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満開のばら／ばら公園いこいの広場

新型コロナウイルス感染症の流行状況によって広報に掲載しました行事・イベント等が中止となる場合があります。その場合はHP等でお知らせします。

5月15日

見頃を迎えたバラを楽しむ
ごうど春のばらウィークイベント

町内生産者による▲
花卉の販売

▲バラで彩られた
フォトスポット

▲園内を解説するガーデンツアー

多彩なバラが見頃を迎えたばら公園いこいの広場で「ごうど春
のばらウィークイベント」が開催されました。
町内生産組合による花卉の販売やキッチンカーが出店。園内の
バラを解説するガーデンツアーも行われ、多くの方が参加しまし
た。会場中央に設置されたフォトスポットでは、写真撮影をする
方が列を作っていました。
バラの開花時期に合わせたイベントとしては3年ぶりの開催とな
り、多くの家族連れで賑わいました。

バラの香りに包まれた駅舎で
「駅前ローズストリートイベント」開催
養老鉄道広神戸駅前で「ごうど町賑わいのあるまちづ
くり協議会」が主催する「駅前ローズストリートイベ
ント」が開催され、約500人が訪れました。当日は
駅舎前をバラの鉢植えで飾り、会場は華やかな香
りで包まれました。花の販売や子ども遊び場
コーナーなどが設置され、訪れた親子連れは
メダカすくいや射的などを楽しみました。
駅前のバラ苗の展示は5月22日まで継続
され、訪れた方の目を楽しませました。
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4月27日

神戸幼児園で神戸山王まつりを学ぶ

神戸幼児園の５歳児クラスが、「神
戸山王まつり」について学びました。
氏子会の松本義雄事務局長から山王
まつりや日𠮷神社に関するお話を聞い
た後、小さなサイズの神輿と松明を
使って渡御を体験。元気な掛け声が響
く中、団七（ハッピ）を着て神輿を担
いだ園児たちがホールの中を駆け抜け
ました。山王まつりは３年に渡って縮
小開催となっていますが、今回の体験
を通して園児たちはまつりを身近に感
じることができました。

4月28日 ���歳おめでとう
ございます！

100歳を迎えられた石﨑文子さん
（川西）のもとを谷村町長が訪問し、
バラの花束や果物ゼリーなどお祝いの
品を贈りました。
石﨑さんは100歳を超えた現在でも
歩行器を使用して自分で歩くことがで
き、今年の春にはお花見にも出かけら
れたそうです。当日は娘さんがお祝い
のために用意されたカステラに立てら
れたロウソクの火を自分で吹き消し、
「ありがとうございます」とお礼を述
べられました。

4月29日・30日

町立図書館で
木の手づくりおもちゃ体験

町立図書館の多目的ホールにおいて、
木のおもちゃで遊ぶ体験スペースが設
けられ、多くの家族連れが訪れました。
木のおもちゃを製作したのは、町内
在住の水野惠正さん。最初はお孫さん
のために作り始め、現在の作品数は
100種類を超えます。
乗って遊べるバイクや車をはじめ、
スライダーや人形など、木のぬくもり
にあふれた多数の作品が並べられ、子
どもたちは思い思いに遊んでいました。
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4月29日 アルパの音色軽やかに

「着物で楽しむ善学院」が開催されました

善学院において、町観光ボランティア
ガイドの会主催のイベント「着物で楽し
む春の善学院」が開催され、24名の方が
参加しました。
本堂内で善学院についての説明を受け
た後、通常は１月３日にしか公開されな
い「元三大師堂」を見学。その後、演奏
グループ「CoraZon」による弦楽器アル
パの演奏を楽しみました。当日はあいに
くの空模様でしたが着物を着て参加する
方も見られ、参加者は非日常な空間に響
く美しい音色を楽しみました。

5月1日〜4日

5月6日

３年ぶり

神戸山王まつり神輿が一堂に

日𠮷神社で「神戸山王まつり」の
神輿７基の一般公開が行われました。
例年の神戸山王まつりでは、多く
の松明に囲まれながら力強く走り抜
ける姿で親しまれていますが、新型
コロナウイルス感染症拡大防止のた
め３年連続で実施を見合わせること
になりました。
「多くの人に神輿を見てもらい、
伝統を繋げられれば」という思いか
ら氏子総代会が展示を企画。期間中
は多くの方が訪れ、美しい姿を写真
に収めていました。

第一生命保険株式会社と健康に関する協定を結びました

４月１日に神戸町との間で取り交わした「健
康増進に関する町民生活支援のための連携と協
働に関する協定書」についての懇談会が開かれ、
第一生命岐阜支社の清水支社長ら４名が谷村町
長を訪問しました。
懇談会では、これまでの第一生命の取組を紹
介され、がん検診受診率向上をはじめとする町
民の健康づくりについて、連携を図っていくと
意気込みを語られました。
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神 戸 町長選挙及び 神 戸 町 議 会 議 員 補 欠 選 挙
告示日
投票日

５月３１日（火）
６月 ５日（日）

○投票のできる方は
選挙人名簿に登録されていることが必
要です。選挙人名簿に登録されるために
は、基準となる日現在で、次の要件が必
要です。
・年齢要件
満18歳以上の日本国民の方
（平成16年６月６日以前に出生した方）
・住所要件
引き続き３か月以上神戸町内に住所を有
する方
（他の市町村から住所を移した方は、令
和４年２月28日までに神戸町に転入を届
出、引き続き神戸町の住民基本台帳に記
録されている方）
なお、選挙期日までに神戸町から転出
された方は投票できません。
○投票所入場券
「投票所入場券」は事前に封書で郵送
します。投票にお出かけの際には、入場
券を切り離してお持ちください。

投票時間

７:００〜２０:００

即日開票

○投票所での投票
投票所は、「投票所入場券」に記載していますので、ご確認
の上、お出かけください。投票所については、次の表をご参照
ください。
投 票 区
第一中

投 票 所
産業会館

第二中

神戸中学校体育館

第三中

神戸町役場

東

下宮地区公民館

南

ふれあいセンター

北

町立図書館

○期日前投票について
投票日当日、都合が悪くて投票できない方は、期日前投票が
できます。「投票所入場券」を持ってお越しください。
・期間 ６月１日（水）〜６月４日（土）
・時間 ８：３０〜２０：００
・場所 役場本庁舎２階集会室
この他、入院中の病院等でも投票できる不在者投票制度があ
ります。詳しくは、町選挙管理委員会までお問合せください。

選挙管理委員会

☎ 27‐0171

選挙公報の配布方法が変わります

令和４年度

区長会役員紹介

第26回参議院議員通常選挙から、選挙公報の配布方法を「配達
地域指定郵便物」による配布に変更します。

選挙公報とは
候補者の政見や経歴などを掲載したものです。

配達地域指定郵便物とは
宛先を指定せず、全戸を対象に郵便物を配達する郵便サービス
です。
︻後列︼
書 記

克英

︵末守︶

伊庭

副会長

忠雄

︵下宮︶

昭雄

︻前列︼
副会長

千秋

正司

︵横井︶

長

林

会

保司

︵南方︶

馬渕

林

副会長

︵敬称略︶

︵新屋敷︶
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会

︵鍛冶屋町︶
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配達地域指定郵便物を郵便局への届出により止められている方
は、配達されません。個別郵送による選挙公報の配送を希望され
る方は、世帯主様宛に郵送しますので、事前に選挙管理委員会ま
でお問合せください。一度申込いただきますと、次からは継続し
て個別郵送します。

