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軽自動車税　1,627万７千円
入　湯　税　　675万８千円
村たばこ税　　177万４千円

固定資産税
２億1,743万７千円

村民税
１億3,074万

村税の内訳

入湯税は、環境衛生施設や鉱泉源の
保護管理施設及び消防施設その他消
防活動に必要な施設の整備並びに観
光振興（観光施設の整備を含む。）に
要する費用に充当されるものです。

　９月７日（水）から14日（水）に開かれた村
議会定例会で、令和３年度の一般会計決算を
はじめ、５つの特別会計決算が可決、承認さ
れました。住みよい村づくりのために使われ
た村のお金。その使いみちをお知らせします。

歳　出 金　額 構成比
総務費 13億3,311万2千円 35.8％ 
土木費 6億1,704万4千円 16.6％
民生費 5億7,891万1千円 15.6％
農林水産業費 2億5,685万5千円 6.9％
教育費 2億3,642万5千円 6.4％
公債費 2億3,306万1千円 6.3％
衛生費 1億5,751万9千円 4.2％
商工費 1億4,670万5千円 3.9％
消防費 1億1,523万7千円 3.1％
議会費 4,387万5千円 1.2％
その他 6万1千円 0.0％

歳出合計 37億1,880万5千円 100.0％ 

歳　入 金　額 構成比
自主財源
村税 3億7,298万6千円 9.0％ 
繰越金 2億0,782万7千円 5.0％
繰入金 1億3,440万0千円 3.2％
寄附金 1億0,580万6千円 2.6％
その他 1億1,410万9千円 2.8％
使用料及び手数料 6,190万0千円 1.5％

諸収入 4,233万2千円 1.0％
分担金及び負担金 837万6千円 0.2％ 

財産収入 150万1千円 0.1％
合　　計 9億3,512万8千円 22.6％

依存財源
地方交付税 15億0,170万6千円 36.3％ 
村債 7億0,734万4千円 17.1％
国庫支出金 5億8,649万9千円 14.2％
県支出金 2億4,200万2千円 5.8％
その他 1億6,346万4千円 4.0％ 
地方消費税交付金 8,662万6千円 2.1％

地方譲与税 5,073万3千円 1.2％
地方特例交付金 1,339万0千円 0.3％
環境性能割交付金 437万7千円 0.1％
 法人事業税交付金 352万6千円 0.1％

株式等譲渡所得割交付金 200万2千円 0.1％
配当割交付金 181万2千円 0.1％

交通安全対策特別交付金 77万4千円 0.0％
利子割交付金 22万4千円 0.0％
合　　計 32億0,101万5千円 77.4％
歳入合計 41億3,614万3千円 100.0％ 

令和３年度決算報告

□歳入額の77％が依存財源
　令和３年度、「一般会計」の財布に入ってきたお金（歳入）
は41億3,614万３千円。そこから使ったお金（歳出）は
37億1,880万５千円でした。差し引きは４億1,733万８千
円となるので、令和３年度は黒字決算でした。また、５つ
の特別会計もすべて黒字決算となりました。
　歳入は村が独自に用意するお金（自主財源）と国や県か
ら交付されるお金（依存財源）の２つに分けられます。自
主財源率は全体の22.6％、依存財源率は全体の77.4％で
あり、国や県から交付されるお金が歳入の77％を占めてい
ることになります。

　昨年度と比較すると、国や県からの補助金は２億4,891
万５千円の減額となり、一定の行政サービスを実施するた
めの費用として交付される地方交付税は１億7,820万円の
増額となりました。
　一方、村独自の事業に対しては補助金等は受けられない
ため、自主財源でまかなわなければなりません。昨年度は
自主財源を確保するため各種の基金（村の貯金）からの繰
入金やふるさと納税による寄附金の増収等がありました。

お知らせします
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村債の状況（借入金）
借　入　先　別 一般会計現在高 特別会計現在高
政府資金 16億0,701万6千円 6億3,580万5千円
財政融資資金 16億0,701万6千円 6億3,580万5千円
郵政公社資金 0千円 0千円

縁故資金 10億1,966万7千円 3億2,107万0千円
公営企業金融公庫 2億0,079万8千円 2億9,675万0千円
市中銀行 7億4,311万0千円 2,432万0千円
共済等 0千円 0千円
群馬県貸付金 7,575万9千円 0千円

合　　計 26億2,668万3千円 9億5,687万5千円

基金の状況
基　　金　　名 令和３年度末現在高

一
般
会
計

財政調整基金 7億6,509万4千円
減債基金 1,237万0千円
その他特定目的基金 6億1,714万8千円
土地開発基金 109万8千円
合　計 13億9,571万0千円

特
別
会
計

国民健康保険事業基金 9,255万9千円
介護給付費準備基金 1,568万7千円
水道事業基金 1,595万7千円
合　計 1億2,420万3千円

総　合　計 15億1,991万3千円

●主な事業の紹介
○役場庁舎建設事業
 ６億9,195万８千円
　役場新庁舎の建設工事が始まりました。新庁舎は令和５
年７月末の完成を目指します。

○新型コロナウイルス感染症対策事業
 １億4,464万５千円
　住民税非課税世帯等給付金事業を始め、ワクチン接種体制
確保事業等、様々な新型コロナウイルス感染症対策事業を行
いました。

○村道谷地生品線道路改良事業
 ２億8,756万円
　谷地地区と生品地区を結ぶ重要路線である村道谷地生品
線・武尊大橋の建設工事等を行いました。

村道谷地生品線武尊大橋　開通式

健全化判断比率及び資金不足比率の状況
　令和３年度の決算をもとに「地方公共団体の財政の健全化に関する
法律」の規定による健全化判断比率と資金不足比率を算定しました。

１　健全化判断比率
　本村に実質赤字額及び連結実質赤字額はありませんでした。また、
実質公債費率及び将来負担比率は、早期健全化基準を下回りました。

（単位：％）

２　資金不足比率
　本村が経営する２特別会計（水道事業特別会計、下水道事業特別会
計）に資金不足比率は生じませんでした。
【参考（用語解説）】
●実質赤字比率　福祉、むらづくりなど市町村の行政事務本体における赤字の程度を示す指標。
●連結実質赤字比率　市町村の全ての会計の赤字と黒字を合算し、赤字額が黒字額を上回る場
合にその程度を示す指標。
●実質公債費比率　市町村の一般会計などが負担する公債費及びこれに準ずる経費の大きさを
示す指標（令和元年度から令和３年度までの３ヵ年平均で算定）
●将来負担比率　市町村が翌年度以降において負担することが確定している債務及び負担が見
込まれる債務の大きさを示す指標
●資金不足比率　地方公共団体（一部事務組合などを含む）が経営する下水道事業、観光施設
事業などの公営企業の資金の不足額の程度を示す指標（各特別会計ごとに算定）。

