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市の花 市の木

人の動き（7月末現在）
（前月比　  33人増）人口 人54,873 男 人27,296 （前月比 　  7人減） （前月比　  40人増）女 人27,577

（前月比 　 2世帯増）世帯数 世帯21,504
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瑞穂市プレミアム付
商品券を発売します！
消費税・地方消費税率の10％への引上げが低所得者・子育て
世帯（0～3歳未満児）の消費に与える影響を緩和するととも
に、地域における消費を喚起・下支えすることを目的として
「地域限定のプレミアム付商品券」を発行します。

・購入引換券は原則再発行できません。
・使用期間後の商品券は無効となり、払い戻しもできません。
・商品券はおつりが出ません。
・不動産や金融商品、たばこ、商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す
る法律第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務、国税、地方税や使用料などの公租公課について
は使用できません。

商品券販売時に配布するチラシのほか、最新の一覧は、
市ホームページ（http://www.city.mizuho.lg.jp/9563.htm）
で公開します。

平日 ： 市内の大垣共立銀行、十六銀行、大垣西濃信用金庫、岐阜信用金庫、
　　　岐阜商工信用組合、ＪＡぎふの各支店、出張所
土日 ： 次の日にちのみ土日の販売を実施します。
　　　１０月１９日（土）９:００から１７:００ 巣南公民館
　　　１０月２０日（日）９:００から１７:００ 総合センター

・上記①の該当者 ： １人につき２万５千円（販売額２万円）
・上記②の該当者 ： 対象のお子さん１人につき２万５千円（販売額２万円）
※５千円（５００円×１０枚つづり、販売額４千円）単位で購入できます。

・上記①の該当者：対象になると思われるかたには８月上旬に申請書を発送しました。
穂積庁舎特設受付会場（３階大会議室）８時３０分から17時（土日祝日を除く）にて申
請受付中
　 申請期限 １１月２２日（金）まで
・上記②の該当者：申請不要、９月下旬に平成２８年４月２日から令和元年６月１日までに
生まれたお子さんがいる世帯に購入引換券を発送します。
※令和元年６月２日以降に生まれたお子さんがいる世帯への購入引換券発送については広報
などで順次詳細をお知らせします

①令和元年（2019年）度住民税非課税者
　（住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護受給者などを除く）
②平成２８年４月２日から令和元年９月３０日までの間に生まれた子が属する世帯の世帯主
※購入には購入引換券が必要です

１０月１日（火）から令和２年２月２９日（土）

１０月１日（火）から令和２年２月１７日（月）

【申請・購入対象者の確認に関すること】 福祉生活課 ☎３２７－４１２３
【商品券の購入、使用に関すること】 商工農政観光課 ☎３２７－２１０３

●問い合わせ　

低所得者・子育て世帯向け

商品券購入対象者

引換券の入手方法

商品券購入限度額

商品券の販売期間

商品券の販売場所

商品券の使用期間

商品券取扱店
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 タウンミーティングは、「瑞穂市まちづくり基本条例」に基づき、市政
運営に市民のみなさんの意見が反映できるよう、小学校区ごとに
テーマを決めて、行政と議会と市民が話し合う会です。
　昨年から始め、今年２年目となったタウンミーティングでは、みん
なで話し合ったことを、それぞれの地域課題の解決に向けて、市民の
みなさんと行政が、協働で取り組む事業につなげることを目標として
実施しました。
　自治会長さんたちとのご相談で決めた校区ごとのテーマは、身近
な地域の問題です。参加されたみなさんは、自分の問題として積極
的にお話いただき、また他の方の意見に耳を傾けられました。

自治会は、共助の要。
地域の安全や老後のことを考えると、必要だと思う。
でも、状況(年代）によって、必要度も必要な理由も違う。ニーズが違う。
孫や子どもたちに故郷の思い出を作るのにも自治会は必要。
お祭り等の行事にみんな参加しよう。外国人も行事には参加する。
顔が見える関係ってお互いを知ること。
まずは向こう三軒両隣から始めよう。回覧板は顔を見て回そう。
そして外に出てみよう。散歩でもいいし、居場所があればなおいい。
みんな集まれる大きな公園もあると良い。
子どもたちも遊べるし、災害時には避難場所にもなる。
組の寄り合いや、食事会、飲み会など、同じ時間を共有しよう。
まずは小さいグループから、始めればいい。ガヤガヤ話して分かり合う。
そこからお互いを理解して、助け合える関係になっていく。
【参加者　市民24人、 議員4人、 職員等19人】

市民協働のまちを目指して…
～ タウンミーティングで話し合ったこと、これからつないでいくこと ～

みんなで話し合いました！
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瑞穂市民一人ひとりがまちづくりの主役
「一人ひとりの人権が尊重され、

個性・能力・思いを十分に発揮できる地域」が実現する

市民参画による協働のまちづくり

地域コミュニティ＝まちづくりに参画するための重要なステージ
【地域コミュニティの重要性】
　安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会の実現のため、お互いに助け
合い、地域の課題を共有し、解決に向けて行動する組織です。
　相互に「その人らしさやまちづくりへの想いを認め合える」関係の中で、協力
することが大切です。

★市の執行機関の役割★

　常に横断的な連携を図
り、自らも市民の一員とし
て、市民と連携し、まちづく
りを推進するため、自己研
鑽に努める。地域コミュニ
ティ活動への理解と支援。

★市民の役割★

　地域コミュニティの中
で、相互に多様な価値観を
認め合い、自らの発言と行
動に責任を持ち、まちづく
りに参画すること

★市議会の役割★

　市民の代表として市民
参画による協働のまちづ
くりの実現のために、開か
れた議会運営と広く市民
の意見を求めることに努
める。地域コミュニティ活
動への理解と支援。

本田校区
みんなの顔が見えるまちづくり ～自治会の在り方を考えよう～

７月13日（土）

他人に関心を持たない。地域のつながりは薄くなっている。
だから地域の人の顔を知らない。
自治会の公民館に集まって、地域の人と知り合いたい。
でも、自治会の公民館は、大切にカギがかかっている。
だけど、一番馴染みがある自治会の公民館は、地域の居場所として一番適している。
台風の時でもそう。何故遠くの巣南公民館まで行かなくてはならないのか。
一番安心なのは、自治会の公民館。近所の知った顔と一緒に自治会公民館にいたい。
それから、特に子どもが自由に出入りできるようにしたい。
管理は、高齢の方にしてもらうと良い。世代を越えた交流にもなるし、役割、社会参加
できる場にもなる。
囲碁、将棋、カラオケ。本やDVD も用意できるといい。
子どもは勉強、宿題もできる。教えてくれる人もいる。
夢は広がっていく。
野菜の販売。フリーマーケット。子どもと高齢者の食堂。
東京オリンピックのパブリックビューイングをする。などなど。
【参加者　市民28人、 議員4人、 職員等19人】

中校区
みんなの居場所づくり ～多様な交流を生み出そう（公民館活用大作戦）～

７月28日（日）

災害時のことや日常の見守りや助け合いが、自治会に加入する意味。
でも自治会のメリットより、大変なこと「重いイメージ」がクローズアップされている。
役員は大変。役員を応援する仕組みがいる。共働き、子育て家庭への配慮も欲しい。
積極的に活動してくれる方の「横出しの組織」の活用もひとつ。
若い人と高齢者がペアになって役員をやれば、得意分野で支え合える。
もっと、自治会のメリットを若い世代や転入者に伝えたい。
転入者への説明会として「ウエルカムパーティー」を実施する。
行事への参加や、自治会加入の条件を柔軟にする必要もある。
今、自治会に求められているのは何か。目安箱を設置して意見の吸い上げ。
自治会や班でのワークショップやワールドカフェの実施も良いかもしれない。
住民のニーズに基づくサービス提供を考えたい。
魅力ある自治会となるためには、子ども参加のイベントが有効。
子どもと老人会のコラボ。男親の参加も重要だ。
自治会独自の子育て支援メニューを充実させると若い世代の関心が高まる。
歴史・文化・遺跡もあるが活用されていない。詳しい方にPR 役をお願いするのもいい。
何かやるには財源が必要。企業からの寄付金など独自財源の確保もこれからは考える必要がある。
【参加者　市民19人、 議員1人、 職員等18人】

生津校区
自治会の未来を考えよう ～自治会 加入促進 大作戦～

8月2日（金）

特 集
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積極的に活動してくれる方の「横出しの組織」の活用もひとつ。
若い人と高齢者がペアになって役員をやれば、得意分野で支え合える。
もっと、自治会のメリットを若い世代や転入者に伝えたい。
転入者への説明会として「ウエルカムパーティー」を実施する。
行事への参加や、自治会加入の条件を柔軟にする必要もある。
今、自治会に求められているのは何か。目安箱を設置して意見の吸い上げ。
自治会や班でのワークショップやワールドカフェの実施も良いかもしれない。
住民のニーズに基づくサービス提供を考えたい。
魅力ある自治会となるためには、子ども参加のイベントが有効。
子どもと老人会のコラボ。男親の参加も重要だ。
自治会独自の子育て支援メニューを充実させると若い世代の関心が高まる。
歴史・文化・遺跡もあるが活用されていない。詳しい方にPR 役をお願いするのもいい。
何かやるには財源が必要。企業からの寄付金など独自財源の確保もこれからは考える必要がある。
【参加者　市民19人、 議員1人、 職員等18人】

生津校区
自治会の未来を考えよう ～自治会 加入促進 大作戦～

8月2日（金）

特 集
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世帯主はわかっても、家族構成までは把握できていない。
名簿づくりから始めたい。
お隣にどんな人が居るのか把握する。
町内会単位での会合を定期的に進めてつながりづくりを進めたい。
関係づくりが大事なので普段の活動が大事。
声掛けを積極的にして、仲良くなりたい。
災害時に救助するためには、要支援者や独居老人の確認をまず進めたい。
支援者との関係づくりも普段からが大切。
大きな自治会は、アパートを含めとりまとめるのは、今の体制では無理。
組織の在り方の検討も必要。
リーダーとして動ける人を増やす必要もある。
南小までの避難経路を実際に確認する。
倒壊家屋等で通れなくなることなども想定する。
南小学校だけでは全員は入れないし、そこまで行けないかもしれない。
南小以外の避難所として自治会の公民館やお寺の利用を考えたい。
防災無線が聞きにくい。行政に改善をお願いしたい。
自治会として、食料、水の備蓄を考えていくので、行政の支援を要望したい。
【参加者　市民33人、 議員3人、 職員19人】

南校区
災害に備えるために ～今、何をすべきか～

8月10日（土）

西校区は、近所付き合いも良く、自然との調和もある。環境的に豊かで住みよいまち。
でも、高齢化など、西校区の中でもそれぞれ状況は違う。
行事が減り、参加者も減った。自治会に加入しない人もいる。
「煩わしい近所づきあい」という考え方が抜けない。
交流が少なくなって、自治会員の顔、暮らしの状況がわからない。
親戚づきあいも減っている。
これからは、もっと「遠くの親戚より近くの他人」が大切になる。
自治会がなくなったらとんでもないことになる。
今までどおりではなく１歩前へ進めたい。新しい関係をつくる方法を考える。
自治会の未来のためには、若い世代にも役割を持ってもらうこと。
声掛けから始めて、面白い行事や、つながりをつくる行事をやりたい。
公民館を若い人に利用しやすくしたい。Wi-Fiができるようにすれば、災害時にも役に立つ。
若い人がグループで楽しめるといい。
自治会でガヤガヤ会議(ワークショップ)をやって、キーパーソンをつくる。
リーダー養成や人材の掘り起こし、結束を図ることにつながる。
子どもが故郷に帰ってくるシステムづくりも勉強したい。
何かやるためにはお金もいるが、第2層協議体の委託を受ければ資金もある。
市と市民がwin-winの関係でやっていきたい。
【参加者　市民１７人、 議員3人、 職員18人】

西校区
自治会の未来を考えよう

～自治会 加入促進 大作戦～

8月9日（金）

自治会の役割は、時代とともに変わってきている。
時代に合ったものに変えなくてはいけない。
自治会規約、自治会と区の関係、自治会の組織、市と自治会の関係も時代に合っていない。
自治会は非常時だけでなく、日常のつながりが大切。それが災害時にも生きる。
大きな自治会ではアパートに誰が住んでいるかわからない。
個人情報保護が壁となる中、要支援者の名簿をもらっても、共有し支え合いにつなげていく方法がない。
新しい人、若い人にも、自治会の必要性を感じてもらい、自治会に関わってもらいたい。
行政には、自治会に加入しないとダメな点をもっと説明して欲しい。
子育てが一段落した世代だと、近所のつながりを持つ交流の場は、水路清掃の時くらい。
人は面白いことがないと集まらない。集まって話せる場づくりを考える。
若い世代の参加については、子どもの頃から市民協働の意識を育てることが必要。
自治会役員の問題は、１～２年の短い任期であることと負担が大きいこと。
役員を終えた方で、可能ならば相談役等、役員をサポートする立場として関わりを持ち続けて欲しい。
行政からの自治会長の当て職は減らして欲しい。
仕事をしている自治会長が増えているので、裁判員制度のように社会制度として、必要な休みが取り
やすいようコンセンサスが得られると良い。
役員の負担を軽くするためには、役割分担が必要。それを話し合う機会を作ることが解決策。
情報として、参考になる成功事例などをもっと公開して欲しい。
穂積校区の中でも地域差があるが、今後も行政と一緒に考えていきたい。
【参加者　市民１７人、 議員４人、 職員等１６人】

穂積校区
自治会の未来を考えよう

～自治会 加入促進 大作戦～

8月11日（日）

　７月２７日に予定をしていた牛牧校区のタウンミーティングは悪天候のため実施できず、本当に残念でした。牛牧友
愛会との協働で「誰もが安心して暮らせる地域づくり～ひとりぽっちをつくらない・社会的孤立からの脱却～」をテー
マに実施する予定でした。当日までの調整や準備にご協力いただいた牛牧校区の役員の皆様、当日参加を予定して
くださっていた皆様、本当にありがとうございました。
　スケジュールの調整が難しくすぐにはできませんが、来年２月頃に実施できるよう調整しています。決まりました
ら、HP、回覧等でお知らせしますので、牛牧校区の皆様、積極的なご参加をどうぞよろしくお願いします。

　タウンミーティングで市民のみなさんにお伝えしたかったことがもう１つあります。
　それは、「地域コミュニティ」や「地域の絆」の大切さです。
　市民のみなさんは、瑞穂市で生活しているという共通項で結ばれています。ベッドタウンと言われる瑞穂市
ですが、それでも生活の拠点であることには違いありません。そして、子どもたちや高齢者の生活はより瑞穂
市に密着したものです。
　だから瑞穂市にもっとこだわってもよいのではないでしょうか。どうしたらみ
んなの望むまちになるのかをみんなで考えてもいいのではないでしょうか。
　地域の中の様々な立場の人が集って、地域のことを語り、地域課題に立ち向
かうこと。それが直接「地域コミュニティ」や「地域の絆」を作っていくことになる
のではないでしょうか。
　「タウンミーティング」とは、ただそれだけのことです。でも、「みんなが集まっ
て、顔を見て話すこと。」そこから全ては始まります。
　そして、このタウンミーティングを今後のまちづくりへつなげて行かなくては
いけません。タウンミーティングによって芽生えた市民のみなさん一人ひとりの
気持ちを、地域の中で大きく育てていただけることを願っています。

　地域を愛し、地域の人と人とのつながりを大切に、同じ
思いの仲間と一緒に、あなたのまちづくりを学び、考え、
実現しませんか？
　研修は９月～１２月各月１回の４回シリーズです。初回
の日程と講師は下記のとおりです。詳しいご案内をご希
望の方は、市民協働安全課までご連絡ください。
　第１回　９月１７日（火） 19:00～21:00
　　　　　総合センター第１・２・３会議室
　　　　　講師 ： 岐阜大学 地域協学センター長 
　　　　　　　　益川浩一教授

　タウンミーティングは２時間の限られた時
間でした。その時間の中で地域課題の解決
まで到達することは不可能だと思います。で
も、きっかけやヒント、それから新しい人のつ
ながりは確実にタウンミーティングから生ま
れています。それらを生かし、地域課題につ
いて、もう一度考える機会を、自治会や校区
でぜひ作ってください。そして、何か始めて
みませんか。市民協働のパートナーとして、
行政もすべきサポートを一緒に考えたいと
思いますので、お気軽にご相談もお待ちして
おります。

人材育成研修のご案内
～多様な主体が関わってこそのまちづくり！
　　　　あなたも一歩踏み出しませんか！～

自治会や校区で、
その続きを考えませんか？

●問い合わせ　市民協働安全課　☎３２７－４１30

牛牧校区タウンミーティングは悪天候のため実施できませんでした…

●●● タウンミーティングを地域の絆づくりにつなげよう！●●●

みんなで手をつなごう！ほら、何かが始まるから・・・

～ タウンミーティングで話し合ったこと、これからつないでいくこと ～
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世帯主はわかっても、家族構成までは把握できていない。
名簿づくりから始めたい。
お隣にどんな人が居るのか把握する。
町内会単位での会合を定期的に進めてつながりづくりを進めたい。
関係づくりが大事なので普段の活動が大事。
声掛けを積極的にして、仲良くなりたい。
災害時に救助するためには、要支援者や独居老人の確認をまず進めたい。
支援者との関係づくりも普段からが大切。
大きな自治会は、アパートを含めとりまとめるのは、今の体制では無理。
組織の在り方の検討も必要。
リーダーとして動ける人を増やす必要もある。
南小までの避難経路を実際に確認する。
倒壊家屋等で通れなくなることなども想定する。
南小学校だけでは全員は入れないし、そこまで行けないかもしれない。
南小以外の避難所として自治会の公民館やお寺の利用を考えたい。
防災無線が聞きにくい。行政に改善をお願いしたい。
自治会として、食料、水の備蓄を考えていくので、行政の支援を要望したい。
【参加者　市民33人、 議員3人、 職員19人】

南校区
災害に備えるために ～今、何をすべきか～

8月10日（土）

西校区は、近所付き合いも良く、自然との調和もある。環境的に豊かで住みよいまち。
でも、高齢化など、西校区の中でもそれぞれ状況は違う。
行事が減り、参加者も減った。自治会に加入しない人もいる。
「煩わしい近所づきあい」という考え方が抜けない。
交流が少なくなって、自治会員の顔、暮らしの状況がわからない。
親戚づきあいも減っている。
これからは、もっと「遠くの親戚より近くの他人」が大切になる。
自治会がなくなったらとんでもないことになる。
今までどおりではなく１歩前へ進めたい。新しい関係をつくる方法を考える。
自治会の未来のためには、若い世代にも役割を持ってもらうこと。
声掛けから始めて、面白い行事や、つながりをつくる行事をやりたい。
公民館を若い人に利用しやすくしたい。Wi-Fiができるようにすれば、災害時にも役に立つ。
若い人がグループで楽しめるといい。
自治会でガヤガヤ会議(ワークショップ)をやって、キーパーソンをつくる。
リーダー養成や人材の掘り起こし、結束を図ることにつながる。
子どもが故郷に帰ってくるシステムづくりも勉強したい。
何かやるためにはお金もいるが、第2層協議体の委託を受ければ資金もある。
市と市民がwin-winの関係でやっていきたい。
【参加者　市民１７人、 議員3人、 職員18人】

西校区
自治会の未来を考えよう

～自治会 加入促進 大作戦～

8月9日（金）

自治会の役割は、時代とともに変わってきている。
時代に合ったものに変えなくてはいけない。
自治会規約、自治会と区の関係、自治会の組織、市と自治会の関係も時代に合っていない。
自治会は非常時だけでなく、日常のつながりが大切。それが災害時にも生きる。
大きな自治会ではアパートに誰が住んでいるかわからない。
個人情報保護が壁となる中、要支援者の名簿をもらっても、共有し支え合いにつなげていく方法がない。
新しい人、若い人にも、自治会の必要性を感じてもらい、自治会に関わってもらいたい。
行政には、自治会に加入しないとダメな点をもっと説明して欲しい。
子育てが一段落した世代だと、近所のつながりを持つ交流の場は、水路清掃の時くらい。
人は面白いことがないと集まらない。集まって話せる場づくりを考える。
若い世代の参加については、子どもの頃から市民協働の意識を育てることが必要。
自治会役員の問題は、１～２年の短い任期であることと負担が大きいこと。
役員を終えた方で、可能ならば相談役等、役員をサポートする立場として関わりを持ち続けて欲しい。
行政からの自治会長の当て職は減らして欲しい。
仕事をしている自治会長が増えているので、裁判員制度のように社会制度として、必要な休みが取り
やすいようコンセンサスが得られると良い。
役員の負担を軽くするためには、役割分担が必要。それを話し合う機会を作ることが解決策。
情報として、参考になる成功事例などをもっと公開して欲しい。
穂積校区の中でも地域差があるが、今後も行政と一緒に考えていきたい。
【参加者　市民１７人、 議員４人、 職員等１６人】

穂積校区
自治会の未来を考えよう

～自治会 加入促進 大作戦～

8月11日（日）

　７月２７日に予定をしていた牛牧校区のタウンミーティングは悪天候のため実施できず、本当に残念でした。牛牧友
愛会との協働で「誰もが安心して暮らせる地域づくり～ひとりぽっちをつくらない・社会的孤立からの脱却～」をテー
マに実施する予定でした。当日までの調整や準備にご協力いただいた牛牧校区の役員の皆様、当日参加を予定して
くださっていた皆様、本当にありがとうございました。
　スケジュールの調整が難しくすぐにはできませんが、来年２月頃に実施できるよう調整しています。決まりました
ら、HP、回覧等でお知らせしますので、牛牧校区の皆様、積極的なご参加をどうぞよろしくお願いします。

　タウンミーティングで市民のみなさんにお伝えしたかったことがもう１つあります。
　それは、「地域コミュニティ」や「地域の絆」の大切さです。
　市民のみなさんは、瑞穂市で生活しているという共通項で結ばれています。ベッドタウンと言われる瑞穂市
ですが、それでも生活の拠点であることには違いありません。そして、子どもたちや高齢者の生活はより瑞穂
市に密着したものです。
　だから瑞穂市にもっとこだわってもよいのではないでしょうか。どうしたらみ
んなの望むまちになるのかをみんなで考えてもいいのではないでしょうか。
　地域の中の様々な立場の人が集って、地域のことを語り、地域課題に立ち向
かうこと。それが直接「地域コミュニティ」や「地域の絆」を作っていくことになる
のではないでしょうか。
　「タウンミーティング」とは、ただそれだけのことです。でも、「みんなが集まっ
て、顔を見て話すこと。」そこから全ては始まります。
　そして、このタウンミーティングを今後のまちづくりへつなげて行かなくては
いけません。タウンミーティングによって芽生えた市民のみなさん一人ひとりの
気持ちを、地域の中で大きく育てていただけることを願っています。

　地域を愛し、地域の人と人とのつながりを大切に、同じ
思いの仲間と一緒に、あなたのまちづくりを学び、考え、
実現しませんか？
　研修は９月～１２月各月１回の４回シリーズです。初回
の日程と講師は下記のとおりです。詳しいご案内をご希
望の方は、市民協働安全課までご連絡ください。
　第１回　９月１７日（火） 19:00～21:00
　　　　　総合センター第１・２・３会議室
　　　　　講師 ： 岐阜大学 地域協学センター長 
　　　　　　　　益川浩一教授

　タウンミーティングは２時間の限られた時
間でした。その時間の中で地域課題の解決
まで到達することは不可能だと思います。で
も、きっかけやヒント、それから新しい人のつ
ながりは確実にタウンミーティングから生ま
れています。それらを生かし、地域課題につ
いて、もう一度考える機会を、自治会や校区
でぜひ作ってください。そして、何か始めて
みませんか。市民協働のパートナーとして、
行政もすべきサポートを一緒に考えたいと
思いますので、お気軽にご相談もお待ちして
おります。

人材育成研修のご案内
～多様な主体が関わってこそのまちづくり！
　　　　あなたも一歩踏み出しませんか！～

自治会や校区で、
その続きを考えませんか？

●問い合わせ　市民協働安全課　☎３２７－４１30

牛牧校区タウンミーティングは悪天候のため実施できませんでした…

●●● タウンミーティングを地域の絆づくりにつなげよう！●●●

みんなで手をつなごう！ほら、何かが始まるから・・・

～ タウンミーティングで話し合ったこと、これからつないでいくこと ～
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子育ての拠点「子育て世代包括支援センター」 9月開設！！

３０分健康セミナーへのご招待 ｇｏｏｄライフ健診を受けたかた必見！ 
日時・内容

セミナーＡ「健診結果の見方について＆栄養のおはなし」
セミナーＢ「脂質異常症予防のおはなし＆栄養のおはなし」

　「瑞穂市子育て世代包括支援センター」を「健康推進課」内に開設します。ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。

離乳食教室（７～８か月対象）のお知らせ

パパママくらぶ ～プレママの赤ちゃんお世話講座～

　じょうずに「ゴックン」ができるようになったら、そろそろモグモグ期。この時期の離乳食の進め方の話や、実際に試食をし
て固さや味つけ等を確認するための教室です。（毎月１回行っています）

