
広 告

「夏期講習」実施
すばる学習塾

7/21～8/31
その治らない腰の激痛、私にお任せください‼

セドナ☆クリニカルルーム

初回から根本的に改善するまで一対一での
個別指導をする、県内初の痛みの専門院です

▲当院の詳しい
　情報はこちら

058-325-8999
瑞穂市横屋57-7　　9：00～19：00　　木・土の午後・日・祝営 休

①裏表紙（4色刷り）1枠1か月
　▶10,000円
②生活情報（2色刷り）1枠1か月
　▶5,000円
いずれも1枠
横87mm×縦48mm

広報みずほ本誌 有料広告募集

●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128

2枠を連結させて
1つの広告とすることも

できます。
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第2回瑞穂市議会定例会
地方創生臨時交付金活用事業
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人の動き（6月末現在）

（前月比　   24人増）人口 人55,359 男 人27,606 （前月比 　  4人増） （前月比　  20人増）女 人27,753
（前月比 　 11世帯増）世帯数 世帯22,211

058-328-5381TEL瑞穂市居倉122-7住所

0120-76-1003
なろう!         100点さん

ほずみ報広
富有柿発祥の地 瑞穂市

8
2021.8.1
No.220

瑞穂市JR穂積駅圏域拠点化構想推進事業  からのお知らせ

JR穂積駅周辺まちづくり協議会 ExSite事務局
〒501-0222 別府658番地13　
☎329-5520 　 329-5521 
    hozumiekishu@gmail.com

総合政策課
〒501-0293 別府1288番地　
☎327-4128 　 327-4103 
    sougou@city.mizuho.lg.jp

ExSite(エキサイト)のことや、駅周辺
の取り組みについてはこれまで通り、
Facebookで随時発信していきます!
JR穂積駅周辺まちづくり協議会 
ExSite(エキサイト)Facebook

　当協議会は、駅周辺の賑わいや活性化、地域のかたの暮らしやすさ向上を目指して活動
しています。

JR穂積駅周辺まちづくり協議会 ExSiteが盛り上げます!
エキサイト

ワイワイ・盛り上がるまちづくり

皆にとって
楽しい
街（エキ）

駅周辺の
皆が暮らす
場所

Ex Site
エキサイト

　ExSite会議には、誰でも出席できます。
　会議に出席してみて、入会をご希望されるかたには、協議会
の規約などや申し込みに関する書類をお渡しします。

駅をもっと良くしたい、まちづくりに興味があるかた、新しい仲間を募集しています！

　JR穂積駅南側の第１自転車駐車場の一部（喫茶店の跡地）の活用について現在準備を進めています。どんなお店が出店するかや開
店の時期については、決まり次第、市ホームページやExSite（エキサイト）のFacebookでお知らせいたしますので、是非お楽しみに！！ 

JR穂積駅南側の空き店舗の活用を検討しています！

〈こんな活動を考えています〉
駅周辺でのイベント企画開催、空き店舗・空きスペースの活用、イルミネー
ション点灯、穂積駅周辺に関する情報発信、地域のかたの生活不便の解消
〈協議会の名前に込めた想い〉
ExSite（エキサイト）はEx（街・駅）とSite（場所）を合わせた造語です。Exciteの
「楽しませる、興奮させる」と音が重なり、またciteではなくSite（土地・場所）に
繋げて、みんなにとって楽しい駅（場所）となるように想いを込めました。

活動
日時 毎月第２.４水曜日18時から

会議
内容

駅周辺の活性化（イベント企画、空き店舗活用など）、
その情報発信、会則（ルール作り）などについて、
駅周辺に関すること全般

ExSiteってどんな組織?
エキサイト

　駅周辺をもっと良くしたいという熱い想いを持ったかた、
ちょっとだけ興味があるかた、まずは会議にご参加ください。
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市政最前線

行政報告

人事関係 2件

条例関係 3件

財産関係 1件

予算関係 5件

【瑞穂市議会委員会構成】
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　令和3年第2回瑞穂市議会定例会が6月2日から25日までの24日間の会期で開かれ、令和3年度一般会計補正予
算案・条例案などの議案が審議され、11議案が可決されました。

◎瑞穂市土地開発公社の経営状況について
◎一般財団法人瑞穂市ふれあい公共公社の経営状況について
◎報告第4号　専決処分の報告について(損害賠償)
◎報告第5号　専決処分の報告について(損害賠償その2)
◎報告第6号　専決処分の報告について(損害賠償その3)

教育委員会の委員1名の任期が令和3年7月4日に満了となることから、引き続き教育委員会
の委員として任命したいので、議会の同意を求めるもの。

瑞穂市教育委員会の委員の任命について議案第31号

職員の服務の宣誓について押印を廃止するため、市条例の改正を行うもの。
瑞穂市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について議案第33号

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税
の減免期間を1年延長するため、市条例の改正を行うもの。

瑞穂市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について議案第34号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、企業版ふるさと納税基金
を設置するため、市条例の改正を行うもの。 

瑞穂市基金条例の一部を改正する条例について議案第35号

消防団の消防ポンプ自動車の老朽化に伴い、消防ポンプ自動車1台を購入したく、議会
の議決を求めるもの。

財産（消防ポンプ自動車）の取得について議案第40号

固定資産評価審査委員会の委員の任期が令和3年6月30日に満了となることから、引き続き
3名を固定資産評価審査委員会の委員として選任したいので、議会の同意を求めるもの。

瑞穂市固定資産評価審査委員会の委員の選任について議案第32号

　国内において、新型コロナウイルス感染症の第1例目が確認されてから約1年半になろうとし
ています。その新型コロナウイルス感染症拡大防止に関して、市民の皆様には長期間にわたり
外出自粛や感染防止の基本行動の遵守などご協力をいただき感謝申し上げます。
　今回提案します補正予算につきましても、国の低所得の子育て世代に対する子育て世帯生活
支援特別給付金事業や、地方創生臨時交付金事業として住宅リフォーム費用助成や読書推進事
業として図書券支給事業など新型コロナウイルス対策関連の予算も計上させていただいてい
ます。今後もその時々で必要な施策とタイミングを判断し、事業を実施していきたいと思います。
　改めて市民の皆様には、引き続き感染防止の基本行動の遵守をお願い申し上げます。

所信表明（要旨）

歳入歳出それぞれ6,193万3千円を追加し、歳入歳出予算総額を190億5,187万6千円と
するもの。

令和3年度瑞穂市一般会計補正予算（第2号）議案第36号

国庫支出金

合　　　計

6,193万3千円
6,193万3千円

歳入
民　生　費

合　　　計

6,193万3千円
6,193万3千円

歳出

歳入歳出それぞれ2,893万2千円を追加し、歳入歳出予算総額を191億6,484万2千円と
するもの。

令和3年度瑞穂市一般会計補正予算（第4号）議案第41号

国庫支出金

合　　　計

2,893万2千円
2,893万2千円

歳入
民　生　費

合　　　計

2,893万2千円
2,893万2千円

歳出

歳入歳出それぞれ8,403万4千円を追加し、歳入歳出予算総額を191億3,591万円とするもの。
令和3年度瑞穂市一般会計補正予算（第3号）議案第37号

歳入歳出それぞれ30万円を追加し、歳入歳出予算総額を44億6,775万1千円とするもの。
令和3年度瑞穂市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）議案第38号

歳入 歳出

合　　　計

7,560万3千円
58万0千円

△264万4千円
409万5千円
640万0千円

8,403万4千円

国庫支出金

財 産 収 入

繰 入 金

諸 収 入

市 債

合　　　計

2,526万5千円
807万6千円

△548万1千円
1,047万9千円
1,425万0千円
409万4千円

2,735万1千円

8,403万4千円

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

商 工 費

土 木 費

消 防 費

教 育 費

資本的収入の予定額を5,000万円追加し、総額を4億5,780万9千円とするもの。
資本的支出の予定額を5,000万円追加し、総額を5億1,397万2千円とするもの。

令和3年度瑞穂市下水道事業会計補正予算（第2号）議案第39号

第2回瑞穂市議会定例会11議案を可決
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　令和3年第2回瑞穂市議会定例会が6月2日から25日までの24日間の会期で開かれ、令和3年度一般会計補正予
算案・条例案などの議案が審議され、11議案が可決されました。

◎瑞穂市土地開発公社の経営状況について
◎一般財団法人瑞穂市ふれあい公共公社の経営状況について
◎報告第4号　専決処分の報告について(損害賠償)
◎報告第5号　専決処分の報告について(損害賠償その2)
◎報告第6号　専決処分の報告について(損害賠償その3)

教育委員会の委員1名の任期が令和3年7月4日に満了となることから、引き続き教育委員会
の委員として任命したいので、議会の同意を求めるもの。

瑞穂市教育委員会の委員の任命について議案第31号

職員の服務の宣誓について押印を廃止するため、市条例の改正を行うもの。
瑞穂市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について議案第33号

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税
の減免期間を1年延長するため、市条例の改正を行うもの。

瑞穂市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について議案第34号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、企業版ふるさと納税基金
を設置するため、市条例の改正を行うもの。 

瑞穂市基金条例の一部を改正する条例について議案第35号

消防団の消防ポンプ自動車の老朽化に伴い、消防ポンプ自動車1台を購入したく、議会
の議決を求めるもの。

財産（消防ポンプ自動車）の取得について議案第40号

固定資産評価審査委員会の委員の任期が令和3年6月30日に満了となることから、引き続き
3名を固定資産評価審査委員会の委員として選任したいので、議会の同意を求めるもの。

瑞穂市固定資産評価審査委員会の委員の選任について議案第32号

　国内において、新型コロナウイルス感染症の第1例目が確認されてから約1年半になろうとし
ています。その新型コロナウイルス感染症拡大防止に関して、市民の皆様には長期間にわたり
外出自粛や感染防止の基本行動の遵守などご協力をいただき感謝申し上げます。
　今回提案します補正予算につきましても、国の低所得の子育て世代に対する子育て世帯生活
支援特別給付金事業や、地方創生臨時交付金事業として住宅リフォーム費用助成や読書推進事
業として図書券支給事業など新型コロナウイルス対策関連の予算も計上させていただいてい
ます。今後もその時々で必要な施策とタイミングを判断し、事業を実施していきたいと思います。
　改めて市民の皆様には、引き続き感染防止の基本行動の遵守をお願い申し上げます。

