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知
ら
せ

献血にご協力を
お願いします

お
知
ら
せ

10月は骨髄バンク
推進月間です

お
知
ら
せ

10月17日から10月23日は
「薬と健康の週間」です

お
知
ら
せ

11月の飛騨市国民健康保険特定健診・若者健診

お
知
ら
せ

11月のがん検診・婦人がん検診

お
知
ら
せ

高齢者を対象とした肺炎球菌ワクチン予防接種について

麻薬・覚醒剤乱用防止運動（11月30日まで）
「たった一度がたった一度ですまなくなる　覚醒剤の恐ろしさ！」
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古川町保健センター 0577-73-2948

古川町保健センター 0577-73-2948

古川町保健センター
0577-73-2948

古川町保健センター
0577-73-2948

古川町保健センター
0577-73-2948

血液が不足しています。
あたたかいご協力をお願いします。

飛騨市国民健康保険では、皆さんの健康管理のために、特定健診を40歳～74
歳の方を対象に行います。健診の案内は対象の方に郵送しています。
誘い合って受診しましょう。

がんの早期発見・早期治療のために各種（胃・大腸・肺・子宮・乳）がん検診を行っ
ています。がん検診を希望される方で、申し込みがまだの方は10月24日（水）まで
に古川町保健センターへご連絡ください。今年度最終のがん検診となります。

市では、高齢者を対象とした「肺炎球菌ワクチン予防接種」を行っています。
今年度 2700 円の個人負担で接種を受けることのできる方は、下記の表の年齢
の方です。（対象の方には、4月に紫色の予診票をお送りしています）
接種期限は3月30日（土）までですので、接種を希望される方は、お早めにお受
けください。（接種は義務ではありません）

■日時　11月15日（木）
　 9：30～11：00　神岡振興事務所
　13：30～16：00　飛騨市役所
●400ｍL限定

市では、骨髄・抹消血幹細胞移植の
推進とドナー登録者の増加を図るた
め、支援事業を行っています。白血病
等の血液難病に苦しむ人々を救うた
め、ドナー登録をお願いします。

●対象者
・日本骨髄バンク事業のドナー登録を
行い骨髄等の提供を完了した人

・骨髄等の採取に伴う通院または入
院期間に市内に住所を有する人
●補助金の額
１日につき２万円（最長７日間）

■薬は正しく使いましょう。
■お薬手帳を活用しましょう。

※まめとく健康ポイントの対象事業です。ポイントカードをご持参ください

古川町保健センター 0577-73-2948
※まめとく健康ポイントの対象事業です。ポイントカードをご持参ください

※今までに対象ワクチン（23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン）を接種したことがある方
　は対象になりません

※骨髄等の提供が完了した日から90日以内
に、申請してください

月 日 曜日 会場 受付時間

11 26 月 神岡町保健センター 8時30分～10時30分

月 胃がん検診・大腸がん検診 胸部 
レントゲン

子宮頸がん検診・乳がん検診
日 曜日 会場名 日 曜日 会場
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1 木
古川町総合保健
福祉センター2階
（ハートピア古川）

● 1 木

古川町保健センター2★ 金 ○ 2★ 金
8 木 ● 8 木
9 金 ○ 9 金

受
付 時
間

　午前8時30分～10時30分                                        
＊胸部レントゲン検査：●は午前及び午後（1時～2時）

 ○は午前のみ

午前９時～10時30分
午後１時～ 2時30分

対象年齢 生年月日
65歳 昭和 28年 4月 2日～昭和 29年 4月 1日生
70歳 昭和 23年 4月 2日～昭和 24年 4月 1日生
75歳 昭和 18年 4月 2日～昭和 19年 4月 1日生
80歳 昭和 13年 4月 2日～昭和 14年 4月 1日生
85歳 昭和 8年 4月 2日～昭和 9年 4月 1日生
90歳 昭和 3年 4月 2日～昭和 4年 4月 1日生
95歳 大正 12年 4月 2日～大正 13年 4月 1日生
100歳 大正 7年 4月 2日～大正 8年 4月 1日生



飛騨かわい いなか～にばる 2018
～河合町文化祭・里山の恵み市・河合町地歌舞伎公演～

場
版ドイワ
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「飛騨かわい　いなか～にばる　2018」実行委員会
0577-65-2383

「飛騨かわい　いなか～にばる　2018」実行委員会では、河合町文化祭、里山の恵み市（野菜販売）や河合町地歌舞伎公演
を下記のとおり開催します。皆さんぜひお越しください。（入場無料）

■日時
　11月17日（土）
　　　18日（日）

■場所　友雪館（河合町稲越）

※詳しくは全戸配布チラシをご覧下さい

お
知
ら
せ

13：00～18：00
9：00～14：00
9：00～16：00
10：00～12：30
14：00～16：00

文化展示　　　　　　　　　　　
文化展示
野菜等販売
芸能発表　(終了後、だんごまき)
河合町地歌舞伎公演
（終了後、だんごまきの抽選会）



お
知
ら
せ

清流の国ぎふ推進補助
金を活用しました

お
知
ら
せ

市県民税第３期分の
納期限について

お
知
ら
せ

飛騨市の防災情報は
こちらから確認できます

お
知
ら
せ

高山税務署からの
お知らせ

お
知
ら
せ

酒ビンの出し方の一部
変更について

場
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総合政策課 0577-73-6558

危機管理課 0577-62-89020577-73-7482

税務課
各振興事務所（税務担当）

0577-73-3742

環境課

高山税務署
・青色申告決算等説明会および
消費税軽減税率制度等説明会について
0577-32-8126

・年末調整等説明会について
0577-32-1024

平成30年度岐阜県清流の国ぎふ推進
補助金を受けて、「清流みやがわ鮎釣
り客拠点整備事業」を実施し、飛騨
まんが王国に、RVパークとして、車中
泊エリアと外部コンセントの整備を行
いました。

