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「ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度」を開始

募

　
　集
市営住宅入居者募集

都市整備課 ・神岡振興事務所（建設農林課基盤係）0577-73-0153 0578-82-2254

※１RC造…鉄筋コンクリート造
※　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　10/24(木)～10/31(木)　　■入居予定日　12/１(日)

公募住宅 サンアルプA棟 サンアルプC棟 サンアルプ(木造) 大和団地2号棟 昭和町団地 山之村団地 西忍団地 打保住宅 森茂住宅
種類 特公賃 公営 公営 公営 地優賃 公営 公営 特定 特定

募集戸数 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (単身用)1戸 (単身用)3戸
所在地 神岡町殿 神岡町殿 神岡町殿 神岡町船津 神岡町殿 神岡町森茂 宮川町西忍 宮川町打保 神岡町森茂

構造・規模 ※1 RC造6階建 RC造6階建 木造2階建て RC造4階建 RC造4階建 木造2階建 木造2階建 木造2階建 木造2階建
間取り 3LDK 2DK 2DK 3DK 2DK 2LDK 3LDK 2DK 1K

家賃 入居者の所得に応じて決定
駐車場使用料、共益費別途 共益費別途

場
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バリアフリー法に基づく車椅子使用者用駐車区画に加えて、歩行困難者が利用可能なプラスワン区画を新たに設定・確保
し、これらを利用できる方に利用証を交付します。

　利用証は、車椅子区画用とプラスワン区画用の２種類あり、商業施設、医療・福祉施設、銀行、公共施設などで利用がで
きます。これらの施設の皆さんは、駐車場の登録をお願いします。
　これらの駐車場を利用できる方を明確にすることによって、不適正利用を防止し、車椅子の方や歩行困難な方が優先的
に駐車場を利用できるようにする制度です。

■制度開始日
　10/15（火）：郵送による利用証申請受付開始
　11/15（金）：窓口による利用証申請受付開始、利用証の交付開始
■利用証交付申請窓口
　・窓口での申請：ハートピア古川、各振興事務所（市民福祉係）
　・必要書類：申請書、各種手帳等状況確認書類
　　　　　　 本人確認書類（代理人申請の場合）
　・郵送での申請：県地域福祉課（〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1県庁10階）
　・必要書類：上記必要書類に加えて、140円分の返信用切手
■交付対象者
　障がい者、高齢者、難病患者、妊産婦、けが人のうち、
　各種手帳等の等級が一定の要件を満たす歩行困難な方
■駐車場の登録
　商業施設等においては、プラスワン区画の設置確保にご協力をお願いします。
■登録方法
　駐車場登録届出書を県地域福祉課へメールまたはFAX
※制度の詳細は、県ホームページをご覧ください

※やむを得ず、時間内に窓口へ来ることができない場合は、下記の問い
合わせ先までご相談ください

※詳しくは回覧チラシをご覧ください

障がい福祉課 0577-73-7483

岐阜県地域福祉課
058-272-8261
c11219@pref.gifu.lg.jp

058-278-2651

○「車椅子使用者用駐車区画」の表示

○「プラスワン区画」の表示
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今後よりよい『広報ひだ』の紙面づくりを進めるため、皆さんのご意見をお伺いするためのアンケート調査を行います。お
寄せいただいたご意見・ご感想は、市民の皆さんに伝わりやすい広報づくりのための参考とさせていただきますので、アン
ケートにご協力をお願いします。

秘書広報課 0577-62-8880

Q1. お住まいの地域

Q2. あなたの年齢

Q3. あなたの職業

Q8. 文字の大きさ

Q9. ページ数

Q4.

Q10. レイアウト

Q11.

Q5. 「広報ひだ」はどれくらい読んでいますか？

Q6.

Q7.

