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自らの命は自らが守る
昨年、7月5日から降り続いた雨で町内各河川が増水。
また、下呂市などで記録的な
大雨が降り飛騨川が増水したことで、
白川と飛騨川の合流地点でバックウォーター現
象が起き、
白川が一気に増水しました。
この影響で役場前の駐車場と道路が一時浸
水したほか、
河岐地区に浸水被害をもたらしました。
全国的に見ても
「50年に一度」
と言われるような大きな災害が毎年発生しています。
また、
南海トラフ地震等の大震災の発生も危惧されています。想像を超える災害はいつ
起きてもおかしくありません。
災害による被害を少なくするためには、一人一人が自分の身の安全を守ることが重
要です。災害に備えて、宅内の安全対策、危険個所・避難場所の確認、非常持ち出し
袋や備蓄食料の準備をしましょう。
令和2年7月8日10時頃

河岐地区の様子

(JUAVACドローンエキスパートアカデミー岐阜校提供)

水害・土砂災害の防災情報の伝え方が変わりました
「避難勧告」を廃止して「避難指示」に一本化するなど、災害対策基本法の改正がされました。
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「自らの命は自らが守る」意識を持ち、適切な避難行動をとりましょう
新型コロナウイルス感染症が収束していない中でも、災害時には、危険な場所にいる人は迷わず避難することが
原則です。しかし、
これまでと同じ避難の仕方では、
「3 密」
の条件がそろいやすく、感染症が拡大するリスクが高くなっ
てしまいます。
【避難のポイント】
・避難とは「難」を「避」けることです。安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。
・避難先は、町が指定する避難所だけではありません。安全な親戚、知人宅に避難することも考えてみましょう。
・豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。やむを得ず車中泊する場合は、浸水しないよう周囲の状況等を十分
確認してください。

非常持ち出し袋や食料の準備を
一般的に、救援物資が届くまで災害が発生してから 3 日、大規模な災害の場合は、1 週間以上かかるとも言わ
れています。
被害が大きいほど、公助（行政、消防、警察、自衛隊による救援、救助）だけに頼るのは難しくなってきます。
大きな災害に備えて非常持ち出し品や食料の準備をしましょう。

「防災・減災ハンドブック」を配布しました
広報しらかわ 6 月号といっしょに「防災・減災ハンドブック」を配布しています。
避難情報や非常持ち出し品の他、風水害の危険性や避難の際の注意すべき行動が載っています。
この機会に家族で防災について話し合ってみましょう。

気象情報や緊急情報の収集のために
○防災行政無線音声告知端末の動作確認をしましょう
防災行政無線音声告知放送を使って、随時気象情報や緊急情報をお知らせしています。
停電時も受信できるよう常に電池を入れておき、
年に1度は電池を交換しましょう。
○
「すぐメールしらかわ」
の登録を
緊急情報をはじめ、気象、防犯、各種お知らせなど暮らしに役立つ情報をLINEとメールで配信
しています。
この機会にぜひご登録ください。

●防災等に関する問い合わせ
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行政係（内線２１４・215）

環 境 月 間 です
環境の日及び環境月間とは
６月５日は環境の日です。これは、
１９７２年６月
５日からストックホルムで開催された「国連環境
会議」を記念して定められたものです。国連で
は、
日本の提案を受けて６月５日を「世界環境デ
ー」と定めており、
日本では「環境基本法」(平成
５年)で「環境の日」を定めています。
「環境基本法」は、
事業者および国民の間に広
く環境の保全についての関心と理解を深めると
ともに、
積極的に環境の保全に関する活動を行
う意欲を高めるという「環境の日」の趣旨を明ら
かにし、
国、
地方公共団体において、
この趣旨に
ふさわしい各種の行事等を実施することとして
います。
我が国では、
環境庁の主唱により、
平成３年度
から６月の1ヵ月間を「環境月間」とし、全国で
様々な行事が行われています。
(参照:環境省HP)

