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広報ひだ 9 月号でお知らせした「インフルエンザ予防接種の助成」について、重症化しやすい方々に対して次のように助成を
拡大します。

「歯周病」は、中高年がかかる病気と思われがちですが、若い世代でもかかり、30 代後半からは、急激に増加します。そして、50
歳ころには、むし歯を追い越し、60 代以降では、約半分の方が、歯周病で歯を失っています。最近では、歯周病菌が「糖尿病」や

「狭心症」「心筋梗塞」を悪化させるという研究が出ています。

　市では、「歯周病検診」として、令和２年度中に40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳になられる方に対して、5
月に飛騨市歯周病検診票を送付しました。まだ、歯周病検診を受けていらっしゃらない方（特に歯科の主治医がいらっしゃらな
い方）は、ぜひ受診してください。受診期限は令和3年2月28日までです。

・10月１日現在で65歳に達している方には、水色の予診票を住所地へ郵送しました。
・10月２日以降に65歳になられる方で、インフルエンザ予防接種を希望される方は、お手数ですが、古川町保健センターまた
　は神岡町保健センターに連絡してください。予診票を郵送します。
・事前に医療機関に予約をしてください。
・妊婦・小児（生後6カ月から高校生世代まで）の助成については、広報ひだ９月号または、市公式ホームページ（QRコード）を
　ご覧ください。

むし歯 歯周病

年齢等条件 助成額 予診票など

市が全額助成
（自己負担 なし）

市が全額助成
（自己負担 なし）

2,200 円
（2,200 円を超える

部分は自己負担）

定期

予防接種日に 65 歳に達している方

60 歳以上 65 歳未満で心臓や腎臓・呼吸器の機能に
障がいがあり、身の回りの活動を極度に制限される方

古川・神岡町保健センターへ
連絡してください

医療機関で準備してあります
医療機関で 2,200 円を引いた
額をお支払いください

19 歳以上 65 歳未満で、基礎疾患を有し、主治医が
予防接種を必要と認めた方

水色の予診票を郵送しました

任意

【保健センターからのお知らせ】
10 月 1 日～ 11 月 30 日は「麻薬・覚醒剤乱用防止運動」期間です。

■永久歯を失う原因 ■年齢別歯を失う原因

むし歯
29.2％

破折
17.8％

矯正 1.9％
埋伏歯 5％

その他 7.6％
不明 1.4％

歯周病
37.1％

（H30 年 11 月 公益財団法人 8020 推進財団調べ）
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お
知
ら
せ

インフルエンザ予防接種費用の助成を拡大します

お
知
ら
せ

歯周病検診を受けましょう

古川町保健センター　 0577-73-2948
神岡町保健センター　 0578-82-2233

古川町保健センター　 0577-73-2948

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金生活
者を支援するために、年金に上乗せされて支給されるものです。受け取りには請求
書の提出が必要となります。

■対象となる方
老齢基礎年金を受給している方（以下の要件をすべて満たしている方）
✓65歳以上である　✓世帯員全員が市民税が非課税　
✓年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
✓前年の所得額が約462万円以下である

■請求手続き
①新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
　対象となる方には、日本年金機構から10月中旬頃に案内が届きます。同封のはが
きに必要事項を記入し提出してください。

②年金を受給しはじめる方
　年金の請求手続きと併せて年金事務所または市役所で請求手続きをしてください。

加齢により、気力・体力など心身活力の低下した状態を「フレイル ( 虚弱 )」といい
ます。健康と要介護の中間の状態で、放置すると健康や生活機能を損なう恐れがあ
ります。フレイル（虚弱）にならないために、今できる工夫（運動・食事・交流）をし
ましょう。

1. 運動　「身体を動かして体力維持」
　✓座っている時間を意識的に減らし、こまめに動く
　✓家でもできる体操を行う（ラジオ体操、テレビ体操など）
※飛騨市公式YouTubeで公開および飛騨市ケーブルテレビにて令和2年11月～
　令和3年3月まで体操動画を放送予定です

2. 食事　「3 食たべてバランスよく」
　✓主食・主菜・副菜をバランスよく、1日3食たべる
　✓高齢者は特に、たんぱく質（肉・魚・大豆・乳製品・卵など）をたべる
　✓よく噛んでたべて、お口のケアも忘れずに

3. 交流　「人との交流を」
　✓家族や友人、近くにいる者同士で意識して交流する
　✓買い物や生活の支援、困ったときはお互いに支え合う

　生活や体調など困りごとは地域包括支援センターまでご相談ください。

市民保健課（本庁）
0577-73-7464

市民保健課（本庁）
0577-73-7464

地域包括支援センター　ハートピア古川内 0577-73-6233
神岡窓口 0578-82-1456

ねんきんダイヤル 0570-05-1165（ナビダイヤル）
市民保健課（本庁） 0577-73-7464

お
知
ら
せ

年金生活者支援給付金制度について

お
知
ら
せ

コロナ時代をまめに暮らす 健康長寿３つの心得

お
知
ら
せ

国民健康保険被保険者証
（保険証）の更新について

国民健康保険被保険者証（保険証）につ
いて、現在お持ちの保険証は有効期限
が令和２年 10 月 31 日となっていま
す。新しい保険証は10 月中旬に世帯主
あて簡易書留にて郵送しますので、11
月になっても保険証が届かない場合は
お問い合わせください。

　なお、次回の更新から更新時期が変更
となります。今回の更新にてお送りする
保険証の有効期限は令和３年７月31
日となりますのでよろしくお願いしま
す。

■有効期限
　変更前：毎年10月31日
　変更後：毎年７月31日

お
知
ら
せ

お薬手帳は１冊にまとめ
ましょう

■お薬手帳が何冊もあると・・・
　飲んでいる薬のチェックが難しくな
り、薬の危険な飲み合わせや、同じ薬を
二重に処方してしまう恐れがあります。

■お薬手帳を１冊にまとめると・・・
　災害時、緊急時やいつもと違う医療機
関・薬局に受診しても、飲んでいる薬や
治療歴がわかるので安心です。
　薬について、医療機関や薬局、ケアマ
ネジャー、訪問看護ステーション、介護
サービス事業者などに伝えることで、各
機関が連携することができます。

　１冊にすべての情報を記入してこそ
のお薬手帳です。この機会に薬剤師等に
相談し、１冊にまとめることをお勧めし
ます。
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知
ら
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お
知
ら
せ

