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今日は
みんなが大将

この号から野田清影氏（文化財保護審
議会委員）の「瑞穂市治水の風土」の連
載（全15回）が始まりました。
江戸時代から250年間に渡る水害対策
を治水行為のあゆみから考察しました。

表紙が柿、特集が柿、
色も柿。とにかく富有
柿発祥の地、瑞穂市を
取り上げた号です。
この号は夏休みの自
由研究などの下調べ
でよく読まれているよ
うです。

広報紙で
ふりかえる!
瑞穂市のあゆみ

今月号の広報みずほは記念すべき第200号です。
また11月6日には市の人口が
55,000人に達しました。

これらを1つの節目として、すごろく形式で
市のあゆみを振り返って

みましょう。

瑞穂市誕生後、
記念すべき第１号です

広報みずほ
第１号発行

（平成15年5月号）
人口47,449人

（平成15年5月1日）

広報みずほ
第200号発行

（令和元年12月号）
人口55,000人

（令和元年11月6日現在）

広報みずほ
第100号発行

（平成23年8月号）
人口51,739人
（平成23年7月末）

広報みずほ
第151号発行

（平成27年11月号）
人口53,517人

（平成27年10月末）

広報みずほ
第50号発行

（平成19年6月号）
人口50,018人
（平成19年5月末）

広報みずほ
第75号発行

（平成21年7月号）
人口51,121人
（平成21年6月末）この頃から市章の一部に写真を取り込んだデザ

インとなり、題字がローマ字になりました。
ちなみに、平成19年5月に人口が50,000人を超
えました。

記 念 す ご ろ く

瑞穂市の
歴史を

振り返ろ
う！

ついに第100号です。
この時の特集は「東日本
大震災 被災地に赴いた
職員からのメッセージ」
です。

第
25号

第
125号

第
175号
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市役所の窓口 主要施設の休館日 みずほバス ごみの収集 救急診療 空き容器回収機

市役所の窓口や市内の主要な施設の休館日、ごみの収集、救急診療などの年末年始の業務は下記のとおりです。

年末年始の業務案内カレンダー年末年始の業務案内カレンダー

休日急患診療所 北方町北方３２１９‐２５（北方警察署東）　☎３２３‐０５２３
１２月２2日（日）・29日（日）、１月２日（木）・３日（金）は診療をします。診療時間は、９：00～１２：00、１３：00～１６：00です。

歯科救急・急患受付 朝日大学医科歯科医療センター（穂積1851-1）
１２月29日（日）～１月3日（金）

☎329-1112　8：30～16：30
☎３２9‐1115　上記以外の時間帯（要・事前電話）

救急病院案内 岐阜地域救急医療情報センター　☎262-3799

※地区の収集については、広報カレンダーをご覧ください

日 曜日 市役所の窓口

通常通り

通常通り

通常通り

通常通り

通常通り

通常通り

通常通り 通常通り

休止

通常通り 通常通り
通常通り

通常通り

10時から

休止

穂積小校区

牛牧小校区

ビン･陶ガ
(本田・生津校区(※))
プラ・ビン･陶ガ(巣南) 

プラ･缶・PET
(本田・生津校区(※))

戸別収集
（13日の電話
予約受付分）

戸別収集
（20日の電話
予約受付分）

戸別収集の
電話予約

戸別収集の
電話予約なし

戸別収集の
電話予約なし

戸別収集なし

美来の森
巣南集積場

美来の森
巣南集積場

美来の森

ビン･陶ガ
(牛牧校区)

プラ･缶・PET
(牛牧校区)

運休

総合政策課
（☎327-4128） 環境課（☎327-4127）

開館

開館

休館

休館

休止
（友引）

休止
（友引）

休止
（友引）

休止
（友引）

休館

開館

休館通常通り

老人福祉
センターのみ
休館

・総合センター
・市民センター
・巣南公民館

・牛牧南部
　コミュニティ
　センター
　つどいの泉
・牛牧北部
　防災コミュニ
　ティセンター
・本田コミュニ
　ティセンター

・老人福祉
　センター
　は休館です。

 
 

閉庁

閉庁

通常通り

通常通り

市民課
（☎327-4113）
市民窓口課
（☎327-2100）

市民課
（☎327-4113）

図書館本館
（☎326-2300）
分館

（☎328-7070）

動物火葬の
申請は

8:30～17:15
に限ります

※本田団地･本田緑町を除く
・1月のプラ・缶・PETの回収は、年始のため変更になっておりますので、
　広報カレンダーにてご確認をお願いいたします。
陶ガ：陶磁器ガラス　プラ：プラスチック製容器包装　PET：ペットボトル

生涯学習課
（☎327-2117）
市民協働安全課
（☎327-4130）
地域福祉高齢課
（☎327-4126）

総合センターの
浴室は

12月27日（金）～
1月6日（月）まで
お休みです。

備考

問い合わせ

主要施設 図書館 火葬場 みずほバス 可燃ごみ収集 粗大ごみ 拠点回収 剪定木の受入 空き容器
回収機

不燃ごみ収集
(粗大ごみを除く)

マイナンバー「個人番号カード」の休日交付日について

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

●問い合わせ　市民課　☎327-4113
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◆「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、休日
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。くわしくは瑞穂市ホームページ「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】　　　 　  
【受け取り窓口】
【必要な持ち物】　　

１２月１５日（日） ９：００～１６：００、１月１３日（月・祝） ９：００～１６：００
市民課　穂積庁舎２階
・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

マイナンバーカード（個人番号カード）で簡単・便利に証明書取得を！
　瑞穂市は、全国のコンビニエンスストア等で各種証明書を取得できるサービスを行っています。
　マイナンバーカードを取得してぜひご活用ください。
※取得可能な証明や利用時間などは瑞穂市のホームページをご参照ください

利用方法 ……… くわしくは次のホームページをご参照ください。

瑞穂市コンビニ交付サービス

コンビニ交付サービス情報サイト

①マルチコピー機のメニューの内から「行政サービス」ボタンを押して、同意事項に「同意する」ボタンを選択してください。

②マイナンバーカードをセットします。

⑦手数料を入金すると、証明書が印刷されて、領収書が発行されます。 ※完了すると音声案内が流れますので、音声停止ボタンを押してください

⑧マイナンバーカードと、発行された証明書、レシート、お釣りをお忘れなくお持ち帰りください。

③「お住まいの市区町村の証明書」ボタン※を選択します。
※　本籍地が瑞穂市で住民登録地が瑞穂市以外のかたが、戸籍謄抄本や戸籍の附票の写しを取得するには、
　　初回のみ「利用登録申請」が必要ですので、このボタンから手続きをしてください　
　　   注１：登録完了まで１週間程度必要です　
　　   注２：登録完了の通知はいたしません

④マイナンバーカードの暗証番号（利用者証明用電子証明書用暗証番号【４桁】）を入力してください。        
         暗証番号を３回間違えるとロックしてしまいますので、お間違えの無いようにご注意ください。
※ロックした際は市役所での再設定作業が必要になります

⑥画面に従って必要枚数などを入力していくと、最後に確認画面が表示されます。
　間違いがなければ「確定する」ボタンを押してください。

⑤ご希望の証明書を選択し、確定ボタンを押してください。
複数の証明書を一度に選択することはできません。証明書ごとに①から⑦の手順を行ってください。

●問い合わせ  環境課（巣南庁舎）  ☎327-4127

年末年始の粗大ごみの
処理方法について

　例年、年末年始は粗大ごみの排出が増え、
美来の森や巣南集積場が大変混雑します。
早めの搬入にご協力をお願いします。

粗大ごみ搬入日時
美来の森・巣南集積場共通　
１２月１１日（水）、１８日（水）、２２日（日）、
１月８日（水）、１５日（水）、２６日（日）
なお、美来の森のみ　
１２月４日（水）、２５日（水）、
１月２２日（水）、２９日（水）も搬入可能
いずれも９：００～12：00まで
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市役所の窓口 主要施設の休館日 みずほバス ごみの収集 救急診療 空き容器回収機

市役所の窓口や市内の主要な施設の休館日、ごみの収集、救急診療などの年末年始の業務は下記のとおりです。

年末年始の業務案内カレンダー年末年始の業務案内カレンダー

休日急患診療所 北方町北方３２１９‐２５（北方警察署東）　☎３２３‐０５２３
１２月２2日（日）・29日（日）、１月２日（木）・３日（金）は診療をします。診療時間は、９：00～１２：00、１３：00～１６：00です。

歯科救急・急患受付 朝日大学医科歯科医療センター（穂積1851-1）
１２月29日（日）～１月3日（金）

☎329-1112　8：30～16：30
☎３２9‐1115　上記以外の時間帯（要・事前電話）

救急病院案内 岐阜地域救急医療情報センター　☎262-3799

※地区の収集については、広報カレンダーをご覧ください

日 曜日 市役所の窓口

通常通り

通常通り

通常通り

通常通り

通常通り

通常通り

通常通り 通常通り

休止

通常通り 通常通り
通常通り

通常通り

10時から

休止

穂積小校区

牛牧小校区

ビン･陶ガ
(本田・生津校区(※))
プラ・ビン･陶ガ(巣南) 

プラ･缶・PET
(本田・生津校区(※))

戸別収集
（13日の電話
予約受付分）

戸別収集
（20日の電話
予約受付分）

戸別収集の
電話予約

戸別収集の
電話予約なし

戸別収集の
電話予約なし

戸別収集なし

美来の森
巣南集積場

美来の森
巣南集積場

美来の森

ビン･陶ガ
(牛牧校区)

プラ･缶・PET
(牛牧校区)

運休

総合政策課
（☎327-4128） 環境課（☎327-4127）

開館

開館

休館

休館

休止
（友引）

休止
（友引）

休止
（友引）

休止
（友引）

休館

開館

休館通常通り

老人福祉
センターのみ
休館

・総合センター
・市民センター
・巣南公民館

・牛牧南部
　コミュニティ
　センター
　つどいの泉
・牛牧北部
　防災コミュニ
　ティセンター
・本田コミュニ
　ティセンター

・老人福祉
　センター
　は休館です。

 
 

閉庁

閉庁

通常通り

通常通り

市民課
（☎327-4113）
市民窓口課
（☎327-2100）

市民課
（☎327-4113）

図書館本館
（☎326-2300）
分館

（☎328-7070）

動物火葬の
申請は

8:30～17:15
に限ります

※本田団地･本田緑町を除く
・1月のプラ・缶・PETの回収は、年始のため変更になっておりますので、
　広報カレンダーにてご確認をお願いいたします。
陶ガ：陶磁器ガラス　プラ：プラスチック製容器包装　PET：ペットボトル

生涯学習課
（☎327-2117）
市民協働安全課
（☎327-4130）
地域福祉高齢課
（☎327-4126）

総合センターの
浴室は

12月27日（金）～
1月6日（月）まで
お休みです。

備考

問い合わせ

主要施設 図書館 火葬場 みずほバス 可燃ごみ収集 粗大ごみ 拠点回収 剪定木の受入 空き容器
回収機

不燃ごみ収集
(粗大ごみを除く)

マイナンバー「個人番号カード」の休日交付日について

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

●問い合わせ　市民課　☎327-4113
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◆「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、休日
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。くわしくは瑞穂市ホームページ「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】　　　 　  
【受け取り窓口】
【必要な持ち物】　　

１２月１５日（日） ９：００～１６：００、１月１３日（月・祝） ９：００～１６：００
市民課　穂積庁舎２階
・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

マイナンバーカード（個人番号カード）で簡単・便利に証明書取得を！
　瑞穂市は、全国のコンビニエンスストア等で各種証明書を取得できるサービスを行っています。
　マイナンバーカードを取得してぜひご活用ください。
※取得可能な証明や利用時間などは瑞穂市のホームページをご参照ください

利用方法 ……… くわしくは次のホームページをご参照ください。

瑞穂市コンビニ交付サービス

コンビニ交付サービス情報サイト

①マルチコピー機のメニューの内から「行政サービス」ボタンを押して、同意事項に「同意する」ボタンを選択してください。

②マイナンバーカードをセットします。

⑦手数料を入金すると、証明書が印刷されて、領収書が発行されます。 ※完了すると音声案内が流れますので、音声停止ボタンを押してください

⑧マイナンバーカードと、発行された証明書、レシート、お釣りをお忘れなくお持ち帰りください。

③「お住まいの市区町村の証明書」ボタン※を選択します。
※　本籍地が瑞穂市で住民登録地が瑞穂市以外のかたが、戸籍謄抄本や戸籍の附票の写しを取得するには、
　　初回のみ「利用登録申請」が必要ですので、このボタンから手続きをしてください　
　　   注１：登録完了まで１週間程度必要です　
　　   注２：登録完了の通知はいたしません

④マイナンバーカードの暗証番号（利用者証明用電子証明書用暗証番号【４桁】）を入力してください。        
         暗証番号を３回間違えるとロックしてしまいますので、お間違えの無いようにご注意ください。
※ロックした際は市役所での再設定作業が必要になります

⑥画面に従って必要枚数などを入力していくと、最後に確認画面が表示されます。
　間違いがなければ「確定する」ボタンを押してください。

⑤ご希望の証明書を選択し、確定ボタンを押してください。
複数の証明書を一度に選択することはできません。証明書ごとに①から⑦の手順を行ってください。

●問い合わせ  環境課（巣南庁舎）  ☎327-4127

年末年始の粗大ごみの
処理方法について

　例年、年末年始は粗大ごみの排出が増え、
美来の森や巣南集積場が大変混雑します。
早めの搬入にご協力をお願いします。

粗大ごみ搬入日時
美来の森・巣南集積場共通　
１２月１１日（水）、１８日（水）、２２日（日）、
１月８日（水）、１５日（水）、２６日（日）
なお、美来の森のみ　
１２月４日（水）、２５日（水）、
１月２２日（水）、２９日（水）も搬入可能
いずれも９：００～12：00まで
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●一般会計および特別会計の予算執行状況

一　　般　　会　　計

合　　　　　　　　計

小　　計

1,866,767

476,772

53,305

31,437

2,613

906,739（48.6%）

196,822

19,699

13,815

1,020

（41.3%）

（37.0%）

（43.9%）

（39.0%）

231,356

1,138,095

（41.0%）

（46.8%）

（単位：万円）

市民の暮らしや、まちづくりに必要な
基本的な行政サービスを行う会計です。一般会計とは… 特定の事業を行う場合や、特定の収入を特定の支出に

充てるために、一般会計と区分している会計です。特別会計とは…

予算現額会　　計　　名

　
　

　
　

　
　

特　
　

別　
　

会　
　

計

収入済額（収入率）

682,552（36.6%）

163,613

15,822

10,183

730

（34.3%）

（29.7%）

（32.4%）

（27.9%）

190,348

872,900

（33.7%）

（35.9%）

支出済額（執行率）
歳入 歳出

国民健康保険事業

後期高齢者医療事業

学校給食事業

農業集落排水事業

歳出 68億2,552万円（支出済額）
186億6,767万円（予算現額）

（執行率36.6%）
●市税の予算における
　構成比 （単位：万円）

●市民の皆さんの市税負担の状況
（単位：円）■令和元年9月30日現在 人口54,959人 世帯数21,579世帯

市民税

61,245
155,980

一人
あたり

一世帯
あたり

固定資産税

59,277
150,972

一人
あたり

一世帯
あたり

市たばこ税

5,186
13,207

一人
あたり

一世帯
あたり

合計　　128,159 326,401一人
あたり

一世帯
あたり

軽自動車税

2,451
6,242

一人
あたり

一世帯
あたり

●市債の現在高
一 般 会 計

合 　 　 計

1,108,749

6,270

6,270

1,115,019

（単位：万円）

特
別
会
計

農業集落排水事業

小　計

●市有財産の現在高

有価証券（株券）
出資による権利
債　　権

1,020万円
2,170万円
2,500万円

基金
1,125,155万円

●問い合わせ　財務情報課　☎327-4131　

建　物
行政財産
普通財産
計

154,963㎡
426㎡

155,389㎡

土　地
行政財産
普通財産
計

735,017㎡
1,200,732㎡
1,935,749㎡

￥

●市民１人あたりの予算

総額 
339,666円

■令和元年9月30日現在 人口54,959人

市民税 
336,591
（47.8%）

固定資産税
325,783
（46.3%）

市たばこ税
28,500
（3.9%）

軽自動車税
13,468（2.0%）

※その他
地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、
自動車取得税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、
交通安全対策特別交付金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、
財産収入、諸収入

衛生費
5億8,289万円　
15億3,746万円

消防費
4億2,992万円　
10億2,053万円

公債費
4億6,313万円　
9億4,775万円

農林水産業費
7,409万円　

1億7,341万円　
（42.7%）

議会費
8,929万円　

1億6,732万円

※その他（商工費、労働費、予備費）
9,109万円　

1億9,003万円

（53.4%）

（47.9%）

総務費 
11億2,912万円　
35億2,009万円（32.1%）

土木費
4億3,982万円　
19億3,761万円

（22.7%）

（37.9%）

（42.1%）

（48.9%）

教育費 
7億6,992万円　
22億6,906万円　
（33.9%）

民生費 
27億5,625万円　
69億 441万円

（39.9%）

●一般会計予算の執行状況
90億6,739万円（収入済額）
186億6,767万円（予算現額）

（収入率48.6%）歳入
寄附金 
1億3,395万円
6億 21万円 

（22.3%）

※その他 
5億4,378万円
14億 286万円

（38.8%）

地方交付税
13億4,593万円
20億7,422万円
（64.9%）

国庫支出金
7億5,165万円
21億5,313万円　
（34.9%）

市税 
45億8,858万円 
70億4,342万円（65.1%）

繰越金
8億9,975万円
8億9,975万円（100.0%）

地方消費税交付金
5億2,864万円
9億5,000万円

（55.6%）

市債
0円

13億6,210万円
（0.0%）

繰入金
 1,198万円
10億2,080万円
（1.2%）

県支出金
2億6,313万円
11億6,118万円
（22.7%）

民生費

総務費

教育費

土木費

衛生費

消防費

公債費

農林水産業費

議会費

その他

民生費

総務費

教育費

土木費

衛生費

消防費

公債費

農林水産業費

議会費

その他

125,628円

64,049円

41,286円

35,256円

27,975円

18,569円

17,246円

3,155円

3,044円

3,458円

564,127

2,430,894
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●一般会計および特別会計の予算執行状況