★環境係からのお願い★
・野焼きや不法投棄はやめよう

白川町民
一人ひとり
何ができるか
考えてみよう

・節電・節水を心がけよう
・食品を使い切ろう
・生ごみの水切りを徹底しよう
・マイバックやマイ水筒を使おう
・ゴミを正しく分別しよう

・ペットボトルのラベルをはがし、
キャップを外してからゴミを出そう
できることから取り組んでいただけるようご協力をお願いいたします。

問い合わせ先

建設環境課

環境係 （内線：267）
2021 ／ 6 . 1
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特集

６月 は

SDGs（持続可能な開発目標）
とは？
最近、
新聞やテレビの中でよく聞くようになったSDGs、
これは国際社会共通の目標です。2015年
に誰ひとり取り残さないことを目指し、
先進国と途上国が一丸となって達成すべき目標で構成されて
います。これを実現するためには、
地球という大きな視野でとらえた、
環境保全という理念や取り組み
が必要です。人類による地球環境の保全と利用、
消費と再生とがバランスを保ち、
人と自然の共存が
実現できた世界を目指します。白川町の「第６次総合計画」でもSDGsの理念である17の目標をそれ
ぞれの基本計画の中で掲げ、
環境分野では環境目標を設定し再資源化率の高水準維持へ移行する
目標を計画しています。
一人ひとりのできる取り組みとしては、
ごみを減らすことで環境の悪化を防ぐための大きな軸にな
ります。例えば、
不要なレジ袋を使わないことや、
できるだけリサイクル商品を買うことなど、
3R(減ら
す、
くり返し使う、資源として再生利用する)の考え方を家庭でも意識して行動に移すことで節約にな
ります。ごみの量を減らすことは二酸化炭素の量を減らすことに繋がり、
環境問題の改善にも繋がり
ます。
SDGsには法的拘束力はありません。そのためそれぞれの目標達成には個人個人の意識が重要
になります。もちろん一人がやるだけでは意味がないかもしれません
が、
これを多くの人が意識すれば必ず変わります。地球に優しいこと
はたくさんあり、
できることを続けていくことはとても大切なことで
す。白川町の豊かな自然をいつ
までも大切に残していきましょう。

高濃度ポリ塩化ビフィニル（ＰＣＢ）廃棄物は
令和４年３月３１日までに処分しなければなりません
◆昭和28年から昭和47年に国内で製造された変圧器・コンデンサーには
絶縁油に高濃度ポリ塩化ビフィニルが使用されたものがあります。
詳細は、
各メーカーに問い合わせるか、
（一社）
日本電機工業会のホームページを参照してください。

https://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/pcb/pcb

問い合わせ先
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建設環境課

環境係 （内線：267）

ま ち の う ご き
３/31

本棚の寄付をいただきました

４/25

大正琴の発表会が開催されました

昨年度に還暦を迎えられた三五六会の皆様

琴伝流大正琴白峰会主催のおさらい会が無観

より、黒川ふれあいセンター図書室に木製の

客にて行われ、白川町内外の大正琴教室の皆さ

本棚が寄贈されました。

４/12･27

んが演奏を披露しました。
２/２

地域活性化起業人を採用しました

民間企業に務めながら地方自治体で活動する「地域活性化起業人」を２名採用しました。
Anbai 株式会社の纐纈翼さん（左）は白川町の情報発信に関する取り組み、株式会社ピアフィード
の明石昌也さん（右）はサテライトオフィス誘致を含む DX 戦略に関する取り組みに携わります。

５/２

旧白川小学校の
記念碑除幕式が行われました

旧白川小学校の閉校記念碑が旧白川小学校の

５/３

新茶の初摘みが行われました

河東葛牧地内で美濃白川茶の新茶の初摘みが

卒 業生 で構成された建立期成会により設置 さ

行われ、摘み取られたお茶は茶・ちゃ・チャにて、

れ、除幕式が執り行われました。

手もみ茶に加工されました。
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健康に自信があるからこそ...