Q12. その他意見などございましたらお聞かせ
ください

取り上げてほしい内容（特集・コー
ナー）はありますか？（複数選択可）

□読む時間が少ない　□読みたい記事が少ない
□読む必要がない　　□市政に関心がない
□他の手段で読んでいる（ホームページなど）

Q5で「毎月読んでいる・好きなページだけ読んでい
る」を選んだ方は読んでいる記事をお聞かせください
（複数回答可）

□表紙　□特集　□情報の広場　□岐阜県からのお知らせ
□図書館においでよ　□飛騨市まちづくりレシピ
□まめなかな　□こんにちは市民病院です
□飛騨の薬草を学ぶ　□戸籍の窓　□寄付　□交通俳句
□まちの話題いろいろ　□HIDAMON　□人口　□消防
□交通事故

ご協力ありがとうございました

□大きい　□ちょうどよい　□小さい

□多い　□ちょうどよい　□少ない

□見やすい　□ふつう　□見づらい
□わからない

□古川　□河合　□宮川　□神岡　□市外

□会社員　□自営業　□パート・アルバイト
□公務員　□学生　　□無職　□その他

□10代以下　□20代　□30代　□40代　□50代
□60代　□70代以上

□飛騨市公式ホームページ　□飛騨市公式フェイスブック

□毎月読んでいる　　　□好きなページだけ読んでいる
□読まないことが多い　□ほとんど読まない

市の行事・イベント・事業の情報はどこで入手して
いますか？

Q5で「読まないことが多い・ほとんど読まない」
を選んだ方は理由をお聞かせください

提出先
11月15日（金曜日）まで
に、市役所・各振興事務所に
持参またはファックスで提
出してください。
送信先0577-73-7077

キ
リ
ト
リ
線

スマホからの回答はコチラ
広報ひだアンケート

□広報ひだ(紙)　□広報ひだ(PC・スマホ)　□市ケーブルテレ
ビ　□ほっと知るメール　□市公式ホームページ　□市公式
SNS　□市公式観光サイト　□区長配布　□新聞・テレビ・ラ
ジオ　□市以外のホームページ
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□防災　□健康　□子育て　□教育　□文化
□スポーツ　□イベント　□観光　□各種団体や人
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
□特になし
※ジャンル選択し下の欄に詳しくお書きください



　旧姓（旧氏）併記を希望される方は、旧姓が記載された戸籍謄本（当該旧姓
の記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄
本が必要）と本人確認書類(運転免許証等)とマイナンバーカードをお持ちいた
だき、市民保健課または各振興事務所でお手続きください。
　旧姓を初めて併記する場合には、戸籍謄本に記載されている過去の氏の中か
ら１つを選んで併記することができます。
※総務省ホームページ

■対象者　
・11月分の児童扶養手当の支給を受ける母または父
・基準日（10月31日）現在で、これまでに婚姻（法律婚）をしたことがない方
・基準日（10月31日）現在で、事実婚（法律婚）をしていない方または事実婚相
　手の生死がわからない方
■給付額　　17,500円
■申請方法
　10月末に児童扶養手当受給者で対象となる方に案内を発送します。
　対象となる方で案内が届かない方は、下記までお問い合わせください。
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市県民税第３期分の
納期限について

税務課
各振興事務所（税務担当）

0577-73-3742

市民保健課（市役所） 0577-73-7464

高山税務署
・青色申告決算等説明会について

・消費税軽減税率制度等説明会および
   年末調整等説明会について

0577-32-8126

0577-32-1023

子育て応援課 0577-73-2458

子育て応援課 0577-73-2458

お
知
ら
せ

●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。

市県民税第３期分の納期限は、
10月31日（木）です。

住民票・マイナンバーカード等に旧姓（旧氏）併記ができます

11月5日から、住民票やマイナンバーカード印鑑証明書に旧姓（旧氏）の記載
が可能となります。婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来使用してきた氏を
マイナンバーカード等に併記することで、職場等さまざまな場面で旧姓での本
人確認ができます。

消費税軽減税率制度、青色申
告決算、年末調整等の説明会

お
知
ら
せ

古川会場
■日時　11/８（金）
　10:30～消費税軽減税率制度等　
　　　　　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　11/21（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

※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

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

未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金
お
知
ら
せ

10月からの消費税引き上げに伴う、臨時・特別の措置として、児童扶養手当
受給者のうち、婚姻歴のない未婚のひとり親に対し、臨時・特別給付金を支給
します。

お
知
ら
せ

児童扶養手当の支給回数が変わります

「児童扶養手当」の支給月、支給回数が変更になります。
11月より、児童扶養手当の支給回数が現在の「４ヵ月分ずつ年３回」が「２ヵ月分
ずつ年６回」に変更されます。支給回数の変更による現況届の提出時期は、毎年
８月で変更はありません。

