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今年も８０歳以上の方々をご招待し、下記のとおり『長寿を祝う会』

を開催します。 

この『長寿を祝う会』は、長年に渡り地域や社会に貢献してこられた

皆さまのご活躍に感謝と敬意をあらわすとともに、長寿をお祝いし年長

者の方が一堂に会し楽しいひと時を過ごしていただきたく実行委員会を

中心に計画をしています。 

 当日は、ささやかながら祝宴及び地域の皆さんによる出し物なども計

画しております。 

ご近所の皆さんお誘いあって是非お越し下さい。 

  対象者になられる方には、別途ご案内をしております。 

（※送迎を希望される方には、後日送迎の時間表をお配りします。） 

 

日 時 ：平成２８年１０月 ２日（日）  

場 所 ：村公民館 体育室 

式 典  午前 11 時～ 

祝 宴  午前 12 時～ 

参加費 ：３００円 

           「長寿を祝う会」実行委員会 

               王  滝  村  



 

  
国民健康保険被保険者の皆さんへ 
 

 

 

 

お手元の国民健康保険の保険証は、有効期限が平成２８年９月３０日までになっ

ております。 

 つきましては下記の日程で新しい保険証（学生用保険証、遠隔地用保険証も）を

お渡ししますので、都合のよい日時に受け取りに来てください。 

なお、今回も古い保険証を回収しますので、忘れずにお持ちください。 

 

○ 村内巡回での交付 実施日：平成２８年９月２６日（月） 

巡 回 場 所 巡回予定時間 

滝越公民館前 午前 ９：１５ ～  ９：３０ 

瀬戸（中島さん宅付近） 午前１０：００ ～ １０：１５ 

野口（のぐ平前） 午前１０：２５ ～ １０：４０ 

九蔵公民館前 午前１０：５０ ～ １１：０５ 

小川（国民宿舎入口付近） 午前１１：１５ ～ １１：３０ 

大又（藤本さん宅前） 午後 １：１０ ～  １：２５ 

二子持公民館前 午後 １：４５ ～  ２：００ 

崩越（ふるさとの家前） 午後 ２：１０ ～  ２：２５ 

中越集会所前 午後 ２：３５ ～  ２：５０ 

王滝村役場住民係窓口 午後 ３：００ ～  ５：１５ 

 

○ 役場住民係窓口での交付 

窓口交付実施日 受 付 時 間 

９月２７日（火）～ ３０日（金） 午前 ８：３０ ～ 午後 ５：１５ 

 

☆ 国保税に滞納があると有効期限が１年未満の『短期被保険者証』を交付すること

になります。（滞納のある方は役場窓口でのみ、交付を行います。） 

☆ 就職して社会保険等に加入すると、役場で国保離脱の手続きが必要です。その際

は、加入した社会保険の保険証（コピー可）と印鑑をご持参ください。（この手続

きが済んでいないと社会保険料と国保税の二重払いや、国保が支払った医療費を

返還していただくなどの負担が生じます。） 

☆ 保険証を受け取りに来られない方は郵送もできますので、役場住民係までご連絡

ください。 

 

お問合せ：王滝村役場 福祉健康課 住民係 

電話 ＊＊４８－２００１ 

国民健康保険の保険証をお渡しします 
 



 

  

 

１．対象者：①対象検診を受診した日において王滝村内に住所を有する方 

      ②受診年度内に王滝村で実施する該当する集団がん検診、保険者等に

よる人間ドックの費用助成・補助、その他該当するがん検診の女性・

補助を受けていない方 

２．対象検診：①子宮がん検診：２０歳以上の女性 

       ②乳がん検診（マンモグラフィ検査）：40歳から 74歳の女性で前年

度に乳がん検診（マンモグラフィ検査）を受けていない方 

       ＊全年度に当該がん検診推進事業の対象者であった方はこの限りで

はありません。 

３．受診方法：個別医療機関において受診できる信州クーポンをお渡ししますので、

福祉健康課保健衛生係（48-3160）までご連絡ください。有効期

限は、平成 29年 3月 31日です。 

４．検診料金：検診終了後、福祉健康課に検診自己負担額の支払いをお願いします。 

子宮頸がん検診：1,000円 

       乳がん検診（マンモグラフィ検査）：2,000円 

５．その他：検診時にクーポンを忘れてしまい実費で支払った場合等は、所定の手

続きにより助成いたしますので、福祉健康課保健衛生係（48-3160）

までご連絡ください。（持ち物：領収書、検査結果、検診票、印鑑、口

座番号のわかるもの） 

 

災害のニュースを見て気分が悪くなったことはありませんか？ 

 

テレビや新聞などで災害に関するニュースを見たり、御嶽山が噴火をした日など

特別な日に強い悲しみが生じ、不安、不眠、気持ちが沈む、食欲が減る、イライラ

する、集中力が低くなるなどの状態になることもあります。 

 災害によりストレスを受けた後の個人の回復には、それぞれの速度があり、年月

をかけて回復するとも言われます。日常生活に影響が出ている場合等、専門家に相

談することも考えてみましょう。  

 

長野県精神保健福祉センター 電話：026-227-1810  

時間：月～金・8時 30分～17時 15分  

その他：匿名です 

 

木曽保健福祉事務所健康づくり支援課 電話：0264-25-2233 

                  時間：月～金・8：30～17：15 

 