市県民税第３期分の納期限は、
10月31日（水）です。

●口座振替の方は、
　残高確認をお願いします。

●納付書で納める方は、納税通知書に
　添付されている納付書で
　納めてください。

災害が発生した時は、避難情報、道路
情報などを次の媒体を使って情報発
信します。避難が必要な場合はあわて
ずに避難しましょう。

◎防災無線

◎飛騨市ケーブルテレビ

◎ほっと知るメールひだ（登録制メール）
携帯電話などにメールで配信するサー
ビスです。登録はこちらhttp://ww-
w.city.hida.gifu.jp/soshiki/7/928.html

◎飛騨市公式ホームページ
http://www.city.hida.gifu.jp/

◎飛騨市防災情報facebookページ
https://www.facebook.com/hidabousai/

◎飛騨市防災情報ツイッターページ
https://twitter.com/hida_bousai

※災害の状況により
◎エリアメール
　市内に所在する方に全員配信

◎エフエム岐阜

消費税軽減税率制度等説明会、青色
申告決算等説明会、年末調整等説明
会を開きます。

■古川会場
日時　11月1６日（金）
10：30～消費税等軽減税率制度等説
明会
13：00～年末調整等説明会
場所　古川町公民館（総合会館）
　　　２階大会議室

■高山会場
日時　11月22日（木）
10：00～青色申告決算等説明会
場所　高山市民文化会館小ホール

※青色申告決算用紙は確定申告書用
紙に同封しています（前年、電子申
告をされた方には、確定申告書用
紙・青色申告決算書用紙ともに送
付されません）
※確定申告書用紙や青色申告決算書
用紙は国税庁ホームページからダウ
ンロードすることができます

酒ビンの分別及び出し方について、酒
販売店での回収方法が変更になりま
す。

〈変更があった酒ビン〉
1.8リットル空瓶（一升瓶）
※その他の容量の酒瓶はこれまで通
り、酒屋で回収できます

〈変更内容〉
【変更前】
酒屋で受入対象となる一升瓶の色は
「全て」であり、購入した酒販売店に出
すと有償で引き取っていました。
【変更後】
酒屋で受入対象となる一升瓶の色は
「茶瓶」、「緑瓶」に限定され、さらに無
償（0円）で引き取りとなります。

〈酒販売店で引き取ってもらえないも
のは？〉
資源ごみ（ビン）として、分別収集ス
テーションに出してください。

上記の変更に伴い、不明な点等があり
ましたら、近くの酒販売店にお問い合
わせください。

場
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商工課 0577-62-8901

飛騨市経営相談窓口
相

　
　談

市では、岐阜県よろず支援拠点と連携
して、売上拡大、販路拡大、経営改善な
ど、経営上のあらゆるお悩みの相談に
対応する「ビジネス相談窓口」を開設し
ます。ぜひご活用ください。

■相談内容
販路開拓、売上拡大・商品開発、
ブランドづくり、デザイン、人材育成、
事業連携、地域資源、WEB集客、
IT活用、経営改善、事業再生、
創業・起業補助金、助成金
■日時
古川会場　10月24日（水）、10月31日（水）、
　　　　　11月 7日（水）、11月14日（水）
神岡会場　11月21日（水）

いずれの会場も13：00～16：00
※予約可（相談日前日までに商工課まで電話
にてお申し込みください。）

■場所
（古川）　飛騨市図書館 
（神岡）　神岡振興事務所

●相談内容
①年金受給に関すること
②年金記録に関すること　
③国民年金の免除申請、口座振替等
の手続きについてなど、この機会にぜ
ひご利用ください。
●場所および日時
【神岡会場　神岡振興事務所】　
　11月14日（水）　10：00～15：00
【古川会場　飛騨市役所】　　　
　11月28日（水）　10：00～15：00
●持ち物
①年金手帳または年金証書
②運転免許証などの身分証明書
③印鑑（シャチハタ印以外）
④委任状（本人が来庁できない場合）

ハローワーク出張相談
相

　
　談

市内において、ハローワークの相談員
による職業相談窓口を開設します。
お気軽にお問い合わせください。

■相談内容
・求人情報の提供（求人情報誌によ
る提供、求人情報検索パソコンに
よる提供）
・就職に関する相談（ハローワーク
高山の相談員が就職に関する相談
に対応）
・職業紹介（希望の求人の紹介）
・飛騨市シルバー人材センターに関す
る相談
■日時　11月14日（水）
　　　　11：00～15：00
■場所　古川町公民館（総合会館）

年金相談のお知らせ
相

　
　談

下記の日程で高山年金事務所の職員
による出張年金相談を行います。
事前の予約も可能ですので、ご希望の
方はお問い合わせ下さい。

岐阜県若者サポートステーション
　 058-216-0125

・予約先

相

　
　談

就活に踏み出せない、うまくいかない
理由はなんだろうとお悩みの方のサ
ポートを行っています。
一人一人の状態に合わせた相談と専門
的な支援が受けられるよう、必要に応
じて適切な支援機関や団体等も紹介
します。
お気軽にお問い合わせください。

■日程　毎週水曜日
■時間　13:00～16:00
■場所　古川町公民館（総合会館）３階

※支援対象者は15歳以上39歳以下の
　ニート状態の若年者とその保護者
※出張相談を希望される方はご相談
　ください
※１組50分、予約制です

就労相談窓口のお知らせ

ハローワーク高山
0577-32-1144

古川会場　市民保健課（市役所）　
0577-73-7464　

神岡会場　神岡振興事務所市民福祉係
0578-82-2252

一般向けのオススメ

児童向けのオススメ

図 書 館 に お い で よ

新着図書ピックアップ

　アオダモの枝で蛍光ペン遊び、アジサ
イの幹を灯心にランプをつくる、色々な
良い匂いのする木を削ってみる、ムクロ
ジの実のLEDイルミネーションづくり、
色々な葉拓でエコバッグづくりなど、身
近にある木々を素材に親子で楽しく遊
べるアイデアを樹木医である著者がナビ
ゲートしてくれます。