区　　分 実質赤字
比率

連結実質
赤字比率

実質公債費
比率

将来負担
比率

本村の指標 － － 8.4 30.8
早期健全化基準 15.00 20.00 25.0 350.0
財政再建基準 20.00 30.00 35.0
※「－」は、実質赤字額、連結実質赤字額がないことを示します。

□村のお金は６つに分類される
　村では、年間の予算を６つに分類しています。
「一般会計」と特定の事業に関する５つの「特別
会計」です。この特別会計は事業ごとに予算を分け、
それぞれの事業以外の目的で使われることは一切
ありません。５つの事業は次のとおりです。
・国民健康保険事業
・介護保険事業
・後期高齢者医療
・水道事業
・下水道事業

村のお金の使いみち 特別会計決算
 国民健康保険事業 
　歳入 4億4,797万7千円
　歳出 4億1,693万4千円
　差引金額 3,104万3千円

 介護保険事業 
　歳入 5億0,146万6千円
　歳出 4億7,401万8千円
　差引金額 2,744万8千円

 後期高齢者医療 
　歳入 9,306万1千円
　歳出 8,917万2千円
　差引金額 388万9千円

 水道事業 
　歳入 7,066万9千円
　歳出 6,526万7千円
　差引金額 540万2千円

 下水道事業 
　歳入 2億1,205万4千円
　歳出 2億0,231万9千円
　差引金額 973万5千円
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１．＜９月27日からオミクロン株対応ワクチンの接種開始＞

※９月27日からオミクロン株対応ワクチンの接種が始まりました。
　60歳以上で４回目接種がまだの方。
　基礎疾患を有する方や医療従事者、高齢者施設従事者等。

※10月１日から接種ができるのは。
　12歳～59歳の方で１、２回目（初回接種）や３回目の接種が終わって
いる方。

※ その後、接種の対象者は、60歳以上等の方で４回目接種が終わっ
ている方に順次拡大していきます。

２．＜接種券（オミクロン株対応）の発送について＞
　９月30日から接種券の発送が始まりました。年齢や接種済の回数等に
より発送時期が異なります。
　また、お手元に接種券がある方は、そのままオミクロン株対応ワクチ
ンの接種に使用できます。

※12歳～59歳で３回目接種や１、２回目（初回接種）が終わっている方は接種券の発送が始まりました。

※60歳以上等で４回目接種が終わっている方は、国が示す接種間隔の経過を待ち、接種券を順次発送していきます。

※お手元に接種券がある方は、その接種券をご使用いただけます。
　ご不明な点や接種券の再発行が必要な場合等は担当係までお問合せください。

３．＜ノババックスの接種開始について＞
　10月１日から武田社ワクチン（ノババックス）の接種が始まります。
　武田社ワクチン(ノババックス)は比較的副反応が少ないとされているワクチンです。
　利根沼田管内では、内田病院と角田外科医院の２医療機関での実施になります。

※ノババックスは１、２回目（初回接種）と３回目接種のみに使用できます。
　

４．＜５歳～11歳の３回目接種開始について＞
　５歳から11歳のお子様も３回目の接種が受けられるようになりました。

※１、２回目接種が終わって５ヶ月経過した５歳～11歳のお子様が対象です。
　使用されるワクチンはファイザー社の５歳～11歳用のワクチンです。

※２回目接種日から５ヶ月経過の頃、３回目用の接種券を発送いたします。
　接種券に同封される通知等をよくご確認ください。

ご不明な点等は担当係までお問合せください。

手洗いや消毒、マスクの着用、換気など感染予防対策を継続して行いましょう！
※※　今後、国や群馬県からの通知等により内容が変更になる場合があります。※※

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ
健康福祉課 健康保険係（☎内線135）
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まだマイナンバーカードを作っていない方を対象に役場職員が指定の場所に伺い、申請
のお手伝いをします。ご自宅にも伺いますので個人またはご家族でお申し込みください。
申請に係る費用は無料です！

＜対 象 者＞
　○川場村に住民登録があり、マイナンバーカードを新規で申請する方（再発行等は対象外）
＜出張期間＞
　○令和４年11月30日（水）まで
＜出張時間＞
　○平　日　17時30分から20時まで（平日の８時30分から17時15分までは役場窓口で申請を受け付けているので
　　　　　　出張できません）
　○土曜及び日曜日　９時から13時まで（祝日不可）
＜用意するもの＞
　○総務省から送付された「マイナンバーカード交付申請書（ＱＲコード付き）」
　○通知カード（または個人番号通知書）
　○住民基本台帳カード（お持ちの方はご用意ください）
　○本人確認書類
　　・顔写真付き身分証明書（運転免許証またはパスポートなど）は１点。
　　・顔写真のない身分証明書（健康保険証や年金手帳、預金通帳、学生証、母子健康手帳など）

は２点が必要です。
＜申込方法＞
　○お名前、住所、連絡先、希望する日時を住民課 住民係へお電話ください。（日程調整に時間

をいただきたいので、希望する日の約１週間前にお電話をいただけると助かります）
＜注意事項＞
　○15歳未満の方は法定代理人（親権者等）の同席が必要です。

マイナンバーカードの出張申請にうかがいます！
住民課 住民係（☎内線121）

　ご好評いただいたマイナンバーカード普及促進キャンペーンを延長いたします。
　ぜひ、この機会にマイナンバーカードの申請をオススメします。

内　　容　商品券1,000円分を進呈
対 象 者　令和４年４月１日から令和４年12月28日までにマイナンバーカードを申請された村民の方
進呈方法　マイナンバーカード申請時、または受け取り時に進呈。

村民限定マイナンバーカード普及促進キャンペーン延長！
住民課 住民係（☎内線121）

　川場村では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交
付金を活用して、コロナ禍における原油価格・物価高騰対策と
して村民一人当たり１万２千円分のかわば村共通商品券を配付
します。
　商品券は、村内の加盟店で利用でき、有効期限は令和５年２
月28日までです。　
対 象 者　令和４年９月１日現在で川場村に住民登録のある方。
配付方法　対象となる方の世帯主宛に、世帯全員分の商品券を
簡易書留で郵送します。
送 付 日　令和４年10月１日から順次お届けします。