※Ａ・Ｂ両方のセミナーに参加できます

日にち

9月12日（木）

9月20日（金）

9月25日（水）
（最終日）

Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ

セミナー
10:00～10:15
11:00～11:15
19:00～19:15
20:00～20:15
13:30～13:45
14:30～14:45

10:45
11:45
19:45
20:45
14:15
15:15

受　付 終了時間

「子育て世代
包括支援センター」
ってどんなところ？

妊娠期から子育て期の不安や悩みなどを気軽に相談できる
場所です。助産師・保健師が心配事などの相談に応じ、必要
な情報提供・助言を行います。安心して出産・子育てができる
ように「子育てプラン」をいっしょに考え作成します。

場　　所

日　　時

時　　間

スタッフ

●申込・問い合わせ　健康推進課　☎327-8611　

●申込・問い合わせ　瑞穂市食生活改善協議会会長　林春代　☎０９０-４１９２-４５１７

①９月２７日（金） または ②１０月３１日（木）　１０：３０～１１：３０

日　　時 10月10日（木） 受付/13：15～13：30（１6：00終了予定）

場　　所 保健センター（総合センター３階）

対　　象 市内にお住まいの妊娠中のかた
場　　所 保健センター（総合センター 3階）

定　　員 15人 ※要予約 持 ち 物 母子健康手帳
申込期限 10月7日（月）※定員に達し次第締切

対　　象 市内にお住まいの概ね７～８か月のお子さんとその保護者
内　　容 離乳食の話、離乳食の試食(１食分)、栄養相談
定　　員 ２０組 ※要予約
持 ち 物 普段使用しているお子さん用のスプーン、お茶碗、とり皿、母子健康手帳
申込期限 ①９月２０日（金）、②１０月２４日（木）まで　

※定員に達し次第締切  ※託児を希望される方は申込み時にお伝えください。

健康推進課内
月曜日～金曜日（土・日・祝日・年末年始はお休み）  ８：３０～１７：１５
保健師・助産師

　抱っこ、おむつ替え、ミルク作りなど赤ちゃんが産まれた生活はやることが
いっぱい♪助産師・保健師と一緒に赤ちゃん人形を使いながら体験してみま
しょう。抱き方やねかしつけのちょっとしたコツもお伝えします♪

食生活改善協議会からのお知らせ
～シニア世代の簡単料理教室～
日　　時 ９月１８日(水) ９：３0～１３：00
場　　所 市民センター 調理室
料　　金 ３００円

対　　象 市内にお住まいの６５歳以上のかた
定　　員 ２５人 ※先着順、要予約
持 ち 物 エプロン、三角巾、ふきん３枚

場　　所 保健センター（総合センター３階）
参 加 料 無料
対　　象 今年度good ライフ健診（若年層健康診査）

を受診されたかた
持 ち 物 健診結果（お持ちのかた）
そ の 他 予約不要

スタッフは保健師と管理栄養士です
お子さんとの参加も大歓迎です
（託児はありません）

『代謝アップ教室』参加者募集のお知らせ 
日時・内容

1

2

3

4

回

１０月 1 日（火）

１０月２１日（月）

１１月1５日（金）

１１月2８日（木）

開催日 内 容

●申込・問い合わせ　健康推進課　☎327-8611　

場　　所 巣南保健センター（西部複合センター1 階）
講師およびスタッフ 健康運動指導士・保健師・看護師

対　　象 ２０～３９歳の市民のかた
（医師から運動制限を受けているかたは除く）
原則４回を通して参加できるかた

持 ち 物 運動しやすい服装・上靴・飲み物（お茶や水など）・タオル
定　　員 先着20人

※託児の必要なかたはご相談ください 
　（１歳以上のお子さんに限る）

　簡単な食事を一緒に作ってみませんか？
　作った後はみんなで楽しくランチを食べましょう。

代謝をあげる運動やバランスのよい食事など、健康を維持するための体重管理法を楽しく学べます！

代謝があがる♪BODY MAKING 
～姿勢&ストレッチ～

ちょっとした工夫で代謝アップ！
～無理なく続けるために～

日常生活に取り入れるコツ
～毎日楽しく運動を続ける秘訣～

どんどん燃やそう！いらない脂肪！ 
～ウォーキング&筋力トレーニング～

時間：１３：３０～１５：００（１３：００～受付開始）

２０・３０歳代のかたへ 
9月17日（火）申込み開始！

◉「母子家庭等の母および児童」および「父子家庭の父および児童」の
　福祉医療費受給者証の有効期間が変更となります。
　児童扶養手当法の改正に伴い、受給者証の有効期間が令和元年度から次の通り変更となります。

　有効期限が平成31年９月３０日までと記載の受給者証をお持ちのかたには、9月中に令和元年１０月３１日まで有効の受給者証
を郵送します。
　また、令和元年11月１日からの受給者証は、10月中に郵送します。

現在の有効期間 今後の有効期間

10月1日から翌年9月30日まで 11月1日から翌年10月31日まで

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159　　327-4556

◉特定健診などの健診期間は９月末まで
　「特定健診」「すこやか健診」をまだ受診されていないかたは、早めに受診してください。お手元に受診券がない場合は、再発
行しますので、ご連絡ください。
※７月に加入されたかたには、９月上旬に受診券を送付します。

特定健診 すこやか健診

対　象

①瑞穂市国民健康保険の被保険者のかたで、
　４０～７４歳になられるかた
　※年齢の基準は令和２年４月１日
②７５歳になられるかたのうち、
　昭和１９年８月１日～昭和２０年４月１日
　生まれのかた

①後期高齢者医療保険加入者のかた
②７５歳になられるかたのうち、
　昭和１９年４月１日～昭和１９年７月３１日
生まれのかた
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子育ての拠点「子育て世代包括支援センター」 9月開設！！

３０分健康セミナーへのご招待 ｇｏｏｄライフ健診を受けたかた必見！ 
日時・内容

セミナーＡ「健診結果の見方について＆栄養のおはなし」
セミナーＢ「脂質異常症予防のおはなし＆栄養のおはなし」

　「瑞穂市子育て世代包括支援センター」を「健康推進課」内に開設します。ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。

離乳食教室（７～８か月対象）のお知らせ

パパママくらぶ ～プレママの赤ちゃんお世話講座～

　じょうずに「ゴックン」ができるようになったら、そろそろモグモグ期。この時期の離乳食の進め方の話や、実際に試食をし
て固さや味つけ等を確認するための教室です。（毎月１回行っています）

※Ａ・Ｂ両方のセミナーに参加できます

日にち

9月12日（木）

9月20日（金）

9月25日（水）
（最終日）

Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ

セミナー
10:00～10:15
11:00～11:15
19:00～19:15
20:00～20:15
13:30～13:45
14:30～14:45

10:45
11:45
19:45
20:45
14:15
15:15

受　付 終了時間

「子育て世代
包括支援センター」
ってどんなところ？

妊娠期から子育て期の不安や悩みなどを気軽に相談できる
場所です。助産師・保健師が心配事などの相談に応じ、必要
な情報提供・助言を行います。安心して出産・子育てができる
ように「子育てプラン」をいっしょに考え作成します。

場　　所

日　　時

時　　間

スタッフ

●申込・問い合わせ　健康推進課　☎327-8611　

●申込・問い合わせ　瑞穂市食生活改善協議会会長　林春代　☎０９０-４１９２-４５１７

①９月２７日（金） または ②１０月３１日（木）　１０：３０～１１：３０

日　　時 10月10日（木） 受付/13：15～13：30（１6：00終了予定）

場　　所 保健センター（総合センター３階）

対　　象 市内にお住まいの妊娠中のかた
場　　所 保健センター（総合センター 3階）

定　　員 15人 ※要予約 持 ち 物 母子健康手帳
申込期限 10月7日（月）※定員に達し次第締切

対　　象 市内にお住まいの概ね７～８か月のお子さんとその保護者
内　　容 離乳食の話、離乳食の試食(１食分)、栄養相談
定　　員 ２０組 ※要予約
持 ち 物 普段使用しているお子さん用のスプーン、お茶碗、とり皿、母子健康手帳
申込期限 ①９月２０日（金）、②１０月２４日（木）まで　

※定員に達し次第締切  ※託児を希望される方は申込み時にお伝えください。

健康推進課内
月曜日～金曜日（土・日・祝日・年末年始はお休み）  ８：３０～１７：１５
保健師・助産師

　抱っこ、おむつ替え、ミルク作りなど赤ちゃんが産まれた生活はやることが
いっぱい♪助産師・保健師と一緒に赤ちゃん人形を使いながら体験してみま
しょう。抱き方やねかしつけのちょっとしたコツもお伝えします♪

食生活改善協議会からのお知らせ
～シニア世代の簡単料理教室～
日　　時 ９月１８日(水) ９：３0～１３：00
場　　所 市民センター 調理室
料　　金 ３００円

対　　象 市内にお住まいの６５歳以上のかた
定　　員 ２５人 ※先着順、要予約
持 ち 物 エプロン、三角巾、ふきん３枚

場　　所 保健センター（総合センター３階）
参 加 料 無料
対　　象 今年度good ライフ健診（若年層健康診査）

を受診されたかた
持 ち 物 健診結果（お持ちのかた）
そ の 他 予約不要

スタッフは保健師と管理栄養士です
お子さんとの参加も大歓迎です
（託児はありません）

『代謝アップ教室』参加者募集のお知らせ 
日時・内容

1

2

3

4

回

１０月 1 日（火）

１０月２１日（月）

１１月1５日（金）

１１月2８日（木）

開催日 内 容

●申込・問い合わせ　健康推進課　☎327-8611　

場　　所 巣南保健センター（西部複合センター1 階）
講師およびスタッフ 健康運動指導士・保健師・看護師

対　　象 ２０～３９歳の市民のかた
（医師から運動制限を受けているかたは除く）
原則４回を通して参加できるかた

持 ち 物 運動しやすい服装・上靴・飲み物（お茶や水など）・タオル
定　　員 先着20人

※託児の必要なかたはご相談ください 
　（１歳以上のお子さんに限る）

　簡単な食事を一緒に作ってみませんか？
　作った後はみんなで楽しくランチを食べましょう。

代謝をあげる運動やバランスのよい食事など、健康を維持するための体重管理法を楽しく学べます！

代謝があがる♪BODY MAKING 
～姿勢&ストレッチ～

ちょっとした工夫で代謝アップ！
～無理なく続けるために～

日常生活に取り入れるコツ
～毎日楽しく運動を続ける秘訣～

どんどん燃やそう！いらない脂肪！ 
～ウォーキング&筋力トレーニング～

時間：１３：３０～１５：００（１３：００～受付開始）

２０・３０歳代のかたへ 
9月17日（火）申込み開始！

◉「母子家庭等の母および児童」および「父子家庭の父および児童」の
　福祉医療費受給者証の有効期間が変更となります。
　児童扶養手当法の改正に伴い、受給者証の有効期間が令和元年度から次の通り変更となります。

　有効期限が平成31年９月３０日までと記載の受給者証をお持ちのかたには、9月中に令和元年１０月３１日まで有効の受給者証
を郵送します。
　また、令和元年11月１日からの受給者証は、10月中に郵送します。

現在の有効期間 今後の有効期間

10月1日から翌年9月30日まで 11月1日から翌年10月31日まで

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159　　327-4556

◉特定健診などの健診期間は９月末まで
　「特定健診」「すこやか健診」をまだ受診されていないかたは、早めに受診してください。お手元に受診券がない場合は、再発
行しますので、ご連絡ください。
※７月に加入されたかたには、９月上旬に受診券を送付します。

特定健診 すこやか健診

対　象

①瑞穂市国民健康保険の被保険者のかたで、
　４０～７４歳になられるかた
　※年齢の基準は令和２年４月１日
②７５歳になられるかたのうち、
　昭和１９年８月１日～昭和２０年４月１日
　生まれのかた

①後期高齢者医療保険加入者のかた
②７５歳になられるかたのうち、
　昭和１９年４月１日～昭和１９年７月３１日
生まれのかた



広報みずほ・2019.99 8広報みずほ・2019.9市税など公共料金の納付は、便利で確実な 口座振替をご利用ください 市税など公共料金の納付は、便利で確実な 口座振替をご利用ください

重度の障がいのあるかた  高齢者のかた
タクシー利用料金の助成を実施します！１０月から TAXI

■■■■
■■■■

■

■■■■
■■

■■■■

瑞穂市あたまの健康チェック DO YOU 
KNOW（脳）？

お申込みお待ちしています！
●問い合わせ  地域福祉高齢課（総合センター） ☎327-4126

実 施 日 9月4日（水）、11日（水）、18日（水）、25日（水）
時 間 ①１３：３０～　②１４：３０～

③１５：３０～　④１６：３０～

時間 9：３０～11：３０

所 要 時 間 結果説明含め、３０分程度
場 　 所 総合センター２階　交流ルーム

対 　 象 ６０歳以上で要介護・
要支援認定を受けていないかた

申 込 方 法 各実施日の前日までに地域福祉
高齢課の窓口か電話にて

⇒

これが目印！

料 金 無料

１人１０分程度で行う認知機能テストです。
個別に質問をお聞きするもので、集団で行うことができません。
そのため、事前に予約が必要です。

あたまの健康
チェックとは？

集いの場のご案内（9月の予定）

●問い合わせ 地域福祉高齢課（総合センター）
☎３２７-４１２６
地域包括支援センター
☎３２７-４１１８

●問い合わせ
地域包括支援センター
☎３２７-４１１８

●瑞穂市認知症カフェ事業 ●みずほいきいきサポーターによる瑞穂市介護予防カフェ
んな 　　っと 　　っと　カフェ　参加費：１００円 くつろぎカフェ　参加費：１００円み ず ほ

在宅医療

古橋
駅西
本田
牛牧

古橋北公民館
駅西会館
本田コミュニティセンター
牛牧南部コミュニティセンター

10日（火）
12日（木）
18日（水）
26日（木）

浄明寺（重里）　 11日（水）  9:30～11:00
いなほの家（本田）　 17日（火）10：００～11：30

認 知 症 予 防 へ の ア プ ロ ー チ VOL.
20

地域で始まっています。

●申込み・問い合わせ先　地域包括支援センター　☎３２７-４１１８

令和元年度第１回市民のための在宅医療講座

日 時 ９月２７日（金） １３：３０～１５：００
会 場 巣南公民館　１階ふれあいホール
内 容 講話　知って安心、選んで納得シリーズ！！ 

　　　突然の入院！！ その時どうする！？ ～在宅医療のいろは～
講師　岐阜市民病院 地域連携部長　小塩 信介 氏、　
　　　地域連携室 看護師　西堀 文隆 氏

定 員 市内在住のかた ３０人
申 込 期 限 ９月１７日（火）

　今まで元気だった家族が突然入院することになったら…、介護が必要な状態になったら…
どうしますか？
　今回ご紹介するのは「入院から退院」において医療・介護サービスをスムーズに利用して
いただくための講座です。

以下の全てに該当するかたが対象です。
・市内在住で、入所・入院していないかた
・自動車税・軽自動車税の減免を受けていないかた
・本人および同居の親族の前年の所得が一定以下であるかた
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいず
れかを所持し、その手帳の等級が次の表に該当しているかた

１回の乗車あたり最大５４０円のタクシーチケット。年間２４枚交付。
※有効期限 １０月１日～令和２年９月３０日

福祉生活課　☎３２７-４１２３ 地域福祉高齢課（総合センター１階） ☎３２７-４１２６

　

視覚障害
上肢不自由

その他の身体障害
療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

乳幼児期以前の非進行性の脳病
変による運動機能障害（上肢機能）

１～４級

１～２級

１～３級
Ａ・Ａ１・Ａ２
１級かつ自立支援医療受給者証
（精神通院）の交付を受けているかた

重度の障がいのあるかた

区　分 等　級

目　的

助成方法

対象者

申請方法

申請問合せ

高齢者のかた

身
体
障
害
者
手
帳

　重度の障がいのあるかたの行動範囲を広げ、社会参加を
促進するため

　運転免許を持たない高齢者の社会生活範囲
を広げることにより、社会参加を促進するため

以下の全てに該当するかた
・市内在住の７５歳以上のかたで、本人および同
一世帯のかたが自動車運転免許証を有してい
ないかた
・対象者の世帯が非課税世帯で、かつ市県民税、
医療保険料、介護保険料に滞納がないかた
・入院・入所していないかた
・市の重度障害者社会参加助成、障がいに係る自
動車税または軽自動車税の減免を受けていな
いかた

※複数の障がいにより手帳の交付を受けている場合は、個々
の障がいの等級により判断します

※じん臓機能障害１級で人工透析を受けているかたには年間
４８枚交付します

【持ち物】
印鑑、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、
福祉医療費受給者証
（有効期間の開始日が令和元年１０月１日以降のもの）
【受付】
９月２７日（金）～

【持ち物】　身分証明書（マイナンバーカード・保険証
など）、印鑑、運転経歴証明書または申請による運転免
許の取消通知書（免許を返納されたかた）
※申請書の提出が、対象者本人でない場合、委任状が
必要となります。くわしくはお問い合わせください。
※交付決定審査に１週間ほどかかります。（10月から利
用開始のタクシーチケットを９月に申請し決定した場
合、タクシーチケットの送付は９月末になります）
【受付】　９月２日（月）～

参加費
無料

　2018年2月「広報みずほ（平成30年2月号）」で、
『生まれつきってなんだろう「自閉症スペクトラム」と
向き合う』と題し、自閉症のある2人の子どもにスポッ
トをあてた特集記事を掲載しました。

学生は、この家族と生活を共
にしながら密着取材を重ね、ド
キュメンタリー作品として動
画を完成させました。
　市は、家族や学生の想いで
ある『障がい（自閉症）を、より
身近に感じてもらいたい』を、
学生の作品にのせて発信しま
す。

　この特集をSNSで見かけ
たひとりの学生がいまし
た。日本大学映像学科の学
生で、自身も妹がもつ「自閉
症」をテーマに映像を残し
たいと模索していました。

期間限定
ドキュメンタリー
配信します

●問い合わせ　福祉生活課 ☎３２７-４１２３
　　　　　　　総合政策課 ☎３２７-４１２８

（https://www.youtube.com/channel/UCtUSC6Jv0B2EggMSezmgHNA）

瑞穂市公式YouTube
チャンネルにて配信。
ぜひ、ご覧ください。
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重度の障がいのあるかた  高齢者のかた
タクシー利用料金の助成を実施します！１０月から TAXI

■■■■
■■■■

■

■■■■
■■

■■■■

瑞穂市あたまの健康チェック DO YOU 
KNOW（脳）？

お申込みお待ちしています！
●問い合わせ  地域福祉高齢課（総合センター） ☎327-4126

実 施 日 9月4日（水）、11日（水）、18日（水）、25日（水）
時 間 ①１３：３０～　②１４：３０～

③１５：３０～　④１６：３０～

時間 9：３０～11：３０

所 要 時 間 結果説明含め、３０分程度
場 　 所 総合センター２階　交流ルーム

対 　 象 ６０歳以上で要介護・
要支援認定を受けていないかた

申 込 方 法 各実施日の前日までに地域福祉
高齢課の窓口か電話にて

⇒
これが目印！

料 金 無料

１人１０分程度で行う認知機能テストです。
個別に質問をお聞きするもので、集団で行うことができません。
そのため、事前に予約が必要です。

あたまの健康
チェックとは？

集いの場のご案内（9月の予定）

●問い合わせ 地域福祉高齢課（総合センター）
☎３２７-４１２６
地域包括支援センター
☎３２７-４１１８

●問い合わせ
地域包括支援センター
☎３２７-４１１８

●瑞穂市認知症カフェ事業 ●みずほいきいきサポーターによる瑞穂市介護予防カフェ
んな 　　っと 　　っと　カフェ　参加費：１００円 くつろぎカフェ　参加費：１００円み ず ほ

在宅医療

古橋
駅西
本田
牛牧

古橋北公民館
駅西会館
本田コミュニティセンター
牛牧南部コミュニティセンター

10日（火）
12日（木）
18日（水）
26日（木）

浄明寺（重里）　 11日（水）  9:30～11:00
いなほの家（本田）　 17日（火）10：００～11：30

認 知 症 予 防 へ の ア プ ロ ー チ VOL.
20

地域で始まっています。

●申込み・問い合わせ先　地域包括支援センター　☎３２７-４１１８

令和元年度第１回市民のための在宅医療講座

日 時 ９月２７日（金） １３：３０～１５：００
会 場 巣南公民館　１階ふれあいホール
内 容 講話　知って安心、選んで納得シリーズ！！ 

　　　突然の入院！！ その時どうする！？ ～在宅医療のいろは～
講師　岐阜市民病院 地域連携部長　小塩 信介 氏、　
　　　地域連携室 看護師　西堀 文隆 氏

定 員 市内在住のかた ３０人
申 込 期 限 ９月１７日（火）

　今まで元気だった家族が突然入院することになったら…、介護が必要な状態になったら…
どうしますか？
　今回ご紹介するのは「入院から退院」において医療・介護サービスをスムーズに利用して
いただくための講座です。

以下の全てに該当するかたが対象です。
・市内在住で、入所・入院していないかた
・自動車税・軽自動車税の減免を受けていないかた
・本人および同居の親族の前年の所得が一定以下であるかた
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいず
れかを所持し、その手帳の等級が次の表に該当しているかた

１回の乗車あたり最大５４０円のタクシーチケット。年間２４枚交付。
※有効期限 １０月１日～令和２年９月３０日

福祉生活課　☎３２７-４１２３ 地域福祉高齢課（総合センター１階） ☎３２７-４１２６

　

視覚障害
上肢不自由

その他の身体障害
療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

乳幼児期以前の非進行性の脳病
変による運動機能障害（上肢機能）

１～４級

１～２級

１～３級
Ａ・Ａ１・Ａ２
１級かつ自立支援医療受給者証
（精神通院）の交付を受けているかた

重度の障がいのあるかた

区　分 等　級

目　的

助成方法

対象者

申請方法

申請問合せ

高齢者のかた

身
体
障
害
者
手
帳

　重度の障がいのあるかたの行動範囲を広げ、社会参加を
促進するため

　運転免許を持たない高齢者の社会生活範囲
を広げることにより、社会参加を促進するため

以下の全てに該当するかた
・市内在住の７５歳以上のかたで、本人および同
一世帯のかたが自動車運転免許証を有してい
ないかた
・対象者の世帯が非課税世帯で、かつ市県民税、
医療保険料、介護保険料に滞納がないかた
・入院・入所していないかた
・市の重度障害者社会参加助成、障がいに係る自
動車税または軽自動車税の減免を受けていな
いかた

※複数の障がいにより手帳の交付を受けている場合は、個々
の障がいの等級により判断します

※じん臓機能障害１級で人工透析を受けているかたには年間
４８枚交付します

【持ち物】
印鑑、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、
福祉医療費受給者証
（有効期間の開始日が令和元年１０月１日以降のもの）
【受付】
９月２７日（金）～

【持ち物】　身分証明書（マイナンバーカード・保険証
など）、印鑑、運転経歴証明書または申請による運転免
許の取消通知書（免許を返納されたかた）
※申請書の提出が、対象者本人でない場合、委任状が
必要となります。くわしくはお問い合わせください。
※交付決定審査に１週間ほどかかります。（10月から利
用開始のタクシーチケットを９月に申請し決定した場
合、タクシーチケットの送付は９月末になります）
【受付】　９月２日（月）～

参加費
無料

　2018年2月「広報みずほ（平成30年2月号）」で、
『生まれつきってなんだろう「自閉症スペクトラム」と
向き合う』と題し、自閉症のある2人の子どもにスポッ
トをあてた特集記事を掲載しました。

学生は、この家族と生活を共
にしながら密着取材を重ね、ド
キュメンタリー作品として動
画を完成させました。
　市は、家族や学生の想いで
ある『障がい（自閉症）を、より
身近に感じてもらいたい』を、
学生の作品にのせて発信しま
す。

　この特集をSNSで見かけ
たひとりの学生がいまし
た。日本大学映像学科の学
生で、自身も妹がもつ「自閉
症」をテーマに映像を残し
たいと模索していました。

期間限定
ドキュメンタリー
配信します

●問い合わせ　福祉生活課 ☎３２７-４１２３
　　　　　　　総合政策課 ☎３２７-４１２８

（https://www.youtube.com/channel/UCtUSC6Jv0B2EggMSezmgHNA）

瑞穂市公式YouTube
チャンネルにて配信。
ぜひ、ご覧ください。
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合　計
20,945
21,495
42,440

5,593
5,310
10,903

4,151
4,408
8,559

9,744
9,718
19,462

46.52%
45.21%
45.86%

11,201
11,777
22,978

男
女
計

●今の仕事を始めたきっかけ
　私は母子家庭の母親で、子どもが４人います。もう全員成人にな
りましたが、子どもたちが小さい頃は仕事を終えて帰ると「お腹空
いた」の大合唱でした。そんな時に、１品でも良いから安心して手
軽に買えるお総菜のお店があったら助かるのにと思っていました。
●今の生活
　私はもともと料理が大好きでした。好きなことを生かして、私が
欲しかった安心安全なお総菜や、体に良いホッとするランチをご提
供できたらと思い、「総菜屋Mam825」をオープンしました。
●仕事で大変なこと
　無添加素材、旬の無農薬野菜、投薬がなく餌にもこだわったお
肉、卵などを使ってテイクアウトの日替わり総菜やランチ、お弁当な
どをご提供しています。
　小さいお店なので、調理は基本的に一人で仕込みから仕上げま
でしています。調味料（味噌、醤油、みりんなど）からウインナー、
ベーコンも自家製で作っているため、どうしても夜遅くまでの仕事
になり、寝不足が続いてしまいます。
　休みの日も、仕入れや仕込みで終わってしまうため、プライベー
トの時間がなかなかとれなかったりします。でも、少しの時間でも
できるだけ確保して、娘と映画を観に行ったり、自然にふれたりし
て過ごして、癒されています。