一　　般　　会　　計

合　　　　　　　　計

小　　計

1,866,767

476,772

53,305

31,437

2,613

906,739（48.6%）

196,822

19,699

13,815

1,020

（41.3%）

（37.0%）

（43.9%）

（39.0%）

231,356

1,138,095

（41.0%）

（46.8%）

（単位：万円）

市民の暮らしや、まちづくりに必要な
基本的な行政サービスを行う会計です。一般会計とは… 特定の事業を行う場合や、特定の収入を特定の支出に

充てるために、一般会計と区分している会計です。特別会計とは…

予算現額会　　計　　名

　
　

　
　

　
　

特　
　

別　
　

会　
　

計

収入済額（収入率）

682,552（36.6%）

163,613

15,822

10,183

730

（34.3%）

（29.7%）

（32.4%）

（27.9%）

190,348

872,900

（33.7%）

（35.9%）

支出済額（執行率）
歳入 歳出

国民健康保険事業

後期高齢者医療事業

学校給食事業

農業集落排水事業

歳出 68億2,552万円（支出済額）
186億6,767万円（予算現額）

（執行率36.6%）
●市税の予算における
　構成比 （単位：万円）

●市民の皆さんの市税負担の状況
（単位：円）■令和元年9月30日現在 人口54,959人 世帯数21,579世帯

市民税

61,245
155,980

一人
あたり

一世帯
あたり

固定資産税

59,277
150,972

一人
あたり

一世帯
あたり

市たばこ税

5,186
13,207

一人
あたり

一世帯
あたり

合計　　128,159 326,401一人
あたり

一世帯
あたり

軽自動車税

2,451
6,242

一人
あたり

一世帯
あたり

●市債の現在高
一 般 会 計

合 　 　 計

1,108,749

6,270

6,270

1,115,019

（単位：万円）

特
別
会
計

農業集落排水事業

小　計

●市有財産の現在高

有価証券（株券）
出資による権利
債　　権

1,020万円
2,170万円
2,500万円

基金
1,125,155万円

●問い合わせ　財務情報課　☎327-4131　

建　物
行政財産
普通財産
計

154,963㎡
426㎡

155,389㎡

土　地
行政財産
普通財産
計

735,017㎡
1,200,732㎡
1,935,749㎡

￥

●市民１人あたりの予算

総額 
339,666円

■令和元年9月30日現在 人口54,959人

市民税 
336,591
（47.8%）

固定資産税
325,783
（46.3%）

市たばこ税
28,500
（3.9%）

軽自動車税
13,468（2.0%）

※その他
地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、
自動車取得税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、
交通安全対策特別交付金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、
財産収入、諸収入

衛生費
5億8,289万円　
15億3,746万円

消防費
4億2,992万円　
10億2,053万円

公債費
4億6,313万円　
9億4,775万円

農林水産業費
7,409万円　

1億7,341万円　
（42.7%）

議会費
8,929万円　

1億6,732万円

※その他（商工費、労働費、予備費）
9,109万円　

1億9,003万円

（53.4%）

（47.9%）

総務費 
11億2,912万円　
35億2,009万円（32.1%）

土木費
4億3,982万円　
19億3,761万円

（22.7%）

（37.9%）

（42.1%）

（48.9%）

教育費 
7億6,992万円　
22億6,906万円　
（33.9%）

民生費 
27億5,625万円　
69億 441万円

（39.9%）

●一般会計予算の執行状況
90億6,739万円（収入済額）
186億6,767万円（予算現額）

（収入率48.6%）歳入
寄附金 
1億3,395万円
6億 21万円 

（22.3%）

※その他 
5億4,378万円
14億 286万円

（38.8%）

地方交付税
13億4,593万円
20億7,422万円
（64.9%）

国庫支出金
7億5,165万円
21億5,313万円　
（34.9%）

市税 
45億8,858万円 
70億4,342万円（65.1%）

繰越金
8億9,975万円
8億9,975万円（100.0%）

地方消費税交付金
5億2,864万円
9億5,000万円

（55.6%）

市債
0円

13億6,210万円
（0.0%）

繰入金
 1,198万円
10億2,080万円
（1.2%）

県支出金
2億6,313万円
11億6,118万円
（22.7%）

民生費

総務費

教育費

土木費

衛生費

消防費

公債費

農林水産業費

議会費

その他

民生費

総務費

教育費

土木費

衛生費

消防費

公債費

農林水産業費

議会費

その他

125,628円

64,049円

41,286円

35,256円

27,975円

18,569円

17,246円

3,155円

3,044円

3,458円

564,127

2,430,894
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ふりかえる
瑞穂市のあゆみ 2019

・南小学校PTAが南ふれあい広場西にエコボックス設置

・「合格祈願」マンホールカード配布開始

・穂積小学校でほづみっこダンスの練習開始
・瑞穂市で第４６回手話まつり開催

・災害時障がい者支援用バンダナ配布開始
・第５回ほづみ夜市を開催
 （初めて駅南側の駅前広場道路の一部を会場として利用）
・小簾紅園に観光用デジタルサイネージ設置
・もくようみずほ７８５ 最終回
・保育所型認定こども園 ほづみの森こども園竣工式
・瑞穂市消防職員、岐阜市消防職員へ身分統一

・印鑑登録証明書および印鑑登録証明書交付申請書の性別欄削除
・穂積中学校新テニスコート竣工
・市税や水道料金等の納付にスマートフォン決済「PayB」導入
・瑞穂市長選挙および瑞穂市議会議員補欠選挙を執行、
 森和之が瑞穂市長に当選
・瑞穂市図書館が文部科学大臣表彰を受賞

・水と緑のマルシェOUTDOOR開催
・本田小学校、岐阜地方法務局から人権推進校に指定

・森和之市長就任
・洪水ハザードマップを更新、「防災読本」配布を開始

・ねんりんピック岐阜2020　瑞穂市実行委員会設立総会開催
・第６回ほづみ夜市開催
・（株）アクティオと災害時におけるレンタル資機材の提供に関する協定締結

・平和推進事業　みずほ平和の祈り２０１９「夜空の下に降る花は」を実施

・かきりんキーホルダー完成
・健康推進課内に、子育て世代包括支援センター開設
・ふるさと納税の記念品に「みまもりサービス」を追加
・穂積小学校運動会でほづみっこダンス披露
・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社と
 「地域活性化に関する連携協定」を締結

・幼稚園、保育所などの利用料が無償化

・市の人口が５５，０００人に達する
・岐阜農林高等学校との連携に関する協定書を締結

平成30年12月

平成31年1月

2月

3月

4月

令和元年5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

「瑞穂市ごみ分別の手引き」を
10言語で配信しています！

いつでもどこでも「広報みずほ」

　11月1日から多言語対応アプリ「Catalog Pocket（カタログポケッ
ト）」で「瑞穂市ごみ分別の手引き」を10言語で配信しています。

　多言語対応アプリ「Catalog Pocket（カタログ ポケット）」を使って、
スマートフォンなどのタブレット端末から広報紙を見ることができます。 ●アプリ版

●PCブラウザ版
   http://www.catapoke.com

　アプリ「Catalog Pocket」をダウンロードし、「瑞穂市 ごみ分別の手引き」と検
索してください。
　下記の二次元コードから「Catalog Pocket」をダウンロードできます。ダウン
ロード、アプリ利用料は無料ですが、通信料は利用者の負担となります。

◀日本語版もありま
す。四角で囲まれた
部分をクリックする
とモードによって拡
大されたり、音声が
読み上げられたりし
ます。 ▲英語版です。自動翻訳機能で日本語が英語に変換されています。

　モードを切り替えると音声読み上げも可能です。

対応言語は次の10言語です。
日本語、英語、韓国語、中国語繁体
字、中国語簡体字、タイ語、ポルトガ
ル語、スペイン語、インドネシア語、
ベトナム語（令和元年11月現在）

●問い合わせ　環境課（巣南庁舎）　☎327-4127　

利用方法

●多言語翻訳機能
●音声読み上げ機能
●拡大機能
●テキストポップアップ機能
●毎月１日に自動配信

●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128

◀iOS端末を
　利用している方

◀Android端末を
　利用している方

無料で
ダウンロード
できます

こんな機能がついています

平成31年3月　保育所型認定子ども園 ほづみの森こども園竣工式

平成31年3月　瑞穂市消防職員、岐阜市消防職員へ身分統一

令和元年5月　水と緑のマルシェＯＵＴＤＯＯＲ開催

令和元年6月　森和之市長就任

令和元年11月　市の人口が55,000人に達する令和元年9月　ふるさと納税の記念品に「みまもりサービス」を追加令和元年9月
かきりんキーホルダー完成

令和元年6月　洪水ハザードマップ
　　　　　　  を更新、「防災読本」
　　　　　　  配布を開始
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ふりかえる
瑞穂市のあゆみ 2019

・南小学校PTAが南ふれあい広場西にエコボックス設置

・「合格祈願」マンホールカード配布開始

・穂積小学校でほづみっこダンスの練習開始
・瑞穂市で第４６回手話まつり開催

・災害時障がい者支援用バンダナ配布開始
・第５回ほづみ夜市を開催
 （初めて駅南側の駅前広場道路の一部を会場として利用）
・小簾紅園に観光用デジタルサイネージ設置
・もくようみずほ７８５ 最終回
・保育所型認定こども園 ほづみの森こども園竣工式
・瑞穂市消防職員、岐阜市消防職員へ身分統一

・印鑑登録証明書および印鑑登録証明書交付申請書の性別欄削除
・穂積中学校新テニスコート竣工
・市税や水道料金等の納付にスマートフォン決済「PayB」導入
・瑞穂市長選挙および瑞穂市議会議員補欠選挙を執行、
 森和之が瑞穂市長に当選
・瑞穂市図書館が文部科学大臣表彰を受賞

・水と緑のマルシェOUTDOOR開催
・本田小学校、岐阜地方法務局から人権推進校に指定

・森和之市長就任
・洪水ハザードマップを更新、「防災読本」配布を開始

・ねんりんピック岐阜2020　瑞穂市実行委員会設立総会開催
・第６回ほづみ夜市開催
・（株）アクティオと災害時におけるレンタル資機材の提供に関する協定締結

・平和推進事業　みずほ平和の祈り２０１９「夜空の下に降る花は」を実施

・かきりんキーホルダー完成
・健康推進課内に、子育て世代包括支援センター開設
・ふるさと納税の記念品に「みまもりサービス」を追加
・穂積小学校運動会でほづみっこダンス披露
・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社と
 「地域活性化に関する連携協定」を締結

・幼稚園、保育所などの利用料が無償化

・市の人口が５５，０００人に達する
・岐阜農林高等学校との連携に関する協定書を締結

平成30年12月

平成31年1月

2月

3月

4月

令和元年5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

「瑞穂市ごみ分別の手引き」を
10言語で配信しています！

いつでもどこでも「広報みずほ」

　11月1日から多言語対応アプリ「Catalog Pocket（カタログポケッ
ト）」で「瑞穂市ごみ分別の手引き」を10言語で配信しています。

　多言語対応アプリ「Catalog Pocket（カタログ ポケット）」を使って、
スマートフォンなどのタブレット端末から広報紙を見ることができます。 ●アプリ版

●PCブラウザ版
   http://www.catapoke.com

　アプリ「Catalog Pocket」をダウンロードし、「瑞穂市 ごみ分別の手引き」と検
索してください。
　下記の二次元コードから「Catalog Pocket」をダウンロードできます。ダウン
ロード、アプリ利用料は無料ですが、通信料は利用者の負担となります。

◀日本語版もありま
す。四角で囲まれた
部分をクリックする
とモードによって拡
大されたり、音声が
読み上げられたりし
ます。 ▲英語版です。自動翻訳機能で日本語が英語に変換されています。

　モードを切り替えると音声読み上げも可能です。

対応言語は次の10言語です。
日本語、英語、韓国語、中国語繁体
字、中国語簡体字、タイ語、ポルトガ
ル語、スペイン語、インドネシア語、
ベトナム語（令和元年11月現在）

●問い合わせ　環境課（巣南庁舎）　☎327-4127　

利用方法

●多言語翻訳機能
●音声読み上げ機能
●拡大機能
●テキストポップアップ機能
●毎月１日に自動配信

●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128

◀iOS端末を
　利用している方

◀Android端末を
　利用している方

無料で
ダウンロード
できます

こんな機能がついています

平成31年3月　保育所型認定子ども園 ほづみの森こども園竣工式

平成31年3月　瑞穂市消防職員、岐阜市消防職員へ身分統一

令和元年5月　水と緑のマルシェＯＵＴＤＯＯＲ開催

令和元年6月　森和之市長就任

令和元年11月　市の人口が55,000人に達する令和元年9月　ふるさと納税の記念品に「みまもりサービス」を追加令和元年9月
かきりんキーホルダー完成

令和元年6月　洪水ハザードマップ
　　　　　　  を更新、「防災読本」
　　　　　　  配布を開始



広報みずほ・2019.129 8広報みずほ・2019.12抽選で健康グッズや県産物が当たるかも！？　清流の国ぎふ健康ポイント事業　実施中！ 健康づくりでお得をゲット！　清流の国ぎふ健康ポイント事業　実施中！　

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 12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、約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（12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

●問い合わせ／予約　健康推進課　☎３２７-８６１１

●瑞穂市認知症カフェ事業 ●みずほ生き活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

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

『ウォーキング教室』参加者募集！！

がん検診の予約状況について

「ずっと元気で過ごしたい！」そのための運動習慣を応援する教室です

か わ ば た い ち ろ う

検診種別 12月

乳がん検診

胃がん検診

肺がん検診

定員
予約者
予約率
定員
予約者
予約率
定員
予約者
予約率

600人
446人
74.3％
200人
92人
46.0％
80人
78人
97.5％

教室内容 開催場所 巣南保健センター（西武複合センター1階）
※ウォーキング体験は靴を履いて屋外で行います

受付時間 １３：００～１３：３０（１５：３０終了予定）
申込み 定員に達し次第締め切ります

定　　員 ２０人（先着順）

参加者特典

対　　象 ２０歳以上の市民のかた（医師より運動制限を受けているかたを除く）

産科医からのメッセージ ～赤ちゃんの命を守るために～ 開催
　胎児治療で有名な産科医師 川鰭市郎先生が皆さんの疑問にお答えします！
　医師の視点から乳児期に起こり得る事故と予防についての話を聞き、お子さんの悲しい事故をなくしましょう！

日にち １２月１６日（月） 時　　間 １０：００～１２：００
場　　所 保健センター（総合センター 3階） 持ち物 子育て中のかたは母子健康手帳　※要電話予約

対　　象 瑞穂市にお住まいの子育て中のかた（夫婦・親子・お孫さんがいるかたのみのご参加も大歓迎！）

●電話予約について
☎327-8611（健康推進課直通電話番号のみ）
受付時間　8:45～17:15（土・日および祝日、時間外の受付はできません）

●ウェブ予約について
瑞穂けんこうナビ 検索

https://city-mizuho-i.secure.force.com

◉保険証が「使える場合」と「使えない場合」があります

◉ジェネリック医薬品（後発医薬品）について

柔道整復師（整骨院・接骨院）の施術は

・希望される場合は、かかりつけの医師や薬剤師にご相談ください
・すべての医薬品にジェネリック医薬品があるわけではありません
・新薬と有効成分などは同一であっても、医師や薬剤師の判断でジェネリック医薬品に切り替えることができない場合があります。

　　　一定の条件を満たした場合、毎年6月と12月に「医療機関で処方された医薬品の自己負担額が、ジェネリック医薬品に切り替えた
時にどれくらい安くなるか」のお知らせをお送りしています。ジェネリック医薬品への切り替えの参考にしてください。

Ｑジェネリック医薬品とは？

Ｑどんなメリットがあるの？

Ｑ効き目や安全性は？

Ｑ使用するにはどうすればいいの？

・打撲、ねんざ、肉離れ
・骨折、脱臼（緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です）

・肩こり（疲労性・慢性的な要因からくる）や筋肉疲労
・脳疾患後遺症などの慢性病
・症状の改善が見られない長期の施術
・保険医療機関（病院、診療所など）で同じ負傷などの治療中の場合
・労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷

使える

使えない

施術日や施術内容について、市が照会させていただく場合があります

ジェネリック医薬品の注意点

○負傷原因を正確に伝えましょう
○施術が長期にわたる場合は、医師の診察を受けましょう
○柔道整復施術療養費支給申請書には必ず自分で署名しましょう
○領収書は必ずもらいましょう

施術を受けるときの注意

「後発医薬品」のことです。先発医薬品（先に開発された新薬）の特許が切れ
た後に、新薬と同じ有効成分で製造・販売される医薬品です。

A

既に有効性や安全性について先発医薬品で確認されていることから研究開発に
要するコストを大幅に抑えられ、新薬と比べて３割～５割程度も安く購入できます。
長期間服用しなければならないときは、薬代の削減につながります。

A

先発医薬品と新薬の効き目や安全性が同等であることが証明されたものだけが、
厚生労働省によってジェネリック医薬品に承認されます。

A

医師や薬剤師に「ジェネリック医薬品希望」と伝えてください。診察券、お薬手帳、
保険証などに「ジェネリック医薬品希望シール」を貼付して意思表示ができます。

A

健康長寿のためのはじめの一歩　応援教室

★ウォーキング中には脈拍計、ライフコーダ（運動量測定器）を使用するので、運動強度が目で見て分かります
※ライフコーダでは歩数、運動量、総消費量などの値が分刻みで長期間記録されます
☆ウォーキングの体験講習に参加できます（講師：コパンスポーツクラブ瑞穂スタッフ）

①効果的なウォーキングのポイントや正しい
　靴の選び方、靴下の履き方について
②屋外のウォーキング体験

開催日

12月18日（水）

実施内容

予約制がん検診の11月15日現在の予約状況は左表のとおりです

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159　　 327-4556

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159　　 327-4556

「ジェネリック医薬品の差額通知」をお送りしています
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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 12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、約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（12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

