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
☎（0574）43-2111（内線 2202）　FAX（0574）43-0969
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町民課からのお知らせ
再生可能エネルギー発電設備（太陽光発電設備）に係る

固定資産税の課税および軽減処置について
１．固定資産税（償却資産）の課税について
太陽光パネルを設置して、売電する場合には、下表「設置者および発電規模別の課税区分一覧表」
により、太陽光パネル等の設備は固定資産税（償却資産）の対象となります。 
※償却資産とは個人または法人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等の事業
用資産をいいます。
太陽光発電設備に関して、固定資産税における『償却資産』に該当する設備は、太陽光パネル、架
台（レール）、接続箱、パワーコンディショナー、表示ユニット、電力量計です。

設置者および発電規模別の課税区分一覧表

設置者 10キロワット以上の太陽光発電設備
（余剰売電・全量売電）

10キロワット未満の太陽光発電設備
（余剰売電）

個人

家屋の屋根、空き地などに経済産業省の
認定を受けた太陽光発電設備を設置して
発電量の全量または余剰を売電する場合
は、売電するための事業用資産となり、
発電に係る設備は課税の対象となります。

売電するための事業用資産とはなりませ
んので、償却資産としては課税の対象外
となります。

個人
（事業用）

個人であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余
剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。

法人 事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や、全量売電か余剰売電にか
かわらず償却資産として課税の対象となります。

２．固定資産税（償却資産）の軽減措置について
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき、固定価格買取
制度の対象として経済産業省の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備を平成 28年 3月 31 日ま
でに取得した場合、設備に係る固定資産税額について最初の 3年間課税標準を 3分の 2とする特例措
置です。
□対象設備
経済産業省による『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けた再生可能エネルギー

発電設備（蓄電装置、変電設備、送電設備を含む）のうち償却資産に該当する部分が対象となります。
ただし、住宅等太陽光発電設備（低圧かつ発電量 10キロワット未満）を除きます。

□取得時期
平成 24年 5月 29日～平成 28年 3月 31日までの間に新たに取得した設備

□適用期間及び内容
新たに固定資産税（償却資産）が課せられることとなった年度から 3年度分の固定資産税（償却
資産）に限り、各年度の課税標準額が 3分の 2に軽減されます。
□申告時添付書類
（１）経済産業省が発行する『再生可能エネルギー発電設備の認定通知書』の写し
（２）電気事業者と締結している『特定契約書』の写し
□根拠法令
・地方税法附則第 15条第 34項　　・地方税法施行規則附則第 6条第 58項
□お問い合わせ　役場 1階　町民課　資産税係　☎ 43-2111（内線 2119）
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教育課からのお知らせ
平成27年　八百津町成人式実行委員を募集します

自分たちの成人式を自分たちの手で企画してみませんか？
平成 27年 1月 11日（日）に開催される成人式を企画・運営する実行委員を募集します。

□対　象　者
平成6年4月2日～平成7年4月1日生まれの方で、概ね月 1・2回程度開催する会議に出席できる方
□内　　　容
式典の企画、準備、当日の運営。
※昨年は恩師からのメッセージによる「お祝いビデオレター」、「卒業アルバムや新成人の幼少期写
真などを盛り込んだオリジナルDVD」の作成・上映、記念冊子のデザイン、記念品の選定、前
日の会場準備、リハーサル、当日の運営（司会を含む）などを行いました。

□定　　　員　　10名程度
□申　込　み　　9月 30日（火）までに下記へお申し込みください。
□お問い合せ　　
　教育課　生涯学習係（ファミリーセンター内）
　☎43-0390　FAX43-0372
　メール kyik@town.yaotsu.lg.jp

6月 28日（土）毎年恒例の第15回健康まつりが開催され、多くの
ご来場がありました。地域包括支援センターのコーナーでは65歳以
上で趣味を持っている方の作品展示を行いました。見に来てくださっ
た方の「わぁ」と驚くような顔が印象的でした。趣味を持つと、「意欲
や生活満足度の向上」「コミュニケーションや活動性の向上」「健康面
の改善」等々、さまざまな効果があると言われます。素敵な趣味が持
てるといいですね。

