◆期日

平成19年 1 月11日（木）・12

「岐阜県民手帳」の販売を11月15日

●「第18回特別給付金」または「第20

（水）から開始します。

日（金）
◆場所 シンクタンク庁舎（岐阜市）
◆申し込み 市消防本部・南消防署に

◆規格

サイズ＝17.3cm×9.1cm

表紙＝ソフトビニール

対象は、以下の通りです。

色＝紺・

備え付けの申込書に必要事項を記入の上、 えんじ・グレー・淡い水色

回特別給付金」を受給されていた戦傷
病者の妻の場合
①戦傷病者の方が、平成18年10月 1 日

受講料（会員 5,000円、非会員 8,000円）

◆価格 480円（税込み）

に、増加恩給・傷病年金・特例傷病恩

を添えて、12月 1 日〜15日に同本部内・

◆販売場所 総合政策課、各支所

給・障害年金などを受けている場合

詳しくは、総合政策課へどうぞ。

危険物安全協会へ。

②戦傷病者の方が、平成 8 年10月 1 日
（または平成 5 年 4 月 1 日）以降、平

詳しくは、市消防本部または、南消

成15年 3 月31日までの間に、一般のけ

58 0119）へどうぞ。
防署（ ○

がや病気で死亡（平病死）された場合
③戦傷病者の方が、平成 8 年10月 1 日
◆日時

12月 7 日（木）午後 1 時〜 4

時

（または平成 5 年 4 月 1 日）以降、平
成15年 3 月31日までの間に、公務傷病

◆日時 12月 7 日（木）午後 6 時30分〜

◆場所 多治見市文化会館

や勤務関連傷病で死亡された場合

8 時30分

◆内容

①「歴史街道と人々の暮らし

●新たに戦傷病者の妻となられた場合

◆場所 セラトピア土岐

〜明治天皇の御巡幸と道路改修につい

①平成13年 4 月 2 日から平成15年 4 月

◆内容

て〜」（講師：中津川市史編さん室総

1 日の間に、夫が戦傷病者として、増

日と明日」（講師：自然科学研究機構

括編さん員

加恩給・傷病年金・特例傷病恩給・障

国立天文台教授

駅を活かした地域づくり」（講師：道

害年金などの受給権を取得した場合

研究が開く新しい世界」（講師：自然

の駅・どんぶり会館駅長

丹羽正孝

②上記の期間内に、戦傷病者として、

科学研究機構生理学研究所教授 柿木

氏） ③「最近の道路行政について」（講

これらの年金を受けている方と婚姻し

隆介氏）

師：多治見砂防国道事務所長 岡本敦

た場合

◆参加費 無料

氏）

◆受付期間・窓口 10月 2 日〜平成21

◆参加費 無料

年 9 月30日・福祉課厚生援護係

①「すばるで見る太陽系の今
唐牛宏氏）

②「脳

詳しくは、自然科学研究機構核融合
58 2022）へ。
科学研究所研究推進課（ ○

吉田三郎氏）

②「道の

詳しくは、多治見砂防国道事務所へ。

詳しくは、同係へどうぞ。

秘書広報課・内線186

法務省と全国人権擁護委員連合会
では、国際連合総会において、世界
人権宣言が採択された12月10日の「人
権デー」を最終日とする一週間を「人
権週間」と定め、人権意識の高揚を
図っています。
人権とは、私たちが幸福な生活を
営むために必要な固有の権利であり、
この権利は、日本国憲法によって、
すべての国民に保障されています。
私たちは、基本的人権をお互いに
尊重し合うとともに、大切に守り育
てていかなければなりません。

おわびと訂正

◆日時 12月 7 日
（木）
午前10時〜午後 3 時
◆場所 文化プラザ

社会福祉協議会では、老人デイサー
ビスに勤務する介護員（日々雇用）を
◆日時 12月16日（土）午前10時45分〜

募集します。

◆場所 保健センター

◆募集人員

◆対象 中学生以上

◆給料 時給950円以上

◆定員 36人（先着順）

制度があります。
長期間、下水道を使用しないときに、

1人

詳しくは、社会福祉協議会・吉村さ

◆講師 服部節子氏（「岐阜料理教室」

下水道には、「休止・再開・廃止」

んへどうぞ。

「休止届」を提出していただくと、水
道使用量が 0 m3 の場合に、下水道使用
料が無料になります。再び下水道を使
用する場合は、「再開届」を必ず提出
してください。

主宰者）
◆参加費 無料

また、下水道を廃止する場合は、「廃

◆持ち物 エプロン、三角巾、タオル、

止届」の提出と「閉栓」を忘れないで

筆記用具

ください。

◆申し込み

詳しくは、下水道課へどうぞ。

11月20日（月）〜12月 1

日（金）に、電話で農林課までお申し
毎年、冬を迎えると、水道管や水道

込みください。
詳しくは、農林課（内線244）へ。

メーターが凍結して、水が出なくなっ
たり、破損したりする事故が多発しま
す。その際の修繕費用や漏水した水の

介護サービス情報の公表制度は、今

料金は、個人負担となってしまいます。 年 4月に施行された、改正介護保険法
毎朝、いつもどおりに水道が利用で
◆日時

12月24日（日）午前 9 時受け

きるよう、事前に防寒して破損事故な

に盛り込まれた新しい制度です。
介護サービスの利用にあたり、自分

付け開始

どを防ぎましょう。

に合った適切なサービスや事業所・施

◆場所 セラトピア土岐

●要注意な個所

設の選択に活用してください。

◆参加資格 市内在住・在勤の方、市

・露出している水道管や水道メーター

◆照会先

内の小中学生・高校生の方

・屋外の蛇口、散水栓など

ター（

◆種目

●防寒方法

ジュニア男女シングルス

（小学生・中学 1 年生の部と中学 2 年
生の部に分かれます。）
シングルス
◆参加費

一般男女

男女ダブルス
シングルス 500円（小・

中・高生 200円）

ダブルス 1,000

岐阜県指定情報公表セン
058-273-1111・内線2524）

岐阜県介護サービス情報公表システ

・発砲スチロールや布などで覆う。

ム（http://kouhyou.winc.or.jp/kaig

・メーターボックスの中に、保温材を

osip）

入れておく。

詳しくは、福祉課へどうぞ。

●凍結してしまった場合
・ぬるま湯をかけて解凍する。（火や

円（小・中・高生 500円）※当日徴収

熱湯は、使わないでください。）

◆申し込み はがきまたは、封書で12

※修理などの依頼は、土岐市水道工事

月15日（金）までに、市卓球協会事務

指定店へお願いします。
詳しくは、水道課へどうぞ。

局・鈴木正貴さん（〒509-5203下石陶
57 7921）へ。
史台6-38・ ○
詳しくは、同協会・鈴木さんへ。

本展では、出土遺物に見られる成形
時の痕跡がどのようにできたのかを、
実験によって復元する過程を紹介しな
がら、当時の成形技法を検証します。
◆会期 平成19年 1 月28日（日）まで
◆場所 瑞浪陶磁資料館

◆日時

12月 1 日（金）午後 2 時〜 4

◆入館料

大人 200円

小中学生

時

100円

◆場所 セラトピア土岐

◆休館日 月曜日（月曜日が祝日の時

◆講師 多治見税務署法人第一部門担

は、翌日と翌々日）

当係官

◆開館時間 午前 9 時〜午後 5 時15分

申し込みなど詳しくは、（社）多治
見法人会へどうぞ。

※入館は午後 4 時45分まで
詳しくは、瑞浪陶磁資料館へどうぞ。