「さるぼぼコイン」による
電子決済の拡充について

お
知
ら
せ

違法な不用品回収業者に
ついてのお願い

10月１日より、地域限定通貨「さるぼ
ぼコイン」による電子決済で、飛騨市民
病院の診療費や健診費用、市有公民館
とスポーツ施設の施設使用料（一部）、
および飛騨市美術館の入館料支払いが
可能となりました。ぜひご利用くださ
い。

お
知
ら
せ
おはなし会を再開しました

新型コロナウイルス感染拡大により休
止していたおはなし会を再開しまし
た。参加には申し込みが必要です。

①やんちゃっこタイム（飛騨市）
　毎週土曜日　14：00 ～
②きらきらタイム（神岡）
　毎月第１土曜日　10：00 ～
③ぴよぴよタイム ( 飛騨市・神岡）
　毎月第４木曜日　10：00 ～
　※乳幼児対象

廃棄物として家庭から出される電器製
品や粗大ごみなど、廃棄物の処分に「無
許可」の回収業者を利用しないでくだ
さい。市の許可や委託を受けずに家庭
のごみを回収業者が収集することは、
適正な処理が確認できないため、認め
られていません。

　飛騨市では、( 有 ) 吉城環境管理セン
ター（古川町・河合町・宮川町）と ( 株 )
神岡衛生社（神岡町）の２社に限り、一般
廃棄物収集運搬業の許可をしています。
皆さんのご協力をよろしくお願いしま
す。

お
知
ら
せ
献血バスがやってきます

●血液が不足しています！
　日本国内では、1 日あたり約 3,000 人
の患者さんが輸血を受けていると言わ
れています。現在、輸血に使用する血液
は、まだ人工的に造ることができず、長期
保存することもできません。ぜひ多くの
方々のご協力をお願いします！

●11月の献血バス
▶11 月 13 日（金）
 ・ 9：30 ～ 11：00　神岡振興事務所
 ・ 13：30 ～ 16：00　飛騨市役所

お
知
ら
せ

岐阜県清流の国ぎふ推進
補助金を活用しました

令和元年度岐阜県清流の国ぎふ推進補
助金（補助率1/2）を活用し、次の事業
を実施しました。

■市町村振興事業
　飛騨市宿泊事業者緊急対策事業

お
知
ら
せ

忘れていませんか？「自賠責
保険・自賠責共済」

自賠責保険・共済なしでの運行は法令
違反です。万一の自動車事故の際の基
本的な対人賠償を目的として、自動車
損害賠償保障法に基づき、原動機付自
転車を含むすべての自動車に加入が義
務づけられています。自賠責保険・共
済なしで運行することは法令違反です
のでご注意ください。

［参考］
国土交通省自賠責保険（共済）ポータルサイ
ト URL　http://www.jibai.jp/

お
知
ら
せ

市・県民税第３期分の納期
限は１１月２日（月）です

■口座振替の方
　納期限前日までに残高の確認をお願
いします。
■納付書の方
　納付書に記載の金融機関、コンビニ、ス
マートフォン決済アプリ等で納付して
ください。

　毎月給与の支払いを受けている方は
勤務先の事業所で給与から住民税を差
し引く方法による納税ができる場合が
ありますので、事業主にご相談ください。

お
知
ら
せ

タンクからの
油流出事故に注意 !!

事業場や一般家庭のタンクから灯油な
どの油類が漏れて、水路や河川に流出
する事故が増えています。油が流れる
と、魚が死んだり水道や農業に大きな
影響が出ます。水質事故の予防対策・
事故発生時の的確な対応をとりましょ
う！！

■水質汚濁防止法に基づく通報を行う
　義務があります！
▼貯油施設※などの設置者は、事故など
　で油が流出・地下浸透した場合、応急
　処置と事故の届出（連絡）を行う義務が
　あります。
※貯油施設：原油、重油、潤滑油、軽油、灯
　油、揮発油、動植物油を取り扱う施設

▼事故を起こしてしまった場合には、流
　出防止措置、オイルフェンスやオイル
　マットの設置など、被害の拡大を防ぎ
　ましょう。
　
▼直ちに岐阜県飛騨県事務所環境課ま
　たは市役所環境課まで連絡してくだ
　さい。

環境課
0577-73-7482

環境課
0577-73-7482

岐阜県飛騨県事務所環境課
0577-33-1111

飛騨市神岡図書館
0578-82-1764

飛騨市図書館
0577-73-5600

総合政策課
0577-73-6558

古川町保健センター
0577-73-2948

税務課
0577-73-3742

お
知
ら
せ

富山ドローンスクールによる
無料説明会の開催

飛騨市と連携協定を締結している富山
ドローンスクールによる無料説明会が
開催されます。さまざまな分野でド
ローンの活用が進んでおり、国でもド
ローン操縦ライセンス制度が検討され
ています。この機会にぜひご参加くだ
さい。
※ライセンス等を取得できる無料の講
　習会ではありません

■日時
　10 月 30 日（金）18：30 ～
　10 月 31 日（土）10：00 ～
■場所
　古川町公民館（総合会館）
■対象者
　市民または市内の事業者（参加料無料）
■内容
　・スクールの開講スケジュール
　・ドローンのニュース、活用事例
　・ライセンスについて、農薬散布など

お
知
ら
せ

身体に障がいがある方の
パソコン利用をサポート

パソコンの基本操作や一般的なアプリ
ケーションの使い方、障がいに応じた
入力支援機器の相談など、電話、訪問に
て対応します。お気軽にお問い合わせ
ください。（相談無料）

■対象者
　飛騨市在住で身体障がい者手帳をお持
ちの方

富山ドローンスクール
（学校法人北日本自動車学校）
076-441-1741

福祉メディアステーション
飛騨ブランチ
0577-73-3742

申・問　
℡0577-73-5600
申・問　
℡0578-82-1764

税務課
各振興事務所（税務担当）

0577-73-3742

飛騨市民病院
飛騨市美術館
スポーツ振興課
生涯学習課

0578-82-1150
0577-73-7496
0577-62-8030
0577-73-7495

問・申

問・申

未来を担う青年の新しい人生の門出を祝福し、令和３年飛騨市成人式を開催しま
す。

■開催日
　令和 3 年 1 月 3 日（日）
■会場と時間
【古川会場】　
　飛騨市文化交流センター　14：00 ～
【神岡会場】　
　神岡町公民館　14：00 ～
■対象者　
　平成 12 年４月２日～平成 13 年４月１日生まれで、現在飛騨市に住民登録のあ
る方、または中学卒業時に飛騨市に住民登録があった方。
■出欠確認
　対象者の方に、11月上旬に成人式のご案内とともに出欠確認はがきを送付します。