●問い合わせ／予約　健康推進課　☎３２７-８６１１

●瑞穂市認知症カフェ事業 ●みずほ生き活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

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

『ウォーキング教室』参加者募集！！

がん検診の予約状況について

「ずっと元気で過ごしたい！」そのための運動習慣を応援する教室です

か わ ば た い ち ろ う

検診種別 12月

乳がん検診

胃がん検診

肺がん検診

定員
予約者
予約率
定員
予約者
予約率
定員
予約者
予約率

600人
446人
74.3％
200人
92人
46.0％
80人
78人
97.5％

教室内容 開催場所 巣南保健センター（西武複合センター1階）
※ウォーキング体験は靴を履いて屋外で行います

受付時間 １３：００～１３：３０（１５：３０終了予定）
申込み 定員に達し次第締め切ります

定　　員 ２０人（先着順）

参加者特典

対　　象 ２０歳以上の市民のかた（医師より運動制限を受けているかたを除く）

産科医からのメッセージ ～赤ちゃんの命を守るために～ 開催
　胎児治療で有名な産科医師 川鰭市郎先生が皆さんの疑問にお答えします！
　医師の視点から乳児期に起こり得る事故と予防についての話を聞き、お子さんの悲しい事故をなくしましょう！

日にち １２月１６日（月） 時　　間 １０：００～１２：００
場　　所 保健センター（総合センター 3階） 持ち物 子育て中のかたは母子健康手帳　※要電話予約

対　　象 瑞穂市にお住まいの子育て中のかた（夫婦・親子・お孫さんがいるかたのみのご参加も大歓迎！）

●電話予約について
☎327-8611（健康推進課直通電話番号のみ）
受付時間　8:45～17:15（土・日および祝日、時間外の受付はできません）

●ウェブ予約について
瑞穂けんこうナビ 検索

https://city-mizuho-i.secure.force.com

◉保険証が「使える場合」と「使えない場合」があります

◉ジェネリック医薬品（後発医薬品）について

柔道整復師（整骨院・接骨院）の施術は

・希望される場合は、かかりつけの医師や薬剤師にご相談ください
・すべての医薬品にジェネリック医薬品があるわけではありません
・新薬と有効成分などは同一であっても、医師や薬剤師の判断でジェネリック医薬品に切り替えることができない場合があります。

　　　一定の条件を満たした場合、毎年6月と12月に「医療機関で処方された医薬品の自己負担額が、ジェネリック医薬品に切り替えた
時にどれくらい安くなるか」のお知らせをお送りしています。ジェネリック医薬品への切り替えの参考にしてください。

Ｑジェネリック医薬品とは？

Ｑどんなメリットがあるの？

Ｑ効き目や安全性は？

Ｑ使用するにはどうすればいいの？

・打撲、ねんざ、肉離れ
・骨折、脱臼（緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です）

・肩こり（疲労性・慢性的な要因からくる）や筋肉疲労
・脳疾患後遺症などの慢性病
・症状の改善が見られない長期の施術
・保険医療機関（病院、診療所など）で同じ負傷などの治療中の場合
・労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷

使える

使えない

施術日や施術内容について、市が照会させていただく場合があります

ジェネリック医薬品の注意点

○負傷原因を正確に伝えましょう
○施術が長期にわたる場合は、医師の診察を受けましょう
○柔道整復施術療養費支給申請書には必ず自分で署名しましょう
○領収書は必ずもらいましょう

施術を受けるときの注意

「後発医薬品」のことです。先発医薬品（先に開発された新薬）の特許が切れ
た後に、新薬と同じ有効成分で製造・販売される医薬品です。

A

既に有効性や安全性について先発医薬品で確認されていることから研究開発に
要するコストを大幅に抑えられ、新薬と比べて３割～５割程度も安く購入できます。
長期間服用しなければならないときは、薬代の削減につながります。

A

先発医薬品と新薬の効き目や安全性が同等であることが証明されたものだけが、
厚生労働省によってジェネリック医薬品に承認されます。

A

医師や薬剤師に「ジェネリック医薬品希望」と伝えてください。診察券、お薬手帳、
保険証などに「ジェネリック医薬品希望シール」を貼付して意思表示ができます。

A

健康長寿のためのはじめの一歩　応援教室

★ウォーキング中には脈拍計、ライフコーダ（運動量測定器）を使用するので、運動強度が目で見て分かります
※ライフコーダでは歩数、運動量、総消費量などの値が分刻みで長期間記録されます
☆ウォーキングの体験講習に参加できます（講師：コパンスポーツクラブ瑞穂スタッフ）

①効果的なウォーキングのポイントや正しい
　靴の選び方、靴下の履き方について
②屋外のウォーキング体験

開催日

12月18日（水）

実施内容

予約制がん検診の11月15日現在の予約状況は左表のとおりです

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159　　 327-4556

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159　　 327-4556

「ジェネリック医薬品の差額通知」をお送りしています
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瑞穂市ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想事業からのお知らせ

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

⑤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

0～5歳児の保育

8名

3名

原則として
平日の8:30～17:15
※早番遅番あり

③保育士 日額8,658円
※経験加算、通勤加算あり

平日の7：30～11：30、
9：00～15：00、

15：00～19：00のいずれか
※応相談

④保育士パート 時給1,083円

●問い合わせ　総務課　☎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

12月5日（木）必着 ※12月中に面接を行います締め切り 採用日～令和2年3月31日勤務期間
履歴書（写真添付）・資格証明書の写しを総務課へ提出応募方法

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

※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

時給1,083円

1名 配架業務、
カウンター業務など 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⑧図書館司書

　(繁忙期)

1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⑨保健師

給食センター 特にありません2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8:30～17:15

1名
電話受付、
窓口応対、
課内庶務など

パソコン操作ができるかた
（ワード・エクセルなど）

総務課

時給８５１円

⑩行政事務補助
　（総務課） 平日の９：００～１５：００

日額６，971円
※経験加算、通勤加算あり

給食（保育所、
幼稚園、小・中学校）
の調理、給食センター
設備の清掃など

⑦調理員

牛牧
第2保育所

パソコン操作ができるかた
（ワード・エクセルなど）1名 平日の9:00～15:00 時給851円庶務事務⑥行政事務補助

　（幼児支援課）

学校教育課1名 平日の10:00～15:00
※応相談

⑪行政事務補助
　（学校教育課）

●シロアリの点検と言って来訪した事業者に、
高額な駆除契約をさせられたという相談が
寄せられています。
●契約を勧められてもその場ですぐに決めず、
家族や近所の人などにも相談しましょう。
●家族や周囲の人も、高齢者の家に不審な訪
問者が来ていないか、家の中に見慣れない
封筒や契約書がないかなど、日ごろから気
を配りましょう。

事例

強引なシロアリ駆除サービスの勧誘にご注意！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　 

「お宅からシロアリが飛んで
きているとクレームが出て
いるので点検に来た」と業
者が来訪してきた。しつこく
何度もシロアリ駆除を勧め
られ、一人住まいで怖いの
で帰ってもらうために契約し
てしまった。作業前に代金を
支払うように言われて現金
で約５０万円を支払った。

下図の規制区間にて、期間を限定して、
東向きの一方通行化規制（交通社会実験）を行います！

第７回ほづみ夜市を開催します！

日程／1月20日（月）～24日（金）　7：00～8：30
　　　1月27日（月）～31日（金）　7：00～8：30
場所／穂積駅南口  JAぎふ穂積支店前の通り（約360ｍ）

　JR穂積駅周辺の交通環境を改善する目的で、
東向きの一方通行化規制（交通社会実験）を行い
ます。

　「規制区間（実験区間）」は「道路幅員が狭いた
めに歩行者が安全に歩くことが難しい」といった
ご意見が周辺利用者から多く出ていました。
　そこで、誰もが安全に安心して当該道路を利用
できるよう、瑞穂市では期間および時間を限定し
て一方通行化の社会実験を実施することになり
ました。（試験的に実施）

　今回はステージイベントのほか、イルミネーションも企画
検討中です！いつもと違う穂積駅前に行ってみませんか？

日時／12月7日(土) 14:00～20:00
場所／穂積駅前南北

●問い合わせ
総合政策課　
☎327-4128　　327-4103　
　sougou@city.mizuho.lg.jp

今後、より組織だって駅周辺を元気にしていくために、「（仮）駅前まちづくりの会」を作っていく予定です。
駅前でのにぎやかし企画や、交通環境の改善に向けた取り組みなど、「今」からでもできることを話し合ってい
きます。興味のあるかたは、下記連絡先までご連絡ください！

ワイワイ会議事務局 駅前拠点事務所
別府658番地13
☎329-5520　　329-5521　　hozumiekishu@gmail.com

穂積駅南側

穂積郵便局さん

瑞穂市役所

JAぎふ
穂積支店さん

スギ薬局
さん

JR穂積駅

規制
区間
約3
60ｍ
（東
向き
一方
通行
）

う回路

う回路

う回路

この社会実験により、JA前の道路や
周辺に与える影響を把握し、「交通環
境を改善するためには何が最善の方
法か」を検討して参りますので、皆さ
んのご協力をお願いします。
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瑞穂市ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想事業からのお知らせ

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

⑤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

0～5歳児の保育

8名

3名

原則として
平日の8:30～17:15
※早番遅番あり

③保育士 日額8,658円
※経験加算、通勤加算あり

平日の7：30～11：30、
9：00～15：00、

15：00～19：00のいずれか
※応相談

④保育士パート 時給1,083円

●問い合わせ　総務課　☎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

12月5日（木）必着 ※12月中に面接を行います締め切り 採用日～令和2年3月31日勤務期間
履歴書（写真添付）・資格証明書の写しを総務課へ提出応募方法

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

※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

時給1,083円

1名 配架業務、
カウンター業務など 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⑧図書館司書

　(繁忙期)

1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⑨保健師

給食センター 特にありません2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8:30～17:15

1名
電話受付、
窓口応対、
課内庶務など

パソコン操作ができるかた
（ワード・エクセルなど）

総務課

時給８５１円

⑩行政事務補助
　（総務課） 平日の９：００～１５：００

日額６，971円
※経験加算、通勤加算あり

給食（保育所、
幼稚園、小・中学校）
の調理、給食センター
設備の清掃など

⑦調理員

牛牧
第2保育所

パソコン操作ができるかた
（ワード・エクセルなど）1名 平日の9:00～15:00 時給851円庶務事務⑥行政事務補助

　（幼児支援課）

学校教育課1名 平日の10:00～15:00
※応相談

⑪行政事務補助
　（学校教育課）

●シロアリの点検と言って来訪した事業者に、
高額な駆除契約をさせられたという相談が
寄せられています。
●契約を勧められてもその場ですぐに決めず、
家族や近所の人などにも相談しましょう。
●家族や周囲の人も、高齢者の家に不審な訪
問者が来ていないか、家の中に見慣れない
封筒や契約書がないかなど、日ごろから気
を配りましょう。

事例

強引なシロアリ駆除サービスの勧誘にご注意！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　 

「お宅からシロアリが飛んで
きているとクレームが出て
いるので点検に来た」と業
者が来訪してきた。しつこく
何度もシロアリ駆除を勧め
られ、一人住まいで怖いの
で帰ってもらうために契約し
てしまった。作業前に代金を
支払うように言われて現金
で約５０万円を支払った。

下図の規制区間にて、期間を限定して、
東向きの一方通行化規制（交通社会実験）を行います！

第７回ほづみ夜市を開催します！

日程／1月20日（月）～24日（金）　7：00～8：30
　　　1月27日（月）～31日（金）　7：00～8：30
場所／穂積駅南口  JAぎふ穂積支店前の通り（約360ｍ）

　JR穂積駅周辺の交通環境を改善する目的で、
東向きの一方通行化規制（交通社会実験）を行い
ます。

　「規制区間（実験区間）」は「道路幅員が狭いた
めに歩行者が安全に歩くことが難しい」といった
ご意見が周辺利用者から多く出ていました。
　そこで、誰もが安全に安心して当該道路を利用
できるよう、瑞穂市では期間および時間を限定し
て一方通行化の社会実験を実施することになり
ました。（試験的に実施）

　今回はステージイベントのほか、イルミネーションも企画
検討中です！いつもと違う穂積駅前に行ってみませんか？

日時／12月7日(土) 14:00～20:00
場所／穂積駅前南北

●問い合わせ
総合政策課　
☎327-4128　　327-4103　
　sougou@city.mizuho.lg.jp

今後、より組織だって駅周辺を元気にしていくために、「（仮）駅前まちづくりの会」を作っていく予定です。
駅前でのにぎやかし企画や、交通環境の改善に向けた取り組みなど、「今」からでもできることを話し合ってい
きます。興味のあるかたは、下記連絡先までご連絡ください！

ワイワイ会議事務局 駅前拠点事務所
別府658番地13
☎329-5520　　329-5521　　hozumiekishu@gmail.com

穂積駅南側

穂積郵便局さん

瑞穂市役所

JAぎふ
穂積支店さん

スギ薬局
さん

JR穂積駅

規制
区間
約3
60ｍ
（東
向き
一方
通行
）

う回路

う回路

う回路

この社会実験により、JA前の道路や
周辺に与える影響を把握し、「交通環
境を改善するためには何が最善の方
法か」を検討して参りますので、皆さ
んのご協力をお願いします。
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●問い合わせ　商工農政観光課（巣南庁舎）　☎327-2103

商工農政観光課
からのお知らせ

みなさん、大丈夫ですか？

　全国各地で乗用トラクターなどの盗難が多発しており、県内でも発生しています。
　簡単な盗難防止策で犯行を未然に防ぐこともありますので、大切な農機具が盗難
にあわないためにも対策をしましょう!!

　瑞穂市少年少女消防クラブにおいて、瑞穂市と共催し、市内の小学生を対象として火災予防に関するポス
ターの募集を行ったところ、たくさんのご応募をいただきました。
　厳正な審査の結果、以下のとおり入賞者が決定しました。来年度も夏休みにポスターの募集を行いますの
で、多くのかたのご応募をお待ちしています。

　岐阜県では、無料で、空家所有者などを対象に適正管理、利活用(売買・賃貸)、解体などの相談に対応でき
る相談窓口を開設しています。

田畑など目の届かない場所に放置しない
ほ場に置きっぱなしは「持って行ってください」と言っているようなも
の。作業を終えたら必ず格納しましょう。
格納庫に保管し、エンジンキーは抜いて別に管理する
キーを「シートの下に隠す」「工具箱の中に入れる」は当然お見通し。必
ず別の場所で管理しましょう。
格納庫を施錠し、格納庫の前に障害物を置く
カギが壊される事例もあります。犯行に時間がかかるのを犯人は嫌が
りますので、簡単に盗ませない工夫をしましょう。
盗難防止器具を利用する
ハンドルロック、シフトロックなど、盗難防止器具が市販されています。
二重三重の防止策を講じましょう。
保管状態を定期的にチェック
年に一度しか使わない農機具は、盗まれていることに気づかないこと
があります。定期的に格納場所の確認をしましょう。

あなたの
農機具が狙われています!!空家の適切な管理は所有者などの責務です

火災予防ポスター審査結果

●問い合わせ　みずほ資源環境組合広域協定（事務局）　☎322-5911●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

トラクターなどを盗まれないために
農機具の形式区分、車体番号を控えておく
万が一盗難にあった場合、中古農機具販売店で
の流通を阻止できることがあります。
田畑を徘徊する不審者（車両）に気を付ける
犯人は昼間に目星を付けておき、夜間、犯行に及
ぶようです。不審者や不審車両を見かけたら、特
に盗難に注意しましょう。
任意保険をかける
農機具を盗難されると、営農計画が崩れてしまい
ます。代わりの機械を購入しようにも費用がかさ
みます。日頃から、任意保険に加入していれば、万
が一の場合にも安心です。

盗難に備えて

小澤　由加子さん（中小５年）
田中　友菜さん　（南小４年）
西垣　結唯さん　（南小４年）

　
　

岡部　杏凛さん（南小４年）

小島 唯莉さん（西小４年）

八田 美咲 シルバさん（南小４年）

髙橋 実瑚さん（南小４年）

「農村環境保全」に関するポスター

審査結果発表！！

羽賀　結良梨さん（南小４年）

坂之下　陽向さん（中小５年）
鈴木　凛音さん　（南小４年）
松井　美侑さん　（南小４年）
松永　ももこさん（南小４年）

　
　

優秀賞

特 選

奨励賞

事務局長賞

入選
入 選

佳 作

盗難事件急増中 !!

　市の農業振興地域内の自治会などで構成する組織「みずほ
資源環境組合広域協定」において、国の「多面的機能支払交付
金事業」を活用して農村環境の保全に取り組んでいます。
　市の農業振興地域内（西・中・南の各小学校）の児童に農村環
境に関心を持っていただくことを目的にポスター募集を行った
ところ、１５２件の応募がありました。
　応募いただいた作品を厳正に審査した結果は次のとおりで
す。入賞された皆さんには、小学校を通して賞状、副賞が贈呈
されました。

瑞
穂
市
長
賞

瑞
穂
市
教
育
長
賞

運
営
委
員
会
会
長
賞

そういえば
実家が空家になっていた。
困ったな、どうすればいいの？

※電話による事前予約制です。詳細は上記相談窓口にご確認ください

空き家・すまい総合相談室(岐阜県住宅供給公社内)
☎０５８４－８１－８５１１

相談窓口

小川　蒼　さん（牛牧小 ３年） /　加藤　安祐美さん（穂積小 ４年） /　杉山　明咲さん（本田小 ２年） /　西　　良太　さん（穂積小 １年）
多喜　千莉さん（本田小 ６年） /　阪本　柚依　さん（本田小 ２年） /　西　ひなたさん（穂積小 ５年） /　松野　仁亮　さん（穂積小 ３年）

西　　奏太さん（穂積小 ６年） /　森田　真衣さん（穂積小 ４年） /　渡邉　心結さん（穂積小 ３年） /　佐々木　杏紗さん（穂積小 ３年）　
廣瀬　朱音さん（穂積小 ２年） /　森下　実羽さん（本田小 ４年） /　高橋　志帆さん（本田小 ４年） /　藤原　大虎　さん（本田小 ３年）
家田　直佳さん（本田小 ２年） /　宮川　侑己さん（牛牧小 ６年） /　野崎　典禪さん（牛牧小 ６年） /　奥井　麻絢　さん（牛牧小 ４年）
齊藤　麟央さん（中小　 ６年） /　野村　壮志さん（南小　 ６年）

瑞穂市長賞
水谷　悠希さん（牛牧小 ５年）

瑞穂市教育長賞
岸田　大歩さん（本田小 ５年）

岐阜市消防長賞
淺野　航平さん（本田小 ５年）

瑞穂市少年少女消防クラブ幹事長賞
阪本　芽依さん（本田小 ５年）

　空家や敷地の所有者には管理責任があります。
　建物が倒れる、瓦などの物が落下するなどにより、周囲の家屋や通行人等に被害を及ぼ
した場合は、建物の所有者などは損害賠償などで管理責任を問われる場合があります。ま
た、相続放棄をしても管理を引き継がせるまで、管理義務を負うことになります。
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●問い合わせ　商工農政観光課（巣南庁舎）　☎327-2103

商工農政観光課
からのお知らせ

みなさん、大丈夫ですか？

　全国各地で乗用トラクターなどの盗難が多発しており、県内でも発生しています。
　簡単な盗難防止策で犯行を未然に防ぐこともありますので、大切な農機具が盗難
にあわないためにも対策をしましょう!!