所信表明（要旨）

歳入歳出それぞれ6,193万3千円を追加し、歳入歳出予算総額を190億5,187万6千円と
するもの。

令和3年度瑞穂市一般会計補正予算（第2号）議案第36号

国庫支出金

合　　　計

6,193万3千円
6,193万3千円

歳入
民　生　費

合　　　計

6,193万3千円
6,193万3千円

歳出

歳入歳出それぞれ2,893万2千円を追加し、歳入歳出予算総額を191億6,484万2千円と
するもの。

令和3年度瑞穂市一般会計補正予算（第4号）議案第41号

国庫支出金

合　　　計

2,893万2千円
2,893万2千円

歳入
民　生　費

合　　　計

2,893万2千円
2,893万2千円

歳出

歳入歳出それぞれ8,403万4千円を追加し、歳入歳出予算総額を191億3,591万円とするもの。
令和3年度瑞穂市一般会計補正予算（第3号）議案第37号

歳入歳出それぞれ30万円を追加し、歳入歳出予算総額を44億6,775万1千円とするもの。
令和3年度瑞穂市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）議案第38号

歳入 歳出

合　　　計

7,560万3千円
58万0千円

△264万4千円
409万5千円
640万0千円

8,403万4千円

国庫支出金

財 産 収 入

繰 入 金

諸 収 入

市 債

合　　　計

2,526万5千円
807万6千円

△548万1千円
1,047万9千円
1,425万0千円
409万4千円

2,735万1千円

8,403万4千円

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

商 工 費

土 木 費

消 防 費

教 育 費

資本的収入の予定額を5,000万円追加し、総額を4億5,780万9千円とするもの。
資本的支出の予定額を5,000万円追加し、総額を5億1,397万2千円とするもの。

令和3年度瑞穂市下水道事業会計補正予算（第2号）議案第39号

第2回瑞穂市議会定例会11議案を可決
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地方創生臨時交付金活用事業地方創生臨時交付金活用事業

みずほ列車で行こう! 事業

　樽見鉄道1日フリー乗車券(1,600円)+根尾うすずみ温泉
入浴券(500円)を500円で販売します。市PR物品のお土産も
付いています。今年の秋・冬での開催を予定しています。

お得な特別切符!

○撮影料、会場使用料、貸衣装代、ヘアメイクなどウエディ
　ング写真撮影に直接必要となる経費
○データ・写真購入代
　のうち登録事業所に直接支払った経費

対象となる費用

8月2日（月）～令和4年3月15日（火）までに申請書と必要
書類を総合政策課へ提出してください。支給対象者、登録
事業所および申請書など、くわしくは市ホームページを
ご覧ください。

支援金の申し込み

紅葉の渓谷と根尾うすずみ温泉を楽しむ!お得な特別切符を販売(約1,000名)

住宅リフォーム費用助成事業

結婚式などを断念せざるを得ないカップルのウエディング写真撮影を支援します

　秋の紅葉の時期に樽見鉄道の車両を『瑞穂市の日』として
特別列車を運行します。市内外から広く利用者を募集し、瑞穂
市のPRを行うとともに、樽見鉄道の利用促進を図ります。

　婚姻をした、または婚姻を予定しているが新型コロナ
ウイルス感染症の影響により結婚式などを断念せざるを
得ない夫婦などを対象に、ウエディング写真撮影支援金
として最大5万円を支給します。

　一般リフォーム工事では、外壁塗装、床・壁の張替え、屋根の葺き替えなど、新型コロナウイルス感染症
対策工事では、換気システム新設、タッチレス玄関扉や宅配ボックスの設置などが対象となります。くわし
くは、都市開発課（☎327-2101）までお問い合わせください。

対象となる工事は?

市内の事業者が施工するリフォーム工事に
助成金を支給します
　快適な生活ができるように居住環境の向上をはか
りつつ、市内事業者の支援を目的に助成を行います。
20万円以上の工事が対象で、工事費の1～2割
（上限10万円）について助成金を支給します。

ウエディング写真撮影支援事業

中学生以下のお子さんに図書カードを配布します
　外出自粛期間が長期化し、自宅で過ごす時間が増加して
いることから、この機会を児童・生徒の読書活動に役立て
てもらうものです。中学3年生以下（0歳～15歳）を対象に、
1人につき2,000円の図書カードを配布します。
　くわしくは生涯学習課（☎327-2117）までお問い合わせください。

給食センター車に啓発イラストをラッピングします
　毎日市内の小中学校に給食を配送している給食センター
車に瑞穂市の公式キャラクターかきりんのラッピングを
します。新型コロナウイルス感染症予防の呼びかけや市民
の皆さんへのお願いなどを掲載する予定です。

樽見鉄道
特別企画
樽見鉄道
特別企画

補助限度額
10万円
補助限度額
10万円

第2回瑞穂市議会定例会において可決された新型コロナウイルス感染症対策に関連する
事業をご紹介します。

給食センター車ラッピング事業

読書活動推進事業

コロナ緊急雇用（会計年度任用職員） 自治会感染症対策用品

タブレット端末用キーボード タブレット用充電保管庫設置工事

第1自転車駐車場（一部）改修工事

穂積小学校ミーティングルーム窓改修工事

その他の臨時交付金活用事業
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詳細については首相官邸ホームページや厚生労働省ホームページなどをご参照ください
新型コロナワクチン関連リンク

新型コロナ
ワクチンについて
（首相官邸ホームページ）

新型コロナ
ワクチンについてQ&A
(厚生労働省)

新型コロナワクチン
接種についてのお知らせ
(厚生労働省)

　日本への供給を実施・計画している海外のワクチンでは、ワクチン接種後に接種部位の痛みや、頭痛、
倦怠感、筋肉痛などがみられたことが発表されています。また、厚生労働省よりワクチンの副反応情報
が発表されています。くわしくは厚生労働省ホームページをご確認ください。（7月15日（木）時点）

　現在新型コロナワクチンの国からの供給が減少し、今後の供給量も見通しが立たない状況にあり
ます。よって、やむを得ず集団接種を一時休止させていただきます。
　また、医療機関での個別接種についても、供給量減少により接種予約をいただいてもすぐに接種
できない状況にあります。
　今後につきましては、供給量を踏まえ、順次計画してまいりますのでご理解ご協力をお願いします。

なお、ワクチンの性質や副反応な
どの医学的な相談は岐阜県の
コールセンター（☎272-8222）
へお問い合わせください。

ワクチンの副反応情報

接種会場では熱中症対策をしましょう

新型コロナワクチンの集団接種一時休止について

新型コロナワクチンの副反応疑い報告について
（厚生労働省）

　7月中に16歳以上のかたへ接種券を送付しました。新型コロナ
ワクチンの予約方法などについては個別にお送りした案内をご確
認ください。なお、12歳から15歳のかたの接種については後日
お伝えします。

　新型コロナワクチン接種会場では、感染予防のため定期的に換気をしていることから室温が上がり
やすくなっています。またマスク着用での来場となるため、熱中症のリスクが高くなります。
　普段の生活や、来場までの道中、接種会場で熱中症予防行動を実践しましょう。

熱中症予防には…
●こまめな水分補給をする
●通気性のよい服装を心がける
●保冷剤や氷、冷たいタオルなどで体を冷やす
●道中では暑さを避けるために、日傘や帽子を着用し、できるだけ日陰を歩く
●生活リズムを整え、日ごろから体温測定や健康チェックをする

子育て世帯生活支援特別給付金を支給子育て世帯生活支援特別給付金を支給

生活困窮者自立支援金 について生活困窮者自立支援金 について 会計年度任用職員募集会計年度任用職員募集

低所得の子育て世帯に

支給手続き

令和3年度住民税(均等割)が非課税のかた、または、令和3年1月1日以降の収入が急変し、
住民税非課税相当の収入となったかた

　新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、離職
または内定取り消しを受けたかたを対象とした
募集を行います。会計年度任用職員とは、地方
公務員法第22条の2第1項に基づき任用される
一般職の非常勤職員です。

職 種 募集人数 担当課
総合政策課 
☎327-4128
地域福祉高齢課 
☎327-4126

1人

1人

任用期間
応募方法

選考方法
応募期限

●問い合わせ　総務課　☎327-4111

対象者 以下の①、②の両方に該当するかた ※ひとり親世帯分の給付金を受け取ったかたを除く 
令和3年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母など
（令和4年2月末までに生まれた新生児なども対象になります。）

①

②

支給額 児童1人あたり　一律 5万円

支給額
単身世帯
2人世帯
3人以上世帯

6万円
8万円

10万円

・給付金は申請不要で受け取れます。 
・児童手当、特別児童扶養手当を支給している
口座に振り込みます。
※支払日などは、郵送による文書でお知らせします

令和3年4月分の児童手当または特別児童
扶養手当の受給者で、住民税非課税のかた

支給対象世帯

左記以外のかた
※高校生のみを養育している住民税非課税のかた、
　収入が急変し住民税非課税相当になったかた

●問い合わせ 厚生労働省 コールセンター 
子ども支援課  ☎322-3022

　  0120-811-166（受付時間 平日9:00～18:00）

新型コロナウイルス感染症 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急雇用

社会福祉協議会の行う総合支援資金について

※その他、収入要件、資産要件などがあります

●問い合わせ
厚生労働省コールセンター ☎0120-46-8030 
福祉生活課 ☎327-4123

・再貸付を借り終わった世帯または令和3年8月
までに借り終わる世帯
・再貸付が不承認となった世帯
・再貸付の相談をしたものの、申し込みに至ら
なかった世帯

※申込書と給与、必要資格、職務内容および勤務条件などは、総
務課と担当課で配布するほか、市ホームページ（https://www.
city.mizuho.lg.jp/9781.htm）からもダウンロードできます