受けよう健診

皆さんのお手元に健診票は届いていますか ?
6月上旬には、
特定健診、
おたっしゃ健診、
30歳代健診、
各種がん検診票(子宮・
乳・胃・肺・大腸・前立腺)等をお届けしています。
白川町の健診データ・医療情報(レセプト)を分析してみると、
脳、
心臓、
腎臓など
血管に関わる病気が重症化しやすく、
医療費が高額になったり、
6か月以上の長
期入院が多い傾向である事がわかりました。
また特定健診受診の有無で医療費を比較すると、
令和元年度の健診受診者の
年間一人あたりの医療費(平均9,530円)と比較して、
健診未受診者の医療費は(
平均29,483円)でした。健診未受診者は健診受診者の約3倍の医療費がかかっ
ています。
特定健診は、
大切な臓器(心臓・脳・腎臓)を守るため、
予防的に必要な項目につ
いて行う検査で、
約10,000円相当の健診内容を「500円」で受診することができ
ます。
医療機関では、
治療に必要な検査を中心に行うため、
一般的には病気に関係
のない検査は実施することができません。
治療中の方も含めて、
多くの方に健診を受診して頂くことで、
病気の重症化予
防となり、
医療費の適正化にもつながります。
健診を受診したからこそ気付ける体からのメッセージ
ぜひご自分の健康のために健診を受診しましょう！
！

【お問い合わせ】 保健福祉課保健係
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Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

外国人雇用はルールを守って適正に
６月は「外国人労働者問題啓発月間」です。
外国人（特別永住者等を除く）の雇入れ及び離職
の際、その氏名、在留資格等をハローワークへ届け
出てください。
外国人労働者の適正な雇用の推進及び不法就労
の防止を図ることについて、事業主をはじめ皆さん
のご理解とご協力をお願いします。
【問い合わせ先】
岐阜労働局職業対策課 ☎ 058-245-1314
又は最寄りのハローワーク

健康な歯の親子をご紹介します
令和２年度の３歳児健診で、虫歯がなかった親子
をご紹介します。
父：加藤 智士さん
子：加藤 美結ちゃん
（奥新田）
令和２年度に親子で
虫歯がなかったのは、
加藤さん親子だけで
した。
〇これからもきれいな歯を守ってくださいね。
〇皆さんも歯みがきを頑張りましょう。
【問い合わせ先】
保健福祉課保健係
☎0574-72-1311（内線362）

例えばこんな時に・・・

皆さんの声をお聞かせください
「広報しらかわ」あてに、感想やご意見、耳寄り情
報、近況報告などのお便りをお寄せください。
いただいたお便りは「広報しらかわ」の紙面づく
りの参考にさせていただきます。
また、いただいた情報を元に取材をさせていただ
く場合がありますので、お便りをいただく際は、お
名前と連絡先をご記入ください。

電波のルールは必ず守りましょう
６月１日～６月１０日は「電波利用環境保護周知
啓発強化月間」です。
電波の利用にはルールがあります。無線機器を使
用するときは、必ず「技適マーク」が付いているか確
認してください。
外国企画の無線機器は防災行政用無線やテレビ
放送等に妨害を与えるおそれがあり、国内では使用
できません。
不明な点は下記までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
総務省東海総合通信局
・不法無線局の相談
☎ 052-971-9107
・テレビ等の受信障害の相談
☎ 052-971-9648

インスタグラムフォトコンテストを開催しています
インスタグラムを利用したフォトコンテストを
開催しています。６月からは夏編として白川町の夏
を感じる写真を募集します。
◇参加方法
①白川町の公式アカウントをフォローする。
②白川町内で撮影した写真と、キャプションに
参加用ハッシュタグを入力して投稿する。
※投稿がリポストされたら受付完了です。
◇参加用ハッシュタグ
「#白川町フォトコン2021」
◇応募対象
・2021年度に白川町内で撮影された写真
・１回の投稿につき、１枚のみ対象
◇過去の投稿作品