シリーズ
包括支援

No.42 ～いきいき生活するために、趣味を持ちましょう～～いきいき生活するために、趣味を持ちましょう～
こんにちは 八百津町地域包括支援センターです

＜８月　お元気サロンの予定＞
・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
＜８月　こころの相談の予定＞
・11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。
＜８月　オレンジサークル（認知症介護者家族の会）の予定＞
・23日（土）内容：「思いを言葉に…」家族が普段思っている事をポエムにします。
＜８月　介護巡回相談会の予定＞
・６日（水）午後1時30分～4時（受付3時30分まで）　場所：錦津出張所

☆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）

平成26年実行委員メンバー

平成26年成人式の様子
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□と　　き　8月10日（日）
　　　　　　マ　ス　釣　り　午前9時～
　　　　　　マスつかみどり　午前9時30分～
　　　　　　※マスつかみどりは無料です。
□と こ ろ　フレンドリーパークおおひら
□釣り料金　高校生以上 2,000円
　　　　　　中　学　生  500円
　　　　　　親子（竿1本） 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。

informationinformation
お知らせ

※診療時間は、午前9時から午後5時までです。

3日（日） 木沢記念病院 （☎25-2181）
10日（日） 和知すこやかクリニック （☎43-3001）
17日（日） 粕谷医院 （☎43-0035）
24日（日） 木沢記念病院（診療室） （☎25-2181）
31日（日） 太田メディカルクリニック （☎26-2220）

8月の「加茂休日急患診療所」

7日（日） 木沢記念病院 （☎25-2181）
14日（日） 太田メディカルクリニック （☎26-2220）
15日（月･祝） 小林クリニック （☎25-8077）
21日（日） みのかも西クリニック （☎28-5310）
23日（火･祝） 西田蟹院 （☎28-3371）
28日（日） 木沢記念病院（診療室） （☎25-2181）

9月の「加茂休日急患診療所」

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　☎ 43-1069

□受験資格
　１．警備官　
①平成26年4月1日において高校または中等教
育学校を卒業した日の翌日から起算して5年
を経過していない方および平成27年3月まで
に高校または中等教育学校を卒業見込みの方
②人事院が上記に準ずると認める方

　２．警備官（社会人）
　　昭和49年4月2日以降に生まれた方
（上記１．①に規定する期間を経過した方および
人事院がそれに準ずると認める方に限ります）

□受付期間
　・インターネット　
　　　　　　　　　 7月22日（火）～7月31日（木）
　・郵送または持参
　　　　　　　　　 7月22日（火）～7月25日（金）
□第１次試験　　　 9月28日（日）
□第１次合格発表　10月15日（水）
□第２次試験　　　10月28日（火）～10月30日（木）
□最終合格発表　　11月25日（火）
□インターネット申込先

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
□お問い合わせ　名古屋入国管理局総務課
　　　　　　　　☎052-559-2150

入国警備官採用試験について

名古屋入国管理局総務課　☎052-559-2150

中小企業退職金共済制度のご案内

中小企業退職金共済事業本部　☎ 03-6907-1234
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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て
はいかがでしょうか？
◎電気の使いすぎはありませんか。
◎電線やコードは傷んでいませんか。
◎洗濯機などのアースは、きちんとつけてあります
か。

放送大学では平成26年度第2学期（10月入学）学生
を募集中です。
放送大学はテレビ等の放送やインターネットを通
して学ぶ通信制の大学です。
心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学など、
幅広い分野を学べます。
□学生募集期間　8月31日（日）まで
□問い合わせ先　放送大学　岐阜学習センター
　　　　　　　　☎058-273-9614
詳しくは、放送大学ホームページをご覧ください。  
　　　　　　　http://www.ouj.sc.jp

そろそろ扇風機が活躍する季節。安全に使うため、
十分な点検を行いましょう。
羽根が回転しない、回転が遅い、不規則、モーター
部が熱い、焦げ臭いニオイや異常音がする…などの
症状があったら要注意。次のケースが考えられます。