個別郵送申込み時に確認させていただく内容
１．郵便番号
２．住所
３．世帯主名

４．申込者名（世帯主と同一の場合は不要）
５．電話番号

選挙管理委員会

☎27‐0171 fax 27‐8224
soumu@town.godo.lg.jp

役場窓口でマイナンバーカードを申請すると
カードを郵送でお受け取りいただけます！
役場窓口でのマイナンバーカードの申請時に本人確認等の所定の手続きをすることで、できあがった
カードを郵送で受け取ることができる「申請時来庁方式」の受付を開始します。

マイナンバーカード取得の流れ（申請時来庁方式）

①役場に本人が来庁

②カード申請・
顔写真の撮影（無料）

③自宅で受取
（本人限定受取郵便で郵送）

1〜2か月

申請について
・マイナンバーカードの申請時に必要書類を整えて申請することで、できあがったマイナンバーカードを
郵送（本人限定受取郵便）で自宅にお届けします。
・申請書類をその場で発行し、顔写真の無料撮影をしますので、本人確認書類と通知カードがあれば手軽
に申請をすることができます。
持 ち 物

・個人番号通知カード
（ 紛失した方でも、個人番号カード交付申請書をお持ちいただければ
手続きできます。）

・本人確認書類（運転免許証など）
運転免許証をお持ちでない方は、2点の本人確認書類
（健康保険証、介護保険証、年金手帳、医療費受給者証など）
申請場所

役場住民保険課（窓口①）

受付日時
平日 8：30〜17：15
（水曜日は19：30まで）

▲個人番号通知カード

休日

通常毎月第２・第４日曜日
8：30〜12：00

住民保険課

☎27‐0174

▲マイナンバーカード
総合サイト

▲町HP

神戸町空家バンクをご利用ください
『空家バンク』は、町内にある利活用可能な空家のうち、所有者が売却・賃貸を希望する物件を登録できる
制度です。登録された空家情報は、町ＨＰなどの媒介を通して、移住・定住を希望する人などに、広く提供し
ています。
◎登録可能な空家等

居宅、店舗、工場、事務所、倉庫のうち現に活用
していない（近く活用しなくなる予定のものを含
む。）町内に存在する建築物をいいます。
登録の申し込み後、現地調査等を行い、登録の可
否を判断します。
※相続登記など権利関係が整っている建築物である
こと。
※民間事業者による賃貸や売買等を目的とする建築
物は登録出来ません。

神戸町空家バンク

◎手続きについて

空家所有者・空家利用者の方は、空家バンクに
物件登録、利用者登録する必要があります。
詳しい手続きについては、建設課都市計画係ま
でお問い合わせください。
また、下記サイトにも手続きについて公開され
ていますので、ぜひご覧ください。

https://godo-akiya.jp/
2022.6 広報ごうど
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ごうどブランド

認定商品を募集します！

あなたの商品を ごうどブランド 認定商品にして、町の魅力を一緒に発信しませんか。
認定されると、町のHPやパンフレット等への掲載、報道機関への情報提供、イベントへの参
加など、積極的に認定商品をPRすることができます。
募集期間 ６月１日 ㈬ 〜９月30日 ㈮
認定対象

食 料 品：農産物及び加工品（飲食店で提供する料理を除く。）
工芸品等：町内で生産、製造または加工された製品

申請要件

町内の生産者または町内に事業所を有する方

応募方法

申請書に必要事項を記入し、まちづくり戦略課へ提出してください。
申請書は申請窓口または町HPからダウンロードできます。

町HP

■昨年認定された商品の紹介
（現在11事業者の27商品が認定されています。）

▲スノーホワイト
（低糖専門キッチン源喜）

▲郷土銘菓 ごうど
（お菓子処平野屋）

まちづくり戦略課

英語検定料を補助します!
公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語
技能検定（英検）を受験する児童生徒の保護者に対し、
英語検定料の補助を実施しています。
次の要件のいずれかに該当する方
①町内の小中学校に在学する児童生徒の保護者
②町内に住所を有し、かつ町外の小中学校に在籍して
いる児童生徒の保護者

英検を受験 ⇒

教育課へ申請書・
請求書を提出 ⇒ 交付決定

▲郷土銘菓 もちの木
（お菓子処平野屋）

▲スエード調 人工皮革商品
（岐阜殖産(株)）

☎27‐0172

ふるさと納税の返礼品
提供事業者を募集中！
神戸町では、ふるさと納税制度を活用し、特産品を
通じて町の魅力のPRや地域経済の活性化を図っていま
す。現在、返礼品はみなさまのご協力もあり、約100
品目まで拡大しました。町では返礼品の更なる充実を
図るため、返礼品として商品、サービスを提供する法
人、個人事業者を募集します。
募集期間
随時
返礼品に登録されると
ふるさと納税の専門サイトに掲載します。全国への
販路拡大と売上向上が期待できます。

①検定結果通知書
③補助金の振込先が分かるもの
②検定料納付証明書 ④印鑑
■補助上限額は3,000円です。
■補助金の申請は原則各年度１回です。ただし、１回
目の申請後、当年度内に上位級を受験した場合は、
再度申請できます。
■申請は当年度内の受験分に限ります。

教育課

7

2022.6 広報ごうど

☎27‐0181

▲Cloudy Hand Knit Branket
（豊島紡績（株））

まちづくり戦略課

▲スマートターボ神楽
（（株）箕浦）

☎27‐0172

６�回号

ちいきのわ新聞

初夏の陽気を感じる季節になりました。気温や湿度が上昇してきますので、水分をこまめにとり、熱中症に気を
付けて過ごしたいところです。
今回は、コロナ禍での生活が長引くことで「コロナフレイル」に陥らないよう、フレイル予防の取り組みについ
て紹介させていただきます。

フレイルチェック会を4か月ぶりに開催しました！
４月25日（月）中央公民館３階にて、フ
レイルチェック会を開催しました。
まん延防止期間中の開催見合わせを経て
４か月ぶりの開催となり、７名の方が参加
されました。そのうち３名の方は初めて
チェック会に参加され、
「 握力測定や、手足の
筋肉量測定を体験するのは初めて」
「 しばら
く家族以外の人と関わることがなかったか
ら、サポーターの方との会話が新鮮だっ
た」と感想を話されました。
フレイルチェックは、おおむね65歳以上
の方に年に１〜２回ペースで参加していただきたい内容です。健康診断は１年に１回は受けよう…と意識される
方もあるかと思いますが、健診とは一味違うフレイルチェック会。社会参加をしながら、健康チェックもできて
一石二鳥です。今後も定期的に開催しますので、是非参加をお待ちしています。

次回の
フレイルチェックの
参加者を募集します

日 時
場 所
対象者
申込先

6月22日
（水） 13：30〜15：30
中央公民館 ３階 大会議室
おおむね65歳以上の方
地域包括支援センター ☎27‐1158

〜フレイル予防に大切なこと 歯と口のケアで毎日健康！〜
加齢により、歯や口の状態が悪化することで栄養をとりにくくなったり、誤嚥性肺炎を起こしやすくなるなど、
全身に悪影響が及ぶおそれがあります。毎日の口腔ケアで歯と口の健康を守りましょう。

