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早朝ウオーキングや親子体操など多
彩なスポーツイベントが繰り広げられ
ました。
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ました︒
各会場を巡ると︑年齢を感じ
させないはつらつとしたプレー
や︑さわやかな笑顔の数々と出
合いました︒プログラム以外に
も﹁久々に娘とキャッチボール
したよ﹂などと事務局に報告し
てくださる方もおられました︒
参加率の上位地区は︑滝の尻
︵１００％︶︑二つ橋︵ ・３
％︶︑田井︵ ・３％︶でした︒
村外から訪れて参加してくだ
さった方の存在も目立ちました︒
村内の散策を楽しんでもらおう
と︑貸し出し自転車の使用を無
料としたり︑従業員や訪問客の
方々に声を掛けてくださったお
かげです︒
村民の皆さまにスポーツや運
動に親しんでいただき︑健康寿
命を延ばすきっかけをつくるの
がチャレンジデーの大きな使命︒
体を動かすことの醍醐味を再認
識する機会となったのならば幸
いです︒ご参加いただいた方は
もちろん︑準備や開催にご協力
くださった皆さまに深く御礼申
し上げます︒
︵教育委員会 小泉︶
90

について確認を行いました︒
村では平成 年から現在まで
無火災が続いています︒引き続
き火災予防へのご協力をお願い
いたします︒
︵総務企画課 千葉︶

第４回
小 さ な 村 ｇ７サミット
５月 日
︵ 土 ︶〜 ︵ 日 ︶の２日
間︑和歌山県北山村を会場に
﹁小さな村ｇ７サミット﹂が行
われました︒
このサミットは︑北海道音威
子府村︑福島県桧枝岐村︑山梨
県丹波山村︑和歌山県北山村︑
新庄村︑高知県大川村︑熊本県
五木村の７村が集まって開催し︑
各村の地域振興の取組などを共
有し︑新たな視点から村を見つ
め直すことを狙いとしています︒
本年度は﹁シティプロモーショ
ン﹂をテーマに行われました︒
初日の開会式後には︑シティ
プロモーションの第一人者であ
る河井孝仁氏の講演が行われま
した︒河井氏は︑﹁シティプロ
モーションの目的は地域を持続
的に発展させること﹂であり︑
﹁プロモーションにより地域に
何か関わって︑地域を良くして
いきたいという地域内外の人を
増やすことが必要﹂と述べられ
ました︒
講演後には︑パネルディスカ
ッションが行われ︑新庄村から
はＳＪＣ︵新庄村成年団︶の代
表である磯田光一さんが登壇し
ました︒その中で︑春の﹁がい
せん桜祭り﹂とＳＪＣが主催し
て昨年実施した﹁秋の大宴会﹂
を具体例に︑村外向けの企画だ
けでなく︑徹底的に地元の方向
けの企画も非常に重要であると
述べ︑講師の河井氏もその取組
を高く評価しました︒
新庄村からの参加は行政のみ
にとどまらず︑村民の参加もい
ただき︑様々な地域の方との間
で地域づくりに関する情報交換
を行いました︒また︑村の紹介
の一つとして４人搗きを実施し

変お世話になりました︒ありが
願されました︒
ふ も と の 田 浪 園 地 で は そ う め とうございました︒
︵産業建設課 前田︶
ん流し︑特産品や山菜の販売︑
森林セラピー散策会が催されま
した︒午後からは新庄コーラス
新庄村有機農業
の 爽 や か な 歌 声 を 聞 か せ て く れ ︑ サポートセンター総会
田植え唄踊りの仲間たちも少数
精鋭で歌に踊りに頑張ってくれ
ました︒また︑美作高等学校吹
奏楽部 名の迫力ある演奏が会
場を盛り上げました︒生徒の皆
さんも楽しそうに演奏し︑田浪
園地の涼やかな雰囲気と相まっ
てお客さまからも﹁素敵な時間
を過ごすことができました﹂と
の声もいただきました︒
丸山大師講︑田浪地区の皆さ
まをはじめ︑関係者の方々に大