※新型コロナウイルス感染症対策のため、式典時間を短縮し例年とは異なる形で開
　催します
※成人式に関する最新情報は、市公式ホームページで随時お知らせします

生涯学習課 0577-73-7495

岐阜県飛騨子ども相談センター（児童相談所） 0577-32-0594
ひだ子ども家庭支援センターぱすてる 0577-37-1061

お
知
ら
せ
令和3年　飛騨市成人式について

厚生労働省では毎年10月を「里親月間」と定め、里親制度の一層の普及啓発、里親
支援に関する取り組みを行います。

　里親制度は、さまざまな事情から家庭で暮らすことが難しくなった子どもたち
に、温かい愛情と正しい理解をもった家庭環境の下での養育を提供する児童福祉法
に基づく制度です。県では令和 2 年 3 月に「岐阜県社会的養育推進計画」を策定し、
里親委託を積極的に進めることとしています。里親制度へのご理解とご協力をよろ
しくお願いします。

【里親相談会を開催します（参加費無料・申し込み不要）】
　関心をお持ちの方はぜひお越しください。
■日時
　10 月 25 日（日）10：00 ～ 16：00
■場所
　高山市民文化会館 303 会議室
■内容
　里親制度、特別養子縁組制度
　個別相談、里親体験談
■主催
　岐阜県飛騨子ども相談センター（児童相談所）

　上記の日以外でもご相談いただけますので、以下までお問い合わせください。

お
知
ら
せ
10月は「里親月間」です

場
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こころといのちの
相談窓口

相談窓口情報を悩み別に検索できるサイト（QRコード）です。
電話でのご相談も受け付けています。

こころの健康相談統一ダイヤル　℡0570-064-556

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

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

飛騨警察署からのお知らせ

『故人』宛ての
　　ハガキにご注意を！
　現在、全国的に新たな詐欺の手口が確
認されています。
　「消費生活相談センター」を装い、封書
やハガキで「契約不履行」「民事訴訟」など
と書かれた文章が送り付けられるもので、
その多くは、既にお亡くなりになった「故
人」宛てとなっています。
　事情が分からず心配になったご遺族が詐
欺グループに電話をかけてくるよう巧妙に
仕組まれた手口となっています。
　スマートフォン専用アプリ「岐阜県警察
防犯アプリ」では、このような最新の犯罪
情報なども発信しています。ぜひ、以下QR
コードからご登録ください。　自粛警察、あおり運転、クレーマー…

あなたのまわりで「怒っている人」を徹
底分析。「怒り」専門家による、怒りに
巻き込まれない、巻き込まないための
テクニックを紹介。

　木の葉、どんぐり、まつぼっくり。秋
のはやしは宝物がいっぱい！それらはど
こから来て、どこへいくのか。きれいな
写真とともに探ります。

相談コーナー
相談名・相談内容 要予約 実施日 時間 場所 問い合わせ

安藤　俊介／著　飛鳥新社
大久保　茂徳

　監修　ひさかたチャイルド

『あなたのまわりの
　　　怒っている人図鑑』

『はやしでひろったよ』

若者就労相談
(若者を対象とした就労相談)

行政書士相談
(相続手続、権利義務関係手続相談など)

ハローワーク出張相談
(職業相談、シルバー人材入会説明)

働き方改革出張相談
(労働時間、人材確保・育成などに関する相談)

こころの相談室
(精神保健福祉士によるこころの相談)

こころの健康相談
(精神科医師によるこころの相談)

暮らしの相談
(就労・家計・ひきこもりなど暮らしに関する相談)

ビジネスサポート相談
(売上拡大、経営改善など経営上の相談)

もの忘れ相談
(もの忘れ、認知症の相談)

○

〇

〇

－

○

○

－

－

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

11/11(水)、18(水)
　　25(水) 13:00～16:00 古川町公民館 県若者サポートステーション

☎058-216-0125

11/11(水)、12(木)
  　 26(木)、27(金)

10:00～17:00 古川町商工会 古川町商工会
☎0577-73-2624

11/18(水) 13:00～17:00 神岡商工会議所
商工課
☎0577-62-8901

11/18(水) 11:00～15:00 古川町公民館 ハローワーク高山
☎0577-32-1144

11/25(水) 13:30～16:30 飛騨市図書館
メディア編集室

ぎふ働き方改革推進支援センター
☎058-201-5832

11/10(火) 13:00～15:00 ハートピア古川 古川町保健センター
☎0577-73-2948

11/18(水) 13:30～15:00 神岡町保健センター 飛騨保健所
☎0577-33-1111(内線312)

平日 8:30～17:15 ハートピア古川 地域包括ケア課
☎070-2237-7730

11/12(木) 9:30～11:30 神岡町公民館 地域包括支援センター神岡窓口
☎0578-82-1456

11/19(木) 9:00～12:00
望ほーむ
古川町金森町（踏切横）

地域包括支援センター
☎0577-73-6233

QRコード
（Android用）

QRコード
（iOS用）
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お
知
ら
せ

「さるぼぼコイン」による
電子決済の拡充について

お
知
ら
せ

違法な不用品回収業者に
ついてのお願い

10月１日より、地域限定通貨「さるぼ
ぼコイン」による電子決済で、飛騨市民
病院の診療費や健診費用、市有公民館
とスポーツ施設の施設使用料（一部）、
および飛騨市美術館の入館料支払いが
可能となりました。ぜひご利用くださ
い。

お
知
ら
せ
おはなし会を再開しました

新型コロナウイルス感染拡大により休
止していたおはなし会を再開しまし
た。参加には申し込みが必要です。

①やんちゃっこタイム（飛騨市）
　毎週土曜日　14：00 ～
②きらきらタイム（神岡）
　毎月第１土曜日　10：00 ～
③ぴよぴよタイム ( 飛騨市・神岡）
　毎月第４木曜日　10：00 ～
　※乳幼児対象

廃棄物として家庭から出される電器製
品や粗大ごみなど、廃棄物の処分に「無
許可」の回収業者を利用しないでくだ
さい。市の許可や委託を受けずに家庭
のごみを回収業者が収集することは、
適正な処理が確認できないため、認め
られていません。