ポイント

１
ポイント

2
ポイント

3

口の中を清潔に保ちましょう

毎食後と寝る前の歯みがき、舌の清掃、うがい、入れ歯の清掃などで、
口の中をきれいに保ちましょう。

入れ歯などを活用しましょう

歯が抜けている場合はそのままにせず、歯科医で自分に合った義歯や
入れ歯を入れましょう。

定期的に歯科医院に行きましょう

３か月〜1年おきなど、定期的に歯科医院で歯と口の状態をチェックしてもらい、
専門家によるケアを受けましょう。

2022.6 広報ごうど
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ローズカフェ事業
お話をしたり脳トレをしたり…どなたでも参加いただけます！

ローズカフェ
場所
日時

ばらの里 運動室（入館料不要）
６月23日（木）
13：30〜15：00
☎27‐7774

てらカフェ
場所
日時

正覺寺（北一色674ー2）
６月23日（木）
9：30〜11：30
☎27‐2446
内容 恒例 初夏の演奏会〜篠笛〜

認知症サポーター養成講座
認知症サポーターは、なにか特別なことをする人ではありません。
認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族
に対して温かい目で見守る「応援者」です。
日 時
場 所
定 員
持ち物
受講料
申 込

グラシアスカフェ

６月17日（金） 13：30〜15：00
中央公民館 ２階 会議室
２０名
筆記用具
無料
お電話にてお申し込みください。
地域包括支援センター ☎ 27‐1158

場所
日時

いろどり（神戸204ー5）
６月４日（土）
9：30〜11：00
☎51‐4847

活き生きライフ
サポートくらぶⅡ
日時
場所

６月２日（木）、９日（木）、
16日（木）、30日（木）
13：30〜15：00
ばらの里 運動室
（16日のみ創作室）
（※別途入館料が必要です）

☎27‐7774

介護相談も行っています。お気軽に
お声かけください

おうちでできるトレーニング！パタカラ体操
・ゆっくり、はっきり
「パ・タ・カ・ラ」と発音します。
・はじめはゆっくりと５回くり返し、
つぎに速く５回くり返します。
・舌の動きを意識して、
滑舌よく発音するようにしてください。
飲み込む力など、口の機能を守ります。

パ

タ

カ

ラ

こんなことでお困りのことはありませんか。
１人で悩まずお気軽にご相談ください。
各相談窓口は役場健康福祉課内にあります。

地域包括支援センター

基幹相談支援センター

成年後見支援センター

★介護や健康のこと：
介護保険の申請をしたい、身体機能に
不安があるなど
★権利を守ること：
悪質な訪問販売の被害にあった、虐待
にあっている人がいるなど
★さまざまな相談こと：
近所の1人暮らしの高齢者が心配など

★身体障がい・知的障がい・
精神障がいの総合相談窓口
です
★どんなサービスが使えるの
★子どもの将来が心配

★契約や財産に関すること
★将来に関すること：
障がいのある息子の生活が
心配
★制度利用に関すること：
成年後見制度について詳し
く知りたい

☎27‐1158
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☎27‐0175

☎27‐0175

神戸町国民健康保険

人間ドック助成金制度のご案内

町では、被保険者の健康の保持増進と生活習慣病の早期発見を目的として、神戸町国民健康保険加入者を対
象に、人間ドック（健康診査）の健診料の一部を助成しています。下記の申請要件に該当される方は、住民保
険課保険年金係（窓口②）で申請をしてください。

要件１

要件２

加入している健康保険

申請の期限

神戸町
国民健康保険

健診料を支払った日の

要件３

要件４

健診を受けた日の年齢

翌日から
６か月以内

40歳以上

要件５

支払った健診料

納税状況

２万円（税抜き）以上

納期到来分
まで完納

（２万円未満は対象外）

・要件「１〜５」にすべて該当する方が対象です。
・助成金額は被保険者一人につき健診料の半額とし、上限は１万２千円となります。
（ただし、健診料が２万円未満の場合は助成の対象外となります。）
・助成は４月１日〜翌年３月31日までの期間で被保険者１人につき１回が限度です。

助成金の申し込み方法
〈お持ちいただく物〉

①
②

健診料の領収書（原本）
国民健康保険証

③
④

振込先の分かるもの
人間ドック受診結果表

※人間ドックの受診結果の提供をお願いします。保健事業の基礎資料とさせていただく事を目的として受診結
果の提供をお願いしています。原本をお持ちいただければ、コピーをさせていただきますのでご協力をお願
いします。

住民保険課

神戸町

☎27-0174

消防団 だより

新年度新体制での訓練を開始
４月３日に、今年度初めての訓練を行いました。
訓練は、神戸浄化センター内で実施し、新入団員の方には水圧体験、筒先の持ち方の指導等、消防団員とし
て基本的な活動を経験して頂き、消火活動ができるよう訓練を行いました。
訓練にあたっては、新型コロナウイルス感染症対策（検温、消毒、マスクの着用）に継続して取り組んでお
り、団員の安全確保に努めています。
新入団員を迎え、心を新たに、１年間消防団活動に取り組んでいきます。「親しまれる消防団」
、「信頼され
る消防団」
、「規律ある消防団」
、この三訓を確実に実行し、住民の皆さまの生命と財産を守るために活動して
いきますので、よろしくお願いします。

2022.6 広報ごうど
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今月の家庭の日は

6月19日㈰

家族みんなで、郷土の文
化にふれ、ふるさとにつ
いて学びましょう。

文芸ごうど作品募集

第��回

神戸町の文化活動の振興を図るとともに、町民の創作意欲を高め、生活に潤いとゆとりをもたらすことを目的に
「第39回文芸ごうど」作品募集をします。
応募方法

短歌・俳句・川柳の各部門は所定の応募はがきに、随筆・作文、現代詩部門は任意の原稿に作品を記し
たうえで、郵送または中央公民館まで直接提出してください。応募はがき付き作品募集要項は中央公民
館・町立図書館・ばらの里にあります。

応 募 期 間 ６月１日（水）
〜７月20日
（水）
（当日消印有効）
応 募 料 無料
応 募 規 定 作品は自作かつ未発表のものに限ります。
No.

部

門

応募点数

題

応募資格
主

神戸町内外問わず(小学生以上)
ただし、小中学生は神戸町在住に限ります。
催 文芸ごうど実行委員会
備

材

考

1

随筆・作文

１人１編

自

由

400字詰原稿用紙５枚以内（小学校低学年は２枚以上
５枚以内、高学年と中学生は３枚以上５枚以内）

2

現代詩

１人１編

自

由

400字詰原稿用紙２枚以内

3

短

歌

１人５首以内

4

俳

句

１人５句以内

自

由

応募用ハガキに部門別に記入
（小中学生は、短歌・俳句・川柳の各部門１首（句）のみ）

5

川

柳

１人５句以内

6

俚

謡

１人５章以内

「虫」
・
「鈴」
・
「鳴」
「我」
・
「点」
（有季・無季・随意）

俚謡題は、一字以上詠み込む

文芸ごうど実行委員会事務局（中央公民館内）
令和４年度

地区公民館長の紹介

１階ロビー展

（敬称略）

地域住民が連携して、学びと集いの機会を自ら企画・運
営しつつ、３世代のふれあいの場を提供していきます。
神戸地区公民館長 児玉
清（丈六道）…4地区公民館長代表
下宮地区公民館長 山川 良美（落 合）
南平野地区公民館長 馬渕 秀逸（八 条）八条）
北 地 区 公 民 館 長 鈴木 榮代（北一色）