広報みずほ アプリ「Catalog Pocket」配信中

第25回参議院議員通常選挙結果
　７月４日に公示された第２５回参議院議員通常選挙の投票が、７月２１日に行われ、即日開票されました。
　投票は市内８カ所の投票所で７時から２０時まで行われ、皆さんの貴重な一票が投じられました。結果につきましては、次の表のと
おりです。

　７月２6日(金)15：00～21：00、穂積駅前で第6回ほづみ夜市を開催しました。
　今回は駅前広場の一部を車両通行止めにして開催。
　出店数は33店舗、来場者は4,500人と、過去最大規模の盛上りでした。
　ご来場いただいた皆さま、通行止めにご協力いただいた皆さま、ありがとうござ
いました。
　ほづみ夜市とは、「汽車まつり」が駅前で開催されていた時のように、元
気で、みんなが集まってくる駅前を復活させたい！という地域の皆さんの想い
から、自分達の力でやってみようとワイワイ会議で企画・開催している取り組
みです。

参議院議員通常選挙 投票状況（選挙区）

岐阜県選挙区開票結果 
（届出順・敬称略） 比例代表開票結果 （届出順）

生　津

本　田

穂　積

牛　牧

唐　栗

美江寺

古　橋

在外（別府）
投票区

投票区 性別 選挙当日有権者数
（A）

当日投票者数
（B）

確定投票者数
（D）=（B）+（C）

期日前投票者数
（C）

確定投票率
（E）=（D）/（A）

棄権者数
（F）=（A）－（D）

男
女
計

2,145
2,254
4,399
3,414
3,570
6,984
2,282
2,453
4,735
3,203
3,067
6,270
4,579
4,570
9,149
1,603
1,728
3,331
1,256
1,363
2,619
2,453
2,479
4,932
10
11
21

544
486
1,030
1,095
1,080
2,175
617
545
1,162
763
657
1,420
1,021
935
1,956
519
570
1,089
349
368
717
685
666
1,351

0
3
3

374
386
760
716
721
1,437
581
669
1,250
622
715
1,337
930
971
1,901
293
318
611
274
269
543
361
359
720

918
872
1,790
1,811
1,801
3,612
1,198
1,214
2,412
1,385
1,372
2,757
1,951
1,906
3,857
812
888
1,700
623
637
1,260
1,046
1,025
2,071

0
3
3

42.80%
38.69%
40.69%
53.05%
50.45%
51.72%
52.50%
49.49%
50.94%
43.24%
44.73%
43.97%
42.61%
41.71%
42.16%
50.66%
51.39%
51.04%
49.60%
46.74%
48.11%
42.64%
41.35%
41.99%
0.00%
27.27%
14.29%

1,227
1,382
2,609
1,603
1,769
3,372
1,084
1,239
2,323
1,818
1,695
3,513
2,628
2,664
5,292
791
840
1,631
633
726
1,359
1,407
1,454
2,861
10
8
18

男
女
計
男
女
計
男
女
計
男
女
計
男
女
計
男
女
計
男
女
計
男
女
計

別　府
（指定投票区）

大野 泰正
梅村 慎一
坂本 雅彦
無効票

※小数点以下は按分票によるものです。

10,854票
6,454票
1,637票
517票

日本共産党
自由民主党
オリーブの木
社会民主党
公明党
国民民主党
日本維新の会
幸福実現党

1,258.129票
7,586.009票
69.400票
180.000票
2,095.384票
1,663.648票
1,934.536票
83.000票

立憲民主党
労働の解放をめざす労働者党
ＮＨＫから国民を守る党
安楽死制度を考える会
れいわ新選組
無効票

2,581.600票
60.000票
534.000票
88.000票
756.285票
572票

テーマ ： 誰にでも夢は叶えられる

この記事についてのご意見・ご感想をお待ちしております。　

　sougou@city.mizuho.lg.jp　URL：http://www.city.mizuho.lg.jp/3923.htm
●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128　　327-4103

●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128

瑞穂市で活躍する女性に聞く「男女共同参画」
瑞穂市男女共同参画社会づくり

　瑞穂市では、『「おもいやり」「ささえあい」から始まる瑞穂の夢まちづくり』をスローガンに、男女がお互いを尊重
し、性別に関わりなく個性と能力を活かして充実した生き方ができる社会づくりを目指しています。
　今回は、「総菜屋Mam825」店主の矢部 肇子さんにお話を伺いました。

「総菜屋Mam825」店主

矢部　肇子さん（写真右側）

や　べ　　　  は つ こ

過去の記事や男女共同参画に
関する取り組みについて、
くわしくはこちらから
ホームページをご覧ください。

●問い合わせ　市選挙管理委員会（総務課内）　☎327-4111　　327-7414

●仕事の中で感じるやりがい、うれしいこと
　何より、「美味しい」と言ってお客様
がリピートして来てくださったり、くち
コミが広がって行ったり、野菜を食べら
れないお子さんがお店の煮物の試食
をお代わりしたいと言ってくださった
りすると、本当にうれしくなります。
●これからの目標
　皆さんに安心して食べてもらえる料理
を作り続けていきたいと思っています。
　小さいお子さんから大人のかたまで参加できる、無添加で作る
お料理教室なども開催しています。もっと、手軽におうちでも作れ
る無添加のごはんを広めていきたいと思っています。
●皆さんへ応援メッセージ
　何かをやり遂げたい気持ちがあるならば、うまくいかないときも
「女性だから」など、「〇〇だから」といって何かのせいにしたり、言
い訳をしたりしないことが大切だと思います。
　母子家庭でお金もなく、
頼る人もいなかった私もお
店を開くことができまし
た。誰にでも、きっと夢は叶
えられると思っています。

瑞穂市ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想事業からのお知らせ

ワイワイ会議の開催予定や話し合いの内容などは、「瑞穂市ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想協議
会」というfacebook ページで公開しています。『穂積 駅前』などで検索してみてください。
https://www.facebook.com/hozumiekimaekyotennka/

駅周辺の活性化にご興味のある皆さん！ ９月のワイワイ会議は９月11日（水）、25日（水）に開催する予定です！
ほづみ夜市の企画など、「今」できることを話し合っていきます。駅周辺を元気にしていく集まりに、あなたも参加してみませんか！？

参加者の感想

毎年続けて
ください！！

お店の
バリエーション
が増えてよかった！！

座席も増えて
にぎやかで

楽しかったです。
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合　計
20,945
21,495
42,440

5,593
5,310
10,903

4,151
4,408
8,559

9,744
9,718
19,462

46.52%
45.21%
45.86%

11,201
11,777
22,978

男
女
計

●今の仕事を始めたきっかけ
　私は母子家庭の母親で、子どもが４人います。もう全員成人にな
りましたが、子どもたちが小さい頃は仕事を終えて帰ると「お腹空
いた」の大合唱でした。そんな時に、１品でも良いから安心して手
軽に買えるお総菜のお店があったら助かるのにと思っていました。
●今の生活
　私はもともと料理が大好きでした。好きなことを生かして、私が
欲しかった安心安全なお総菜や、体に良いホッとするランチをご提
供できたらと思い、「総菜屋Mam825」をオープンしました。
●仕事で大変なこと
　無添加素材、旬の無農薬野菜、投薬がなく餌にもこだわったお
肉、卵などを使ってテイクアウトの日替わり総菜やランチ、お弁当な
どをご提供しています。
　小さいお店なので、調理は基本的に一人で仕込みから仕上げま
でしています。調味料（味噌、醤油、みりんなど）からウインナー、
ベーコンも自家製で作っているため、どうしても夜遅くまでの仕事
になり、寝不足が続いてしまいます。
　休みの日も、仕入れや仕込みで終わってしまうため、プライベー
トの時間がなかなかとれなかったりします。でも、少しの時間でも
できるだけ確保して、娘と映画を観に行ったり、自然にふれたりし
て過ごして、癒されています。

広報みずほ アプリ「Catalog Pocket」配信中

第25回参議院議員通常選挙結果
　７月４日に公示された第２５回参議院議員通常選挙の投票が、７月２１日に行われ、即日開票されました。
　投票は市内８カ所の投票所で７時から２０時まで行われ、皆さんの貴重な一票が投じられました。結果につきましては、次の表のと
おりです。

　７月２6日(金)15：00～21：00、穂積駅前で第6回ほづみ夜市を開催しました。
　今回は駅前広場の一部を車両通行止めにして開催。
　出店数は33店舗、来場者は4,500人と、過去最大規模の盛上りでした。
　ご来場いただいた皆さま、通行止めにご協力いただいた皆さま、ありがとうござ
いました。
　ほづみ夜市とは、「汽車まつり」が駅前で開催されていた時のように、元
気で、みんなが集まってくる駅前を復活させたい！という地域の皆さんの想い
から、自分達の力でやってみようとワイワイ会議で企画・開催している取り組
みです。

参議院議員通常選挙 投票状況（選挙区）

岐阜県選挙区開票結果 
（届出順・敬称略） 比例代表開票結果 （届出順）

生　津

本　田

穂　積

牛　牧

唐　栗

美江寺

古　橋

在外（別府）
投票区

投票区 性別 選挙当日有権者数
（A）

当日投票者数
（B）

確定投票者数
（D）=（B）+（C）

期日前投票者数
（C）

確定投票率
（E）=（D）/（A）

棄権者数
（F）=（A）－（D）

男
女
計

2,145
2,254
4,399
3,414
3,570
6,984
2,282
2,453
4,735
3,203
3,067
6,270
4,579
4,570
9,149
1,603
1,728
3,331
1,256
1,363
2,619
2,453
2,479
4,932
10
11
21

544
486
1,030
1,095
1,080
2,175
617
545
1,162
763
657
1,420
1,021
935
1,956
519
570
1,089
349
368
717
685
666
1,351

0
3
3

374
386
760
716
721
1,437
581
669
1,250
622
715
1,337
930
971
1,901
293
318
611
274
269
543
361
359
720

918
872
1,790
1,811
1,801
3,612
1,198
1,214
2,412
1,385
1,372
2,757
1,951
1,906
3,857
812
888
1,700
623
637
1,260
1,046
1,025
2,071

0
3
3

42.80%
38.69%
40.69%
53.05%
50.45%
51.72%
52.50%
49.49%
50.94%
43.24%
44.73%
43.97%
42.61%
41.71%
42.16%
50.66%
51.39%
51.04%
49.60%
46.74%
48.11%
42.64%
41.35%
41.99%
0.00%
27.27%
14.29%

1,227
1,382
2,609
1,603
1,769
3,372
1,084
1,239
2,323
1,818
1,695
3,513
2,628
2,664
5,292
791
840
1,631
633
726
1,359
1,407
1,454
2,861
10
8
18

男
女
計
男
女
計
男
女
計
男
女
計
男
女
計
男
女
計
男
女
計
男
女
計

別　府
（指定投票区）

大野 泰正
梅村 慎一
坂本 雅彦
無効票

※小数点以下は按分票によるものです。

10,854票
6,454票
1,637票
517票

日本共産党
自由民主党
オリーブの木
社会民主党
公明党
国民民主党
日本維新の会
幸福実現党

1,258.129票
7,586.009票
69.400票
180.000票
2,095.384票
1,663.648票
1,934.536票
83.000票

立憲民主党
労働の解放をめざす労働者党
ＮＨＫから国民を守る党
安楽死制度を考える会
れいわ新選組
無効票

2,581.600票
60.000票
534.000票
88.000票
756.285票
572票

テーマ ： 誰にでも夢は叶えられる

この記事についてのご意見・ご感想をお待ちしております。　

　sougou@city.mizuho.lg.jp　URL：http://www.city.mizuho.lg.jp/3923.htm
●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128　　327-4103

●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128

瑞穂市で活躍する女性に聞く「男女共同参画」
瑞穂市男女共同参画社会づくり

　瑞穂市では、『「おもいやり」「ささえあい」から始まる瑞穂の夢まちづくり』をスローガンに、男女がお互いを尊重
し、性別に関わりなく個性と能力を活かして充実した生き方ができる社会づくりを目指しています。
　今回は、「総菜屋Mam825」店主の矢部 肇子さんにお話を伺いました。

「総菜屋Mam825」店主

矢部　肇子さん（写真右側）

や　べ　　　  は つ こ

過去の記事や男女共同参画に
関する取り組みについて、
くわしくはこちらから
ホームページをご覧ください。

●問い合わせ　市選挙管理委員会（総務課内）　☎327-4111　　327-7414

●仕事の中で感じるやりがい、うれしいこと
　何より、「美味しい」と言ってお客様
がリピートして来てくださったり、くち
コミが広がって行ったり、野菜を食べら
れないお子さんがお店の煮物の試食
をお代わりしたいと言ってくださった
りすると、本当にうれしくなります。
●これからの目標
　皆さんに安心して食べてもらえる料理
を作り続けていきたいと思っています。
　小さいお子さんから大人のかたまで参加できる、無添加で作る
お料理教室なども開催しています。もっと、手軽におうちでも作れ
る無添加のごはんを広めていきたいと思っています。
●皆さんへ応援メッセージ
　何かをやり遂げたい気持ちがあるならば、うまくいかないときも
「女性だから」など、「〇〇だから」といって何かのせいにしたり、言
い訳をしたりしないことが大切だと思います。
　母子家庭でお金もなく、
頼る人もいなかった私もお
店を開くことができまし
た。誰にでも、きっと夢は叶
えられると思っています。

瑞穂市ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想事業からのお知らせ

ワイワイ会議の開催予定や話し合いの内容などは、「瑞穂市ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想協議
会」というfacebook ページで公開しています。『穂積 駅前』などで検索してみてください。
https://www.facebook.com/hozumiekimaekyotennka/

駅周辺の活性化にご興味のある皆さん！ ９月のワイワイ会議は９月11日（水）、25日（水）に開催する予定です！
ほづみ夜市の企画など、「今」できることを話し合っていきます。駅周辺を元気にしていく集まりに、あなたも参加してみませんか！？

参加者の感想

毎年続けて
ください！！

お店の
バリエーション
が増えてよかった！！

座席も増えて
にぎやかで

楽しかったです。
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昭和49年4月2日以降に生まれたかたで､保育士および幼稚園教諭の資格を有
するかた｡または令和2年3月31日までに取得見込みのかた｡ただし､令和元年
7月28日に実施した保育士第1次試験を受験されたかたは､受験できません｡

令和元年12月1日～　　令和4年3月31日（2年4か月）

令和元年12月1日～　　令和3年3月31日（1年4か月）

令和元年12月1日～　　令和4年3月31日（2年4か月）

育児休業代替任期付職員とは､育児休業を取得する職員の代替として､任期を定めて勤務する職員のことです｡
任期が定められていることと育児休業の取得ができないこと以外の給与､勤務時間､休暇等の勤務条件は､原則
として任期の定めのない一般の職員と同じです｡

令和元年度 瑞穂市職員採用第1次試験要項
令和2年4月採用予定

○市民協働のまちづくりを推進する､常に自己研鑽に努める人
○人間関係を円滑に築き､協調性･柔軟性のある人
○豊かな創造性と広い視野を持ち､情熱をもって行動する人
○市民全体の奉仕者としての使命感や気概をもって行動できる人

①【一般行政職(精神保健福祉士)】･【保育士(2次募集)】

瑞穂市が求める人物像

★育児休業代替
　任期付職員とは

職種

精神保健福祉士
A 大学卒業程度

B 短大卒業程度

C 大学卒業程度

D 短大卒業程度
保育士

1名

若干名

試験区分 採用予定人数 受験資格

②【育児休業代替任期付職員】保健師・保育士

試験方法

試験方法

１０月２0日（日）　９時２０分試験開始試験日時
瑞穂市役所 穂積庁舎（瑞穂市別府1288番地）試験場所
■試験申込書の配布と受付

■提出書類
　試験申込書､履歴書※いずれも所定の様式のもの

受験手続

職種

保健師

保育士

Ｅ

F

１名

2名

４名

採用予定人数 任期(予定)受験資格

保健師の資格を有するかた

保育士および幼稚園教諭の資格
を有するかた

1名

3名

平日の7:30～11:30 子育て支援員
（地域保育コース）の
認定を受けているかた平日の15:00～19:00

時給943円未満児保育の
補助業務

⑦子育て
　支援員パート

市内保育所
（未満児保育を
実施している
6か所のうち
いずれか）

市内保育所
（8か所のうち
いずれか）

保育士、幼稚園教諭免許
または養護教諭免許のうち、
いずれかをお持ちのかた

特にありません

0～5歳児の保育

8名

3名

1名

原則として
平日の8:30～17:15
※早番遅番あり

原則として
平日の8:00～16:45

③保育士
日額8,658円

※経験加算、通勤加算あり
（12月に増額賃金の支給あり）

日額6,971円
※通勤加算あり

（12月に増額賃金の支給あり）

平日の7：30～11：30、
9：00～15：00、

15：00～19：00のいずれか
※応相談

給食の配膳および
後片付け、清掃等雑務

調理補助

④保育士パート

⑤保育所用務員

時給1,083円

●問い合わせ　①～⑪総務課　☎327-4111　　⑫学校教育課　☎327-2116

●問い合わせ　幼児支援課（巣南庁舎）☎327-2147 ●申込・問い合わせ　総務課　〒501-0293 瑞穂市別府 1288番地　☎327-4111　

令和元年度 補助職員募集
職 種 勤務内容 賃金等勤務時間人 数 勤務場所 必要資格

9月6日（金）必着 ※9月中に面談を行います締め切り 採用日～令和2年3月31日勤務期間
①～⑪履歴書（写真添付）・資格証明書の写しを総務課へ提出　⑫履歴書（写真添付）を学校教育課へ提出応募方法

1名
未満児の給食作り、
給食の配膳および
後片付け、
清掃等雑務

調理師⑥保育所調理員

ほづみ幼稚園 幼稚園教諭幼児教育若干名

原則として
平日の8:15～17:00

原則として
平日の10:00～14:00
※勤務時間は応相談

①幼稚園教諭

②幼稚園教諭
　パート

日額8,658円
※経験加算、通勤加算あり
（12月に増額賃金の支給あり）

時給1,083円

昭和59年4月2日以降に生まれたかたで､精神保健福祉士の資格を有するかた｡
または令和2年3月31日までに取得見込みのかた｡

※試験区分における基準は､次のとおりとします｡
･大学卒業程度:4年制大学卒業､または来春卒業予定のかた(大学院を含む)｡
･短大卒業程度:3年制短期大学､2年制短期大学､専修学校､専門学校などを卒業､または来春卒業予定のかた｡
　　　　　　　ただし､大学卒業程度のかたはこの区分での受験はできません｡

令和２年４月からの保育所・保育施設の利用申込みの受付を行います。

穂積庁舎3階 大会議室9月5日（木）～  6日（金）

9月9日（月）～13日（金）

※受付は９時～１７時です
※土・日・祝日は、閉庁のため受付を行いません

●施設の見学を希望するかたは、各保育所・保育施設へ直接電話で
　お申込みください。
●書類が全て揃った時点で受付とさせていただきます。記入もれや
　添付書類もれがないよう、「保育所・保育施設利用あんない」をよ
　く読んでご用意をお願いします。
●申込みの際は、申請書に押印した印鑑、マイナンバー確認書類お
　よび身分証明書を必ずお持ちください。
●募集人数を超える申込みがあった場合は、利用調整を行うため、ご
　希望にそえない場合がございますのでご了承ください。令和２年
　４月入所については、原則、本期間中に受付した申請を優先して利
　用調整を行います。

日にち 会　場

「保育所・保育施設利用あんない」など申込書類を、次の場所で配布しています。

■教養試験(120分) (大学卒業程度､短大卒業程度の2区分に分けて実施)
■事務適性検査(10分)
■特別性格検査(50分)
■精神保健福祉士専門試験(90分)※精神保健福祉士受験のかた
■保育士専門試験(90分)※保育士受験のかた
■作文(60分)※保育士受験のかた

■教養試験(75分)　　　　　■事務適性検査(10分)
■特別性格検査(50分)　　　■作文(60分)

　9月5日(木)8時30分から9月30日(月)17時15分まで､瑞穂市役所穂積庁舎2階総務課の窓口にて､試験申込書の配布と
　受付を行います｡土日祝日は行いません｡

保育所・保育施設利用申込みについて令和2年4月からの

幼児支援課（巣南庁舎）、福祉生活課（穂積庁舎）、
市内公立・私立各保育施設

受付期間・会場

受付期間・会場

巣南庁舎2階 大会議室

1名 配架業務、
カウンター業務など

児童生徒の
生活支援

司書図書館
土・日・祝日および長期休業期間の
平日(休館日を除く)のうち指定日の

9:30～18:15
時給906円⑩図書館司書

　(繁忙期)

1名

2名

母子保健や育児に
関する相談対応
および保健指導

保健師

健康推進課
保健センター

巣南保健センター
市内訪問先

日額11,178円
※通勤加算あり

（12月に増額賃金の支援あり）
⑪保健師

⑫学校等生活支援員

給食センター

市内小中学校

特にありません

特にありません

若干名

原則として
平日の８:00～１６:４５

※早番あり（７:３０～１６:１５）

原則として
平日の9:00～15:00

原則として
平日の8:30～17:15

原則として
平日の6時間

※時間帯は学校による

日額６，971円
※経験加算、通勤加算あり
（１２月に増額賃金の支給あり）

時給873円

時給849円

学校給食
（保育所、小・中学校）
の調理、給食センター
設備の清掃など

⑧調理員

⑨調理員パート

※いずれも①・②共通

さん
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昭和49年4月2日以降に生まれたかたで､保育士および幼稚園教諭の資格を有
するかた｡または令和2年3月31日までに取得見込みのかた｡ただし､令和元年
7月28日に実施した保育士第1次試験を受験されたかたは､受験できません｡

令和元年12月1日～　　令和4年3月31日（2年4か月）

令和元年12月1日～　　令和3年3月31日（1年4か月）

令和元年12月1日～　　令和4年3月31日（2年4か月）

育児休業代替任期付職員とは､育児休業を取得する職員の代替として､任期を定めて勤務する職員のことです｡
任期が定められていることと育児休業の取得ができないこと以外の給与､勤務時間､休暇等の勤務条件は､原則
として任期の定めのない一般の職員と同じです｡

令和元年度 瑞穂市職員採用第1次試験要項
令和2年4月採用予定

○市民協働のまちづくりを推進する､常に自己研鑽に努める人
○人間関係を円滑に築き､協調性･柔軟性のある人
○豊かな創造性と広い視野を持ち､情熱をもって行動する人
○市民全体の奉仕者としての使命感や気概をもって行動できる人

①【一般行政職(精神保健福祉士)】･【保育士(2次募集)】

瑞穂市が求める人物像

★育児休業代替
　任期付職員とは

職種

精神保健福祉士
A 大学卒業程度

B 短大卒業程度

C 大学卒業程度

D 短大卒業程度
保育士

1名

若干名

試験区分 採用予定人数 受験資格

②【育児休業代替任期付職員】保健師・保育士

試験方法

試験方法

１０月２0日（日）　９時２０分試験開始試験日時
瑞穂市役所 穂積庁舎（瑞穂市別府1288番地）試験場所
■試験申込書の配布と受付

■提出書類
　試験申込書､履歴書※いずれも所定の様式のもの

受験手続

職種

保健師

保育士

Ｅ

F

１名

2名

４名

採用予定人数 任期(予定)受験資格

保健師の資格を有するかた

保育士および幼稚園教諭の資格
を有するかた

1名

3名

平日の7:30～11:30 子育て支援員
（地域保育コース）の
認定を受けているかた平日の15:00～19:00

時給943円未満児保育の
補助業務

⑦子育て
　支援員パート

市内保育所
（未満児保育を
実施している
6か所のうち
いずれか）

市内保育所
（8か所のうち
いずれか）

保育士、幼稚園教諭免許
または養護教諭免許のうち、
いずれかをお持ちのかた

特にありません

0～5歳児の保育

8名

3名

1名

原則として
平日の8:30～17:15
※早番遅番あり

原則として
平日の8:00～16:45

③保育士
日額8,658円

※経験加算、通勤加算あり
（12月に増額賃金の支給あり）

日額6,971円
※通勤加算あり

（12月に増額賃金の支給あり）

平日の7：30～11：30、
9：00～15：00、

15：00～19：00のいずれか
※応相談

給食の配膳および
後片付け、清掃等雑務

調理補助

④保育士パート

⑤保育所用務員

時給1,083円

●問い合わせ　①～⑪総務課　☎327-4111　　⑫学校教育課　☎327-2116

●問い合わせ　幼児支援課（巣南庁舎）☎327-2147 ●申込・問い合わせ　総務課　〒501-0293 瑞穂市別府 1288番地　☎327-4111　

令和元年度 補助職員募集
職 種 勤務内容 賃金等勤務時間人 数 勤務場所 必要資格

9月6日（金）必着 ※9月中に面談を行います締め切り 採用日～令和2年3月31日勤務期間
①～⑪履歴書（写真添付）・資格証明書の写しを総務課へ提出　⑫履歴書（写真添付）を学校教育課へ提出応募方法