　飛騨市では、( 有 ) 吉城環境管理セン
ター（古川町・河合町・宮川町）と ( 株 )
神岡衛生社（神岡町）の２社に限り、一般
廃棄物収集運搬業の許可をしています。
皆さんのご協力をよろしくお願いしま
す。

お
知
ら
せ
献血バスがやってきます

●血液が不足しています！
　日本国内では、1 日あたり約 3,000 人
の患者さんが輸血を受けていると言わ
れています。現在、輸血に使用する血液
は、まだ人工的に造ることができず、長期
保存することもできません。ぜひ多くの
方々のご協力をお願いします！

●11月の献血バス
▶11 月 13 日（金）
 ・ 9：30 ～ 11：00　神岡振興事務所
 ・ 13：30 ～ 16：00　飛騨市役所

お
知
ら
せ

岐阜県清流の国ぎふ推進
補助金を活用しました

令和元年度岐阜県清流の国ぎふ推進補
助金（補助率1/2）を活用し、次の事業
を実施しました。

■市町村振興事業
　飛騨市宿泊事業者緊急対策事業

お
知
ら
せ

忘れていませんか？「自賠責
保険・自賠責共済」

自賠責保険・共済なしでの運行は法令
違反です。万一の自動車事故の際の基
本的な対人賠償を目的として、自動車
損害賠償保障法に基づき、原動機付自
転車を含むすべての自動車に加入が義
務づけられています。自賠責保険・共
済なしで運行することは法令違反です
のでご注意ください。

［参考］
国土交通省自賠責保険（共済）ポータルサイ
ト URL　http://www.jibai.jp/

お
知
ら
せ

市・県民税第３期分の納期
限は１１月２日（月）です

■口座振替の方
　納期限前日までに残高の確認をお願
いします。
■納付書の方
　納付書に記載の金融機関、コンビニ、ス
マートフォン決済アプリ等で納付して
ください。

　毎月給与の支払いを受けている方は
勤務先の事業所で給与から住民税を差
し引く方法による納税ができる場合が
ありますので、事業主にご相談ください。

お
知
ら
せ

タンクからの
油流出事故に注意 !!

事業場や一般家庭のタンクから灯油な
どの油類が漏れて、水路や河川に流出
する事故が増えています。油が流れる
と、魚が死んだり水道や農業に大きな
影響が出ます。水質事故の予防対策・
事故発生時の的確な対応をとりましょ
う！！

■水質汚濁防止法に基づく通報を行う
　義務があります！
▼貯油施設※などの設置者は、事故など
　で油が流出・地下浸透した場合、応急
　処置と事故の届出（連絡）を行う義務が
　あります。
※貯油施設：原油、重油、潤滑油、軽油、灯
　油、揮発油、動植物油を取り扱う施設

▼事故を起こしてしまった場合には、流
　出防止措置、オイルフェンスやオイル
　マットの設置など、被害の拡大を防ぎ
　ましょう。
　
▼直ちに岐阜県飛騨県事務所環境課ま
　たは市役所環境課まで連絡してくだ
　さい。

環境課
0577-73-7482

環境課
0577-73-7482

岐阜県飛騨県事務所環境課
0577-33-1111

飛騨市神岡図書館
0578-82-1764

飛騨市図書館
0577-73-5600

総合政策課
0577-73-6558

古川町保健センター
0577-73-2948

税務課
0577-73-3742

お
知
ら
せ

富山ドローンスクールによる
無料説明会の開催

飛騨市と連携協定を締結している富山
ドローンスクールによる無料説明会が
開催されます。さまざまな分野でド
ローンの活用が進んでおり、国でもド
ローン操縦ライセンス制度が検討され
ています。この機会にぜひご参加くだ
さい。
※ライセンス等を取得できる無料の講
　習会ではありません

■日時
　10 月 30 日（金）18：30 ～
　10 月 31 日（土）10：00 ～
■場所
　古川町公民館（総合会館）
■対象者
　市民または市内の事業者（参加料無料）
■内容
　・スクールの開講スケジュール
　・ドローンのニュース、活用事例
　・ライセンスについて、農薬散布など

お
知
ら
せ

身体に障がいがある方の
パソコン利用をサポート

パソコンの基本操作や一般的なアプリ
ケーションの使い方、障がいに応じた
入力支援機器の相談など、電話、訪問に
て対応します。お気軽にお問い合わせ
ください。（相談無料）

■対象者
　飛騨市在住で身体障がい者手帳をお持
ちの方

富山ドローンスクール
（学校法人北日本自動車学校）
076-441-1741

福祉メディアステーション
飛騨ブランチ
0577-73-3742

申・問　
℡0577-73-5600
申・問　
℡0578-82-1764

税務課
各振興事務所（税務担当）

0577-73-3742

飛騨市民病院
飛騨市美術館
スポーツ振興課
生涯学習課

0578-82-1150
0577-73-7496
0577-62-8030
0577-73-7495

問・申

問・申

未来を担う青年の新しい人生の門出を祝福し、令和３年飛騨市成人式を開催しま
す。

■開催日
　令和 3 年 1 月 3 日（日）
■会場と時間
【古川会場】　
　飛騨市文化交流センター　14：00 ～
【神岡会場】　
　神岡町公民館　14：00 ～
■対象者　
　平成 12 年４月２日～平成 13 年４月１日生まれで、現在飛騨市に住民登録のあ
る方、または中学卒業時に飛騨市に住民登録があった方。
■出欠確認
　対象者の方に、11月上旬に成人式のご案内とともに出欠確認はがきを送付します。

※新型コロナウイルス感染症対策のため、式典時間を短縮し例年とは異なる形で開
　催します
※成人式に関する最新情報は、市公式ホームページで随時お知らせします

生涯学習課 0577-73-7495

岐阜県飛騨子ども相談センター（児童相談所） 0577-32-0594
ひだ子ども家庭支援センターぱすてる 0577-37-1061

お
知
ら
せ
令和3年　飛騨市成人式について

厚生労働省では毎年10月を「里親月間」と定め、里親制度の一層の普及啓発、里親
支援に関する取り組みを行います。

　里親制度は、さまざまな事情から家庭で暮らすことが難しくなった子どもたち
に、温かい愛情と正しい理解をもった家庭環境の下での養育を提供する児童福祉法
に基づく制度です。県では令和 2 年 3 月に「岐阜県社会的養育推進計画」を策定し、
里親委託を積極的に進めることとしています。里親制度へのご理解とご協力をよろ
しくお願いします。