お
知
ら
せ

支給回数変更後の支給月は下表のとおりです。

支払予定月 支払対象月 支払予定月 支払対象月

11月 ８月、９月、10月 令和２年５月 令和２年３月、４月

令和２年１月 11月、12月 令和２年７月 令和２年５月、６月

令和２年３月 令和２年１月、２月 令和２年９月 令和２年７月、８月

総務省・旧姓併記 検索

相談名 要予約 実施日 時間 場所 問い合わせ

消費生活相談 ○ 毎月第一水曜日 10:00～15:00 飛騨市役所 ☎0577-73-7461　総務課

行政書士相談 ○ 11/13(水) 13:00～16:00 飛騨市役所 ☎058-263-6580　岐阜県行政書士会　

若者就労相談 ○ 毎週水曜日
(10/23休止) 13:00～16:00 古川町公民館 ☎058-216-0125　県若者サポートステーション

10/23(水)、24(木)
11/18(月)、19(火) 10:00～17:00 古川町商工会 ☎0577-73-2624　古川町商工会

11/20(水) 13:00～17:00 神岡商工会議所 ☎0577-62-8901　商工課

ハローワーク出張相談 － 11/20(水) 11:00～15:00 古川町公民館 ☎0577-32-1144　ハローワーク高山

働き方改革出張相談 － 10/23(水)
11/13(水) 13:30～16:30 飛騨市図書館メディア編集室 ☎058-245-1550　岐阜労働局　雇用環境・均等室

暮らしの相談 － 平日 8:30～17:15 ハートピア古川

ハートピア古川

☎070-2237-7730　地域包括ケア課

もの忘れ相談 － 11/14(木) 9:30～11:30 神岡町公民館 ☎0578-82-1456　地域包括支援センター神岡窓口

もの忘れ相談とホッとするカフェ － 11/21(木) 9:00～12:00 望ほーむ
古川町金森町（踏切横） ☎0577-73-6233　地域包括支援センター

☎0577-73-0160　憩いの家

11/6(水) 13:30～15:30 ハートピア古川

11/16(土)

11/11(月)

12/17(火) 13:00～15:00

13:00～15:00

宮川町保育センター ☎0577-33-1111　飛驒保健所10/30(水) 13:30～15:00

神岡町ふれあいセンター

相談コーナー

○

－障がいのある方のパソコン相談

－こころの相談室

－こころの健康相談

☎0577-34-1316　福祉メディアステーション飛騨ブランチ

ビジネスサポート相談

場
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　年末にかけては、夕暮れから夜間の
いわゆる魔の時間帯（16時から20時ま
で）に重大交通事故が多発する傾向に
あります。特に歩行者が被害者となる
事故が多発するため、県警では「笑顔で

『ハ、ハ、ハ』運動」を推進しています。

●笑顔で「ハ、ハ、ハ運動」とは
　・早めのライトオン
　・ハイビームが基本
　・反射材の装着
　ドライバーの皆さんは早めのライト
点灯やハイビームを励行し、歩行者の
皆さんは反射材を装着して交通事故
防止を図りましょう。

【岐阜県警察音楽隊定期演奏会】
■日時　１/18（土）　14：00～
■場所　不二羽島文化センター
※詳しくは岐阜県警察HPまで

飛騨警察署 0577-73-0110

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

マナーとは、相手を不愉快にさせない知
恵のようなもの。間違ったマナーをしてい
ると、残念と思われる、実は不愉快にさせ
ている、ウラで笑われる…。そうならない
ように今どきのマナーは知っておきたいと
ころ。人付き合いやビジネス、言葉遣いな
ど、今どきの新マナー満載の一冊。

話題の達人倶楽部編集　青春出版社

アラン・グラッツ・著　
ないとうふみこ／翻訳　ほるぷ出版

小学4年生のエイミーは、放課後に図書
室で本を読んで過ごすのが唯一の楽し
み。でもある日、お気に入りの本が図書
室の棚から消えていた。内気で、いつも
言いたいことを言えずにいたエイミー
だったが、貸出禁止騒動をきっかけに、
友だちの助けを借りながら行動をおこ
しはじめる。

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

『日本人の9割がやっている
　　　　　　   残念なマナー』

『貸出禁止の本をすくえ！』

飛騨警察署からのお知らせ

夜間の交通事故防止　
笑顔で『ハ、ハ、ハ』運動
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古川町保健センター