1名
未満児の給食作り、
給食の配膳および
後片付け、
清掃等雑務

調理師⑥保育所調理員

ほづみ幼稚園 幼稚園教諭幼児教育若干名

原則として
平日の8:15～17:00

原則として
平日の10:00～14:00
※勤務時間は応相談

①幼稚園教諭

②幼稚園教諭
　パート

日額8,658円
※経験加算、通勤加算あり
（12月に増額賃金の支給あり）

時給1,083円

昭和59年4月2日以降に生まれたかたで､精神保健福祉士の資格を有するかた｡
または令和2年3月31日までに取得見込みのかた｡

※試験区分における基準は､次のとおりとします｡
･大学卒業程度:4年制大学卒業､または来春卒業予定のかた(大学院を含む)｡
･短大卒業程度:3年制短期大学､2年制短期大学､専修学校､専門学校などを卒業､または来春卒業予定のかた｡
　　　　　　　ただし､大学卒業程度のかたはこの区分での受験はできません｡

令和２年４月からの保育所・保育施設の利用申込みの受付を行います。

穂積庁舎3階 大会議室9月5日（木）～  6日（金）

9月9日（月）～13日（金）

※受付は９時～１７時です
※土・日・祝日は、閉庁のため受付を行いません

●施設の見学を希望するかたは、各保育所・保育施設へ直接電話で
　お申込みください。
●書類が全て揃った時点で受付とさせていただきます。記入もれや
　添付書類もれがないよう、「保育所・保育施設利用あんない」をよ
　く読んでご用意をお願いします。
●申込みの際は、申請書に押印した印鑑、マイナンバー確認書類お
　よび身分証明書を必ずお持ちください。
●募集人数を超える申込みがあった場合は、利用調整を行うため、ご
　希望にそえない場合がございますのでご了承ください。令和２年
　４月入所については、原則、本期間中に受付した申請を優先して利
　用調整を行います。

日にち 会　場

「保育所・保育施設利用あんない」など申込書類を、次の場所で配布しています。

■教養試験(120分) (大学卒業程度､短大卒業程度の2区分に分けて実施)
■事務適性検査(10分)
■特別性格検査(50分)
■精神保健福祉士専門試験(90分)※精神保健福祉士受験のかた
■保育士専門試験(90分)※保育士受験のかた
■作文(60分)※保育士受験のかた

■教養試験(75分)　　　　　■事務適性検査(10分)
■特別性格検査(50分)　　　■作文(60分)

　9月5日(木)8時30分から9月30日(月)17時15分まで､瑞穂市役所穂積庁舎2階総務課の窓口にて､試験申込書の配布と
　受付を行います｡土日祝日は行いません｡

保育所・保育施設利用申込みについて令和2年4月からの

幼児支援課（巣南庁舎）、福祉生活課（穂積庁舎）、
市内公立・私立各保育施設

受付期間・会場

受付期間・会場

巣南庁舎2階 大会議室

1名 配架業務、
カウンター業務など

児童生徒の
生活支援

司書図書館
土・日・祝日および長期休業期間の
平日(休館日を除く)のうち指定日の

9:30～18:15
時給906円⑩図書館司書

　(繁忙期)

1名

2名

母子保健や育児に
関する相談対応
および保健指導

保健師

健康推進課
保健センター

巣南保健センター
市内訪問先

日額11,178円
※通勤加算あり

（12月に増額賃金の支援あり）
⑪保健師

⑫学校等生活支援員

給食センター

市内小中学校

特にありません

特にありません

若干名

原則として
平日の８:00～１６:４５

※早番あり（７:３０～１６:１５）

原則として
平日の9:00～15:00

原則として
平日の8:30～17:15

原則として
平日の6時間

※時間帯は学校による

日額６，971円
※経験加算、通勤加算あり
（１２月に増額賃金の支給あり）

時給873円

時給849円

学校給食
（保育所、小・中学校）
の調理、給食センター
設備の清掃など

⑧調理員

⑨調理員パート

※いずれも①・②共通

さん
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子供の読書活動優秀図書館として瑞穂市図書館が
文部科学大臣から表彰されました！

みずほ教育便
Vol.30

教育
委員
会発

●問い合わせ　図書館（本館）☎326-2300、（分館）☎328-7070
 　　　　　　　http://www.library-mizuho-gifu.jp

瑞穂市図書館分館（西部複合センター2階）瑞穂市図書館分館（西部複合センター2階）

課題図書コーナー

児童図書コーナー

子育て本コーナー 玄関のイベント案内 幼児コーナー

大きな本コーナー

陽当りのよい
読書コーナー

おはなし室その時々の特設コーナー 親子で絵本を読めます

第2次瑞穂市子どもの読書活動推進計画による取組が現在進行中です！

本田小学校　毎日５時間目の前の１０分間 ピアネホン　ピアノを弾きながら読み聞かせをする
　　　　　 もの（PIANO+EHON→PIANEHON）

穂積北中学校　毎日朝の会前の１０分間 赤ちゃんとわらべうたであそぼう

　図書館分館は子ども用図書を備えた児童コーナーやおはなし室な
ど子ども向けの施設環境が充実しています。さらに子ども向けのイベ
ントが数多く開催されるなど、活発に子どもの読書活動を推進してい
る図書館であるということで、柴山文部科学大臣より表彰されました。
　市では第二次瑞穂市子どもの読書活動推進計画をもとに、「子ども
の読書活動推進会議」を定期的に開催しています。また、学校、保育
所、幼稚園、図書館、読書ボランティア団体、行政担当課が連携しなが
ら、今後もさまざまな取り組みを進めていきます！

▲読書通帳

　瑞穂市では、平成２７年度よりブックスタートを
実施し、１０か月児相談時にブックスタートセット
（絵本2冊と袋）をプレゼントしています。（定期的
に絵本は入れ替えています）
　「赤ちゃんと絵本を開く楽しいひとときを共に
する。」を、この取り組みのキャッチフレーズとし
ており、親子のふれあいづくり、本と親しくなる
きっかけづくりとなることを願っています。

ブックスタート事業

市内のすべての小中学校が
「全校読書の時間」を設けています！

図書館ではさまざまな
イベントを行っています！

　自分が読んだ本を記録してみませんか。ご希望のか
たは図書館でお申し出ください。市内の小・中学校、幼
稚園や保育所でも使用されています！

URL
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子供の読書活動優秀図書館として瑞穂市図書館が
文部科学大臣から表彰されました！

みずほ教育便
Vol.30

教育
委員
会発

●問い合わせ　図書館（本館）☎326-2300、（分館）☎328-7070
 　　　　　　　http://www.library-mizuho-gifu.jp

瑞穂市図書館分館（西部複合センター2階）瑞穂市図書館分館（西部複合センター2階）

課題図書コーナー

児童図書コーナー

子育て本コーナー 玄関のイベント案内 幼児コーナー

大きな本コーナー

陽当りのよい
読書コーナー

おはなし室その時々の特設コーナー 親子で絵本を読めます

第2次瑞穂市子どもの読書活動推進計画による取組が現在進行中です！

本田小学校　毎日５時間目の前の１０分間 ピアネホン　ピアノを弾きながら読み聞かせをする
　　　　　 もの（PIANO+EHON→PIANEHON）

穂積北中学校　毎日朝の会前の１０分間 赤ちゃんとわらべうたであそぼう

　図書館分館は子ども用図書を備えた児童コーナーやおはなし室な
ど子ども向けの施設環境が充実しています。さらに子ども向けのイベ
ントが数多く開催されるなど、活発に子どもの読書活動を推進してい
る図書館であるということで、柴山文部科学大臣より表彰されました。
　市では第二次瑞穂市子どもの読書活動推進計画をもとに、「子ども
の読書活動推進会議」を定期的に開催しています。また、学校、保育
所、幼稚園、図書館、読書ボランティア団体、行政担当課が連携しなが
ら、今後もさまざまな取り組みを進めていきます！

▲読書通帳

　瑞穂市では、平成２７年度よりブックスタートを
実施し、１０か月児相談時にブックスタートセット
（絵本2冊と袋）をプレゼントしています。（定期的
に絵本は入れ替えています）
　「赤ちゃんと絵本を開く楽しいひとときを共に
する。」を、この取り組みのキャッチフレーズとし
ており、親子のふれあいづくり、本と親しくなる
きっかけづくりとなることを願っています。

ブックスタート事業

市内のすべての小中学校が
「全校読書の時間」を設けています！

図書館ではさまざまな
イベントを行っています！

　自分が読んだ本を記録してみませんか。ご希望のか
たは図書館でお申し出ください。市内の小・中学校、幼
稚園や保育所でも使用されています！

URL
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●問い合わせ 【保育所、認定こども園などについて】 … 幼児支援課　☎327-2147
【幼稚園について】  ……………………… 学校教育課　☎327-2116
【障害児通園施設について】  …………… 福祉生活課　☎327-4123

①３～５歳　無償（就園奨励費の対象となっていた幼稚園は、月額25,700円まで）
※原則小学校就学前の3年間で、幼稚園は満３歳から

②０～２歳　住民税非課税世帯は無償
子どもが２人以上の世帯について負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所などを利用する最年長の子どもを第1子とカウン
トして、0歳から2歳までの第２子は半額、第３子以降は無償。 ※年収３６０万円未満相当世帯については、第１子の年齢は問わない。

●幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育事業　保育認定のかたは、手続きは不要です。教育認定のかたで、
預かり保育を併用する場合は、各園を通じて保育の必要性の認
定手続きなどについて案内します。

　各施設が保育の質の向上のために設定している費用や、給食費、通園送迎日、行事費、延長保育料などは無償化の対象外とな
り、これまでどおり保護者負担となります。金額については、各園を通じてお知らせします。

保育所、
認定こども園を利用

　無償化の対象となる子どものうち、年収３６０万円未満相当世帯の子どもと全ての世帯の第３子※以降の子どもについては副
食費が免除されます。 ※同一世帯にいる就学前で保育所などを利用している子どもの人数で数えます。

●副食費は免除される場合があります

●保育所に通う3～5歳児の場合
～令和元年9月まで～ ～令和元年１０月から～

　各園を通じて認定手続きなどについて案内します。幼稚園を利用

　無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定を受ける
必要があります。瑞穂市内の認可外保育施設などをご利用のか
たには、各園を通じて認定手続きなどについて案内します。
　市外の認可外保育施設などをご利用のかたは、申請書など
を幼児支援課、福祉生活課で配布しますので、9月中に申請して
ください。償還払いの請求方法については、10月以降に幼児支
援課窓口やホームページ等でご案内します。

認可外保育施設
などを利用

　特段の手続きは不要です。障害児通園施設

保育の必要性の認定を受けた場合、幼稚園の預かり保育は、利用実態に応じて月額11,300円まで無償（償還払い）。
●幼稚園の預かり保育（ほづみ幼稚園では預かり保育は行っていません）

3～5歳の障害児の発達支援利用料無償 ※幼稚園、保育所、認定こども園などと発達支援の両方を利用する場合は、いずれも対象。
●就学前の障害児の発達支援（障害児通園施設）・・・児童発達支援等

保育の必要性の認定とは

　保育所、認定こども園（保育園部）、地域型保育、企業主導型保育事業をご利用のかたは対象外です。
　保育所、認定こども園（幼稚園部）をご利用のかたで、幼稚園などの預かり保育時間が少ない場合には、対象となる場合があります。
①３～５歳
保育の必要性の認定を受けた場合、月額37,000円まで無償（償還払い）。
②０～２歳
保育の必要性があると認定された住民税非課税世帯に月額42,000円まで無償（償還払い）。
※認可外保育施設他、一時預かり事業や病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業などを対象とし、上限額の範囲内で複数のサー
ビスを組み合わせて利用することも可能。（①・②共通）

　就労や病気、介護などのため、家庭で十分な保育を
行うことができない場合に、保護者の申請に基づき市
町村が認定を行います。

住民税非課税世帯の0～2歳児についても無償化の対象となります。（認可外保育施設の場合、月額42,000円まで無償）

償還払いとは
　保育料・利用料を施設に支払い、その後、市へ申請を
行うと、支払った額の全部または一部が還付される仕組
みのことです。

幼児教育・保育の無償化の主なイメージ

給食費等は無償化の対象外です

今後の手続きについて

●認可外保育施設等

令和元年１０月1日から

幼稚園、保育所などを利用する　
子どもたちの利用料が無償化 されます

（注）幼稚園の預かり保育や認可外保育施設を利用している場合、無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定事由に該当することが必要となります。

対象者 対象となる施設・サービス 利用料（保育料）

幼稚園の預かり保育 幼稚園の利用に加え
月額11,300円まで無償

認可外保育施設、一時預り事業など 月額37,000円まで無償

幼稚園、認定こども園、障害児通園施設 無償
（幼稚園は月額25,700円まで）

幼稚園、保育所、認定こども園、
障害児通園施設、地域型保育、

企業主導型保育事業（標準的な利用料）

無償
（幼稚園は月額25,700円まで）

幼稚園、保育所、
認定こども園 障害児通園施設

ともに無償
（幼稚園は月額25,700円まで）

　　　  ３～５歳
保育の必要性の認定事由
に該当する子ども
・共働き家庭 
・ひとり親で働いて
 いる家庭など

  ３～５歳　上記以外
・専業主婦（夫）家庭など

＋

幼稚園、
認定こども園 障害児通園施設

ともに無償
（幼稚園は月額25,700円まで）＋

利用

利用

利用

利用（複数利用）

利用（複数利用）

利用（複数利用）

保育料
（副食費を除く）
が無償化
されます。

食費は、
引き続き
保護者負担
となります。

主食費（ごはんなど）

副食費（おかずなど）

主食費（ごはんなど）

副食費（おかずなど）

無償化保育料

保
護
者
負
担

保
護
者
負
担
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●問い合わせ 【保育所、認定こども園などについて】 … 幼児支援課　☎327-2147
【幼稚園について】  ……………………… 学校教育課　☎327-2116
【障害児通園施設について】  …………… 福祉生活課　☎327-4123

①３～５歳　無償（就園奨励費の対象となっていた幼稚園は、月額25,700円まで）
※原則小学校就学前の3年間で、幼稚園は満３歳から

②０～２歳　住民税非課税世帯は無償
子どもが２人以上の世帯について負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所などを利用する最年長の子どもを第1子とカウン
トして、0歳から2歳までの第２子は半額、第３子以降は無償。 ※年収３６０万円未満相当世帯については、第１子の年齢は問わない。

●幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育事業　保育認定のかたは、手続きは不要です。教育認定のかたで、
預かり保育を併用する場合は、各園を通じて保育の必要性の認
定手続きなどについて案内します。

　各施設が保育の質の向上のために設定している費用や、給食費、通園送迎日、行事費、延長保育料などは無償化の対象外とな
り、これまでどおり保護者負担となります。金額については、各園を通じてお知らせします。

保育所、
認定こども園を利用

　無償化の対象となる子どものうち、年収３６０万円未満相当世帯の子どもと全ての世帯の第３子※以降の子どもについては副
食費が免除されます。 ※同一世帯にいる就学前で保育所などを利用している子どもの人数で数えます。

●副食費は免除される場合があります

●保育所に通う3～5歳児の場合
～令和元年9月まで～ ～令和元年１０月から～

　各園を通じて認定手続きなどについて案内します。幼稚園を利用

　無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定を受ける
必要があります。瑞穂市内の認可外保育施設などをご利用のか
たには、各園を通じて認定手続きなどについて案内します。
　市外の認可外保育施設などをご利用のかたは、申請書など
を幼児支援課、福祉生活課で配布しますので、9月中に申請して
ください。償還払いの請求方法については、10月以降に幼児支
援課窓口やホームページ等でご案内します。

認可外保育施設
などを利用

　特段の手続きは不要です。障害児通園施設

保育の必要性の認定を受けた場合、幼稚園の預かり保育は、利用実態に応じて月額11,300円まで無償（償還払い）。
●幼稚園の預かり保育（ほづみ幼稚園では預かり保育は行っていません）

3～5歳の障害児の発達支援利用料無償 ※幼稚園、保育所、認定こども園などと発達支援の両方を利用する場合は、いずれも対象。
●就学前の障害児の発達支援（障害児通園施設）・・・児童発達支援等

保育の必要性の認定とは

　保育所、認定こども園（保育園部）、地域型保育、企業主導型保育事業をご利用のかたは対象外です。
　保育所、認定こども園（幼稚園部）をご利用のかたで、幼稚園などの預かり保育時間が少ない場合には、対象となる場合があります。
①３～５歳
保育の必要性の認定を受けた場合、月額37,000円まで無償（償還払い）。
②０～２歳
保育の必要性があると認定された住民税非課税世帯に月額42,000円まで無償（償還払い）。
※認可外保育施設他、一時預かり事業や病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業などを対象とし、上限額の範囲内で複数のサー
ビスを組み合わせて利用することも可能。（①・②共通）

　就労や病気、介護などのため、家庭で十分な保育を
行うことができない場合に、保護者の申請に基づき市
町村が認定を行います。

住民税非課税世帯の0～2歳児についても無償化の対象となります。（認可外保育施設の場合、月額42,000円まで無償）

償還払いとは
　保育料・利用料を施設に支払い、その後、市へ申請を
行うと、支払った額の全部または一部が還付される仕組
みのことです。

幼児教育・保育の無償化の主なイメージ

給食費等は無償化の対象外です

今後の手続きについて

●認可外保育施設等

令和元年１０月1日から

幼稚園、保育所などを利用する　
子どもたちの利用料が無償化 されます

（注）幼稚園の預かり保育や認可外保育施設を利用している場合、無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定事由に該当することが必要となります。

対象者 対象となる施設・サービス 利用料（保育料）

幼稚園の預かり保育 幼稚園の利用に加え
月額11,300円まで無償

認可外保育施設、一時預り事業など 月額37,000円まで無償

幼稚園、認定こども園、障害児通園施設 無償
（幼稚園は月額25,700円まで）

幼稚園、保育所、認定こども園、
障害児通園施設、地域型保育、

企業主導型保育事業（標準的な利用料）

無償
（幼稚園は月額25,700円まで）

幼稚園、保育所、
認定こども園 障害児通園施設

ともに無償
（幼稚園は月額25,700円まで）

　　　  ３～５歳
保育の必要性の認定事由
に該当する子ども
・共働き家庭 
・ひとり親で働いて
 いる家庭など

  ３～５歳　上記以外
・専業主婦（夫）家庭など

＋

幼稚園、
認定こども園 障害児通園施設

ともに無償
（幼稚園は月額25,700円まで）＋

利用

利用

利用

利用（複数利用）

利用（複数利用）

利用（複数利用）

保育料
（副食費を除く）
が無償化
されます。

食費は、
引き続き
保護者負担
となります。

主食費（ごはんなど）

副食費（おかずなど）

主食費（ごはんなど）

副食費（おかずなど）

無償化保育料

保
護
者
負
担

保
護
者
負
担
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くわしくは、岐阜市ホームページ「日曜救命講習」「夜間救命講習」をご覧ください。

9月の日曜・夜間救命講習
◆時間・内容
　①（  9:00～12:00）普通救命講習Ⅰ
　　 = 心肺蘇生法・AEDなどの救命講習
　②（10:00～12:00）ステップアップ講習
　　 = 救命入門コースまたはｅ-ラーニング講習を受講されたかたが対象
　③(19:00～20:30）救命入門コース
　　 = 胸骨圧迫とAEDの取扱い救命講習
◆対象者　岐阜市・瑞穂市・山県市・本巣市・北方町に在住・在勤・在学のかた
◆定　員　各２０人　※先着順　
◆受講料　無料　
◆申　込　各前日までに、電話または各消防署まで

期日 場所・申込先・問い合わせ
9月1日(日)
6日(金)

8日(日)

13日(金)

15日(日)
20日(金)

22日(日)

27日(金)

①②
③

①②

③

①②
③

①②

③

内容
岐阜中消防署（岐阜市美江寺町2-9）
瑞穂消防署（瑞穂市別府2451-1）
岐阜南消防署（岐阜市茜部本郷1-12）
山県消防署（山県市高木1291-2）
岐阜北消防署（岐阜市鷺山1769-496）
本巣消防署（本巣郡北方町加茂1-23）
瑞穂消防署
岐阜中消防署
岐阜北消防署
本巣消防署
岐阜南消防署
山県消防署

☎262-7165
☎327-0119
☎272-2012
☎0581-22-0119
☎231-5308
☎324-0119

あなたの住まいは
　　大丈夫ですか？
　近年、大規模地震が多発しており、地震活動が活発化していま
す。また、南海トラフ巨大地震の発生も危惧されています。自分自
身や大切な家族を守るためにも、建築物の耐震化を行いましょう。

第２期：９月2日（月）～１3日（金）
第３期：令和2年
　　　１月6日（月）～10日（金）
※土・日および祝日を除く

● 受付期間

12月１3日（金）まで（予定）
※土・日および祝日を除く

● 受付期間

 

木造住宅の無料耐震診断まずは耐震診断を

建築物の耐震診断補助金木造住宅以外の建物の耐震診断は…

木造住宅の耐震改修工事補助金耐震化が必要と判断されたら…

●問い合わせ　都市開発課（巣南庁舎）　☎327-2101

● 診断の条件
　 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
● 募集棟数
　 18棟（申込順） 

● 補助の条件
　 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅以外の建築物
● 募集棟数
　 1棟（申込順） 

　岐阜県木造住宅耐震相談士が診断を行い、診断結果と補強例を説明します。

　診断にかかる費用の一部を補助します。

12月１3日（金）まで（予定）
※土・日および祝日を除く

● 受付期間● 補助の条件
　 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
● 募集棟数
　 3棟（申込順） 

　耐震診断の後、補強工事にかかる費用の一部を補助します。 電気契約の切り替えトラブルにご注意
●電力会社などから電話を受けた際は、事
業者名や内容をよく確認し、必要なけれ
ばきっぱり断りましょう。

●切り替えに必要な住所や特定番号など
の情報は、現在契約している会社が発行
する検針票に記載されています。検針票
の記載情報を伝えたところ、勝手に別の
会社への切り替え手続きをされていたと
いうケースもあります。安易に検針票の
記載情報は伝えないようにしましょう。

●不審に思うことがあれば、瑞穂市消費生
活相談室へ早めに相談してください。

知らない事業者から「今よりも電気料金が
安くなる。電気料金の明細を教えてほし
い。」と電話があった。よくわからずに言われ

るまま検針票に書かれた番号などの情報を伝えると、
封書が届いた。数日後、書類は届いているかと電話が
あり、そこで初めて封書は電気契約の切り替え手続き
書類であったこと、一週間前の電話で契約の申し
込みをしたことになっていたことがわかった。

事例

消費生活相談室だより

消費者への
アドバイス

　瑞穂市消費生活相談室　☎322-6517
　消費者ホットライン（局番なし）188
　岐阜県県民生活相談センター　☎277-1003

イ ヤ ヤ！

●問い合わせ　 

●問い合わせ　商工農政観光課（巣南庁舎）　☎327-2103

農業委員会からのお知らせ

●問い合わせ　環境課（巣南庁舎）　☎327-4127

　以上、４品目です。この４品目は家電リサイクル法によりリサイクルが義務付けられており、排出者がリサイクル費用と
収集運搬費用を負担することになっています。

家電リサイクル法対象品目の処理方法
◯エアコン
◯テレビ（ブラウン管式、液晶・プラズマ式）

◯電気冷蔵庫・電気冷凍庫
◯電気洗濯機・衣類乾燥機

これらは美来の森や巣南集積場には持ち込みができません！

処分方法

家電リサイクル法
対象品目とは

あれこれ
環境

【買い替えの場合】 新しい製品を購入する販売店に処分の依頼をしてください。
【処分のみの場合】 処分する製品を購入した販売店に処分の依頼をしてください。
【上記の方法で処分できない場合】 以下の３種類の方法より選択してください。

１．近くの家電量販店に引き取りをしているかを確認してから、
   引き取りを依頼
２．市の一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼

３．自分で指定取引場所に持ち込み

一般廃棄物収集運搬許可業者

中央清掃㈱

㈱野々村商店

㈲揖斐・本巣クリーナー

東海環境サービスセンター

電話番号

058-326-3421

058-327-4030

058-323-0707

0584-62-6662

対象地域

穂積地域

穂積地域

巣南地域

市内全域

最寄りの指定取引場所

㈱斉藤商店

西濃運輸㈱六条倉庫

所在地

岐阜市六条大溝1-10

電話番号

0585-34-3855

058-272-0155

揖斐郡大野町大字加納
字六反田西1330-10

郵便局でリサイクル料金を支払い、リサイクル券を添えて
製品を上表の指定取引場所に直接持ち込んでください。
※リサイクル料金については、メーカーや型番、サイズ、容量など
を控えたうえで、郵便局にお尋ねください。

８月から順次「農地パトロール」を
実施します

　農地法に基づき、農地利用最適化推進委員や農業委員
が、農地の利用状況を調査（農地パトロール）します。
　今一度、所有する農地の状況を確認し、適正に管理をし
てください。

「自ら耕作するのはイヤ」
「貸すのもイヤ」は
　　　　　認めません！！
　どうして遊休農地はダメなの？

　最近、担い手不足や高齢化などから遊休農地が増加し
ています。耕作をしないでいると、雑草が生い茂り、病害虫
の発生源となります。近隣の農地や周辺の生活環境に悪
影響をもたらし、さまざまな問題が発生します。

遊休農地の所有者に対し、農業委員会が「所有者自ら
耕作するか」「誰かに貸し付けるか」の意向を確認

意向どおりの取り組みが行われない場合や、一定期間
内に意向が確認できない場合は、農地法に基づき法
的措置を講じます

パトロールの目的
①遊休農地や荒廃農地を解消
農地を所有または借りている人が適正に耕作
をしなければならないことが、法律で明確に
規定されています。（農地法第２条の２）
②無断転用の確認
許可を受けずに無断で農地を転用することは農地法違反
です。農地転用は、事前に許可または届出が必要です。
※農地転用…農地を農地以外の状態にすること
※無断転用を発見した場合、農地法に基づき厳正
に対処します
※悪質な場合は、県知事からの現状回復命令や3
年以下の懲役または300万円以下の罰金（法
人は1億円以下の罰金）が課せられます