お便りを送る際は「広報し
らかわ」お便りフォームを
ご利用ください。
【問い合わせ先】
企画課企画係
☎0574-72-1311（内線232）

【問い合わせ先】
企画課企画係 ☎0574-72-1311（内線232）
2021 ／ 6 . 1
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新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
雇用調整助成金の特例措置が 6 月 30 日までに延長いたしました。
新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い事業活動を余儀なくされた事業主が、一時的に
休業や事業時間短縮を行った場合に、労働者に対して支払う休業手当の一部を助成する『雇
用調整助成金』制度の特例措置が令和 3 年 6 月 30 日まで延長となりました。
◆支給対象となる事業主
以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
１．新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小して
いる
２．最近１か月間の売上高または生産量などが前年同月比５％以上減少している (※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
３．労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている。
◆助成対象となる労働者
・事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」
の助成対象です。
・学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安
定助成金」の助成対象となります。（雇用調整助成金と同様に申請できます）。
◆申請手続
雇用調整助成金の申請手続は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハロー
ワークで受け付けています。郵送での申請も受け付けています。
※助成金に関する詳細は商工会（７２－１２０５）までお問い合わせください。

6 月
日 曜

行 事 ・ イベ ント

時

行

事

予

定

町民芸術文化祭
6 日 14:00
下垣真希コンサート（町民会館）
20 日 9:00 少年の主張審査会

6 月

各種相談日

●くらしの相談
5 日（土）

１９日（土）

PM1:00 ～ PM4:00

●介護相談

１2 日（土） PM1:00 ～ PM4:00

福祉センター

福祉センター

●無料法律相談 ※必ず予約が必要です
１5 日（火） PM1:00 ～ PM4:00

●人権相談

3 日（木） PM1:00 ～ PM4:00

●行政相談

２１日（月） AM9:00 ～ PM0:00

●ハローワーク in しらかわ

１8 日（金） PM1:00 ～ PM3:30
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福祉センター

感染症対策！ マスク等の捨て方
感染症予防として、鼻水等が付着したティッシュや
マスク等を捨てる場合は次のことを心がけましょ
う。
（参考：環境省HP）
①ごみ箱にごみ袋をかぶせ
て使用し、ごみに直接触れ
ないようにしましょう。
②捨てる時は、ごみ袋をしっ
かりしばって封をします。
※ごみが袋の外に出る場合はごみ袋を二重に
しましょう
③ごみを捨てた後は石鹸
を使ってしっかり手洗
いしましょう。

町民会館
福祉センター
白川町役場内

新規感染者数の増加が著しくなっていますの
で、より一層の基本的な感染防止対策（マスク、
手指消毒、三密回避、体調の管理）を徹底継続し、
慎重な行動をお願いいたします。

地域包括支援センターからのお知らせ
■地域包括支援センター

☎74-0808 （基幹相談支援センター・成年後見支援センター含む）

お口のケアも欠かさずに！ ～オーラルフレイル予防について～
認知症、介護につながるかもしれない【オーラルフレイル】（口腔機能の低下）を知ってい
ますか？
高齢期の心身の虚弱を「フレイル」と言いますが、口の中の機能が低下すると全身のフレ
イルを引き起こす原因になりやすいことがわかっています。また、誤嚥性肺炎にも警戒が必
要です。
オーラルフレイルは口や歯への関心を失い、かめない食品が増えて、食べこぼしやむせが
出てくることで進行していきます。食欲低下が続くと低栄養状態になり、活動量が減ること
で足の筋力も低下して、閉じこもりになりやすくなります。また、表情や発音に影響をきた
して、人との交流が減りがちです。運動不足によって、脳への血流量が減ることで認知症の
発症・進行するリスクが高くなります。