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

飛騨保健所
0577-33-1111（内線312）

古川町保健センター 0577-73-2948

10月17日から10月23日は
「薬と健康の週間」です
お
知
ら
せ

麻薬・覚醒剤乱用防止運動
（10月1日～11月30日）
お
知
ら
せ

緊急風しん抗体検査事業
および予防接種について

お
知
ら
せ

精神保健福祉講演会
お
知
ら
せ

献血にご協力を
お
知
ら
せ

■薬は正しく使いましょう。
・薬についている説明文をよく読みま
しょう。
・不明な点は、医師や薬剤師等の専
門家に相談しましょう。
・使用期間、用法、用量を正しく守り
ましょう。
・日光、高温、湿気を避けて保管しま
しょう。
・小児等の手の届かない所に置きま
しょう。

■お薬手帳を活用しましょう。
　「お薬手帳」とは、あなたが使って
いる薬を記録するための手帳です。
災害時や旅先での急病やけがの時
も、いつもお飲みの薬がわかるので
安心です。複数お持ちの方は1冊にま
とめましょう。災害等により避難する
時は、「お薬手帳」をお持ちくださ
い。

■内容
（１）講演　「地域で暮らすということ」
　　 講師：ぶなの木福祉会　
　　　　  理事長　 野田美鈴氏
（２）シンポジウム
　　「生涯を通じて地域で
　　　　　　　生活するために」
■日時　11/９（土）13:30～15:30
■場所　高山市保健センター
■参加費　無料

※参加御希望の方は、飛騨保健所へ
お申し込みください。当日の参加も
歓迎です

▶11/14（木）
　　9:30～11:00　神岡振興事務所
  　13:30～16:00　飛騨市役所

対象者の方には、今年 5 月に名前入り
の『クーポン券』をお送りしています。
①風しんへの抵抗力があるかチェッ
　クするため、抗体検査を受けましょ
　う。
②風しんへの抵抗力が無いこと（抗体
　なし）がわかった場合、風しんへの
　抵抗力（免疫）をつけるため予防接
　種を受けます。

■対象者　
　昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 54 年
4 月1日生まれの男性
■費用
　風しんの抗体検査および予防接種
とも原則無料で受けられます。

風しんから、ご自身と周りの人を守り
ましょう。

精神障がいの方やその家族、支援者
が、障がい者の方が親亡き後も生涯
を通じて地域で安心して生活するた
めに、将来に向けて準備しておくと
よいことについて講演します。

●11月の献血予定日

「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！」

風しんの発生が全国的に増加してい
ます。風しんの感染拡大防止のため
の追加的対策として、抗体保有率の
低い世代の男性に対する抗体検査・
予防接種を実施しています。

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
お
知
ら
せ

※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

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31日（火）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）

対象年齢 生年月日
65歳 昭和29年4月2日～昭和30年4月1日生
70歳 昭和24年4月2日～昭和25年4月1日生
75歳 昭和19年4月2日～昭和20年4月1日生
80歳 昭和14年4月2日～昭和15年4月1日生
85歳 昭和  9年4月2日～昭和10年4月1日生
90歳 昭和　4年4月2日～昭和　5年4月1日生
95歳 大正13年4月2日～大正14年4月1日生
100歳 大正  8年4月2日～大正 9年4月1日生
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宮川振興事務所
0577-63-2311

商工課
0577-62-8901飛騨市図書館 0577-73-5600

生涯学習課 0577-73-7495

飛騨えごま月間 10/21（月）～11/17（日）
お
知
ら
せ

①えごまのワークショップ（無料）
　えごまの選別体験（先着50人）、えごまでマラカスづくり

②飛騨えごまのお楽しみ抽選会
　市内飲食店でえごま料理を食べた、えごま関連商品を購入した、ワークショッ
プを体験した方に、えごま関連商品が当たるお楽しみ抽選会の福引券をお渡し
します。

■日時　11/３（日）　9:30 ～ 15:00
■場所　飛騨市農業まつり会場
　　　　（市営若宮駐車場）

※えごま月間関連イベントの詳細は、
区長回覧のチラシをご覧ください

昔から飛騨地方で親しまれてきたえごまの魅力を再発見する機会として、10/21
（月）から11/17（日）まで「飛騨えごま月間」を開催します。
開催期間中には、えごまのワークショップやお楽しみ抽選会、市内の飲食店でえご
ま料理の提供などを行います。ぜひご参加ください。