※相続税の納税猶予の適用を受けている農地が遊休農地となった場合
　相続した日に遡って相続税及び利子税を納税することもあります。
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くわしくは、岐阜市ホームページ「日曜救命講習」「夜間救命講習」をご覧ください。

9月の日曜・夜間救命講習
◆時間・内容
　①（  9:00～12:00）普通救命講習Ⅰ
　　 = 心肺蘇生法・AEDなどの救命講習
　②（10:00～12:00）ステップアップ講習
　　 = 救命入門コースまたはｅ-ラーニング講習を受講されたかたが対象
　③(19:00～20:30）救命入門コース
　　 = 胸骨圧迫とAEDの取扱い救命講習
◆対象者　岐阜市・瑞穂市・山県市・本巣市・北方町に在住・在勤・在学のかた
◆定　員　各２０人　※先着順　
◆受講料　無料　
◆申　込　各前日までに、電話または各消防署まで

期日 場所・申込先・問い合わせ
9月1日(日)
6日(金)

8日(日)

13日(金)

15日(日)
20日(金)

22日(日)

27日(金)

①②
③

①②

③

①②
③

①②

③

内容
岐阜中消防署（岐阜市美江寺町2-9）
瑞穂消防署（瑞穂市別府2451-1）
岐阜南消防署（岐阜市茜部本郷1-12）
山県消防署（山県市高木1291-2）
岐阜北消防署（岐阜市鷺山1769-496）
本巣消防署（本巣郡北方町加茂1-23）
瑞穂消防署
岐阜中消防署
岐阜北消防署
本巣消防署
岐阜南消防署
山県消防署

☎262-7165
☎327-0119
☎272-2012
☎0581-22-0119
☎231-5308
☎324-0119

あなたの住まいは
　　大丈夫ですか？
　近年、大規模地震が多発しており、地震活動が活発化していま
す。また、南海トラフ巨大地震の発生も危惧されています。自分自
身や大切な家族を守るためにも、建築物の耐震化を行いましょう。

第２期：９月2日（月）～１3日（金）
第３期：令和2年
　　　１月6日（月）～10日（金）
※土・日および祝日を除く

● 受付期間

12月１3日（金）まで（予定）
※土・日および祝日を除く

● 受付期間

 

木造住宅の無料耐震診断まずは耐震診断を

建築物の耐震診断補助金木造住宅以外の建物の耐震診断は…

木造住宅の耐震改修工事補助金耐震化が必要と判断されたら…

●問い合わせ　都市開発課（巣南庁舎）　☎327-2101

● 診断の条件
　 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
● 募集棟数
　 18棟（申込順） 

● 補助の条件
　 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅以外の建築物
● 募集棟数
　 1棟（申込順） 

　岐阜県木造住宅耐震相談士が診断を行い、診断結果と補強例を説明します。

　診断にかかる費用の一部を補助します。

12月１3日（金）まで（予定）
※土・日および祝日を除く

● 受付期間● 補助の条件
　 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
● 募集棟数
　 3棟（申込順） 

　耐震診断の後、補強工事にかかる費用の一部を補助します。 電気契約の切り替えトラブルにご注意
●電力会社などから電話を受けた際は、事
業者名や内容をよく確認し、必要なけれ
ばきっぱり断りましょう。

●切り替えに必要な住所や特定番号など
の情報は、現在契約している会社が発行
する検針票に記載されています。検針票
の記載情報を伝えたところ、勝手に別の
会社への切り替え手続きをされていたと
いうケースもあります。安易に検針票の
記載情報は伝えないようにしましょう。

●不審に思うことがあれば、瑞穂市消費生
活相談室へ早めに相談してください。

知らない事業者から「今よりも電気料金が
安くなる。電気料金の明細を教えてほし
い。」と電話があった。よくわからずに言われ

るまま検針票に書かれた番号などの情報を伝えると、
封書が届いた。数日後、書類は届いているかと電話が
あり、そこで初めて封書は電気契約の切り替え手続き
書類であったこと、一週間前の電話で契約の申し
込みをしたことになっていたことがわかった。

事例

消費生活相談室だより

消費者への
アドバイス

　瑞穂市消費生活相談室　☎322-6517
　消費者ホットライン（局番なし）188
　岐阜県県民生活相談センター　☎277-1003

イ ヤ ヤ！

●問い合わせ　 

●問い合わせ　商工農政観光課（巣南庁舎）　☎327-2103

農業委員会からのお知らせ

●問い合わせ　環境課（巣南庁舎）　☎327-4127

　以上、４品目です。この４品目は家電リサイクル法によりリサイクルが義務付けられており、排出者がリサイクル費用と
収集運搬費用を負担することになっています。

家電リサイクル法対象品目の処理方法
◯エアコン
◯テレビ（ブラウン管式、液晶・プラズマ式）

◯電気冷蔵庫・電気冷凍庫
◯電気洗濯機・衣類乾燥機

これらは美来の森や巣南集積場には持ち込みができません！

処分方法

家電リサイクル法
対象品目とは

あれこれ
環境

【買い替えの場合】 新しい製品を購入する販売店に処分の依頼をしてください。
【処分のみの場合】 処分する製品を購入した販売店に処分の依頼をしてください。
【上記の方法で処分できない場合】 以下の３種類の方法より選択してください。

１．近くの家電量販店に引き取りをしているかを確認してから、
   引き取りを依頼
２．市の一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼

３．自分で指定取引場所に持ち込み

一般廃棄物収集運搬許可業者

中央清掃㈱

㈱野々村商店

㈲揖斐・本巣クリーナー

東海環境サービスセンター

電話番号

058-326-3421

058-327-4030

058-323-0707

0584-62-6662

対象地域

穂積地域

穂積地域

巣南地域

市内全域

最寄りの指定取引場所

㈱斉藤商店

西濃運輸㈱六条倉庫

所在地

岐阜市六条大溝1-10

電話番号

0585-34-3855

058-272-0155

揖斐郡大野町大字加納
字六反田西1330-10

郵便局でリサイクル料金を支払い、リサイクル券を添えて
製品を上表の指定取引場所に直接持ち込んでください。
※リサイクル料金については、メーカーや型番、サイズ、容量など
を控えたうえで、郵便局にお尋ねください。

８月から順次「農地パトロール」を
実施します

　農地法に基づき、農地利用最適化推進委員や農業委員
が、農地の利用状況を調査（農地パトロール）します。
　今一度、所有する農地の状況を確認し、適正に管理をし
てください。

「自ら耕作するのはイヤ」
「貸すのもイヤ」は
　　　　　認めません！！
　どうして遊休農地はダメなの？

　最近、担い手不足や高齢化などから遊休農地が増加し
ています。耕作をしないでいると、雑草が生い茂り、病害虫
の発生源となります。近隣の農地や周辺の生活環境に悪
影響をもたらし、さまざまな問題が発生します。

遊休農地の所有者に対し、農業委員会が「所有者自ら
耕作するか」「誰かに貸し付けるか」の意向を確認

意向どおりの取り組みが行われない場合や、一定期間
内に意向が確認できない場合は、農地法に基づき法
的措置を講じます

パトロールの目的
①遊休農地や荒廃農地を解消
農地を所有または借りている人が適正に耕作
をしなければならないことが、法律で明確に
規定されています。（農地法第２条の２）
②無断転用の確認
許可を受けずに無断で農地を転用することは農地法違反
です。農地転用は、事前に許可または届出が必要です。
※農地転用…農地を農地以外の状態にすること
※無断転用を発見した場合、農地法に基づき厳正
に対処します
※悪質な場合は、県知事からの現状回復命令や3
年以下の懲役または300万円以下の罰金（法
人は1億円以下の罰金）が課せられます

※相続税の納税猶予の適用を受けている農地が遊休農地となった場合
　相続した日に遡って相続税及び利子税を納税することもあります。
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●申込・問い合わせ
本田コミュニティセンター
〒501-0236 本田977番地1
☎329-1600　　329-1601

牛牧北部防災コミュニティセンター
〒501-0235  十九条413番地1
☎329-0147　　329-0148

牛牧南部コミュニティセンター　つどいの泉
〒501-0234 牛牧1580番地1
☎329-1511　　329-1512

コミュニティセンターからのお知らせ
牛牧南部コミュニティセンター つどいの泉

≪敬老の日イベントのご案内≫
～おじいさん、おばあさんの似顔絵を描いてプレゼントしよう～

幼児プール開設のお知らせ
コミュニティセンター ３館同時開催

■内　容　色画用紙に、おじいさん、おばあさんの似顔絵を描き、感謝
　　　　　の言葉を添えて、プレゼントを作ります。

■内　容　幼児プールを次の期間
　　　　　オープンします。
　　　　　くわしくは受付窓口やお電話
　　　　　などでお問い合わせください。■期　間　９月１６日（月・祝）まで　９：00～２０：00
■期　間　９月１５日（日）まで
　　　　　１０：00～１５：00

■対　象　幼児から大人まで　ご家族でのご参加、大歓迎です。

■対　象　おむつがとれている未就学の
　　　　　お子さん

■料　金　無料
■その他　事前の申し込みは不要です。
　　　　　制作に必要なものはコミセンで
　　　　　用意します。

トレーニングルーム・
歩行用温水プール
講習会のお知らせ

４日（金）　１８：４５～２１：００
１７日（木）　　９：４５～１２：００
２４日（木）　１８：４５～２１：００

２日（月）　　9：４５～12：００
１３日（金）　18：４５～21：００
２６日（木）　　9：４５～12：００

 

下牛牧自治会No.18

●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

　地域のつながりづくりは、あなたの思いから始まります。
あなた自身が「地域で自分ができること」を見つけるヒントにしていただきたいと思います。

　市では、地域の公園の草などの管理を、地域の皆さんに
ご協力いただいておりますが、夏に向けての草木の成長
は、勢いがあり圧倒されるばかりで頭の痛い問題です。
　今月のレポートでは、公園の掃除に地域のみんなで取り
組むことを始めた下牛牧自治会についてお伝えしたいと
思います。

「地域の課題」探しから
　今年度から、自治会長になられた高田紀夫さんは、年度
当初から、自治会の世代を越えた皆さんで何か取り組め
ることがないかと考えていました。と言うのも、下牛牧自
治会の辺りは、新築一戸建てがどんどん建ち、転入者が多
い状況にあります。子どもさんのいる世帯も多いので、自
治会の取り組みとして、世代や新旧住民の枠を越えて、一
緒に活動できるような事業の必要性を感じていました。
　そこで、目を付けたのが地域の公園の草です。下牛牧
自治会内には、八幡神社の東西に２つの公園があります。
ここの草の管理は、今までは役員の皆さんで、除草剤を
使って行っていました。しかし、子どもたちが遊ぶ公園な
ので、安全性や環境的にベストの方法ではないと考え、草
の管理を地域のみんなで取り組めばよいのではないかと
いうことになったようです。
　「世代を越えた活動づくり」と「公園の草の管理」とい
う２つの地域課題を上手く組み合わせ、自治会の取り組み
として実現したということです。

9月の講習会

10月の講習会

地域コミュニティレポート
～心をつなぐプロローグ～
地域の環境美化で「つながりづくり」も！

地域コミュニティレポート
～心をつなぐプロローグ～
地域の環境美化で「つながりづくり」も！

たくさんの参加！みんなの力は素晴らしい！
　役員の皆さんで当日に向けて準備を進めましたが、初
めてのことで、天気や、みんな集まってくれるのか心配も
されていました。
　でも、実施日の6月23日(日)は、梅雨の時期にも関わら
ず天気にも恵まれ、合計１２４名ものかたが参加してくれま
した。参加者の内訳は、大人が93人、子どもが31人と幅広
い世代のかたが一緒に活動することができました。
　東公園、西公園の草取りと、国道
沿いのゴミ拾いに作業は分担して
行われ、たくさんのかたに協力いた
だき、あっという間に公園の草も、国
道沿いのゴミもきれいになくなりま
した。

コミュニケーションの場づくりの大切さ
　高田自治会長は、「自治会の行事として、草を取ること
も大事ですが、何より皆さんが楽しんで参加いただき嬉し
かったです。」と笑顔で話されました。
　また、「地域の皆さんがコミュニケーションをとってい
ただく場を整えることも、我々役員にとって大事な務めで
あると改めて実感したところです。」と、とても大切なこと
を改めて実感されたようでした。
　忙しい日常の生活の中で、ご近所の皆さんと話す機会
は、あるようでほとんどないのが現実です。こんな現代社
会の生活が、地域コミュニティの希薄化の一因でもあると
思います。
　顔を見て話しをすることは本当に大切で、そこからコ
ミュニティは始まると思います。そんな機会を作られたこ
とは本当に大切なことだと思います。

応募書類は返却しませんので、ご了承ください。

応募書類をもとに選考し、結果は書面で公募者全員に通知します。

９月２７日（金）17：15 まで

◯応募時の年齢が満18歳以上で、市に在住、在勤または在学しているかた
◯地域福祉に関心があるかた
◯応募の時、本市の他の１機関を超える審議会などの委員として委嘱を受けていないこと
◯平日（原則昼間）に開催される会議に出席できるかた
◯本市の市議会議員および市の職員でないかた

瑞穂市地域福祉計画策定についての調査および審議

令和元年度 １～２回程度、令和２年度 ３～４回程度

委嘱の日から計画策定終了日（令和３年３月末予定）

「①応募用紙」および「②小論文」をご提出ください。
　①応募用紙 住所・氏名・生年月日・電話番号・応募動機などを記入してください。
　②小論文 ４００字程度で様式は自由です。
　　テーマは「瑞穂市の目指す地域福祉の姿」です。
　※「公募用紙」および「小論文（参考）」の様式は、市公式ホームページ（http://www.city.mizuho.lg.jp）または
　　地域福祉高齢課（総合センター１階）、市民窓口課（巣南庁舎）で入手できます。

次のいずれかの方法により募集期限までに提出してください。
◯郵送 ： 501-0222 瑞穂市別府1283番地（総合センター１階）瑞穂市役所 地域福祉高齢課 宛（当日消印有効）
◯持参 ： 地域福祉高齢課（総合センター１階）または市民窓口課（巣南庁舎）までご持参ください。

１５人以内（公募委員含む）

●問い合わせ　地域福祉高齢課（総合センター）　☎327-4126

委 員 数

５人募集人員

任　　期

開催回数

内　　容

日額6,000円を支給（委員会などに出席の場合）報　　酬

応募資格
※いずれにも
該当するかた

公募書類

提出方法
※FAX、電子
メールは不可

募集期間

選考結果

そ の 他

瑞穂市地域福祉計画策定委員会 委員を公募します！

委
員
会
の
概
要

募
集
要
領

応
募
方
法

【加齢によるさまざまな変化】 【高齢者ドライバーの交通事故の防止】
◇認知機能の低下
・視力の低下
視力の低下や視野が狭くなり、相手車両の
見落としや道路形態を誤認する。
・聴力の低下
他車の音、踏切警報機、緊急車両の接近に
気がつかない。

◇判断能力の低下
・とっさの判断の遅れにより、操作の誤りを
招く。特に、複数の情報が入ってきた際の
判断能力が低くなっている。

◇操作能力の低下
・身体能力の低下と相まって、瞬間的対応が
できない。

◇身体的・認知能力の変化を自覚する
・車間距離を十分にとる。
・安全な速度で慎重に運転する。
◇無理のない運転
集中力が持続できなくなることから遠出を避けたり、こまめな休憩に努める。
◇走りやすいコースの選定
複雑な構造の交差点は避けるなど、あらかじめ通行しやすい道を選ぶ。
◇豊富な運転経験があるが油断をしない
運転経験豊富なことから、加齢にともない運転に自信を持った高齢ドライバー
が増加する傾向にあるが、身体機能の低下を自覚して自分を過信しない。
◇サポートカーなどの活用
急発進の抑止や路外逸脱防止など運転を支援する機能を備えた車
の利用や後付けでこれらの機能を取り付けるなどの活用に努める。

高齢ドライバーによる交通事故多発!!民市 全 報安 情

●問い合わせ　市民協働安全課　　☎327-4130　

　交通死亡事故全体の数が減る一方、高齢ドライバーの事故による事故の割合は増加しています。６月には幸いけ
が人はありませんでしたが、高齢ドライバーによる市内国道２１号線での逆走による物損事故が発生しています。
　また、７月には県内各地で高齢ドライバーが
　　●縁石に乗り上げた後、対向車線にはみ出し大型貨物と衝突
　　●堤防道路を走行中、道路右側に転落　　  ●林道から転落
　など、運転操作が原因とみられる交通死亡事故も発生しています。
　加齢に伴う身体機能の変化を自覚して必要な対策を取るなど、事故防止に努めましょう。
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●申込・問い合わせ
本田コミュニティセンター
〒501-0236 本田977番地1
☎329-1600　　329-1601

牛牧北部防災コミュニティセンター
〒501-0235  十九条413番地1
☎329-0147　　329-0148

牛牧南部コミュニティセンター　つどいの泉
〒501-0234 牛牧1580番地1
☎329-1511　　329-1512

コミュニティセンターからのお知らせ
牛牧南部コミュニティセンター つどいの泉

≪敬老の日イベントのご案内≫
～おじいさん、おばあさんの似顔絵を描いてプレゼントしよう～

幼児プール開設のお知らせ
コミュニティセンター ３館同時開催

■内　容　色画用紙に、おじいさん、おばあさんの似顔絵を描き、感謝
　　　　　の言葉を添えて、プレゼントを作ります。

■内　容　幼児プールを次の期間
　　　　　オープンします。
　　　　　くわしくは受付窓口やお電話
　　　　　などでお問い合わせください。■期　間　９月１６日（月・祝）まで　９：00～２０：00
■期　間　９月１５日（日）まで
　　　　　１０：00～１５：00

■対　象　幼児から大人まで　ご家族でのご参加、大歓迎です。

■対　象　おむつがとれている未就学の
　　　　　お子さん

■料　金　無料
■その他　事前の申し込みは不要です。
　　　　　制作に必要なものはコミセンで
　　　　　用意します。

トレーニングルーム・
歩行用温水プール
講習会のお知らせ

４日（金）　１８：４５～２１：００
１７日（木）　　９：４５～１２：００
２４日（木）　１８：４５～２１：００

２日（月）　　9：４５～12：００
１３日（金）　18：４５～21：００
２６日（木）　　9：４５～12：００

 

下牛牧自治会No.18

●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

　地域のつながりづくりは、あなたの思いから始まります。
あなた自身が「地域で自分ができること」を見つけるヒントにしていただきたいと思います。

　市では、地域の公園の草などの管理を、地域の皆さんに
ご協力いただいておりますが、夏に向けての草木の成長
は、勢いがあり圧倒されるばかりで頭の痛い問題です。
　今月のレポートでは、公園の掃除に地域のみんなで取り
組むことを始めた下牛牧自治会についてお伝えしたいと
思います。

「地域の課題」探しから
　今年度から、自治会長になられた高田紀夫さんは、年度
当初から、自治会の世代を越えた皆さんで何か取り組め
ることがないかと考えていました。と言うのも、下牛牧自
治会の辺りは、新築一戸建てがどんどん建ち、転入者が多
い状況にあります。子どもさんのいる世帯も多いので、自
治会の取り組みとして、世代や新旧住民の枠を越えて、一
緒に活動できるような事業の必要性を感じていました。
　そこで、目を付けたのが地域の公園の草です。下牛牧
自治会内には、八幡神社の東西に２つの公園があります。
ここの草の管理は、今までは役員の皆さんで、除草剤を
使って行っていました。しかし、子どもたちが遊ぶ公園な
ので、安全性や環境的にベストの方法ではないと考え、草
の管理を地域のみんなで取り組めばよいのではないかと
いうことになったようです。
　「世代を越えた活動づくり」と「公園の草の管理」とい
う２つの地域課題を上手く組み合わせ、自治会の取り組み
として実現したということです。

9月の講習会

10月の講習会

地域コミュニティレポート
～心をつなぐプロローグ～
地域の環境美化で「つながりづくり」も！

地域コミュニティレポート
～心をつなぐプロローグ～
地域の環境美化で「つながりづくり」も！

たくさんの参加！みんなの力は素晴らしい！
　役員の皆さんで当日に向けて準備を進めましたが、初
めてのことで、天気や、みんな集まってくれるのか心配も
されていました。
　でも、実施日の6月23日(日)は、梅雨の時期にも関わら
ず天気にも恵まれ、合計１２４名ものかたが参加してくれま
した。参加者の内訳は、大人が93人、子どもが31人と幅広
い世代のかたが一緒に活動することができました。
　東公園、西公園の草取りと、国道
沿いのゴミ拾いに作業は分担して
行われ、たくさんのかたに協力いた
だき、あっという間に公園の草も、国
道沿いのゴミもきれいになくなりま
した。

コミュニケーションの場づくりの大切さ
　高田自治会長は、「自治会の行事として、草を取ること
も大事ですが、何より皆さんが楽しんで参加いただき嬉し
かったです。」と笑顔で話されました。
　また、「地域の皆さんがコミュニケーションをとってい
ただく場を整えることも、我々役員にとって大事な務めで
あると改めて実感したところです。」と、とても大切なこと
を改めて実感されたようでした。
　忙しい日常の生活の中で、ご近所の皆さんと話す機会
は、あるようでほとんどないのが現実です。こんな現代社
会の生活が、地域コミュニティの希薄化の一因でもあると
思います。
　顔を見て話しをすることは本当に大切で、そこからコ
ミュニティは始まると思います。そんな機会を作られたこ
とは本当に大切なことだと思います。

応募書類は返却しませんので、ご了承ください。

応募書類をもとに選考し、結果は書面で公募者全員に通知します。

９月２７日（金）17：15 まで

◯応募時の年齢が満18歳以上で、市に在住、在勤または在学しているかた
◯地域福祉に関心があるかた
◯応募の時、本市の他の１機関を超える審議会などの委員として委嘱を受けていないこと
◯平日（原則昼間）に開催される会議に出席できるかた
◯本市の市議会議員および市の職員でないかた

瑞穂市地域福祉計画策定についての調査および審議

令和元年度 １～２回程度、令和２年度 ３～４回程度

委嘱の日から計画策定終了日（令和３年３月末予定）

「①応募用紙」および「②小論文」をご提出ください。
　①応募用紙 住所・氏名・生年月日・電話番号・応募動機などを記入してください。
　②小論文 ４００字程度で様式は自由です。
　　テーマは「瑞穂市の目指す地域福祉の姿」です。
　※「公募用紙」および「小論文（参考）」の様式は、市公式ホームページ（http://www.city.mizuho.lg.jp）または
　　地域福祉高齢課（総合センター１階）、市民窓口課（巣南庁舎）で入手できます。

次のいずれかの方法により募集期限までに提出してください。
◯郵送 ： 501-0222 瑞穂市別府1283番地（総合センター１階）瑞穂市役所 地域福祉高齢課 宛（当日消印有効）
◯持参 ： 地域福祉高齢課（総合センター１階）または市民窓口課（巣南庁舎）までご持参ください。

１５人以内（公募委員含む）

●問い合わせ　地域福祉高齢課（総合センター）　☎327-4126

委 員 数

５人募集人員

任　　期

開催回数

内　　容

日額6,000円を支給（委員会などに出席の場合）報　　酬

応募資格
※いずれにも
該当するかた

公募書類

提出方法
※FAX、電子
メールは不可

募集期間

選考結果

そ の 他

瑞穂市地域福祉計画策定委員会 委員を公募します！

委
員
会
の
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要

募
集
要
領

応
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方
法

【加齢によるさまざまな変化】 【高齢者ドライバーの交通事故の防止】
◇認知機能の低下
・視力の低下
視力の低下や視野が狭くなり、相手車両の
見落としや道路形態を誤認する。
・聴力の低下
他車の音、踏切警報機、緊急車両の接近に
気がつかない。

◇判断能力の低下
・とっさの判断の遅れにより、操作の誤りを
招く。特に、複数の情報が入ってきた際の
判断能力が低くなっている。

◇操作能力の低下
・身体能力の低下と相まって、瞬間的対応が
できない。

◇身体的・認知能力の変化を自覚する
・車間距離を十分にとる。
・安全な速度で慎重に運転する。
◇無理のない運転
集中力が持続できなくなることから遠出を避けたり、こまめな休憩に努める。
◇走りやすいコースの選定
複雑な構造の交差点は避けるなど、あらかじめ通行しやすい道を選ぶ。
◇豊富な運転経験があるが油断をしない
運転経験豊富なことから、加齢にともない運転に自信を持った高齢ドライバー
が増加する傾向にあるが、身体機能の低下を自覚して自分を過信しない。
◇サポートカーなどの活用
急発進の抑止や路外逸脱防止など運転を支援する機能を備えた車
の利用や後付けでこれらの機能を取り付けるなどの活用に努める。