☎27-7321

藤原能面教室「能面展」
場
期
時

所 中央公民館 １階展示ホール
間 ６月２日 ㈭ 〜27日 ㈪
間 ８：30〜21：00（休館日：毎週火曜日）

中央公民館

☎27‐7321

町 立 図 書 館 か ら の お 知 ら せ
●テーマ展示本

と

も

テーマ①：「夏の味方」
夏休み課題図書、読書感想文におすすめ本、
自由研究の本
テーマ②：「科学×本 〜イマドキ理科読のススメ〜」
科学道１００、サイエンス本
期
間：５月28日㈯〜８月25日㈭

新 刊 図 書 のご 紹 介
大垣夜行と
快速「ムーンライト」のすべて

「旅と鉄道」編集部編
山と渓谷社 686オ

通称“ヨン・サン・トオ”のダ
イヤ改正によって誕生した「大
垣夜行」、それを引き継いだ快
速「ムーンライト ながら」、そ
して快速「ムーンライト」シ
リーズ。
列島の深夜を走った格安夜行
列車を写真で振り返る。

●展示室のご案内
「北幼児園作品展」
〜６月22日㈬

昨年度の展示作品▶

問い合わせ

町立図書館

☎ 27‐9866

◆６月の休館日／６日㈪、13日㈪、20日㈪、24日㈮、27日㈪
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保健センター

☎ 27-7555

問い合わせ

6

帯状疱疹（たいじょうほうしん）予防接種の費用助成について
申請書兼請求書が町HPからダウンロードできるようになりました！
令和４年度から、帯状疱疹ワクチンを接種された方に対する接種費用の一部助成を開始しています。予防接種
法に基づかない任意の予防接種となりますので、かかりつけ医師等にご相談いただき、効果や副反応等について
十分ご理解いただいたうえで、接種の判断をしてください。医療機関の指定はありません。また、任意の予防接
種であり、接種を推奨するものではありません。
ワクチンの種類
帯状疱疹ワクチンは２種類あり、接種方
法や回数が異なります。かかりつけ医等に
ご相談ください。ワクチンのいずれか一方、
生涯１回のみ助成対象となります。

対象者（以下の条件を全て満たす方）
１．令和４年４月１日以降に接種をされた方
２．接種日において、神戸町に住民登録のある満50歳以上の方
３．過去に神戸町で帯状疱疹予防接種の費用助成を受けていな
い方
種

類

接種回数

助成額（接種額が助成額に満たない場合は接種額を助成）

生ワクチン（製品名：ビケン）

１回

4,000円（上限）

不活化ワクチン（製品名：シングリックス）

２回

接種1回につき10,000円、計20,000円（上限）
※2回分をまとめて申請してください

申請方法
接種後に以下のものを保健センターに提出してください。
① 助成金交付申請書兼請求書（町HPからダウンロードできます）
② 接種者氏名と予防接種名が記載された領収書（原本）

③ 接種した予診票の写し又は予防接種済み証
④ 振込先口座がわかるもの（通帳等）

清流の国ぎふ健康・スポーツポイント事業のメニュー追加について
NEW 「献血」が健康づくりメニューに追加になりました！ ぜひ、献血にご協力ください。
６月４日〜10日は

歯と口の健康週間

「いただきます 人生100年 歯と共に」

お口の状態は、全身の健康と
密接な関係があります。歯科疾
患の予防や治療を行うことが健
康維持や長生きの秘訣ともいえ
ます。歯と口の健康週間を機会
に口腔習慣をみなおしましょう。

６月は食育月間

６月19日は“食育の日”です
「食育」
とは、様々な経験を通じて
「食」
に関する知識と、バランス
の良い「食」
を選択する力を身につけ、健全な食生活を実践できる
力を育むことです。
健康的な食のあり方を考えるとともに、家族や友人と一緒に食
卓を囲んだり、食べ物の収穫を体験したり、季節や地域の料理を味
わったりするなど、食育の“環
（わ）
”を広げるきっかけにしましょう。

【お詫びと訂正】広報5月号の子宮頸がん検診の受診推奨月について
広報５月号に掲載しました、子宮頸がん検診の受診推奨月について、６月から11月の地区に誤りがあり
ました。下記表が正しい受診推奨月になります。お詫びして訂正します。
＜正しい受診推奨月＞
５ 月
井田・宮町・本町
鍛冶屋町
川西・下新町・上新町

９

月

西保・南方
八条・和泉
中沢

６

月

横町・福井
三津屋・昭和町
丈六道・西座倉・下宮

10

月

７

月

前田・起・栄町
ビレッジハウスごうど
新和・あさひ町
新屋敷・瀬古

11

月

８

月

落合・付寄
斉田・柳瀬
新瀬古・東方

12

月

高橋地所第２住宅
加納・新西保
北一色・横井
中島・第一中島
幸町・豊島社宅
田・安次
北島第２住宅・峰之井
更屋敷・末守
高塚・清水町
※受診推奨月以外でも受診できますが、２月末までに受診して下さい。
2022.6 広報ごうど

12

がん患者医療用補正具購入費助成事業のご案内
がん患者の皆さまの治療と就労や社会参加を支援するため、医療用ウィッグや乳房補正具を使用する方に
購入費の一部を助成します。申請は、補正具を購入した日の属する年度の末日までに必ず行ってください。
＜対象者＞
下記の４項目すべてに当てはまる方が対象です。

補正具を購入した日および申請時に町内に住所を有している方。
がんの治療（手術、薬物治療、放射線治療等）を過去に受けた方、または現在治療中の方。
がんの治療に伴う脱毛、乳房の切除等で、補正具等が必要となり、治療と就労、社会参加等との両立に支障
が出る、または出る恐れのある方。
町税、使用料及び手数料等町の納付金を滞納していない方。

＜助成金の対象および交付額について＞
助成金の対象

がん患者の医療用ウィッグ（全頭用）及び装着に
必要な頭皮保護用ネットの購入費用

助成金の交付額

上限２万円
（千円未満切捨て）

がん患者の乳房補正パッド又は人工乳房の購入
費用（これらを固定する下着の購入費用を含む）

同

上

※助成はお一人につき、医療用ウィッグと乳
房補正具それぞれ1台ずつ、1回限りです。
※購入の際に要した送料や振り込み手数料は
対象となりません。

＜申請方法＞
下記提出書類等を持って保健センターへ申請してください。
神戸町がん患者医療用補正具購入費助成金交付申請書
補正具の購入費用の額が確認できる領収書の写し（宛名、購入日、購入金額、金額内訳、全頭用ウィッグで
あること、領収書発行者の記載があるもの）
がん治療を行っている、または行っていたことを証する書類（領収書の診療明細書、入院や外来治療計画書、
がん医療連携クリティカルパス等）
振込口座の分かるもの（通帳等）

乳幼児の相談について【予約制】
事業名

対象者

乳幼児健康相談

乳幼児

開催日

６月２８日(火)

※家族等に体調不良の方がいる場合は、参加をご遠慮く
ださい。相談対象のお子さまと保護者１名で、マスク
着用の上お越しください。２歳未満のお子様はバスタ
オルをお持ちください。
※健康診査及び、他の相談事業に関しては、個別通知い
たします。