※職務内容、勤務条件などの詳細については、担当課へお問い
合わせください

行政事務補助員

9月1日～令和4年3月31日
申込書および離職または内定が取り消
されたことがわかる書類を担当課へ提出
面接試験
8月10日（火）必着支給期間

申請受付期間
3か月
8月31日(火)まで

・給付金を受け取るには、申請が必要です。 
・子ども支援課にて申請を受け付けて
います。詳細や様式などについては、
市ホームページをご確認ください。
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・再貸付の相談をしたものの、申し込みに至ら
なかった世帯

※申込書と給与、必要資格、職務内容および勤務条件などは、総
務課と担当課で配布するほか、市ホームページ（https://www.
city.mizuho.lg.jp/9781.htm）からもダウンロードできます

※職務内容、勤務条件などの詳細については、担当課へお問い
合わせください

行政事務補助員

9月1日～令和4年3月31日
申込書および離職または内定が取り消
されたことがわかる書類を担当課へ提出
面接試験
8月10日（火）必着支給期間

申請受付期間
3か月
8月31日(火)まで

・給付金を受け取るには、申請が必要です。 
・子ども支援課にて申請を受け付けて
います。詳細や様式などについては、
市ホームページをご確認ください。
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さわやか口腔健診のお知らせ後期高齢者医療保険

特定健診・特定保健指導のご案内国民健康保険

重度福祉医療費受給者証の更新について

国民健康保険の届出をお忘れなく！

令和３年度

　口腔内の状態が悪いと食生活にも支障をきたし、低栄養状態や誤えん性肺炎が起こります。この健診を
受診し、口腔内の健康づくりをとおして、心身ともに豊かな生活を送りましょう。

　我が国の３大死因のひとつは生活習慣病です。生活習慣病は自覚症状が出にくく、気づいたときには重症
化していることもあります。年に１度の健診で早期発見・早期治療ができれば、重症化を予防することができ
ます。ぜひ、この機会に特定健診・特定保健指導を受診して、健康管理にお役立てください。 　退職などの理由で社会保険から国民健康保険に加入する場合や、就職などにより国民健康保険を

やめて社会保険などに加入する場合は、ご自身で届出をする必要があります。（別世帯のかたが届出
をする場合は委任状が必要）

　特定健診でメタボリックシンドロームやその予備群に
該当されるかたに、生活習慣病の発症を予防するために
特定保健指導を受けていただきます。
※特定保健指導は無料です

　対象者となるかたには、更新の案内文書を発送します。返信用封筒が入っていますので、申請書を記入して返送
してください。添付書類は不要です。新型コロナウイルス感染防止のため、郵送による提出をお願いします。 

後期高齢者医療保険に加入中のかた

７月１日（木）～令和４年３月３１日（木）
※昭和２１年８月１日以降のお生まれのかたは、希望者に受診券を
　郵送します。ご希望のかたは医療保険課までご連絡ください

口腔内検査、そしゃく・舌・えん下機能評価  など

３００円

対 象 者

実施期間

健診項目

自己負担金

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の第１期納期は８月２日（月）です 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。

◯身体障害者手帳1～3級のかた
◯療育手帳A1・A2・B1のかた 
◯精神障害者保険福祉手帳1級・2級のかた
◯戦傷病者手帳所持者で特別項症～第4項症までに
　該当し身体障害者手帳4級のかた 
※所得制限あり 

８月４日（水）～１８日（水）
※申請書欄には保険証情報が記載されています
が、変更がある場合のみ保険証の写しを同封
してください

※所得制限・その他詳細については、福祉生活課
までお問い合わせください

受付期間重度心身障害者

対 

象 

者

１. 健診結果と生活習慣から健康状態を把握します
２. 個別面談で健康な体づくりに向けて具体的な
    計画を立てます
３. 計画の実行、目標に向かって行動！
４. ３か月以上経過後、成果の確認と評価をします
※国保に加入しているかたで、勤務先の健診で同様の検査をするかたは特定健診受診の必要はありませんが、受診結果の写しを医療
　保険課にご提出ください。ご協力をよろしくお願いします
※社会保険に加入されているかたの特定健診については、それぞれご加入の社会保険にお問い合わせください

／  参加者の声 ／
・適切な指導と定期的な支援に
より、継続して目標に向けて取
り組むことができた。
　
・夕食後の間食をやめることが
できた。

　
・体型を維持するためにスポーツ
ジムに通うことを再開した。

～加入するとき・やめるときは、１４日以内に届出を～

◎届出にはマイナンバーカード（個人番号カード）またはマイナンバーのわかる書類と本人確認書類を
　お持ちください。

該当するか不明な場合、または該当する場合の手続きについてはお問い合わせください。

40歳～60歳未満で介護保険適用除外施設に入所（退所）したとき

就学のために、別に住所を定めるとき
は、届出が必要です。

他にも、国保加入中で
※退職されたかたは、その後も加入できる任意継続制度があります。加入されていた健康保険にお問い合わせください

国保に加入するとき 国保をやめるとき

こんなとき

必要なもの

届出が
遅れると…

職場の健康保険をやめたとき※ 職場の健康保険に加入したとき

・国保の保険証
・加入した健康保険の保険証または
加入したことを証明するもの

国保税が課税されたままになります。
また国保の保険証を使ってしまうと、あ
とで市から医療費を請求する場合があ
ります。

 健康保険資格喪失証明書など

国保税を職場の健康保険の資格喪失
の日まで、さかのぼって納めることに
なります。専門家チームがサポートします！

結果によって特定保健指導の案内を送付

●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159

※事前に問診票を記入してください

受診券が届く 特定健診を受ける 健診結果を受け取る

該当のかた（国保加入中の
40歳～74歳）へ６月下旬に
発送しました。

市内の実施医療機関で受診
券（※）・保険証・自己負担金
を持って受診してください。

健診結果は、受診後１か月
ほどで郵送されます。
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さわやか口腔健診のお知らせ後期高齢者医療保険

特定健診・特定保健指導のご案内国民健康保険

重度福祉医療費受給者証の更新について

国民健康保険の届出をお忘れなく！

令和３年度

　口腔内の状態が悪いと食生活にも支障をきたし、低栄養状態や誤えん性肺炎が起こります。この健診を
受診し、口腔内の健康づくりをとおして、心身ともに豊かな生活を送りましょう。

　我が国の３大死因のひとつは生活習慣病です。生活習慣病は自覚症状が出にくく、気づいたときには重症
化していることもあります。年に１度の健診で早期発見・早期治療ができれば、重症化を予防することができ
ます。ぜひ、この機会に特定健診・特定保健指導を受診して、健康管理にお役立てください。 　退職などの理由で社会保険から国民健康保険に加入する場合や、就職などにより国民健康保険を

やめて社会保険などに加入する場合は、ご自身で届出をする必要があります。（別世帯のかたが届出
をする場合は委任状が必要）

　特定健診でメタボリックシンドロームやその予備群に
該当されるかたに、生活習慣病の発症を予防するために
特定保健指導を受けていただきます。
※特定保健指導は無料です

　対象者となるかたには、更新の案内文書を発送します。返信用封筒が入っていますので、申請書を記入して返送
してください。添付書類は不要です。新型コロナウイルス感染防止のため、郵送による提出をお願いします。 

後期高齢者医療保険に加入中のかた

７月１日（木）～令和４年３月３１日（木）
※昭和２１年８月１日以降のお生まれのかたは、希望者に受診券を
　郵送します。ご希望のかたは医療保険課までご連絡ください

口腔内検査、そしゃく・舌・えん下機能評価  など

３００円

対 象 者

実施期間

健診項目

自己負担金

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の第１期納期は８月２日（月）です 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。

◯身体障害者手帳1～3級のかた
◯療育手帳A1・A2・B1のかた 
◯精神障害者保険福祉手帳1級・2級のかた
◯戦傷病者手帳所持者で特別項症～第4項症までに
　該当し身体障害者手帳4級のかた 
※所得制限あり 

８月４日（水）～１８日（水）
※申請書欄には保険証情報が記載されています
が、変更がある場合のみ保険証の写しを同封
してください

※所得制限・その他詳細については、福祉生活課
までお問い合わせください

受付期間重度心身障害者

対 

象 

者

１. 健診結果と生活習慣から健康状態を把握します
２. 個別面談で健康な体づくりに向けて具体的な
    計画を立てます
３. 計画の実行、目標に向かって行動！
４. ３か月以上経過後、成果の確認と評価をします
※国保に加入しているかたで、勤務先の健診で同様の検査をするかたは特定健診受診の必要はありませんが、受診結果の写しを医療
　保険課にご提出ください。ご協力をよろしくお願いします
※社会保険に加入されているかたの特定健診については、それぞれご加入の社会保険にお問い合わせください

／  参加者の声 ／
・適切な指導と定期的な支援に
より、継続して目標に向けて取
り組むことができた。
　
・夕食後の間食をやめることが
できた。

　
・体型を維持するためにスポーツ
ジムに通うことを再開した。

～加入するとき・やめるときは、１４日以内に届出を～

◎届出にはマイナンバーカード（個人番号カード）またはマイナンバーのわかる書類と本人確認書類を
　お持ちください。

該当するか不明な場合、または該当する場合の手続きについてはお問い合わせください。

40歳～60歳未満で介護保険適用除外施設に入所（退所）したとき

就学のために、別に住所を定めるとき
は、届出が必要です。

他にも、国保加入中で
※退職されたかたは、その後も加入できる任意継続制度があります。加入されていた健康保険にお問い合わせください

国保に加入するとき 国保をやめるとき

こんなとき

必要なもの

届出が
遅れると…

職場の健康保険をやめたとき※ 職場の健康保険に加入したとき

・国保の保険証
・加入した健康保険の保険証または
加入したことを証明するもの

国保税が課税されたままになります。
また国保の保険証を使ってしまうと、あ
とで市から医療費を請求する場合があ
ります。

 健康保険資格喪失証明書など

国保税を職場の健康保険の資格喪失
の日まで、さかのぼって納めることに
なります。専門家チームがサポートします！

結果によって特定保健指導の案内を送付

●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159

※事前に問診票を記入してください

受診券が届く 特定健診を受ける 健診結果を受け取る

該当のかた（国保加入中の
40歳～74歳）へ６月下旬に
発送しました。

市内の実施医療機関で受診
券（※）・保険証・自己負担金
を持って受診してください。

健診結果は、受診後１か月
ほどで郵送されます。
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パパ ママ
くらぶ