高齢ドライバーによる交通事故多発!!民市 全 報安 情

●問い合わせ　市民協働安全課　　☎327-4130　

　交通死亡事故全体の数が減る一方、高齢ドライバーの事故による事故の割合は増加しています。６月には幸いけ
が人はありませんでしたが、高齢ドライバーによる市内国道２１号線での逆走による物損事故が発生しています。
　また、７月には県内各地で高齢ドライバーが
　　●縁石に乗り上げた後、対向車線にはみ出し大型貨物と衝突
　　●堤防道路を走行中、道路右側に転落　　  ●林道から転落
　など、運転操作が原因とみられる交通死亡事故も発生しています。
　加齢に伴う身体機能の変化を自覚して必要な対策を取るなど、事故防止に努めましょう。
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▲トートバッグに野菜のスタンプを押す児童

あかあおみどり、
やさいで彩る自分のバッグ
あかあおみどり、
やさいで彩る自分のバッグ8月1日

（木） やさいのスタンプで図書館バッグをつくろう！ 図書館分館

　５歳から小学校３年生までの１８名が参加しました。はじめに
野菜の断面あてクイズをして、いろんな野菜のかたちを学びま
した。その後、青緑赤黄の４色のアクリル絵の具を使って、れん
こんやおくら、ゴーヤなど本物の野菜に色を塗ってオリジナル
バッグを作りまし
た。中には手や顔
に絵の具をつけな
がら一生懸命つ
くっている子どもた
ちもいました。

全国大会へ向けて全国大会へ向けて６月２７日
（木） ソフトテニス全国大会出場報告 公室

　市内の小学生・
高校生が、県代
表として全日本
小学生ソフトテニ
ス選手権大会、
全国高等学校総
合体育大会への
出場を市長に報
告しました。

誕生、小さな剣士誕生、小さな剣士７月２２日
（月） 瑞穂市トップアスリート育成支援事業 朝日大学フェンシング場

　市内の小学生が朝日大学体育会フェンシング部の部員たちから
フェンシングの基本を学びました。
　合図に合わせて前後に動いたり、剣を突く動作の練習をし、そ
の後部員らと試合を行いました。慣れない動作に戸惑う子どもた
ちでしたが、試合後には満足そうな笑みを浮かべていました。

今年も来たぞ！ みずほ場所今年も来たぞ！ みずほ場所７月２７日
（土） わんぱくすもう大会 市民センター

 小学校1年生から６年生の児童が参加して、男子は学年ご
とに、女子は２学年ごとに対戦しました。体の小さなわんぱ
く力士も相手の両脇に腕を差し入れ、相手の体を浮かせて
巧みに攻撃を封じていました。

JR穂積駅周辺のあるべき姿とは７月１６日
（火） JR穂積駅周辺整備研究会報告書提出 市長室

　ＪＲ穂積駅周辺整備研究会の岡村明夫会長が研究会の成
果報告のため来庁しました。研究会は今後のJR穂積駅周辺
のまちづくりの方針や事業化に向けた計画の検討を行うこと
を目的に設置され、５回にわたる会議のまとめとして提言を
盛り込んだ報告書を市
長に提出しました。
　報告書を受け取った
市長は「内容を十分に
拝見し、政策に活かし
ながら駅周辺の整備を
進めていきたい。」と
答えました。

夜市、ふれあいを楽しむ空間７月２６日
（金） 第６回ほづみ夜市 穂積駅周辺

　この日は台風６号が接近していましたが、日中は暑いほど
の陽気で、無事に第６回目となるほづみ夜市を開催しました。
　毎週金曜日恒例の駅南金曜市には、開始と同時に多くの
人が詰めかけ、新鮮な野菜を買ったり、お話をしたりと普通の
店にはない、夜市ならではのふれあいを楽しんでいました。

図書館から広がる地図の世界図書館から広がる地図の世界７月２６日
（金） なるほど地図教室 図書館分館 

　岐阜県図書館の安田氏を講師に迎え、小学校高学年１９名
が参加しました。瑞穂市の地図から「地図記号」を見つけ出し
たり、“カルタ取り”のゲーム感覚で知識を身につけるなど、
内容の充実した教室でした。

おおきくてつよくてかっこいい！おおきくてつよくてかっこいい！７月２２日
（月） お相撲さんと遊ぼう 別府保育所、本田第一保育所、本田第二保育所

　友綱部屋の旭鵬山と魁ノ隆が今年も市立保育所を訪問しまし
た。別府保育所では、未満児から年長児まで、園児たちが数人が
かりでお相撲さんに立ち向かいました。中にはお相撲さんの大
きさに圧倒され、泣き出してしまう子もいました。
　取り組みをした園児たちは、「お相撲さんは強かった！」「楽し
かった！」と目を輝かせて話してくれました。

楽しく交通安全を学ぶ楽しく交通安全を学ぶ
高齢者交通安全研修会 市民センター大ホール

　お年寄りが注意すべき交通安全の知識を伝えるこの研
修会、この日は会場が満席となりました。信号機の特徴と道
路を渡る時の注意点などの説明に、集まった皆さんは熱心
に耳を傾けました。

8月1日
（木）

▲ビンゴ大会の司会をする子ども（座倉自治会） ▲夏祭りを楽しむ子どもたち

▲拳を振りあげ、全国大会へのやる気をみなぎらせる皆さん ▲野菜を買い求める人のようす▲大学生にけいこをつけてもらう小学生

▲めぐみ地蔵祭りのようす

英語って楽しいな！英語って楽しいな！７月３１日
（水） ALTイングリッシュサロン 巣南公民館

夏休み、各地でお祭りスタート！夏休み、各地でお祭りスタート！７月１４日
（日）～ 夏祭り 市内各地

　７月14日の重里めぐみ地蔵祭りを皮切りに、市内各所で夏祭りが始まりました。
　ビンゴ大会や屋台、鮎のつかみ取りなど、自治会ごとに特徴ある催し物が実施さ
れました。子どもたちも祭りの司会や進行を行ったり、屋台で料理をしたりと、与え
られた役割を一生懸命に果たす姿が見られました。

▲報告書を提出する岡村会長

　毎年恒例となったこのサロン、巣南公
民館を皮切りに、本田コミセン、市民セン
ターの３か所で開催されました。参加し
た児童らは、英語で「だるまさんが転ん
だ」や「世界の給食クイズ」などを楽しむ
など、英語に親しみました。

▲これはフランスの給食？
　イタリアの給食？

▲正解は、フランスの給食

▲地図を読む児童ら

▲力が均衡した状態で押し合うようす
▲力士に挑む園児ら

▲両脇に腕を差し、相手の投げを
　封じるようす

▲満員の会場 ▲従来の信号機とLED信号機の
　比較

きょく   ほう   ざん かい 　の　りゅう
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▲トートバッグに野菜のスタンプを押す児童

あかあおみどり、
やさいで彩る自分のバッグ
あかあおみどり、
やさいで彩る自分のバッグ8月1日

（木） やさいのスタンプで図書館バッグをつくろう！ 図書館分館

　５歳から小学校３年生までの１８名が参加しました。はじめに
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ちもいました。

全国大会へ向けて全国大会へ向けて６月２７日
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長に提出しました。
　報告書を受け取った
市長は「内容を十分に
拝見し、政策に活かし
ながら駅周辺の整備を
進めていきたい。」と
答えました。

夜市、ふれあいを楽しむ空間７月２６日
（金） 第６回ほづみ夜市 穂積駅周辺
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平日は、毎日開放しています。気軽にお越しください。  ＜利用可能日時＞平日１０：００～１５：００

別府保育所地域子育て支援センター
別府140　☎326-2525

下記以外にもさまざまな事業があります。くわしくは各センターにお問い合わせください。9月のお知らせ

子育て中の皆さん！支援センターに遊びに来ませんか？

清流みずほ認定こども園　瑞穂こどもセンター
森565　☎322-2051

子育て支援センターとは？

清流みずほ保育園　子育て支援センターモアマーム
森555　☎328-1077 ホームページアドレス　http://www.lieberrystyle.com/mizuho-hoiku/institution/moremaam.html

日にち 事業 内容 参加費 時間

10：30
～11：30

１０:１５
～１１:１５

“地参地招”
Ｌｉｎｋ－ｕｐみずほ

10：30
～11：30

300円
（お茶・おやつ付）

300円
（お茶・おやつ付）

300円
（お茶・おやつ付）

300円＋
ランチ代

300円
（お茶・おやつ付）

『赤ちゃんからできる自然なおむつ外し』おむつなし育児アドバイザー
の助産師あっこさんが、自身の“やってよかった”を伝えます。

10：30
～11：30

助産師あっこさん
とお話会
野崎先生の
養生講座

『Ｌｅｓｓｏｎ３からだバー®』バランスよく身体を３次元に動かし、
本来の健康能力を取り戻しましょう。

10：30
～11：30

10：30
～11：30

『伝承遊び』直径15cmのコマを折りますよ！
折り紙歴40年の折り紙名人達が教えてくれます。

美魔女
への道

10：30
～11：30

『免疫力を上げるためのツボ講座★第1弾』２回に渡ってのツボ講座！
座学と実技の２本立てでお届け！

“地参地招”
明正会

１０：3０
～１１：3０

『親子でハッピーヨガ』お子さんと触れ合いながら、日頃がんばって
いる身体をほぐしますよ。

おひさま
セミナー②

10：30
～11：30

『ハロウィンツリー』木のツリーに色粘土で作ったハロウィンの
小物を飾りますよ。

おひさま
セミナー①

300円
（お茶・おやつ付）

300円
（お茶・おやつ付）

300円
（講師手作りおやつ付）

無料

800円

講師

フレ！
フレ！
子育て子育て

☆他にもマタニティーさんから育児中のかた、親子で楽しめる内容の講座開催しています。くわしくは毎月発行している「マームたより」やホームページをご覧ください。

☆火・水はカフェも開催。アレルギー・離乳食（８か月～）対応もしております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※各事業要予約
☆毎日開放（10時～15時）☆毎月第1月曜日『おひさま相談日（子育て何でも相談日）』※祝日などの関係で第２月曜日に実施する場合があります。
　くわしくはお問い合わせください。

日にち 事業

お子さん向けのヨガの動きや効果を与えるマッサージも
行います。親子で一緒に楽しめるヨガです。

ゆったりと呼吸しながら心と体をほぐしていきます。
産後やお子様連れでの参加も大歓迎です♪ 藤澤 寿子氏

逢坂 里佳氏

宇佐美 茂子氏

支援センター

支援センター

100円

100円

牛牧第２保育所地域子育て支援センター
祖父江170　☎326-1515

ホームページアドレス　http://www.mizuho-cc.com

12日（木）

9日(月)

11日(水)

12日（木）

25日（水）

26日(木)

３０日(月)

6日(金)

13日（金）

矢田 英恵氏

林 里紗氏

栢下 明子氏

野崎 利晃氏

明正会

白木 理恵子氏

髙木 諭美氏

支援センター

時間内容 講師 参加費

『親子ふれあい遊び』Ｌｉｎｋ－ｕｐみずほさんがセンターに！ 先生手づくり
おもちゃで遊びましょう（対象：１才６か月位から）。

おひさま
ランチ

11：45
～13：00

大人　380円
子ども220円毎週  月、金 園のお昼ご飯を食べてみませんか？旬のお野菜たっぷり、厳選し

た調味料使用のオーガニックランチを是非味わってください。

10:30
～13:00

「子どもを良い方向へ伸ばす食とは おやつ編」
マクロビおやつ・食養レシピ付きです。

みんなでお誕生日のお祝いをします。身体測定や写真、
手形をとって記念の誕生日カードを作りましょう。

マタニティ・ヨガ

親子ヨガ

食養講座＆ランチ

マーム広場

お誕生日会

日にち 事業 場所 時間 備考

11日(水)18日(水)
25日(水) 別府支援センター 10：30～11：00おはなしの会

10：00～12：00

10：30～11：30
支援センター13：30より開所別府保育所２階ホール子育てセミナー

にこにこ広場
～音楽遊び～

支援センターは
13：30より開所

10：15受付
10：30～11：30

別府保育所２階ホール
牛牧第２保育所２階ホール

子育て相談
（保健師・栄養士来所）

別府支援センター
牛牧支援センター

支援センターは
開所しています
支援センターは
開所しています

10：00受付
10：15～11：00わいわい広場 瑞穂市図書館分館

支援センターのスタッフが出向きます

馬場公園内 郷土資料館
支援センターのスタッフが出向きます

10：30
～11：30
10：30
～11：30

お月見会をします。みんなでお月見団子を作って、秋の
はじまりを楽しみましょう♪

認定こども園「ほづみの森こども園」も、地域子育て支援センターを開設しています。
開館曜日 月～金 ※土、日、祝、年末年始を除く　  開館時間 10:00～15:00　  場所 ほづみの森こども園内「子育てカフェ」　☎322-5300

20日（金）
27日（金）

18日（水）
26日（木）

25日（水）

4日（水）

10日（火）

12日（木）

19日（木）

11日（水）
18日（水）

10：00～12：00おもちゃ病院 別府支援センター13日（金）

10：15受付
10：30～11：30どんぐり広場

〈子育てセミナー〉
「エアロズンバ」

講師 /山口 まりな氏
時間 /10:30～11:30
場所 /別府保育所２階ホール
持ち物 /お茶・タオル・上靴
　　　　動きやすい服装
託児 /有
定員 /親20人
申込 /9日（月）～13日（金）
　　　各支援センターへ
　　　直接申込ください。

●地域の身近なところで、気軽に親子の交流や子育て相談ができる場所です
●行政やNPO法人などが担い手となって行っています　●瑞穂市には5か所の子育て支援センターがあります

別府保育所、牛牧第2保育所地域子育て支援センターは、市内在住の未就園児とその保護者が利用できます。
その他の支援センターは、市外在住の方もご利用いただけます。
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ホームページアドレス　http://www.mizuho-cc.com

12日（木）

9日(月)

11日(水)

12日（木）

25日（水）

26日(木)

３０日(月)

6日(金)

13日（金）

矢田 英恵氏

林 里紗氏

栢下 明子氏

野崎 利晃氏

明正会

白木 理恵子氏

髙木 諭美氏

支援センター

時間内容 講師 参加費

『親子ふれあい遊び』Ｌｉｎｋ－ｕｐみずほさんがセンターに！ 先生手づくり
おもちゃで遊びましょう（対象：１才６か月位から）。

おひさま
ランチ

11：45
～13：00

大人　380円
子ども220円毎週  月、金 園のお昼ご飯を食べてみませんか？旬のお野菜たっぷり、厳選し

た調味料使用のオーガニックランチを是非味わってください。

10:30
～13:00

「子どもを良い方向へ伸ばす食とは おやつ編」
マクロビおやつ・食養レシピ付きです。

みんなでお誕生日のお祝いをします。身体測定や写真、
手形をとって記念の誕生日カードを作りましょう。

マタニティ・ヨガ

親子ヨガ

食養講座＆ランチ

マーム広場

お誕生日会

日にち 事業 場所 時間 備考

11日(水)18日(水)
25日(水) 別府支援センター 10：30～11：00おはなしの会

10：00～12：00

10：30～11：30
支援センター13：30より開所別府保育所２階ホール子育てセミナー

にこにこ広場
～音楽遊び～

支援センターは
13：30より開所

10：15受付
10：30～11：30

別府保育所２階ホール
牛牧第２保育所２階ホール

子育て相談
（保健師・栄養士来所）

別府支援センター
牛牧支援センター

支援センターは
開所しています
支援センターは
開所しています

10：00受付
10：15～11：00わいわい広場 瑞穂市図書館分館

支援センターのスタッフが出向きます

馬場公園内 郷土資料館
支援センターのスタッフが出向きます

10：30
～11：30
10：30
～11：30

お月見会をします。みんなでお月見団子を作って、秋の
はじまりを楽しみましょう♪

認定こども園「ほづみの森こども園」も、地域子育て支援センターを開設しています。
開館曜日 月～金 ※土、日、祝、年末年始を除く　  開館時間 10:00～15:00　  場所 ほづみの森こども園内「子育てカフェ」　☎322-5300

20日（金）
27日（金）

18日（水）
26日（木）

25日（水）

4日（水）

10日（火）

12日（木）

19日（木）

11日（水）
18日（水）

10：00～12：00おもちゃ病院 別府支援センター13日（金）

10：15受付
10：30～11：30どんぐり広場

〈子育てセミナー〉
「エアロズンバ」

講師 /山口 まりな氏
時間 /10:30～11:30
場所 /別府保育所２階ホール
持ち物 /お茶・タオル・上靴
　　　　動きやすい服装
託児 /有
定員 /親20人
申込 /9日（月）～13日（金）
　　　各支援センターへ
　　　直接申込ください。

●地域の身近なところで、気軽に親子の交流や子育て相談ができる場所です
●行政やNPO法人などが担い手となって行っています　●瑞穂市には5か所の子育て支援センターがあります

別府保育所、牛牧第2保育所地域子育て支援センターは、市内在住の未就園児とその保護者が利用できます。
その他の支援センターは、市外在住の方もご利用いただけます。



　市内小・中学生の作品展示会が
巣南公民館で開催されます。
■日  ９／７（土） 10：30～16：00
　　　８（日）   9：00～16：00
　　　９（月）   9：00～12：00
■所  巣南公民館　多目的ホール
■問  学校教育課 ☎３２７-２１１６

瑞穂市科学作品展・
社会科作品展

お知らせ

　市では、税理士による相続税や
贈与税などの税に関する無料相談
を行っています。
■日  ９／１９（木） １３：００～１５：００
■所  総合センター １階 相談室
■定  先着順受付
■問  税務課 ☎３２７－４１１２

税理士による無料税務
相談のご案内

お知らせ

　不動産に関することならどんな
ことでもお気軽にご相談ください。
■日  9／13（金） 13:00～16:00
■所  総合センター第３会議室
■問  （公社）岐阜県宅地建物取引業
協会岐阜北支部 ☎295-1982

空家等不動産無料相談会
お知らせ

■日  １１／１０（日）
■所  岐阜総合学園高校
■対  甲種・乙種第１～６類・丙種
■〆  ９／１８（水）～９／３０（月）
■申  （一財）消防試験研究センター
岐阜県支部
岐阜市薮田南１-５-１第２松波ビル
☎２７４-３２１０
※願書は申込先のほか、岐阜市消防本
部予防課、管内各消防署でも入手でき
ます。
■問  岐阜市消防本部予防課
☎２６２-７１６３

危険物取扱者試験
（第３回）

お知らせ

■日  令和2年1／12 (日)
１４：００～(受付１３：３０～)　
■所  総合センターサンシャインホール
■対 平成１１年４月２日～平成１２年４
月１日までに生まれたかた
※成人式案内通知が11月末まで
に届かないかたや、転出などで市
に住民登録されていないかたで参
加希望のかたは、生涯学習課まで
お問い合わせください。
■問 生涯学習課 ☎３２７―２１１７

令和２年瑞穂市成人式
お知らせ

　乳幼児家庭教育学級は、わが子
が健やかに育ってほしいと願うお父
さん、お母さんのための講座です。
■日  １０／１７（木） １０：００～
「体に良いおやつづくり」
１１／２９（金） １０：００～
「絵本の読み聞かせと言葉掛け」
■対  市内在住の３歳以下の子どもの
保護者
■定  各講座２０名程度（託児あり）
■応  生涯学習課・総合センター・市民
センター・巣南公民館・子育て支援
センターにある申込書に、必要事項
を記入し、提出
■〆  ９／１１（水）
■申 ■問  生涯学習課 ☎３２７-２１１７

子育て講座に
参加しませんか！

お知らせ

■日  １０／３０（水）・３１日（木） ２日間
■所 岐阜市消防本部６階
（岐阜市美江寺町２-９）
■資  下記のいずれかの要件に該当し、
資格取得の必要があるかた
①岐阜市消防本部管内に在住のかた
②岐阜市消防本部管内の防火対
象物（事業所など）において防火管
理者に選任される予定のかた
■定  ８０人（定員に達し次第締切）
■〆  ９／２５（水）～１０／９（水）
平日の８：４５～１７：３０
■申  岐阜市消防本部予防課まで直
接申込（電話予約不可）
●申込に必要なもの
①受講申込書（必要事項を記入）
受講申込書は、岐阜市消防本部予
防課、管内各消防署、岐阜市ホーム
ページで入手できます。
②写真１枚
証明写真と同等の鮮明な画質かつ
無加工の写真とし、縦３㎝×横２．４
㎝で、６か月以内に撮影した無帽、
無背景の正面上三分身像
③テキスト代　５，０００円
■問  岐阜市消防本部予防課
☎２６２-７１６３

甲種防火管理新規講習
（第５回）

お知らせ

　令和元年度７月・１０月・１月のこ
ころの相談の際、こころの病気で
お悩みの当事者・ご家族からのご
相談を、相談支援専門員と当事者
が応じる機会と自由に過ごしてい
ただける場を新たに設けました。
　瑞穂市社会福祉協議会主催の
すこやかクラブ（毎月第２水曜日　
老人福祉センター）、電話（支援セ
ンターふなぶせ）で相談することも
可能です。
●次回開催日　
１０／３（木） １３：３０～１５：３０　
■所 総合センター 相談室１・地域福
祉ルーム
●ピア相談とは？
　同じこころの病を経験してきた当事
者が、寄り添い、一緒に考える相談。
■問  福祉生活課 ☎３２７－４１２３

ピア相談（当事者による
相談）を開設

お知らせ

　法務局が所掌する業務を始め、遺言などの公正証書の作成、成年後見制度
など、日常生活のさまざまな心配ごと、困りごと、悩みごとについて、法務局
職員、公証人、司法書士、土地家屋調査士、人権擁護委員が相談を受けます。
■日  １０／６（日）１０：00～１６：00 予約優先制 ※予約受付９／２（月）～
■所  イオン柳津店３階エスカレーター前フロア（岐阜市柳津町本郷４丁目１番１号）
■料  相談無料　　
■申 ■問  岐阜地方法務局総務課　☎２４５‐３１８１

『全国一斉！法務局休日相談所（岐阜地方法務局）』
を開設します！

お知らせ

　震災後、皆さんからお預かりした
ご厚志は、随時日本赤十字社岐阜
県支部に送金しております。
●東日本大震災義援金
　3,173万1,242円
●平成２８年度熊本地震災害義援金
　578万2,554円
●平成２９年７月５日からの大雨災害義援金
　451万1,177円
（8月16日現在）
紙面を借りて厚くお礼申し上げます。
引き続きご支援をお願いします。
●募金箱設置場所
・穂積庁舎２階ロビー
・巣南庁舎正面玄関
●受付窓口
・総合センター地域福祉高齢課
・巣南庁舎　市民窓口課
■問  地域福祉高齢課 ☎３２７－４１２６

義援金について
お知らせ

　市議会では本会議場に傍聴席を
42席設けています。本会議では市
民生活にかかわりの深いさまざま
な問題が話し合われ、議員の活動
や市政の方針などを知ることがで
きます。
・本会議は、開催当日に穂積庁舎３
階の傍聴受付で、傍聴券に住所・
氏名を記入していただければ傍
聴することができます
　なお、議場の傍聴席を超える
場合は、第１会議室にて音声のみ
の放送となりますのでご了承く
ださい
・各常任委員会は穂積庁舎または
巣南庁舎の会議室で開催され、
委員長の許可があれば傍聴でき
ます
※正式な日程は議会初日に決定され
ますので、９月５日以降に電話でお問
い合わせいただくか、市のホームペー
ジをご覧ください

■問  議会事務局 ☎３２７―４１２１

傍聴のお知らせ
お知らせ

　日常の心配事、サービス利用や
就労支援について、相談支援専門
員が相談に応じます。

■所  総合センター相談室１
■問  福祉生活課 ☎３２７－４１２３

障がい者などの相談窓口
を開設！

募　集

　次の事業者において電話相談を
お受けしています。

障がい者などの電話相談
受付中！！

募　集

相談窓口 相談事務所 対　象 日にち

こころの
相談

ほほえみ
相談

9/5
（木）

9/11
（水）

うかい

生活
サポート
はしま

心の病気でお悩み
のかた、その家族や
関係者

知的障がい（発達障
がい）のかた、その
家族や関係者

利用対象者 電話番号事業所名

知的障がい
のかたなど

心の病気で
お悩みの
かたなど

生活サポートはしま
相談支援センター ☎392-2800

障害者総合生活
支援センタークロス ☎210-2078

うかい

ふなぶせ

ふなぶせ南

☎239-5838

☎213-8811

☎201-6711

月日(曜日)
9/  5(木)
11(水)
12(木)

～17(火)
24(火)
25(水)

30(月)

本会議(初日 議案提案説明)
本会議(総括質疑･委員会付託)

各常任委員会

本会議(一般質問)
本会議(一般質問)
本会議(最終日 委員長報告･
質疑･討論･採決)

会議内容

※時間はいずれも１３：３０～１５：３０
※先着各２人です（要予約）
※両相談とも前日までに予約がない場合は中止
します

広報みずほ・2019.927 環境に優しいみずほバス・樽見鉄道でゆったりぶらり旅してみませんか バスや電車などの公共交通機関は皆さんのご利用により保たれています 26広報みずほ・2019.9

　日時 　会場 　料金 　対象 　資格 　定員 　 　応募方法 　〆切 　申込先 　問い合わせ先■日 ■所 ■料 ■対 ■資 ■定 ■応 ■〆 ■申 ■問 みずほだより生 報報 みずほだより生 報報Information Information

いきいきオレンジビクス
体操参加者募集

●問い合わせ 生涯学習課（巣南庁舎） ☎327-2117

日 時 10月8日（火） 10：00～12：00（9：30受付開始）
会 場 市民センター 2F 大ホール
定 員 50人（当日先着順、定員に達し次第締切）
受 講 料 無料
持 ち 物 運動ができる服装、筆記用具、タオル
講 師 ＡＤＬ対応型高齢者体操研究会 

