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令和２年度 
道徳教育啓発標語入選者表彰 ・ 善行青少年表彰

【善行青少年表彰】
個人の部
馬渕　元気　　（神戸中・３年）

団体の部
宮町子ども会

令和2年度 神戸町教育委員会表彰
　神戸町教育委員会表彰にて、町の教育や文化芸能にご尽力された４名の方に感謝状、また、スポーツ活動
や文化活動で顕著な成績をあげられた７名の方に表彰状が授与されました。

感謝状

表彰状

　平成１１年から町内小中学校の学校医（眼科）として、学校保健
の向上に尽力され、児童生徒の健康管理に貢献されています。

　「神戸山王太鼓保存会」「神戸ひびき太鼓」「薔薇太鼓クラ
ブ」「津軽三味線クラブ」の４クラブの講師として長年にわたり
指導をされ、文化芸能の振興に大きく寄与されています。

町田　崇史

小川　榮一

　「小原流いけ花クラブ」の講師として長年にわたり指導さ
れ、文化芸能の振興に大きく寄与されています。

　「ふるさと文化クラブ」や「秀箋会」で長年にわたり活動
され、文化芸術の学習に努められています。

飯田　靜世

杉岡　嘉子

　第１５回全国ブロック選抜Ｕ－１２体操競技選手権大会岐阜県選
考会女子の部にて個人総合優勝され、全国大会に出場されました。

　神戸町青少年健全育成町民会議より、道徳教育啓発標語の優秀作品入選者と、学校や地域で優れた活動
をしている青少年が表彰されました。

　第１２回全日本ユース水球競技選手権大会東海ブロック予
選会にて優勝され、全国大会に出場されました。

　第２６回全国高等学校対抗ボウリング選手権大会男子
の部学校対抗２人チーム戦にて優勝されました。

　第３６回岐阜県小学生ソフトテニス秋季大会小学４年生以
下女子ペアの部にて優勝されました。

　第４５回マーチングバンド東海大会高等学校の部にて優
秀な成績を収められ、全国大会に出場されました。

　第３５回全国高等学校簿記コンクールに出場し、個人成
績において優秀な成績を収められました。

早見　優里

是津　瑞季

西脇　文音

丸山　迦温

水野　元貴
安田　康太郎

石川　巧真

（敬称略）

１階ロビー展
　版画家である傍嶋康博氏（瀬古）の新作品を展示します。
版画4点、ドローイング14点の合計18点になります。是非ご
覧ください。

　10月3日(土)～11日(日)にかけて、第21回神戸町美術展が日比野五鳳記念美術館で開催されました。
絵画・書・写真・彫塑工芸の4部門で計136点の作品を展示。審査員も太鼓判を押す力作ぞろいの中から選
ばれた受賞者と入賞作品の皆さまをご紹介します。 （敬称略）

（敬称略）

「第21回神戸町美術展」を開催しました

町展賞受賞作品

　部　門　 町展賞 町長賞 議長賞 教育長賞

▲書「うめははや」　古橋葉子さん

▲写真「黎明の楽園」
　北嶋敏和さん

▲絵画「奏でる」
　瀧澤美佳さん

▲彫塑工芸「夜空のともしび」
　末永裕美さん

「傍嶋康博新作展 版画・ドローイング」

中央公民館　　27-7321

▶場　所　中央公民館1階展示ホール
▶期　間　12月2日(水)～26日(土)
▶時　間　8:30～21:00(休館日:毎週火曜日)

標　語

【道徳教育啓発標語入選者表彰】

宇野　あさひ
宇野　温美
久林　丈一郎
宮川　遥
宗宮　寧音
山川　紗來
清水　祐衣
勝原　万柚子
髙橋　美遥

神戸小　  １年
下宮小　  ３年
南平野小  １年
北小　　  ３年
神戸小　  ４年
下宮小　  ６年
南平野小  ６年
北小　　  ５年
神戸中　  ２年

マスクでも　げんきにあいさつ　がんばるぞ
つくろうよ　地いきのきずな　あいさつで
あいさつで　ともだちできたよ　いいきもち
あいさつで　やさしい心を　いっぱいに
バラの町　心も自然も　美しく
美化活動　きれいにしよう　ふるさとを
あっ！ごみだ　気づいた人から　ごみ拾い
自分から　みんなの町を　ピカピカに
ありがとう　素直な気持ち　届けよう