・プラグが抜けている
・タイマーツマミが「切」になっている
・ガードが変形している
・ガードや羽根の取り付けがゆるんでいる　など。

これらをチェックした上でまだ異常があれば、プ
ラグを抜いて使用を中止してください。発煙・発火
の恐れがありますので、異常を放置したまま無理に
使用するのはやめましょう。
再使用の際には必ず販売店等にご相談ください。

☆電気の安全使用についての相談は、
中部電気保安協会　加茂営業所　☎26-6510

日本・中国青年親善交流事業は、昭和53年日中
平和友好条約が締結されたことを記念して、昭和54
年度から開始されたもので、本年度は36回目にあ
たります。日本および中国の青年が相互に相手国の
各地を訪問し、青年の交流・産業・文化・教育等の
諸施設の訪問等、各種の活動を行うことにより、両
国青年相互の理解と友好の増進を図ることを目的と
するもので、日本政府と中国政府の協同事業として
実施しています。
□派遣期間　10月14日（火）～10月25日（土）
□応募資格　日本国籍を有し、平成26年4月1日現在、

18歳以上30歳以下
（昭和58年4月2日から平成8年4月1日
までに出生）の者
※その他、資格要件あり

□応募締切　8月11日（月）
□募集人員　約25名
□応募方法　参加申込書・作文・健康診断書が必要。

募集要領の詳細は内閣府のホームペー
ジをご覧ください。
http://www.cao.go.jp/koryu/

□実 施 日　9月26日（金）
□会　　場　岐阜市生涯学習センター

（ハートフルスクエアーG）2階大研修室
　　　　　　（橋本町1-10-23　☎ 058-268-1050）
□時　　間　受付開始：午前9時～
　　　　　　講習：午前9時30分～午後5時（予定）
□対　　象　屋外広告物の表示および掲出物件の設

置に関する業務に従事する者または従
事しようとする者

□申込方法　受付場所へ郵送または持参
□受付場所　岐阜県広告美術業協同組合

（〒500-8154　岐阜市木ノ下町5-21-1）
□受付期間　8月1日（金）～29日（金）【当日消印有効】
□受講定員　100名（先着順、定員になり次第締切）
□受 講 料　3,000円（講習課程の一部免除者は1,800円）
□使用テキスト　事務局より支給するテキストなら

びに「屋外広告の知識」
※「屋外広告の知識」は有料、当日会場で販売。
※受講申請書は、受付場所か、岐阜県都市政策課および岐
阜市まちづくり景観課ホームページから入手できます。

8月は電気使用安全月間です

放送大学学生募集について

日本・中国青年親善交流事業
日本代表青年募集

屋外広告物講習会の開催について

中部電気保安協会加茂営業所　☎ 26-6510

放送大学　岐阜学習センター　☎ 058-273-9614

内閣府　青年国際交流担当　☎ 03-3581-2196

岐阜県広告美術業協同組合　☎ 058-245-4472

扇風機は使用前に必ず点検を
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6月19日、岐阜県が工事を行っている主要地方道多治見白川線
の伊岐津志と御嵩町大庭を結ぶ、（仮称）伊岐津志トンネルが貫
通し、関係者約120人が集まり貫通式が開催されました。
このトンネルは平成21年10月に八百津町側から掘削工事が開
始され、総延長 1,363m、車道幅員6mで片側 1車線、幅2mの
歩道を設ける計画です。今後、内壁工事や舗装工事を行い、平
成28年度末の完成を目指します。
貫通式では、可茂土木事務所の近藤真章所長により発破ボタ
ンが押され貫通発破が行われました。その後、御嵩・八百津両
町の地元自治会長など関係者がそれぞれ八百津側および御嵩側
からの通り初めをし、固い握手を交わしました。
赤塚町長は「長年の夢であった今日をようやく迎えることができました。このトンネルは八百津町の南の玄
関口であり、東濃地方から中濃地方への交通のアクセスとしても大いに期待しています。一日も早い供用開始
を望んでいます。」と述べました。