　瑞穂市少年少女消防クラブにおいて、瑞穂市と共催し、市内の小学生を対象として火災予防に関するポス
ターの募集を行ったところ、たくさんのご応募をいただきました。
　厳正な審査の結果、以下のとおり入賞者が決定しました。来年度も夏休みにポスターの募集を行いますの
で、多くのかたのご応募をお待ちしています。

　岐阜県では、無料で、空家所有者などを対象に適正管理、利活用(売買・賃貸)、解体などの相談に対応でき
る相談窓口を開設しています。

田畑など目の届かない場所に放置しない
ほ場に置きっぱなしは「持って行ってください」と言っているようなも
の。作業を終えたら必ず格納しましょう。
格納庫に保管し、エンジンキーは抜いて別に管理する
キーを「シートの下に隠す」「工具箱の中に入れる」は当然お見通し。必
ず別の場所で管理しましょう。
格納庫を施錠し、格納庫の前に障害物を置く
カギが壊される事例もあります。犯行に時間がかかるのを犯人は嫌が
りますので、簡単に盗ませない工夫をしましょう。
盗難防止器具を利用する
ハンドルロック、シフトロックなど、盗難防止器具が市販されています。
二重三重の防止策を講じましょう。
保管状態を定期的にチェック
年に一度しか使わない農機具は、盗まれていることに気づかないこと
があります。定期的に格納場所の確認をしましょう。

あなたの
農機具が狙われています!!空家の適切な管理は所有者などの責務です

火災予防ポスター審査結果

●問い合わせ　みずほ資源環境組合広域協定（事務局）　☎322-5911●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

トラクターなどを盗まれないために
農機具の形式区分、車体番号を控えておく
万が一盗難にあった場合、中古農機具販売店で
の流通を阻止できることがあります。
田畑を徘徊する不審者（車両）に気を付ける
犯人は昼間に目星を付けておき、夜間、犯行に及
ぶようです。不審者や不審車両を見かけたら、特
に盗難に注意しましょう。
任意保険をかける
農機具を盗難されると、営農計画が崩れてしまい
ます。代わりの機械を購入しようにも費用がかさ
みます。日頃から、任意保険に加入していれば、万
が一の場合にも安心です。

盗難に備えて

小澤　由加子さん（中小５年）
田中　友菜さん　（南小４年）
西垣　結唯さん　（南小４年）

　
　

岡部　杏凛さん（南小４年）

小島 唯莉さん（西小４年）

八田 美咲 シルバさん（南小４年）

髙橋 実瑚さん（南小４年）

「農村環境保全」に関するポスター

審査結果発表！！

羽賀　結良梨さん（南小４年）

坂之下　陽向さん（中小５年）
鈴木　凛音さん　（南小４年）
松井　美侑さん　（南小４年）
松永　ももこさん（南小４年）

　
　

優秀賞

特 選

奨励賞

事務局長賞

入選
入 選

佳 作

盗難事件急増中 !!

　市の農業振興地域内の自治会などで構成する組織「みずほ
資源環境組合広域協定」において、国の「多面的機能支払交付
金事業」を活用して農村環境の保全に取り組んでいます。
　市の農業振興地域内（西・中・南の各小学校）の児童に農村環
境に関心を持っていただくことを目的にポスター募集を行った
ところ、１５２件の応募がありました。
　応募いただいた作品を厳正に審査した結果は次のとおりで
す。入賞された皆さんには、小学校を通して賞状、副賞が贈呈
されました。

瑞
穂
市
長
賞

瑞
穂
市
教
育
長
賞

運
営
委
員
会
会
長
賞

そういえば
実家が空家になっていた。
困ったな、どうすればいいの？

※電話による事前予約制です。詳細は上記相談窓口にご確認ください

空き家・すまい総合相談室(岐阜県住宅供給公社内)
☎０５８４－８１－８５１１

相談窓口

小川　蒼　さん（牛牧小 ３年） /　加藤　安祐美さん（穂積小 ４年） /　杉山　明咲さん（本田小 ２年） /　西　　良太　さん（穂積小 １年）
多喜　千莉さん（本田小 ６年） /　阪本　柚依　さん（本田小 ２年） /　西　ひなたさん（穂積小 ５年） /　松野　仁亮　さん（穂積小 ３年）

西　　奏太さん（穂積小 ６年） /　森田　真衣さん（穂積小 ４年） /　渡邉　心結さん（穂積小 ３年） /　佐々木　杏紗さん（穂積小 ３年）　
廣瀬　朱音さん（穂積小 ２年） /　森下　実羽さん（本田小 ４年） /　高橋　志帆さん（本田小 ４年） /　藤原　大虎　さん（本田小 ３年）
家田　直佳さん（本田小 ２年） /　宮川　侑己さん（牛牧小 ６年） /　野崎　典禪さん（牛牧小 ６年） /　奥井　麻絢　さん（牛牧小 ４年）
齊藤　麟央さん（中小　 ６年） /　野村　壮志さん（南小　 ６年）

瑞穂市長賞
水谷　悠希さん（牛牧小 ５年）

瑞穂市教育長賞
岸田　大歩さん（本田小 ５年）

岐阜市消防長賞
淺野　航平さん（本田小 ５年）

瑞穂市少年少女消防クラブ幹事長賞
阪本　芽依さん（本田小 ５年）

　空家や敷地の所有者には管理責任があります。
　建物が倒れる、瓦などの物が落下するなどにより、周囲の家屋や通行人等に被害を及ぼ
した場合は、建物の所有者などは損害賠償などで管理責任を問われる場合があります。ま
た、相続放棄をしても管理を引き継がせるまで、管理義務を負うことになります。
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洗浄後、再度汚れ、壊れ、異物がないか
を目視でチェックし、保管庫で乾燥・消
毒します。

みずほ教育便
Vol.33

教育
委員
会発

●問い合わせ　教育総務課（巣南庁舎）　☎327-2115
給食センター　　　　　 ☎328-7771

　給食センターで毎日約7000食の給食を作っている調理員さんたちは、どんなお仕事をしているのかな？

食缶や食器を専用のコ
ンテナに積み込み各学
校へ配送します。 午前中に使用した器具は午前中のうちに洗浄消毒します。

学校などから返却された20,000個以上の食器や食缶、コンテナを洗浄します。

翌日の給食を間違いなく安全に作るため
に、各班に分かれ真剣に作業工程の確認を
しています。これで明日もバッチリです。

調理場内に入るときは、必ずエア
シャワーを通ります。さらに、コロ
コロ吸着も使用しています。こうし
て、異物や髪の毛を持ち込まない
よう細心の注意を払っています。

毎日、とても大変ですが、「お
いしいよ」と言って食べてく
れる子どもたちの笑顔を思っ
て頑張っています。

専用の爪ブラ
シを使ってよ
く洗います。

午後の作業

こんなことに気を付けています

毎朝、下痢、発熱などがないか
必ず健康チェックをします。

配送

回収

洗浄積込

この釜一つで約1,000人分の煮
物やお汁ができます。

炊きあがったご飯をクラスごと
に食缶に入れていきます。

約7000食、鉄板の上に丁寧
に一つ一つ並べます。

炊飯煮物 焼き物

午前の作業

朝7時半からその日に使われる食材が運び込まれます。
食品の数量や状態をひと箱ずつ確認します。

丁寧に3～4回、水槽を変えて流
水で洗います。葉物は葉の裏や
重なり部分もよく見て洗います。

検収 洗浄

使用した台車やケー
スも毎回洗浄消毒し
ているんだね

エノキも一本一本
ほぐしながら洗っ
ているんだね

洗浄

確認・乾燥・消毒 ミーティング

調理
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洗浄後、再度汚れ、壊れ、異物がないか
を目視でチェックし、保管庫で乾燥・消
毒します。

みずほ教育便
Vol.33

教育
委員
会発

●問い合わせ　教育総務課（巣南庁舎）　☎327-2115
給食センター　　　　　 ☎328-7771

　給食センターで毎日約7000食の給食を作っている調理員さんたちは、どんなお仕事をしているのかな？

食缶や食器を専用のコ
ンテナに積み込み各学
校へ配送します。 午前中に使用した器具は午前中のうちに洗浄消毒します。

学校などから返却された20,000個以上の食器や食缶、コンテナを洗浄します。

翌日の給食を間違いなく安全に作るため
に、各班に分かれ真剣に作業工程の確認を
しています。これで明日もバッチリです。

調理場内に入るときは、必ずエア
シャワーを通ります。さらに、コロ
コロ吸着も使用しています。こうし
て、異物や髪の毛を持ち込まない
よう細心の注意を払っています。

毎日、とても大変ですが、「お
いしいよ」と言って食べてく
れる子どもたちの笑顔を思っ
て頑張っています。

専用の爪ブラ
シを使ってよ
く洗います。

午後の作業

こんなことに気を付けています

毎朝、下痢、発熱などがないか
必ず健康チェックをします。

配送

回収

洗浄積込

この釜一つで約1,000人分の煮
物やお汁ができます。

炊きあがったご飯をクラスごと
に食缶に入れていきます。

約7000食、鉄板の上に丁寧
に一つ一つ並べます。

炊飯煮物 焼き物

午前の作業

朝7時半からその日に使われる食材が運び込まれます。
食品の数量や状態をひと箱ずつ確認します。

丁寧に3～4回、水槽を変えて流
水で洗います。葉物は葉の裏や
重なり部分もよく見て洗います。

検収 洗浄

使用した台車やケー
スも毎回洗浄消毒し
ているんだね

エノキも一本一本
ほぐしながら洗っ
ているんだね

洗浄

確認・乾燥・消毒 ミーティング

調理



広報みずほ・2019.1217 16広報みずほ・2019.12暖房中の室内温度は１９℃を目安に設定（みずほウォームビズ２０１９） 市役所において、みずほウォームビズ２０１９を始めました。

人権月間における
市民公開人権講座のお知らせ

●日　時　　１２月６日(金) １３：３０～１５：１０
●会　場　　総合センター　サンシャインホール
●演　題　　“誰でも安心して暮らせる地域づくり”
　　　　　　～ひとりぼっちをつくらない～
●講　師　　東京大学　特別教授　湯浅　誠　氏
　　　　　　（前法政大学教授・元内閣官房審議官）
■主　催　　瑞穂市・瑞穂市教育委員会　瑞穂市人権擁護委員会
■共　催　　岐阜県人権擁護委員協議会本巣地区部会

１２月は人権月間

申込不要
※直接会場へ
お越しください

●問い合わせ　生涯学習課（巣南庁舎）　☎ 327-2117

●問い合わせ　生涯学習課（巣南庁舎）　☎３２７－２１１７

師走、12月は人権月間です。

　全国では登下校中の子どもが被害に遭う事件が
発生しています。
　昨年は新潟県で下校中の小学２年女児が殺害さ
れ、今年は神奈川県でスクールバスを待っていた小
学生や保護者が刃物で襲撃されるなど、子どもが狙
われる凶悪事件が後を絶ちません。
　警察では、こうした事件が起こらないように、不審
者からの声かけなどを、その前兆「声かけ事案」と捉
えて対応しています。
　北方署管内における本年９月末までの「声かけ事
案」は、瑞穂市３４件、本巣市１８件、北方町１５件。す
べての市町で増加しています。
　内容は、車から手招きをされたり、「タバコを吸わ
ない？」「車に乗らない？」などと声を掛けられたもの
や、カメラを向けられたり、身体に接触されたものも
ありました。
　そこで、皆さんにお願いしたいのは、「ながら見守
り」です。
　これは、「何かをしながら」子どもを見守るという
ものです。

　買い物をしながら…、散歩をしながら…、花の水や
りをしながら…、子どもを見守ってください。一人で
も多くの皆さんに、こうした「ながら見守り」の意識を
持っていただくことで、地域の結束・防犯意識が強く
なり、不審者に対する警戒、早期の通報など子ども
たちの安全につながるものと考えています。
　ぜひ、皆さんのご理解とご協力、そして「ながら見
守り」をお願いいたします。

●問い合わせ　北方警察署　☎324-0110

「ながら見守り」北方警察署の「窓」

●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 つどいの泉牛牧南部コミュニティセンター　つどいの泉

≪書き初めイベントのご案内≫～年の初めに書き初めをしよう！～
期　　間　１月４日（土）～１５日（水） 10:00～16:30　
対　　象　小学１年生から大人まで　必ず汚れてもよい服装で参加してください。
題　　材　自由　小学生については、学年ごとに手本を用意します。
料　　金　無料
道　　具　書き初めに必要な用具は、すべてコミセンで用意します。
そ の 他　書き初め希望のかたは、窓口で受付をしてください。

≪クリスマスイベントのご案内≫
コミュニティセンター　３館同時開催 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同時開催

内　容　クリスマスのぬり絵をしたり、クリスマスの飾りを作ります。
期　間　１２月４日（水）～２５日（水）　9:00～20:00
　　　　※１２月１６日（月）：本田コミセンと南部コミセンは休館日
対　象　幼児から大人まで　ご家族でのご参加、大歓迎です。
料　金　無料
その他　事前の申し込みは不要です。制作に必要な用具などはコミセンで用意します。

≪しめ縄づくり教室のご案内≫
開催日時　１２月２１日（土）　午前の部  ９：００～１１：３０（受付  ８：４０～）、
　　　　　　　　　　　　 午後の部１３：００～１５：３０（受付１２：４０～）
申込受付中！　申込は、当施設の窓口、またはお電話で！！　
　（午前の部、午後の部、それぞれ２７名の定員に達し次第締め切らせていただきます）
参加料　５００円（エビ飾り付き）　持ち物　ペンチ、はさみ、千枚通し
※くわしくは当施設の窓口までお問い合わせください

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

5日（木）　１８：４５～２１：００
9日（月）　　９：４５～１２：００
20日（金）　１８：４５～２１：００

 

人材育成研修②No.21

●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。

　各小学校区で行った「タウンミーティング」のフォローアップの１
つの取り組みとして、４回のシリーズで実施する「人材育成研修」。
昨年度に引き続き、NPO法人ぎふNPOセンター理事長の野村典博
先生に、全体コーディネートをお願いし、「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！」をテーマに実施
しています。
　今回は、ＮＰＯ法人キッズスクエア瑞穂　理事長　椙浦良子さん
を講師に迎え、１０月９日（水）に実施した、第２回の研修についてレ
ポートしたいと思います。

昔の子育て、今の子育て
　家庭や地域の子育て力の低下という話はよく聞きますが、椙浦さ
んのお話は、少し違う切口から始まりました。参加者のみなさんの子
ども時代（昭和２０年代・３０年代くらい）の子育ては「放牧」。子どもは
大きい子が小さい子を引き連れ、外で遊びまわり、自然や人とのつな
がりの中で、生きるスキルを学ぶ機会に溢れていました。それに引き
換え、今の子育ては、子どもの安全を最優先に考えるがゆえに、放課
後の時間を習い事や学童保育などに「外注」し、子どもは大人の監視
の中にいます。そして遊びもＳＮＳやゲームで、ネットの世界で生きて
います。昔が今より、家庭や地域が「子育て」に対して、意識が高かっ
たわけではありません。変わったのは環境。「今の子育て」の現実は、
自分の子どもが生まれるまで赤ちゃんの世話をしたことのない親は７
５％もいます。これが「今の子育て」のリアルなのです。

経験できないのなら経験できる機会をつくる
　椙浦さんは、こんな思いから「中学生の保育体験授業」を１５年間
取り組んでいます。市内３つの中学校の家庭科の時間に、１人の中学
生が１人の赤ちゃんを受け持ち、２時間の保育体験をします。ママと
離れて大泣きの子もいるし、ちょっとなら楽しい抱っこやおんぶも、

12月の講習会
９日（木）　 9:45～12:00
１７日（金）　18:45～21:00
 ２３日（木）　 9:45～12:00

令和2年1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～

「子育て世代と地域の関わり」

地域コミュニティレポート
～心をつなぐプロローグ～

「子育て世代と地域の関わり」

だんだん腕や肩が辛くなる。子育ての大変
さとともに、赤ちゃんのにおいや柔らかさ、
可愛い笑顔に触れて、赤ちゃんのいとおし
さも同時に感じる２時間です。
　「子育ては、時代を越えてつながってい
く。」と椙浦さんは話されます。保育体験も
１５年の歳月を経て、赤ちゃんとして預けら
れていた子が、中学生として保育体験に参
加するケース。中学生で保育体験をした子がママになって、赤ちゃん
を預ける立場になり、世代を越えた命のつながりが生まれています。
　「子育ては誰もがその一翼を担っていく。」これも椙浦さんの言葉
です。

地域みんなで子育て…「子育て世代を温かく見守る地域へ」
　他にも椙浦さんからは、市からの委託で運営している「ファミ
リー・サポート・センター事業」（以下ファミサポ）のお話や、ファミサ
ポで出会った、サポート事例などのお話をいただきました。
　研修の参加者は、６０代以上の男性がほとんどですので、初めて聞
くお話がたくさんあったようです。
　最後に椙浦さんからは、「瑞穂市は転入者の多い市です。知ってい
る人がいなくて孤独な子育てをしている人もたくさんいます。少子
高齢化で、若い人が大勢の高齢者を支える社会と言われますが、
「子育て世代」は、地域の力でサポートして欲しい。このまちに住ん
で良かったと思ってもらえるまちにして欲しい。私も中小学校区の
タウンミーティングに参加しましたが、自治会公民館を地域の居場
所として活用したいという話がありました。地域の人がつながる場
所として、地域の人が一緒になって活動できると良いと思います。」
とお話しいただきました。
　全体コーディネーターの野村先生からは、「特別なことはできなく
ても、「気にかける」ことを意識しています。子どもの遊んでいる様
子、泣き声などに普段から気にかけ、何かの時に関われるようにと
思っています。ファミサポは、地域が子育てに関わるひとつの形で
す。ちょっとしたサポートが必要な子育て世帯はたくさんありま
す。」と話していただきました。