岐阜県支部 支部長 小原 信子

ADL 対応型高齢者体操 in 瑞穂

ねんりんピック岐阜2020リハーサル大会

　このいきいきオレンジビクス体操
は、立ち上がる、座る、歩く、お風呂
に入る、着替えるなど私たちが日頃
行っている日常生活動作能力ADL
（Activities of Daily Living）を維
持・回復する体操です。
　初心者のかたでも楽しく学べるセミ
ナーですので、ぜひご参加ください。

シリーズ かか たた

●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123　　327-1566

手話で手話ろう！手話で手話ろう！
「障害者権利条約」には、手話が言語のひとつであることが明記されて
います。かきりんと一緒に簡単な手話表現を学んで、手話に対する理解
を深めましょう。

しゅわ シュワ 手話

シリーズ

左手はお皿を持つイメージで手の
形を作ります。右手は箸を表現す
るように人差し指、中指をだし
（じゃんけんのチョキ）で口に運ぶ
動作をすることでできます。
この表現には「ご飯」もあります

食べる食べる
両手の小指を出し、他の指は握り
ます。縦向きに小指を交わし握る
ことでできます。
指切りと同じように、この表現には
「必ず」「絶対」とも使います。

約束約束



　市内小・中学生の作品展示会が
巣南公民館で開催されます。
■日  ９／７（土） 10：30～16：00
　　　８（日）   9：00～16：00
　　　９（月）   9：00～12：00
■所  巣南公民館　多目的ホール
■問  学校教育課 ☎３２７-２１１６

瑞穂市科学作品展・
社会科作品展

お知らせ

　市では、税理士による相続税や
贈与税などの税に関する無料相談
を行っています。
■日  ９／１９（木） １３：００～１５：００
■所  総合センター １階 相談室
■定  先着順受付
■問  税務課 ☎３２７－４１１２

税理士による無料税務
相談のご案内

お知らせ

　不動産に関することならどんな
ことでもお気軽にご相談ください。
■日  9／13（金） 13:00～16:00
■所  総合センター第３会議室
■問  （公社）岐阜県宅地建物取引業
協会岐阜北支部 ☎295-1982

空家等不動産無料相談会
お知らせ

■日  １１／１０（日）
■所  岐阜総合学園高校
■対  甲種・乙種第１～６類・丙種
■〆  ９／１８（水）～９／３０（月）
■申  （一財）消防試験研究センター
岐阜県支部
岐阜市薮田南１-５-１第２松波ビル
☎２７４-３２１０
※願書は申込先のほか、岐阜市消防本
部予防課、管内各消防署でも入手でき
ます。
■問  岐阜市消防本部予防課
☎２６２-７１６３

危険物取扱者試験
（第３回）

お知らせ

■日  令和2年1／12 (日)
１４：００～(受付１３：３０～)　
■所  総合センターサンシャインホール
■対 平成１１年４月２日～平成１２年４
月１日までに生まれたかた
※成人式案内通知が11月末まで
に届かないかたや、転出などで市
に住民登録されていないかたで参
加希望のかたは、生涯学習課まで
お問い合わせください。
■問 生涯学習課 ☎３２７―２１１７

令和２年瑞穂市成人式
お知らせ

　乳幼児家庭教育学級は、わが子
が健やかに育ってほしいと願うお父
さん、お母さんのための講座です。
■日  １０／１７（木） １０：００～
「体に良いおやつづくり」
１１／２９（金） １０：００～
「絵本の読み聞かせと言葉掛け」
■対  市内在住の３歳以下の子どもの
保護者
■定  各講座２０名程度（託児あり）
■応  生涯学習課・総合センター・市民
センター・巣南公民館・子育て支援
センターにある申込書に、必要事項
を記入し、提出
■〆  ９／１１（水）
■申 ■問  生涯学習課 ☎３２７-２１１７

子育て講座に
参加しませんか！

お知らせ

■日  １０／３０（水）・３１日（木） ２日間
■所 岐阜市消防本部６階
（岐阜市美江寺町２-９）
■資  下記のいずれかの要件に該当し、
資格取得の必要があるかた
①岐阜市消防本部管内に在住のかた
②岐阜市消防本部管内の防火対
象物（事業所など）において防火管
理者に選任される予定のかた
■定  ８０人（定員に達し次第締切）
■〆  ９／２５（水）～１０／９（水）
平日の８：４５～１７：３０
■申  岐阜市消防本部予防課まで直
接申込（電話予約不可）
●申込に必要なもの
①受講申込書（必要事項を記入）
受講申込書は、岐阜市消防本部予
防課、管内各消防署、岐阜市ホーム
ページで入手できます。
②写真１枚
証明写真と同等の鮮明な画質かつ
無加工の写真とし、縦３㎝×横２．４
㎝で、６か月以内に撮影した無帽、
無背景の正面上三分身像
③テキスト代　５，０００円
■問  岐阜市消防本部予防課
☎２６２-７１６３

甲種防火管理新規講習
（第５回）

お知らせ

　令和元年度７月・１０月・１月のこ
ころの相談の際、こころの病気で
お悩みの当事者・ご家族からのご
相談を、相談支援専門員と当事者
が応じる機会と自由に過ごしてい
ただける場を新たに設けました。
　瑞穂市社会福祉協議会主催の
すこやかクラブ（毎月第２水曜日　
老人福祉センター）、電話（支援セ
ンターふなぶせ）で相談することも
可能です。
●次回開催日　
１０／３（木） １３：３０～１５：３０　
■所 総合センター 相談室１・地域福
祉ルーム
●ピア相談とは？
　同じこころの病を経験してきた当事
者が、寄り添い、一緒に考える相談。
■問  福祉生活課 ☎３２７－４１２３

ピア相談（当事者による
相談）を開設

お知らせ

　法務局が所掌する業務を始め、遺言などの公正証書の作成、成年後見制度
など、日常生活のさまざまな心配ごと、困りごと、悩みごとについて、法務局
職員、公証人、司法書士、土地家屋調査士、人権擁護委員が相談を受けます。
■日  １０／６（日）１０：00～１６：00 予約優先制 ※予約受付９／２（月）～
■所  イオン柳津店３階エスカレーター前フロア（岐阜市柳津町本郷４丁目１番１号）
■料  相談無料　　
■申 ■問  岐阜地方法務局総務課　☎２４５‐３１８１

『全国一斉！法務局休日相談所（岐阜地方法務局）』
を開設します！

お知らせ

　震災後、皆さんからお預かりした
ご厚志は、随時日本赤十字社岐阜
県支部に送金しております。
●東日本大震災義援金
　3,173万1,242円
●平成２８年度熊本地震災害義援金
　578万2,554円
●平成２９年７月５日からの大雨災害義援金
　451万1,177円
（8月16日現在）
紙面を借りて厚くお礼申し上げます。
引き続きご支援をお願いします。
●募金箱設置場所
・穂積庁舎２階ロビー
・巣南庁舎正面玄関
●受付窓口
・総合センター地域福祉高齢課
・巣南庁舎　市民窓口課
■問  地域福祉高齢課 ☎３２７－４１２６

義援金について
お知らせ

　市議会では本会議場に傍聴席を
42席設けています。本会議では市
民生活にかかわりの深いさまざま
な問題が話し合われ、議員の活動
や市政の方針などを知ることがで
きます。
・本会議は、開催当日に穂積庁舎３
階の傍聴受付で、傍聴券に住所・
氏名を記入していただければ傍
聴することができます
　なお、議場の傍聴席を超える
場合は、第１会議室にて音声のみ
の放送となりますのでご了承く
ださい
・各常任委員会は穂積庁舎または
巣南庁舎の会議室で開催され、
委員長の許可があれば傍聴でき
ます
※正式な日程は議会初日に決定され
ますので、９月５日以降に電話でお問
い合わせいただくか、市のホームペー
ジをご覧ください

■問  議会事務局 ☎３２７―４１２１

傍聴のお知らせ
お知らせ

　日常の心配事、サービス利用や
就労支援について、相談支援専門
員が相談に応じます。

■所  総合センター相談室１
■問  福祉生活課 ☎３２７－４１２３

障がい者などの相談窓口
を開設！

募　集

　次の事業者において電話相談を
お受けしています。

障がい者などの電話相談
受付中！！

募　集

相談窓口 相談事務所 対　象 日にち

こころの
相談

ほほえみ
相談

9/5
（木）

9/11
（水）

うかい

生活
サポート
はしま

心の病気でお悩み
のかた、その家族や
関係者

知的障がい（発達障
がい）のかた、その
家族や関係者

利用対象者 電話番号事業所名

知的障がい
のかたなど

心の病気で
お悩みの
かたなど

生活サポートはしま
相談支援センター ☎392-2800

障害者総合生活
支援センタークロス ☎210-2078

うかい

ふなぶせ

ふなぶせ南

☎239-5838

☎213-8811

☎201-6711

月日(曜日)
9/  5(木)
11(水)
12(木)

～17(火)
24(火)
25(水)

30(月)

本会議(初日 議案提案説明)
本会議(総括質疑･委員会付託)

各常任委員会

本会議(一般質問)
本会議(一般質問)
本会議(最終日 委員長報告･
質疑･討論･採決)

会議内容

※時間はいずれも１３：３０～１５：３０
※先着各２人です（要予約）
※両相談とも前日までに予約がない場合は中止
します

広報みずほ・2019.927 環境に優しいみずほバス・樽見鉄道でゆったりぶらり旅してみませんか バスや電車などの公共交通機関は皆さんのご利用により保たれています 26広報みずほ・2019.9

　日時 　会場 　料金 　対象 　資格 　定員 　 　応募方法 　〆切 　申込先 　問い合わせ先■日 ■所 ■料 ■対 ■資 ■定 ■応 ■〆 ■申 ■問 みずほだより生 報報 みずほだより生 報報Information Information

いきいきオレンジビクス
体操参加者募集

●問い合わせ 生涯学習課（巣南庁舎） ☎327-2117

日 時 10月8日（火） 10：00～12：00（9：30受付開始）
会 場 市民センター 2F 大ホール
定 員 50人（当日先着順、定員に達し次第締切）
受 講 料 無料
持 ち 物 運動ができる服装、筆記用具、タオル
講 師 ＡＤＬ対応型高齢者体操研究会 

岐阜県支部 支部長 小原 信子

ADL 対応型高齢者体操 in 瑞穂

ねんりんピック岐阜2020リハーサル大会

　このいきいきオレンジビクス体操
は、立ち上がる、座る、歩く、お風呂
に入る、着替えるなど私たちが日頃
行っている日常生活動作能力ADL
（Activities of Daily Living）を維
持・回復する体操です。
　初心者のかたでも楽しく学べるセミ
ナーですので、ぜひご参加ください。

シリーズ かか たた

●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123　　327-1566

手話で手話ろう！手話で手話ろう！
「障害者権利条約」には、手話が言語のひとつであることが明記されて
います。かきりんと一緒に簡単な手話表現を学んで、手話に対する理解
を深めましょう。

しゅわ シュワ 手話

シリーズ

左手はお皿を持つイメージで手の
形を作ります。右手は箸を表現す
るように人差し指、中指をだし
（じゃんけんのチョキ）で口に運ぶ
動作をすることでできます。
この表現には「ご飯」もあります

食べる食べる
両手の小指を出し、他の指は握り
ます。縦向きに小指を交わし握る
ことでできます。
指切りと同じように、この表現には
「必ず」「絶対」とも使います。

約束約束



※いずれも無料・申込不要
行　事 日にち 時　間 対　象

●9月の催し物●
本
　
館

分
館

7日(土)・14日(土)・21日(土)・28日(土)

7日(土)・14日(土)・21日(土)・28日(土)
20日(金)・27日(金)

おはなしの会

幼児～小学校低学年
未就園児

14:30～(約40分)

14:30～(約40分)
10:30～(約30分)

幼児～小学校低学年

21日(土)映画鑑賞会「「種まく旅人」
出演　高梨 臨、斎藤 工　ほか　2017年/日本

14:00～(105分) どなたでも

未就園児10:30～(約30分)10日(火)未就園児向けおはなしの会

おはなしの会
未就園児向けおはなしの会

　むかし、三人の兵隊が、戦争が終わりふ
るさとへ帰る途中、見知らぬ土地をとぼと
ぼあるいていました。三人はへとへとなう
えにとても腹ぺこでした。
　ふいに、村のあかりが見えたので、その
村で食べ物を分けて欲しいと頼みました
が、村人たちは三人が来る前に食べ物を
全部かくして断ります。
　仕方がないので三人は相談して、「われわれは、今から”石の
スープ“をつくります。」と大きな声でいいました。集まってきた村
人たちは興味津々です。
　さて、どんな味のスープができるでしょう。
小学生から大人まで楽しめる、民話をもとにした、マーシャ・ブラウ
ンのユーモアたっぷりの楽しい絵本です。

せかいいちおいしいスープ
著者名 : マーシャ ブラウン/文・絵　こみや ゆう/訳
出版社 : 岩波書店　　出版年 : 2010.4

○こどもえいが会
日 時 : 9月16日（月・祝）14:00～15:00頃
場 所 : 瑞穂市図書館(本館) 2階 学習室
対 象 : 幼児（4歳）から小学6年生
　　　 保護者同伴可
上映作品 : 「忍たま乱太郎の宇宙大冒険with 
コズミックフロント☆NEXT」（上映時間：50分）
※手づくりのしおりをプレゼント

日 時 : 10月6日（日） 14:00～
場 所 : 瑞穂市図書館(本館) 2階 学習室
対 象 : 小学生以上
演 目 : 「犬の目」・「寄合酒」・「おすわどん」

落語が初めての方やお子さまでも
楽しんでいただける演目です。
ぜひご家族でご来館ください。

○かきりんといっしょに
　本の木を育てよう！

○図書館落語会

期 間 : 10月2日(水)～30日(水)
場 所 : 瑞穂市図書館(本館)
対 象 : 子どもから大人まで

図書館にある柿の木に
おすすめ本を紹介した
柿の実を実らせよう

今月のおすすめの 1読書週間
特別企画

図書館では今後も『読書週間特別企画』を予定しています。本館にて『リサイクルフェア』
『おはなしの会スペシャル』を、分館にて『バルーンパフォーマンスショー』『バルーンワーク
ショップ』を開催します。お楽しみに･･･。

図書館からのお知らせ
●問い合わせ　図書館（本館）〒501-0224 稲里28-1 ☎326-2300　（分館）〒501-0305 宮田304-2 ☎328-7070　ホームページアドレスhttp://www.library-mizuho-gufu.jp

　瑞穂市の特産品である富有柿を見い
出し、普及に尽力された福嶌才治氏の
功績を讃えるとともに、その発祥の地で
ある瑞穂市を市内外にＰＲし、その振興
を図るために感謝祭を開催します。
■日  ９／２１（土） 
１3：２０～（第１部）、１4：３０～（第２部）
■所  居倉地内「『富有柿発祥の地』の
碑」前（第１部）、
巣南公民館 多目的ホール（第２部）
●内容　
第１部 式典、第２部 記念講演
①瑞穂市の宝、富有柿
②富有柿の販売戦略
③柿栽培における効果的な害虫対策
■料  無料
■問  富有柿感謝祭実行委員会事務局
（ＪＡぎふ巣南支店内） ☎３２８－７２２０

２０１９富有柿発祥の地・みずほ
感謝祭 富有柿誕生１２０年
～福嶌才治さんありがとう～

お知らせ

　保育士や子育て支援員の資格を
お持ちのかた、取得予定のかたを対
象に、保育現場を体験していただく
研修です。
　実際に働いている保育士さんの
お話しを聞いたり、施設見学をした
り、保育体験ができるチャンスです。

■日 ・■所 
①  ９／２７（金） 本田第１保育所
②１０／２９（火） 本田第２保育所
③１１／１（金）   別府保育所
④１１／２９（金） 牛牧第２保育所
各回９：３０～１１：３０
■定  各回１５人
■料  無料
■申 ■問  幼児支援課 ☎327-2147

潜在保育士研修
「保育士就職チャレンジ研修」

お知らせ

新着図書のご案内新着図書のご案内

この他にもたくさんの新しい本が図書館に入りました。
くわしくは毎週土曜日、図書館で発行している「新着図書案内」をご覧ください。

空と湖水
夭折の画家
三橋節子

二間瀬 敏史 監修
著者名

誠文堂新光社
出版社

タイムマシンって
実現できる？

植松 三十里
著者名

文藝春秋社
出版社

３歳からできる
お片づけ習慣

日本実業出版社
出版社

著者名
伊東 裕美

　住所・氏名・年齢・電話番号をご記
入のうえ、ハガキまたはＦＡＸでお申
し込みください。
文化協会（１０:00～１６:00）
〒５０１－０３９２　
宮田３００－１　巣南公民館内　
☎３２８－７１４１

文化協会

文化協会の
申込・応募・問い合わせ

託児あり

　所属サークルの学習・活動を発表
します。
■日  ９／１４(土)～１６（月・祝）　
■所  巣南公民館
●開会式 
９／１５（日） 多目的ホール
9：30
●茶席 （茶道クラブ）
９／１５（日） 
１０：００～１５：００

文化フェスタ
文化協会

■日  ９／１１（水)～２５(水)
■所  市民センター サロン

日本画展
（日本画クラブ美樹会）

文化協会

　市内で音楽活動、または在住する2人以上
の音楽グループを募ったジャンル、年代を超
えた合唱・吹奏楽・ギター・ハーモニカ・サック
ス・大正琴・三味線などの音楽の祭典です。
■日 １０／６（日） １３：00開演
■所  総合センターサンシャインホール
13：00開演（１２：３０開場）

ファミリーコンサート
文化協会

 あなたの力作、お待ちしています。
■応  ●一般の部
市民センター・総合センター・巣南公民
館設置の作品公募要項を参照のこと
●小・中学生の部
市内の小・中学校に通う児童・生徒。
学校を通して応募
■〆  １０／１（火）必着

第１７回 瑞穂市美術展
作品募集中！！

文化協会

■日  ９／１４（土） ９：００～１８：００
９／１５（日） ９：００～１８：００
９／１６（月・祝） ９：００～１４：００
■所  巣南公民館
●発表団体
瑞穂市陶芸サークル、木彫りクラ
ブ、巣南水墨画クラブ、着付・生け花
由月会、みずほ盆栽・山草会、遠州
流いけばなクラブ、手芸クラブ

文化フェスタ
展示発表

文化協会

■日  ９／１５（日） １０：００～１６：００
■所  多目的ホール
●発表団体
みずほ女声コーラス、コーラスわかば、若
鮎ハーモニー、邦楽同好会、ざ・民舞ぎふ、
吟舞道愛好会、神心流穂積吟剣扇舞クラ
ブ、舞踊 寿会、舞踊 恵の会、琉球舞踊、舞
踊　藤登恵会、翠寿会、瑞穂フラ・ガール
クラブ、フラダンス　プルメリア、フラ・
ハーラウ・オ・プアリリア、フラ ポレナ、宮田
雅楽五音社、美江寺観音猩々ばやし保存
会、瑞穂市太極拳協会、好好太極拳クラブ

文化フェスタ
舞台発表

文化協会

　岐阜県最低賃金が改正されました
●時間額851円（26円ＵＰ）
■日 10月1日から
　岐阜県最低賃金は、年齢に関係
なく、パートや学生アルバイトなど
を含め、県内で働くすべての労働
者に適用されます。使用者も、労働
者も、１時間当たりの賃金額が最低
賃金額以上となっているかどうか、
必ず確認しましょう。
■問 岐阜労働局賃金室 
☎058-245-8104
またはお近くの労働基準監督署まで

必ずチェック！ 最低賃金
お知らせ

　多重債務、生活苦、解雇、パワハ
ラ等の悩みが原因で、こころの健康
に支障をきたすことがあります。こ
れらの悩みに総合的に対応するた
めの弁護士と臨床心理士による面
接相談会です。ご本人だけでなく、
ご家族からの相談にも対応します。
●日時・場所
９月４日（水）
13:00～16:00
羽島市保健センター２階 研修室・会議室
羽島市竹鼻町８５ 
☎392-9937
９月２６日（木）・令和元年３月４日（水）
13:00～16:00
岐阜保健所１階 予診室・診察室
各務原市那加不動丘１－１
☎380-3004
●その他
完全予約制・相談料無料　秘密は
厳守します。
■申 ■問  岐阜保健所　
各務原市那加不動丘１－１　
☎３８０-３００４
※事前に電話で
お申し込みください

法律とこころの相談会
お知らせ

※本館の『声を出して一緒に本を読みましょう』は今月はお休みします。

　老人クラブ連合会では、交流・親善
を目的として会員による寸劇・舞踊・
合唱などを毎年、披露しています。
■日  ９／２５（水） ９：３０～１５：００
■所  総合センター サンシャインホール
■問  瑞穂市老人クラブ連合会
☎３２８-６９９９

第１６回瑞穂市老人クラブ連合会
芸能親善大会を開催します

お知らせ
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※いずれも無料・申込不要
行　事 日にち 時　間 対　象

●9月の催し物●
本
　
館

分
館

7日(土)・14日(土)・21日(土)・28日(土)

7日(土)・14日(土)・21日(土)・28日(土)
20日(金)・27日(金)

おはなしの会

幼児～小学校低学年
未就園児

14:30～(約40分)

14:30～(約40分)
10:30～(約30分)

幼児～小学校低学年

21日(土)映画鑑賞会「「種まく旅人」
出演　高梨 臨、斎藤 工　ほか　2017年/日本

14:00～(105分) どなたでも

未就園児10:30～(約30分)10日(火)未就園児向けおはなしの会

おはなしの会
未就園児向けおはなしの会

　むかし、三人の兵隊が、戦争が終わりふ
るさとへ帰る途中、見知らぬ土地をとぼと
ぼあるいていました。三人はへとへとなう
えにとても腹ぺこでした。
　ふいに、村のあかりが見えたので、その
村で食べ物を分けて欲しいと頼みました
が、村人たちは三人が来る前に食べ物を
全部かくして断ります。
　仕方がないので三人は相談して、「われわれは、今から”石の
スープ“をつくります。」と大きな声でいいました。集まってきた村
人たちは興味津々です。
　さて、どんな味のスープができるでしょう。
小学生から大人まで楽しめる、民話をもとにした、マーシャ・ブラウ
ンのユーモアたっぷりの楽しい絵本です。

せかいいちおいしいスープ
著者名 : マーシャ ブラウン/文・絵　こみや ゆう/訳
出版社 : 岩波書店　　出版年 : 2010.4

○こどもえいが会
日 時 : 9月16日（月・祝）14:00～15:00頃
場 所 : 瑞穂市図書館(本館) 2階 学習室
対 象 : 幼児（4歳）から小学6年生
　　　 保護者同伴可
上映作品 : 「忍たま乱太郎の宇宙大冒険with 
コズミックフロント☆NEXT」（上映時間：50分）
※手づくりのしおりをプレゼント

日 時 : 10月6日（日） 14:00～
場 所 : 瑞穂市図書館(本館) 2階 学習室
対 象 : 小学生以上
演 目 : 「犬の目」・「寄合酒」・「おすわどん」

落語が初めての方やお子さまでも
楽しんでいただける演目です。
ぜひご家族でご来館ください。

○かきりんといっしょに
　本の木を育てよう！

○図書館落語会

期 間 : 10月2日(水)～30日(水)
場 所 : 瑞穂市図書館(本館)
対 象 : 子どもから大人まで

図書館にある柿の木に
おすすめ本を紹介した
柿の実を実らせよう

今月のおすすめの 1読書週間
特別企画

図書館では今後も『読書週間特別企画』を予定しています。本館にて『リサイクルフェア』
『おはなしの会スペシャル』を、分館にて『バルーンパフォーマンスショー』『バルーンワーク
ショップ』を開催します。お楽しみに･･･。

図書館からのお知らせ
●問い合わせ　図書館（本館）〒501-0224 稲里28-1 ☎326-2300　（分館）〒501-0305 宮田304-2 ☎328-7070　ホームページアドレスhttp://www.library-mizuho-gufu.jp

　瑞穂市の特産品である富有柿を見い
出し、普及に尽力された福嶌才治氏の
功績を讃えるとともに、その発祥の地で
ある瑞穂市を市内外にＰＲし、その振興
を図るために感謝祭を開催します。
■日  ９／２１（土） 
１3：２０～（第１部）、１4：３０～（第２部）
■所  居倉地内「『富有柿発祥の地』の
碑」前（第１部）、
巣南公民館 多目的ホール（第２部）
●内容　
第１部 式典、第２部 記念講演
①瑞穂市の宝、富有柿
②富有柿の販売戦略
③柿栽培における効果的な害虫対策
■料  無料
■問  富有柿感謝祭実行委員会事務局
（ＪＡぎふ巣南支店内） ☎３２８－７２２０

２０１９富有柿発祥の地・みずほ
感謝祭 富有柿誕生１２０年
～福嶌才治さんありがとう～

お知らせ

　保育士や子育て支援員の資格を
お持ちのかた、取得予定のかたを対
象に、保育現場を体験していただく
研修です。
　実際に働いている保育士さんの
お話しを聞いたり、施設見学をした
り、保育体験ができるチャンスです。

■日 ・■所 
①  ９／２７（金） 本田第１保育所
②１０／２９（火） 本田第２保育所
③１１／１（金）   別府保育所
④１１／２９（金） 牛牧第２保育所
各回９：３０～１１：３０
■定  各回１５人
■料  無料
■申 ■問  幼児支援課 ☎327-2147