【里親相談会を開催します（参加費無料・申し込み不要）】
　関心をお持ちの方はぜひお越しください。
■日時
　10 月 25 日（日）10：00 ～ 16：00
■場所
　高山市民文化会館 303 会議室
■内容
　里親制度、特別養子縁組制度
　個別相談、里親体験談
■主催
　岐阜県飛騨子ども相談センター（児童相談所）

　上記の日以外でもご相談いただけますので、以下までお問い合わせください。

お
知
ら
せ
10月は「里親月間」です



募

　
　集

市営住宅入居者募集

都市整備課　 （古川・河合・宮川） （神岡）0577-73-0153 0578-82-2254

※RC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。飛騨市役所　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カ月分
■申込期間　10月23日(金)～10月30日(金)　　■入居予定日　12月１日(火)

公募住宅 森茂住宅打保住宅西忍団地山之村団地 杉原団地

木造 2 階建

駐車場使用料、共益費別途

神岡町森茂

木造 2 階建

2DK

宮川町打保宮川町西忍

家賃

間取り 1K

構造・規模

2LDK

公営

( 世帯用 )1 戸

特定

( 単身用 )1 戸 ( 単身用 )１戸

木造 2 階建

種類

所在地

特定

共益費別途

募集戸数

入居者の所得に応じて決定

神岡町森茂

木造 2 階建

3LDK

公営

( 世帯用 )2 戸

サン・アルプ旭Ｃ棟

２DK

神岡町殿

RC造6 階建

公営

( 世帯用 )１戸( 単身用 )１戸

新栄町団地

RC造3 階建

古川町新栄町

1K

特公賃 公営

( 世帯用 )２戸

宮川町杉原

木造 2 階建

4DK

神岡振興事務所（建設農林課基盤係）

場
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移転先

N

高山合同庁舎の完成に伴い、税務署やハローワーク、法務局などが、11 月９日（月）
から順次移転します。

■移転後住所等
　〒506-8601　岐阜県高山市昭和町 2 丁目 220 番地　高山合同庁舎 2 階
　代表番号：0577-32-1020※移転前後で番号に変更はありません
■最寄の交通機関
　ＪＲ高山駅白山口（西口）から徒歩５分

高山税務署総務課 0577-32-1021

飛騨市美術館 0577-73-3288

お
知
ら
せ

高山合同庁舎が高山駅西側に完成します

古川町在住の小枝利汎氏は、1948 年、高山市の徳永富士子の画塾で学んで以来、
96 歳になった今日に至るまで油彩画を描き続けています。この展覧会では、生涯
にわたり朝市の風景や飛騨に暮らす人々、また飛騨の自然など、その風土や心を描
き続けた、小枝氏の画業にせまります。
　
■開催期間
　10 月 17 日（土）～ 12 月６日（日）　
　9：00 ～ 17：00　（入場は 16：30 まで）
■場所　飛騨市美術館
■休館日
　月曜日（月曜日が祝日の場合は翌平日）
■観覧料
　一般 200 円、高校生以下無料　
※無料開放日：家族ミュージアムの日（第 3 日曜日）

■催し物（参加費無料、事前申込不要）
【①オープニング　小枝 利汎×副館長　トークイベント】
　小枝利汎氏がよせる、飛騨の風土・心を油彩に描くことへの想い、歩んできた道、
影響を受けた人々等について、インタビュー形式でお話を伺います。
■日時　10 月 17 日（土）　14：00 ～　■場所　飛騨市美術館

【②副館長と絵を見て話そう！】
　小枝利汎氏の絵から感じる、さまざまな思い、印象、感情を言葉にすることで、鑑賞
を深めます。
■日時　10 月 18 日（日）、11 月 15 日（日）　10：00 ～　■場所　飛騨市美術館

イ
ベ
ン
ト

生涯、飛騨の風土・心を描き続ける洋画家　小枝 利汎 展

イ
ベ
ン
ト

高野千本桜夢公園の植樹
会の開催について

平成14 年から継続的に植樹が行われ
ている高野千本桜夢公園にて今年度も
植樹会が開催されます。お気軽にご参
加ください。

■日時
　10 月 25 日（日） ９：00 ～ 11：00
■場所
　高野千本桜夢公園（旧古川スキー場）
 ■内容
　苗木30本を参加者の手で植樹しま
す。
■その他
　植樹終了後、11時から子どもを対象に
サクラの木でキーホルダーをつくる
ワークショップを開催予定です。

※申し込みは、以下までお問い合わせ
　ください（お名前、住所、連絡先をお
　伝えください）

募

　
　集

飛騨市美術館
日本画教室参加者募集

日本画の基本的な技法を学び、花や果
物などの絵の小品を描きます。初めて
の方でも気軽に参加できますので、日
本画に興味・関心のある方は、どうぞ
お気軽にお申し込みください。

■日時 11月8日、11月15日、
　　　 11月22日、11月28日の全4回
　　　 13：00 ～ 16：00
■場所　古川郷土民芸会館
■講師　熊崎　勝利氏（日本画家）
■対象 中学生以上
■定員 15 人
■参加費　2，000 円
■応募締切　10 月 23 日（金）
■申し込み
　美術館に設置してある募集用紙また
は、電話で申し込みください。

募

　
　集

飛騨市・新港郷友好クラブ
開設　会員募集中

飛騨市では台湾新港郷とのより深い交
流を推進していくため、「飛騨市・新港
郷友好クラブ」を開設しました。これは
飛騨市と新港郷の方がそれぞれのファ
ン会員となり、定期的な新港ニュース
ペーパーのお届け、旅行に訪れた際に
は店舗等で10％オフなどの特典が受
けられる他、今後会員間のツアーやさ
まざまな交流イベントを展開していき
ます。

　入会は無料です。この機会にぜひご入
会いただき、台湾新港郷について知って
みませんか。入会の申請はQRコードか
らお申込みいただくか、以下までお問い
合わせください。

総合政策課
0577-73-6558

スポーツ振興課
0577-62-8030

神岡会場 神岡振興事務所市民福祉係
0578-82-2252

古川会場 市民保健課（本庁）
0577-73-7464

募

　
　集

年金相談のお知らせ

以下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
問い合わせください。

■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 11 日（水） 10：00 ～ 15：00

【古川会場　飛騨市役所】　　　
　11 月 19 日（木） 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）