■日程　11/２（土）10:00～14:00
　　　　　  ３（日） 9:30～14:00
■場所　宮川町種蔵地区
※詳しくは区長回覧のチラシをご覧
ください

日本の原風景の農村景観がそのまま
残る種蔵で、飛騨の自然の恵みをい
ただく。紅葉美しい飛騨の山々に囲ま
れながら、旬のそばをぜひご堪能くだ
さい。

お
知
ら
せ

■日時　１/３（木）　14：00～
■場所
　古川会場：飛騨市文化交流センター
　神岡会場：神岡町公民館
■対象者　
　平成11年４月２日～平成12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、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。

未来を担う青年の新しい人生の門出
を祝福し、下記のとおり、成人式を開
催します。

令和２年飛騨市成人式
お
知
ら
せ

第 14 回飛騨
種蔵　新そばまつり

お
知
ら
せ

■日時　10/26（土）16：00～20：00
■場所　飛騨市図書館
参加無料、予約不要です。皆さんハ
ロウィンの仮装をして遊びに来てく
ださいね。

「暗がりライブラリー 2019 ハロウィ
ンパーティ」開催します。いつもと違う
雰囲気の図書館でハロウィンパー
ティを楽しみましょう！スペシャルイベ
ント「カエル男をさがせ！」「まじょたち
のバルーンアートワークショップ」な
ども開催します。

暗がりライブラリー2019

　「飛騨かわいいなか～にばる2019」実行委員会
0577-65-2383（河合振興事務所）

■日程
11/16（土）
9:30～15:00　河合っ子座公演
9:00～18:00　文化展示

17（日）
9:00～14:00　文化展示
9:00～16:00　野菜等販売
10:00～12:30 芸能発表
14:00～16:00 地歌舞伎公演

■場所　友雪館（河合町稲越）

河合っ子座公演、河合町文化祭、里山
の恵み市（野菜販売）や河合町地歌舞
伎公演を開催します。皆さんぜひお越
しください。

お
知
ら
せ

飛騨かわい
いなか～にばる 2019
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宮川振興事務所
0577-63-2311

商工課
0577-62-8901飛騨市図書館 0577-73-5600

生涯学習課 0577-73-7495

飛騨えごま月間 10/21（月）～11/17（日）
お
知
ら
せ

①えごまのワークショップ（無料）
　えごまの選別体験（先着50人）、えごまでマラカスづくり

②飛騨えごまのお楽しみ抽選会
　市内飲食店でえごま料理を食べた、えごま関連商品を購入した、ワークショッ
プを体験した方に、えごま関連商品が当たるお楽しみ抽選会の福引券をお渡し
します。

■日時　11/３（日）　9:30 ～ 15:00
■場所　飛騨市農業まつり会場
　　　　（市営若宮駐車場）

※えごま月間関連イベントの詳細は、
区長回覧のチラシをご覧ください

昔から飛騨地方で親しまれてきたえごまの魅力を再発見する機会として、10/21
（月）から11/17（日）まで「飛騨えごま月間」を開催します。
開催期間中には、えごまのワークショップやお楽しみ抽選会、市内の飲食店でえご
ま料理の提供などを行います。ぜひご参加ください。

■日程　11/２（土）10:00～14:00
　　　　　  ３（日） 9:30～14:00
■場所　宮川町種蔵地区
※詳しくは区長回覧のチラシをご覧
ください

日本の原風景の農村景観がそのまま
残る種蔵で、飛騨の自然の恵みをい
ただく。紅葉美しい飛騨の山々に囲ま
れながら、旬のそばをぜひご堪能くだ
さい。

お
知
ら
せ

■日時　１/３（木）　14：00～
■場所
　古川会場：飛騨市文化交流センター
　神岡会場：神岡町公民館
■対象者　
　平成11年４月２日～平成12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、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。

未来を担う青年の新しい人生の門出
を祝福し、下記のとおり、成人式を開
催します。

令和２年飛騨市成人式
お
知
ら
せ

第 14 回飛騨
種蔵　新そばまつり

お
知
ら
せ

■日時　10/26（土）16：00～20：00
■場所　飛騨市図書館
参加無料、予約不要です。皆さんハ
ロウィンの仮装をして遊びに来てく
ださいね。

「暗がりライブラリー 2019 ハロウィ
ンパーティ」開催します。いつもと違う
雰囲気の図書館でハロウィンパー
ティを楽しみましょう！スペシャルイベ
ント「カエル男をさがせ！」「まじょたち
のバルーンアートワークショップ」な
ども開催します。