（仮称）伊岐津志トンネルが貫通

貫通点で握手をする赤塚町長と御嵩町長

元町議会議員、滝上和美さん（伊岐津志・中組）が地方自治
功労の岐阜県知事表彰を受けられ、町長から表彰状の伝達が
ありました。
滝上さんは平成11年9月に町議会議員初当選、以来平成23

年6月までの3期12年の永きにわたり在職され、議長・副議長・
議会運営委員会委員長など歴任され、地方自治の振興発展に
大きく貢献されました。

岐阜県知事表彰を受賞されました

6月25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12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。
青木茂雄さん（八百津・上石原）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、おまつ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、おまつりのお囃子について学習します。

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、舞台の上で熱心に
説明を聞く児童たち

県知事表彰を受賞された滝上さん（中央）
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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：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
※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。

町には、ファミリーセンター２階　図書室のほか、役場各出張所の中にも図書室があります。ご希町には、ファミリーセンター２階　図書室のほか、役場各出張所の中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、お気軽に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
ご相談ください。ご相談ください。

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

ファミリーセンター１階にて雑ファミリーセンター１階にて雑
誌コーナーを開放しています！誌コーナーを開放しています！
ぜひご利用ください♪ぜひご利用ください♪

高田郁／著　角川春樹事務所
6 月にテレビドラマも放映され

た、みをつくし料理帖シリーズ最
新刊！
女料理人の認められなかった江

戸の世で、さまざまな難題に立ち
向かう、女料理人・澪。「料理とは
何か」を考えさせられる時代小説。
出てくる料理もおいしそうです。

苅田澄子／さく　おかべりか／え　佼成出版社
はみがきをテーマにしたお話です。
みんなのお口の中には歯の掃除の大好きなおばあちゃんがいるよ。
はみがきを忘れてもおばあちゃんがきれいにしてくれる。
でも、お菓子ばかり食べて、はみがきをしないでいると、怒ったおばあちゃんが大変身！
おばあちゃんを怒らせると…怖いよ～！！

伊藤たかみ／著　河出書房新社
妻が出張先で死んだ。実は男と
の浮気旅行だった。
残された主人公と幼い息子は、
妻の死をどう受け入れていくのか。
重くなりがちなテーマを、さらっ

と軽く読みやすく描いています。

美雪晴れ～みをつくし料理帖美雪晴れ～みをつくし料理帖

むしばあちゃんむしばあちゃん

ゆずこの形見ゆずこの形見

第9回 夏の朗読会へのおさそい第9回 夏の朗読会へのおさそい （入場無料） （入場無料）

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、ものがたりの世界に浸っ
てみませんか？今年は、「どうぶつ」がテーマです。お友達、ご家族、
お誘い合わせのうえ、ぜひご来場ください。入場は無料です。
「どうぶつえんのいっしゅうかん」斉藤洋／さく・高畠純／え
「ノンビリすいぞくかん」長新太／さく
・と　き　8月5日（火）　開場：午後1時～　開演：午後1時30分～
・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

みのかも「声のドラマ」の会に所属し、朗読を学んでおり、工藤直子著『のはらのうた』
を朗読フェスティバルで披露したことから、「のはらの会」と名付けました。

独自に朗読会を開催、ボランティアとして各施設を訪問するなどの活動を行っています。結成16年目。

のはらの会とは…
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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 8/7（木） H26年3月～4月生まれ 13：00～13：05
保健センター

9ヵ月児健診
＆ぱくぱくはみがき教室 8/7（木） H25年10月～11月生まれ 11：20～11：30

2歳児歯科検診 8/14（木） H24年6月～7月生まれ 13：00～13：10

プレママくらぶ 8/14（木） H26年11月～12月出産予定日 13：00～13：10

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…追加接種には予約が必要となります。
※２…対象の方には通知しています。
　　　予約が必要となります。

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

（接種は13：30～）
番号札：黄色

MRⅡ期
BCG
日本脳炎Ⅰ期※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

日本脳炎Ⅱ期

毎週火曜日

H16年4月～H17年3月生まれ
（小学4年生）

5月・6月に
未接種の方

13：30～13：50
予約が必要となります。

ジフテリア H14年4月～H15年3月生まれ
（小学 6年生）

マタニティスクール 1 8/8（金） ★8/4（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 8/6（水） ★7/30（水）までに電話予約してください。 13：50～14：00 夢広場ゆうゆう