川場村共通商品券の発行について
むらづくり振興課 企画観光係（☎内線142）

令和４年度　かわば花火大会
～世田谷区・川場村縁組協定40周年記念～

令和４年11月３日（木・祝）19時より

　上記の日程で、世田谷区と川場村の縁組協定40周
年記念の花火大会を開催します。
　花火大会詳細につきましては、10月中旬頃に各戸
に配布いたします。

むらづくり振興課 企画観光係
（☎内線142）
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困ったら
一人で悩まず　行政相談

　10月17日（月）から23日（日）は「行政相談週間」
です。

　行政相談委員は、皆さんの相談相手として、国
の仕事に関する苦情などの相談をお受けし、助言
や関係行政機関に対する通知などを行っていま
す。
　お気軽にご相談ください。

特設行政相談所
相 談 日　10月13日（木）13時～15時
場　　所　川場村文化会館
相談委員　吉野　猛さん（谷地）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、来館
前に、ご自宅で健康状態の確認と検温を実施し
ていただき、発熱やだるさ等の症状がみられる
方は来館をお控えください。

総務課 財政係（☎内線112）
現在400ml献血が必要です

～贈ろう　あなたの気持ち～

広げよう、献血の輪広げよう、献血の輪

期日 令和４年11月21日（月）
時間　10時～12時                  
　　　13時15分～15時30分
場所　川場村保健センター前
  
　新型コロナウイルス感染症
の拡大が懸念される現在でも、
多くの患者様が輸血を必要としています。医療体制の維持に必要
な献血にお出かけください。
　皆様の善意の献血が、大切な命を救います。ご理解とご協力を
お願いいたします。
　なお、マスクの着用等、感染予防にもご協力をお願いいたします。
※村カレンダーでは11月３日（木・祝）となっていましたが、文
化祭の縮小開催に伴い日程が変更となりました。

健康福祉課 健康保険係（☎内線132）

第24回 米・食味分析鑑定コンクール：国際大会ｉｎ小諸
が開催されます

　令和４年12月２日（金）・３日（土）に長野県小諸市文化セン
ターにて「第24回米・食味分析鑑定コンクール：国際大会」が
開催されます。今年は３年ぶりに有観客開催を予定しており、
そこで食味鑑定士による最終の食味官能審査が行われます。
　国内最大規模を誇るコンクールで、川場産のお米は過去13大
会（計12名）、国際総合部門で金賞受賞の偉業を達成しており
ます。
　出品を希望される方は、㈱雪ほたかにてお取り扱いできます
ので、10月21日（金）までに玄米2.0㎏ を米袋に入れ、出品料
4,000円／１検体を添えてライスセンターに、提出してください。
また、提出時には出品申込用紙等のご記入をお願いいたします。
※開催要項のパンフレットは役場及びライスセンターにございます。

国際総合部門で金賞を受賞された方に、川場村より旅行券（10万円相当）を贈呈いたします！！

　川場村では、本大会に出品し、国際総合部門で金賞を受賞した方に対し、旅行券（10万円相当）を贈呈いたします。

贈呈資格
・第24回米・食味分析鑑定コンクール：国際大会の国際部門で金賞を受賞
・川場村民であること
・川場村内のほ場で栽培されたお米であること
注意点
・うるち米（こしひかり、ひとめぼれなど）を玄米で出品します。もち米、精白米は出品できません。

田園整備課 農政係（☎内線152）

川場村内の水稲生産農家のみなさまへ

昨年度大会の最終審査の様子
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◆補助対象者と補助金の額

対象者 上限額（１人あたり）

①生後６ヶ月以上中学３年生以下のお子さん 4,000円
②母子健康手帳の交付を受けている妊婦
③高校１年生相当以上60歳未満であって、心臓病、腎臓病若しくは呼吸器の機能の障
害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により身体障害者手帳１級を保
持している方

3,000円

※接種当日、川場村に住所がある方が対象です。
※接種料金が上限額未満の時は、実際に支払った額を給付します。
※生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合、全額助成します。
※13歳未満で、２回接種する人は、２回目が終わってから申請してください。

◆接種対象期間　令和４年10月１日～令和４年12月31日
　　　　　　　　（この期間を過ぎますと、接種はできますが、補助は対象外となります。）
◆申請期間　令和４年10月１日～令和５年３月31日
◆実施場所　利根沼田管内の医療機関
　　　　　　　（利根沼田以外の県内医療機関で受診を希望する場合、下記担当までご連絡ください。）
◆接種方法　⑴妊婦、身体障害者の方には、予診票を配布します。
　　　　　　　※子どもの予診票は、受診時に医療機関から受け取れます。
　　　　　　⑵医療機関に電話予約し、受診してください。
　　　　　　⑶接種した医療機関窓口で、接種料金を全額支払ってください。
◆補助金の申請時に持参するもの
　⑴領収書等の原本
　⑵母子健康手帳「予防接種の記録」の写し又は接種済証の写し
　⑶預金通帳またはキャッシュカードの写し
　⑷印鑑
　⑸会社等の助成がある場合は、助成内容がわかる書類
　⑹妊婦、身体障害者の場合、予診票（※受診後必ず医療機関から返却してもらってください）
　⑺妊婦の場合、妊娠していることが分かる証明（母子手帳等）
　⑻身体障害者の場合、身体障害者手帳（１級のもの）　
◆申請場所　川場村役場 健康福祉課 健康保険係

子ども、妊婦、身体障害者の方々の
インフルエンザ予防接種料金を一部 補助します！

　季節性インフルエンザの発病や重症化を予防するため、下記の対象者に予防接種料金の一部補助をおこないます。（※こ
の予防接種は、希望する人が受ける任意の予防接種です。）

健康福祉課 健康保険係（☎内線133）

高齢者の方々の
インフルエンザの予防接種料金を一部 補助します！

　高齢者のインフルエンザ予防接種が、一部公費負担で受けられます。体力が低下した高齢者がインフルエンザにかかると、
重症化する恐れがあり、とても危険です。流行前に予防接種をすることで、病気の発症や重症化を予防することができます。 
補助対象者
①65歳以上の村民で接種を希望する方
②60歳以上65歳未満で心臓や腎臓、呼吸器などの重い病気のある方（※医師の診断を受け、接種の対象であると判断され
た場合に限り、予防接種を受けられることがあります。かかりつけの医療機関にお問い合わせください。）

接種対象期間
令和４年10月１日から令和４年12月31日まで（この期間を過ぎますと、接種はできますが、補助は対象外となります。）
接種場所　かかりつけの医療機関等（事前に医療機関にお問い合わせの上、接種を受けてください。）
自己負担　1,200円（3,550円が公費負担となります。） 

健康福祉課 健康保険係（☎内線133）
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身近な話題や楽しい情報をお知らせください。　あて先は 総務課☎５２－２１１１です。