赤ちゃんお世話講座を開催しますプレママの

●問い合わせ　岐阜保健所 健康増進課 保健予防係　☎380-3004

●問い合わせ　子育て世代包括支援センター　☎322-5670

●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

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！

　抱っこ、おむつ替え、ミルク作りなど赤ちゃんが生まれた生活は、やることがいっぱい！
　助産師・保健師といっしょに赤ちゃん人形を使いながら体験してみましょう。抱きかたや１人で沐浴する際の
ちょっとしたコツもお伝えします♪

８月１１日（水）
１３：１５～１３：３０／１５：３０終了予定
保健センター（総合センター　３階）

日　時
受　付
場　所

市内在住の妊娠中のかた
母子健康手帳
８月６日（金）までに要予約

対　象
持ち物
予　約

木のスプーン作り 参加者募集！優しさ育て♪

　木のスペシャリストから「木と暮らす」木育について学び、木のぬくもりを改めて感じて
みませんか？講義のあとは、愛情たっぷり、赤ちゃんの離乳食用スプーン作りを行います。
この機会にぜひ岐阜の木と触れ合い、オリジナル作品作りをたのしんでください！！

９月５日（日）
１３：００～１３：１５／１６：００終了予定
保健センター（総合センター　３階）
市内在住で１歳未満のお子さんを持つ
ママとパパ（妊娠中のかたを含む）

日　時
受　付
場　所
対　象

８月１９日（木）、１１月１８日（木）、令和４年２月１７日（木）
１３：３０～１４：３０（１回の相談は約３０分）
無料（完全予約制）
保健センター（総合センター３階）

日  程
時  間
料  金
場  所

母子健康手帳、軍手、マスク、タオル、
飲み物、材料費（1,000円）
軽装でお越しください。
９月２日（木）までに要予約

持ち物

予　約

こころの健康相談岐阜保健所
　岐阜保健所では管轄している市町に出向き、精神科の専門医による相談を定期的に開催しています。
　相談に際し、相談者のプライバシーに配慮し、秘密は厳守します。
なお、ご本人以外のご家族、ご友人などからの相談もお受けします。

新　　規 沐浴講座を開催します
　新生児期の赤ちゃんをお世話するかたのための沐浴（ベビーバス使用）体験実習講座
です。赤ちゃんの清潔を保つための安全な沐浴を体験しながら学べます。

８月２０日（金）
１３：１５～１３：３０／１５：００終了予定
保健センター（総合センター　３階）

日　時
受　付
場　所

市内在住の妊娠中のママ、パパ、
お世話予定のある祖父母のかた
母子健康手帳、バスタオル
８月１７日（火）までに要予約

対　象

持ち物
予　約

２０歳、２５歳、３０歳、３５歳のかたは健診と
同時にピロリ菌検査（７００円加算）を受診で
きます。くわしくは送付済みの『ピロリ菌検
査』案内文書をご確認ください。

goodライフ 健診 or セミナー

がん検診の予約状況について

20歳から500円で受診できる！ 30分健康セミナー開催しますgoodライフ健診 実施中

予約制がん検診の7月13日（火）現在の予約状況は以下のとおりです。

Web予約について 電話予約について
電話番号　327-8611（健康推進課直通番号のみ）
受付時間　8：45～17：15　土・日および祝日を除くhttps://city.mizuho-i.secure.force.com/

瑞穂けんこうナビ 検索

検診種別 8月 9月 10月 11月 12月 計

乳がん
検　診

320

308

96.3%

560

432

77.1%

640

222

34.7%

560

58

10.4%

480

35

7.3%

2,560

1,055

41.2%

対象者
２０歳～３８歳のかたで、健康診査を受ける機会
のないかた
内　容
問診・医師による診察・身体計測・血圧測定・
尿検査・血液検査など計１４項目
※心電図検査（医師が必要と認めた場合のみ）
期　間　８月３１日（火）まで
費　用　５００円 ※心電図追加の場合は500円加算

対象者
健康診査（職場などでの健診を含む）を受けた
２０歳～３０歳代のかたであればどなたでも
内　容
①健診結果を読み解く編
　『健診結果から体の状態を知ろう＆からだ
　 にやさしい食事のはなし』
②脂質コントロール編
　『からだの中の脂のはなし＆食事でできる
　 脂質コントロール術』
日　時

場　所　保健センター（総合センター３階）
参加料　無料
持ち物　今年の健診結果、マスク
定　員　各回先着１０人（事前予約制）
申　込　健康推進課へ電話

終了時間

10:30

11:30

14:00

15:00

10:30

11:30

14:00

15:00

受付内容

①

②

①

②

①

②

①

②

8/5(木)

8/19(木)

8/31(火)

9/27(月)

実施医療機関 （50音順）
〈予約必要〉

〈予約不要〉

サンシャインM&Dクリニック
広瀬内科クリニック
福田内科医院

☎329-5522
☎326-7773
☎327-0721

明石クリニック
宇土医院
国枝医院
さくらクリニック
高木クリニック

所内科医院
名和内科
みずほクリニック
吉村内科
若園医院

～ピロリ菌検査実施中～

9：45～10：00

10：45～11：00

13：15～13：30

14：15～14：30

9：45～10：00

10：45～11：00

13：15～13：30

14：15～14：30

定　員（人）

予約者（人）

予約率（％）
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パパ ママ
くらぶ

赤ちゃんお世話講座を開催しますプレママの

●問い合わせ　岐阜保健所 健康増進課 保健予防係　☎380-3004

●問い合わせ　子育て世代包括支援センター　☎322-5670

●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

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！

　抱っこ、おむつ替え、ミルク作りなど赤ちゃんが生まれた生活は、やることがいっぱい！
　助産師・保健師といっしょに赤ちゃん人形を使いながら体験してみましょう。抱きかたや１人で沐浴する際の
ちょっとしたコツもお伝えします♪

８月１１日（水）
１３：１５～１３：３０／１５：３０終了予定
保健センター（総合センター　３階）

日　時
受　付
場　所

市内在住の妊娠中のかた
母子健康手帳
８月６日（金）までに要予約

対　象
持ち物
予　約

木のスプーン作り 参加者募集！優しさ育て♪

　木のスペシャリストから「木と暮らす」木育について学び、木のぬくもりを改めて感じて
みませんか？講義のあとは、愛情たっぷり、赤ちゃんの離乳食用スプーン作りを行います。
この機会にぜひ岐阜の木と触れ合い、オリジナル作品作りをたのしんでください！！

９月５日（日）
１３：００～１３：１５／１６：００終了予定
保健センター（総合センター　３階）
市内在住で１歳未満のお子さんを持つ
ママとパパ（妊娠中のかたを含む）

日　時
受　付
場　所
対　象

８月１９日（木）、１１月１８日（木）、令和４年２月１７日（木）
１３：３０～１４：３０（１回の相談は約３０分）
無料（完全予約制）
保健センター（総合センター３階）

日  程
時  間
料  金
場  所

母子健康手帳、軍手、マスク、タオル、
飲み物、材料費（1,000円）
軽装でお越しください。
９月２日（木）までに要予約

持ち物

予　約

こころの健康相談岐阜保健所
　岐阜保健所では管轄している市町に出向き、精神科の専門医による相談を定期的に開催しています。
　相談に際し、相談者のプライバシーに配慮し、秘密は厳守します。
なお、ご本人以外のご家族、ご友人などからの相談もお受けします。

新　　規 沐浴講座を開催します
　新生児期の赤ちゃんをお世話するかたのための沐浴（ベビーバス使用）体験実習講座
です。赤ちゃんの清潔を保つための安全な沐浴を体験しながら学べます。

８月２０日（金）
１３：１５～１３：３０／１５：００終了予定
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きます。くわしくは送付済みの『ピロリ菌検
査』案内文書をご確認ください。

goodライフ 健診 or セミナー

がん検診の予約状況について

20歳から500円で受診できる！ 30分健康セミナー開催しますgoodライフ健診 実施中

予約制がん検診の7月13日（火）現在の予約状況は以下のとおりです。

Web予約について 電話予約について
電話番号　327-8611（健康推進課直通番号のみ）
受付時間　8：45～17：15　土・日および祝日を除くhttps://city.mizuho-i.secure.force.com/

瑞穂けんこうナビ 検索

検診種別 8月 9月 10月 11月 12月 計

乳がん
検　診
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308

96.3%

560

432

77.1%

640

222

34.7%

560

58

10.4%

480

35

7.3%

2,560

1,055

41.2%

対象者
２０歳～３８歳のかたで、健康診査を受ける機会
のないかた
内　容
問診・医師による診察・身体計測・血圧測定・
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定　員　各回先着１０人（事前予約制）
申　込　健康推進課へ電話
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10:30

11:30

14:00

15:00

10:30

11:30

14:00

15:00

受付内容

①

②

①

②

①

②

①

②

8/5(木)

8/19(木)

8/31(火)

9/27(月)

実施医療機関 （50音順）
〈予約必要〉

〈予約不要〉

サンシャインM&Dクリニック
広瀬内科クリニック
福田内科医院

☎329-5522
☎326-7773
☎327-0721

明石クリニック
宇土医院
国枝医院
さくらクリニック
高木クリニック

所内科医院
名和内科
みずほクリニック
吉村内科
若園医院

～ピロリ菌検査実施中～

9：45～10：00

10：45～11：00

13：15～13：30

14：15～14：30

9：45～10：00

10：45～11：00

13：15～13：30

14：15～14：30

定　員（人）

予約者（人）

予約率（％）



広報みずほ・2021.813 12広報みずほ・2021.8ミナモ健康カードを提示して県内協力店で特典をゲット！ 清流の国ぎふ健康ポイント事業 実施中！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。