岩谷美苗／著　東京書籍

　べぇべは「もうどう犬」という特別な
犬なのです。ほとんど目が見えないメグ
は、べぇべといっしょにくらすようになっ
てから毎日いろんなことに挑戦するよう
になり･･････。
　盲導犬の仕事や視覚障がい者の生活
について、物語を楽しみながら理解を深
められる絵本です。

『もうどう犬べぇべ』
セアまり／文　平澤朋子／絵　ぽるぷ出版

飛騨市図書館
0577-73-5600
http://hida-lib.jp

『子どもと木であそぶ』



平成26年度　狂犬病予防集合注射の日程について

・環境課
・各振興事務所（環境担当）

0577-73-7482

■注射料金について　（お釣りがいらないようにご協力をお願いします） 

　　　（獣医） 注射手数料      2,600 円
　　　（市） 注射済票交付手数料　　　550 円

　　　　　　　計    　　　　3,150 円

　　　（市）新規登録手数料　3,000 円（初めて犬を登録する方のみ）

■案内ハガキを必ず持参してください（４月下旬頃に発送します）
■糞は必ず持ち帰りましょう

古川地区 神岡地区
時間 集合場所 時間月日月日 集合場所

５月 14 日
（水）

9:00 ～ 9:35 袈裟丸研修ｾﾝﾀｰ

５月 19 日
（月）

8:50 ～ 8:55 和佐保神社
9:50 ～ 10:10 数河緑地管理ｾﾝﾀｰ 9:20 ～ 9:25 伊西神社
10:20 ～ 10:35 末高研修ｾﾝﾀｰ 9:30 ～ 9:35 森茂農協
10:45 ～ 11:15 杉崎ｾﾝﾀｰ 9:40 ～ 9:50 森茂上バス停
11:25 ～ 11:40 太江農業ｾﾝﾀｰ 9:55 ～ 10:00 岩井谷バス停
12:50 ～ 13:05 谷研修ｾﾝﾀｰ 10:05 ～ 10:10 下之本多目的集会所
13:10 ～ 13:25 五ヶ村研修ｾﾝﾀｰ 10:15 ～ 10:20 和佐府 神明神社
13:30 ～ 13:55 黒内研修ｾﾝﾀｰ 10:50 ～ 11:10 老人保健施設たかはら（入口付近）
14:00 ～ 14:10 下野研修ｾﾝﾀｰ 11:15 ～ 11:55 桜ヶ丘体育館
14:15 ～ 14:25 大村公民館 13:00 ～ 13:20 上村コミュニティー
14:30 ～ 14:40 上野公民館 13:25 ～ 13:40 吉田公民館

５月 15 日
（木）

9:00 ～ 9:20 栗原ｾﾝﾀｰ 13:50 ～ 13:55 割石区集会場
9:25 ～ 9:50 朱雀会館 14:05 ～ 14:10 西漆山正眼寺
10:00 ～ 10:05 高野公民館 14:15 ～ 14:20 牧（国道 41 号線沿い）退避場
10:10 ～ 10:15 平岩公民館 14:25 ～ 14:30 茂住　金龍寺
10:20 ～ 10:25 畦畑公民館 14:35 ～ 14:40 横山旧ドライブイン
10:40 ～ 11:00 トレーニングセンター 14:45 ～ 14:50 谷中山公民館
11:05 ～ 11:20 上気多公民館

５月 20日
（火）

9:00 ～ 9:05 柏原ﾊﾞｽ停
11:25 ～ 11:50 飛騨市役所 9:10 ～ 9:35 旧山田小学校

宮川・河合地区 9:40 ～ 10:10 寺林公民館
時間月日 集合場所 10:20 ～ 10:40 西野町いこいの広場

５月 16 日
（金）

9:00 ～ 9:05 杉原診療所 10:45 ～ 11:05 蟻川児童公園
9:10 ～ 9:15 祢宜ヶ沢上公民館 11:10 ～ 11:55 神岡振興事務所
9:20 ～ 9:25 桑野バス停 13:00 ～ 13:30 神岡消防署裏
9:30 ～ 9:35 戸谷バス停 13:40 ～ 14:00 麻生野公民館
9:40 ～ 9:45 平成橋　塩屋側
9:50 ～ 10:00 打保防災庫
10:15 ～ 10:20 巣之内バス停
10:25 ～ 10:30 西忍 宮川町老人福祉ｾﾝﾀｰ
10:35 ～ 10:50 宮川保育園（前）
11:00 ～ 11:10 大無雁ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ
11:15 ～ 11:30 河合振興事務所
11:35 ～ 11:40 上村公民館

13:00 ～ 13:10 羽根高齢者活動
生活支援促進機械施設

13:20 ～ 13:25 レジェンドあすか
13:45 ～ 13:55 稲越多目的研修ｾﾝﾀｰ
14:00 ～ 14:05 ｾｿﾞﾝ稲越
14:10 ～ 14:20 大谷集落ｾﾝﾀｰ

場
版ドイワ
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健康生きがい課 0577-73-2948

予防接種のお知らせ

日本脳炎予防接種については、積極的勧奨を控えていた時期に接種機会を逃した方に特例で接種年齢が延長されてい
ます。日本脳炎予防接種が完了していない方で接種を希望される場合は、医療機関に予約後、接種してください。

特例規定対象者：平成 7年 4月 2日生まれから平成 19 年 4月 1日生まれの方
接種が可能な期間：20 歳になるまで（飛騨市に住民票がある方に限ります）
接種時の持ち物：母子健康手帳、日本脳炎予防接種予診票（保護者以外が付き添う場合は委任状の記入が必要）

注）「水ぼうそう」は、今年度秋より１歳~３歳程度の幼児は定
　期予防接種になるため、市独自に実施している３歳以上中
　学３年生までの助成は、平成 27 年３月 31 日で助成終了予
　定です。

注）「成人肺炎球菌」については、国で新たな助成事業を行うことから、市
　独自で実施している 75 歳以上を対象とした助成は、平成 27 年３月
　31 日で助成終了予定です。