26

チャレンジデー
２０１９

５月 日︵水︶にチャレンジ
デー２０１９︵笹川スポーツ財
団主催︶が全国一斉に開かれま
した︒ 回目の参加となった新
庄村は秋田県東成瀬村と対戦︒
参加総数は村外の方も含めて９
３２人︵人口比１００・３％︶
と全国３位の好成績でしたが︑
２７５１人︵同１０７・５％︶
の東成瀬村に惜しくも敗れまし
た︒
早朝ウォーキングを皮切りに
４００名を超える村民の皆さま
が午前６時から各地区を歩かれ
ました︒恒例の村長杯ゲートボ
ール大会には鳥取︑島根︑広島
など２５０人近くの村外の愛好
家の方々が参加︒村長杯グラン
ドゴルフ大会も盛り上がりまし
た︒保育園児や児童生徒︑保護
者︑デイサービスの利用者の皆
さまは︑行事前や休み時間に体
操やレクリエーションを楽しみ︑
野球︑ソフトバレー︑インディ
アカのチームの方々は︑仕事終
わりに思う存分汗を流されてい

ました︒つきたての餅に大根お
ろし︑北山村産のじゃばらを使
ったポン酢︑調味料を上にのせ
て参加者に提供し︑サミットを
盛り上げる一役を担いました︒
会議の最後には︑﹁目的を共
有した村が集い︑その魅力を広
く発信・発展していく﹂とする
共同宣言を採択しました︒
次回︑第５回は新庄村で開催
されます︒
︵総務企画課 千葉︶

消防団規律訓練及び
水利点検

毛無山 山まつり

５月 日︵木︶新庄村公民館
において﹁新庄村有機農業サポ
ートセンター総会﹂が開催され
前年度事業報告︑収支決算︑監
査報告︑今年度の事業計画及び
予算案などが慎重に審議されま
した︒
新庄村において儲かる農業を
実現するため農業活性化委員会
の提言に基づきサポートセンタ
ーの機能強化を進めていくこと
が決定されました︒本年度から
﹁アグリサポートセンター﹂と
して有機の取組だけでなく幅広
い農業への支援を行い︑農業担
い手の育成や研修事業を実施し
て行くこととなります︒
今年度においても有機栽培講
習会を始め講演会・研修会を実
施する計画となっておりますの
で皆様のご参加をよろしくお願
いいたします︒
︵産業建設課 竹本︶
30

73

６月２日︵日︶恒例の毛無山
山まつりを開催しました︒
早朝７時から山頂で仏事を行
う皆さんが登山に出発し︑丸山
大師講の信者の方々︑田浪地区
の代表者によって山頂のほこら
にお酒などがお供えされました︒
夏山の安全祈願を行う護摩法
要では︑ご住職の納経とともに
護摩が焚かれ︑夏山の息災が祈
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40

29
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６月２日︵日︶︑消防団の規
律訓練及び各担当地域の水利点
検を行いました︒
午前８時 分から中学校グラ
ウンドにおいて訓練を開始︒回
れ右︑右向け右︑休め等の基本
行動を繰り返した後︑団全体で
の行動・行進の訓練を行いまし
た︒
その後各部に分かれ︑担当地
域の水利点検を行いました︒鍛
冶屋〜戸島〜町地区を担当する
第４部は︑水利での給水・放水
を行いながら︑有事の際の行動
15

29
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件数

①教育振興と子育て環境の整備に関する事業

平成30年度
金額

319件

25,075,000円

③福祉の村づくりに関する事業

219件

22,703,000円

91件

6,884,000円

⑤環境保全型農業の推進、
特産品の開発に関する事業

157件

10,810,000円

その他指定なし

767件

70,335,000円

2,860件

248,428,000円

④新庄宿並びにがいせん桜の景観の保存と保護に関する事業

合

計

平成30年度

事業内容

平成30年度取崩額

林業再生の調査研究、大山隠岐国
立公園の管理経費、民有林の管理
経費等

62,000,000円

③福祉の村づくりに関する事業

社会福祉協議会補助金、柔道整復
師による施術、老人クラブ活動補
助金等

99,700,000円

④新庄宿並びにがいせん桜の景観
の保存と保護に関する事業

出雲街道景観保存、がいせん桜及
び河川公園景観保存

58,200,000円

⑤環境保全型農業の推進、特産品
の開発に関する事業

源流域野菜の販売促進、有機農業
技術の普及活動、ひめのもち出荷
補助

16,900,000円

これまでの事業実施により、平成30年度末で基金残高は、100,890,690円となっています。

事業者の皆様!
仕入税額控除の方式が
変わります!
2019年10月1日から
消費税・地方消費税の
軽減税率制度がスター
ト。全ての事業者の方
に関係があります。
レジ導入などに対する
補助金もあります。
詳しくはこちら