　今月号は、瑞穂市の下水道計画（汚水）についてお知らせします。
　下図は、瑞穂市汚水処理施設整備構想図です。市街化区域と市街化区域に隣接する区域を「公共下水
道（瑞穂処理区）」として整備していきます。色が付いていない地域は浄化槽の計画地域です。現在、下水
道が使える地域は西処理区の特定環境保全公共下水道、呂久処理区の農業集落排水処理施設、別府処理
区のコミュニティ・プラントになります。

2nd
NO.3

～未来に届けたい　瑞穂のまちを潤す豊かな水環境を～

●問い合わせ　下水道課（巣南庁舎）　☎327-2114

【第１期事業計画】
　ＪＲ東海道本線より南の牛牧地区と本田団地（※黒色斜線の区域）を第１期の事業計画区域として、
令和２年４月に事業着手しました。この区域について、令和８年度中の供用開始を目指し、令和４年度から
工事着手する予定をしています。その後、順次、事業計画区域を拡大し下水道整備を進めていきます。
　
【事業計画区域の説明会】
　今後、事業計画区域を対象として、「下水道整備の説明会」を開催していきますので、この区域に
お住いのかたがたには、改めてお知らせいたします。

瑞穂市汚水処理施設整備構想図

瑞穂市の下水道

※市街化区域外の下水道
計画は、計画区域を適宜
見直すことがあります

●問い合わせ　幼児教育課（巣南庁舎）　☎327-2147

⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

清流みずほ保育園
清流みずほ認定こども園
ほづみの森こども園
まめっこ保育園
ニチイキッズ瑞穂保育園
ちびっこ園。ミズホ
はな保育室ほづみ（仮称）

森555
森557
穂積966-1
本田1175
本田1060-1
牛牧977-1
別府752-1

☎328-7576
☎328-7228
☎322-5300
☎201-7855
☎329-3290
☎090-7958-6506
☎0120-925-683

令和３年10月
開所予定

8か月～2歳
8か月～5歳
8か月～5歳
10か月～2歳
8か月～2歳
8か月～2歳
8か月～2歳

施設名

●利用あんない・申込書の配布

私立保育施設

公立保育所

実施主体 TEL住所 保育対象年齢

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

本田第1保育所
本田第2保育所
別府保育所
牛牧第1保育所
牛牧第2保育所
西保育・教育センター
中保育・教育センター
南保育・教育センター

本田1915
只越387
別府144-1
牛牧1426-1
祖父江170
居倉177-1
美江寺223
古橋1129-1

☎326-3552
☎327-2007
☎326-4747
☎326-3069
☎327-1862
☎328-2738
☎328-2301
☎328-2602

10か月～5歳
10か月～5歳
10か月～5歳
3歳～5歳

10か月～5歳
3歳～5歳

10か月～5歳
10か月～5歳

施設名 TEL住所 保育対象年齢

　令和４年４月からの『保育所・保育施設利用あんない』など申込書類の配布を開始します。

配布開始日　８月２日（月）～
配 布 方 法 　①直接配布：幼児教育課（巣南庁舎）、子ども支援課（穂積庁舎）、各保育所にて配布
　　　　　　②郵送配布：返信用封筒（角２封筒に２５０円分の切手を貼り、申請者の住所、氏名を記入）
　　　　　　　　　　　 を幼児教育課（〒501-0392 宮田300-2）まで送付

●申込書の受付

●注意事項

●保育所・保育施設一覧  ７月３１日（土）現在

直接の場合　受付期間　９月８日（水）～１６日（木）
　　　　　　受付場所　巣南庁舎２階大会議室
郵送の場合　受付期間　９月８日（水）～１６日（木） 消印有効
　　　　　　　　　　　『保育所・保育施設利用あんない』に記載の申込書などを全て揃えて郵送

・穂積庁舎では、受付を行いません。巣南庁舎にお越しいただけ
ない場合は、郵送受付をご利用ください。
・施設見学をご希望のかたは、各施設へお電話にてお申し込みく
ださい。
・私立保育施設（下表参照）の受付も、公立保育所と同時に行います。
・原則、期間外は受付を行いません。
・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』
をご確認のうえお申込みください。
・募集人数を超える申し込みがあった場合は、利用調整を行います。
入所のご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。

保育所・保育施設入所について
令和４年
４月からの

（福）清流会
（学）総純寺学園
（福）慈雲学舎
（特非）キッズスクエア瑞穂
（株）ニチイ学館
（株）わプらす
（株）パーソンズ
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●問い合わせ　下水道課（巣南庁舎）　☎327-2114

【第１期事業計画】
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工事着手する予定をしています。その後、順次、事業計画区域を拡大し下水道整備を進めていきます。
　
【事業計画区域の説明会】
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入所のご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。

保育所・保育施設入所について
令和４年
４月からの

（福）清流会
（学）総純寺学園
（福）慈雲学舎
（特非）キッズスクエア瑞穂
（株）ニチイ学館
（株）わプらす
（株）パーソンズ



広報みずほ・2021.815 14広報みずほ・2021.8守ろう３つの会食エチケット！静かな「マスク会食」を徹底しましょう①まず消毒 ②すばやく脱着 ③クリーンな会食 会食は、なるべく少人数で普段一緒にいる人と

※悪天候や水稲の生育状況により、日程・時間が変更される場合もあります
※瑞穂市共同防除協議会の実施日別の詳細な区域は事務局へお問い合わせください

　水稲の農薬一斉散布を下表のとおり実施します。
　農薬の使用基準を守り、決められた最小限の日程で実施する協定防除は、水稲を病害虫から守る大切な作業です。
このため水田付近の住民のかたにはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。

　精神または身体に障がいのある児童の養育者のかた、障害のあるかた、
ひとり親家庭のかたに手当を支給していますので、受付期間内に手続きを
行ってください。
※手当の概要は下記のとおりです。該当されるかたは担当課までお問い合わせください
※すでに受給されているかたには、現況届の案内文書をお送りします

岐阜市消防吏員を募集 ８月は現況届の
提出期間です

令和４年度採用

協定防除についてのお知らせ８月・９月

水田への農薬一斉散布

受付期間：８月２日（月）～１３日（金） 土・日・祝日除く

午前５時より正午ごろまで

瑞穂市共同防除協議会

８月
実施日

日程

（穂積地区［一部巣南地区有り］）

無人ヘリコプター 動力噴霧機
（巣南地区）

無人ヘリコプター

安八町
病害虫防除協議会

無人ヘリコプター

個
人
防
除

防除実施団体
方法地区

9月
実施日

20日(金) 10日(金)

21日(土) 11日(土)

22日(日) 12日(日)

23日(月) 13日(月) 雨天時予備日

市

内

全

域

実施時間

●問い合わせ　岐阜市消防本部消防総務課職員係 〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地　☎262-7161

●問い合わせ　瑞穂市共同防除協議会事務局（ＪＡぎふ巣南支店内）　☎328-7220

採用予定数 １０人程度
受験資格 平成６年４月２日～平成１６年４月１日生まれで、採用後、岐阜市

消防本部管内および管内近郊に居住できる人
試験日時 ９月１９日（日） ９：００～１６：００
試験場所 岐阜薬科大学三田洞キャンパス（岐阜市三田洞東５-６-１）
受付期間 ８月２日（月） ８：４５ ～ ８月１６日（月） １７：３０
申込方法 岐阜市オンライン申請総合窓口サイト https://www.city.

gifu.lg.jp/39142.htmからのオンライン申請
試験要綱は、岐阜市職員採用試験総合案内 https://www.city.
gifu.lg.jp/40146.htmから取り出すことができるほか、岐阜
市消防本部消防総務課および各消防署でお渡しします。

消
防
士
に
な
ろ
う
。

馬場・生津・本田・
只越・別府・稲里・
穂積・横屋（ＪＲ南）

本田・只越・下穂
積・牛牧・十九条

祖父江・宝江・野
白・牛牧・下穂積

田之上・唐栗・宮
田・大月・重里・美
江寺・十七条・十
八条古橋（北）

くわしい内容に
ついては、安八町
病害虫防除協議
会からお知らせ
があります

〈事務局〉安八町
役場産業振興課
☎0584-64-7113

別府・稲里・穂積・
十九条・牛牧・野
田・野白・祖父江・
古橋・横屋（ＪＲ北）

七崎・居倉・森・唐
栗・田之上・宮田・
大月・呂久

宝江・横屋（ＪＲ南）
8月16日（月）、9月
7日（火）

予備日（市内全域）

特別児童扶養手当 児童扶養手当

特別障害者手当 障害児福祉手当

■受 給 者

■対象児童

下記対象児童の養育者

・精神または身体に重度から中度の障がいがある
ため、日常生活に著しく制限を受ける程度のかた
（おおむね療育手帳A１～B１、身体障害者手帳
１級～３級）
・２０歳未満のかた
・在宅のかた（施設入所していない）

■支 給 額

■所得制限

１級対象児童１人につき、
月額52,500円
２級対象児童１人につき、
月額34,970円

あり

特別児童扶養手当 ●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123

■受 給 者 ・精神または身体に著しく障がいがあるため、日常
生活において常時特別の介護を必要とする程度
のかた
・２０歳以上のかた
・在宅のかた（入院・施設入所していない）

■支 給 額

■所得制限

月額27,350円

あり

特別障害者手当 ●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123

■受 給 者 ・精神または身体に重度の障害があるため、日常
生活において常時介護を必要とする程度のかた
（おおむね療育手帳A１およびA2の一部、身体障
害者手帳１級および２級の一部）
・２０歳未満のかた
・在宅のかた（施設入所していない）

■支 給 額

■所得制限

月額14,880円

あり

障害児福祉手当 ●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123

■受 給 者

■対象児童

児童扶養手当証をお持ちのかた

当初の支給から５年経過しているなどの条件に
あてはまるかたは、事前に送付しました「一部支給
停止除外事由届出書」も併せて提出してくださ
い。提出がない場合、一部支給停止となります。

■支 給 額

■所得制限

月額43,160円
※子１人、全額支給の場合

あり

児童扶養手当 ●問い合わせ　子ども支援課　☎322-3022

岐阜県で
トビイロウンカ（病害虫）

注意報が発令
されました！
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※悪天候や水稲の生育状況により、日程・時間が変更される場合もあります
※瑞穂市共同防除協議会の実施日別の詳細な区域は事務局へお問い合わせください