川場フォト通信

　９月10日（土）第１回目となる小中合同運動会が小学校校庭で開催されました。例年、中学校の運動会に併せて村民の部
が行われていましたが、今年度からは、小学校と中学校のみで運動会が行われました。
　「虹～個々の持っている力を光らせよう～」をスローガンに、各団で団結力を発揮し、一人ひとりが各競技に真剣に取り
組み、優勝を目指す姿はとても輝いていました。

結果は次のとおりです。
　　中学校　優勝　白虎団
　　小学校　優勝　赤城団

スポーツの秋　～小中学校合同運動会～

みんな輝いていました！3年生（中） 小学校最上級生として頑張りました！6年生（小）

台風の目（中）

マーチング演奏（小）

大玉ころがし（小）

Jump Jump（中）

徒競走（小）

低学年団対抗リレー（小）

川場中リレー（中）

小学校の競技

中学校の競技
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　第44回少年の主張利根沼田地区大会が、川場村文化会館ホールで開かれ、利根沼田管内の中学生16名が社会への提言や
日常生活から感じていることなどを発表しました。
　本村からは、津久井夢華さん（川場中３年・川場湯原）が「本当の私」という題名で個性について発表しました。

　「この世にあるものは、誰一人、なに一つ、同じものはなく、だからこそすばらしい。｣

　かの有名な詩人、金子みすゞはこう謳っている。

　みんなが持っているすばらしいもの、一体なんだろう。

みんなが持っていて、決して同じものはないもの。それは、「個性」だと思います。

　私たち人間には一人ひとり「個性」があります。「個性」のない人なんて絶対にいません。

　「人と違って目立つ能力を褒めて伸ばす海外」に対し、「人より目立ちすぎるとたたかれる日本」、せっかく一人ひ

とり違ったすばらしい「個性」をもっているにも関わらず、本当の自分

を出すことができない私たち。本当にこのままでよいのでしょうか。

　私はそうは思いません。相手と自分の長所や短所を理解し、素直に受

け入れる。その人の「個性」がより活かされ、みんなが生き生きと過ご

すことができる世界が必要なのだと思うのです。お互いの「個性」を認

め合い、尊重することが必要なのだと思うのです。

　「この世にあるものは誰一人、なに一つ、同じものはなく、だからこそ

すばらしい。」

　現代社会では「多様性」が重視されてきています。性別、文化、言語、

肌の色など関係なく「個性」そのものを認め合い、活かしていくことが

必要です。

　この世に同じ人なんて存在しません。だからこそ人は尊く、すばらしいのです。そんな世界を目指していきたい。

 発表文一部掲載

　利根沼田地区大会において、夢華さんは最優秀賞を受賞し、第44回少年の主張群馬県大会に出場します。なお、県大会

につきましては、動画開催となります。

令和４年度第44回少年の主張利根沼田地区大会

本当の私

川場村立川場中学校　三年　　津久井　夢華

　９月13日（火）、主要地方道平川横塚線「原田坂」において、村長及び川場村の建設業に携わる方々によって、道路の草
刈り作業が実施されました。
　「原田坂」は川場村の玄関口と
なっており、交通量が非常に多い
道路です。おかげで村内外の通行
者が、安心して通行できる道路に
なりました。ご協力いただきまし
た建設業の方々、ありがとうござ
いました。

建設業協会の方々によるボランティア作業
～クリーン作戦～
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身近な話題や楽しい情報をお知らせください。　あて先は 総務課☎５２－２１１１です。

川場フォト通信川場フォト通信

『川場村役場新庁舎等の見学会』開催について（予定）
　令和５年７月末の完成に向けて、現在、基礎工事を行っています。基礎については、完成後は地下に埋まってしま
う部分がほとんどのため状況が見れるのは建設中の今しかありません。
　そこで、下記の日程で建設中の庁舎等の見学会を計画しています。
　当日は、庁舎などの建物の説明や村で取り組もうとしているエネルギーの活用について、関係者から説明をいただ
きながら見学をしていただきます。
　是非この機会に新しい役場庁舎の建設現場をご覧ください。

見学会日時　令和４年11月３日（木・祝）文化の日
　　　　　　　午前の部　　午前10時30分から
　　　　　　　午後の部　　午後 １時30分から
 ※見学会は４５分程度を予定しています。
集　合　場　所　川場村商工会館前
そ　の　他　・現在、詳細を計画中です。内容が決まり次第、後日、回覧等でお知らせいたします。

※川場村役場新庁舎等の建築工事の様子（ドローン撮影の写真）について、今月はお休みです。

　東京都世田谷区との縁組協定が昨年で40周年を迎えたことから、記念イベントを８月20日（土）に川場村中央公園で開催
しました。今回のイベントは、子供向けイベント・各ステージイベント・区民向けツアーなど盛りだくさんの内容となり、
雨天にも関わらず、約900名の村民・区民がイベントに訪れていただきました。
　物産店コーナーでは、村内事業者の出店をはじめフリーマーケットや世田谷みやげの出店があり、ステージでは木山裕
策さんコンサートやJAZZコンサートが行われました。
　また、ギネス世界記録®町おこしニッポン「１時間でInstagramに投稿されたおにぎりの写真の最多数」への挑戦を行
いました。残念ながら、挑戦は失敗となってしまいましたが、村民・区民の皆様とともに、世界一を目指す挑戦が行えま
したこと、挑戦にご協力いただいた全ての皆様に心から感謝申し上げます。
　イベントのフィナーレでは、スカイランタンの打ち上げが行われ、約500個のスカイランタンが宙に舞い、会場は幻想
的な雰囲気に包まれました。
　翌21日（日）は、縁組協定40周年を記念し、村・区実行委員とツアーに参加した区民が共同で、なかのビレジの森のむら
周辺でフットパス（遊歩道）整備を行いました。
　今回のイベントの様子は、川場村公式YouTubeチャンネルに投稿しますので、ぜひご覧になってください。

世田谷区・川場村縁組協定40周年記念イベントを開催しました

木山裕策さんコンサート ギネス世界記録®

町おこしニッポンへの挑戦
子供向けイベント

　９月20日（火）、外山村長、角田議長、小林社会福祉協議会長が今年度
90歳を迎える皆さんのご自宅を訪問させて頂きました。また同日、今年
度100歳を迎える吉野すいさん（谷地）に内閣総理大臣からの慶祝状と記
念品を伝達させて頂きました。
　ご長寿の皆様、これからもお元気でお健やかにお過ごしください。