市では、下記の任意予防接種に対して助成事業を行います。

【任意予防接種申請方法】
医療機関に予約後申請手続きをしてください。
【申請窓口】
古川町保健センター・神岡町保健センター
【接種場所】　飛騨市内委託医療機関
　　　　　　　（その他の医療機関をご希望の方はお問い
　　　　　　 　 合せください）

１期初回
１期追加

２期

回数
２回
１回
１回

標準的な接種年齢
３歳
４歳
９歳

申請時の持ち物：母子健康手帳・印鑑

申請時の持ち物：保険証等で氏名、生年月日が確認できるもの・印鑑
（「風しん」を申請される方は、できるだけご自身の予防接種の記載が
　あるものをご持参ください）

※どこの会場でも注射を受けることができます。都合のよい日時・場所で、注射を受けてください

６～28日までの間隔
初回接種（２回）終了後おおむね１年おく
１期追加終了６日以上あける（おおむね５年おくのが望ましい）

間　　　　　隔

①日本脳炎の予防接種について

②任意予防接種について

■日本脳炎の標準的な接種スケジュール

【小児関係】【成人関係】

種　類 助成限度額
（１回につき）対象年齢 助成

回数種　類

成人肺炎球菌
（23価）

対　象　者 助成限度額
（１回につき）

4,000円１回

助成
回数

（ｱ）接種日時点で75歳以上の方
（ｲ）慢性疾患などで肺炎球菌感染
　　  による危険度が高く医師が必
　　   要と認めた方（ア）または（イ）

※過去５年以内に接種を受けている方は
　補助の対象となりません

風しん 8,000円１回平成２年４月１日以前に生まれた方
（妊婦を除く）

都市整備課　　0577-73-0153
神岡振興事務所（基盤環境水道係）　0578-82-2254

サンアルプ旭F棟
公営住宅
１戸

神岡町殿
木造２階建
２DK

サンアルプ旭Ｂ棟
公営住宅
1戸

神岡町殿
RC６階建
3DK

森茂住宅
特定住宅

（単身用）３戸
神岡町森茂
木造２階建
１K

嶋団地
特定公共賃貸住宅
（世帯用）１戸
河合町角川

木造２階建（車庫付）
３LDK

山之村住宅
公営住宅
１戸

神岡町森茂
木造２階建（車庫付）

２DK

昭和町団地
地域優良賃借住宅
（単身用）1戸
神岡町殿
RC４階建
1DK

林団地
公営住宅
1戸

宮川町林
木造２階建（車庫付）

3DK

市営住宅の入居者を募集します
公募住宅
住宅の種類
募集戸数
所在地
構造・規模
間取り

家賃

敷金
申込期間
入居予定日

家賃の３カ月分
平成26年４月24日～平成26年５月１日

平成26年６月１日

※入居資格について所得等の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください

共益費、駐車場使用料別途 共益費、駐車場使用料別途共益費別途
入居者の所得に応じて決定

募
集

おたふくかぜ
水ぼうそう

2,700円
3,500円

満１歳以上中学３年生まで １回

お
知
ら
せ

松ヶ丘公園斎場改修工事に伴
う火葬業務の休止について

お
知
ら
せ

市役所の一部手数料について「さるぼぼコイン」による
電子決済を開始しました

お
知
ら
せ

平成31年飛騨市成人式
を開催します

お
知
ら
せ

「文化の日」文化施設を
無料開放します！

お
知
ら
せ

就職支援セミナーin飛騨
を実施します

お
知
ら
せ

飛騨の城跡へ行こう！
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・市民保健課（市役所）
・税務課

0577-73-7464
0577-73-3742

生涯学習課 0577-73-7495文化振興課 0577-73-7496

岐阜県若年地域連携事業運営事務局
052-589-2162

文化振興課 0577-73-7496

0577-73-7482
環境課

松ヶ丘公園斎場（神岡町麻生野）の改
修工事に伴い、下記の期間火葬業務
を休止させていただきます。
なお、休止期間中は、光明苑（古川町
宮城町）をご利用していただきます。
大変ご不便をおかけしますが、ご理解
とご協力をよろしくお願いします。

10月１日から、公金キャッシュレス化に向けたモデル事業として、戸籍・住民票・
税証明等、市役所の一部証明手数料を対象に飛騨信用組合との連携により地
域限定通貨「さるぼぼコイン」による電子決済を導入しました。
これにより、市民サービスの向上、現金管理リスクの減少、地域の活性化等が期
待されます。ぜひ、ご利用ください。

■松ヶ丘公園斎場の利用休止期間

10月29日（月）～11月15日（木）まで

【対象となる手数料】
市民保健課・税務課にて発行する
各種証明手数料
（戸籍謄抄本、住民票、印鑑証明書、

所得・課税証明書、納税証明書、名寄せ帳の写し等）

※本庁舎のみ、平日の窓口業務に限ります

未来を担う青年の新しい人生の門出
を祝福し、成人式を開催します。

■開催日　平成 31年１月３日（木）

《古川会場》
■時間　14：00～
■場所　飛騨市文化交流センター

《神岡会場》　
■時間　14：00～
■場所　神岡町公民館

■対象者　
平成 10 年 4月 2日～平成 11年 4月
1日生まれで、現在または中学卒業時
に飛騨市に住民登録、または外国人
登録があった方

■出欠確認
対象者の方に、11月上旬に案内ととも
に出欠確認はがきを郵送します。

■その他
・他所の成人式に参加する場合でも、
対象者であれば当市の成人式に参
加できます。

11月3日の文化の日にあわせ、史跡江
馬氏館跡公園、高原郷土館、飛騨み
やがわ考古民俗館の３館を無料開放
します！飛騨市の文化施設で素敵な
時間を過ごしませんか？この機会にぜ
ひ足をお運びください！

45歳未満の皆さまに向けた「出張就
職支援セミナー」を飛騨地域で実施
します。「就職支援セミナー」と応募
直前のマインドや視覚効果をＵＰさせ
る「ブラッシュＵＰセミナーin高山」を
実施！自分らしい「働く」を探そう！