乳幼児相談 8/19（火） すべての乳幼児 9：30～11：30 夢広場ゆうゆう

☆子育て相談会 8/22（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
予約が必要となります。 保健センター

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
保
健

健康相談  毎週水曜日 八百津町にお住まいの方 10：00～11：00

保健センター

アルコールセミナー 8/1（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 8/14（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。
予約が必要となります。

８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。

｝
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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 9/4（木） H25年1月～2月生まれ 13：00～13：05 保健センター
3歳児健診 9/4（木） H23年8月～9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…追加接種には予約が必要となります。
※２…対象の方には通知しています。
　　　予約が必要となります。

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

（接種は13：30～）
番号札：黄色

MRⅡ期
BCG
日本脳炎Ⅰ期※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 9/3（水） ★8/28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 夢広場ゆうゆう

マタニティスクール 2 9/6（土） ★9/4日(木)までに電話予約してください。 9：30～11：30 保健センター

乳幼児相談 9/16（火） すべての乳幼児 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
保
健

健康相談  毎週水曜日 八百津町にお住まいの方 10：00～11：00 保健センター

肺がん検診 久田見出張所
9/3（水）
9/4（木）
9/5（金）
錦津出張所
9/24（水）
9/25（木）
9/26（金）
和知出張所
9/29（月）
9/30（火）

40歳以上の方

詳細は6～7月発送の
個別通知文をご確認ください。

胃がん検診
40歳以上の方
★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・眼圧検査
心電図検査 40歳以上の方

乳がん検診
久田見出張所
9/5（金）
錦津出張所
9/25（木）

40歳以上の方
予約が必要です。
★個人通知案内をご覧ください。

９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。｝

応募条件　①昭和9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。）
募集締め切り ： 平成26年9月26日（金）　　申込先 ： 保健センター

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。
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こんにちは。日本のこの暑い夏をみなさん、
元気にお過ごしでしょうか？夏バテにならない
ように、どんな暑さ対策をしているのでしょう
か？
みなさんはイスラエルの夏は日本の夏より
ずっと暑いというイメージがあると思います。
面積の半分以上が砂漠のイスラエルは確かに暑
い国ですが、私にとって日本の夏の方がずっと
ずっと厳しくて、非常に過ごしにくいと感じま
す。
その原因の一つは、みなさんがご存知のとお
り、湿度の高さです。イスラエルの砂漠は温度
が45℃を超えることが多いですが、カラッとし
た暑さですので、ある程度過ごしやすいです。
それに、昼頃が一番暑いので、昼寝をする習慣
があります。
父は自営業で店をやっていますが、昼の1時
から4時まで店を閉めて、家に帰って、昼ごは
んを食べた後に昼寝をします。
学校や保育園の終わる時間も日本と比べて早
いので、子どもたちも一日の最も暑い時間を家
で過ごすことになります。
エジプトとの国境にあるイスラエルの最も
南の町「エイラット」では、真夏の平均気温は
39.9℃ですが、湿度は17％です。エイラットに
住んでいたおばさんの家へ遊びに行った時、洗
濯物を干すのを手伝って、ビックリしました！
干し終わったところでもうすでに乾いていまし
た！イスラエルの夏はこれぐらい暑いというこ
とです。
ここ4・5年、日本では熱中症という言葉が
よく聞かれるようになりました。ヘブライ語の
辞書で引いても、そのような言葉はありません。
あるのは「脱水症状」です。子どもの頃、脱水
症状にならないようによく注意された覚えがあ

マイム、マイム

ります。脱水症状を防ぐために一番大事なのは
水を飲むこと！と教えられています。ですから、
イスラエル人の考えでは水は命です。水さえあ
ればまず生きていけるという意味です。
私は日本に来た時から、日本人の水に対して