長寿を願い、慶祝訪問
～90歳を迎える方、100歳を迎える方を慶祝訪問～
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毎年、ひとり暮らし高齢者基礎調査と同時に地区民生委員にご協力いただき、設
置を推進してきました。現在、村内164名分のカードが各家庭に設置されています。
 安心カードとは 
　かかりつけ医や医療・薬の情報、緊急連絡先などをカードに記入し、専用の保管ケー
スに保険証コピー、薬剤情報、顔写真等と一緒に入れ、自宅の冷蔵庫に保管します。
緊急時に駆けつけた救急隊員や近隣住民等が、その情報をもとに迅速に救護を行うこ
とができ、離れて暮らす親族等にも早急に連絡をとることができます。災害に強い冷
蔵庫に保管することで、安全に情報を守ります。一年毎にカードの確認や交換をします。

 対象者 
①70歳以上のひとり暮らし高齢者の方
②75歳以上のふたり暮らし高齢者の方
③要援護者（障害等ある方及び希望者、地区民生委員が必要と認める世帯等）
　※対象者については、希望者のみ設置
 問い合わせ先 健康福祉課福祉係　☎52-2111　　川場村地域包括支援センター　☎50-1425

『川場村安心カード』ご存じですか

 ６□４□６＝18

16□４□３＝１

□の中に＋―または×÷を
入れて式を完成させましょう

□に入る漢字はなん
でしょう

書紅

万

酸

答え：問１ ×―、÷－、　問２ 葉

９月のかわたんカフェ

かわたん
cafe あれ それ だより

住み慣れた家で安心して暮らせる村

今月の脳トレさぷり

かわたんカフェ
10月18日㈫

10時～12時　保健センター
検温、手指消毒、マスク飲食

もしもの時の備えに

問１ 問２

安心カード見本

保管容器・マグネット 冷蔵庫内に設置冷蔵庫ドアにマグネット保管書類一覧

　群馬パース大学の看護学
生２名と先生も参加する中、
ボランティアの方にご協力
いただきながら、美味しい
お茶を飲みながら楽しいひ
とときを過ごしました。



12

№565

コツが身に付く
スケートボード
東京オリン
ピックで初
めて競技種
目に採用さ
れ、同大会
で日本人の
男女が金メ
ダルを獲得

したことで注目を集めている
スケートボード。早川大輔プ
ロと赤熊寛敬プロという超強
力タッグがその魅力と基本技
のコツを紹介。

トムとジェリーのまちがいさがし
世界の動物に会いに行こう！

大人気シリーズに「まちがい
さがし」が登場！世界各地を
トムとジェリーが旅して周り、
さまざまな動物と出会います。
まちがいは１つの絵に50個、
１冊で550個！２枚の絵をよ
く見比べて、まちがいをさが
してみてください。

ちょっちょっ
ちょきーん
「はっはっはく
しょーん」で日本
中の子どもたちを
笑いの渦に巻き込
んだ「たあ先生」、
大注目の第２弾。かわいいねずみの床屋
さんがライオンや牛やくまの髪をちょき
ちょき、ちょきーん!とやると…。

パン どうぞ

「浮世絵」の手法で摺ら
れた木版画で、焼きた
てのパンをみごとに表
現した一冊。木版画特
有の色ムラをおさえて
なめらかに摺った、しっ
とりとしたバターロール、木目を強調して摺っ
た、かりかりのフランスパン…。どうぞ、「摺
りたて」のパンをめしあがってください！

法律がある
のは、大勢
の人が生活
す る に は
ルールが必
要だから。
子どもの生
活の中にあ

る法律を、マンガやイラスト
で分かりやすく解説。自分を
守ってくれる、“法律”という
名の武器を身につけよう！

大人になってこまらない
マンガで身につく法律のちしき

　○印がお休みです

10月

毎週土・日曜・祝日は閉館日です。

日

2
9
16
23
30

月

3
10
17
24
31

火

4
11
18
25

水

5
12
19
26

木

6
13
20
27

金

7
14
21
28

土
1
8
15
22
29

地域おこし協力隊地域おこし協力隊
　こんにちは！ゲストハウス【ゆびとや】の鳥

羽雄です♪

　少しずつ気温も落ち着いてきて、秋をチラチ

ラと感じるようになってきましたね☆ 

　ゆびとやの周りにはコキアを植えさせていただいて

おり、多くのコキアは定植し大きく育っております

　秋が深まっていけば綺麗にピンクに紅葉したコキア

が見れると思いますよ！

　近くにお越しの際には見てみてくださいね☆ 

また、紅葉が終わった後には伐採してコキアはインテ

リアとして飾れるようにして、種は回収し、来年に使え

るようにまた苗を育てていければと考えています◎

　種はゴマよりも小さな粒で、一本のコキアからたく

さん取れるん

ですよ！

　育ててみた

い方おられま

したらお声か

けてください

ね♪

　こんにちは。鳥羽美奈です。
　稲刈りが始まり、黄金色の村内の景色も変わ
り始めましたね。

　さて、今回は８月のEnglishキャンプでも開催させ
ていただいた【糸かけアート】のお話です。
　糸かけアートは、板・釘・糸をかけ合わせることで
できるアートです。規則性をもって糸をかけていきま
すが、糸のかけ方を変えたり、釘の位置を変えることで、
様々なデザインを作ることができます。
　わたしが糸かけアートに使用している糸は絹糸なん
ですが、その一部は世界遺産富岡製糸場のある富岡地
域の富岡シルクを特別に紡いでもらったものとなって
います。今は精錬されたままの〝生成り色〞のみですが、
ゆくゆくはその糸を、川場村で採れる身近な植物で草
木染めできるようにと考えています ♪
　【ゆびとや】では、いつでも糸かけアートのワーク
ショップにご参加いた
だけます。〝きびそ〞と
いう繭の外側の貴重な
糸にも触れていただけ
ますので、ぜひお気軽
におでかけください☆

図書館開館日
月曜日～金曜日

図書館閉館日
毎週土・日曜・祝日

利用時間
月･火･木
午前８時30分
～午後５時15分
水･金
午前８時30分
～午後８時30分

鳥羽
（雄）

鳥羽
（美）
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見つけたら連絡を！障害者虐待の防止見つけたら連絡を！障害者虐待の防止
　「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」は、障害者を虐待から守り、安定した生活を送るこ
とができるよう支援するための法律で、障害者への虐待に気付いた方の通報義務が定められています。
　障害者への虐待に気付いた方、障害者虐待について相談したい方は、川場村障害者虐待防止センターまでご連絡ください。