「（仮称）中山道大月多目的広場」の整備が始まります
　「（仮称）中山道大月多目的広場」の整備に向けて工事が始まります。どんな広場になるのか、何をすること
ができるのか、完成予定図を見ながら皆さんで実際に現地を歩いてみませんか。

日時　１２月２１日（土）　１０：３０～（１時間程度）
場所　西部複合センター2階　図書館分館学習室および現地
定員　３０名程度
※外に出てもよい服装でお越しください ※未整備地ですので足元が悪い箇所があります
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人権月間における
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●問い合わせ　生涯学習課（巣南庁舎）　☎ 327-2117

●問い合わせ　生涯学習課（巣南庁舎）　☎３２７－２１１７

師走、12月は人権月間です。
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発生しています。
　昨年は新潟県で下校中の小学２年女児が殺害さ
れ、今年は神奈川県でスクールバスを待っていた小
学生や保護者が刃物で襲撃されるなど、子どもが狙
われる凶悪事件が後を絶ちません。
　警察では、こうした事件が起こらないように、不審
者からの声かけなどを、その前兆「声かけ事案」と捉
えて対応しています。
　北方署管内における本年９月末までの「声かけ事
案」は、瑞穂市３４件、本巣市１８件、北方町１５件。す
べての市町で増加しています。
　内容は、車から手招きをされたり、「タバコを吸わ
ない？」「車に乗らない？」などと声を掛けられたもの
や、カメラを向けられたり、身体に接触されたものも
ありました。
　そこで、皆さんにお願いしたいのは、「ながら見守
り」です。
　これは、「何かをしながら」子どもを見守るという
ものです。

　買い物をしながら…、散歩をしながら…、花の水や
りをしながら…、子どもを見守ってください。一人で
も多くの皆さんに、こうした「ながら見守り」の意識を
持っていただくことで、地域の結束・防犯意識が強く
なり、不審者に対する警戒、早期の通報など子ども
たちの安全につながるものと考えています。
　ぜひ、皆さんのご理解とご協力、そして「ながら見
守り」をお願いいたします。

●問い合わせ　北方警察署　☎324-0110

「ながら見守り」北方警察署の「窓」

●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 つどいの泉牛牧南部コミュニティセンター　つどいの泉

≪書き初めイベントのご案内≫～年の初めに書き初めをしよう！～
期　　間　１月４日（土）～１５日（水） 10:00～16:30　
対　　象　小学１年生から大人まで　必ず汚れてもよい服装で参加してください。
題　　材　自由　小学生については、学年ごとに手本を用意します。
料　　金　無料
道　　具　書き初めに必要な用具は、すべてコミセンで用意します。
そ の 他　書き初め希望のかたは、窓口で受付をしてください。

≪クリスマスイベントのご案内≫
コミュニティセンター　３館同時開催 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同時開催

内　容　クリスマスのぬり絵をしたり、クリスマスの飾りを作ります。
期　間　１２月４日（水）～２５日（水）　9:00～20:00
　　　　※１２月１６日（月）：本田コミセンと南部コミセンは休館日
対　象　幼児から大人まで　ご家族でのご参加、大歓迎です。
料　金　無料
その他　事前の申し込みは不要です。制作に必要な用具などはコミセンで用意します。

≪しめ縄づくり教室のご案内≫
開催日時　１２月２１日（土）　午前の部  ９：００～１１：３０（受付  ８：４０～）、
　　　　　　　　　　　　 午後の部１３：００～１５：３０（受付１２：４０～）
申込受付中！　申込は、当施設の窓口、またはお電話で！！　
　（午前の部、午後の部、それぞれ２７名の定員に達し次第締め切らせていただきます）
参加料　５００円（エビ飾り付き）　持ち物　ペンチ、はさみ、千枚通し
※くわしくは当施設の窓口までお問い合わせください

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

5日（木）　１８：４５～２１：００
9日（月）　　９：４５～１２：００
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　「子育ては、時代を越えてつながってい
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です。
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で良かったと思ってもらえるまちにして欲しい。私も中小学校区の
タウンミーティングに参加しましたが、自治会公民館を地域の居場
所として活用したいという話がありました。地域の人がつながる場
所として、地域の人が一緒になって活動できると良いと思います。」
とお話しいただきました。
　全体コーディネーターの野村先生からは、「特別なことはできなく
ても、「気にかける」ことを意識しています。子どもの遊んでいる様
子、泣き声などに普段から気にかけ、何かの時に関われるようにと
思っています。ファミサポは、地域が子育てに関わるひとつの形で
す。ちょっとしたサポートが必要な子育て世帯はたくさんありま
す。」と話していただきました。

「（仮称）中山道大月多目的広場」の整備が始まります
　「（仮称）中山道大月多目的広場」の整備に向けて工事が始まります。どんな広場になるのか、何をすること
ができるのか、完成予定図を見ながら皆さんで実際に現地を歩いてみませんか。

日時　１２月２１日（土）　１０：３０～（１時間程度）
場所　西部複合センター2階　図書館分館学習室および現地
定員　３０名程度
※外に出てもよい服装でお越しください ※未整備地ですので足元が悪い箇所があります
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▲瑞穂市チーム出場者・関係者の集合写真 ▲間仕切りを組み立てるようす ▲ポリ袋でカレーライス調理

瑞穂市チームが健闘瑞穂市チームが健闘
10月20日
（日）

　岐阜県庁前を発着地点とし、不二羽島文化センターを折り返し（１０区
間）する駅伝競走大会が行われました。
　今年度は県下２８の郡市チームが参加し、瑞穂市チームは、区間賞２
つ、総合順位を昨年の１３位から１２位と１つあげるなど、大健闘しました。

　少年少女消防クラブが防災キャンプを体験しました。段
ボール製の間仕切りを組み立て、避難所での生活体験や、ポ
リ袋を使ってカレーライス調理に挑戦するなどしました。子ど
もたちはうまくカレーができるか不安そうでしたが、できあ
がったカレーを食べるとたちまち笑顔になりました。

地域の安全を守るため地域の安全を守るため
9月27日
（金）

岐阜県安全・安心まちづくり県民大会
不二羽島文化センター

　「生津校区防犯パトロー
ル隊」が、自主的で継続的
な防犯活動により、安全・安
心まちづくりボランティアの
部で「岐阜県知事賞」を受
賞しました。本隊は、青パト
車両で、通学路・公民館・公
園など生津校区内を隈なく
パトロール活動を行い、地
域や子どもたちの安全をい
つも見守っています。

防災キャンプで避難所体験防災キャンプで避難所体験
10月14日
（月・祝）

少年少女消防クラブ防災キャンプ
牛牧北部防災コミュニティセンター

第１１回ぎふ清流地区対抗駅伝競走大会
県庁から不二羽島文化センター

▲授賞式での「生津校区防犯
パトロール隊」代表：佐藤輝行さん

おあとがよろしいようでおあとがよろしいようで10月6日
（日） 図書館落語会 図書館本館

　岐阜大学落語研究会
３名による図書館落語
会が開催されました。会
場は満員御礼で、子ども
から大人まで幅広い世
代の約６０人が詰めかけ
ました。演目は「犬の
目」、「寄合酒」、「おす
わどん」の３つで、軽快
な語り口にいずれの回
でもあちこちで笑い声
が起きていました。

▲「犬の目」を披露するようす

▲キッズエリアの的当て

▲金券ボールまき

▲旁月今日人さんのライブ

▲富有樂猩のよさこいソーラン

▲富有柿の皮むきロングロング大会

地域貢献を称えて地域貢献を称えて
瑞穂市自治功労者・善行者表彰 総合センター あじさいホール

　永年にわたって地方自治に功労および他の模範となる
善行をされた１８名のかたがたが表彰されました。
　受賞者は右表の皆さんです。皆さんのさらなるご活躍
を祈念し、ご紹介します。（敬称略）

１１月３日
（日・祝）

▲ソフトテニス
（場所・生津スポーツ広場）

▲いきいきオレンジビクス体操
（場所・市民センター）

目指せ２０２０！瑞穂市大会目指せ２０２０！瑞穂市大会
９月８日（日）
１０月８日（火）

　来年１０月３１日から始まる「ねんりんピック岐阜２０２０」まで
残り１年を切りました。リハーサル大会として市の開催種目で
あるソフトテニスの「県民スポーツ大会ソフトテニス競技」と、
いきいきオレンジビクス体操の「ぎふ清流レクリエーションフェ
スティバル」をそれぞれ開催したところ、多くの市民のかたの
参加がありました。
　市ではリハーサ
ル大会で判明した
課題を解決し、来
年の本大会の運営
に反映させます。

響き合う、あったか宣言響き合う、あったか宣言10月25日
（金） ひびきあい集会 南小学校体育館

　南小学校では一年前の１０月２５日に、「南小あったか宣
言」が誕生しました。「人がうれしい気持ちになることをす
る　人がいやな気持ちになることはしない」というこの宣
言を受けて各クラスで「かがやきみつけてみんなピカピカ」
などの学級宣言を作成しました。この日はこれまでの学級
宣言の成果を報告し、最後に南小学校のあったか宣言が書
かれた横断幕がお披露目されました。

ねんりんピック岐阜２０２０瑞穂市リハーサル大会
生津スポーツ広場、市民センター

▲学級宣言の達成状況の報告▲あったか宣言の横断幕のお披露目

触れ合って理解する触れ合って理解する10月16日
（水） 車いすバスケットボール体験教室 本田小学校体育館

　岐阜県主催の車いすバスケットボール体験教室が本田小
学校の６年生を対象に行われました。
　参加した児童は車いすバスケットボールを体験する中で、
障がいのあるかたと接することで障がいのあるかたへの理
解を深めるとともに、相手の立場に立った行動を身に付ける
など、さまざまな
人権意識を持つ
機会になりまし
た。体験教室には
瑞穂市人権擁護
委員も参加しまし
た。

▲体験教室に参加する本田小学校の児童と瑞穂市人権擁護委員

瑞穂から全国へ10月10日
（木） 銃剣道全国大会出場結果報告 公室

99歳おめでとうございます
10月18日（金） 渡邉しげさん 10月20日（日） 加藤文子さん

白寿のお祝い

　７月に日本武道館で行われた全日本少年少女武道（銃剣道）錬
成大会において、優秀賞や努力賞を受賞した市内の小・中学生３
名が市長へ報告を行いました。「瑞穂総合クラブでの月２回の練
習以外に、高校生や社会人など異年齢のかたとの練習を重ねて
全国大会まで出場できました。」と受賞の喜びを語りました。

▲賞状とともに報告に訪れた小・中学生ら

年に一度の秋のお祭り１１月３日
（日・祝） みずほふれあいフェスタ２０１９ 巣南庁舎周辺

　秋晴れの中、毎年恒例の金券ボールまきやダンスステー
ジ、富有柿の皮むきロングロング大会、富有樂猩のよさこい
ソーランなどで盛り上がり、約9,200人が訪れる活気あふれ
るフェスタとなりました。今回は旁月今日人さんが富有柿の
テーマソングを披露し、観客の皆さんとともに合唱しました。

ほう   づき  き  ょ  う     と

ふ　 ゆう　らく  しょう

表彰区分

顕功者表彰

功労表彰

善行表彰

松野　藤四郎
若園　五朗
武内　尚博
加藤　　茂
長屋　照久
𠮷田　幸𠮷
松井　実
矢野　敏雄
林　善太郎
棚橋　春雄
伊東　裕治
藤橋　光男
岩田　政男
棚瀬　喜正
日比野　知正
棚橋　義文
立下　喜博
児玉　至

15年にわたり議員としての功績
15年にわたり議員としての功績
30年にわたり市医として保健事業へ尽力
30年にわたり市医として保健事業へ尽力
30年にわたり市医として保健事業へ尽力
30年以上にわたり区長としての功績
30年にわたり消防団員として災害防護に尽力
15年にわたり体育指導委員長としての功績
15年にわたり身体障害者相談員として社会福祉事業に尽力
15年にわたり身体障害者相談員として社会福祉事業に尽力
15年にわたり市医として保健事業へ尽力
15年にわたり区長としての功績
15年にわたり区長としての功績
15年にわたり消防団員として災害防護に尽力
15年にわたり消防団員として災害防護に尽力
15年にわたり消防団員として災害防護に尽力
15年にわたり消防団員として災害防護に尽力
多年にわたり児童の通学時に見守りを行い地域の安心・安全に貢献

氏名 功績事項
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▲瑞穂市チーム出場者・関係者の集合写真 ▲間仕切りを組み立てるようす ▲ポリ袋でカレーライス調理

瑞穂市チームが健闘瑞穂市チームが健闘
10月20日
（日）

　岐阜県庁前を発着地点とし、不二羽島文化センターを折り返し（１０区
間）する駅伝競走大会が行われました。
　今年度は県下２８の郡市チームが参加し、瑞穂市チームは、区間賞２
つ、総合順位を昨年の１３位から１２位と１つあげるなど、大健闘しました。

　少年少女消防クラブが防災キャンプを体験しました。段
ボール製の間仕切りを組み立て、避難所での生活体験や、ポ
リ袋を使ってカレーライス調理に挑戦するなどしました。子ど
もたちはうまくカレーができるか不安そうでしたが、できあ
がったカレーを食べるとたちまち笑顔になりました。

地域の安全を守るため地域の安全を守るため
9月27日
（金）

岐阜県安全・安心まちづくり県民大会
不二羽島文化センター

　「生津校区防犯パトロー
ル隊」が、自主的で継続的
な防犯活動により、安全・安
心まちづくりボランティアの
部で「岐阜県知事賞」を受
賞しました。本隊は、青パト
車両で、通学路・公民館・公
園など生津校区内を隈なく
パトロール活動を行い、地
域や子どもたちの安全をい
つも見守っています。

防災キャンプで避難所体験防災キャンプで避難所体験
10月14日
（月・祝）

少年少女消防クラブ防災キャンプ
牛牧北部防災コミュニティセンター

第１１回ぎふ清流地区対抗駅伝競走大会
県庁から不二羽島文化センター

▲授賞式での「生津校区防犯
パトロール隊」代表：佐藤輝行さん

おあとがよろしいようでおあとがよろしいようで10月6日
（日） 図書館落語会 図書館本館

　岐阜大学落語研究会
３名による図書館落語
会が開催されました。会
場は満員御礼で、子ども
から大人まで幅広い世
代の約６０人が詰めかけ
ました。演目は「犬の
目」、「寄合酒」、「おす
わどん」の３つで、軽快
な語り口にいずれの回
でもあちこちで笑い声
が起きていました。

▲「犬の目」を披露するようす

▲キッズエリアの的当て

▲金券ボールまき

▲旁月今日人さんのライブ

▲富有樂猩のよさこいソーラン

▲富有柿の皮むきロングロング大会

地域貢献を称えて地域貢献を称えて
瑞穂市自治功労者・善行者表彰 総合センター あじさいホール

　永年にわたって地方自治に功労および他の模範となる
善行をされた１８名のかたがたが表彰されました。
　受賞者は右表の皆さんです。皆さんのさらなるご活躍
を祈念し、ご紹介します。（敬称略）

１１月３日
（日・祝）

▲ソフトテニス
（場所・生津スポーツ広場）

▲いきいきオレンジビクス体操
（場所・市民センター）

目指せ２０２０！瑞穂市大会目指せ２０２０！瑞穂市大会
９月８日（日）
１０月８日（火）

　来年１０月３１日から始まる「ねんりんピック岐阜２０２０」まで
残り１年を切りました。リハーサル大会として市の開催種目で
あるソフトテニスの「県民スポーツ大会ソフトテニス競技」と、
いきいきオレンジビクス体操の「ぎふ清流レクリエーションフェ
スティバル」をそれぞれ開催したところ、多くの市民のかたの
参加がありました。
　市ではリハーサ
ル大会で判明した
課題を解決し、来
年の本大会の運営
に反映させます。

響き合う、あったか宣言響き合う、あったか宣言10月25日
（金） ひびきあい集会 南小学校体育館

　南小学校では一年前の１０月２５日に、「南小あったか宣
言」が誕生しました。「人がうれしい気持ちになることをす
る　人がいやな気持ちになることはしない」というこの宣
言を受けて各クラスで「かがやきみつけてみんなピカピカ」
などの学級宣言を作成しました。この日はこれまでの学級
宣言の成果を報告し、最後に南小学校のあったか宣言が書
かれた横断幕がお披露目されました。

ねんりんピック岐阜２０２０瑞穂市リハーサル大会
生津スポーツ広場、市民センター

▲学級宣言の達成状況の報告▲あったか宣言の横断幕のお披露目

触れ合って理解する触れ合って理解する10月16日
（水） 車いすバスケットボール体験教室 本田小学校体育館

　岐阜県主催の車いすバスケットボール体験教室が本田小
学校の６年生を対象に行われました。
　参加した児童は車いすバスケットボールを体験する中で、
障がいのあるかたと接することで障がいのあるかたへの理
解を深めるとともに、相手の立場に立った行動を身に付ける
など、さまざまな
人権意識を持つ
機会になりまし
た。体験教室には
瑞穂市人権擁護
委員も参加しまし
た。

▲体験教室に参加する本田小学校の児童と瑞穂市人権擁護委員

瑞穂から全国へ10月10日
（木） 銃剣道全国大会出場結果報告 公室

99歳おめでとうございます
10月18日（金） 渡邉しげさん 10月20日（日） 加藤文子さん

白寿のお祝い

　７月に日本武道館で行われた全日本少年少女武道（銃剣道）錬
成大会において、優秀賞や努力賞を受賞した市内の小・中学生３
名が市長へ報告を行いました。「瑞穂総合クラブでの月２回の練
習以外に、高校生や社会人など異年齢のかたとの練習を重ねて
全国大会まで出場できました。」と受賞の喜びを語りました。