　水稲の農薬一斉散布を下表のとおり実施します。
　農薬の使用基準を守り、決められた最小限の日程で実施する協定防除は、水稲を病害虫から守る大切な作業です。
このため水田付近の住民のかたにはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。

　精神または身体に障がいのある児童の養育者のかた、障害のあるかた、
ひとり親家庭のかたに手当を支給していますので、受付期間内に手続きを
行ってください。
※手当の概要は下記のとおりです。該当されるかたは担当課までお問い合わせください
※すでに受給されているかたには、現況届の案内文書をお送りします

岐阜市消防吏員を募集 ８月は現況届の
提出期間です

令和４年度採用

協定防除についてのお知らせ８月・９月

水田への農薬一斉散布

受付期間：８月２日（月）～１３日（金） 土・日・祝日除く

午前５時より正午ごろまで

瑞穂市共同防除協議会

８月
実施日

日程

（穂積地区［一部巣南地区有り］）

無人ヘリコプター 動力噴霧機
（巣南地区）

無人ヘリコプター

安八町
病害虫防除協議会

無人ヘリコプター

個
人
防
除

防除実施団体
方法地区

9月
実施日

20日(金) 10日(金)

21日(土) 11日(土)

22日(日) 12日(日)

23日(月) 13日(月) 雨天時予備日

市

内

全

域

実施時間

●問い合わせ　岐阜市消防本部消防総務課職員係 〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地　☎262-7161

●問い合わせ　瑞穂市共同防除協議会事務局（ＪＡぎふ巣南支店内）　☎328-7220

採用予定数 １０人程度
受験資格 平成６年４月２日～平成１６年４月１日生まれで、採用後、岐阜市

消防本部管内および管内近郊に居住できる人
試験日時 ９月１９日（日） ９：００～１６：００
試験場所 岐阜薬科大学三田洞キャンパス（岐阜市三田洞東５-６-１）
受付期間 ８月２日（月） ８：４５ ～ ８月１６日（月） １７：３０
申込方法 岐阜市オンライン申請総合窓口サイト https://www.city.

gifu.lg.jp/39142.htmからのオンライン申請
試験要綱は、岐阜市職員採用試験総合案内 https://www.city.
gifu.lg.jp/40146.htmから取り出すことができるほか、岐阜
市消防本部消防総務課および各消防署でお渡しします。

消
防
士
に
な
ろ
う
。

馬場・生津・本田・
只越・別府・稲里・
穂積・横屋（ＪＲ南）

本田・只越・下穂
積・牛牧・十九条

祖父江・宝江・野
白・牛牧・下穂積

田之上・唐栗・宮
田・大月・重里・美
江寺・十七条・十
八条古橋（北）

くわしい内容に
ついては、安八町
病害虫防除協議
会からお知らせ
があります

〈事務局〉安八町
役場産業振興課
☎0584-64-7113

別府・稲里・穂積・
十九条・牛牧・野
田・野白・祖父江・
古橋・横屋（ＪＲ北）

七崎・居倉・森・唐
栗・田之上・宮田・
大月・呂久

宝江・横屋（ＪＲ南）
8月16日（月）、9月
7日（火）

予備日（市内全域）

特別児童扶養手当 児童扶養手当

特別障害者手当 障害児福祉手当

■受 給 者

■対象児童

下記対象児童の養育者

・精神または身体に重度から中度の障がいがある
ため、日常生活に著しく制限を受ける程度のかた
（おおむね療育手帳A１～B１、身体障害者手帳
１級～３級）
・２０歳未満のかた
・在宅のかた（施設入所していない）

■支 給 額

■所得制限

１級対象児童１人につき、
月額52,500円
２級対象児童１人につき、
月額34,970円

あり

特別児童扶養手当 ●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123

■受 給 者 ・精神または身体に著しく障がいがあるため、日常
生活において常時特別の介護を必要とする程度
のかた
・２０歳以上のかた
・在宅のかた（入院・施設入所していない）

■支 給 額

■所得制限

月額27,350円

あり

特別障害者手当 ●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123

■受 給 者 ・精神または身体に重度の障害があるため、日常
生活において常時介護を必要とする程度のかた
（おおむね療育手帳A１およびA2の一部、身体障
害者手帳１級および２級の一部）
・２０歳未満のかた
・在宅のかた（施設入所していない）

■支 給 額

■所得制限

月額14,880円

あり

障害児福祉手当 ●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123

■受 給 者

■対象児童

児童扶養手当証をお持ちのかた

当初の支給から５年経過しているなどの条件に
あてはまるかたは、事前に送付しました「一部支給
停止除外事由届出書」も併せて提出してくださ
い。提出がない場合、一部支給停止となります。

■支 給 額

■所得制限

月額43,160円
※子１人、全額支給の場合

あり

児童扶養手当 ●問い合わせ　子ども支援課　☎322-3022

岐阜県で
トビイロウンカ（病害虫）

注意報が発令
されました！
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◆高齢者事故の特徴（５月１日から６月２２日）

　岐阜県下では、６月２２日現在、２７件２９人のかたが亡くなっており、交通量が抑制されていた昨年との比較
で２か月早いペースで増加しています。
　特に、ここ２か月、高齢者が関わる交通死亡事故が急増していますのでご注意ください。

・すべて昼間に発生
・道路横断中の事故は８０歳代が被害（２件）
・路外逸脱、正面衝突など単独または一方
的な過失による事故（５件）
・８０歳代ドライバーによる事故（３件）

◆主な原因
・横断歩道周辺での安全不確認
・漫然運転
・運転操作の誤り など

歩行者は、横断歩道で左右の安全や、車両の停車を確認して横断する
ドライバーは、横断歩道周辺での安全確認、停止を徹底する

１．安全な道路横断

休憩時間を確保し、体調を管理する
２．万全の体調での運転

視野、反射神経、判断能力、体力などの低下を自覚する
３．加齢による身体機能の低下を自覚した運転、歩行

車線のキープや死角の安全確認、誤発進・急加速抑制装置などの機能
を備えた車を活用する

４．サポートカーの活用

高齢者による交通死亡事故が多発！

●問い合わせ
　市民協働安全課　☎327-4130

●問い合わせ　北方警察署　☎324-0110

ニセ電話詐欺の
被害を根絶しよう！

　ニセ電話詐欺の被害が増加しています。次の事例は今年
北方警察署管内で発生した詐欺事件の手口です。
●キャッシュカード詐欺盗（被害者８５歳女性、被害額約１６０万円）
被害者宅に警察官を名乗る者から電話があり、その後受
け子が被害者宅を訪問、被害者にキャッシュカードを封筒
に入れさせ、隙をみて別の封筒とすり替えて窃取した。

●還付金詐欺（被害者６９歳女性、被害額約１００万円）
被害者宅に市役所職員を名乗る者から電話があり「保険
の払い戻しがある。ATMで手続き。」などと話してATMに
誘い出し、言葉巧みにATMを操作させて犯人の口座に
お金を振り込ませた。

【ニセ電話詐欺のキーワードを知る】
　電話で次の話をされたら詐欺ですので、慌てずにいったん電
話を切り、警察や家族、民生委員など必ず誰かに相談しましょう。
キーワード
「儲かる」「お金が必要」「ATM」「キャッシュカード預かる」
「暗証番号教えて」「預金残高は」「還付金がある」など
【固定電話機対策】
　被害の約７割が自宅の固定電話機への電話から始まり
ます。「ナンバーディスプレイ」「警告メッセージ機能」「自動
録音機能」などの被害防止機能のついた電話
機に買い替えることで、詐欺の被害を大きく
防ぐことができます。

５月は６件中５件、６月は３件中３件が高齢者の事故！

　ごみの減量化で今注目の生ごみ処理機は、市から購入費用の補助を受けることができます。補助金額は
購入費用の３分の２に相当する額です（上限３万円）。

くわしくは環境課にお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

・主に屋内に設置。微生物が活動しやすい環境を
作り、生ごみをたい肥化するバイオ式、生ごみを
熱風などで乾燥させ縮小させる乾燥式などが
ある。
・販売価格は、30,000円～100,000円程度

●問い合わせ　環境課（巣南庁舎）　☎327-4127

・主に屋外に設置。生ごみを微生物で発
酵させて、たい肥化する。
・電気を使わないタイプ。
・販売価格は、4,000円～15,000円程度

コンポスタータイプ電気式生ごみ処理機

　活力と魅力あふれる圏域づくりに
取り組むため、平成29年に岐阜市
と周辺の連携市町(瑞穂市、山県市、
本巣市、岐南町、笠松町、北方町)で
「岐阜連携都市圏」を形成しました。
　現在、さまざまな分野において瑞
穂市との連携が進められている6市
町のことをもっと知っていただくた
めに、連携市町の紹介をします。今
月は、笠松町の紹介です。

本巣市

山県市

岐阜市
北方町

瑞穂市

岐南町笠松町

岐阜連携都市圏を知ろう！ ～笠松町～
　笠松町歴史未来館では、笠松の歴史や文化を紹介する常設展示のほか、一年を通し
てさまざまなイベントを開催しています。現在開催中の企画展では、「くらべてみよう！岐
阜県の化石と石」と題して岐阜県で採集された化石や、木曽川や長良川の石の違いに
ついて、その特徴や性質をわかりやすく紹介しています（8月29日（日）まで）。
　また、関連講座「化石をみがこう！」では、示準化石のフズリ
ナをサンドペーパーで磨いて、オリジナルの置物を作ります。
　このほかにも、楽しく学べる企画展を順次開催する予定
です。ぜひ、ご来館ください。

歴史未来館企画展「くらべてみよう！岐阜県の化石と石」

▲企画展のようす●申込・問い合わせ
　笠松町歴史未来館（笠松町下本町87番地）　☎388-0161

●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（マイナンバー）カード」のお受け取りは、お早めに！ 
　「個人番号カード」の交付申請をされたかたには、約１か月で「個人番号カード交付通知書」を送付してい
ます。運転免許証などの本人確認書類、通知カード、住基カード（お持ちのかたのみ）と
交付通知書をお持ちになり、開庁時間内にご本人様が市民課窓口へお越しください。
平日開庁時間内に来庁ができないかたは、休日等交付日をご利用ください（要予約）。
本人確認のうえ、暗証番号を設定していただいた後、「個人番号カード」を交付します。