【障害者とは？】
　身体障害、知的障害、精神障害（発達障害含む。）その他心身の機能の障害がある者で、障害及び社会的障壁により継続
的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものとされています。障害者手帳を取得していない人も含ま
れます。
【障害者虐待の種類】
　障害者虐待防止法では、虐待を以下の３種類に分けています。
　・養護者による虐待（家族・親族等）
　・障害者福祉施設従事者等による虐待（施設職員・ホームヘルパー等）
　・使用者による虐待（仕事先の事業主等）
【虐待とは？】
　障害者への虐待は、具体的に下記の５つに分けられます。

【問合せ先】
川場村障害者虐待防止センター（役場　健康福祉課　福祉係内）
☎52-2111
kawaba-fukushi@vill.kawaba.gunma.jp（専用アドレス）

身体的虐待
暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えたり、身体
を縛り付けるなど身動きがとれない状態にしたりすること。

（例）たたく、殴る、不必要な薬を飲ませる、
縛り付けるなど

性的虐待
わいせつな行為をしたり、わいせつな行為をさせたりする
こと。

（例）性的な行為やその強要など

心理的虐待
脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによっ
て精神的に苦痛を与えること。

（例）怒鳴る、ののしる、悪口を言うなど

放棄・放任
（ネグレクト）

食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をせず、必要
な医療や福祉サービスを受けさせない等して心身を衰弱させる
こと。

（例）食事や水分を十分に与えない、入浴
させない、医療や福祉サービスを受けさ
せない等

経済的虐待
本人の同意なしに財産や年金、賃金を使用・運用したり、
理由なく制限すること。

（例）年金や賃金、生活に必要な金銭を渡
さない、勝手に財産や貯金を使うなど

障害者差別解消法って知っていますか？
平成28年４月１日より障害者差別解消法が施行されました。この法律では、障害を理由とする差別をなくすことに

より、障害の有る無しによって分けへだてられることなく、お互いを尊重しながら共に生きる社会を目指しています。

「不当な差別的取り扱いの禁止」とは？
　障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、品物・サービス・各種機会の提供などを拒否する、場所・
時間帯などを制限する、障害がない方に対しては付けない条件をつけるような行為が禁止されます。
例･･･障害を理由に受付や、対応を拒否する、保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れてもらえない等

「合理的配慮の提供」とは？
　個々の場面において、障害のある方から意思の表明があった場合に、社会的障壁（社会生活上の様々なバリア）を
取り除くために必要な配慮（それをすることが負担になりすぎないもの）をすることが決められています。
例･･･障害のある方の障害特性に応じて座席を配慮する、段差がある場合にスロープなどを使って補助する等

障害を理由とする差別に関する相談窓口
健康福祉課福祉係（☎内線139）
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冬の里山は楽しさいっぱい！！夜は新しくできた友だちと過ごす特別な時間。
そんな体験を世田谷区のこどもたちと一緒に楽しみませんか？
ほんの少しの勇気と遊び心をリュックに詰め込んで！！
素敵な出会い、楽しい冬の思い出をみんなでつくりましょう！！

■申込方法
こども里山自然学校（冬の教室）または、川場まるごと滞在記参加希望と明記し①参加者氏名（ふりがな）②住所 ③電
話番号 ④学年 ⑤性別 ⑥年齢を明記し、10月31日までに以下の事務局まで、はがき又はFAXにてお申し込みください。
■問合せ先
〒378-0101　利根郡川場村谷地1320 世田谷区民健康村　☎52-3311　 FAX52-3313
URL https://www.furusatokousha.co.jp/

 ●2022年こども里山自然学校（冬の教室）募集要項●    
実施日：12月26日(月)～28日(水)　２泊３日
場　所：世田谷区民健康村　なかのビレジ
対　象：川場村と世田谷区の小学校５年生・６年生
定　員：30名（応募多数の場合は抽選）
参加費：10,840円　宿泊費・食事（初日夕食～最終日

昼食）・プログラム参加費

 ●2022年川場まるごと滞在記（冬の教室）募集要項● 
実施日：12月26日(月)～28日(水)　２泊３日
場　所：世田谷区民健康村　なかのビレジ
対　象：川場村と世田谷区の中学生・高校生
　　　　※今年度より参加対象が変更となりました。
定　員：６名（応募多数の場合は抽選）
参加費：13,120円　宿泊費・食事（初日夕食～最終日

昼食）・プログラム参加費

こども里山自然学校・川場まるごと滞在記（冬の教室）

　群馬県では、18歳までの子ども又は妊婦の方を対象に「ぐーちょきパスポート」を配付しています。
　この秋、今年３月より妊婦の方向けに先行導入を開始していた「デジタルぐーちょきパスポート」が県内に在住・在
学の全子育て家庭を対象として本格導入されます。
　デジタル版の導入に伴い、紙のパスポートも新しくなりましたので、古いパスポートをお持ちの方は役場健康福祉課
福祉係または県生活こども課に交付申請してください。

※現在お使いのぐーちょきパスポート（有効期限2024年３月31日のもの）は、令和４年10月末をもって利用できなく
なりますので、それまでに新しい紙のパスポートを取得してください。

新しい紙パスポートの受取方法について
①幼稚・保育・認定こども園及び小・中・高等学校に通園・通学している児童生徒のいる子育て家庭
　⇒各園・各校を通して、８月末頃から順次配付を行います。
②未就園児・未就学児がいる子育て家庭や妊婦の方
　⇒役場健康福祉課福祉係または県生活こども課に交付申請をしてください。

「ぐーちょきパスポート」 が新しくなりました！
健康福祉課 福祉係(☎内線139)

　浄化槽（合併処理浄化槽）は、微生物の力によりし尿と生活雑排水を浄化する施設です。適正に管理しないと、浄化
槽本来の機能が発揮されず、処理水を放流している河川などの水質の悪化や、悪臭の原因となります。

■４ヶ月に１回以上保守点検を受けましょう
■年に１回(全ばっ気型は年に２回）は必ず清掃を行いましょう
■年に１回法定検査を受けましょう
■浄化槽を使い始めるときや、浄化槽の使用をやめる時（下水道に接続した場合など）は手続きが必要です

　なお、し尿のみを処理する単独処理浄化槽は、現在では「みなし浄化槽」と呼ばれ、新たな設置は認められていません。
単独処理浄化槽を使用している人は、下水道に接続するか、合併処理浄化槽への転換をお願いします。
　合併処理浄化槽の新設や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換設置に対して、予算の範囲内において補助金を
交付しています。条件や予算に限りがありますので、浄化槽を設置する前に田園整備課建設係までお問い合わせください。