氏　名 学校名  ・  学年

あいさつ
運動

美化活動

交流活動

瀧澤　美佳

古橋　葉子

北嶋　敏和

末永　裕美

絵　　画

書

写　　真

彫塑工芸

川元　久子

馬渕　昂遊

加納　博美

澤　　春幸

柴原　数雄

若山　玉溪

小田　和彦

宇野　宣子

馬渕　龍子

勝野　　真

間部　光男

杉原　慶樹
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全国大会出場

11月22日～23日、福井県で開催された「第１５回全国ブ
ロック選抜U－１２体操競技選手権大会」に出場しました。

丸山　迦温（田）
10月28日～31日、東京都で開催された「第９６回日本
選手権水泳競技大会」に出場しました。

安田　康太郎（西座倉）、水野　元貴（川西）

体操競技 水球競技

【敬称略】

神戸ソフトボール
教室開催のお知らせ

第４４回 新春ジョギング・
マラソン大会 中止のお知らせ

主　催　町ソフトボール協会、
　　　　岐阜協立大学女子ソフトボール部
開催日　１２月１２日（土）※雨天延期の場合１３日（日）
場　所　ごうど中央スポーツ公園多目的グラウンド
　　　　※13日（日）雨天の場合、岐阜協立大学第2体育館
時　間　小学生及び中学生　
　　　　9：00～15：00（参加時間は自由）
参加無料！ 初心者・未経験者でもOK!詳細やご不明
な点があれば、下記までお問い合わせください。
岐阜協立大学女子ソフトボール部（代表 葛島）

　090-9220-4485

生涯学習課　　27-0182

今月の家庭の日は

家族みんなで、1年を振り返りましょう。

12月20日（日）

期　日　令和３年１月２４日（日）
ご理解いただきますようよろしくお願いします。
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町立図書館　　27-9866

おはなし会・絵本を楽しむ会
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止します。

年末年始感謝週間のお知らせ

展示室のご案内
「北小学校作品展」　
～12月24日（木）

郷土資料　
「ほとけはほどけ もう迷わない“あるがまま”の生き方」
竹中 悟／著　幻冬舎　Ｌ188タ

「自分で作るねこの家具とイン
テリア」
成美堂出版編集部／編　592ジ
　ソファ、囲いつきベッド、爪とぎ
台、ダンボールドーム、リボンのね
こじゃらしなど。シンプルテイスト
のインテリアにもばっちりなじむ､
洗練されたねこの家具をDIYする
方法を紹介します。

◯貸出冊数アップ
　（１人１５冊まで）
　12月15日（火）～
◯本の福袋（25セット・先着順）
　12月19日（土）～
　ほか来館プレゼントもあります。
　ぜひ来てください。

昨年展示作品▶

◆「かんがるー広場」のご案内
　未就園児の遊び場提供、保護者間の仲間づくりや情報交換、保育士等
による育児相談などを行っています。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、体調の悪い方は、参加をお控えください。
日　時　12月18日（金）
　　　　９：３０～１１：００

場　所　神戸幼児園
対　象　幼児園に入る前のお子さまと家族の方

【コロナウイルス感染症対策のため、当面の間変更を致します】
開 館 時 間　  9：30～11：30、13：00～15：00
休   館   日　  日曜日、月曜日、祝日（月曜日にあたる時は、その翌日）、年末年始
利用対象者　  神戸町在住の未就学児とその保護者（祖父母可）
場　　　所  　神戸町子育て支援センター「おひさま」（ふれあいセンター2階）
　 　 27-8866 （ふれあいセンター共通）