　「個人番号カード」は、身分証明書やコンビニ交付サービスに利用できます。くわしくは、
市ホームページで「証明書コンビニ交付サービスに関すること」をご確認ください。

平日開庁時間　8：30から17：１５まで
休日等交付日　８月１５日（日）　9：00から16：00まで

※新型コロナウイルス感染症の状況により、変更になる場合があります。
　市ホームページに休日等交付日を掲載していますので、ご確認ください。

場　　　　所　市民課（穂積庁舎２階）

①模倣サイトでは、日本語など明らかにおかしい
ものがありますが、最近では見分けがつかない
程よく似ているものもあります。
②販売価格が大幅に値引きされている場合など
は、模倣サイトの可能性が高く、注意が必要です。
③模倣サイトでクレジットカード決済したことに気
付いたときは、すぐにクレジット会社に連絡しま
しょう。

模倣サイトのトラブルに注意！消費生活相談室だより

有名なメーカーの公式サイトだと思い、格安で
販売されていた掃除機を注文した。

受注メールは届いたが、なかなか商品が届かず不審に思っ
ていたところ、偽ブランドの商品が送られてきた。家電
メーカーに確認し、偽サイトを利用したことが分かった。

事例 消費者へのアドバイス

●問い合わせ
　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　
　または岐阜県県民生活相談センター　☎277-1003

イ　  ヤ　  ヤ

～ニセ電話詐欺被害に遭わないために～

交通事故を防ぐために

ご存知ですか？
生ごみ処理機の補助金制度

生ごみ処理機の種類 ※金額は容量、機能などにより異なります
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◆高齢者事故の特徴（５月１日から６月２２日）

　岐阜県下では、６月２２日現在、２７件２９人のかたが亡くなっており、交通量が抑制されていた昨年との比較
で２か月早いペースで増加しています。
　特に、ここ２か月、高齢者が関わる交通死亡事故が急増していますのでご注意ください。

・すべて昼間に発生
・道路横断中の事故は８０歳代が被害（２件）
・路外逸脱、正面衝突など単独または一方
的な過失による事故（５件）
・８０歳代ドライバーによる事故（３件）

◆主な原因
・横断歩道周辺での安全不確認
・漫然運転
・運転操作の誤り など

歩行者は、横断歩道で左右の安全や、車両の停車を確認して横断する
ドライバーは、横断歩道周辺での安全確認、停止を徹底する

１．安全な道路横断

休憩時間を確保し、体調を管理する
２．万全の体調での運転

視野、反射神経、判断能力、体力などの低下を自覚する
３．加齢による身体機能の低下を自覚した運転、歩行

車線のキープや死角の安全確認、誤発進・急加速抑制装置などの機能
を備えた車を活用する

４．サポートカーの活用

高齢者による交通死亡事故が多発！

●問い合わせ
　市民協働安全課　☎327-4130

●問い合わせ　北方警察署　☎324-0110

ニセ電話詐欺の
被害を根絶しよう！

　ニセ電話詐欺の被害が増加しています。次の事例は今年
北方警察署管内で発生した詐欺事件の手口です。
●キャッシュカード詐欺盗（被害者８５歳女性、被害額約１６０万円）
被害者宅に警察官を名乗る者から電話があり、その後受
け子が被害者宅を訪問、被害者にキャッシュカードを封筒
に入れさせ、隙をみて別の封筒とすり替えて窃取した。

●還付金詐欺（被害者６９歳女性、被害額約１００万円）
被害者宅に市役所職員を名乗る者から電話があり「保険
の払い戻しがある。ATMで手続き。」などと話してATMに
誘い出し、言葉巧みにATMを操作させて犯人の口座に
お金を振り込ませた。

【ニセ電話詐欺のキーワードを知る】
　電話で次の話をされたら詐欺ですので、慌てずにいったん電
話を切り、警察や家族、民生委員など必ず誰かに相談しましょう。
キーワード
「儲かる」「お金が必要」「ATM」「キャッシュカード預かる」
「暗証番号教えて」「預金残高は」「還付金がある」など
【固定電話機対策】
　被害の約７割が自宅の固定電話機への電話から始まり
ます。「ナンバーディスプレイ」「警告メッセージ機能」「自動
録音機能」などの被害防止機能のついた電話
機に買い替えることで、詐欺の被害を大きく
防ぐことができます。

５月は６件中５件、６月は３件中３件が高齢者の事故！

　ごみの減量化で今注目の生ごみ処理機は、市から購入費用の補助を受けることができます。補助金額は
購入費用の３分の２に相当する額です（上限３万円）。

くわしくは環境課にお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

・主に屋内に設置。微生物が活動しやすい環境を
作り、生ごみをたい肥化するバイオ式、生ごみを
熱風などで乾燥させ縮小させる乾燥式などが
ある。
・販売価格は、30,000円～100,000円程度

●問い合わせ　環境課（巣南庁舎）　☎327-4127

・主に屋外に設置。生ごみを微生物で発
酵させて、たい肥化する。
・電気を使わないタイプ。
・販売価格は、4,000円～15,000円程度

コンポスタータイプ電気式生ごみ処理機

　活力と魅力あふれる圏域づくりに
取り組むため、平成29年に岐阜市
と周辺の連携市町(瑞穂市、山県市、
本巣市、岐南町、笠松町、北方町)で
「岐阜連携都市圏」を形成しました。
　現在、さまざまな分野において瑞
穂市との連携が進められている6市
町のことをもっと知っていただくた
めに、連携市町の紹介をします。今
月は、笠松町の紹介です。

本巣市

山県市

岐阜市
北方町

瑞穂市

岐南町笠松町

岐阜連携都市圏を知ろう！ ～笠松町～
　笠松町歴史未来館では、笠松の歴史や文化を紹介する常設展示のほか、一年を通し
てさまざまなイベントを開催しています。現在開催中の企画展では、「くらべてみよう！岐
阜県の化石と石」と題して岐阜県で採集された化石や、木曽川や長良川の石の違いに
ついて、その特徴や性質をわかりやすく紹介しています（8月29日（日）まで）。
　また、関連講座「化石をみがこう！」では、示準化石のフズリ
ナをサンドペーパーで磨いて、オリジナルの置物を作ります。
　このほかにも、楽しく学べる企画展を順次開催する予定
です。ぜひ、ご来館ください。

歴史未来館企画展「くらべてみよう！岐阜県の化石と石」

▲企画展のようす●申込・問い合わせ
　笠松町歴史未来館（笠松町下本町87番地）　☎388-0161

●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（マイナンバー）カード」のお受け取りは、お早めに！ 
　「個人番号カード」の交付申請をされたかたには、約１か月で「個人番号カード交付通知書」を送付してい
ます。運転免許証などの本人確認書類、通知カード、住基カード（お持ちのかたのみ）と
交付通知書をお持ちになり、開庁時間内にご本人様が市民課窓口へお越しください。
平日開庁時間内に来庁ができないかたは、休日等交付日をご利用ください（要予約）。
本人確認のうえ、暗証番号を設定していただいた後、「個人番号カード」を交付します。

　「個人番号カード」は、身分証明書やコンビニ交付サービスに利用できます。くわしくは、
市ホームページで「証明書コンビニ交付サービスに関すること」をご確認ください。

平日開庁時間　8：30から17：１５まで
休日等交付日　８月１５日（日）　9：00から16：00まで

※新型コロナウイルス感染症の状況により、変更になる場合があります。
　市ホームページに休日等交付日を掲載していますので、ご確認ください。

場　　　　所　市民課（穂積庁舎２階）

①模倣サイトでは、日本語など明らかにおかしい
ものがありますが、最近では見分けがつかない
程よく似ているものもあります。
②販売価格が大幅に値引きされている場合など
は、模倣サイトの可能性が高く、注意が必要です。
③模倣サイトでクレジットカード決済したことに気
付いたときは、すぐにクレジット会社に連絡しま
しょう。

模倣サイトのトラブルに注意！消費生活相談室だより

有名なメーカーの公式サイトだと思い、格安で
販売されていた掃除機を注文した。

受注メールは届いたが、なかなか商品が届かず不審に思っ
ていたところ、偽ブランドの商品が送られてきた。家電
メーカーに確認し、偽サイトを利用したことが分かった。

事例 消費者へのアドバイス

●問い合わせ
　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　
　または岐阜県県民生活相談センター　☎277-1003

イ　  ヤ　  ヤ

～ニセ電話詐欺被害に遭わないために～

交通事故を防ぐために

ご存知ですか？
生ごみ処理機の補助金制度

生ごみ処理機の種類 ※金額は容量、機能などにより異なります
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　農業委員会では、耕作放棄地などの遊休農地（荒廃農地）の解消を目的に、農地利用最適化推進委員や農業委員
が年１回市内を巡回し、現在耕作放棄されている農地を調査すること（農地パトロール）が義務化されています。
　今年度の調査は、８月以降、順次行いますので、今一度、ご自分の農地の状況をご確認のうえ、適正に管理をして
ください。

１．遊休農地の解消
　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、法律に明確に規定さ
れています。
　最近は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。農業委員会では、遊休農地を所有
するかたに対して、自ら耕作するか、誰かに貸し付
けるかの意向を確認します。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てい
きます。

２．無断転用の確認
　農地を農地以外のものにすることを「農地転用」
と言います。農地転用するには、事前に農地法の許
可または届出が必要です。
　農地法の許可（届出）を受けないで農地を転用し
た場合は、農地法違反となります。農地パトロール
では、このように無断で転用していないかも確認し
ます。

●問い合わせ　商工農政観光課（巣南庁舎）　☎327-2103

農地パトロールを実施します！

農地パトロールの目的
　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。近隣の農地に雑草を生やしたり、病害虫被害をもたらすだけ
でなく、周辺の生活環境にも悪影響を及ぼします。