10月１日は浄化槽の日
田園整備課 建設係(☎内線157)
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▽内容
　群馬県が来年度に導入を目指している「群馬県版図柄入りナンバープレート」のデザイン候補案を作成しましたので、
県民向けにアンケートが実施されます。
　このアンケート結果を踏まえ、ナンバープレートのデザインを決定しますので、ぜひ、皆様のご意見をお寄せください。
▽期間　10月３日（月）～10月21日（金）
▽参加・投票方法　①ぐんま電子申請受付システム
　　　　　　　　　②アンケート用紙を郵送・メール・ファックス（アンケート用紙は県ホームページに掲載）
▽投票資格　県内在住、在勤、在学の方（投票は１人につき１回まで）
▽デザイン候補案　　群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」と、本県の特色等を表現した３案。

▽その他　詳細については、群馬県ホームページ（「群馬県　図柄ナンバー」等で検索）をご確認ください。

群馬県版図柄入りナンバープレート　県民アンケートのお知らせ
群馬県 地域創生部 地域創生課(☎027-226-2352)

群馬県版図柄入り
ナンバープレートの
導入について

県民アンケートの
お知らせ

ぐんまちゃんワールド（案１） ぐんまちゃんと幸せのまゆ玉模様（案２） 疾走する馬（案３）

「群馬県版図柄入りナンバープレート」
県民アンケート
［公開期間］10/３（月）～10/21（金）

　県労働委員会では、労働者個人と事業主の、労働条件などに関するトラブル(個別的労使紛争)解決のサポートをして
います。
　経験豊かなあっせん員が両者の間に立って、話し合いによる解決を目指します。
　費用は無料で、秘密は厳守します。労使間のトラブルでお困りの方は、御相談ください。電話での相談も受け付けて
います。

対象者　県内事業所に勤務する労働者・県内事業所の事業主
対象時間　解雇・雇止め・配置転換・懲戒処分・パワハラなどの労働に関する紛争
費用　無料
問合せ先・相談先　群馬県労働委員会事務局（県庁26階）
　　　　　　　　　☎027-226-2783

労働委員会が雇用のトラブル解決をサポートします

　事業者の方向けに、令和５年10月から開始する消費
税のインボイス制度や消費税の基本的な仕組みについ
ての説明会（事前登録制）を実施します。
　詳しい開催情報は、国税庁ホームページをご覧くだ
さい。
新型コロナウイルス感染症の感染状況等により相談

会の開催を延期又は中止する場合があります。
来場に当たっては、公共交通機関をご利用ください。

問合せ先
☎ 22-2131　沼田税務署
（音声案内で「２」を押してください。）

税務署からのお知らせ

問合せ先
群馬県労働局労働基準部賃金室
☎027-896-4737
群馬県内の労働基準監督署

～群馬県最低賃金が改正されました～
みんなチェック！最低賃金。

群馬県最低賃金
時間額　８９５円

令和４年10月８日より改正
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　　主　催　川場村ボランティア連絡協議会
　　後　援　川場村・川場村社会福祉協議会
日　　時　10月23日（日）　午前９時30分
集合場所　川場村保健センター前
持　ち　物　ゴミ袋（買い物袋など）、手袋、帽子、タオル
服　　装　動きやすい服装で
＊今回はコロナウイルス感染予防の為、昼食の用意はあ
りません。
＊軍手、ゴミ袋、飲み物はこちらでも用意します。
＊雨天の場合は中止（午前７時30分に防災無線でお知ら
せします）
問合せ先
川場村ボランティア連絡協議会事務局
（川場村社会福祉協議会）☎50-1122

第30回　川場村クリーンキャンペーンに
参加しませんか

　在宅でご家族を介護されている方を対象に、リフレッ
シュ事業を開催いたします。
　日頃の疲れを癒し、参加者の皆様と交流しませんか。

日　時
１回目　10月27日（木）　午前９時30分～午後２時
　　　　・ロックハート城・高山村道の駅（送迎あり）
　　　　　～ブレスレット作り・散策等～
２回目　12月13日（火）　午前10時～12時
　　　　・もしバナゲーム（家族介護者教室）
　　　　・お楽しみハンドメイド
参加人数　先着20名
参加費　　各１人　200円
申込締切　各開催日の10日前まで
申込・問い合わせ先
川場村社会福祉協議会　　　　☎50-1122
川場村地域包括支援センター　☎50-1425

令和４年度在宅介護者の集い
参加者募集のお知らせ（全２回）

　世田谷美術館が主催する世田谷区民 絵画・写真展の作
品を応募しています。
応募資格　川場村に在住・在勤・在学のアマチュアの方
　　　　　（絵画部門は15歳以上）
応募方法
申込書は川場村役場むらづくり振興課で配布しています。
応募締切　令和４年12月20日
参加費用　絵画部門　無料　写真部門500円
展示期間　令和５年３月17日～３月24日
※作品の搬入・搬出は、川場村役場が行います。

令和４年度　世田谷区民
絵画・写真展の作品募集

　敬老バスカードは、システムの老朽化に伴い、2023（令
和５）年３月31日で販売を終了いたします。お手持ちの
バスカードは、2024年（令和６年）１月31日まで引き
続きご利用いただけます。
　敬老バスカード終了後の新しい制度の検討を利根沼田
市町村で進めています。新しい制度の詳細は、決まり次
第改めてお知らせいたします。

敬老バスカードの販売が終了します
むらづくり振興課 企画観光係(☎内線145)

川場村スポーツクラブからのお知らせ

 10月～ 
・ズンバ教室（10月14日、21日、28日、11月４日、11日）

 令和４年１月～ 
・村民スキー教室　（未定）※
・トランポビクス教室（１月11日、25日、２月８日、22日、３月８日）
・筋トレ（若返り）教室（１月20日、２月３日、24日、３月３日、24日）
・筋トレ（男子専科）教室（未定）※
　　　　＊尚、日程が近くなりましたら別紙募集チラシでお知らせします＊
※村民スキー教室・筋トレ（男子専科）教室は日にちが分かり次第HPや公式LINEで発表いたします。

問合せ　川場村スポーツクラブ事務局　川場村武道館内（祝休館）
　　　　☎0278-25-3549　開館時間10:00～20:30
　　※スポーツクラブでは川場村指定ゴミ袋を販売しております。
　　　お電話いただければ配達いたします。
　　※コピーサービスもしております。

　令和４年度（後期）の予定です。後期も人気の教室を予定しておりますので是非ご参加ください。コロナウイルス感
染拡大の状況により、中止、変更等がある場合がございます。

ホームページ 公式LINE
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場所：下記は全て保健センター　問合せ：健康福祉課 健康保険係（☎内線133）
10月
健
康
ガ
イ
ド