▲賞状とともに報告に訪れた小・中学生ら

年に一度の秋のお祭り１１月３日
（日・祝） みずほふれあいフェスタ２０１９ 巣南庁舎周辺

　秋晴れの中、毎年恒例の金券ボールまきやダンスステー
ジ、富有柿の皮むきロングロング大会、富有樂猩のよさこい
ソーランなどで盛り上がり、約9,200人が訪れる活気あふれ
るフェスタとなりました。今回は旁月今日人さんが富有柿の
テーマソングを披露し、観客の皆さんとともに合唱しました。

ほう   づき  き  ょ  う     と

ふ　 ゆう　らく  しょう

表彰区分

顕功者表彰

功労表彰

善行表彰

松野　藤四郎
若園　五朗
武内　尚博
加藤　　茂
長屋　照久
𠮷田　幸𠮷
松井　実
矢野　敏雄
林　善太郎
棚橋　春雄
伊東　裕治
藤橋　光男
岩田　政男
棚瀬　喜正
日比野　知正
棚橋　義文
立下　喜博
児玉　至

15年にわたり議員としての功績
15年にわたり議員としての功績
30年にわたり市医として保健事業へ尽力
30年にわたり市医として保健事業へ尽力
30年にわたり市医として保健事業へ尽力
30年以上にわたり区長としての功績
30年にわたり消防団員として災害防護に尽力
15年にわたり体育指導委員長としての功績
15年にわたり身体障害者相談員として社会福祉事業に尽力
15年にわたり身体障害者相談員として社会福祉事業に尽力
15年にわたり市医として保健事業へ尽力
15年にわたり区長としての功績
15年にわたり区長としての功績
15年にわたり消防団員として災害防護に尽力
15年にわたり消防団員として災害防護に尽力
15年にわたり消防団員として災害防護に尽力
15年にわたり消防団員として災害防護に尽力
多年にわたり児童の通学時に見守りを行い地域の安心・安全に貢献

氏名 功績事項
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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。12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

１０：３０
～１１：４５

“地参地招”
地域とともに

300円
お茶・おやつ付
200円

お茶・おやつ付
300円

お茶・おやつ付

100円

300円
お茶・おやつ付

３５０円
(飲み物付・親子料金）

『子どもを良い方向へ伸ばす食とは⑤気質編』たくさん学べる“美味
しい”講座！食養：切干大根のスープ/おやつ：オートミールクランチ

１０：３０
～１３：００

アロマ講座

シュタイナー
教育講座

『思春期と反抗期（電子機器と性教育）』電子機器との付き合い方
やシュタイナー学校での性教育のお話も聴けちゃいますよ。

１３：00
～１４：３０

１０：３０
～１１：３０

『折り紙あそび：羽鶴』鶴を飾って縁起よくお正月を迎えませんか？
折り紙歴４０年の明正会さんの折り紙の技は正に折り紙付！

おひさま
セミナー①
手しごと
クラフト講座
食養講座
＆ランチ

１０：３０
～１１：３０

『クリスマス☆フレグランス』アロマに包まれながら癒しのひと時を
過ごしませんか？いつも頑張っているご自分へのご褒美に♪

１０：３０
～１１：３０

ドイツパンのお店『バックハウスブラウさんの無添加パン』素材に
こだわった本物のパンの味、お召しあがりいただけます。

１０：３０
～１１：３０
１０：３０
～１１：３０

『スリットドラム』サイズ約10cm×16cm×6.2cmの木の箱にH型の
溝が入ったもので、叩く場所によって音が変わります♪
「2020★私への光のメッセージ」ランダムに選んだ5色の羊毛で
光を描きます。一つ一つの色には隠されたメッセージが……。

５００円
お茶・おやつ付

５００円

1,2００円

秦 理絵子氏

300円＋ランチ代
おやつ付

1,000円

無料
(折り紙持参)

講師

フレ！
フレ！
子育て子育て

＊ランチは大人400円、子ども300円です。ランチのみのご予約も承ります。くわしくはお問い合わせください。 　　　　　　　　　　　　        ※各事業要予約
＊他にもプレママさんやマタニティさん、育児中のかた、そして親子で楽しめる講座を開催しています。くわしくは「マームたより」やホームページをご覧ください。

☆毎週月、金はオーガニックなおひさまランチ（アレルギー・離乳食にも対応）、火・水は大人気カフェも開催。　　　　　　　　　 ※各事業要予約
☆毎日開放(10:00～15:00)☆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。

日にち 事業

打楽器奏者・藤原瞳さんの演奏に合わせて、親子でいろんな打楽器を
演奏しましょう！水彩画のクリスマスカード・年賀状作りもします。

これから冬本番なのに、テーマが春？と思われたかた。冬の過ごし方が
春の体調に大きく影響します。やさしい東洋医学を学んでみませんか？ 野崎利晃氏

　

　

支援センター

深尾朱美氏

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

5日（木）

４日（水）

９日(月)

11日（水）

　

１７日(火)

１８日(水)

１８日(水)

　

１２日(木)
１３日（金）

毎週
月、金

12日（木）
19日（木）

 

浅野美香子氏

家洞眞貴子氏

宇佐美茂子氏

髙橋佑佳氏

明正会

支援センター

支援センター

時間内容 講師 参加費

おひさまカフェ

おひさま
ランチ

１１：４５
～１３：００

大 人４００円
子ども３００円

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です♪

１０：３０
～１１：３０

同じ姿勢や動作で固まった筋肉と意識を呼吸とポーズによって
伸びほぐしましょう。マタニティ以外のかたも参加できます。

たくさん笑って、身体を動かして、心身をほぐします。
冬本番に向けて免疫力UP！

春に向けての
養生法講座

藤原瞳氏・
支援センター

藤澤寿子氏

マーム広場

マタニティヨガ

お誕生日会

笑いヨガ

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より開所牛牧支援センター子育てセミナー

にこにこ広場
～クリスマス会～

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 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

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

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

25日（水）

16日（月）

26日（木）

4日（水）

10日（火）

12日（木）

2日（月）
20日（金）

10：00～12：00別府支援センター
牛牧支援センター

13日（金）
26日（木） おもちゃ病院

24日（火）

10：15受付
10：30～11：30どんぐり広場

〈子育てセミナー〉
「お正月飾り作り」
～今年は手作りに挑戦～
講師 /支援センター 職員
時間 /10:30～11:30
場所 /牛牧支援センター
持ち物 / 無
対象 /2歳以上の未就園児
定員 /親子20組   託児 / 有
申込 /9日（月）～13日（金）
          各支援センターへ直接申込

●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、市外在住のかたもご利用いただけます。
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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。12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

１０：３０
～１１：４５

“地参地招”
地域とともに

300円
お茶・おやつ付
200円

お茶・おやつ付
300円

お茶・おやつ付

100円

300円
お茶・おやつ付

３５０円
(飲み物付・親子料金）

『子どもを良い方向へ伸ばす食とは⑤気質編』たくさん学べる“美味
しい”講座！食養：切干大根のスープ/おやつ：オートミールクランチ

１０：３０
～１３：００

アロマ講座

シュタイナー
教育講座

『思春期と反抗期（電子機器と性教育）』電子機器との付き合い方
やシュタイナー学校での性教育のお話も聴けちゃいますよ。

１３：00
～１４：３０

１０：３０
～１１：３０

『折り紙あそび：羽鶴』鶴を飾って縁起よくお正月を迎えませんか？
折り紙歴４０年の明正会さんの折り紙の技は正に折り紙付！

おひさま
セミナー①
手しごと
クラフト講座
食養講座
＆ランチ

１０：３０
～１１：３０

『クリスマス☆フレグランス』アロマに包まれながら癒しのひと時を
過ごしませんか？いつも頑張っているご自分へのご褒美に♪

１０：３０
～１１：３０

ドイツパンのお店『バックハウスブラウさんの無添加パン』素材に
こだわった本物のパンの味、お召しあがりいただけます。

１０：３０
～１１：３０
１０：３０
～１１：３０

『スリットドラム』サイズ約10cm×16cm×6.2cmの木の箱にH型の
溝が入ったもので、叩く場所によって音が変わります♪
「2020★私への光のメッセージ」ランダムに選んだ5色の羊毛で
光を描きます。一つ一つの色には隠されたメッセージが……。

５００円
お茶・おやつ付

５００円

1,2００円

秦 理絵子氏

300円＋ランチ代
おやつ付

1,000円

無料
(折り紙持参)

講師

フレ！
フレ！
子育て子育て

＊ランチは大人400円、子ども300円です。ランチのみのご予約も承ります。くわしくはお問い合わせください。 　　　　　　　　　　　　        ※各事業要予約
＊他にもプレママさんやマタニティさん、育児中のかた、そして親子で楽しめる講座を開催しています。くわしくは「マームたより」やホームページをご覧ください。

☆毎週月、金はオーガニックなおひさまランチ（アレルギー・離乳食にも対応）、火・水は大人気カフェも開催。　　　　　　　　　 ※各事業要予約
☆毎日開放(10:00～15:00)☆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。

日にち 事業

打楽器奏者・藤原瞳さんの演奏に合わせて、親子でいろんな打楽器を
演奏しましょう！水彩画のクリスマスカード・年賀状作りもします。

これから冬本番なのに、テーマが春？と思われたかた。冬の過ごし方が
春の体調に大きく影響します。やさしい東洋医学を学んでみませんか？ 野崎利晃氏

　

　

支援センター

深尾朱美氏

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

5日（木）

４日（水）

９日(月)

11日（水）

　

１７日(火)

１８日(水)

１８日(水)

　

１２日(木)
１３日（金）

毎週
月、金

12日（木）
19日（木）

 

浅野美香子氏

家洞眞貴子氏

宇佐美茂子氏

髙橋佑佳氏

明正会

支援センター

支援センター

時間内容 講師 参加費

おひさまカフェ

おひさま
ランチ

１１：４５
～１３：００

大 人４００円
子ども３００円

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です♪

１０：３０
～１１：３０

同じ姿勢や動作で固まった筋肉と意識を呼吸とポーズによって
伸びほぐしましょう。マタニティ以外のかたも参加できます。

たくさん笑って、身体を動かして、心身をほぐします。
冬本番に向けて免疫力UP！

春に向けての
養生法講座

藤原瞳氏・
支援センター

藤澤寿子氏

マーム広場

マタニティヨガ

お誕生日会

笑いヨガ

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より開所牛牧支援センター子育てセミナー

にこにこ広場
～クリスマス会～

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 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

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

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

25日（水）

16日（月）

26日（木）

4日（水）

10日（火）

12日（木）

2日（月）
20日（金）

10：00～12：00別府支援センター
牛牧支援センター

13日（金）
26日（木） おもちゃ病院

24日（火）

10：15受付
10：30～11：30どんぐり広場

〈子育てセミナー〉
「お正月飾り作り」
～今年は手作りに挑戦～
講師 /支援センター 職員
時間 /10:30～11:30
場所 /牛牧支援センター
持ち物 / 無
対象 /2歳以上の未就園児
定員 /親子20組   託児 / 有
申込 /9日（月）～13日（金）
          各支援センターへ直接申込

●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、市外在住のかたもご利用いただけます。



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。

12月の日曜・夜間救命講習 シリーズ かか たた

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

◆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( 9:00～12:00）普通救命講習Ⅲ = 小児の傷病者を対象とした心肺蘇生法・AEDなどの救命講習
　④（ 9:00～17:00）上級救命講習 = 心肺蘇生法（成人・小児）・AED、搬送法、熱傷の手当などの救命講習
　⑤(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
12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
⑤

①②

⑤

④
⑤
①②
③
⑤

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（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 両手を握って伏せます。そして胸

の位置から上下に２～３回振り降
ろします。この時口の動きは「頑
張って」と言います。
その他にも「頑張る！」、「元気」もあ
るので口の動きで判断します。

頑張って頑張って
手のひらを曲げ、左肩から右肩に
１回スライドさせます。
この時口の動きは「大丈夫」です。
その他にも「できる」と同じなので
口の動きで判断します。

大丈夫大丈夫

お知らせ

　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！！

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

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！

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

12/5
（木）

12/11
（水）

うかい

クロス

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

※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

■日  １２月２６日（木）～３０日（月）
各日２０：００～２３：００
●内容　消防車による夜間巡回お
よび火災予防啓発
●目的 市民全員が笑顔で新年を
迎えられるよう火災予防の一層の
徹底を図ること
●その他　１２月２６日（木）２０時か
ら、市役所穂積庁舎駐車場で式典
を開催するため、当日１８時から２１
時まで駐車場の一部を閉鎖します。
■問  市民協働安全課 ☎３２７-４１３０

令和元年年末夜警について
お知らせ

　令和２年１月１日現在で、つぎのか
たは地方税法第３８３条の規定により
申告する義務がありますので、税務
課に申告書を提出してください。
■対  ・市内で会社や工場などを経営
している事業主のかた
・太陽光発電設備を設置されたか
た（発電量１０ｋｗ以上で電力会社
に全量売電されているかた）
・アパートや駐車場などを貸し付け
ているかた
●対象となる償却資産
　事業のために使用している構築
物、機械、車両（自動車税および軽
自動車税の課税対象となるものは
除く）、器具・備品など
■〆  １月３１日（金）
※前年に申告されたかたなどには、申
告書を１２月１３日（金）に発送する予定。
別途、申告書が必要な事業主のかたは
税務課までご連絡ください
■問  税務課 ☎３２７-４１１２

固定資産税（償却資産）
の申告について

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。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。お気軽にお越しください。
　正式な日程は議会初日に決定され
ますので、11月28日（木）以降に電話
にて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。
　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。
■問  議会事務局 ☎３２７-４１２１

傍聴のお知らせ
お知らせ

■日  １月12日 (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
※成人式参加希望のかたで、成人
式案内通知が届いていないかた
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

　資料を持参しての相談や、申告
書の作成など、税務署での面接相
談を希望する場合は、事前に相談
日時などの予約をお願いします。 
　なお、予約は相談希望日の１か
月前から受け付けています。
※確定申告会場開設期間（２月18日～
３月15日）を除く
■問  岐阜北税務署 ☎２６２-６１３１

税務署での面接相談は
要予約！

お知らせ

　市・県民税の特別徴収とは、事業
主（給与支払者）のかたが、市・県民
税の納税義務者である従業員（給
与所得者）のかたに代わって、毎月
支払う給与から市・県民税を天引
きし、納入していただく制度です。
　岐阜県と県内市町村は、給与所
得者のかたの納税の利便性の向上
を推進するとともに、地方税法等に
基づく適正な課税と徴収を行うた
め、市・県民税の特別徴収の徹底に
取り組んでいます。
　地方税法等の規定により、所得
税の源泉徴収を行う事業主のかた
は、原則として特別徴収義務者とし
て市・県民税を特別徴収していた
だく必要があります。
　まだ特別徴収を実施していない
事業主のかたは、制度をご理解の
うえ、ご協力をよろしくお願いいた
します。
■問  税務課 ☎３２７‐４１１２

事業主の皆さんへ～　
市・県民税の特別徴収のお願い

お知らせ

　市では、インターネットを利用し
た地方税の電子申告システムによ
る申告受付を行っています。給与
支払報告書や法人市民税申告書、
償却資産申告書等の提出が自宅や
オフィスなどからインターネットを
通じてできます。

●利用方法　
エルタックスホームページ（http://
www.eltax.ｌta.go.jp）にアクセス
し、手続などをご確認ください。な
お、受付手続きに数日かかる場合が
ありますので、余裕をもって行って
ください。

●利用時間等
８：３０～２４：００（土・日・祝日、12月
29日～1月3日は除く）

●ヘルプデスク
地方税共同機構
【電話番号】☎０５７０‐０８１４５９
（上記の電話番号でつながらない
場合　☎０３‐5521-0019）
【受付時間など】
９：００～１７：００（土・日・祝日、12月
29日～1月3日は除く）
■問  ※申告の内容について　
税務課 ☎３２７‐４１１２

エルタックス（ｅＬＴＡＸ）に
よる電子申告について

お知らせ

 「瑞穂市第三次行政改革大綱」な
どにより、公共施設の使用料等につ
いて、受益者負担の適正化を図る
ため見直しを行い、令和２年４月１日
から一部の使用料を改定します。
（改定を行う主な施設）
 ①市民センター、②巣南公民館、
③穂積グラウンドや各ふれあい広
場などのグラウンド、各テニスコー
ト、④弓道場、⑤小・中学校体育施
設、⑥総合センター、⑦本田・牛牧
北部防災・牛牧南部、各コミュニ
ティセンター、⑧駅西会館、⑨老人
福祉センター、⑩教育支援セン
ター、⑪水防センター　など
（改定後の使用料）
 今回改定する使用料の詳細は、各
担当課へお問い合わせください。
■問  ①～⑥生涯学習課 ☎３２７-２１１７
⑦・⑪市民協働安全課 ☎３２７-４１３０
⑧下水道課 ☎３２７-２１１４
⑨地域福祉高齢課 ☎３２７-４１２６
⑩学校教育課 ☎３２７-２１１６

公共施設の使用料等の
改定について

お知らせ

月日(曜日) 会議内容

11月28日(木)

12月4日(水)

12月5日(木)～9日(月)

12月11日(水)

12月12日(木)

12月17日(火)

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)

税務署から相談窓口のお知らせ

インターネット上の税務相談室
「タックスアンサー」

電話相談センター

「タックスアンサー」と検索
スマートフォンや携帯電話からも利用できます。

①岐阜北税務署（☎２６２-６１３１）へ
　お電話をお掛けください。

②自動音声によりご案内しますので、
　□1 を押してください

③自動音声に従って、相談したい内容
　の番号を選択してください。

【受付時間等：8:30～17:00（土日祝日、年末年始を除く。）】

　市では、税理士による相続税や
贈与税等、税に関する無料相談を
行っています。
■日  １２月１９日（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

●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123　　327-1566

広報みずほ・2019.1223 重ね着などの工夫をして（みずほウォームビズ２０１９） 照明の点灯は最小限に（みずほウォームビズ２０１９） 22広報みずほ・2019.12

　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



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。

12月の日曜・夜間救命講習 シリーズ かか たた

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

◆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( 9:00～12:00）普通救命講習Ⅲ = 小児の傷病者を対象とした心肺蘇生法・AEDなどの救命講習
　④（ 9:00～17:00）上級救命講習 = 心肺蘇生法（成人・小児）・AED、搬送法、熱傷の手当などの救命講習
　⑤(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
12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
⑤

