～ギフチョウの里～
第 38 回ひだ金山清流マラソン大会

清流の国ぎふ森林環境税を活用した
Ｈ 26 清流の国ぎふ地域活動支援事業の募集

◆開催日 平成 26 年 3 月 9 日（日）雨天決行
◆会 場 金山リバーサイドスタジアムをスタート
◆コース ハーフコース（馬瀬川沿岸コース：21.0975 キロ）
ファミリーコース（馬瀬川沿岸コース：5 キロ）
ジョギングコース（馬瀬川沿岸コース：2 キロ）
◆参加料 ハーフコース各部
2,500 円
ファミリーコース（高校生以上） 2,000 円
ファミリーコース（中学生のみ）500 円
ジョギングコース
500 円
◆申込方法 教育委員会、各振興事務所に申込書が
あります。参加料を添えてお申込みください。
（土日・
祝祭日、年末年始を除く）申込書は下呂市ホームペー
ジからダウンロードできます。
◆募集期間 11 月29日（金）〜平成 26 年 1 月28日（火）まで
◇問合先 教育委員会社会教育課
☎ 52-2900（内線 523）

岐阜県が実施する清流の国ぎふ森林・環境基金事業
のうち、各種団体などが自ら企画・立案・実行し創意
工夫ある、地域の森づくり、川づくり、生物多様性な
どの環境保全活動に対し助成する、清流の国ぎふ地域
活動支援事業の募集（平成 26 年度事業）を行います。
◆助成対象者
県内に活動の本拠を置く団体、県内に事務所を有する法人
◆補助率等
補助対象経費 500 千円以下 10 分の 10
補助対象経費 500 千円を超える ２分の１
（補助金限度額は１事業あたり 10 万円から 125 万円）
◆募集期限 12 月 2 日（月）17 時 15 分まで
事業の応募（補助金申請）に関しては下記までお
問い合わせいただくか、岐阜県ホームページを参照
してください。
《岐阜県ホームページ》
http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo-koyo/ringyomokuzai-sangyo/kanren-joho/zei/
◇問合先 経営管理部総合政策課
☎ 24-2222（内線 254）

金融ほっとライン（東海）による無料巡回相談会
財務省東海財務局では、以下のような相談を無料
でお受けします。
▷預金、融資、保険、貸金、証券などの金融サービ
スに関する相談
▷無登録業者からの未公開株、社債などの勧誘、被
害に関する相談
▷多重債務、家計の再建、借金に関する相談および
こころの悩み相談
◆日 時 11 月 19 日（火）9 時～ 17 時
◆場 所 財務省 東海財務局 岐阜財務事務所
岐阜市金竜町 5-13（岐阜合同庁舎）
◇予約・問合先 財務省東海事務局
☎ 052-951-9620
（平日 9 時～ 12 時、13 時～ 17 時）

土岐の焼き物とっくりとっくんの世界展
美濃焼で有名な土岐市下石町は全国有数のとっく
り生産地です。とっくりのオリジナルキャラクター
として生まれた「とっくりとっくん」は、ユニーク
なとっくりたちが豊かな表情としぐさで独特の世界
をつくって、見る人を楽しませてくれます。
◆期間 11 月 6 日（水）～平成 26 年 1 月 6 日（月）
（火曜日・年末年始休館）
◆場所 下呂温泉 湯の街ギャラリーさんぽ道
◇問合先 観光商工部観光課
☎ 24-2222（内線 152）

入場無料

下呂市人権・男女共同参画講演会

「いのちの理由」 ～障がいと共に生きる弟の兄として、
そして、新生児科の医者として～
全国大会での活躍が期待される選手ら

時 会場

13 時 30 分～ 15 時 30 分（開場 13 時）
下呂交流会館

泉ホール

※託児あります。下記までお電話ください。
問合先：経営管理部 総合政策課
☎ 24-2222（内線 253）

講師

日

11月16 日（土）

映し出されたパンダの影絵

岐阜県総合医療センター新生児内科

医師

寺澤 大祐

氏

生まれたての赤ちゃんに対する
救急救命医としての役割を担いつ
つ、重度の心身・知的障がいのある
弟の兄としての立場から、障がいが
ありながらも頑張って歩もうとす
る子どもたちとその両親のケアに
全身全霊を傾けています。
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☎

市役所庁舎 （下呂）☎ 24-2222 （萩原）☎ 52-2000
振興事務所 （小坂）☎ 62-3111 （金山）☎ 32-2201 （馬瀬）☎ 47-2111 教育委員会

☎ 52-2900

チャンネル下呂
11月の番組表
３月の番組表

時
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0～6

分

番組名

0
45

週刊まめなかな・テレビ回覧板
HV

下呂へ GO!
HV

0
30

もっと！週刊まめなかな
HV

0
45

下呂観光番組

週刊まめなかな・テレビ回覧板
HV

岐阜県情報

0

サイエンスチャンネル

0

週刊まめなかな・テレビ回覧板

45

HV多チャンネルのご案内

0

もっと！週刊まめなかな

30
45

週刊まめなかな・テレビ回覧板
下呂へ GO!

HV

0

HV
チャンネル下呂インフォメーション

0

週刊まめなかな・テレビ回覧板

チャンネル下呂インフォメーション
45 HV

0
30

もっと！週刊まめなかな

45

防災情報

HV

0

週刊まめなかな・テレビ回覧板
岐阜県情報

HV

0

サイエンスチャンネル

0

週刊まめなかな・テレビ回覧板

45
0
30
0
45
0

HV

HV

45
0

もっと！週刊まめなかな
下呂観光番組

週刊まめなかな・テレビ回覧板
岐阜県情報

サイエンスチャンネル

0

週刊まめなかな・テレビ回覧板
多チャンネルのご案内

HV

〈11 月のコーナー〉

11/6 ～ 11/19 こんにちは！市役所です
市役所から耳寄りな情報や話題などをお知らせします。
今回は、子ども・子育て支援の新
しい制度について紹介します。
11/20 ～ 12/3
下呂市小学校リレー訪問
子どもリポーターが自分たちの学
校や地域を紹介します。
今回は尾崎小学校を紹介します。

●下呂へ GO ！（毎月１日更新）
下呂市の魅力をお届け！
オススメのグルメスポット、
観光スポットを紹介します。

★情報提供はこちらへ★
チャンネル下呂 FAX 34-0701
チャンネル下呂の番号
ハガキ 〒509-1695
◆地上デジタル放送
下 呂 市 金 山 町 大 船 渡 600 番 地 8
市内全地域…12
金山振興事務所内 CCN（株）
メール chgero@ccn-catv.co.jp HP http://geronet.info/chgero/

※いずれの場合もお名前と連絡先を必ずご記入ください。
※情報提供にかかる個人情報は、目的以外には使用しません。

下呂へＧＯ！
HV

HV

季節の話題、スポーツ、展示会から学校の行事まで、市内の話
題が満載の市民のための情報番組です。朝７時から２時間おきに
１日９回放送します。

岐阜県情報

HV

0

●週刊まめなかな（毎週水曜日更新）

お買物情報

「下呂へGO！」わが家の漬物自慢 企画 出演者募集！
下呂へ GO ！では下呂市内の方で、ご自宅やサークル
などで手作りで漬物を作っている方を募集します。
個人・企業・団体
を 問 い ま せ ん。 加
藤レポーターが訪問
し、実際に自慢の漬
物をいただきます。
ぜひご応募くださ
い。

チャンネル下呂ではスポット CM を募集しています。詳しくは下呂ネットサービスまで☎ 25-3336
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