軽減税率 国税庁

8％

10 ％

20

保健師

谷川祐子

30

25

新庄村情報公開条例に係る
運用状況の公表について

②ブナの森並びに稀少な動植物の
保護事業

169,000,000円

新庄村では︑公正で開かれた
村政と村民参加のまちづくりを
進めるため︑情報公開制度を設
けています︒また︑住民の個人
情報を適切に取り扱うために個
人情報保護条例を制定していま
す︒
新庄村情報公開条例第 条の
規程の基づき︑平成 年度に係
る運用状況を公表します︒

新庄っ子人材育成事業（キュリオス
クール）、放課後子ども教室、英会
話教室等

○行政文書の開示請求について
・一部開示 １件
︵総務企画課 日並︶

①教育振興と子育て環境の整備に
関する事業

防犯協会表彰が贈られました︒
黒田さんは︑少年警察協助員︑
岡山県青少年相談員を 年以上
勤められており︑その功績が認
められたものです︒
これからも︑地域の安全が守ら
れるよう︑お力添えをお願いい
たします︒
︵総務企画課 寺下︶

事業分野

新任あいさつ

また、本基金を次の事業に役立てています。

この度︑保健師として新庄村
に来させていただいた谷川祐子
と申します︒出身は岡山県久米
郡久米南町です︒医療職として
の経験はありますが︑保健師と
して働くのは初めてなので︑
日々勉強しながら早く住民の皆
様のお役に立てるように頑張っ
ていきたいと思います︒よろし
くお願いいたします︒

平成30年度は、全国各地から2,860件の寄附をいただきました。
寄附をしていただいた方は、新庄村のホームページで公表しています。
（新庄村ホームページURL：http://www.vill.shinjo.okayama.jp/index.php?id=253）

22

官の仕事についてや地球環境問
題担当特命全権大使として京都
議定書に代わるパリ協定の成立
に貢献された話など︑普段聞く
ことのできない内容に児童生徒
たちは貴重な時間を過ごすこと
ができたと思います︒
今回の講演を機に︑努力すれ
ば世界で活躍できるチャンスは
誰にでもあることを感じつつ︑
この中からグローバル人材が育
ってくれることを願っています︒
︵教育委員会 山田︶

②ブナの森並びに稀少な動植物の保護事業

令和元年6月20日発行 （4）

48

黒田眞路さんに
岡山県防犯協会表彰

112,621,000円

５月 日︵水︶に岡山県防犯
協会総会が岡山市内で開かれ︑
地域の防犯活動に貢献した個人
の部門で黒田眞路さんへ岡山県

1,307件

庄

17

平成30年度の寄附総額は次のとおりです。
事業分野

新

元外交官
堀江正彦氏が講演

ふる里づくり基金事業について、平成３０年度の状況をお知らせします

報

５月 日︵金︶︑キャリア教
育の一環として︑津山市出身の
元外交官 堀江正彦さんをお招
きし︑新庄小学生︵５年生以
上︶・中学生を対象に講演を行
いました︒
堀江さんは︑昭和 年に外務
省に入省︑ケニア公使やカター
ル︑マレーシアの特命全権大使
を経て︑現在は明治大学の学長
特任補佐としてご活躍中です︒
１時間余りの講演の中で︑外交

広

（5） 令和元年6月20日発行

報

新

庄

第448号

広

第448号

件数

①教育振興と子育て環境の整備に関する事業

平成30年度
金額

319件
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③福祉の村づくりに関する事業
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6,884,000円
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157件

10,810,000円

その他指定なし

767件

70,335,000円

2,860件

248,428,000円

④新庄宿並びにがいせん桜の景観の保存と保護に関する事業

合

計

平成30年度

事業内容

平成30年度取崩額

林業再生の調査研究、大山隠岐国
立公園の管理経費、民有林の管理
経費等

62,000,000円

③福祉の村づくりに関する事業

社会福祉協議会補助金、柔道整復
師による施術、老人クラブ活動補
助金等

99,700,000円

④新庄宿並びにがいせん桜の景観
の保存と保護に関する事業

出雲街道景観保存、がいせん桜及
び河川公園景観保存

58,200,000円

⑤環境保全型農業の推進、特産品
の開発に関する事業

源流域野菜の販売促進、有機農業
技術の普及活動、ひめのもち出荷
補助

16,900,000円

これまでの事業実施により、平成30年度末で基金残高は、100,890,690円となっています。

事業者の皆様!
仕入税額控除の方式が
変わります!
2019年10月1日から
消費税・地方消費税の
軽減税率制度がスター
ト。全ての事業者の方
に関係があります。
レジ導入などに対する
補助金もあります。
詳しくはこちら

軽減税率 国税庁
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新庄村情報公開条例に係る
運用状況の公表について

②ブナの森並びに稀少な動植物の
保護事業

169,000,000円

新庄村では︑公正で開かれた
村政と村民参加のまちづくりを
進めるため︑情報公開制度を設
けています︒また︑住民の個人
情報を適切に取り扱うために個
人情報保護条例を制定していま
す︒
新庄村情報公開条例第 条の
規程の基づき︑平成 年度に係
る運用状況を公表します︒

新庄っ子人材育成事業（キュリオス
クール）、放課後子ども教室、英会
話教室等

○行政文書の開示請求について
・一部開示 １件
︵総務企画課 日並︶

①教育振興と子育て環境の整備に
関する事業

防犯協会表彰が贈られました︒
黒田さんは︑少年警察協助員︑
岡山県青少年相談員を 年以上
勤められており︑その功績が認
められたものです︒
これからも︑地域の安全が守ら
れるよう︑お力添えをお願いい
たします︒
︵総務企画課 寺下︶

事業分野

新任あいさつ

また、本基金を次の事業に役立てています。

この度︑保健師として新庄村
に来させていただいた谷川祐子
と申します︒出身は岡山県久米
郡久米南町です︒医療職として
の経験はありますが︑保健師と
して働くのは初めてなので︑
日々勉強しながら早く住民の皆
様のお役に立てるように頑張っ
ていきたいと思います︒よろし
くお願いいたします︒

平成30年度は、全国各地から2,860件の寄附をいただきました。
寄附をしていただいた方は、新庄村のホームページで公表しています。
（新庄村ホームページURL：http://www.vill.shinjo.okayama.jp/index.php?id=253）
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官の仕事についてや地球環境問
題担当特命全権大使として京都
議定書に代わるパリ協定の成立
に貢献された話など︑普段聞く
ことのできない内容に児童生徒
たちは貴重な時間を過ごすこと
ができたと思います︒
今回の講演を機に︑努力すれ
ば世界で活躍できるチャンスは
誰にでもあることを感じつつ︑
この中からグローバル人材が育
ってくれることを願っています︒
︵教育委員会 山田︶

②ブナの森並びに稀少な動植物の保護事業

令和元年6月20日発行 （4）
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黒田眞路さんに
岡山県防犯協会表彰

112,621,000円

５月 日︵水︶に岡山県防犯
協会総会が岡山市内で開かれ︑
地域の防犯活動に貢献した個人
の部門で黒田眞路さんへ岡山県

1,307件

庄
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平成30年度の寄附総額は次のとおりです。
事業分野

新

元外交官
堀江正彦氏が講演

ふる里づくり基金事業について、平成３０年度の状況をお知らせします

報

５月 日︵金︶︑キャリア教
育の一環として︑津山市出身の
元外交官 堀江正彦さんをお招
きし︑新庄小学生︵５年生以
上︶・中学生を対象に講演を行
いました︒
堀江さんは︑昭和 年に外務
省に入省︑ケニア公使やカター
ル︑マレーシアの特命全権大使
を経て︑現在は明治大学の学長
特任補佐としてご活躍中です︒
１時間余りの講演の中で︑外交

広

（5） 令和元年6月20日発行

︽戸籍の動き︾
令和元年5月受付分

死亡届 お悔み申し上げます︒
＊令和元年５月６日
渡邉 貞子︵満 歳︶

年 金 相 談

和牛入門講座受講生募集

︿参加費無料﹀
おかやまで和牛を飼ってみま
せんか？
目的・内容
和牛繁殖経営に必要な知識や
技術を習得できるよう︑講義や
牧場体験実習︑家畜市場の視察
等を実施します︒
募集対象
和牛の飼育に興味があり︑将
来岡山県で就農・新規参入を希
望している方︑ 名程度︒
開講日時等
第１回︵全４回︶
８月 日︵土︶
時〜 時
久米郡美咲町岡山県農林水産
総合センター畜産研究所
お問い合わせ先
︵一社︶岡山県畜産協会
経営支援部経営対策班
０ ８ ６ |２ ２ ２ |８ ５ ７ ５

４月期 本年の累計 ４月期 本年の累計

件 数

0

0

件

6

18

件
死 者

0

0

人

1

1

人
重 傷

0

0

人

1

3

人
軽 傷

0

0

人

5

18

人

岡山県立図書館の貸出
カードを作りませんか？

支給対象
中学卒業までの児童を養育
している方
支給額
３歳未満
１万５千円
３歳以上小学校修了前
１万円
※第３子以降は１万５千円
中学生
１万円
支給時期
毎年６月︑ 月︑２月
認定請求
お子さんが生まれたり︑転入
したときは︑新庄村役場に
﹁認定請求書﹂を提出してく
ださい︒申請の翌月分から支
給します︒
※公務員の場合は︑勤務先に
申請してください︒
提出物
・認定請求書︵役場にあり︶
・健康保険証の写し
・課税証明書
・銀行口座のわかるもの
︵住民福祉課 古南︶

平成 年７月豪雨以降に︑岡
山県内で発生した災害により︑
住宅が︑全壊︑半壊︑床上浸水
のいずれかの被害を受けた子ど
も︵ 歳に達する最初の３月
日までの間にある者︶を養育し
ている方には︑子ども１人当た
りに対して︑２万円の災害見舞
金が支給されます︒
対象となるお子さんを養育さ
れている方︑またはご存じの方
がおられましたら︑左記までお
問い合わせください︒

岡山県からのお知らせ
子ども災害見舞金

10

真庭市内

内

村

分

区

出生届 おめでとうございます︒
＊平成 年４月 日
はる の
竹本 悠乃︵貴志・美香︶
﹁戸籍の動き﹂への掲載希望
について︑遠慮なく住民福祉課
までご連絡ください︒
︵住民福祉課 古南︶

６月の納税
村県民税 ︵１期︶
国保税
︵１期︶
介護保険料︵１期︶
納期限 ７月１日︵月︶

15 12 15 12

寺下）

7月の年金相談日をお知らせ
します︒
日 時
７月 日︵木︶ 時〜 時
時〜 時
７月 日︵木︶ 時〜 時
時〜 時
場 所
真庭市役所久世本庁舎
予約先
津山事務所 お客様相談室
０８６８ | |２３６０
＊自動音声案内が始まりまし
たら①番を押し︑次に②番
事
故
を押してください︒
※相談内容を把握するため︑
前日までに必ず予約をお願
児童手当のご案内
いします︒
※年金番号がわかるものと︑
本人確認ができる免許証︑
児童手当受給のためには︑６
保険証などを持参してくだ
月中に現況届を提出していただ
さい︒また︑代理の場合は
く必要があります︒対象児童が
委任状が必要です︒
おられるご家庭には︑現況届を
︵住民福祉課 古南︶
送付しますので︑必要事項を記
入の上︑役場住民福祉課まで提
出してください︒

４月期の交通事故発生状況

（総務企画課

岡山県立図書館の貸出カード
を新庄村公民館図書室で作るこ
とができます︒
貸出カードを作ると︑県立図
書館の本をパソコン・スマート
フォンを利用して予約をし︑新
庄村公民館図書室で受取︑返却
することができます︒
ＣＤやＤＶＤの貸出も可能で
す︒
○発行条件
①岡山県に在住・在勤・在学の
方
②本人確認と現住所確認ができ
る証明書の提示︵運転免許
証・保険証など︶
③ご本人の来館
発行条件を満たし︑申込書に
記入していただくと︑その場で
貸出カードをお渡しします︒
貸出カードの作成や利用方法
についてご不明な点がありまし
たら︑新庄村公民館までお問い
合わせください︒
︵新庄村公民館 多久間︶

〒７０３ |８２７８
岡 山 市 中 区 古 京 町 １ |７ |３ ６
岡山県保健福祉部子ども家庭課
﹁子ども災害見舞金﹂係
０８６ |２２６ |７８７４
︵住民福祉課 渡辺︶

31

30

18

13 10 13 10

31

10

91

23

参議院議員選挙について

30

11

http://okayama.lin.gr.jp/
︵産業建設課 植木︶

15

31

21

７月 日︵日︶は︑参議院議
員選挙の投票日です︒
選挙は︑私たち国民の意思を
政治に反映させる最も大切な機
会です︒有権者の皆さんは︑候
補者や政党等の政見などを十分
見極めて︑あなたの大切な一票
を投じましょう︒
投票時間は︑午前７時から午
後６時までです︒投票日には︑
投票所入場券を持って定められ
た投票所で投票してください︒
また︑投票日当日に仕事や旅
行などで投票に行くことができ
ない方は︑期日前投票ができま
す︒
期日前投票の投票時間は午前
８時 分から午後８時までで︑
期間は７月５日︵金︶から７月
日︵土︶までです︒
詳しくは︑岡山県選挙管理委
員会又は新庄村選挙管理委員会
へお尋ねください︒
︵新庄村選挙管理委員会︶
20

25

17

10

令和元年6月20日発行 （6）
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︽戸籍の動き︾
令和元年5月受付分

死亡届 お悔み申し上げます︒
＊令和元年５月６日
渡邉 貞子︵満 歳︶

年 金 相 談

和牛入門講座受講生募集

︿参加費無料﹀
おかやまで和牛を飼ってみま
せんか？
目的・内容
和牛繁殖経営に必要な知識や
技術を習得できるよう︑講義や
牧場体験実習︑家畜市場の視察
等を実施します︒
募集対象
和牛の飼育に興味があり︑将
来岡山県で就農・新規参入を希
望している方︑ 名程度︒
開講日時等
第１回︵全４回︶
８月 日︵土︶
時〜 時
久米郡美咲町岡山県農林水産
総合センター畜産研究所
お問い合わせ先
︵一社︶岡山県畜産協会
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岡山県立図書館の貸出
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令和元年度の後期高齢者医療保険の保険料について、世代間の公平の観点等から見直される
ことになり、均等割の軽減割合が、９割軽減から８割軽減に変更になります。
また、会社の健康保険などの被扶養者であった人に対する特例についての軽減も変更になり
ます。

これまで

７割軽減

令和元年度

９割軽減
年額
４,６００円

８割軽減
年額
９,３００円

本来の納付額（３割）

納付額（２割）
納付額（１割）
※９割軽減の対象であった方については、年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の軽減
強化といった支援策の対象となります。（ただし、課税者が同居している場合は対象とな
りません。また、年金生活者支援給付金の支給額は納付実績等に応じて異なります。）

５割

※本則７割軽減の方は、これまで上乗せして軽減（８.５割、９割）されていましたが、令和
元年度から段階的に見直しになります。
【被扶養者であった人に対する特例】
後期高齢者医療制度の被保険者となった日の前日に健康保険組合や協会けんぽ、共済組合な
ど（国民健康保険や国民健康保険組合は除く。）の被扶養者であった人は、平成３０年度で
「均等割」が５割軽減されていた特例が廃止になります。令和元年度からは、制度加入時から
２年間に限り、「均等割額」が５割軽減されます。ただし、「所得割額」はかかりません。ま
た、所得の低い人に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい方の額が軽減され
ます。
問い合わせ先：新庄村役場 住民福祉課
岡山県後期高齢者医療広域連合

TEL０８６７−５６−２６４６
TEL０８６−２４５−００９０

︵新庄村俳句教室より︶

２割

令和元年6月20日発行 （8）

７月から役場敷地内も
禁煙となります

７割

庄

改正された健康増進法が来年
４月より全面施行されます︒た
だし︑既に禁煙となっている学
校︑保育所に加え︑役場敷地内
も今年７月から禁煙となります
ので︑望まない受動喫煙をなく
すため︑ご協力をお願いします︒
︵総務企画課 日並︶

８割

今月の俳句

７割

骨太

７．
７５割

南亭

８．５割

鍬の先寝起きの悪き蛙かな

２割

３年度

正直

３３万円＋５１万円×（被保険者数）以下

２年度

樋口

［平成３０年度における９割軽減の区分］ ７割
うち、世帯の被保険者全員の
各種所得なし
３３万円＋２８万円×（被保険者数）以下
５割

元年度

蒜山の三座おさまる田水張る

本則

浩子

均等割の軽減割合

三鴨

対象者の所得要件
（世帯主及び世帯の被保険者全員
の軽減判定所得の合計額）
［平成３０年度における８.５割軽減の区分］
３３万円以下

青空を独り占めして鯉幟

【高齢者医療保険料の見直し】

新

野菜や果物などでビタミン
やカリウムをしっかり摂取し
て︑体の中の水分量の調整を
しましょう︒もちろん︑脱水
にも注意し︑気がついた時に
コップ一杯の水を飲むように
心がけましょう︒
③１日３食︑バランスの良い食
事をしましょう︒
生活リズムは食事から︒３
食をできるだけ決まった時間
に食べて︑生活リズムを整え
ましょう︒また︑１食のバラ
ンスも１汁３菜を心がけまし
ょう︒朝食をバランス良く食
べるのは難しいかと思います
が︑ごはん＋タンパク源＋飲
み物︑パン＋タンパク源＋果
物など︑できるだけ組み合わ
せて食べましょう︒

本則どおりの場合

夏に向かい︑体を徐々に慣れ
させる時期でもあります︒自分
の身体と相談しつつ︑無理のな
い生活を送りましょう︒
︵住民福祉課 大塚︶

【保険料均等割額の軽減】
世帯の所得状況に応じて、下記のとおり均等割額は軽減されます。
これまで９割軽減となっていた方は、令和元年度は、８割軽減に変更になります。

報

お元気ですか？

後期高齢者医療制度の
保険料軽減割合が変更になります。

広

第448号

﹁梅雨の季節にご用心﹂

広

６月と言えば︑梅雨です︒雨
が続くと太陽の光を浴びる機会
も減り︑体内時計が狂いやすく
なってしまいます︒また︑雨の
日が続いたかと思えば︑暑い日
差しの日もあり︑気温の変化も
極端です︒
梅雨の時期には︑﹁梅雨だ
る﹂という言葉が用いられる程︑
身体のだるさ等の変化が表れや
すく︑体調管理が難しくなりま
す︒食事にひと工夫で梅雨だる
を乗り切りましょう︒
︻ポイント︼
①暖かい飲み物や料理を食べま
しょう︒
体の冷えから来るだるさに
は︑ショウガやネギなどを使
って体を芯から温めましょう︒
また︑飲み物は冷蔵庫に入っ
ていた冷え冷えの状態でなく︑
室温や少し温めて飲むように
しましょう︒
②水分を上手に調節しましょう︒
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した︒今後
も地域に開

けた活動を

色々と行っ
ていきたい
と思ってい
ます︒

老人クラブ連合会の活動

日

会
懇親会

︵会員

名︶

︵会員８名︶
︵女性部６名︶

保育園児との交流事業
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毛無山登山（春の遠足）

5月10日（金）に全校で毛無山登山を
行いました。前年度は悪天候が続いて実
施できなかったのですが、良い天気に恵
まれ快適な登山になりました。
縦割り班で登りました。高学年が疲れ
た子の荷物を持ってあげたり、急な坂で
低学年の手を引いたり、異学年でのほほ
えましい姿がたくさん見られました。ボ
ランティアの方に道々で草花の名前や見
える山の名前等を教えていただきながら
楽しく登りました。
頂上では各班でお弁当を広げ、大山まで見える絶景と澄んだ空気もおかずにして美味
しくいただきました。
最後に全校で記念写真を撮った後、下山しました。
子どもたちはこの登山を通して自然の素晴らしさはもちろん、頑張ることや協力する
ことなど、多くのものを得ることができたのではないでしょうか。
（新庄小学校 岡田）

中学校だより

わらび採り遠足
〜生徒会の取組〜

5月24日（金）に、毎年恒例のわらび採り
を総合運動公園周辺で行いました。例年は5
月の上旬に行っていた生徒会行事です。14日
（火）の計画でしたが、霜の被害のため延期
していました。
運動公園まで徒歩で移動し、お弁当をいた
だいてから、いよいよわらび採りです。生徒
･教員に加えて、実習に来た大学生も参加し
ました。いくつかのグループになり、声を掛
け合ってわらびを探しました。イノシシが掘り返した斜面で転びそうになったり、蛇を
見つけたりする場面もありましたが、時間いっぱい頑張って採りました。わらびは生長
しすぎていたり細かったりしましたが、全校生徒の協力で約8.5kgの収穫がありました。
収穫したわらびは、例年通り長さを揃えて道の駅新庄宿にもって行き、買い取ってい
ただきました。このお金は生徒会の活動資金にします。
（新庄中学校 河井）