募

　
　集

ノルディックウォーキング
公認指導員の養成講習会 

ウォーキング初心者の方や自信のない
方、運動不足の方も、大歓迎です。楽し
く健康なウォーキングについて学び、
公認資格を取得してみませんか？申し
込みなど詳細は以下までお気軽にご連
絡ください。

■日時　11 月 21 日（土）～ 22 日（日）
　　　　※２日間の講習となります
■会場　古川町千代の松原公民館
■受講料
　47,600 円（ユニフォームや帽子、認定証
など含む）のうち、20,000 円を市で補助し
ます。
※日時・会場等については、申込人数によ
　り変更となる可能性があります
※受講料の補助は先着順とさせていただ
　きますのでご了承ください

林業振興課
0577-62-8905

申・問

飛騨市美術館
0577-73-3288

申・問

飛騨市・新港郷友好
クラブ入会申込フォーム▶
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市営住宅入居者募集

都市整備課　 （古川・河合・宮川） （神岡）0577-73-0153 0578-82-2254

※RC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。飛騨市役所　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カ月分
■申込期間　10月23日(金)～10月30日(金)　　■入居予定日　12月１日(火)

公募住宅 森茂住宅打保住宅西忍団地山之村団地 杉原団地

木造 2 階建

駐車場使用料、共益費別途

神岡町森茂

木造 2 階建

2DK

宮川町打保宮川町西忍

家賃

間取り 1K

構造・規模

2LDK

公営

( 世帯用 )1 戸

特定

( 単身用 )1 戸 ( 単身用 )１戸

木造 2 階建

種類

所在地

特定

共益費別途

募集戸数

入居者の所得に応じて決定

神岡町森茂

木造 2 階建
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公営

( 世帯用 )2 戸
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２DK
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新栄町団地
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高山合同庁舎の完成に伴い、税務署やハローワーク、法務局などが、11 月９日（月）
から順次移転します。

■移転後住所等
　〒506-8601　岐阜県高山市昭和町 2 丁目 220 番地　高山合同庁舎 2 階
　代表番号：0577-32-1020※移転前後で番号に変更はありません
■最寄の交通機関
　ＪＲ高山駅白山口（西口）から徒歩５分

高山税務署総務課 0577-32-1021

飛騨市美術館 0577-73-3288

お
知
ら
せ

高山合同庁舎が高山駅西側に完成します

古川町在住の小枝利汎氏は、1948 年、高山市の徳永富士子の画塾で学んで以来、
96 歳になった今日に至るまで油彩画を描き続けています。この展覧会では、生涯
にわたり朝市の風景や飛騨に暮らす人々、また飛騨の自然など、その風土や心を描
き続けた、小枝氏の画業にせまります。
　
■開催期間
　10 月 17 日（土）～ 12 月６日（日）　
　9：00 ～ 17：00　（入場は 16：30 まで）
■場所　飛騨市美術館
■休館日
　月曜日（月曜日が祝日の場合は翌平日）
■観覧料
　一般 200 円、高校生以下無料　
※無料開放日：家族ミュージアムの日（第 3 日曜日）

■催し物（参加費無料、事前申込不要）
【①オープニング　小枝 利汎×副館長　トークイベント】
　小枝利汎氏がよせる、飛騨の風土・心を油彩に描くことへの想い、歩んできた道、
影響を受けた人々等について、インタビュー形式でお話を伺います。
■日時　10 月 17 日（土）　14：00 ～　■場所　飛騨市美術館

【②副館長と絵を見て話そう！】
　小枝利汎氏の絵から感じる、さまざまな思い、印象、感情を言葉にすることで、鑑賞
を深めます。
■日時　10 月 18 日（日）、11 月 15 日（日）　10：00 ～　■場所　飛騨市美術館
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生涯、飛騨の風土・心を描き続ける洋画家　小枝 利汎 展
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高野千本桜夢公園の植樹
会の開催について

平成14 年から継続的に植樹が行われ
ている高野千本桜夢公園にて今年度も
植樹会が開催されます。お気軽にご参
加ください。

■日時
　10 月 25 日（日） ９：00 ～ 11：00
■場所
　高野千本桜夢公園（旧古川スキー場）
 ■内容
　苗木30本を参加者の手で植樹しま
す。
■その他
　植樹終了後、11時から子どもを対象に
サクラの木でキーホルダーをつくる
ワークショップを開催予定です。

※申し込みは、以下までお問い合わせ
　ください（お名前、住所、連絡先をお
　伝えください）

募

　
　集

飛騨市美術館
日本画教室参加者募集

日本画の基本的な技法を学び、花や果
物などの絵の小品を描きます。初めて
の方でも気軽に参加できますので、日
本画に興味・関心のある方は、どうぞ
お気軽にお申し込みください。

■日時 11月8日、11月15日、
　　　 11月22日、11月28日の全4回
　　　 13：00 ～ 16：00
■場所　古川郷土民芸会館
■講師　熊崎　勝利氏（日本画家）
■対象 中学生以上
■定員 15 人
■参加費　2，000 円
■応募締切　10 月 23 日（金）
■申し込み
　美術館に設置してある募集用紙また
は、電話で申し込みください。
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飛騨市・新港郷友好クラブ
開設　会員募集中

飛騨市では台湾新港郷とのより深い交
流を推進していくため、「飛騨市・新港
郷友好クラブ」を開設しました。これは
飛騨市と新港郷の方がそれぞれのファ
ン会員となり、定期的な新港ニュース
ペーパーのお届け、旅行に訪れた際に
は店舗等で10％オフなどの特典が受
けられる他、今後会員間のツアーやさ
まざまな交流イベントを展開していき
ます。

　入会は無料です。この機会にぜひご入
会いただき、台湾新港郷について知って
みませんか。入会の申請はQRコードか
らお申込みいただくか、以下までお問い
合わせください。

総合政策課
0577-73-6558

スポーツ振興課
0577-62-8030

神岡会場 神岡振興事務所市民福祉係
0578-82-2252

古川会場 市民保健課（本庁）
0577-73-7464
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年金相談のお知らせ

以下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
問い合わせください。

■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 11 日（水） 10：00 ～ 15：00

【古川会場　飛騨市役所】　　　
　11 月 19 日（木） 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）