●母子健康手帳の発行について（お願い）
母子健康手帳の発行には、30分程お時間がかかり
ます。当町保健センターで健診等の保健事業がある
時間帯には、さらにお待ちいただく場合があります。
お越しになる前にご連絡をいただくと、スムーズに
発行できますのでご協力をお願いします。
※
「神戸町くらしのカレンダー」
に、母子保健・予防接種予定表を掲載
しています。日程変更がある場合は広報にてお知らせします。
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手作りおやつ教室を
開催します！
簡単で不足しやすい栄養素を補ったおやつを
一緒に楽しく作る教室に参加してみませんか？
◆実 施 日：６月16日（木）
◆受付時間：９時30分〜45分
◆場
所：保健センター
◆対 象 者：おおむね１歳〜小学校入学前まで
のお子さんの保護者（要予約）
◆定
員：５名（先着順）
◆参 加 費：大人200円
◆持 ち 物：エプロン・頭を覆うもの
（三角巾・バンダナ等）・保存容
器・保冷剤・保冷バック等
◆申込期限：６月９日（木）まで
＊新型コロナウイルス感染予防のため、試食は
行わず、料理はお持ち帰りいただきます。

◆「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
場
対

時：６月３日（金） 9：00〜11：00
所：北幼児園
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時30分〜16時30分
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 神戸町の方のみ：未就学児とその保護者(祖父母可)
場
所 神戸町ふれあいセンター２階 （神戸町大字八条262番地）

6月

0584−27−8866（ふれあいセンター共通）

1 ｢おたんじょう会」 2

3

4 ◎ちっちゃいものクラブ

8

10

11

10:00〜11:00
ふれあいタイム
【バースデーカード作り】

5

6

7

(休館日) (休館日) 子育て支援「ほっと」 「にこにこ広場」
10:00〜11:30
10:00〜11:30
【折り紙】
(親子あそびなど)
季節のカード作り
【父の日】

10:00〜11:30
ポストカード作り
【ばら菜ちゃん】

子育て巡回相談
10:00〜11:00

9

「葉っぱおばさん」 ●★「おやこひろばリトルスター」
10:00〜11:30
10:30〜11:30

12

13

14

16

17

18

19

20

21 子育て支援「ほっと」 22 ◎｢すくすく広場」 23

24

25

26

27

28 子育て支援「ほっと」 29

(休館日) (休館日)

(休館日) (休館日)
(休館日) (休館日)

●子育て支援「ほっと」
10:00〜11:30
【からだ整え運動】
定員:10組 参加費:無料
高木先生(わくわくセミナー)
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定員５組 参加費100円
【ゴムバンド骨盤体操】
子育て巡回相談
10:00〜11:00

10:00〜11:30
(親子あそびなど)

10:00〜10:30
【親子スキンシップ】

※感染症対策…「マスク着用、
検温、
手洗い、
消毒」に
ご協力をお願いします。
※【ファミリー・サポート】
【一時預かり保育】
につきまし
ては、
職員にお尋ねください。
※●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。
※◎印がある行事は、
センター企画です。

※「おたんじょう会」は、
神戸町在住、
1歳を迎えるお子さまへご案内をしています。
参加が出来ない際には、
ご連絡をお願い致します。(翌月のご参加も可能です）
※｢すくすくひろば」…手あそび、
読み聞かせなどで、
お子様とのスキンシップを図ります。
※｢ちっちゃいものクラブ」…自宅でも製作できるように、
キットをお渡しします。
※｢にこにこ広場」は神戸町民生委員、
主任児童委員のみなさんが、
親子あそびや読み聞かせ、
季節のカード作りなどを行っています。
※｢おやこひろばリトルスター」…7月 ８ 日(金)の企画について
6月10日(金)の企画終了後に事前受付を開始します。

�月の
水道料金（隔月）

下水道使用料（隔月）

6
�月の休館日

７ 日㈫・14日㈫・21日㈫・
28日㈫

町営住宅使用料
保育料

給食費負担金

放課後児童クラブ
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。

6月30日（木）

子育て巡回相談
10:00〜11:00

30

10:00〜11:30
【七夕飾り】

町県民税（全納・１期）

子育て巡回相談
10:00〜11:00

【11ch】
◆ニトリJD.LEAGUE 大垣ミナモソフトボールクラブ戦
〈生中継〉
��日
（土）
��時 試合開始 VSシオノギ
��日
（日）
��時 試合開始 VS豊田自動織機

◆高校野球 組み合わせ抽選会
〈生中継〉 ��日
（土）
��時��分
【12ch】
◆水谷酒店 �代目のみかんワイン
南濃みかんを使ったワインづくりの軌跡を追いました。
�日
（水）
～�日
（金）
��時��分 他

●地域情報 デイリーUP Plus
〈生放送〉

「介護相談窓口」のご案内
日

時：毎週木曜日
��：��～��：��

「ローズカフェ」
（認知症カフェ）開催
日
場

時
所

参加費

６月��日(木)
��：��～��：��
介護予防施設
「ばらの里」創作室
���円

ローズカフェの問い合わせ
地域包括支援センター ☎27−1158

月～金 ��時から毎日生放送！
（再）
��・��・��時 他
土・日 ��時 他
（�日分まとめて再放送）

●げんきはなまる

月～金 ��時��分 他

●TVギャラリー

（月～金）
��時��分 他
５日
（日）
～平塚省三 富士山写真作品
��日
（日）
～第��回グループ・フリーアート展
（前）
��日
（日）
～第��回グループ・フリーアート展
（後）
��日
（日）
～森本彰徳 写真展
「日々是好日」

●SKE��のタクシーグルメ

（水）
��時��分 他 ※��日更新 ハイショップヤスイ特集

●里見まさとのご町内探訪

（月）
��時��分 他 ※��日更新

※番組は予告なく変更・休止になる場合があります。

0120‐301‐248

0584‐82‐1300

2022.6 広報ごうど
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寄

付

ご寄付ありがとうございます
髙田敏光様︵斉田︶より︑社
会福祉事業のために２万円ご寄
付いただきました︒

議会事 務 局

☎２７︲５３６３

６月定例会のお知らせ

☎２７︲０１７１

■本会議
６月 日︵月︶議案の説明
６月 日︵水︶一般質問
６月 日︵木︶議案の審議
本会議は傍聴できます︒いず
※
れも午前９時 分から開会し
ます︒なお︑日程が変更され
る場合は町HPでお知らせし
ます︒
総務課

時

■日時

︵

６月２日︵木︶
７月７日︵木︶
時〜 時
分までにお越しください︒︶

岐阜県行政書士会所属の行政書士

■場所
役場南庁舎２階第１会議室
■相談員

-

安に思うことがありましたらお
気軽にご相談ください︒
事前予約が必要です︒
※
■日時 ６月 日︵月︶
時 分〜 時 分
■場所 役場本庁舎１階 相談室
■相談担当者
相談支援事業所の相談支援専門

12

家庭での子育ての悩み︑子ど
もの性格・発達の気になること︑
お父さんお母さん自身の悩みな
どを子育てアドバイザー︵臨床
心理士︶に相談してみませんか︒

宅内漏水に注意
水道水を効率よく使用するために気をつけなく
てはいけないことは「漏水」です。蛇口を全部閉
めても水道メーターが回っていれば、漏水の可能
性があります。漏水を発見された場合には、町が
指定している給水装置工事事業者に依頼し、早期
に修理していただきますようお願いします。