今からでもできること、お口のケアをしていきましょう♪
毎食後の「歯みがき」を忘れず、
「 義歯の清掃」をして、
「口を動かす」ことを増やしましょ
う。起きた時と寝る前の「水分補給」も大切です！半年に１度は「歯科検診」へ行くこと
をおすすめします。
「よい姿勢で、よくかんで食べる。」上半身を起こした軽い前傾姿勢で、あごは引き気味
にして、テーブルの高さはひじが９０度に曲がる程度。ひと口あたり３０回を目安にして
よくかみ、ひと口の量は少なめにしましょう。会話も大切なオーラルフレイルの予防にな
ります。皆さんと一緒に予防していきましょう！

健康レシピ
■保健係

Vol.61

☎内線 362

野菜を１日５皿食べよう！
～さやいんげんを使って～

１人分の野菜量 155ｇ

今月は豚肉と一緒に炒める主菜の野菜料理を紹介します。今回は季
節の野菜のさやいんげんを使いますが、アスパラガスやキャベツ･ピー
マン･ナスなども合いますよ。

■ 料理名 「さやいんげんと豚肉のケチャップ炒め」
材料（２人分）

さやいんげん・・10 本（約 60ｇ）
玉ねぎ・・・・・1/2 個（約 100g）
トマト・・・・・・1 個（約 150ｇ）
豚もも肉・・・・80ｇ
小麦粉・・・・・小さじ２
植物油・・・・・小さじ１
ケチャップ・ ・ ・ 大さじ３
黒こしょう・ ・ ・ 少々

■１人分 エネルギー・・１７４kcal
食塩相当量・・０.９ｇ

《作り方》
①さやいんげんはヘタとスジを取り、2 ～ 3 等分に切る。
フライパンに入れ、少量の水を入れてフタをし、中火
にかけて蒸し焼きにし、やわらかくなったら取り出す。
②玉ねぎは１㎝幅のくし型切り、トマトは角切りにする。
③豚肉は２㎝幅に切り、小麦粉をまぶす。
④フライパンを中火にかけ、油を入れ、③を焼き、焼き色
が付いたら、玉ねぎを入れて炒め、しんなりしたらさ
やいんげんとトマトとケチャップを入れる。
⑤混ぜながら、とろみがついたら火を止め、器に盛り、
黒こしょうをふる。

「まめな白川いきいきプラン（食育推進計画）」に基づき“ 野菜を１日５皿食べよう ”を推進します。
[ 保健福祉課保健係 ]
2021 ／ 6 . 1
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保健師からのお知らせ
こんにちは 保健師です
■保健係

■保健係

☎内線０００

☎内線 361・362

☎72－2484（相談専用）

６月は食育月間です

食育とは

「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、「食」を生み出す「農」の重要性を認識
しながら健全な食生活を実践することができる人を育てること （食育の基本理念【岐阜県食育基本条例】より）

白川町の実態

白川町は、１日５皿 以上野菜を食べる人の割合は７．６％（令和元年度）です。国が示す野
菜の１日の目標量は３５０ｇ（小皿５皿分）なので、野菜不足が心配されます。また、脳血管疾患・
虚血性心疾 患で要介護認定を受けている人の基礎疾 患は高血圧が一番多いです。糖尿病性腎
症の割合も年々増加しています。重症化させないために、バランスのよい食事・減塩が必要です。
そして、進む高齢化で心配される虚弱（フレイル）の予防にも食生活がつながってきます。
白川町は健 康づくり計 画「まめな白川い
きいきプラン」を策定しています。
その中の食育では、
★野菜摂取量増加の推進
★減塩
★高齢期の低栄養予防
について重点を置き、取り組んでいきます。