潜在保育士研修
「保育士就職チャレンジ研修」

お知らせ

新着図書のご案内新着図書のご案内

この他にもたくさんの新しい本が図書館に入りました。
くわしくは毎週土曜日、図書館で発行している「新着図書案内」をご覧ください。

空と湖水
夭折の画家
三橋節子

二間瀬 敏史 監修
著者名

誠文堂新光社
出版社

タイムマシンって
実現できる？

植松 三十里
著者名

文藝春秋社
出版社

３歳からできる
お片づけ習慣

日本実業出版社
出版社

著者名
伊東 裕美

　住所・氏名・年齢・電話番号をご記
入のうえ、ハガキまたはＦＡＸでお申
し込みください。
文化協会（１０:00～１６:00）
〒５０１－０３９２　
宮田３００－１　巣南公民館内　
☎３２８－７１４１

文化協会

文化協会の
申込・応募・問い合わせ

託児あり

　所属サークルの学習・活動を発表
します。
■日  ９／１４(土)～１６（月・祝）　
■所  巣南公民館
●開会式 
９／１５（日） 多目的ホール
9：30
●茶席 （茶道クラブ）
９／１５（日） 
１０：００～１５：００

文化フェスタ
文化協会

■日  ９／１１（水)～２５(水)
■所  市民センター サロン

日本画展
（日本画クラブ美樹会）

文化協会

　市内で音楽活動、または在住する2人以上
の音楽グループを募ったジャンル、年代を超
えた合唱・吹奏楽・ギター・ハーモニカ・サック
ス・大正琴・三味線などの音楽の祭典です。
■日 １０／６（日） １３：00開演
■所  総合センターサンシャインホール
13：00開演（１２：３０開場）

ファミリーコンサート
文化協会

 あなたの力作、お待ちしています。
■応  ●一般の部
市民センター・総合センター・巣南公民
館設置の作品公募要項を参照のこと
●小・中学生の部
市内の小・中学校に通う児童・生徒。
学校を通して応募
■〆  １０／１（火）必着

第１７回 瑞穂市美術展
作品募集中！！

文化協会

■日  ９／１４（土） ９：００～１８：００
９／１５（日） ９：００～１８：００
９／１６（月・祝） ９：００～１４：００
■所  巣南公民館
●発表団体
瑞穂市陶芸サークル、木彫りクラ
ブ、巣南水墨画クラブ、着付・生け花
由月会、みずほ盆栽・山草会、遠州
流いけばなクラブ、手芸クラブ

文化フェスタ
展示発表

文化協会

■日  ９／１５（日） １０：００～１６：００
■所  多目的ホール
●発表団体
みずほ女声コーラス、コーラスわかば、若
鮎ハーモニー、邦楽同好会、ざ・民舞ぎふ、
吟舞道愛好会、神心流穂積吟剣扇舞クラ
ブ、舞踊 寿会、舞踊 恵の会、琉球舞踊、舞
踊　藤登恵会、翠寿会、瑞穂フラ・ガール
クラブ、フラダンス　プルメリア、フラ・
ハーラウ・オ・プアリリア、フラ ポレナ、宮田
雅楽五音社、美江寺観音猩々ばやし保存
会、瑞穂市太極拳協会、好好太極拳クラブ

文化フェスタ
舞台発表

文化協会

　岐阜県最低賃金が改正されました
●時間額851円（26円ＵＰ）
■日 10月1日から
　岐阜県最低賃金は、年齢に関係
なく、パートや学生アルバイトなど
を含め、県内で働くすべての労働
者に適用されます。使用者も、労働
者も、１時間当たりの賃金額が最低
賃金額以上となっているかどうか、
必ず確認しましょう。
■問 岐阜労働局賃金室 
☎058-245-8104
またはお近くの労働基準監督署まで

必ずチェック！ 最低賃金
お知らせ

　多重債務、生活苦、解雇、パワハ
ラ等の悩みが原因で、こころの健康
に支障をきたすことがあります。こ
れらの悩みに総合的に対応するた
めの弁護士と臨床心理士による面
接相談会です。ご本人だけでなく、
ご家族からの相談にも対応します。
●日時・場所
９月４日（水）
13:00～16:00
羽島市保健センター２階 研修室・会議室
羽島市竹鼻町８５ 
☎392-9937
９月２６日（木）・令和元年３月４日（水）
13:00～16:00
岐阜保健所１階 予診室・診察室
各務原市那加不動丘１－１
☎380-3004
●その他
完全予約制・相談料無料　秘密は
厳守します。
■申 ■問  岐阜保健所　
各務原市那加不動丘１－１　
☎３８０-３００４
※事前に電話で
お申し込みください

法律とこころの相談会
お知らせ

※本館の『声を出して一緒に本を読みましょう』は今月はお休みします。

　老人クラブ連合会では、交流・親善
を目的として会員による寸劇・舞踊・
合唱などを毎年、披露しています。
■日  ９／２５（水） ９：３０～１５：００
■所  総合センター サンシャインホール
■問  瑞穂市老人クラブ連合会
☎３２８-６９９９

第１６回瑞穂市老人クラブ連合会
芸能親善大会を開催します

お知らせ
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●申込・問い合わせ　市民センター　☎327-8448 （電話：月・木・金曜日10時～16時／FAX：24時間受付）●申込・問い合わせ　市民センター　☎327-8448

サーキット
トレーニング講習

市民センター
サーキットトレーニング室

場　所

1回100円
利用料金

10名
定　員

１６歳以上
対象年齢

10
月
※開始15分前までに集合してください
※要事前予約
※新しいトレーニングマシーンの操作方法に
　不安のあるかたは、再度受講していただけます

サーキットトレーニング室を利用するかたに
必ず受けていただく講習です。

3日（木） 19時～
日 時　　間

25日（金） 19時～
10日（木） 10時～

工房にサンプル作品がたくさんあります。
一緒に作りましょう！

対象者 小学生以上

その他 小学生低学年のかたは、上靴をお持ちください。

会場 美来の森館　研修室（十九条382番地1）
定員 上記①②各１０名 ※定員になり次第締め切ります

受講料 市民のかた７５０円（それ以外のかた１，５００円）
納付書を郵送しますので、市指定の金融機関などでお納めください。

※申込みは、受講希望日の前週金曜日までにお願いします。なお、材料などの都合上、
　団体で受講を希望する場合は、前述に関わらず事前に下記までご連絡ください
※ＦＡＸの場合は、受講日・氏名・住所・電話番号を明記してください

☆くわしくは、下記まで
　お問い合わせください。

日時 毎週月・木・金曜日、毎月第２土曜日
①１０：３０～ ②１３：３０～
※第２土曜日は、②の時間のみ開講
※団体の場合は日曜日の開講も行います。下記までご相談ください

フュージング体験教室受講生募集公民館講座

電話またはFAXにて申込み

 
（電話：月・木・金曜日10時～16時／FAX：24時間受付）

●申込・問い合わせ　美来の森ガラス工房瑞穂　☎   326-7388

　美来の森工房では、空きビンや窓ガラスを使って、誰でも簡単にガラス工芸を楽しんでい
ただけるフュージング体験教室を開催しています。

チャンネルCCNから
放送日程のご案内

瑞穂市の身近な話題をお伝えするＣＣＮのニュース番組

エリアトピックス
地デジ１２ｃｈ
(月)～(金) 放送

放送日・内容 ※番組は都合により変更される場合があります。

放送時間 ７：４５～ ほか

●9月19日（木） 文化フェスタ
●9月25日（水） 2019富有柿発祥の地・みずほ感謝祭
●9月30日（月） 瑞穂市老人クラブ連合会
　　　　　　　 芸能親善大会

■日  ①火曜日 小学生初級コース
１０／１（火）～　１９：００～２１：００
②木曜日 中学生以上一般初級コース
１０／３（木）～　１９：００～２１：００
■所  ①②生津スポーツ広場テニスコート
■料  ①3,000円  ②5,000円  全10回
■対  市内在住在勤の小学４年生以上のかた
■定  ①②新規各５人（定員に達し次第締切）
■〆  ９／１７（火）

秋の硬式テニス教室　
参加者募集！

体育協会

■日  １０／１３（日）・２０（日） ８：３０～
■所  市営穂積グラウンド
■料  １チーム　５００円
■対  市内に在住・在勤の
大学生以上のかた
■〆  １０／１（火）

市民軟式野球大会
体育協会

■日  １０／２０（日）　9：００～
■所  穂積中学校体育館卓球場
■料  無料
■対  市内に在住・在勤の高校生以上のかた
●種別　一般男子の部・一般女子
の部・シニアの部
■〆  １０／１１（金）

市民卓球大会
体育協会

■日  １０／３（木） ８：００
■所  谷汲カントリークラブ
■料  1人 2,000円
※別途プレー代必要 キャディ付のみ
（ビジター：11,330円 メンバー：9,810円）
限定昼食付、ドリンク類別途
■対  市内在住・在勤のかた
■〆  ９／１３（金）
■申  瑞穂市ゴルフ連盟事務局（ゴルフ
フォーラムクレア内）☎327-5621

瑞穂市ゴルフ連盟
秋季大会

体育協会

■日  １０／１（火） ８：３０～
■所  西ふれあい広場
■料  １人 ３００円
■対  市内在住・在勤のかた
■〆  ９／１９（木）

市民ペタンク大会
体育協会

　ヨーガによる呼吸法は、心や身体の
機能を向上させる効果があります。
■日  ９／２（月）、９（月）
１０：４５～１２：00（月３回）
■所  巣南公民館　ふれあいホール
■料  １，６００円／月
■対  成人のかた
●指導者 ＡＦＡＡ公認インストラクター
國島みゆき

さわやかヨーガ教室
Link-upみずほ

　月毎にテーマを変えて、体の部分
を集中的にほぐします。９月は、夏バテ
解消、頭をすっきりさせる瞑想の効果
■日  ９／１２（木）、１９（木）、２６（木）
１１：00～１２：00（月３回）
■所  巣南公民館　ふれあいホール
■料  １，６００円／月
■対  成人のかた
●指導者 
Ｌａｘｍｉ ＹＯＧＡ
インストラクター 
アマキミチヨ

体が硬い人のゆったり
ＹＯＧＡ

Link-upみずほ

　筋肉が硬くなり代謝が悪くなって
いる朝にヨーガをすると、血行が良
くなり代謝がアップします。
■日  ９／６（金）、１３（金）、２０（金）
１０：４５～１２：00（月３回）
■所  巣南公民館　ふれあいホール
■料  １，６００円／月
■対  成人のかた
●指導者 ＡＦＡＡ公認ＰＦＡベーシッ
ク公認インストラクター 吉岡妙子

モーニングヨーガ教室
Link-upみずほ

　ゆっくり精神統一して心身ともに
ほぐすことができます。
■日  ９／４（水）、１１（水）、１８（水）
１８：３０～１９：４５（月３回）
■所  巣南公民館　多目的ホール
■料  １，６００円／月
■対  成人のかた
●指導者 Ｌａｘｍｉ ＹＯＧＡインストラ
クター 髙橋由香理

夜のヨーガ教室
Link-upみずほ

編集後記 　表紙の写真は、図書館分館での「やさ
いのスタンプで図書館バッグをつくろ

う！」のようすです。はじめは周りの知らないお友達のようす
を見ながら恐る恐るはじめた色付け作業でしたが、子どもた
ちはすぐ夢中になって、服や手、顔にまで絵の具がついても
お構いなし。目を輝かせながら、キャンバスにところ狭しと
色をのせていました。世界にひとつのバッグを片手にまた図
書館に通ってください。これからもたくさんの本と素敵な出
会いができますように。　　　　　　　　　　　　（花散里）

　「参加申込書」にご記入のうえ、申
し込んでください。くわしい要項・参
加申込書は、市民センター・巣南公
民館・市体育協会事務局に置いて
ありますので、ご覧ください。
体育協会事務局　☎３２５－０５１１

体育協会

体育協会の
申込方法・問い合わせ

●一般寄附金として　
８，１５０円
平成3年度
穂積中学卒業生有志

ご寄附ありがとうございました
（敬称略）

千里の道もマンポから ～魅力発信サイトのご案内～
　傍目八目と言うように、外から見て初めて分かるものがあります。
　市では朝日大学経営学部の畦地真太郎教授の研究室と連携し、市外から
の視点で市の魅力を発掘し、魅力発信サイトの「写真ニュース」内で記事を紹
介しています。
　今年度は「マンポ」や「みずほバス」など身近な話題を６人の学生と畦地教
授で考察していきます。

おか   め   はち もく

■問  総合政策課 ☎327-4128

瑞穂市魅力発信サイト「写真ニュース」
http://www.city.mizuho.lg.jp/4832.htm

平成30年度の記事
「経営学部、畦地真太郎研究室との連携 平成30年度」
http://www.city.mizuho.lg.jp/9241.htm#h30
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住所、氏名、年齢、電話番号をご記
入のうえ、ＦＡＸまたは電話でお申し
込みください。
Link-upみずほ事務局
☎　 ３２８-３８２５
　 info@ncmizuho.com

Link-upみずほ

Link-upみずほの
申込・応募・問い合わせ

●申込・問い合わせ　マイナンバーホットライン　☎３２２-２０１３　　
　　　　　　　　　 市民課　☎３２７-４１１３

　「個人番号カード」の交付申請されたかたにお受け取
りのご案内をしています。平日に来庁ができないかた
は、事前連絡のうえ、日曜交付日にお越しください。
※「個人番号カード」は身分証明やコンビニ交付サービスなど
に利用できます。くわしくは市ホームページ「証明書コンビ
ニ交付に関すること」を確認ください。
●交付日時　１０／１３（日） ９：00～１５：00
●受け取り窓口　市民課（穂積庁舎2階）
●必要な持ち物
・瑞穂市からの交付案内通知（パスワードを必ず記載してきてください）
・個人番号（マイナンバー）通知カード
・住民基本台帳カード ※お持ちのかたのみ 　・印鑑
・公的機関が発行した本人確認書類
 顔写真付きの書類（運転免許証・住民基本台帳カード・パス
ポートなど） １点
顔写真無し書類（健康保険証、年金証書など） 2点

マイナンバー「個人番号カード」の
日曜交付日について



●申込・問い合わせ　市民センター　☎327-8448 （電話：月・木・金曜日10時～16時／FAX：24時間受付）●申込・問い合わせ　市民センター　☎327-8448

サーキット
トレーニング講習

市民センター
サーキットトレーニング室

場　所

1回100円
利用料金

10名
定　員

１６歳以上
対象年齢

10
月
※開始15分前までに集合してください
※要事前予約
※新しいトレーニングマシーンの操作方法に
　不安のあるかたは、再度受講していただけます

サーキットトレーニング室を利用するかたに
必ず受けていただく講習です。

3日（木） 19時～
日 時　　間

25日（金） 19時～
10日（木） 10時～

工房にサンプル作品がたくさんあります。
一緒に作りましょう！

対象者 小学生以上

その他 小学生低学年のかたは、上靴をお持ちください。

会場 美来の森館　研修室（十九条382番地1）
定員 上記①②各１０名 ※定員になり次第締め切ります

受講料 市民のかた７５０円（それ以外のかた１，５００円）
納付書を郵送しますので、市指定の金融機関などでお納めください。

※申込みは、受講希望日の前週金曜日までにお願いします。なお、材料などの都合上、
　団体で受講を希望する場合は、前述に関わらず事前に下記までご連絡ください
※ＦＡＸの場合は、受講日・氏名・住所・電話番号を明記してください

☆くわしくは、下記まで
　お問い合わせください。

日時 毎週月・木・金曜日、毎月第２土曜日
①１０：３０～ ②１３：３０～
※第２土曜日は、②の時間のみ開講
※団体の場合は日曜日の開講も行います。下記までご相談ください

フュージング体験教室受講生募集公民館講座

電話またはFAXにて申込み

 
（電話：月・木・金曜日10時～16時／FAX：24時間受付）

●申込・問い合わせ　美来の森ガラス工房瑞穂　☎   326-7388

　美来の森工房では、空きビンや窓ガラスを使って、誰でも簡単にガラス工芸を楽しんでい
ただけるフュージング体験教室を開催しています。

チャンネルCCNから
放送日程のご案内

瑞穂市の身近な話題をお伝えするＣＣＮのニュース番組

エリアトピックス
地デジ１２ｃｈ
(月)～(金) 放送

放送日・内容 ※番組は都合により変更される場合があります。

放送時間 ７：４５～ ほか

●9月19日（木） 文化フェスタ
●9月25日（水） 2019富有柿発祥の地・みずほ感謝祭
●9月30日（月） 瑞穂市老人クラブ連合会
　　　　　　　 芸能親善大会

■日  ①火曜日 小学生初級コース
１０／１（火）～　１９：００～２１：００
②木曜日 中学生以上一般初級コース
１０／３（木）～　１９：００～２１：００
■所  ①②生津スポーツ広場テニスコート
■料  ①3,000円  ②5,000円  全10回
■対  市内在住在勤の小学４年生以上のかた
■定  ①②新規各５人（定員に達し次第締切）
■〆  ９／１７（火）

秋の硬式テニス教室　
参加者募集！

体育協会

■日  １０／１３（日）・２０（日） ８：３０～
■所  市営穂積グラウンド
■料  １チーム　５００円
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■〆  １０／１（火）

市民軟式野球大会
体育協会

■日  １０／２０（日）　9：００～
■所  穂積中学校体育館卓球場
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市民卓球大会
体育協会

■日  １０／３（木） ８：００
■所  谷汲カントリークラブ
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※別途プレー代必要 キャディ付のみ
（ビジター：11,330円 メンバー：9,810円）
限定昼食付、ドリンク類別途
■対  市内在住・在勤のかた
■〆  ９／１３（金）
■申  瑞穂市ゴルフ連盟事務局（ゴルフ
フォーラムクレア内）☎327-5621

瑞穂市ゴルフ連盟
秋季大会

体育協会

■日  １０／１（火） ８：３０～
■所  西ふれあい広場
■料  １人 ３００円
■対  市内在住・在勤のかた
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市民ペタンク大会
体育協会

　ヨーガによる呼吸法は、心や身体の
機能を向上させる効果があります。
■日  ９／２（月）、９（月）
１０：４５～１２：00（月３回）
■所  巣南公民館　ふれあいホール
■料  １，６００円／月
■対  成人のかた
●指導者 ＡＦＡＡ公認インストラクター
國島みゆき

さわやかヨーガ教室
Link-upみずほ

　月毎にテーマを変えて、体の部分
を集中的にほぐします。９月は、夏バテ
解消、頭をすっきりさせる瞑想の効果
■日  ９／１２（木）、１９（木）、２６（木）
１１：00～１２：00（月３回）
■所  巣南公民館　ふれあいホール
■料  １，６００円／月
■対  成人のかた
●指導者 
Ｌａｘｍｉ ＹＯＧＡ
インストラクター 
アマキミチヨ

体が硬い人のゆったり
ＹＯＧＡ

Link-upみずほ

　筋肉が硬くなり代謝が悪くなって
いる朝にヨーガをすると、血行が良
くなり代謝がアップします。
■日  ９／６（金）、１３（金）、２０（金）
１０：４５～１２：00（月３回）
■所  巣南公民館　ふれあいホール
■料  １，６００円／月
■対  成人のかた
●指導者 ＡＦＡＡ公認ＰＦＡベーシッ
ク公認インストラクター 吉岡妙子

モーニングヨーガ教室
Link-upみずほ

　ゆっくり精神統一して心身ともに
ほぐすことができます。
■日  ９／４（水）、１１（水）、１８（水）
１８：３０～１９：４５（月３回）
■所  巣南公民館　多目的ホール
■料  １，６００円／月
■対  成人のかた
●指導者 Ｌａｘｍｉ ＹＯＧＡインストラ
クター 髙橋由香理

夜のヨーガ教室
Link-upみずほ

編集後記 　表紙の写真は、図書館分館での「やさ
いのスタンプで図書館バッグをつくろ

う！」のようすです。はじめは周りの知らないお友達のようす
を見ながら恐る恐るはじめた色付け作業でしたが、子どもた
ちはすぐ夢中になって、服や手、顔にまで絵の具がついても
お構いなし。目を輝かせながら、キャンバスにところ狭しと
色をのせていました。世界にひとつのバッグを片手にまた図
書館に通ってください。これからもたくさんの本と素敵な出
会いができますように。　　　　　　　　　　　　（花散里）

　「参加申込書」にご記入のうえ、申
し込んでください。くわしい要項・参
加申込書は、市民センター・巣南公
民館・市体育協会事務局に置いて
ありますので、ご覧ください。
体育協会事務局　☎３２５－０５１１

体育協会

体育協会の
申込方法・問い合わせ

●一般寄附金として　
８，１５０円
平成3年度
穂積中学卒業生有志

ご寄附ありがとうございました
（敬称略）

千里の道もマンポから ～魅力発信サイトのご案内～
　傍目八目と言うように、外から見て初めて分かるものがあります。
　市では朝日大学経営学部の畦地真太郎教授の研究室と連携し、市外から
の視点で市の魅力を発掘し、魅力発信サイトの「写真ニュース」内で記事を紹
介しています。
　今年度は「マンポ」や「みずほバス」など身近な話題を６人の学生と畦地教
授で考察していきます。

おか   め   はち もく

■問  総合政策課 ☎327-4128

瑞穂市魅力発信サイト「写真ニュース」
http://www.city.mizuho.lg.jp/4832.htm

平成30年度の記事
「経営学部、畦地真太郎研究室との連携 平成30年度」
http://www.city.mizuho.lg.jp/9241.htm#h30
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住所、氏名、年齢、電話番号をご記
入のうえ、ＦＡＸまたは電話でお申し
込みください。
Link-upみずほ事務局
☎　 ３２８-３８２５
　 info@ncmizuho.com

Link-upみずほ

Link-upみずほの
申込・応募・問い合わせ

●申込・問い合わせ　マイナンバーホットライン　☎３２２-２０１３　　
　　　　　　　　　 市民課　☎３２７-４１１３

　「個人番号カード」の交付申請されたかたにお受け取
りのご案内をしています。平日に来庁ができないかた
は、事前連絡のうえ、日曜交付日にお越しください。
※「個人番号カード」は身分証明やコンビニ交付サービスなど
に利用できます。くわしくは市ホームページ「証明書コンビ
ニ交付に関すること」を確認ください。
●交付日時　１０／１３（日） ９：00～１５：00
●受け取り窓口　市民課（穂積庁舎2階）
●必要な持ち物
・瑞穂市からの交付案内通知（パスワードを必ず記載してきてください）
・個人番号（マイナンバー）通知カード
・住民基本台帳カード ※お持ちのかたのみ 　・印鑑
・公的機関が発行した本人確認書類
 顔写真付きの書類（運転免許証・住民基本台帳カード・パス
ポートなど） １点
顔写真無し書類（健康保険証、年金証書など） 2点

マイナンバー「個人番号カード」の
日曜交付日について
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瑞穂市プレミアム付
商品券を発売します！
消費税・地方消費税率の10％への引上げが低所得者・子育て
世帯（0～3歳未満児）の消費に与える影響を緩和するととも
に、地域における消費を喚起・下支えすることを目的として
「地域限定のプレミアム付商品券」を発行します。

・購入引換券は原則再発行できません。
・使用期間後の商品券は無効となり、払い戻しもできません。
・商品券はおつりが出ません。
・不動産や金融商品、たばこ、商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す
る法律第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務、国税、地方税や使用料などの公租公課について
は使用できません。

商品券販売時に配布するチラシのほか、最新の一覧は、
市ホームページ（http://www.city.mizuho.lg.jp/9563.htm）
で公開します。

平日 ： 市内の大垣共立銀行、十六銀行、大垣西濃信用金庫、岐阜信用金庫、
　　　岐阜商工信用組合、ＪＡぎふの各支店、出張所
土日 ： 次の日にちのみ土日の販売を実施します。
　　　１０月１９日（土）９:００から１７:００ 巣南公民館
　　　１０月２０日（日）９:００から１７:００ 総合センター

・上記①の該当者 ： １人につき２万５千円（販売額２万円）
・上記②の該当者 ： 対象のお子さん１人につき２万５千円（販売額２万円）
※５千円（５００円×１０枚つづり、販売額４千円）単位で購入できます。

・上記①の該当者：対象になると思われるかたには８月上旬に申請書を発送しました。
穂積庁舎特設受付会場（３階大会議室）８時３０分から17時（土日祝日を除く）にて申
請受付中
　 申請期限 １１月２２日（金）まで
・上記②の該当者：申請不要、９月下旬に平成２８年４月２日から令和元年６月１日までに
生まれたお子さんがいる世帯に購入引換券を発送します。
※令和元年６月２日以降に生まれたお子さんがいる世帯への購入引換券発送については広報
などで順次詳細をお知らせします

①令和元年（2019年）度住民税非課税者
　（住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護受給者などを除く）
②平成２８年４月２日から令和元年９月３０日までの間に生まれた子が属する世帯の世帯主
※購入には購入引換券が必要です

１０月１日（火）から令和２年２月２９日（土）

１０月１日（火）から令和２年２月１７日（月）

【申請・購入対象者の確認に関すること】 福祉生活課 ☎３２７－４１２３
【商品券の購入、使用に関すること】 商工農政観光課 ☎３２７－２１０３

●問い合わせ　

低所得者・子育て世帯向け

商品券購入対象者

引換券の入手方法

商品券購入限度額

商品券の販売期間

商品券の販売場所

商品券の使用期間

商品券取扱店