募

　
　集

ノルディックウォーキング
公認指導員の養成講習会 

ウォーキング初心者の方や自信のない
方、運動不足の方も、大歓迎です。楽し
く健康なウォーキングについて学び、
公認資格を取得してみませんか？申し
込みなど詳細は以下までお気軽にご連
絡ください。

■日時　11 月 21 日（土）～ 22 日（日）
　　　　※２日間の講習となります
■会場　古川町千代の松原公民館
■受講料
　47,600 円（ユニフォームや帽子、認定証
など含む）のうち、20,000 円を市で補助し
ます。
※日時・会場等については、申込人数によ
　り変更となる可能性があります
※受講料の補助は先着順とさせていただ
　きますのでご了承ください

林業振興課
0577-62-8905

申・問

飛騨市美術館
0577-73-3288

申・問

飛騨市・新港郷友好
クラブ入会申込フォーム▶



場
版らわか

広の報情場
版らわか

広の報情

８９ 2020年10月号

お
知
ら
せ

「さるぼぼコイン」による
電子決済の拡充について

お
知
ら
せ

違法な不用品回収業者に
ついてのお願い

10月１日より、地域限定通貨「さるぼ
ぼコイン」による電子決済で、飛騨市民
病院の診療費や健診費用、市有公民館
とスポーツ施設の施設使用料（一部）、
および飛騨市美術館の入館料支払いが
可能となりました。ぜひご利用くださ
い。

お
知
ら
せ
おはなし会を再開しました

新型コロナウイルス感染拡大により休
止していたおはなし会を再開しまし
た。参加には申し込みが必要です。

①やんちゃっこタイム（飛騨市）
　毎週土曜日　14：00 ～
②きらきらタイム（神岡）
　毎月第１土曜日　10：00 ～
③ぴよぴよタイム ( 飛騨市・神岡）
　毎月第４木曜日　10：00 ～
　※乳幼児対象

廃棄物として家庭から出される電器製
品や粗大ごみなど、廃棄物の処分に「無
許可」の回収業者を利用しないでくだ
さい。市の許可や委託を受けずに家庭
のごみを回収業者が収集することは、
適正な処理が確認できないため、認め
られていません。

　飛騨市では、( 有 ) 吉城環境管理セン
ター（古川町・河合町・宮川町）と ( 株 )
神岡衛生社（神岡町）の２社に限り、一般
廃棄物収集運搬業の許可をしています。
皆さんのご協力をよろしくお願いしま
す。

お
知
ら
せ
献血バスがやってきます

●血液が不足しています！
　日本国内では、1 日あたり約 3,000 人
の患者さんが輸血を受けていると言わ
れています。現在、輸血に使用する血液
は、まだ人工的に造ることができず、長期
保存することもできません。ぜひ多くの
方々のご協力をお願いします！

●11月の献血バス
▶11 月 13 日（金）
 ・ 9：30 ～ 11：00　神岡振興事務所
 ・ 13：30 ～ 16：00　飛騨市役所

お
知
ら
せ

岐阜県清流の国ぎふ推進
補助金を活用しました

令和元年度岐阜県清流の国ぎふ推進補
助金（補助率1/2）を活用し、次の事業
を実施しました。

■市町村振興事業
　飛騨市宿泊事業者緊急対策事業

お
知
ら
せ

忘れていませんか？「自賠責
保険・自賠責共済」

自賠責保険・共済なしでの運行は法令
違反です。万一の自動車事故の際の基
本的な対人賠償を目的として、自動車
損害賠償保障法に基づき、原動機付自
転車を含むすべての自動車に加入が義
務づけられています。自賠責保険・共
済なしで運行することは法令違反です
のでご注意ください。

［参考］
国土交通省自賠責保険（共済）ポータルサイ
ト URL　http://www.jibai.jp/

お
知
ら
せ

市・県民税第３期分の納期
限は１１月２日（月）です

■口座振替の方
　納期限前日までに残高の確認をお願
いします。
■納付書の方
　納付書に記載の金融機関、コンビニ、ス
マートフォン決済アプリ等で納付して
ください。

　毎月給与の支払いを受けている方は
勤務先の事業所で給与から住民税を差
し引く方法による納税ができる場合が
ありますので、事業主にご相談ください。

お
知
ら
せ

タンクからの
油流出事故に注意 !!

事業場や一般家庭のタンクから灯油な
どの油類が漏れて、水路や河川に流出
する事故が増えています。油が流れる
と、魚が死んだり水道や農業に大きな
影響が出ます。水質事故の予防対策・
事故発生時の的確な対応をとりましょ
う！！

■水質汚濁防止法に基づく通報を行う
　義務があります！
▼貯油施設※などの設置者は、事故など
　で油が流出・地下浸透した場合、応急
　処置と事故の届出（連絡）を行う義務が
　あります。
※貯油施設：原油、重油、潤滑油、軽油、灯
　油、揮発油、動植物油を取り扱う施設

▼事故を起こしてしまった場合には、流
　出防止措置、オイルフェンスやオイル
　マットの設置など、被害の拡大を防ぎ
　ましょう。
　
▼直ちに岐阜県飛騨県事務所環境課ま
　たは市役所環境課まで連絡してくだ
　さい。

環境課
0577-73-7482

環境課
0577-73-7482

岐阜県飛騨県事務所環境課
0577-33-1111

飛騨市神岡図書館
0578-82-1764

飛騨市図書館
0577-73-5600

総合政策課
0577-73-6558

古川町保健センター
0577-73-2948

税務課
0577-73-3742

お
知
ら
せ

富山ドローンスクールによる
無料説明会の開催

飛騨市と連携協定を締結している富山
ドローンスクールによる無料説明会が
開催されます。さまざまな分野でド
ローンの活用が進んでおり、国でもド
ローン操縦ライセンス制度が検討され
ています。この機会にぜひご参加くだ
さい。
※ライセンス等を取得できる無料の講
　習会ではありません

■日時
　10 月 30 日（金）18：30 ～
　10 月 31 日（土）10：00 ～
■場所
　古川町公民館（総合会館）
■対象者
　市民または市内の事業者（参加料無料）
■内容
　・スクールの開講スケジュール
　・ドローンのニュース、活用事例
　・ライセンスについて、農薬散布など