〈就職支援セミナー　飛騨市会場〉
■日時　10月24日（水）
　　　　13：00～16：00
■会場　古川町公民館
■内容　就職支援セミナー
　　　　～仕事理解を深めよう～

〈江馬氏館跡庭園　歴史講座〉
中世武士のおもてなし
～中世武士の代表的事例から学ぶ～
■日時　10月27日（土）
　　　　13：30～15：30
■場所　史跡江馬氏館跡公園
■内容　
　『文献に見る戦国大名と「食」』　
　『一乗谷の調査成果より分かる
　　　　　　　中世武士のくらし』

〈飛騨 山城セミナー第２弾〉
加藤理文先生に学ぶ！古川城跡探訪
～飛騨の山城の魅力を満喫！～
■日時　11月３日（土）
　　　　9：30～14：30
■集合・受付　
　若宮駐車場
※集合場所からバスで移動となります。
当日は混雑が予想されるため、可能な
限り乗りあわせてお越しください
■内容
　県史跡 古川城跡探訪
　講演会『古川城と金森長近の城』

※両日ともに申込不要、参加費無料
　詳しくは全戸配布のチラシをご覧く
　ださい
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■日時　11月17日（土）9：00～12：00
　　　 （受付　9：00～11：20まで）
■場所　古川町公民館（総合会館）
■申込　電話にて事前にお申し込み
　　　　ください
※予約受付は11月12日（月）より

■日時　10月22日（月）13：30～15：00
■場所　神岡町保健センター

無料なんでも相談会
相

　
　談

弁護士・税理士・司法書士による「無
料なんでも相談会」を開催いたします。
弁護士による法律相談は６名限定で
す。

岐阜県行政書士会
058-263-6580

岐阜県労働者福祉協議会飛騨支部
0577-57-7211

■日時　11月14日（水）
　　　　13：00～16：00
■場所　市役所
※予約優先のため、ご相談を希望
　される方は事前にご連絡ください

行政書士による
無料相談

行政書士が相続・遺言手続から各種
許認可や権利義務関係手続などの相
談を受け付けます。お気軽にご相談く
ださい。

相

　
　談

総務課 0577-73-7461
障がい福祉課 0577-73-7483

総務課 0577-73-7461

相

　
　談

障がいのある方を対象
としたパソコン相談会

身体の不自由な方を対象としたパソコ
ン相談会です。

相

　
　談

身体障がい者巡回相談
のご案内

相談内容は、整形外科医による補装具
費の支給判定です。補装具業者の方も
相談に応じますので、お気軽にご相談
ください。

　文章入力などの基本的な指導や、
視覚や肢体の障がいに応じた入力支
援機器の相談を受け付けます。お気
軽にご利用ください。
　また、外出が困難な重度障がいの
方は訪問で対応できる場合がありま
すので、お問い合わせください。

■ハートピア古川
　11月３日(水)　13：00～15：00
■神岡町ふれあいセンター
　10月23日(火)、11月17日(土)、
　12月15日（土）
　13：00～15：00（受付は14：00まで）

福祉メディアステーション飛騨ブランチ
http://hida.f-media.jp
0577-34-1316

相

　
　談

10月15日（月）～21日（日）
は「行政相談週間」です

あなたの暮らしの中で、役所の仕事に
ついて不満を感じたり、よく分からない
ことはありませんか？そんなあなたの
声を行政相談委員がお聴きします。相
談は無料で、秘密は固く守られますの
で、お気軽にご相談ください。

　各地区の行政相談員は以下のとお
りです。
●古川町
　相談員　本永　義博
　毎月10日　10:00～12:00
　毎月25日　13:30～15:30
　場所　ハートピア古川　相談室
●神岡町
　相談委員　中齋　正己
　毎月25日　10：00～12：00
　場所　神岡振興事務所　2-1会議室
●河合町
　相談委員　中齋　英雄
●宮川町
　相談委員　佐藤　康雄
※河合町・宮川町では、相談委員の自
宅にて随時相談を受け付けます

相

　
　談

消費生活相談員による
無料相談

専門の消費生活相談員が消費生活に
かかる相談を受け付けます。
お気軽にご相談ください。

■日時　11月７日（水）10：00～15：00
　　　　（12：00～13：00は除く）
■場所　飛騨市役所
※予約優先のため、相談を希望され
る方は事前にご連絡ください

神岡窓口
0578-82-1456

飛騨市地域包括支援センター
認知症地域支援推進員
0577-73-6233

などのご相談を、認知症地域支援推
進員が受け、ご本人やご家族、地域の
方が安心して生活できるようにお手
伝いします。ぜひ、お気軽にご相談く
ださい。

神岡会場
■日時　11月１日（木）9：30～11：30
■場所　神岡町公民館
古川会場
■日時　11月15日（木）9：00～12：00
■場所　ハートピア古川

「認知症相談窓口」
のお知らせ

地域包括支援センターでは、毎月1回
「認知症相談窓口」を開設します。
「最近ちょっと物忘れをするような気がするけ
れど、認知症かしら？」
「ご飯を食べたばかりなのに、何度もご飯を食
べたいと言うけれどどう対応したらいいの？」
「近所の人が認知症ではないかと思うけれど、
どう対応したらいいの？」
「認知症の人の介護について教えてほしい」
「地域で認知症について話をしてほしい」

相

　
　談



場
版らわか

広の報情

10

地域振興課 0577-62-8904

市民保健課（市役所） 0577-73-7464

市民保健課（市役所） 0577-73-7464

飛騨市消防本部予防課
0577-73-6119

飛騨市図書館
0577-73-5600

秋季全国火災予防運動
の実施について

お
知
ら
せ

　火災の発生しやすい季節を迎えま
す。一人ひとりが、火災予防に対する
意識を持ち、火災による悲惨な事故
や貴重な財産の損失を防ぎ、火災に
強い町にしましょう。
　また、住宅用火災警報器を自宅に
設置して頂くとともに、火災が発生し
たとき確実に作動するよう、定期的
に作動を確認してください。