暗がりライブラリー2019

　「飛騨かわいいなか～にばる2019」実行委員会
0577-65-2383（河合振興事務所）

■日程
11/16（土）
9:30～15:00　河合っ子座公演
9:00～18:00　文化展示

17（日）
9:00～14:00　文化展示
9:00～16:00　野菜等販売
10:00～12:30 芸能発表
14:00～16:00 地歌舞伎公演

■場所　友雪館（河合町稲越）

河合っ子座公演、河合町文化祭、里山
の恵み市（野菜販売）や河合町地歌舞
伎公演を開催します。皆さんぜひお越
しください。

お
知
ら
せ

飛騨かわい
いなか～にばる 2019
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飛騨市消防本部
0577-73-0119

飛騨市美術館
0577-73-3288

消防署からのお願い
お
知
ら
せ

神岡を愛した洋画家故小島義明氏の
作品と、飛騨市の風景を描いた門下
生の作品合わせて40点を展示しま
す。皆さんぜひ会場にお越しくださ
い。（入場無料）

■日時　
　10/30（水）まで　9：00～17：00
　（入場16：30まで、最終日14：00まで）
■会場　飛騨市美術館
■休館日
　10/21（月）、10/28（月）

　これは、どんど焼きや落ち葉の焼
却といった煙の出るすべての行為が
対象となります。
　また、水路の清掃で水が少なくな
る場合も届出が必要となります。
日頃から、火の取り扱いには十分注
意いただくとともに、火災と紛らわし
い行為や、断水、減水の届出にご協
力をお願いします。

※申請書は、最寄りの消防書で用紙
を受け取るか、市ホームページから
ダウンロードください

市消防本部では、市内で火災と紛ら
わしい煙を発生するおそれのある行
為をするとき、届出をお願いしていま
す。

故小島義明先生と門下生
の美術展覧会

お
知
ら
せ

岐阜県 飛騨県事務所 振興防災課
0577-33-1111（内線232）

必要な要件を満たしている企業・個
人に対し、事業税の優遇交付を行っ
ています。

事業税の優遇
■基準日
　企業：事業年度の終了日　
　個人：12/31
■概要　
　事業税額の２分の１（上限100万円）
を控除します。※特例あり
■申請時期
　企業：各事業年度の終了日から１ヵ
月以内
　個人：12/31から３/15（所得税の
申告期限）まで
※詳しくは県のHPをご覧ください　 
　岐阜県消防 減税/報奨金  で検索

消防団員の確保に取り組
む企業・個人を応援します

お
知
ら
せ
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古川町保健センター

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

飛騨保健所
0577-33-1111（内線312）

古川町保健センター 0577-73-2948

10月17日から10月23日は
「薬と健康の週間」です
お
知
ら
せ

麻薬・覚醒剤乱用防止運動
（10月1日～11月30日）
お
知
ら
せ

緊急風しん抗体検査事業
および予防接種について

お
知
ら
せ

精神保健福祉講演会
お
知
ら
せ

献血にご協力を
お
知
ら
せ

■薬は正しく使いましょう。
・薬についている説明文をよく読みま
しょう。
・不明な点は、医師や薬剤師等の専
門家に相談しましょう。
・使用期間、用法、用量を正しく守り
ましょう。
・日光、高温、湿気を避けて保管しま
しょう。
・小児等の手の届かない所に置きま
しょう。

■お薬手帳を活用しましょう。
　「お薬手帳」とは、あなたが使って
いる薬を記録するための手帳です。
災害時や旅先での急病やけがの時
も、いつもお飲みの薬がわかるので
安心です。複数お持ちの方は1冊にま
とめましょう。災害等により避難する
時は、「お薬手帳」をお持ちくださ
い。

■内容
（１）講演　「地域で暮らすということ」
　　 講師：ぶなの木福祉会　
　　　　  理事長　 野田美鈴氏
（２）シンポジウム
　　「生涯を通じて地域で
　　　　　　　生活するために」
■日時　11/９（土）13:30～15:30
■場所　高山市保健センター
■参加費　無料