お
知
ら
せ

身体に障がいがある方の
パソコン利用をサポート

パソコンの基本操作や一般的なアプリ
ケーションの使い方、障がいに応じた
入力支援機器の相談など、電話、訪問に
て対応します。お気軽にお問い合わせ
ください。（相談無料）

■対象者
　飛騨市在住で身体障がい者手帳をお持
ちの方

富山ドローンスクール
（学校法人北日本自動車学校）
076-441-1741

福祉メディアステーション
飛騨ブランチ
0577-73-3742

申・問　
℡0577-73-5600
申・問　
℡0578-82-1764

税務課
各振興事務所（税務担当）

0577-73-3742

飛騨市民病院
飛騨市美術館
スポーツ振興課
生涯学習課

0578-82-1150
0577-73-7496
0577-62-8030
0577-73-7495

問・申

問・申

未来を担う青年の新しい人生の門出を祝福し、令和３年飛騨市成人式を開催しま
す。

■開催日
　令和 3 年 1 月 3 日（日）
■会場と時間
【古川会場】　
　飛騨市文化交流センター　14：00 ～
【神岡会場】　
　神岡町公民館　14：00 ～
■対象者　
　平成 12 年４月２日～平成 13 年４月１日生まれで、現在飛騨市に住民登録のあ
る方、または中学卒業時に飛騨市に住民登録があった方。
■出欠確認
　対象者の方に、11月上旬に成人式のご案内とともに出欠確認はがきを送付します。

※新型コロナウイルス感染症対策のため、式典時間を短縮し例年とは異なる形で開
　催します
※成人式に関する最新情報は、市公式ホームページで随時お知らせします

生涯学習課 0577-73-7495

岐阜県飛騨子ども相談センター（児童相談所） 0577-32-0594
ひだ子ども家庭支援センターぱすてる 0577-37-1061

お
知
ら
せ
令和3年　飛騨市成人式について

厚生労働省では毎年10月を「里親月間」と定め、里親制度の一層の普及啓発、里親
支援に関する取り組みを行います。

　里親制度は、さまざまな事情から家庭で暮らすことが難しくなった子どもたち
に、温かい愛情と正しい理解をもった家庭環境の下での養育を提供する児童福祉法
に基づく制度です。県では令和 2 年 3 月に「岐阜県社会的養育推進計画」を策定し、
里親委託を積極的に進めることとしています。里親制度へのご理解とご協力をよろ
しくお願いします。

【里親相談会を開催します（参加費無料・申し込み不要）】
　関心をお持ちの方はぜひお越しください。
■日時
　10 月 25 日（日）10：00 ～ 16：00
■場所
　高山市民文化会館 303 会議室
■内容
　里親制度、特別養子縁組制度
　個別相談、里親体験談
■主催
　岐阜県飛騨子ども相談センター（児童相談所）

　上記の日以外でもご相談いただけますので、以下までお問い合わせください。

お
知
ら
せ
10月は「里親月間」です

場
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こころといのちの
相談窓口

相談窓口情報を悩み別に検索できるサイト（QRコード）です。
電話でのご相談も受け付けています。

こころの健康相談統一ダイヤル　℡0570-064-556

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

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

飛騨警察署からのお知らせ

『故人』宛ての
　　ハガキにご注意を！
　現在、全国的に新たな詐欺の手口が確
認されています。
　「消費生活相談センター」を装い、封書
やハガキで「契約不履行」「民事訴訟」など
と書かれた文章が送り付けられるもので、
その多くは、既にお亡くなりになった「故
人」宛てとなっています。
　事情が分からず心配になったご遺族が詐
欺グループに電話をかけてくるよう巧妙に
仕組まれた手口となっています。
　スマートフォン専用アプリ「岐阜県警察
防犯アプリ」では、このような最新の犯罪
情報なども発信しています。ぜひ、以下QR
コードからご登録ください。　自粛警察、あおり運転、クレーマー…

あなたのまわりで「怒っている人」を徹
底分析。「怒り」専門家による、怒りに
巻き込まれない、巻き込まないための
テクニックを紹介。

　木の葉、どんぐり、まつぼっくり。秋
のはやしは宝物がいっぱい！それらはど
こから来て、どこへいくのか。きれいな
写真とともに探ります。

相談コーナー
相談名・相談内容 要予約 実施日 時間 場所 問い合わせ

安藤　俊介／著　飛鳥新社
大久保　茂徳

　監修　ひさかたチャイルド

『あなたのまわりの
　　　怒っている人図鑑』

『はやしでひろったよ』

若者就労相談
(若者を対象とした就労相談)

行政書士相談
(相続手続、権利義務関係手続相談など)

ハローワーク出張相談
(職業相談、シルバー人材入会説明)

働き方改革出張相談
(労働時間、人材確保・育成などに関する相談)

こころの相談室
(精神保健福祉士によるこころの相談)

こころの健康相談
(精神科医師によるこころの相談)

暮らしの相談
(就労・家計・ひきこもりなど暮らしに関する相談)

ビジネスサポート相談
(売上拡大、経営改善など経営上の相談)

もの忘れ相談
(もの忘れ、認知症の相談)

○

〇

〇

－

○

○

－

－

－

13 2020年10月号

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

11/11(水)、18(水)
　　25(水) 13:00～16:00 古川町公民館 県若者サポートステーション

☎058-216-0125

11/11(水)、12(木)
  　 26(木)、27(金)

10:00～17:00 古川町商工会 古川町商工会
☎0577-73-2624

11/18(水) 13:00～17:00 神岡商工会議所
商工課
☎0577-62-8901

11/18(水) 11:00～15:00 古川町公民館 ハローワーク高山
☎0577-32-1144

11/25(水) 13:30～16:30 飛騨市図書館
メディア編集室

ぎふ働き方改革推進支援センター
☎058-201-5832

11/10(火) 13:00～15:00 ハートピア古川 古川町保健センター
☎0577-73-2948

11/18(水) 13:30～15:00 神岡町保健センター 飛騨保健所
☎0577-33-1111(内線312)

平日 8:30～17:15 ハートピア古川 地域包括ケア課
☎070-2237-7730

11/12(木) 9:30～11:30 神岡町公民館 地域包括支援センター神岡窓口
☎0578-82-1456

11/19(木) 9:00～12:00
望ほーむ
古川町金森町（踏切横）

地域包括支援センター
☎0577-73-6233

QRコード
（Android用）

QRコード
（iOS用）
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