「忘れていない？サイフにスマホに火
の確認」を統一標語に、11月９日から
15日まで、秋季全国火災予防運動が
実施されます。

お
知
ら
せ

■放送日　
　10月15日（月）スタート　全10話
　毎週月曜　深夜0：25～0：55
　※飛騨市場面は第３話～
　名古屋テレビ

名古屋テレビでは、飛騨市、大垣市、中津川市、白川町を舞台に、早見あかりさん
を主演にむかえ地域密着ドラマとして、実際に現地に住んでいる方々も登場いた
だきドキュメンタリータッチで “リアリティ ” あふれるドラマを制作しました。地
元の情報をベースに “ 移住の本質 ”に迫る地域密着・岐阜県応援ドラマをぜひ
ご覧ください。

ドラマ放送のお知らせ

図書館ハロウィーン
イベント開催について

お
知
ら
せ

■対象　幼児～児童（親子での参加
　　　　も大歓迎）
　　　※事前申込無し、参加料無料
〈古川会場〉
■日時　10月19日（金）16:00～18:00
■場所　飛騨市図書館
■内容　バルーンアートのワーク
ショップ、図書館司書による読み聞
かせなど
〈神岡会場〉
■日時　10月28日（日）13:30～16:30
■場所　神岡図書館
■内容　吹奏楽バンドによる演奏
会、図書館ボランティアによる読み
聞かせなど

今年もハロウィーンに合わせて図書館
が大変身！みんなも仮装をして遊び
に来てね。

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間の
実施について

お
知
ら
せ

■日時　11月12日（月）～18日（日）までの７日間　
　　　　月～金曜日（8：30～19：00まで）、土・日曜日（10：00～17：00まで）
■受付電話番号　0570-070-810
※相談は無料（通話料は相談者の負担）

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、人権擁護委員が中心となって電話で相談
に応じます。秘密は厳守しますので、お気軽にご利用下さい。

健康と福祉のつどい、人権講演会
お
知
ら
せ

■日時　11月10日（土）　13：00～16：30
■会場　飛騨市文化交流センター
■内容
〈第１部〉　
　健康と福祉のつどい　13：00～
　中学生福祉意見発表及び表彰式
　ぞうきんコンテスト表彰式　ほか
〈第２部〉　
　人権講演会　15：00～　
　講師　弁護士　住田　裕子氏
　演題　「一人ひとりが輝こう…
　　　　　　私の個性もあなたの個性も」

健康と福祉、人権について一緒に考えてみませんか？
ご家族そろってお越しください。（入場無料、まめとく健康ポイント対象）

住田　裕子 氏
すみた ひろこ
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地域振興課 0577-62-8904

市民保健課（市役所） 0577-73-7464

市民保健課（市役所） 0577-73-7464

飛騨市消防本部予防課
0577-73-6119

飛騨市図書館
0577-73-5600

秋季全国火災予防運動
の実施について

お
知
ら
せ

　火災の発生しやすい季節を迎えま
す。一人ひとりが、火災予防に対する
意識を持ち、火災による悲惨な事故
や貴重な財産の損失を防ぎ、火災に
強い町にしましょう。
　また、住宅用火災警報器を自宅に
設置して頂くとともに、火災が発生し
たとき確実に作動するよう、定期的
に作動を確認してください。

「忘れていない？サイフにスマホに火
の確認」を統一標語に、11月９日から
15日まで、秋季全国火災予防運動が
実施されます。

お
知
ら
せ

■放送日　
　10月15日（月）スタート　全10話
　毎週月曜　深夜0：25～0：55
　※飛騨市場面は第３話～
　名古屋テレビ

名古屋テレビでは、飛騨市、大垣市、中津川市、白川町を舞台に、早見あかりさん
を主演にむかえ地域密着ドラマとして、実際に現地に住んでいる方々も登場いた
だきドキュメンタリータッチで “リアリティ ” あふれるドラマを制作しました。地
元の情報をベースに “ 移住の本質 ”に迫る地域密着・岐阜県応援ドラマをぜひ
ご覧ください。

ドラマ放送のお知らせ

図書館ハロウィーン
イベント開催について

お
知
ら
せ

■対象　幼児～児童（親子での参加
　　　　も大歓迎）
　　　※事前申込無し、参加料無料
〈古川会場〉
■日時　10月19日（金）16:00～18:00
■場所　飛騨市図書館
■内容　バルーンアートのワーク
ショップ、図書館司書による読み聞
かせなど
〈神岡会場〉
■日時　10月28日（日）13:30～16:30
■場所　神岡図書館
■内容　吹奏楽バンドによる演奏
会、図書館ボランティアによる読み
聞かせなど

今年もハロウィーンに合わせて図書館
が大変身！みんなも仮装をして遊び
に来てね。

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間の
実施について

お
知
ら
せ

■日時　11月12日（月）～18日（日）までの７日間　
　　　　月～金曜日（8：30～19：00まで）、土・日曜日（10：00～17：00まで）
■受付電話番号　0570-070-810
※相談は無料（通話料は相談者の負担）

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、人権擁護委員が中心となって電話で相談
に応じます。秘密は厳守しますので、お気軽にご利用下さい。

健康と福祉のつどい、人権講演会
お
知
ら
せ

■日時　11月10日（土）　13：00～16：30
■会場　飛騨市文化交流センター
■内容
〈第１部〉　
　健康と福祉のつどい　13：00～
　中学生福祉意見発表及び表彰式
　ぞうきんコンテスト表彰式　ほか
〈第２部〉　
　人権講演会　15：00～　
　講師　弁護士　住田　裕子氏
　演題　「一人ひとりが輝こう…
　　　　　　私の個性もあなたの個性も」

健康と福祉、人権について一緒に考えてみませんか？
ご家族そろってお越しください。（入場無料、まめとく健康ポイント対象）

住田　裕子 氏
すみた ひろこ
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地域包括ケア課 0577-73-6233