6月

広報健康レシピ
季 節 の 野 菜とた んぱく源の 食 品
を組み合わせ た簡 単レシピ を 紹 介
します

食育ポスター
食に関する情報をお伝えします

保健行事カレンダー

■予約・問い合わせ先

保健係

☎内線 361・362

★新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため「健康づくりカレンダー」と予定を変更しています。ご了承ください。
●母子関係
母子手帳交付（要予約）

随時交付

3 歳児健康診査

14 日（月） 個別案内

保健センター

●こころの健康相談
こころの健康相談（要予約）

10 日（木）10:00 ～ 15:00

保健センター

ひまわりサロン（認知症家族の集い）

22 日（火）13:30 ～ 15:00

福祉センター

子宮・乳がん施設検診

6 月～ 11 月

指定医療機関

特定健診、30 歳代健診
後期高齢者健診（おたっしゃ健診）
胃・肺・大腸・前立腺がん検診

23 日（水）～ 30 日（水）

町民会館

●成人関係

11
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他

町立図書館

開館15周年

楽集館だより

6月の予定
休館日

館長より

毎週月曜日(祝日の場合は翌日)
7日･14日･21日･28日

ふれあいセンター 本の入替え
白川北

18日(金)

蘇

原

8日(火)・ 9日(水)

黒

川

11日(金)・15日(火)

佐

見

18日(金)

おはなしの時間

午前10時30分～

毎週土曜日 絵本の読み聞かせ

楽集館deシネマ 午後 １時30分～
26日(土)

｢ケアニン ～あなたでよかった～」(105分)
3階企画展示室（20名まで）
＊窓を開けて換気をしながら上映します。

おり紙でつくろう︕てるてる坊主
雨の日でも楽しく過ごせるように、てるてる
坊主を作ってみませんか︖
みんなで楽集館の壁をかざりましょう。

日時
場所
対象

６月19日(土)・20日(日)
午前９時～午後３時まで
いつでも作れます
楽集館カウンター前
どなたでも

楽集館HP

「こどもが本をひらくとき」

館内で久々に出会ったご家族に声をかける
と、「ここは、安心して家族で来させてもら
えるわ」と、赤ちゃんを抱っこしながら話さ
れました。小学生になる上のお子さんは、ソ
ファのところで夢中になって絵本を読んでい
ます。
昨年の６月１日に感染予防対策として図書
館の開館時間を午後５時までとし、それは換
気システムが整備された今年の３月９日まで
続きました。利用者数は前年度の70％激減。
それでも貸出冊数は30％減でした。要するに
一人当たりの貸出し数が増えていたというこ
とです。先のご家族のように、家族で来館さ
れると、家族のカードで目いっぱい本を選ん
でいかれるケースも目立っていました。
最近、「アフォーダンス理論」という言葉
を知りました。アメリカの知覚心理学者が作
った造語で、周囲の状況や環境が私たちの行
動を促すという考え方を示しています。例え
ば、目に付くところに本が置いてあれば、自
然と手が本に伸びるというように、環境づく
りが人を動かすというものです。家族３人で
借りた30冊の本は家の中に本のある環境をつ
くります。子どもが興味をもって選んだ本な
ら自発的に読むことでしょう。毎月入れ替わ
る家庭の本棚をもつことは、学ぶことへの礎
になるに違いありません。たっぷりと借りら
れる楽集館へどうぞお子さんをお連れくださ
い。