30

員および町身体障害者相談員
当日︑
マスクを着用の上︑
直接相談
※
場所へお越しください︒
︵混雑時は︑ ■申込期限・方法
健康福祉課へ６月 日︵金︶
お待ちいただく場合もあります︒︶
時までに電話でお申し込み
健康福祉課 ☎２７︲０１７５
ください︒
心配ごと相談日のお知らせ
今年度は︑９月 日︵月︶︑
※
生活上で困っていること︑
悩んで
月 日
︵月︶︑３月 日
︵月︶
いることはありませんか︒神 戸 町
にも開催します︒
民 生 委 員 児 童 委 員︑人 権 擁 護 委
詳しくは︑開催月の広報でお
員︑
行政相談委員がご相談に応じ︑ 知らせします︒
アドバイスをいたします︒
子ども家庭課 ☎２７︲０１７６
■日時 ８日
︵水︶・ 日︵水︶・
日
︵水︶ 時〜 時
子育て相談
■場所 役場１階相談室
※日は行政相談︑ 日は人権
相談をかねます︒
健康福祉課 ☎２７︲０１７５

障がい者巡回相談

☎27‐0179

上下水道課

19

事前にお電話で予約してくだ
※
さい︒︵平日８時 分〜 時︶

皆さんが普段当たり前のように使用されている
水道水は大切な地下資源です。この機会に水の大
切さを感じていただき、節水等にご協力ください。

８３
２１
２１
４１

15

June

福祉サービスの利用や就労の
相談︑家族関係︑日常生活で不

2022.6 広報ごうど
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行政書士による無料相談日
相続・遺言手続き︑内容証明
書の作成︑外国人の雇用︑在留
資格などについて︑行政書士会
による無料相談を行います︒

水道週間スローガン

２２
７７

30 20

6
16

池田・神戸LCから、町の卓球少年団にロボッ
トマシンとネット、サッカー少年団に試合用のユ
ニホームが贈られ、５月10日に寄贈式が役場南
庁舎で開かれました。
池田・神戸LCでは神戸町と池田町のスポーツ
少年団に対して定期的に備品の寄贈を続けており、
田宮会長は「少年団の皆さんに活用してもらって
町を盛り上げてもらいたい」と話されました。

水と一緒に
暮らす日々」
「大切な

17

12

17

20

17

22

池田・神戸ライオンズクラブが
町少年団に備品寄贈
６月１日〜７日は水道週間

◆
神
戸
ＦＴ 町
ＡＥ
ＸＬ 役
場
13

13

30

お
問
い
合
わ
せ
は
各
案
内
連
絡
先
ま
で

30

30

16

13 15

22

23 22 13

15

15

お
知
ら
せ

☎27‐0176

神戸町

6日（月）
20日（月）

養老町

☎ 32 ー 1108

7日（火）
21日（火）

垂井町

☎ 22 ー 1152

14日（火）
28日（火）

関ケ原 町

☎ 43 ー 0070

9日（木）
23日（木）

安八町

☎ 64 ー 3111

2日（木）
16日（木）

輪之内町

☎ 68 ー 0185

子ども家庭課

13日（月）
27日（月）
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無料住宅相談会

（相談は、
１人あたり60分以内で午前２人・午後２人まで）

ラインセミナー動画を配信して

下記の問い合わせ先にてご予約の上ご利用ください。

15

☎２７︲０１７７

17 14

建設課

14

町営住宅入居者
募集について
■住 宅 名 北島第２住宅
■戸
数 １戸
■間 取 り ２DK
■階
数 ２階
■募集期間
６月１日
︵水︶〜６月 日
︵火︶
■家
賃
月額 １７︐０００円〜
３３︐０００円程度
ただし︑入居者全ての所得に
※
より変動します︒
■選考方法
応募多数の場合は抽選となり
ます︒
■入居予定日 ７月 日
︵月︶
入居申し込み・入居条件など
※
の詳細については︑お問い合
わせください︒

います︒ぜひご覧ください︒
神戸町住宅協会が新築・リフ
第２回
ォーム・耐震等の無料相談会を
﹁子育てを楽しむために
開催します︒
︲子どもも自分も愛おしいと
■日時 ６月 日︵日︶
思えるように︲﹂
９時〜 時
■講師
■場所 産業会館
日本女子大学
神戸町商工会
人間社会学部 心理学科
☎２７︲４１８５
教授 塩﨑 尚美 先生
原水爆禁止
■配信日時
国民平和大行進
令和４年６月１日
︵水︶ 時
６
︵木︶ 時
核兵器廃絶をめざす﹁原水爆
~月 日
配信終了時刻になりましたら︑ 禁止世界大会﹂に向けた﹁国民
※
映像配信を終了させていただ 平和大行進﹂が︑ 回目を迎え
きます︒
ます︒今年は︑大野町・揖斐川
■動画公開場所
町・池田町・神戸町でも人数制
セミナーはYouTubeで 限をして平和行進を行います︒
公開されます︒限定公
核兵器のない平和で公平な世界
開のため︑下記よりア
の実現のために︑あなたも一歩
クセスしてください︒
でも二歩でも一緒に歩きましょ
う︒
■日時など ６月 日︵水︶
時 分頃〜
平和行進
おもちゃ病院
︵日𠮷神社〜神戸町役場︶
■主
催
原水爆禁止国民平和大行進
揖斐郡・神戸町﹁平和行進﹂
実行委員会
事務局
０９０︲６７６１︲３９５２
︵小倉︶

情

直してもらいたいおもちゃは
ありませんか︒お気軽にお持ち
ください︒
■日時 ６月 日︵火︶
時〜 時
■場所 社会福祉協議会
︵デイサービス内︶
神戸町社会福祉協議会
☎２８︲０２２３

予約・問い合わせ
産業環境課
☎ 2 7 ー0178

開催町

保健センター ☎２７︲７５５５

明治安田こころの健康財団
オンラインセミナーの開催
神 戸 町 は ︑明治安田生命保険
相互会社と﹁健康づくりに係る包
括連携に関する協定﹂を結んでい
ます︒このたび︑町民の皆さまの
こころと健康・福祉の増進を目的
に︑明治安田こころの健康財団が
提供する動画を︑５月から１カ月
に１テーマ︑様 々 な 内 容 の オ ン

西濃６町共同で消費生活相談員による巡回相談を開
催しています。
時 間 10：00〜12：00、13：00〜15：00

児童手当現況届の提出が
原則不要になります

6月の消費生活相談について

19

12

30 15

児童の養育状況が変わっていなければ、下記に
該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
【現況届の提出が引き続き必要な方】
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と
異なる市区町村で児童手当を受給している方
・配偶者と離婚協議中で別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
※現況届は、毎年６月１日の状況を把握し、６月
分以降の児童手当等を引き続き受ける要件（児
童の監督や保護、生計同一関係など）を満たし
ているかどうかを確認するためのものです。
※上記に該当する方で、現況届の提出がない場合、
６月分以降の手当が受けられなくなりますので
ご注意ください。

開催日

30

12

14

報

10

14

11

観光ボランティアガイドの会からのお知らせ
神戸史跡巡りウオーキング

家康ゆかりの白山神社
～日 神社鬼門封じの不動堂～
日
時
出
発
集合場所

行

6月11日（土）
9：30〜11：00
白山神社駐車場

（受付9：00）

日

時

場

所

6月18日（土）
9：50〜11：00
（9：30受付）
正覚寺（北一色674-2）

◇濃尾地震のお話
講師 本巣市教育委員会
根尾公民館長 三本木

程

白山神社→丈六道白鳥神社→
→夜叉姫しのぶ寶蔵院跡→

隆氏

◇ふるさと百話「キツネ玉」のお話
講師 正覚寺 遠藤住職

→馬頭観音→不動堂→白山神社
※事前申し込みが必要です。

申込・問い合わせ

濃尾地震と
ふるさと百話

※事前申し込みが必要です。

神戸町観光ボランティアガイドの会 会長 寺田弘子
まちづくり戦略課 ☎27‐0172

☎090-2687-0865

解説書付き神戸クイズ

神戸町にもあった川港灯台
（灯明）

問１ 明治時代の神戸町は現在のような鉄道、自動車とい

った交通網がなく専ら徒歩、荷車や広い川を利用し
た舟運が主でした。神戸町にも平野井川沿いに港が
整備されていて大橋の港は結構賑わっていたようで
す。この大橋の港は何処にあったのでしょうか。
① 本町

② 上新町

③ 川西

④ 福井

問２ 神戸町役場西の信号を北へ100メートル程進み西

へ入ると、上新町と下新町境旧東山道と思われる道
端にひっそりと燈籠が建っています。燈籠には岐阜
・善光寺道、谷汲山御宝前等の字が読み取れると共
に、ある願いが込められていますが何でしょうか。
① 巡礼者の供養
③ 流行病者の供養

前月の解答

問１：③ 那波直治

② 戦没者の供養
④ 国家安泰
問2：① 桜

神戸力検定委員会

神戸クイズの「解答」と「解説書」は、ひよしの里、
広神戸駅、図書館、中央公民館、役場ロビー、社協に
置いてあります。
ご自由にお取りください。

花のあるくらしづくり事業
「寄せ植え講習会」を開催します
日 時
参加費
場 所
定 員
申 込

６月19日㈰・26日㈰ 10:00〜／14:00〜
1,500円
ひよしの里
各回10名（先着順）合計40名
６月８日㈬ 10:00 〜 15日㈬ 15:00
ひよしの里窓口でお申込みください。

9：00〜17：00（火曜定休）☎51‐4704
︻有料広告︼
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すか?
ていま
っ
知

ふれあいごうど朝市・夕市
採れたて新鮮野菜や卵、切り花、花の苗、衣料品、雑
貨などがお手頃価格で販売されています。ぜひお越しく
ださい！

持続可能な開発目標

今回はSDGsの17の目標の内、10番目の「人や国
の不平等をなくそう」について取り上げます。
SDGsの目標の多くで、世界中で広がる富の格差を
問題としています。世界で上位１割の裕福な家庭が
所有する資産は、世界全体の８割近くを占めていま
す。
世界全体の経済生産は30年前に比べて3倍以上に
伸びていますが、貧しい人たちの所得はほとんど増
えていません。このことからも富の格差が広がって
いることが分かります。経済成長だけでなく、その
結果生まれた富がどのように配分されているのかと
いうことに目を配る必要があります。
日本は先進国の中では所得格差が大きい国とされ
ており、特にひとり親世帯、高齢者がいる世帯の貧
困率は高くなっています。これらの不平等の改善は
一朝一夕にできることではありませんが、募金をし
たりボランティアに参加するなど、まずは問題を学
んで理解することから始めてみましょう。

朝

市

夕

市

6月6日（月） 6月18日（土）
9：00〜11：00

15：00〜17：00

ばらの里 館内

６月６日は「ばらの里コストコフェア」も同時開催！
朝市 40名様
夕市 30名様に
先着で小松菜を
プレゼント!!
※お買い物いただいた
方に限ります。

限定
「 切り花 」です。��個
5月の特売品は

300 円 →200 円

あなた の まちの 商工会
神戸町商工会では、小規模事業者の健康維持増進を図るとともに、労働安全衛生法（第66条）に定める
定期健康診断を下記の通り実施いたします。ご希望の方は町商工会事務局までお申込ください。
日

時

場
所
内
容
対 象 者
申込期限

７月20日 ㈬・21日 ㈭
※希望日を考慮して事務局で調整します。
神戸町ふれあいセンター（八条261‑1）
一般健診コース、協会けんぽコース、じん肺検査、他
町商工会に加入する事業主、役員、専従者、従業員
６月16日 ㈭

※各コースの内容については商工会事務局までお尋ねください。
金額はコースによって異なります。

神戸町商工会

〒503-2305 神戸町大字神戸520番地の1
☎27‐4185 http://www.goudo.jp

2022.6 広報ごうど
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大垣消防組合からのお知らせ

応急手当普及員再講習のご案内
この講習は、学校や事業所等で普通救命講習等の指導を行っている応急手当普及員の資格を更新するための講
習で、応急手当指導技能の維持・向上を図ることを目的としています。
応急手当普及員の資格は、認定の日から３年で失効しますが、この講習を受講することで、受講日から、さら
に３年間有効となります。（昨年度に有効期限を迎えた方は、１年間有効期間を延長しておりますので、今年度
に受講可能です。）
開 催 日 時 ７月17日㈰ ９時〜12時
開 催 場 所 大垣消防組合消防本部
受講対象者 有効な応急手当普及員の資格を有している方
（大垣消防組合管内に在住又は在勤の方に限ります。）
募 集 人 員 ３０人程度
募 集 期 日 ７月14日㈭まで
申込み方法 応急手当普及員の認定番号、事業所名、住所（自宅又は勤務先）、氏名、生年月日、電話番号
を電話、ＦＡＸ又はメールで大垣消防組合消防本部救急課へお申込みください。
大垣消防組合消防本部救急課 ☎87−1513／FAX87−1515
メール：kyukyu@ogaki-syoubou.or.jp

募集種目

受

験

自 衛 官 等 募 集 案 内

資

格

海

上

18歳以上
23歳未満の者

航

空

18歳以上
21歳未満の者

航空学生

受付期間

７月１日
〜９月８日

１次
２次
３次

試

験

期

日

９月19日
10月15日〜20日のうち１日
（海）11月18日〜12月14日
のうち５日間
（空）11月12日〜12月15日
のうち５日間

※受験資格の年齢は各種目とも令和５年４月１日現在です。
自衛隊岐阜地方協力本部

職

種

受験資格

申込期間

試 験 日

大垣地域事務所 ☎73−1150

税 務 職 員 採用受験者募集案内

税務職員採用試験（高校卒業程度）

① 令和４年４月１日において、高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して
３年を経過していない者及び令和５年３月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見
込みの者
② 人事院が１に掲げる者に準ずると認める者
6月20日㈪ 〜30日㈭
人事院HP（https://www.jinji.go.jp/）よりお申し込みください。

※インターネット申し込みができない環境にある場合は、人事院地方事務局・沖縄事務所に問い合わせてください。

第1次試験
第2次試験

9 月４日㈰
10月13日㈭〜22日㈯のうち、いずれか指定する日

名古屋国税局人事第二課試験係
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☎052-951-3511（内線3451）

今年度から
全ての公共交通
機関が対象!