遊休農地はダメ！

・相続税の納税猶予を受けている農地が遊休農地となった場合、相
続した日まで遡って相続税および利子税を支払うことになる可能
性があります。
・無断転用を発見した場合は、農地法に基づき厳正に対処します。悪
質な場合は、県知事による現状回復命令や３年以下の懲役または
３００万円以下の罰金（法人については１億円以下の罰金）が科せ
られます。

こんなことになるかも…

農業委員会
からのお知らせ

　会計年度任用職員とは、地方公務員法第22条の2第1項に基づき任用される一般職の非常勤職員です。 
■募集職種一覧
職種 担当課

・給食センター調理員

●保育所
・担任保育士 
・保育士
・保育所調理員
・保育所用務員 
・子育て支援員

●放課後児童クラブ
・サブチーフ
・指導員
・サポーター 
・指導員(スポット) 
・サポーター(スポット)

教育総務課 ☎327-2115
・行政事務職員 子ども支援課 ☎322-3022

幼児教育課 ☎327-2147

令和３年度 会計年度任用職員募集

任用期間

応募方法

選考方法

応募期限

任用日～令和４年３月３１日

申込書および資格証明書の写し
（資格を要する職種のみ）を担当課へ提出
面接試験および実技試験
（保育士および幼稚園教諭のみ）
8月10日（火）必着

●問い合わせ　総務課　☎327-4111
※職務内容、勤務条件などの詳細については、担当課へお問い合
　わせください

※申込書と各職種の給与、必要資格、職務内容
および勤務条件などは、総務課と担当課で配布
するほか、市ホームページ（https://www.city.
　mizuho.lg.jp/9781.htm）からもダウンロード
できます
　また募集につきましては、原稿作成時点での
予定であるため変更することがあります

●幼稚園
・幼稚園教諭
・幼稚園養護教諭

●小・中学校
・行政事務補助員（短時間）

学校教育課 ☎327-2116

８月開始

耕作するのはイヤ
人に貸すのもイヤは

認めません！！

量水器（水道メーター）取替えのお知らせ

食生活改善推進員養成講座（栄養教室）参加者募集

　量水器（水道メーター）は、8年に1度交換が義務付けられています。上水道課では、量水器取替工事を発注
し、約半年間かけて交換を行います。

ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。
●問い合わせ　上水道課（巣南庁舎）　☎327-2113

●問い合わせ　
　健康推進課　☎327-8611

上水道課より

量水器番号が各口径の14－○○○○の量水器対　　象
交換を行う前に個別に工事受注業者が訪問し、ご連絡をさせて
いただきます。※ご不在の場合は、投書などでお知らせします

交換時期

無料（量水器取替に伴う費用をお支払いいただくことはありません）費　　用
今年度の工事受注業者は、次のとおりです。
①岐仙設備工業（有）　横屋368番地　 ☎328-3372
②（株）巣南設備　　　十七条28番地　☎328-2534

工事業者

　「食」に興味があり、健康づくり活動に意欲・関心が
あるかた、栄養教室終了後、推進員としてボランティア
活動ができるかたを募集します。

9月～2月の間で全8回開催　
第1回　9月16日（木）　13：30～16：00

日　　時

保健センター（総合センター　3階）開催場所
健康・栄養・運動に関する講義内　　容
無料　※別途テキスト代1,760円が必要受 講 料
8月31日（火）申込期限

※新型コロナウイルス感染症の
　状況により日時・内容などが
　変更となる場合があります

食のボランティアとして
地域で活動しませんか？
食生活改善推進員は、食をとおして地域の
健康づくりをサポートするボランティアです。
　主な活動
・公民館、コミュニティセンターなどでの料理
教室の開催（親子・子ども向け料理教室など）
・市が実施する保健事業への協力（離乳食
教室など）
・自主学習会（食生活改善推進員の勉強会、
調理実習）

など

あなたも食生活改善推進員に！
ヘ ル ス メ イ ト

※令和２年度は料理教室調理実習は中止しました

応募方法
応募用紙に、住所氏名、生年月日、電話番号、応募理由を記
入し、下記へ提出してください。ＦＡＸ、メールでは受け付け
ません。
応募用紙は、市役所（総合政策課、市民窓口課）および市
ホームページから入手できます。
選考
応募書類をもとに選考し、結果は書面で通知します。

募集人員
募集期間
提 出 先

６名
８月２７日（金）まで
〒501-0293 別府1288番地
　

●お問い合わせ　総合政策課　☎327-4128

活動条件
目 　 的

任 　 期
頻 　 度
報 　 酬

記念式典と関連記念事業の
企画・運営
９月～令和５年５月（予定）
毎月２回程度の会議
なし

瑞穂市
２０周年

まちづくり基本条例に規定される市民のかた※であれば、どなたでも応募できます！
※市内に居住し、通学し、または通勤する個人および市内において事業または活動を行う個人、法人、その他団体

市制20周年記念事業実行委員会 委員を募集！
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　農業委員会では、耕作放棄地などの遊休農地（荒廃農地）の解消を目的に、農地利用最適化推進委員や農業委員
が年１回市内を巡回し、現在耕作放棄されている農地を調査すること（農地パトロール）が義務化されています。
　今年度の調査は、８月以降、順次行いますので、今一度、ご自分の農地の状況をご確認のうえ、適正に管理をして
ください。

１．遊休農地の解消
　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、法律に明確に規定さ
れています。
　最近は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。農業委員会では、遊休農地を所有
するかたに対して、自ら耕作するか、誰かに貸し付
けるかの意向を確認します。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てい
きます。

２．無断転用の確認
　農地を農地以外のものにすることを「農地転用」
と言います。農地転用するには、事前に農地法の許
可または届出が必要です。
　農地法の許可（届出）を受けないで農地を転用し
た場合は、農地法違反となります。農地パトロール
では、このように無断で転用していないかも確認し
ます。

●問い合わせ　商工農政観光課（巣南庁舎）　☎327-2103

農地パトロールを実施します！

農地パトロールの目的
　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。近隣の農地に雑草を生やしたり、病害虫被害をもたらすだけ
でなく、周辺の生活環境にも悪影響を及ぼします。

遊休農地はダメ！

・相続税の納税猶予を受けている農地が遊休農地となった場合、相
続した日まで遡って相続税および利子税を支払うことになる可能
性があります。
・無断転用を発見した場合は、農地法に基づき厳正に対処します。悪
質な場合は、県知事による現状回復命令や３年以下の懲役または
３００万円以下の罰金（法人については１億円以下の罰金）が科せ
られます。

こんなことになるかも…

農業委員会
からのお知らせ

　会計年度任用職員とは、地方公務員法第22条の2第1項に基づき任用される一般職の非常勤職員です。 
■募集職種一覧
職種 担当課

・給食センター調理員

●保育所
・担任保育士 
・保育士
・保育所調理員
・保育所用務員 
・子育て支援員

●放課後児童クラブ
・サブチーフ
・指導員
・サポーター 
・指導員(スポット) 
・サポーター(スポット)

教育総務課 ☎327-2115
・行政事務職員 子ども支援課 ☎322-3022

幼児教育課 ☎327-2147

令和３年度 会計年度任用職員募集

任用期間

応募方法

選考方法

応募期限

任用日～令和４年３月３１日

申込書および資格証明書の写し
（資格を要する職種のみ）を担当課へ提出
面接試験および実技試験
（保育士および幼稚園教諭のみ）
8月10日（火）必着

●問い合わせ　総務課　☎327-4111
※職務内容、勤務条件などの詳細については、担当課へお問い合
　わせください

※申込書と各職種の給与、必要資格、職務内容
および勤務条件などは、総務課と担当課で配布
するほか、市ホームページ（https://www.city.
　mizuho.lg.jp/9781.htm）からもダウンロード
できます
　また募集につきましては、原稿作成時点での
予定であるため変更することがあります

●幼稚園
・幼稚園教諭
・幼稚園養護教諭

●小・中学校
・行政事務補助員（短時間）

学校教育課 ☎327-2116

８月開始

耕作するのはイヤ
人に貸すのもイヤは

認めません！！

量水器（水道メーター）取替えのお知らせ

食生活改善推進員養成講座（栄養教室）参加者募集

　量水器（水道メーター）は、8年に1度交換が義務付けられています。上水道課では、量水器取替工事を発注
し、約半年間かけて交換を行います。

ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。
●問い合わせ　上水道課（巣南庁舎）　☎327-2113

●問い合わせ　
　健康推進課　☎327-8611

上水道課より

量水器番号が各口径の14－○○○○の量水器対　　象
交換を行う前に個別に工事受注業者が訪問し、ご連絡をさせて
いただきます。※ご不在の場合は、投書などでお知らせします

交換時期

無料（量水器取替に伴う費用をお支払いいただくことはありません）費　　用
今年度の工事受注業者は、次のとおりです。
①岐仙設備工業（有）　横屋368番地　 ☎328-3372
②（株）巣南設備　　　十七条28番地　☎328-2534

工事業者

　「食」に興味があり、健康づくり活動に意欲・関心が
あるかた、栄養教室終了後、推進員としてボランティア
活動ができるかたを募集します。

9月～2月の間で全8回開催　
第1回　9月16日（木）　13：30～16：00

日　　時

保健センター（総合センター　3階）開催場所
健康・栄養・運動に関する講義内　　容
無料　※別途テキスト代1,760円が必要受 講 料
8月31日（火）申込期限

※新型コロナウイルス感染症の
　状況により日時・内容などが
　変更となる場合があります

食のボランティアとして
地域で活動しませんか？
食生活改善推進員は、食をとおして地域の
健康づくりをサポートするボランティアです。
　主な活動
・公民館、コミュニティセンターなどでの料理
教室の開催（親子・子ども向け料理教室など）
・市が実施する保健事業への協力（離乳食
教室など）
・自主学習会（食生活改善推進員の勉強会、
調理実習）

など

あなたも食生活改善推進員に！
ヘ ル ス メ イ ト

※令和２年度は料理教室調理実習は中止しました

応募方法
応募用紙に、住所氏名、生年月日、電話番号、応募理由を記
入し、下記へ提出してください。ＦