◆除雪作業は
除雪作業は国道・県道・主
場所や状況により作業開始時

雪や凍結防止剤の散布にご協

や横断歩道・バス停周辺の除

通学路となっているところ

間が遅くなる場合があります。

力をお願いします。

ところがありますので、あら

よっては除雪作業を行わない

また、地域の環境や状況等に

要地方道を最優先とするため、

◆通学路の除雪に
ご協力を

れや事故につながる恐れがあ

道除雪の依頼をしないよう

③除雪作業車を呼びとめ、私

原因となります。

りか凍結による交通事故の

道路の除雪に皆さまのご協力をお願いします。
冬季は、各地域から除雪の依頼が相次ぎます。
円滑な交通を確保するため出来る限り早期の除
雪を目指し、市民のみなさんが安全・安心に過
ごせるよう取り組んでいます。
しかし、全ての道路を除雪できない現状があ
ります。道路の除雪に地域での助け合いご協力
をお願いします。

◆路上駐車は
やめてください

◆ 玄関先に残った雪は

ります。路上への長期駐車や

にして下さい。

かじめご了承願います。

道路の除雪は、広い範囲を

夜間駐車は絶対にしないで下

路上駐車は、除雪作業の遅

限られた時間で終了させなけ

さい。

④ゴミの集積所以外の場所へ

ればならないため、道路の雪

◆除雪作業を円滑に
進めるために
ご協力を

ゴミを置かないで下さい。

うしても残ってしまうことが

①住宅密集地など除雪作業の

【問合先】

をかき分ける方法で行いま

あります。このため、ご自宅

できない所や歩道等の除雪

◆県道の除雪

宅の玄関前に雪の塊などがど

て下さい。

・３１１１

道路維持課

各区長さんを通して依頼し

⑤凍結防止剤が必要な場合は

の出入りのための除雪は皆さ

は市民のみなさんのご協力

下呂土木事務所

す。そのため道路の端やご自

んのご協力をお願いします。

をお願いします。

☎

◆市道の除雪

②除雪車が通過した後で、雪

を道路へ捨てたり、屋根の

土木課

☎ ・２０００（内線２１４）

下呂市建設部

い。交通の支障になるばか

放置しないようにして下さ

雪下しで出た雪を道路に

52

52
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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
３月の番組表
12月の番組表

時
7
8
9
10

分

番組名

0
45

週刊まめなかな・テレビ回覧板

0
30

もっと！週刊まめなかな
HV

0
45
0
45

岐阜県情報

HV

週刊まめなかな・テレビ回覧板
下呂観光番組

HV

サイエンスチャンネル

0
11

下呂へ GO!

HV

週刊まめなかな・テレビ回覧板
多チャンネルのご案内

HV

緑の話を聞け！
55 ＦＣ岐阜応援番組
※ 12 月 11 日で放送終了

12
13
14
15
16

0
30
0
45
0

HV

HV

45

下呂へ GO!

週刊まめなかな・テレビ回覧板
HV

下呂観光番組
もっと！週刊まめなかな

HV

0
17

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

0
30

岐阜県情報

HV

0
45

もっと！週刊まめなかな

岐阜県情報
週刊まめなかな・テレビ回覧板

HV

多チャンネルのご案内

緑の話を聞け！
55 ＦＣ岐阜応援番組
※ 12 月 11 日で放送終了

18
19
20
21
22
23

0

サイエンスチャンネル

0

HV 週刊まめなかな・テレビ回覧板

45

HV 下呂へＧＯ！

0

HV もっと！週刊まめなかな

30

岐阜県情報

0

HV 週刊まめなかな・テレビ回覧板

45

下呂観光番組

0

サイエンスチャンネル

0

HV 週刊まめなかな・テレビ回覧板

45

多チャンネルのご案内

緑の話を聞け！
55 ＦＣ岐阜応援番組
※ 12 月 11 日で放送終了
0～6

11 GERO 2014.12

0

お買物情報

●週刊まめなかな（毎週水曜日更新）
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。

〈12 月のコーナー〉

12/3 ～ 12/16 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、
“認知症”をテーマにお送りします。
12/17 ～ 12/23 まめ体操
テレビを見ながら気軽にできる健康体操を紹
介します。今回は、お腹まわりの体操にチャレンジしてみましょう！
12/24 ～ 12/31 年末特別企画「下呂市民 35000 人のまめなかな」
今年、市民の皆さんからいただいた「まめなかなコール」をまとめて
一挙放送。

●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★
チャンネル下呂の番号
チャンネル下呂 FAX 34-0701
ハガキ 〒509-1695
◆地上デジタル放送
市内全地域…12
下 呂 市 金 山 町 大 船 渡 600 番 地 8
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。
※市内各地域の振興事務所窓口でも情報提供を受け付けています。

G － BABY 写真募集中！
「週刊まめなかな」では市内の
2 歳までの赤ちゃん写真を募集
しています。ご応募いただいた
写真は番組内で紹介します。

◇応募はメールにて◇
E メール：chgero@ccn-catv.co.jp
※お名前、連絡先を必ずご記入ください。
取材依頼募集中！
市内各地域の振興事務所窓口では、「週刊まめなかな」への取材依
頼の取次ぎを行っています。どうぞお気軽にご応募ください。
※取材依頼および情報提供は、依頼内容実施日（取材日）の２週
間前までにご応募ください。

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