高校生世代対象
通学定期券の購入助成について

より多くの高校生世代の通学費負担を軽減するため、令和4年4月から、全ての公共交通機関に対象
を拡大して通学定期券の購入費用の助成を行っています。
助成額
通学定期券の購入経費の３分の１
※年度につき６万円を限度額とします
助成対象要件
・高校生世代の町内在住者であること
・公共交通機関の通学定期券を購入して高等学校等に
通学していること
・助成対象者の保護者を含む世帯全員に町税等の未納
が無いこと
申請方法
通学定期券の購入後、申請書兼請求書に必要書類を添
え、役場まちづくり戦略課まで提出してください。定期
券の有効期間内の申請が必要です。その他詳細について
は町HPにてご確認ください。

まちづくり戦略課

☎27‐0172

町HP▶

2022.6 広報ごうど
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昨年と比べ可燃ごみ量は

◆開 館 日

６月 １日（水）、５日（日）、８日（水）、
15日
（水）、22日（水）、29日（水）
開館日をご確認のうえ、お出かけください。

◆開館時間

※来館時には、マスクを着用し、他の利用者との距離
を確保してください。

※この施設は、資源ごみ回収の施設です。

開館日（時間）以外の持ち込み、可燃ごみ・不燃ごみ・
粗大ごみの持ち込みは、お断りしております。

し尿くみ取り収集予定表（６月）
収集予定日

くみ取り収集地区

１日、２日

昭和町・三津屋・高塚・起・幸町・栄町・宮町・井田

６日・７日

更屋敷・末守・西保・新西保
福井・新和・丈六道・安次・田・和泉

14日・15日

南方・八条・加納・中沢・斉田・柳瀬

20日・21日

本町・上新町・あさひ町・瀬古
鍛冶屋町・川西・前田・東方・新屋敷・下宮・横井・
北一色・峰之井・第一中島・西座倉・落合・付寄・
横町・下新町

27日・ 28日

中央清掃㈱

神戸営業所

トン

減量！

４月

年度計

令和３年度

238

238

令和４年度

233

233

今後も皆さまのご協力をお願いします。
※各年度とも４月までの累計

◆回収品目

９：00〜11：00

９日・10日

5

可燃ごみ量（町収集分）単位：トン

☎27‐6181

ビン類、アルミ缶、スチール缶、ペットボ
トル、プラスチックボトル、牛乳パック、
新聞、チラシ、雑誌、段ボール、古着、毛
布（電気毛布は不可）、雑紙、小型家電
※ビン等は水洗いして出してください。汚れてい
る物は、お返しすることになります。
※プラスチックボトルは、中を水洗いし、キャッ
プと容器を分けてお持ちください。（ポンプは
不燃ごみへ）
※ペットボトルは、中を水洗いし、ラベルをはが
して出してください。
※スプレー缶は、中身を使い切り、風通しの良い
安全な野外で穴をあけてから出してください。
※新聞・チラシ・雑誌・段ボールは、ひもで堅く
縛ってお持ちください。
※小型家電はデジタルカメラ、携帯電話、家庭用
ゲーム機で縦15cm×横30cm×奥行き30cm
程度の大きさまでが対象です。パソコンなどの
家電リサイクル法対象品目は回収できません。

産業環境課

☎27-0178

● ヘルシークッキング ●

食生活改善協議会

Healthy Cooking

神戸町産の小松菜を使用☆家族で一緒にお料理レシピ

小松菜＆チーズ入りじゃがいももち
６月は食育月間です。家庭でできる食育はどんなものがある
でしょうか。家族でご飯を食べる。地場産品を使って料理を作
る。家族で料理をする。これらがすべて食育です。
今回は、神戸町産の小松菜を使用した「小松菜＆チーズ入り
じゃがいももち」をご紹介します。
作り方
材料（４人分）
じゃが芋 ……３0０ｇ
小松菜 …………80ｇ
牛乳 ………大さじ2
⒜ 片栗粉 ……大さじ2
塩 ………………適量
こしょう ………少々

片栗粉 …………適量
ピザ用チーズ ……30g
サラダ油 ………適量
味付けのり …お好みで

126kcal

21

たん白質
3.2g
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②小松菜は、茹でて水気を絞り、細かく刻んでおく。
③ボウルに①・②・⒜を入れて全体を混ぜ合わせ、1人3個にな
るように分け、チーズが中心になるように小判型に丸める。
その表面に片栗粉をまぶしておく。
④熱したフライパンにサラダ油を入れ、③の両面を焼く。表面

（１人分）
エネルギー

①じゃが芋は皮をむいて茹で、水気を切り、つぶしておく。

カルシウム

食物繊維

76ｍg

1.3g

塩分
0.4g

に焼き色がついたら器に盛り付けて完成。

☆お好みで味付けのりを付けて食べてくださいね♪

ひとめぐり

ごうど
6
vol

イシハラ花店

.657

神戸町大字神戸462-2

役場本庁舎と中央公民館の１階ロビーで、町内で生産された
「バラ」
「アルストロメリア」
を使った花飾りを、鉢植えとセットで
展示している
「公共施設花飾り事業」
。花飾りのアレンジメント
を担当していただいている町内の事業者を紹介します。

フローラル花夢館 神戸店
神戸町大字柳瀬813

☎27‑2147

令和４年６月１日号
●発行・編集／神戸町役場 まちづくり戦略課
☎0584（27）3111（代表）／fax0584（27）8224

役場正面玄関ロビーの花飾りを担当するのは、
本町に店を構えて50年近くになるイシハラ花店。
主に作品を手掛ける髙田啓子さんは、花のデザイ
ンコンテストにも挑戦している経験を活かし、花
飾りを作成しています。
「神戸町の生産者さんが大切に育てたバラ・ア
ルストロメリアをどのようにしたらキレイに見え
るかを一番に考えて作成しています」と髙田さん
は話します。大きく長いバラなら茎を見せる、色
がミックスなら緑の添え花で引き立てるなど、メ
インとなる花の状態に合わせて組み合わせを決め
ていきます。
花飾りを作る上での思
いについて髙田さんは、
「美しさだけでなく、見
た目の『おもしろさ』も
加えられるようにしてい
ます。役場に訪れた方が
ふと目にしたとき、癒し
や潤いを感じてもらえる
と嬉しいです」と話され
ました。

▲アルストロメリアの花飾り

☎28‑0268

中央公民館で来館者を出迎えているのは、フ
ローラル花夢館神戸店の花飾りです。店舗では神
戸町産のバラを多く取り揃え、育て方に関する相
談会などイベントを定期的に開催して「ばらの
町」の発信にご協力いただいています。
同店の堀口英孝さんは「生産者の方は花の一本
ごとにこだわりを持って作っています。その価値
を皆さんに伝えていきたい」と話します。作成の
際に心がけているのは「季節に合わせたデザイ
ン」。昨年の七夕の時期には天の川を思わせる小
さな花とバルーンを、ハロウィンの時期には小さ
なカボチャや捻じれた枝を取り入れるなどの工夫
で見る人を楽しませま
した。
「生活必需品ではない
からこそ、花を身近に
感じてもらう事が必要。
今後もさまざまな取り
組みで町内外に神戸町
産の花の魅力を伝えて
いきたいです」と話さ
れました。
▲バラの花飾り

人 の動き

４月１日〜４月2８日までの受付分

https :/ /w w w. tow n.g od o.gifu. jp

人 口
男
女
世帯数

（届出順・敬称略）
希望者のみ掲載しています

令和４年５月１日現在

… １８,６45人 （＋ 22）
… ９, 101人 （＋ 5）
… ９,５44人 （＋ １７）
…… ７, 108 世帯（＋ 25）
※
（

）
内は前月との比較

お誕生おめでとうございます
区名

井
栄

田
町

お子さんのお名前（ふりがな）

葉 山
莞
日比野 承太郎

（に こ）
（じょうたろう）

心からお悔やみ申し上げます

親さんのお名前

・ 仁 ， 萌
・勇 斗 ，麻里子

本
福

町
井

土

方

竹

大

輝

峰之井
南

ご結婚おめでとうございます
川 西

桐

山

原

園
屋
中

久 子 （９１歳）
ひ ろ 子 （９５歳）
忠 由 （８０歳）
和 江 （８３歳）

島

美

希