子宮頸がん検診、乳がん検診が個別医療機関において 

受診できるようになりました 

 



 

  野ねずみの一斉駆除のお願い  

※【駆除用の薬を無料配布します。】 
 

野ねずみによる農作物の被害が昨年より増えてきています。そのため、村内の一斉

駆除を実施したいと思います。以下のとおり計画しますので、ご協力いただける方は

よろしくお願いします。ご不明な点がありましたら、役場 経済産業課 農業振興係

（48-2001）までお気軽にご相談下さい。 

 

１ 実 施 日  平成２８年１０月２４日～２８日 

（５日間の間で実施して下さい。） 

２ 実施場所  村内全域（自己所有の農地、管理している農地等） 

３ 薬  品  王滝村経済産業課で無料配布いたします。（配布上限あり） 

４ 配布期間  平成２８年１０月中 

５ そ の 他  ・使用方法等は薬品と一緒にチラシを配布します。 

         ・数量には限りがありますので、なくなりましたら 

ご了承ください。（有料でＪＡ等より購入は可能） 

         ・窓口まで来れない方は、知人等へ頼むことも可とします。 

 
 野生鳥獣による農作物の被害対策について 

 

ニホンザルやイノシシ等から農作物を守る為に電気柵や防除網を設置している

が入ってきてしまう事があります。 

9月下旬に畑の点検に村内を巡りますので見てほしい方は、ご連絡ください。 

 

 

役場経済産業課 農業振興係 

 

オータムジャンボ宝くじ発売のご案内 

 

○発売期間 平成 28年 9月 26日(月)～10月 14日(金) 

○抽選日  平成 28年 10月 21日(金) 

○主な当選金と本数  

１等：３億円×14本（発売総額 420億円・14ユニットの場合） 

 前後賞：1億円×28本（発売総額 420億円・14ユニットの場合） 

○その他 

 この宝くじの収益金は市町村の明るいまちづくりや環境対策、高齢化対策など

地域住民の福祉向上のために使われます。 



 

  

借金に関するトラブルで、一人で悩んでいませんか？ 

 

弁護士・司法書士による多重責務者無料相談会が開催されます。 

借金問題でお困りの方は、この機会に相談窓口へお出かけください。 

(※事前予約が必要です。予約は 9月 23日(金)から 10月 5日(水)までの土・日曜日を除

く 8：30～17：00の間に受け付けています。) 

 

○日 時 平成 28年 10月 6日(木) 

○会 場／開催時間(予約・お問い合わせ先) 

     ・中信消費生活センター／10：00～17：00 

      (松本合同庁舎 4階)        電話：0263-40-3660 

御岳山噴火被害に伴う被害者家族 
「山びこの会」による三回忌法要の開催について 

 

  噴火被害から２年が経過しようとしています。 

 被害者家族の会「山びこの会」では下記の通りに三回忌法要を行います。 

村民の方も是非ご参加ください。 

 

日 時：９月２６日(月)  14時～ 

場 所：田の原遥拝所 

 

毒きのこによる食中毒に注意！ 
 

きのこを原因とする食中毒が、例年 9月から 10月にかけて多発しています。 

食用きのこと毒きのこを正確に見極め、毒きのこによる食中毒を防ぎましょう。 

 

☆知らないきのこは採らない、絶対に食べない 

☆きのこの特徴を覚え確実な鑑別をする 

☆「柄が縦に裂けるきのこは食べられる」などの誤った言い伝えや迷信を信じない。 
 

 

 



 

 

都合により日程が変更になることがありますのでご了承下さい。 

 
教室名 時間 場所 

9月 20日（火） 脳元気教室 9:30-11:30 
保健センター 

21日（水） 
心の相談 10:00-11:00 

ブックスタート 9:30-10:00 公民館 

      29日（木） 人権相談 13:00-16:00 

保健センター 

   30日（金） 定期健康相談 10:00-11:30 

10月  3日（月） 大腸がん検診 通知文参照 

    4日（火） 大腸がん検診 通知文参照 

    5日（水） 胃・大腸がん検診 通知文参照 

    6日（木） 健康づくり教室（骨の健康） 9:30-14:00 

    7日（金） 乳幼児健診 通知文参照 

   12日（水） 
ブックスタート 9:30-10:00 公民館 

４か月児健診 14:00-14:30 木曽町保健センター 

第 1・第 3（木）予防接種の日（事前予約をお願いします） 診療所 

 

 

 

 

9月～10月の保健センター行事予定 
 

「司法書士無料法律相談」相談所の開設について 

１０月１日は「法の日」です。 

県内司法書士の方々は、私たちの貴重な財産権をはじめ、権利の保護に携わって

いますが、この法の日を中心に、県下の各町村において「司法書士無料法律相談」

相談所を開設します。 

 司法書士には守秘義務が課せられておりますので、皆様の秘密は固く守られます。 

 予約は不要ですので、お気軽にお出かけください。 
 

記 

王滝村での開設日 

 日 時 平成 28年 10月 13日（木）午前 10時～午後 3時 

 場 所 王滝村保健福祉センター 

 相談内容  相続に関すること 

       不動産に関すること（登記、売買、贈与等）  

       その他、司法書士の業務に関連する相談 など 