「子育て巡回相談」
10:30～11:30
（バスタオル持参）

「子育て巡回相談」
10:30～11:30
（バスタオル持参）

ちっちゃいものクラブ
10:00～11:30
ポストカード作り
「リンゴケーキ」

「子育て巡回相談」
10:30～11:30
（バスタオル持参）

「子育て巡回相談」
10:30～11:30
（バスタオル持参）

「葉っぱおばさん」
10:30～11:30

◎「わくわく広場」
10:00～11:00
【クリスマスツリーを作ろう】

●★「おやこひろばリトルスター」
10:00～11:30  
【クリスマスコンサート】
参加費100円 定員10組 

「おたんじょう会」
10:00～11:00
ふれあいタイム
バースデーカード作りなど

「にこにこ広場」
10:00～11:30
(親子あそびなど)
季節のカード作り
(クリスマス)

（休館日）（休館日）

●子育て支援「ほっと」
10:00～11:30　
【育てにくい子には
ワケがある】
講師:西鶴園弥生先生
※個別相談 定員:3組
　

●子育て支援「ほっと」
10:00～11:30　
「お正月飾りを作ってみよう」
 (わくわくセミナー)
    参加費:無料
　定員:10組
　
●子育て支援「ほっと」
【お楽しみ会】
10:00～11:30
参加費:無料
定員:10組

子育て支援「ほっと」
10:00～11:30
木のおもちゃなど

（休館日）（休館日）

（休館日）（休館日）

（休館日）（休館日） （休館日） （休館日）
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12月

※●印がある行事は、参加人数に限りがありますので、事前に申し込みが必要です。
※★印がある行事は、参加費が必要です。 育児相談は随時行っています。

お気軽にご相談ください。

12月の

納税と公共料金の納付は、
便利で安心できる口座振替
での納付をお勧めします。

12月25日（金）

12月

今月の振替日

27‐7774

開館時間：9：00～21：00
（入浴 11：00～21：00）

1日、8日、15日、２2日、２9日、31日
12月の休館日

「介護相談窓口」のご案内

「ローズカフェ」（認知症カフェ）

※ローズカフェのお問い合わせは地域包括

　 支援センター（27-1158）まで

【11ch】

◆髙野さんとマンゴーの日々　  1日（火）15：00 他

◆大垣ケーブルテレビ杯 U12・U11 サッカー大会 決勝戦

　 19日（土）15：00 他

◆水の都おおがき 水嶺湖音楽祭2020

　 ・室内楽 5日（土）18：00　・合唱 12日（土）18：00　・ジャズ 19日（土）18：00 他

◆岐阜県高校演劇 西濃地区秋季合同公演　 3日（木）18：00 他

【12ch】

◆記憶に残る、ありがとう〜大垣市立東中学校吹奏楽部〜

　 14日（月）～18日（金）18：30 他

◆デイリーUP特別番組　playback2020 お仕事の流儀　 28日（月）8：00 他

●地域情報 デイリーUP

　 月～金 18：00 毎日更新（1時間おきに再放送）

　 土・日 18：00 他（5日分まとめて再放送）

●園児が主役 げんきはなまる

　 月～金 18：15 土・日 19：00 他　 ・21日（月）～　南平野幼児園 もみじ組

●がんばる子どもたちを応援 いくぜ！スポ少

　 池田町ソフトテニス少年団が登場。　 7日（月）～11日（金）18：30 他

●笑いあり感動あり 里見まさとのご町内探訪　 21日（月）～25日（金）18：30 他

※12/28～1/3は特別編成期間です。特別番組・レギュラー番組の総集編を放送します。

※番組は予告なく変更・休止になる場合があります。

固定資産税（3期）
国民健康保険税（7期）
後期高齢者医療保険料（6期）
水道料金（隔月）
下水道使用料（隔月）
町営住宅使用料
保育料
給食費負担金
放課後児童クラブ

日　時：毎週木曜日（祝日は除く）

　　　 　 13：30～16：00

0120-301-248

日　 時：１2月２4日(木)　

　　　　　　13：30～15：00

場　 所：介護予防施設「ばらの里」創作室

参加費：100円（別途「ばらの里」入館料　

　　　　　　　　　　  が必要です。）

12月の休館日　7日（月）、14日（月）、21日（月）、25日（金）〈年末年始12/28～1/4〉

※9日〜14日は工事のため浴室のみ休館

となります。この期間の開館時間は9：

00〜17：00となります。