※参加御希望の方は、飛騨保健所へ
お申し込みください。当日の参加も
歓迎です

▶11/14（木）
　　9:30～11:00　神岡振興事務所
  　13:30～16:00　飛騨市役所

対象者の方には、今年 5 月に名前入り
の『クーポン券』をお送りしています。
①風しんへの抵抗力があるかチェッ
　クするため、抗体検査を受けましょ
　う。
②風しんへの抵抗力が無いこと（抗体
　なし）がわかった場合、風しんへの
　抵抗力（免疫）をつけるため予防接
　種を受けます。

■対象者　
　昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 54 年
4 月1日生まれの男性
■費用
　風しんの抗体検査および予防接種
とも原則無料で受けられます。

風しんから、ご自身と周りの人を守り
ましょう。

精神障がいの方やその家族、支援者
が、障がい者の方が親亡き後も生涯
を通じて地域で安心して生活するた
めに、将来に向けて準備しておくと
よいことについて講演します。

●11月の献血予定日

「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！」

風しんの発生が全国的に増加してい
ます。風しんの感染拡大防止のため
の追加的対策として、抗体保有率の
低い世代の男性に対する抗体検査・
予防接種を実施しています。

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
お
知
ら
せ

※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

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31日（火）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）

対象年齢 生年月日
65歳 昭和29年4月2日～昭和30年4月1日生
70歳 昭和24年4月2日～昭和25年4月1日生
75歳 昭和19年4月2日～昭和20年4月1日生
80歳 昭和14年4月2日～昭和15年4月1日生
85歳 昭和  9年4月2日～昭和10年4月1日生
90歳 昭和　4年4月2日～昭和　5年4月1日生
95歳 大正13年4月2日～大正14年4月1日生
100歳 大正  8年4月2日～大正 9年4月1日生

■日時　11/24(日)　8:30～
■場所　増島城跡堀池瀬戸川

●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】　
　11/13（水）　10：00～15：00
【古川会場　飛騨市役所】　　　
　11/27（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）

わか
場
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■応募資格　
　岐阜県出身の東京都内の大学昼間
部に入学が決定した男子学生で、心身
とも健康で団体生活に適応性のある方

■寮費
　月額43,350円（光熱費・管理費を
含む。食費は実費）
※入寮金15万円と保証金５万円が必要

■選考方法
　書類および面接

■応募締切
　応募書類を面接希望日の一週間前
までに郵送

※応募書類の請求または面接日等の
詳細については、岐阜県学生寮ホーム
ページをご覧いただくか、下記までお
問い合わせください

令和２年度
岐阜県学寮入寮者募集

公益財団法人岐阜県学寮では、東京
の中心部に近く大学・高校などの多
い文京区の「岐阜県学寮（学生寮）」の
入居者を募集しています。ご希望の方
は、お問い合わせください。

募

　
　集

冬を迎える準備として、瀬戸川を泳い
でいる鯉の引っ越しを行います。

年金相談のお知らせ 瀬戸川鯉の引っ越し

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。

相

　
　談

■開設日時
　11/10（日）　10:00～12：00

電話健康相談

岐阜県保険医協会の医師が1日限定
で、電話での医療相談（無料）を行いま
す。今回は、医科領域のみです。（歯科
相談は実施していません）日頃気に
なっているちょっとした疑問やお悩
みがありましたら、お電話ください。

相

　
　談

　認定店にはキャプションスタンドや
ミニのぼり旗を提供することで飛騨産
のおいしいお米を使用しているとこと
をお客様にわかりやすくしています。
　今後、飛騨産の米を取扱いたい店
舗等に対してはマッチングも実施して
いますのでご相談ください。

飛騨の米取扱店の募集

市では、飛騨産（飛騨地域内）の米を
扱っている飲食店や旅館を「飛騨の
米取扱店」として認定しています。

募

　
　集

■募集を開始する義援金
①８月豪雨災害義援金
　９/５（木）～２/28（金）
②台風15号千葉県災害義援金
　９/25（水）～12/30（月）
③台風15号東京都義援金
　10/７（月）～11/30（土）

■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
※領収書等が必要な方は下記へお問
い合わせください

義援金の募集

日本赤十字社飛騨市地区では、国内で
発生した災害に関する義援金を次の
とおり受け付けます。お寄せいただい
た義援金は、全額を被災された皆さま
にお届けします。皆さまの温かいご支
援をよろしくお願いします。