6月のミニギャラリー
「陶器」 赤河 増田芳子さん
6月のテーマブック
「おうち時間を楽しむ」

※申込は不要
※材料は楽集館で準備します

新着本紹介 本の除菌機を導入しました。ご利用ください。
【彼女の名前は】
著者／チョナムジュ

【アーニャはきっとくる】

著者／ﾃﾞﾎﾞﾗ･ﾌﾘｰﾄﾞﾏﾝ

発行／筑波書房

農山村と学生がよりよい関係づく
りができるよう、受け入れる農山村
側の工夫など、ノウハウがわかるハ
ンドブック。
美濃白川楽集館

▶電話 74-1022

発行／評論社

第二次世界大戦下のフランス山間部
の村。羊飼いの少年ジョーは、ユダヤ人
の子どもたちと出会い、彼らの亡命に協
力することになる。

【カールはなにをしているの︖】

【若者を地域の仲間に︕】
著者／筒井一伸

著者／ﾏｲｹﾙ･ﾓｰﾊﾟｰｺﾞ

発行／筑摩書房

セクハラにあった女性が闘い続ける
理由とは? 地下2階の部屋に住む女子
生徒の悩みとは?「次の人」のために立
ち上がる女性たちの物語。

発行／BL出版

私たちの身の回りによくいるミミ
ズ。どんな生き物にも役割があり、
どんな命でも大切な意味があること
を、あたたかなストーリーと絵で描
いた、やさしい科学絵本。

▶開館時間 平日 午前９時～午後7時

土･日･祝日 午前９時～午後６時

2021 ／ 6 . 1
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短歌

安江朋子選

遠くより眺める山々見事なり若芽出そろい良い季節なり
小井戸かおり

プランターの土出し広ぐ日永かな

今井

光代

松浦なつ子

和弘

明夫

安江

今井

広雪

春祭なかま集ひて直会す

コテージの蛙の声もおもてなし

田口

コヨ

憲一

水田のバルブから出づ蠑螈かな

安江

弌彦

辻

先ざきで体温計に迎えられ

多田

芳恵

登山道ピアノの館過ぎてより

年寄は余計な事は聞かぬ事

田口

悦子

田口みゆき

計りごと大半見抜く妻の勘

細江

本宅にカフェを設けて夏木立

逝って知る計り知れない親の恩

田口みよ子

兼題「計」 投句数五八

漫俳句会互選

よく動く孫に着けたい歩数計

犬塚紀美子

漫俳

もうないと判ると余計欲しくなる

順子

健康で明るいまちをつくります。

１. きまりを守り、心身をきたえ

励ましあって進みます。

１. 心のふれあいを大切にし、笑顔で助け合い

きれいな水を守ります。

１. 天地の恵みに感謝し、土を愛し緑を育て

フキノトウタラの芽わらびウドぜんまい都会の友に味あわせたし

辻
澄子
金曜日人数多し待合室衣服のボタン外して待ちぬ
藤井志げ子
孫ゲーム婆の小言も耳に風ママの帰宅に脱兎のごとし
安江 里子
秀子

キリシマの花咲きくれば思い出す供花とし切りし母の命日

服部

家計簿をつけてるだけで安心感

熊崎

具幸

持ち、未来に続くみんなのしあわせをねがってこの憲章を定めます。

わたくしたちは、自然も心も美しい白川町民であることに大きな誇りを

CBCのニュース番組「チャント」の
コーナー、
「幸ひと幸ごはん」の撮影
現場にお邪魔しました。

霜降ると告ぐる無線を聞きながらナスウリトマトに思い巡らす

大坪 と志
友よりの電話に急ぎ空見れば大きな月冴え水田照らす
今井多美子
草刈りを終わり夕餉に一杯の酒は身体に染み渡りゆく
大井田 徹

計算は得手でも銭にゃ羽根がある

纐纈

白川町町民憲章

1枚
枚

今月の私の

計画に無かった夫婦で認知症
一行

席題「細」 投句数三九
服部とよか

太女
田口

邦子

政子

安江
伊藤

細君と呼ぶには少し太すぎる

鈴村

体重計片足あげてそっとたち

安江たづ子

週刊誌細かいことまでよくぞまあ

俳句会代表選

朝掘りの土付き筍届けられ

幸成

俳句

来客へ先ずは筍御飯かな

熊﨑

米子

「こんばんは」竹の子深夜に床破る

味噌汁に雨後の筍香り立つ

太田

田口みよ子

細い目をより細くして値札見る
細いのに遠慮しないでよく食べる

犬塚紀美子

丈二
順子

めがねなく明細分からず万札で

安江
熊﨑

辰子

筍の味噌汁三日苦にならず
浅利汁至福の一杯明朝も

細江