の考え方に驚いたことがたくさんあります。喉
が渇いたのに「トイレへ行きたくなるから」と
言って飲まなかったり、水道があるのに「生水
を飲まない方が良い」と言ったり、スポーツす
る時に飲むと根性がないと思われるので我慢し
て飲まなかったりします。イスラエル人の私か
ら見てありえないことです！喉が乾いたら飲
む！喉が渇いたと言う人に水を飲ませる！と言
う常識しか私には通用しません。体を守る、命
を守るということより大事なことは何もありま
せん。ちなみに、今回のタイトルはみなさんが
ご存知のフォークダンスのマイム、マイムです
が、実はこれがヘブライ語です。意味はなんと
「水」です。水不足の国で水が涌き出た時に国民
が喜んで歌う歌です。面白いですよね。
こんな暑いイスラエルでも熱中症で亡くなっ

た人がほとんどいないという事実は、水への思
いのお蔭だと思っています。日本もそろそろ温
暖化に備えて、水に対しての考え方を変えるべ
きではないでしょうか？
みなさん、暑い夏を無事に乗り越えるように

水分補給を軽く思わず、大切にしてください。
では、8月にゆっくり休んで、また9月号で

お会いしましょう。 

ハニトハニトのの〇〇〇〇なな話話 No.No.1010

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

ムム
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８月・９月のごみ収集日
■お問い合わせ　役場 1階　水道環境課　環境衛生係
　☎４３－２１１１（内線２１２４）
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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28日（木）

Ｂ地区
（不燃ごみ集積所） 8月29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29日（月）

Ｂ地区
（不燃ごみ集積所） 9月30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　
役場各出張所

8月 3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10日（日）

8月24日（日）

9月14日（日）

9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。

資源ゴミの持ち去り禁止
●町の委託を受けていない者が、ごみの集積所の
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要なものは不法投棄する
など、迷惑な行為に連動しています。

●持ち去りを見かけたら、日時、場
所、使用車輌の特徴などを水道
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。
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シルバー人材センター
（５月分実績）

件　　数 97件
就労人員 856（実 87）人

就労時間 4,493.25 時間
受託金額 4,388,853 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７月１日現在
人口 男性 女性 世帯

総人口 11,908 人 5,763 人 6,145 人 4,358 人

（日本人） 11,828人 5,732人 6,096人 4,329人

（外国人） 80人 31人 49人 29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　（６月受付分　敬称略）
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 貴重なご寄付をありがとうございました。
平成26年６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。

渡
（美濃加茂市）
辺 大二　様　　井

（愛知県）
戸 博　様　　笠

（愛知県）
松 利恵　様　　山田 香織　様　　丹羽 令　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。

ふるさと応援寄付金ふるさと応援寄付金

井戸　更
さらと

杜 平成 26年 6月 15日　午前　4　時 14分生まれ　保護者　正秀（下田）

 「久田見の星になってね！」（パパ＆ママより）

岩井　辰
たつき

樹 平成 26年 6月 28日　午前 11時 01分生まれ　保護者　靖（北山）
 「無事に産まれてくれてありがとう。すくすく育ってね。」（靖より）

成人用肺炎球菌ワクチンの接種について（予告）
平成26年の予防接種法改正に伴い、成人用肺炎球菌ワクチンが定期接種になります。
高齢者インフルエンザと同様に接種料金が一部助成されます。
助成は10月1日から開始され、今年度の助成対象者は、次のとおりです。
❶今までに「成人用肺炎球菌ワクチン（ポリサッカライド　市販名：ニューモバックス）」を受けた
ことがない方。
❷次の生年月日に当てはまる方

接種方法・料金等については未定で、今回対象の方は来年度以降対象にならないことが予想されます。
またさかのぼっての助成はありません。詳しくは今後の広報や個別通知をご覧ください。

■お問い合わせ　保健センター（ファミリーセンター内）☎43-2111（内線2561・2562）

生　年　月　日 平成26年度到達年齢
昭和24年4月2日～昭和25年4月1日 65歳
昭和19年4月2日～昭和20年4月1日 70歳
昭和14年4月2日～昭和15年4月1日 75歳
昭和　9　年4月2日～昭和10年4月1日 80歳
昭和　4　年4月2日～昭和　5　年4月1日 85歳
大正13年4月2日～大正14年4月1日 90歳
大正　8　年4月2日～大正　9　年4月1日 95歳
大正　3　年4月2日～大正　4　年4月1日 100歳
大正　3　年4月1日以前生まれ　　　　 101歳以上
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『特別警報』イメージ