①②

⑤

④
⑤
①②
③
⑤

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（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 両手を握って伏せます。そして胸

の位置から上下に２～３回振り降
ろします。この時口の動きは「頑
張って」と言います。
その他にも「頑張る！」、「元気」もあ
るので口の動きで判断します。

頑張って頑張って
手のひらを曲げ、左肩から右肩に
１回スライドさせます。
この時口の動きは「大丈夫」です。
その他にも「できる」と同じなので
口の動きで判断します。

大丈夫大丈夫

お知らせ

　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！！

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

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！

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

12/5
（木）

12/11
（水）

うかい

クロス

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

※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

■日  １２月２６日（木）～３０日（月）
各日２０：００～２３：００
●内容　消防車による夜間巡回お
よび火災予防啓発
●目的 市民全員が笑顔で新年を
迎えられるよう火災予防の一層の
徹底を図ること
●その他　１２月２６日（木）２０時か
ら、市役所穂積庁舎駐車場で式典
を開催するため、当日１８時から２１
時まで駐車場の一部を閉鎖します。
■問  市民協働安全課 ☎３２７-４１３０

令和元年年末夜警について
お知らせ

　令和２年１月１日現在で、つぎのか
たは地方税法第３８３条の規定により
申告する義務がありますので、税務
課に申告書を提出してください。
■対  ・市内で会社や工場などを経営
している事業主のかた
・太陽光発電設備を設置されたか
た（発電量１０ｋｗ以上で電力会社
に全量売電されているかた）
・アパートや駐車場などを貸し付け
ているかた
●対象となる償却資産
　事業のために使用している構築
物、機械、車両（自動車税および軽
自動車税の課税対象となるものは
除く）、器具・備品など
■〆  １月３１日（金）
※前年に申告されたかたなどには、申
告書を１２月１３日（金）に発送する予定。
別途、申告書が必要な事業主のかたは
税務課までご連絡ください
■問  税務課 ☎３２７-４１１２

固定資産税（償却資産）
の申告について

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。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。お気軽にお越しください。
　正式な日程は議会初日に決定され
ますので、11月28日（木）以降に電話
にて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。
　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。
■問  議会事務局 ☎３２７-４１２１

傍聴のお知らせ
お知らせ

■日  １月12日 (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
※成人式参加希望のかたで、成人
式案内通知が届いていないかた
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

　資料を持参しての相談や、申告
書の作成など、税務署での面接相
談を希望する場合は、事前に相談
日時などの予約をお願いします。 
　なお、予約は相談希望日の１か
月前から受け付けています。
※確定申告会場開設期間（２月18日～
３月15日）を除く
■問  岐阜北税務署 ☎２６２-６１３１

税務署での面接相談は
要予約！

お知らせ

　市・県民税の特別徴収とは、事業
主（給与支払者）のかたが、市・県民
税の納税義務者である従業員（給
与所得者）のかたに代わって、毎月
支払う給与から市・県民税を天引
きし、納入していただく制度です。
　岐阜県と県内市町村は、給与所
得者のかたの納税の利便性の向上
を推進するとともに、地方税法等に
基づく適正な課税と徴収を行うた
め、市・県民税の特別徴収の徹底に
取り組んでいます。
　地方税法等の規定により、所得
税の源泉徴収を行う事業主のかた
は、原則として特別徴収義務者とし
て市・県民税を特別徴収していた
だく必要があります。
　まだ特別徴収を実施していない
事業主のかたは、制度をご理解の
うえ、ご協力をよろしくお願いいた
します。
■問  税務課 ☎３２７‐４１１２

事業主の皆さんへ～　
市・県民税の特別徴収のお願い

お知らせ

　市では、インターネットを利用し
た地方税の電子申告システムによ
る申告受付を行っています。給与
支払報告書や法人市民税申告書、
償却資産申告書等の提出が自宅や
オフィスなどからインターネットを
通じてできます。

●利用方法　
エルタックスホームページ（http://
www.eltax.ｌta.go.jp）にアクセス
し、手続などをご確認ください。な
お、受付手続きに数日かかる場合が
ありますので、余裕をもって行って
ください。

●利用時間等
８：３０～２４：００（土・日・祝日、12月
29日～1月3日は除く）

●ヘルプデスク
地方税共同機構
【電話番号】☎０５７０‐０８１４５９
（上記の電話番号でつながらない
場合　☎０３‐5521-0019）
【受付時間など】
９：００～１７：００（土・日・祝日、12月
29日～1月3日は除く）
■問  ※申告の内容について　
税務課 ☎３２７‐４１１２

エルタックス（ｅＬＴＡＸ）に
よる電子申告について

お知らせ

 「瑞穂市第三次行政改革大綱」な
どにより、公共施設の使用料等につ
いて、受益者負担の適正化を図る
ため見直しを行い、令和２年４月１日
から一部の使用料を改定します。
（改定を行う主な施設）
 ①市民センター、②巣南公民館、
③穂積グラウンドや各ふれあい広
場などのグラウンド、各テニスコー
ト、④弓道場、⑤小・中学校体育施
設、⑥総合センター、⑦本田・牛牧
北部防災・牛牧南部、各コミュニ
ティセンター、⑧駅西会館、⑨老人
福祉センター、⑩教育支援セン
ター、⑪水防センター　など
（改定後の使用料）
 今回改定する使用料の詳細は、各
担当課へお問い合わせください。
■問  ①～⑥生涯学習課 ☎３２７-２１１７
⑦・⑪市民協働安全課 ☎３２７-４１３０
⑧下水道課 ☎３２７-２１１４
⑨地域福祉高齢課 ☎３２７-４１２６
⑩学校教育課 ☎３２７-２１１６

公共施設の使用料等の
改定について

お知らせ

月日(曜日) 会議内容

11月28日(木)

12月4日(水)

12月5日(木)～9日(月)

12月11日(水)

12月12日(木)

12月17日(火)

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)

税務署から相談窓口のお知らせ

インターネット上の税務相談室
「タックスアンサー」

電話相談センター

「タックスアンサー」と検索
スマートフォンや携帯電話からも利用できます。

①岐阜北税務署（☎２６２-６１３１）へ
　お電話をお掛けください。

②自動音声によりご案内しますので、
　□1 を押してください

③自動音声に従って、相談したい内容
　の番号を選択してください。

【受付時間等：8:30～17:00（土日祝日、年末年始を除く。）】

　市では、税理士による相続税や
贈与税等、税に関する無料相談を
行っています。
■日  １２月１９日（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

●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123　　327-1566

広報みずほ・2019.1223 重ね着などの工夫をして（みずほウォームビズ２０１９） 照明の点灯は最小限に（みずほウォームビズ２０１９） 22広報みずほ・2019.12

　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



※いずれも無料・申込不要
行　事 日にち 時　間 対　象

●12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30分)
10:30～(約30分)

幼児～小学校低学年

21日(土)映画鑑賞会「夏の夜の夢」
出演 キャサリン･ハンター、デヴィッド･ヘアウッド ほか　２０１4年/アメリカ

14:00～(146分) どなたでも

未就園児10:30～(約30分)10日(火)・24日(火)未就園児向けおはなしの会

おはなしの会

24日(火) どなたでも10:00～(約90分)声を出して一緒に本を読みましょう

未就園児向けおはなしの会

　一度歯科にかかると何度も通わなければな
りません。私たちは早く治療を終えたいと思っ
ているのに、なぜなのでしょう？
　治療を数回に分けるのには理由がありま
す。保険診療のルールで一度に処置できない
ということもありますが、何よりも患者さんの
からだにかかる負担を少なくするためです。考えてみてください。あな
たが歯科へ向かうのは歯が痛くなってからで、すでに症状は進行して
います。そこへ長時間刺激をあたえられるのは苦痛ではありません
か。このほかになぜ原則として予約制なのか、親知らずを抜くよう勧
める理由は何なのかなど、歯科に関する疑問に歯科医師が答えます。
　口の中を健康に保つことは病気の予防につながります。何年も歯科に
行っていないというかた、この機会に訪ねてみてはいかがでしょうか。

なぜ歯科の治療は1回では終わらないのか？
聞くに聞けない歯医者のギモン40
著者名 : 若林　健史/著
出版社 : 朝日新聞出版　　出版年 : 2019.5

今月のおすすめの 1
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

ハンドベル クリスマス☆コンサート
日　時 : １２月８日（日） 14：00～（１時間程度）
場　所 : 瑞穂市図書館 分館　絵本フロア
対　象 : どなたでも
出　演 : 岐阜女子大学　ハンドベル部
去年、大変ご好評をいただいたハンドベルの
コンサートを今年も開催します。
美しい音色をぜひ楽しんでください。

始まりの一行で本を選んでみませんか
期　間 : １２月７日（土）～ 本がなくなり次第終了
場　所 : 瑞穂市図書館　本館

ヒントは本の“始まりの一行”が載った帯と“包
装紙”のみ。中身は借りるまでわからない大人
の本の福袋です。
新しい本との出会いがあるかもしれません。

おみくじ福袋
福袋の中に、本と今年の運勢を占うおみくじ
が入っています。
初読み本は、ぜひ瑞穂市図書館の福袋で！

日　程 : 令和2年１月５日（日）～ 
　　　　なくなり次第終了
対　象 : 幼児・小学生

図書館システムおよびLED化更新工事のため
1月14日（火）～29日（水）まで休館します。長期休館のお知らせ 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。

ゆゆのつづき

吉澤　まゆ
著者名

池田書店
出版社

からだが温まる
とろみのレシピ

高楼　方子
著者名

理論社
出版社

かべのすきま

アリス館
出版社

著者名
文　中西　　翠
絵　澤野　秋文

　「あいさつ」に関する標語、「家庭の
日」に関わる標語を併せて募集します。
●募集期間 12月10日（火）～１月9
日（木）
■応  ①小・中学生と保護者
市内小・中学校を通して応募用紙を
配付します。作品は学校に提出して
ください。
②一般
市民センター、巣南公民館、総合セ
ンター、コミュニティセンター、図書
館に応募用紙を設置します。作品は
応募箱に入れてください。
●主催
　瑞穂市青少年育成市民会議
●賞
　優秀作品には、賞状と副賞を
お渡しします。第２回市民の集い（３
月15日）にて表彰します。
●著作権　瑞穂市青少年育成市民
会議に帰属し、優秀作品について
は、啓発活動に使用します。
■問  生涯学習課 ☎３２７‐２１１７

「あいさつ標語」・
「家庭の日標語」募集！

募　集

　県内で活動する劇団が参加し、個
性あふれる芝居を上演する「みずほ
演劇祭」。今回は、「闘」をテーマに開
催します。
　サポーターの皆さんには、当日の
公演スタッフとしてご参加いただい
たり、各公演をご覧のうえ率直な意
見や感想をお寄せいただいたりし
ます。
●開催期間
　１月１８日（土）～２月９日（日）
■資  ・公演スタッフとして参加可能な
かた
・年齢が１６歳以上のかた（未成年の
かたは保護者の同意が必要です）
・みずほ演劇祭について意見や感想
をお寄せいただけるかた
■〆  １２月２７日（金）
■申  総合センター・市民センター・巣
南公民館に置いてある申込書また
は市のホームページ(http://www.
city.mizuho.lg.jp)からダウンロード
できる申込書に必要事項をご記入
のうえ、郵送・ＦＡＸ・Ｅメールのいず
れかの方法でお申込みください。
■問  みずほ演劇祭実行委員会　
☎０８０-８１２０-９９０９
（岐阜県演劇協会 横山）

２０２０みずほ演劇祭　
市民サポーター募集

募　集

　岐阜県最低賃金が１０月１日から時間額８５１円に改定されました。使用者も、
労働者も、１時間あ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 ☎245-8104

必ずチェック！最低賃金
お知らせ

岐阜県の特定（産業別）最低賃金

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業

自動車・同附属品製造業

航空機・同附属品製造業

時間額８８６円

時間額９３０円

時間額９７０円

１２月２１日から

　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
　3,174万5,203円
●平成２８年度熊本地震災害義援金
　578万3,106円
●平成２９年７月５日からの大雨災害義援金
　451万1,717円
（11月8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

●講演１　
「認知症の人の社会参加について」
（一社）かまくら認知症ネットワーク
代表理事　稲田秀樹氏

●講演２　
「認知症になっても自分らしく生きる
ということ」
近藤英男氏・近藤小夜子氏

●コンサート　
演奏者　ヒデ２ 稲田秀樹氏・近藤英
男氏

■日  １２月１５日（日）９：３０～１２：００
（受付９時開始）
■所  岐阜市民病院 ４階 サルビアホール
■料  無料（事前申込みが必要です）
■定  先着順　定員１００人
■申 ■問  岐阜県認知症疾患医療センター
岐阜病院 ☎２４７-２１１８

若年性認知症講演会・
コンサートを開催します

お知らせ

　商工会では、事業承継の準備に
向けた相談に秘密厳守で対応しま
す。また、必要に応じて税理士・中
小企業診断士などの専門家を無料
で派遣します。
■問  商工会 ☎３２７-６６１１

あなたの事業承継を応援
します！ ～プッシュ型事業
承継支援高度化事業～

お知らせ

　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　
１月９日（木）　１３：３０～１５：３０　
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

　まだ食べられるのに廃棄されて
しまう食品のことを食品ロスとい
います。食品ロスを削減するため
に次のようなことを実践してみて
ください。
・冷蔵庫などにある食品の在庫を
適切に管理し、食べきれる分だ
けの買い物をする
・野菜の皮を厚く剥きすぎるな
ど、食材を過剰に除去しないよ
うにする
・食べきれる分だけの調理をする
・宴会では最初の30分と最後の
10 分 は席で 料理を楽しむ
「3010運動」を心がける
■問  環境課 ☎３２７-４１２７

食品ロスを削減しましょう
お知らせ

広報みずほ・2019.1225 ストレッチを行い寒さに強い体づくり（みずほウォームビズ２０１９） 階段利用で健康増進（みずほウォームビズ２０１９） 24広報みずほ・2019.12

　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



※いずれも無料・申込不要
行　事 日にち 時　間 対　象

●12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30分)
10:30～(約30分)

幼児～小学校低学年

21日(土)映画鑑賞会「夏の夜の夢」
出演 キャサリン･ハンター、デヴィッド･ヘアウッド ほか　２０１4年/アメリカ

14:00～(146分) どなたでも

未就園児10:30～(約30分)10日(火)・24日(火)未就園児向けおはなしの会

おはなしの会

24日(火) どなたでも10:00～(約90分)声を出して一緒に本を読みましょう

未就園児向けおはなしの会

　一度歯科にかかると何度も通わなければな
りません。私たちは早く治療を終えたいと思っ
ているのに、なぜなのでしょう？
　治療を数回に分けるのには理由がありま
す。保険診療のルールで一度に処置できない
ということもありますが、何よりも患者さんの
からだにかかる負担を少なくするためです。考えてみてください。あな
たが歯科へ向かうのは歯が痛くなってからで、すでに症状は進行して
います。そこへ長時間刺激をあたえられるのは苦痛ではありません
か。このほかになぜ原則として予約制なのか、親知らずを抜くよう勧
める理由は何なのかなど、歯科に関する疑問に歯科医師が答えます。
　口の中を健康に保つことは病気の予防につながります。何年も歯科に
行っていないというかた、この機会に訪ねてみてはいかがでしょうか。

なぜ歯科の治療は1回では終わらないのか？
聞くに聞けない歯医者のギモン40
著者名 : 若林　健史/著
出版社 : 朝日新聞出版　　出版年 : 2019.5

今月のおすすめの 1
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

ハンドベル クリスマス☆コンサート
日　時 : １２月８日（日） 14：00～（１時間程度）
場　所 : 瑞穂市図書館 分館　絵本フロア
対　象 : どなたでも
出　演 : 岐阜女子大学　ハンドベル部
去年、大変ご好評をいただいたハンドベルの
コンサートを今年も開催します。
美しい音色をぜひ楽しんでください。

始まりの一行で本を選んでみませんか
期　間 : １２月７日（土）～ 本がなくなり次第終了
場　所 : 瑞穂市図書館　本館

ヒントは本の“始まりの一行”が載った帯と“包
装紙”のみ。中身は借りるまでわからない大人
の本の福袋です。
新しい本との出会いがあるかもしれません。

おみくじ福袋
福袋の中に、本と今年の運勢を占うおみくじ
が入っています。
初読み本は、ぜひ瑞穂市図書館の福袋で！

日　程 : 令和2年１月５日（日）～ 
　　　　なくなり次第終了
対　象 : 幼児・小学生

図書館システムおよびLED化更新工事のため
1月14日（火）～29日（水）まで休館します。長期休館のお知らせ 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。

ゆゆのつづき

吉澤　まゆ
著者名

池田書店
出版社

からだが温まる
とろみのレシピ

高楼　方子
著者名

理論社
出版社

かべのすきま

アリス館
出版社

著者名
文　中西　　翠
絵　澤野　秋文

　「あいさつ」に関する標語、「家庭の
日」に関わる標語を併せて募集します。
●募集期間 12月10日（火）～１月9
日（木）
■応  ①小・中学生と保護者
市内小・中学校を通して応募用紙を
配付します。作品は学校に提出して
ください。
②一般
市民センター、巣南公民館、総合セ
ンター、コミュニティセンター、図書
館に応募用紙を設置します。作品は
応募箱に入れてください。
●主催
　瑞穂市青少年育成市民会議
●賞
　優秀作品には、賞状と副賞を
お渡しします。第２回市民の集い（３
月15日）にて表彰します。
●著作権　瑞穂市青少年育成市民
会議に帰属し、優秀作品について
は、啓発活動に使用します。
■問  生涯学習課 ☎３２７‐２１１７