Vol. 713
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食べきれぬたけのこ一年砂糖漬

漫俳句会 ７月 10 日（土） 兼題「男」 文芸欄への投稿は、はがきに住所と氏名を明記して、短歌と俳句は 6 月 10 日（木）、
漫俳は月末までに１人２句（首）以内で、下記へお送りください。
■短歌 安江朋子さん宛（切井 414） ■俳句 長尾豊和さん宛（坂ノ東 1729） ■漫俳 田口弘幸さん宛（坂ノ東 5706-3）

１. 常に学ぶことを忘れず、教養を深め

ふるさとの文化を高めます。

１. 働く喜びに生き、仕事と生産に励み

くらしを豊かにします。

有料広告

町では、財源確保のために有料広告を掲載しています。
内容に関する問い合わせは、広告の掲載先にお尋ねください。

2021 ／ 6 . 1
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おくやみ申し上げます
（

坂 田
小井戸

尚 大 （多治見市）
ありさ （和 泉）

ありがとうございます
●社会福祉寄附金 （５月10日受付分まで）
50,000円 赤

河 𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷さん

50,000円 黒

川 藤井

一倫さん

50,000円 黒

川 藤井

稔さん

60,000円 黒

川 纐纈

朝夫さん

50,000円 黒

川 安江

孝喜さん

50,000円 琴伝流大正琴
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白峰会さん

中 川

井 千恵子

58歳

赤 河

宮 田 正 女

92歳

赤 河

田 嘉

88歳

三 川

井 尚 三

89歳

黒 川

藤 井 み ほ

87歳

黒 川

藤 井 髙 司

92歳

黒 川

藤 井 廣 明

56歳

黒 川

纐 纈 ツルエ

97歳

黒 川

安 江

猛

91歳

下佐見

三ツ石

宏

79歳

（４／16～５／15 届出分）敬称略

令和3年５月１日現在
男
3,643 人
女
4,070 人
7,713 人
計
3,100 世帯
世帯数

先月比
－5
－14
－19
6

祝１００歳！ 大岩可惠さん

大正１０年４月８日

広報

大利の大岩可惠さんが４月８日に満１００
歳を迎えられ、横家町長からひのき製の賞

しらかわ

状と花束、地域振興券が送られました。
大岩さんは現在サンシャインに入所され、
ご家族の方は「現役時代は自分は１００歳ま
で生きると言っていたが、その通りになって
感激している。これまで家族のために一生
懸命に働いてくれたので、長生きしてほし
い」と語りました。

1歳になったよ！（今月の元気キッズ）

2021.6

No.713

令和３年６月1日発行

石井

たける

尊琉

父 暁さん
母 百香さん
R2.5.3 生

長原

くん

（河岐）

光希 ちゃん

父 健二さん （藤井）
母 香代子さん
R2.5.3 生

毎日たくさんご飯を
食べて、これからも
元気に大きくなってね！

１歳の誕生日を迎えたお子さんの写真を募集します！

みつき

希望の光となって未来を
明るく輝かせてね。
生まれてきてくれて
ありがとう。

◆問い合わせ先

企画課広報担当まで
（内線２３１）

■編集・発行
白川町役場企画課

〒509 -1192 岐阜県加茂郡白川町河岐７１５
TEL.0574-72-1311（代） FAX.0574-72-1317
ホームページアドレス／http://www.town.shirakawa.lg.jp

白川町新型コロナワクチン
専用電話
☎ ０５７４－７４－１１５７

白川町ＨＰ

ワクチン接種の予約受付のほか、接種場所や予約方法、接種券に関する
質問や相談に応じます。コロナワクチン接種状況はＨＰをご確認ください。

午前８時半～午後５時１５分

※土・日・祝日は除く
2021 ／ 6 . 1
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