募

　
　集

お
知
ら
せ

（公財）岐阜県学寮
〒112-0006 東京都文京区小日向 1-18-11

03-3947-1958

0577-73-7464　
古川会場　市民保健課（市役所）

0578-82-2252
神岡会場　神岡振興事務所市民福祉係

飛騨市観光協会
0577-74-1192

農業振興課
0577-73-7466

岐阜県保険医協会
058-267-0711

地域包括ケア課
0577-73-6233



相談名 要予約 実施日 時間 場所 問い合わせ

消費生活相談 ○ 毎月第一水曜日 10:00～15:00 飛騨市役所 ☎0577-73-7461　総務課

行政書士相談 ○ 11/13(水) 13:00～16:00 飛騨市役所 ☎058-263-6580　岐阜県行政書士会　

若者就労相談 ○ 毎週水曜日
(10/23休止) 13:00～16:00 古川町公民館 ☎058-216-0125　県若者サポートステーション

10/23(水)、24(木)
11/18(月)、19(火) 10:00～17:00 古川町商工会 ☎0577-73-2624　古川町商工会

11/20(水) 13:00～17:00 神岡商工会議所 ☎0577-62-8901　商工課

ハローワーク出張相談 － 11/20(水) 11:00～15:00 古川町公民館 ☎0577-32-1144　ハローワーク高山

働き方改革出張相談 － 10/23(水)
11/13(水) 13:30～16:30 飛騨市図書館メディア編集室 ☎058-245-1550　岐阜労働局　雇用環境・均等室

暮らしの相談 － 平日 8:30～17:15 ハートピア古川

ハートピア古川

☎070-2237-7730　地域包括ケア課

もの忘れ相談 － 11/14(木) 9:30～11:30 神岡町公民館 ☎0578-82-1456　地域包括支援センター神岡窓口

もの忘れ相談とホッとするカフェ － 11/21(木) 9:00～12:00 望ほーむ
古川町金森町（踏切横） ☎0577-73-6233　地域包括支援センター

☎0577-73-0160　憩いの家

11/6(水) 13:30～15:30 ハートピア古川

11/16(土)

11/11(月)

12/17(火) 13:00～15:00

13:00～15:00

宮川町保育センター ☎0577-33-1111　飛驒保健所10/30(水) 13:30～15:00

神岡町ふれあいセンター

相談コーナー

○

－障がいのある方のパソコン相談

－こころの相談室

－こころの健康相談

☎0577-34-1316　福祉メディアステーション飛騨ブランチ

ビジネスサポート相談

場
版らわか
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　年末にかけては、夕暮れから夜間の
いわゆる魔の時間帯（16時から20時ま
で）に重大交通事故が多発する傾向に
あります。特に歩行者が被害者となる
事故が多発するため、県警では「笑顔で

『ハ、ハ、ハ』運動」を推進しています。

●笑顔で「ハ、ハ、ハ運動」とは
　・早めのライトオン
　・ハイビームが基本
　・反射材の装着
　ドライバーの皆さんは早めのライト
点灯やハイビームを励行し、歩行者の
皆さんは反射材を装着して交通事故
防止を図りましょう。

【岐阜県警察音楽隊定期演奏会】
■日時　１/18（土）　14：00～
■場所　不二羽島文化センター
※詳しくは岐阜県警察HPまで

飛騨警察署 0577-73-0110

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

マナーとは、相手を不愉快にさせない知
恵のようなもの。間違ったマナーをしてい
ると、残念と思われる、実は不愉快にさせ
ている、ウラで笑われる…。そうならない
ように今どきのマナーは知っておきたいと
ころ。人付き合いやビジネス、言葉遣いな
ど、今どきの新マナー満載の一冊。

話題の達人倶楽部編集　青春出版社

アラン・グラッツ・著　
ないとうふみこ／翻訳　ほるぷ出版

小学4年生のエイミーは、放課後に図書
室で本を読んで過ごすのが唯一の楽し
み。でもある日、お気に入りの本が図書
室の棚から消えていた。内気で、いつも
言いたいことを言えずにいたエイミー
だったが、貸出禁止騒動をきっかけに、
友だちの助けを借りながら行動をおこ
しはじめる。

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

『日本人の9割がやっている
　　　　　　   残念なマナー』

『貸出禁止の本をすくえ！』

飛騨警察署からのお知らせ

夜間の交通事故防止　
笑顔で『ハ、ハ、ハ』運動