神岡子育て支援センター　
0578-82-4466
河合・宮川子育て支援センター　
0577-65-2136

義援金の募集について
募

　
　集

■募金箱設置期間
　９月14日（金）～３月31日（日）
■募金箱設置場所
ハートピア古川、飛騨市役所本庁
舎、各振興事務所、飛騨市図書館、
神岡図書館、飛騨市民病院

【和装モデル】
■応募資格
・20歳～30歳くらいまでの女性
・着物を準備できる方（有料レンタル可）
・当日15：00～21：00までの時間従事できる方
■募集人員　12人
■申込期限　12月21日（金）
※申込方法等、詳しくは
　観光協会ＨＰにてご確認ください

〈米・食味分析鑑定コンクール：国際大会in飛騨〉
■日時　11月26日（月）～27日（火）
　　　　9：00～15：00
■会場　高山市民文化会館
■内容　食味官能審査
　　　　パネルディスカッション他
■出品　・提出期限：10月29日（月）　・出品品種：うるち米
　　　　・出品形態：玄米2kg　 ・出品先：米・食味鑑定士協会(大阪市)
　　　　・出品料：3,000円　　※最寄りのJAひだ「営農窓口」にて受付ています

９月６日に北海道胆振地方中東部を
震源とし発生した地震災害により、人
的・物的損害が発生していることか
ら義援金を次のとおり受け付けます。
皆さまの温かいご支援をよろしくお願
いします。

飛騨市乳幼児学級サポー
ターの募集について

募

　
　集

市では未就園児とその保護者を対象
に学びの場・交流の場として、飛騨市
乳幼児学級を行っています。現在、神
岡地域、河合地域の乳幼児学級で、対
象児の兄弟姉妹の面倒を見ていただ
くボランティアサポーターを募集して
います。資格などは要りません。ぜひ
ご協力をお願いします。

「第20回 米・食味分析鑑定コンクール：国際大会in
飛騨」に出品するお米を募集しています

お
知
ら
せ

飛騨地域の米の評価を更に高めるために、皆さんの自慢のお米を出品しません
か？コンクール当日はぜひ会場にご来場ください。

三寺まいり和装モデル募集
募

　
　集

来年1月15日開催の三寺まいりの和装モデルを募集します。

飛騨市観光協会 0577-74-1192

農業振興課 0577-73-7466

市営住宅入居者募集
募

　
　集

・都市整備課
・神岡振興事務所（基盤環境水道係）

0577-73-0153
0578-82-2254

※入居資格について、所得等の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください
※個人番号の記載箇所があるため郵送での受付ができません。
　都市整備課または各振興事務所（基盤環境水道係）まで直接ご提出ください

■敷　　金　家賃の３ヵ月分
■申込期間　10月24日（水）～10月31日（水）　■入居予定日　12月１日（土）

公募住宅 諏訪田団地A棟 新栄町団地 サンアルプＡ棟 サンアルプD棟 昭和町団地 嶋団地 森茂住宅 西忍団地
種類 特公賃 特公賃 特公賃 公営 地優賃 特公賃 特定 公営

募集戸数 (世帯用)3戸 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (単身用・世帯用)各1戸 (世帯用)1戸 (単身用)3戸 (世帯用)2戸
所在地 古川町杉崎 古川町新栄町 神岡町殿 神岡町殿 神岡町殿 河合町角川 神岡町森茂 宮川町西忍

構造・規模 鉄筋コンクリート造
5階建

鉄筋コンクリート造
3階建

鉄筋コンクリート造
6階建 木造2階建 鉄筋コンクリート造

4階建 木造2階建 木造２階建 木造２階建
(車庫付き)

間取り 2LDK・3LDK 3DK 3ＬＤＫ 2DK 1DK・2DK 3LDK 1K 3DK

家賃
入居者の所得に応じて決定

共益費、駐車場使用料別途 共益費別途
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■日時　11月17日（土）9：00～12：00
　　　 （受付　9：00～11：20まで）
■場所　古川町公民館（総合会館）
■申込　電話にて事前にお申し込み
　　　　ください
※予約受付は11月12日（月）より

■日時　10月22日（月）13：30～15：00
■場所　神岡町保健センター

無料なんでも相談会
相

　
　談

弁護士・税理士・司法書士による「無
料なんでも相談会」を開催いたします。
弁護士による法律相談は６名限定で
す。

岐阜県行政書士会
058-263-6580

岐阜県労働者福祉協議会飛騨支部
0577-57-7211

■日時　11月14日（水）
　　　　13：00～16：00
■場所　市役所
※予約優先のため、ご相談を希望
　される方は事前にご連絡ください

行政書士による
無料相談

行政書士が相続・遺言手続から各種
許認可や権利義務関係手続などの相
談を受け付けます。お気軽にご相談く
ださい。

相

　
　談

総務課 0577-73-7461
障がい福祉課 0577-73-7483

総務課 0577-73-7461

相

　
　談

障がいのある方を対象
としたパソコン相談会

身体の不自由な方を対象としたパソコ
ン相談会です。

相

　
　談

身体障がい者巡回相談
のご案内

相談内容は、整形外科医による補装具
費の支給判定です。補装具業者の方も
相談に応じますので、お気軽にご相談
ください。

　文章入力などの基本的な指導や、
視覚や肢体の障がいに応じた入力支
援機器の相談を受け付けます。お気
軽にご利用ください。
　また、外出が困難な重度障がいの
方は訪問で対応できる場合がありま
すので、お問い合わせください。

■ハートピア古川
　11月３日(水)　13：00～15：00
■神岡町ふれあいセンター
　10月23日(火)、11月17日(土)、
　12月15日（土）
　13：00～15：00（受付は14：00まで）

福祉メディアステーション飛騨ブランチ
http://hida.f-media.jp
0577-34-1316

相

　
　談

10月15日（月）～21日（日）
は「行政相談週間」です

あなたの暮らしの中で、役所の仕事に
ついて不満を感じたり、よく分からない
ことはありませんか？そんなあなたの
声を行政相談委員がお聴きします。相
談は無料で、秘密は固く守られますの
で、お気軽にご相談ください。