「あいさつ標語」・
「家庭の日標語」募集！

募　集

　県内で活動する劇団が参加し、個
性あふれる芝居を上演する「みずほ
演劇祭」。今回は、「闘」をテーマに開
催します。
　サポーターの皆さんには、当日の
公演スタッフとしてご参加いただい
たり、各公演をご覧のうえ率直な意
見や感想をお寄せいただいたりし
ます。
●開催期間
　１月１８日（土）～２月９日（日）
■資  ・公演スタッフとして参加可能な
かた
・年齢が１６歳以上のかた（未成年の
かたは保護者の同意が必要です）
・みずほ演劇祭について意見や感想
をお寄せいただけるかた
■〆  １２月２７日（金）
■申  総合センター・市民センター・巣
南公民館に置いてある申込書また
は市のホームページ(http://www.
city.mizuho.lg.jp)からダウンロード
できる申込書に必要事項をご記入
のうえ、郵送・ＦＡＸ・Ｅメールのいず
れかの方法でお申込みください。
■問  みずほ演劇祭実行委員会　
☎０８０-８１２０-９９０９
（岐阜県演劇協会 横山）

２０２０みずほ演劇祭　
市民サポーター募集

募　集

　岐阜県最低賃金が１０月１日から時間額８５１円に改定されました。使用者も、
労働者も、１時間あ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 ☎245-8104

必ずチェック！最低賃金
お知らせ

岐阜県の特定（産業別）最低賃金

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業

自動車・同附属品製造業

航空機・同附属品製造業

時間額８８６円

時間額９３０円

時間額９７０円

１２月２１日から

　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
　3,174万5,203円
●平成２８年度熊本地震災害義援金
　578万3,106円
●平成２９年７月５日からの大雨災害義援金
　451万1,717円
（11月8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

●講演１　
「認知症の人の社会参加について」
（一社）かまくら認知症ネットワーク
代表理事　稲田秀樹氏

●講演２　
「認知症になっても自分らしく生きる
ということ」
近藤英男氏・近藤小夜子氏

●コンサート　
演奏者　ヒデ２ 稲田秀樹氏・近藤英
男氏

■日  １２月１５日（日）９：３０～１２：００
（受付９時開始）
■所  岐阜市民病院 ４階 サルビアホール
■料  無料（事前申込みが必要です）
■定  先着順　定員１００人
■申 ■問  岐阜県認知症疾患医療センター
岐阜病院 ☎２４７-２１１８

若年性認知症講演会・
コンサートを開催します

お知らせ

　商工会では、事業承継の準備に
向けた相談に秘密厳守で対応しま
す。また、必要に応じて税理士・中
小企業診断士などの専門家を無料
で派遣します。
■問  商工会 ☎３２７-６６１１

あなたの事業承継を応援
します！ ～プッシュ型事業
承継支援高度化事業～

お知らせ

　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　
１月９日（木）　１３：３０～１５：３０　
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

　まだ食べられるのに廃棄されて
しまう食品のことを食品ロスとい
います。食品ロスを削減するため
に次のようなことを実践してみて
ください。
・冷蔵庫などにある食品の在庫を
適切に管理し、食べきれる分だ
けの買い物をする
・野菜の皮を厚く剥きすぎるな
ど、食材を過剰に除去しないよ
うにする
・食べきれる分だけの調理をする
・宴会では最初の30分と最後の
10 分 は席で 料理を楽しむ
「3010運動」を心がける
■問  環境課 ☎３２７-４１２７

食品ロスを削減しましょう
お知らせ

広報みずほ・2019.1225 ストレッチを行い寒さに強い体づくり（みずほウォームビズ２０１９） 階段利用で健康増進（みずほウォームビズ２０１９） 24広報みずほ・2019.12
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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

1
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。

10日（金） 19：00～
日 時　　間

30日（木） 19：00～
20日（月） 10：00～

お正月に使えるお皿づくりにチャレンジ！

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人 ※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（12/28～1/5はお休みとなります）
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10:00～16:00／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
地域のニュース番組
(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

●１２月  ５日（木）　綱引き大会
●１２月１１日（水）　第７回ほづみ夜市
●１２月１９日（木）　カローリング大会

●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128

編集後記 　今月の表紙は１０月６日に生津小学校区で行
われた運動会のようすです。この日は市内各

地で運動会が行われており、地区ごとに特徴があり取材していて楽
しかったです。
　いずれの運動会でも、お年寄りから子どもまで協力して競技を楽
しめるようになっており、運営に携わるかたがたの工夫が凝らされ
ていると感じました。
　さて、話は変わりますが、今月号で広報みずほは２００号、１１月６日
で市の人口も５５，０００人に達しました。これを記念して、市の誕生か
ら現在までを振り返るすごろくを作ってみました。表紙も２００号まで
でずいぶんと変わってきていることがわかりますよ。    （魚山宮崎）

　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

■日  火曜日 小学生初級コース
１月７日（火）～ １９：00～２１：00 全10回
■所  生津スポーツ広場テニスコート
■対  市内在住在学の小学４年生以上
のかた
■定  新規５名（定員に達し次第締切）
■料  3,000円
■申  １２月１７日（火）

冬の硬式テニス教室　
参加者募集！

体育協会

　初春の瑞穂路を１本のタスキに
チーム６人の絆をつなげ駆け抜けま
す。沿道での声援もお願いします。
■日  １月１９日（日） １０:１５スタート
●コース 
【小学生低学年】 穂積北中学校グラ
ウンド周回コース
【小学生高学年】 糸貫川運動公園　
⇔本田小学校
【中学生・一般】糸貫川運動公園→
給食センター→巣南庁舎→大月願
照寺→西ふれあい広場→美江寺五
六川→糸貫川運動公園
■料  １チーム５００円（一般の部のみ）
■申  １２月１９日（木）
※交通事情などにより、コースを変
更する場合があります。

瑞穂市駅伝競走大会
体育協会

　「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

　無理せず体をほぐしながら体幹
を鍛えてバランス感覚を養ってい
きます。
■日  １２月１２日（木）・１７日（火）１３：００
～１４：００
■所  本田コミュニティセンター 多目
的ホール

■日  １２月２日（月）１０：００～１１：００、
１８日（水）１３：00～１４：00
■所  牛牧北部防災コミュニティセンター 
集会室

■日  １２月２３日（月）・２７日（金）１０：００
～１１：００
■所  巣南公民館 多目的ホール

■日  １２月５日（木）・２５日（水）１３：００～
１４：００

高齢者向け
「にこにこ運動教室」１２月

Link-upみずほ

■所  牛牧南部コミュニティセンター
つどいの泉プレイルーム

■日  １２月９日（月）・１６日（月）
１０：００～１１：００
■所  福祉高齢課交流ルーム 総合セ
ンター２階

■対  ６５才以上のかた
■料  無料
■定  各２５名　
参加回数別でもれなく参加賞をお
渡しします。
●持ち物
タオル・飲み物・室内シューズ（あれば）
※動きやすい服装でお越しください。

地デジ１2ｃｈ
放送日時 （金）22：00～、（土）10：00～ ほか

攻略！明智光秀ゆかりの地 岐阜

２０２０年大河ドラマ「麒麟がくる」の放送を前に、
県内８箇所の明智光秀ゆかりの地が紹介されます。

■日  １月１３日(月・祝)
■所  市民センター球技場・巣南公民
館多目的ホール・ふれあいホール
■料  無料
▶一般のかたは、市民憲章の1つの
項目を半折の２分の１の用紙に揮
毫して当日提出参加してください。
（自宅で書いて持ってきても可）
▶高校生は、新春の座右の銘を当
日会場で揮毫
▶持ち物　習字道具一式と履物入
れの袋
展示・表彰式の日程
は１月号で告知
※優秀作品には、
賞状と副賞が
あります。

新春書初め席上揮毫大会
文化協会

◎生け花公開講座（遠州流いけば
なクラブ）
■日  １２月１４日（土）１３：００～１６：００
■所  巣南公民館 第２講義室
■料  無料 　
■申 ■問  ☎328-2552 佐々木・
328-2759 今木
◎陶芸体験教室 受講者募集！（瑞
穂市陶芸サークル）
■日  １月２０日（月）・２７日（月）、２月３日
（月）・１７日（月）、３月２日（月）
１８：５０～２１：００
■所  美来の森研修室
■料  2,500円（材料費、焼成費込み）
■対 成人男女
■申 文化協会またはガラス工房へ住所・氏名・
携帯番号を添えてお申し込みください。
■〆 １２月２０日（金）
■問 ☎３２６-７３８８　
☎０９０-８９５６-６４４４　小倉まで
サークル入会希望者募集

公開講座
文化協会

■日  １２月２２日（日）１０：００開演
（９：３０開場）
■所  総合センター 
サンシャインホール
■料  入場無料

第１０回ＧＫＤダンス
フェスティバル開催!!

Link-upみずほ

■日  １２月２８日（土）～１月５日（日）
※１月６日（月）より平常開講します。

Ｌｉｎｋ-ｕｐみずほ事務局
年末年始休業日のお知らせ

Link-upみずほ

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

　岐阜ゆかりの落語家「昔昔亭A太郎」
さんと、地元のアマチュア落語家「正光
寺しなの」さんが4年ぶりに共演。
■日  1月11日（土）16:30開場、17:00開演
■所  北部防災コミュニティセンター
■料  500円（中学生以下無料）
今回の参加費はすべて、地域で子
育てを応援する「みつばち基金」へ
の寄付になります。チケットのお求
めはキッズスクエア瑞穂へお越しく
ださい。（平日9時～17時）
※当事業は、歳末たすけあい募金配分
助成事業です
■問  NPO法人キッズスクエア瑞穂
☎　 ３２６-２２３６
　 kids.sq@dream.com

落語を楽しんで、子育て支援！
「新春 落語会」

市民伝言板

みずほの未来を考える
瑞穂市総合計画等評価審議会　
答申 市長室

9月27日
（金）

　総合計画等評価審議会の曽我部会長（朝日大学准教
授）が、「瑞穂市第２次総合計画にもとづく事業評価」お
よび「瑞穂市まち・ひと・しごと創生総合戦略にもとづく
事業評価」のそれぞれについて審議結果をまとめた答申
書を市長に手渡しました。

広報みずほ・2019.1227 26広報みずほ・2019.12市役所において、みずほウォームビズ２０１９を始めました。 使わない電気機器はプラグを抜いて（みずほウォームビズ２０１９）
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▲答申書を市長に手渡す曽我部会長（中央）と河合委員（左）



●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

1
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。

10日（金） 19：00～
日 時　　間

30日（木） 19：00～
20日（月） 10：00～

お正月に使えるお皿づくりにチャレンジ！

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人 ※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（12/28～1/5はお休みとなります）
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10:00～16:00／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
地域のニュース番組
(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

●１２月  ５日（木）　綱引き大会
●１２月１１日（水）　第７回ほづみ夜市
●１２月１９日（木）　カローリング大会

●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128

編集後記 　今月の表紙は１０月６日に生津小学校区で行
われた運動会のようすです。この日は市内各

地で運動会が行われており、地区ごとに特徴があり取材していて楽
しかったです。
　いずれの運動会でも、お年寄りから子どもまで協力して競技を楽
しめるようになっており、運営に携わるかたがたの工夫が凝らされ
ていると感じました。
　さて、話は変わりますが、今月号で広報みずほは２００号、１１月６日
で市の人口も５５，０００人に達しました。これを記念して、市の誕生か
ら現在までを振り返るすごろくを作ってみました。表紙も２００号まで
でずいぶんと変わってきていることがわかりますよ。    （魚山宮崎）

　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

■日  火曜日 小学生初級コース
１月７日（火）～ １９：00～２１：00 全10回
■所  生津スポーツ広場テニスコート
■対  市内在住在学の小学４年生以上
のかた
■定  新規５名（定員に達し次第締切）
■料  3,000円
■申  １２月１７日（火）

冬の硬式テニス教室　
参加者募集！

体育協会

　初春の瑞穂路を１本のタスキに
チーム６人の絆をつなげ駆け抜けま
す。沿道での声援もお願いします。
■日  １月１９日（日） １０:１５スタート
●コース 
【小学生低学年】 穂積北中学校グラ
ウンド周回コース
【小学生高学年】 糸貫川運動公園　
⇔本田小学校
【中学生・一般】糸貫川運動公園→
給食センター→巣南庁舎→大月願
照寺→西ふれあい広場→美江寺五
六川→糸貫川運動公園
■料  １チーム５００円（一般の部のみ）
■申  １２月１９日（木）
※交通事情などにより、コースを変
更する場合があります。

瑞穂市駅伝競走大会
体育協会

　「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

　無理せず体をほぐしながら体幹
を鍛えてバランス感覚を養ってい
きます。
■日  １２月１２日（木）・１７日（火）１３：００
～１４：００
■所  本田コミュニティセンター 多目
的ホール

■日  １２月２日（月）１０：００～１１：００、
１８日（水）１３：00～１４：00
■所  牛牧北部防災コミュニティセンター 
集会室

■日  １２月２３日（月）・２７日（金）１０：００
～１１：００
■所  巣南公民館 多目的ホール

■日  １２月５日（木）・２５日（水）１３：００～
１４：００

高齢者向け
「にこにこ運動教室」１２月

Link-upみずほ

■所  牛牧南部コミュニティセンター
つどいの泉プレイルーム

■日  １２月９日（月）・１６日（月）
１０：００～１１：００
■所  福祉高齢課交流ルーム 総合セ
ンター２階

■対  ６５才以上のかた
■料  無料
■定  各２５名　
参加回数別でもれなく参加賞をお
渡しします。
●持ち物
タオル・飲み物・室内シューズ（あれば）
※動きやすい服装でお越しください。

地デジ１2ｃｈ
放送日時 （金）22：00～、（土）10：00～ ほか

攻略！明智光秀ゆかりの地 岐阜

２０２０年大河ドラマ「麒麟がくる」の放送を前に、
県内８箇所の明智光秀ゆかりの地が紹介されます。

■日  １月１３日(月・祝)
■所  市民センター球技場・巣南公民
館多目的ホール・ふれあいホール
■料  無料
▶一般のかたは、市民憲章の1つの
項目を半折の２分の１の用紙に揮
毫して当日提出参加してください。
（自宅で書いて持ってきても可）
▶高校生は、新春の座右の銘を当
日会場で揮毫
▶持ち物　習字道具一式と履物入
れの袋
展示・表彰式の日程
は１月号で告知
※優秀作品には、
賞状と副賞が
あります。

新春書初め席上揮毫大会
文化協会

◎生け花公開講座（遠州流いけば
なクラブ）
■日  １２月１４日（土）１３：００～１６：００
■所  巣南公民館 第２講義室
■料  無料 　
■申 ■問  ☎328-2552 佐々木・
328-2759 今木
◎陶芸体験教室 受講者募集！（瑞
穂市陶芸サークル）
■日  １月２０日（月）・２７日（月）、２月３日
（月）・１７日（月）、３月２日（月）
１８：５０～２１：００
■所  美来の森研修室
■料  2,500円（材料費、焼成費込み）
■対 成人男女
■申 文化協会またはガラス工房へ住所・氏名・
携帯番号を添えてお申し込みください。
■〆 １２月２０日（金）
■問 ☎３２６-７３８８　
☎０９０-８９５６-６４４４　小倉まで
サークル入会希望者募集

公開講座
文化協会

■日  １２月２２日（日）１０：００開演
（９：３０開場）
■所  総合センター 
サンシャインホール
■料  入場無料

第１０回ＧＫＤダンス
フェスティバル開催!!

Link-upみずほ

■日  １２月２８日（土）～１月５日（日）
※１月６日（月）より平常開講します。

Ｌｉｎｋ-ｕｐみずほ事務局
年末年始休業日のお知らせ

Link-upみずほ

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

　岐阜ゆかりの落語家「昔昔亭A太郎」
さんと、地元のアマチュア落語家「正光
寺しなの」さんが4年ぶりに共演。
■日  1月11日（土）16:30開場、17:00開演
■所  北部防災コミュニティセンター
■料  500円（中学生以下無料）
今回の参加費はすべて、地域で子
育てを応援する「みつばち基金」へ
の寄付になります。チケットのお求
めはキッズスクエア瑞穂へお越しく
ださい。（平日9時～17時）
※当事業は、歳末たすけあい募金配分
助成事業です
■問  NPO法人キッズスクエア瑞穂
☎　 ３２６-２２３６
　 kids.sq@dream.com

落語を楽しんで、子育て支援！
「新春 落語会」

市民伝言板

みずほの未来を考える
瑞穂市総合計画等評価審議会　
答申 市長室

9月27日
（金）

　総合計画等評価審議会の曽我部会長（朝日大学准教
授）が、「瑞穂市第２次総合計画にもとづく事業評価」お
よび「瑞穂市まち・ひと・しごと創生総合戦略にもとづく
事業評価」のそれぞれについて審議結果をまとめた答申
書を市長に手渡しました。
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▲答申書を市長に手渡す曽我部会長（中央）と河合委員（左）
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人の動き（10月末現在）
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富有柿発祥の地 瑞穂市

12
2019.12.1
No.200

今日は
みんなが大将

この号から野田清影氏（文化財保護審
議会委員）の「瑞穂市治水の風土」の連
載（全15回）が始まりました。
江戸時代から250年間に渡る水害対策
を治水行為のあゆみから考察しました。

表紙が柿、特集が柿、
色も柿。とにかく富有
柿発祥の地、瑞穂市を
取り上げた号です。
この号は夏休みの自
由研究などの下調べ
でよく読まれているよ
うです。

広報紙で
ふりかえる!
瑞穂市のあゆみ

今月号の広報みずほは記念すべき第200号です。
また11月6日には市の人口が
55,000人に達しました。

これらを1つの節目として、すごろく形式で
市のあゆみを振り返って

みましょう。

瑞穂市誕生後、
記念すべき第１号です

広報みずほ
第１号発行

（平成15年5月号）
人口47,449人

（平成15年5月1日）

広報みずほ
第200号発行

（令和元年12月号）
人口55,000人

（令和元年11月6日現在）

広報みずほ
第100号発行

（平成23年8月号）
人口51,739人
（平成23年7月末）

広報みずほ
第151号発行

（平成27年11月号）
人口53,517人

（平成27年10月末）

広報みずほ
第50号発行

（平成19年6月号）
人口50,018人
（平成19年5月末）

広報みずほ
第75号発行

（平成21年7月号）
人口51,121人
（平成21年6月末）この頃から市章の一部に写真を取り込んだデザ

インとなり、題字がローマ字になりました。
ちなみに、平成19年5月に人口が50,000人を超
えました。

記 念 す ご ろ く

瑞穂市の
歴史を

振り返ろ
う！

ついに第100号です。
この時の特集は「東日本
大震災 被災地に赴いた
職員からのメッセージ」
です。

第
25号

第
125号

第
175号