が発表されたら、ただちに

をとってください！

特 別 警 報

命を守る行動

警報の発表基準をはるかに超える豪雨が予想され、重大な災害
の危険性が著しく高まっている場合に「特別警報」を発表し、最
大限の警戒を呼び掛けています。
特別警報が出た場合、数十年に一度しかないような非常に危険
な状況にあります。周囲の状況や町から発表される避難指示・避
難勧告などの情報に留意し、ただちに命を守るための行動をとっ
てください。

気象庁は、昨年８月30日から「特別
警報」の運用を開始しました。今回は「特
別警報」の大雨について説明します。

〇子どもだけでは絶対に川遊びに行かない！行かせない！
〇保護者が一緒にいながら、目を離したわずかな隙に事故が発生します！
〇子どもは遊ぶことに夢中になる。危険に対する認識が不足しがちです！

保護者のみなさまへ
・危険な場所や子どもだけでの水遊びを見かけたら、自分の子でなくて
も声をかけください。

・水遊びに付き添う時は、子どもから目を離さないようにしてください。
・浮き輪を使っているからと安心しないでください。
・自宅近くで遊んでいるからと安心しないでください。

自然（川）のことを知る。
▶川と親しむ前に…気象情報を知ること。

ダムなどの場所を確認することが大切です。
▶川 の 特 性…上流で降った雨の影響で鉄砲水になることがあります。

川には思わぬ所に深みがあったり、水中では流れが速
くなっている所があります。

自然からの危険サイン
▶川が出す危険サイン…川の水が急に濁ってくる。

上流から大量のゴミが流れてくる。
▶風が出す危険サイン…好天時は吹き上げる谷風、山から吹き下ろしてく

る山風は雨のサイン。
▶雲が出す危険サイン…山の頂上を覆うような笠雲やうろこ雲、ひつじ雲

は、天候急変のサイン。
▶音が出す危険サイン…遠くからの音がよく聞こえだすと雨が近いサイン。

子どもの水難事故防止

■試験区分
・警察官ＡⅡ（大卒）
・警察官Ｂ（高卒等）
■採用予定人数
・警察官ＡⅡ（大卒）男性10人程度
・警察官Ｂ（高卒等）男性45人程度
　　　　　　　　　　　女性10人程度
■受付期間
８月１日（金）～８月19日（火）
※土日は除きます。
※郵送の場合は、８月19日（火）ま
での消印有効です。

■受付時間
午前８時30分～午後５時15分
■受付場所　岐阜県警察本部警務課
■第一次試験日　９月21日（日）
■試験会場
・警察官ＡⅡ（大卒）

岐阜会場
・警察官Ｂ（高卒等）

岐阜会場、多治見会場、高山会場

警 察 官 募 集 ‼



「きせつの花」
富松　正人（上飯田）

「のんびり行きましょう」
古田　悟（竹井）

加茂郡消防操法大会３位入賞
６月 22日、七宗町で

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４分団（潮見）

のみなさんが３位に入賞

しました。

毎晩遅くまで訓練を重

ねられた結果です。おめ

でとうございます。

また、要員のみなさん

を陰で支えられた八百津

町消防団のみなさんお疲

れさまでした。 最前列左から指揮者　日比野　祐基、一番員　柘植　正章、二番員　市岡　良介、三番員　林　通宏

ホームページから雨量情報が見えるようになりましたホームページから雨量情報が見えるようになりました
７月より、町のホームページで、役場・久田見・潮南に設置してある雨量計の雨量情報が閲覧できるようになりま

した。台風・大雨時の避難準備等の参考にしてください。

閲覧方法は、町のホームページの「総合メニュー」から「八百津町雨量情報」をクリックしてください。

または、インターネットで

 「八百津町雨量情報」と検索。

検　索八百津町雨量情報

「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7月20日発行
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