　各地区の行政相談員は以下のとお
りです。
●古川町
　相談員　本永　義博
　毎月10日　10:00～12:00
　毎月25日　13:30～15:30
　場所　ハートピア古川　相談室
●神岡町
　相談委員　中齋　正己
　毎月25日　10：00～12：00
　場所　神岡振興事務所　2-1会議室
●河合町
　相談委員　中齋　英雄
●宮川町
　相談委員　佐藤　康雄
※河合町・宮川町では、相談委員の自
宅にて随時相談を受け付けます

相

　
　談

消費生活相談員による
無料相談

専門の消費生活相談員が消費生活に
かかる相談を受け付けます。
お気軽にご相談ください。

■日時　11月７日（水）10：00～15：00
　　　　（12：00～13：00は除く）
■場所　飛騨市役所
※予約優先のため、相談を希望され
る方は事前にご連絡ください

神岡窓口
0578-82-1456

飛騨市地域包括支援センター
認知症地域支援推進員
0577-73-6233

などのご相談を、認知症地域支援推
進員が受け、ご本人やご家族、地域の
方が安心して生活できるようにお手
伝いします。ぜひ、お気軽にご相談く
ださい。

神岡会場
■日時　11月１日（木）9：30～11：30
■場所　神岡町公民館
古川会場
■日時　11月15日（木）9：00～12：00
■場所　ハートピア古川

「認知症相談窓口」
のお知らせ

地域包括支援センターでは、毎月1回
「認知症相談窓口」を開設します。
「最近ちょっと物忘れをするような気がするけ
れど、認知症かしら？」
「ご飯を食べたばかりなのに、何度もご飯を食
べたいと言うけれどどう対応したらいいの？」
「近所の人が認知症ではないかと思うけれど、
どう対応したらいいの？」
「認知症の人の介護について教えてほしい」
「地域で認知症について話をしてほしい」

相

　
　談
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商工課 0577-62-8901

飛騨市経営相談窓口
相

　
　談

市では、岐阜県よろず支援拠点と連携
して、売上拡大、販路拡大、経営改善な
ど、経営上のあらゆるお悩みの相談に
対応する「ビジネス相談窓口」を開設し
ます。ぜひご活用ください。

■相談内容
販路開拓、売上拡大・商品開発、
ブランドづくり、デザイン、人材育成、
事業連携、地域資源、WEB集客、
IT活用、経営改善、事業再生、
創業・起業補助金、助成金
■日時
古川会場　10月24日（水）、10月31日（水）、
　　　　　11月 7日（水）、11月14日（水）
神岡会場　11月21日（水）

いずれの会場も13：00～16：00
※予約可（相談日前日までに商工課まで電話
にてお申し込みください。）

■場所
（古川）　飛騨市図書館 
（神岡）　神岡振興事務所

●相談内容
①年金受給に関すること
②年金記録に関すること　
③国民年金の免除申請、口座振替等
の手続きについてなど、この機会にぜ
ひご利用ください。
●場所および日時
【神岡会場　神岡振興事務所】　
　11月14日（水）　10：00～15：00
【古川会場　飛騨市役所】　　　
　11月28日（水）　10：00～15：00
●持ち物
①年金手帳または年金証書
②運転免許証などの身分証明書
③印鑑（シャチハタ印以外）
④委任状（本人が来庁できない場合）

ハローワーク出張相談
相

　
　談

市内において、ハローワークの相談員
による職業相談窓口を開設します。
お気軽にお問い合わせください。

■相談内容
・求人情報の提供（求人情報誌によ
る提供、求人情報検索パソコンに
よる提供）
・就職に関する相談（ハローワーク
高山の相談員が就職に関する相談
に対応）
・職業紹介（希望の求人の紹介）
・飛騨市シルバー人材センターに関す
る相談
■日時　11月14日（水）
　　　　11：00～15：00
■場所　古川町公民館（総合会館）

年金相談のお知らせ
相

　
　談

下記の日程で高山年金事務所の職員
による出張年金相談を行います。
事前の予約も可能ですので、ご希望の
方はお問い合わせ下さい。

岐阜県若者サポートステーション
　 058-216-0125

・予約先

相

　
　談

就活に踏み出せない、うまくいかない
理由はなんだろうとお悩みの方のサ
ポートを行っています。
一人一人の状態に合わせた相談と専門
的な支援が受けられるよう、必要に応
じて適切な支援機関や団体等も紹介
します。
お気軽にお問い合わせください。

■日程　毎週水曜日
■時間　13:00～16:00
■場所　古川町公民館（総合会館）３階

※支援対象者は15歳以上39歳以下の
　ニート状態の若年者とその保護者
※出張相談を希望される方はご相談
　ください
※１組50分、予約制です

就労相談窓口のお知らせ

ハローワーク高山
0577-32-1144

古川会場　市民保健課（市役所）　
0577-73-7464　

神岡会場　神岡振興事務所市民福祉係
0578-82-2252

一般向けのオススメ

児童向けのオススメ児童向けのオススメ

図 書 館 に お い で よ

新着図書ピックアップ

　アオダモの枝で蛍光ペン遊び、アジサ
イの幹を灯心にランプをつくる、色々な
良い匂いのする木を削ってみる、ムクロ
ジの実のLEDイルミネーションづくり、
色々な葉拓でエコバッグづくりなど、身
近にある木々を素材に親子で楽しく遊
べるアイデアを樹木医である著者がナビ
ゲートしてくれます。

岩谷美苗／著　東京書籍

　べぇべは「もうどう犬」という特別な
犬なのです。ほとんど目が見えないメグ
は、べぇべといっしょにくらすようになっ
てから毎日いろんなことに挑戦するよう
になり･･････。
　盲導犬の仕事や視覚障がい者の生活
について、物語を楽しみながら理解を深
められる絵本です。

『もうどう犬べぇべ』
セアまり／文　平澤朋子／絵　ぽるぷ出版

飛騨市図書館
0577-73-5600
http://hida-lib.jp

『子どもと木であそぶ』