子育てサロン
　10月６日（木）　10時～12時
　対象　０歳～就園前の子どもと保護者

やんちゃクラブ
　10月11日（火）　９時30分～12時
　対象　乳幼児と保護者

母子健康相談
　10月11日（火）　９時30分～12時
　対象　乳幼児と保護者

ベビーマッサージ
　10月13日（木）　９時30分～10時受付 
　対象　生後２ヶ月～１歳の乳児

乳児健診
　10月25日（火）　13時30分～14時受付
　対象　令和３年９月、10月、12月生まれ
　　　　令和４年１～７月生まれ

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によっ

て、中止とさせていただく場合があります。中止の際

には、通知等でご連絡させていただきます。

　ご不明な点は健康福祉課健康保険係(☎ 内線133)

までご連絡ください。

①決められた分別方法で！！
・ごみの種類ごとに処理の方法が違います
・品目ごとの分別方法を確認してから出しましょう

②村指定ごみ袋で！！
・分別品目ごとに分類して指定ごみ袋で出しましょう
・他市町村のごみ袋で出さないでください(他市町
村のごみ袋は回収しません)

③収集日の当日に！！
・品目ごとに決められた収集日の当日に出しましょう
・ごみの散乱などの防止のため前日や夜間には出さ
ないでください

④朝８時までに！！
・収集作業を開始する時間は朝８時からです
・ごみの量や交通事情により収集場所の順番が変わ
ります

⑤村内で指定のごみステーションに！！
・村内で決められたごみステーションに出しましょう
・ごみステーションは利用者などが管理しているた
め指定場所以外には出さないでください

⑥村補助金を活用して生ゴミの乾燥機やコン
ポストによる家庭排出ゴミの減量を！！

（住民課 住民係　☎ 52-2111）

ごみ出しルール「６原則」

　沼田調停協会では、相続、金銭の貸し借り、
交通事故、離婚や夫婦間のトラブルなどについ
て、弁護士を含む調停委員が調停手続きの利用
に関する相談に無料で応じます。

開催日時　10月21日（金）
　　　　　10時～16時（15時30分受付終了）
開催場所　テラス沼田（６階）
　　　　　会議室（602、603）
連　絡　先　前橋地方・家庭裁判所沼田支部内
　　　　　沼田調停協会
　　　　　☎22-2709

調停手続相談会

　群馬県では不正軽油の情報窓口として不正軽油110番を設
けています。
　不正軽油とは、軽油に灯油や重油を混ぜたり、灯油や重油
をそのまま、又は混ぜたりして、軽油と称して販売・使用さ
れる燃料のことです。悪質な脱税行為であるだけでなく、製
造や使用によって土壌や大気を汚染するなど重大な犯罪です。 
　不正軽油を製造・販売・使用していると思われる情報があ
りましたらお知らせください。

問合せ
前橋行政県税事務所　県税課　軽油広域調査係
《不正軽油110番》　☎ 027-231-2801

「ストップ!不正軽油」

　農林統計協会が販売していた「農業日誌」「ファミリー日誌」
「新農家暦」について令和４年版をもって刊行中止となりまし
た。令和５年版以降の刊行はありませんので、購入されてい
た方におかれましては、ご承知おきくださいますようお願い
いたします。　 　 （むらづくり振興課 企画観光係　☎ 145）

農業日誌等の刊行中止について
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令和４年８月末
現 在

○世帯数／1,131世帯(－１)
○人　口／3,138人　(－２)
○　男　／1,511人　(－１)
○　女　／1,627人　(－１)

人口と世帯

10月の主な行事予定
１日（土）こども園運動会

４日（火）敬老会

６日（木）ホテル田園プラザ杯ターゲッドバードゴルフ大会

11日（火）農業委員会総会

28日（金）区長定例会

かわば森のこども園 そらぐみのおともだちの作品

おおきな りんごのき をつくったよ！
まっかなりんごおいしそうでしょ～

まつい はるな ちゃん みやた えいた くん

おくやみ ４件
　氏　名 年齢 地 区
宮田　ふ志 101歳 生 品

須田　つる 97歳 谷 地

大河原　里雄 77歳 萩 室

うぶごえ ２件
　氏　名 保護者 地 区

佐藤　晃
こう し ろう

士郎 将太 谷 地

佐藤　奈
な

々
な

美
み

将太 谷 地

８月１日～８月31日

※ 掲載を希望する方は、届出の際に
申し出てください。

　こんにちわ！桒原凛です！

　みんなからは「りんりん」て呼ば

れてるよ。

　おうちでは妹のみーちゃんと猫の

あずきと一緒に遊んでるよ。ぬり絵

やお絵描きが好きで、最近はひらが

なの練習を頑張ってるんだ。

　パウパトロールとエルサが大好き

で毎日お気に入りの歌をうたいなが

ら、こども園に行ってるよ。
桒原 凛

りん

 ちゃん
平成30年12月20日生／門前

　こんにちは！たかいそうたです。

　みんなからはそうちゃんと呼ばれ

ているよ。ぼくはウルトラマンが大

好きなんだ。特にセブンが大好き！

色んなウルトラマンの歌もうたえる

よ。いつもパパとお姉ちゃんとウル

トラマンごっこをして遊んでいるん

だ。こども園で見かけたら仲よくし

てね。髙井 颯
そう

汰
た

 くん
平成31年１月20日生／天神

表紙の写真

９月10日（土）に行わ
れた第１回目の小中
学校合同運動会です。
中学生は小学生のお
手本となり、小学校
の上級生は下級生をしっかりとまとめて元気あふれ
る運動会になりました。競技数こそ少なかったものの、
一つひとつの競技に真剣に向き合う小中学生が見せ
た笑顔は輝いていました！

　皆さん、主食は何派ですか？私は圧倒的に

「白米」です。きっと小さい頃からおいしい川

場村産のお米を口にしていたからでしょう。今

まさに収穫時期を迎え、「新米」がいつ食卓に並

ぶのかワクワクしています。小麦などが高騰

している今、皆さんも川場村産のおいしいお

米を味わいましょう。 ◯優

編 集 後 記

今月が納期です

忘れずに納付しましょう。
口座振替の方は残高の確認をお願いします。
期限までに納付しないときは、延滞金を徴収します。
※ 延滞金額は納期限の翌日から納付の日までの日数に応
じ、年8.7％（納期限の翌日から１ヶ月を経過する日
までの期間においては年2.4％）の割合で計算した額。

村県民税 第３期

国民健康保険税 第４期

介護保険料 第４期

後期高齢者医療保険料 第４期

学童クラブ保育料 (９月分)

納付期限　10月31日（月）


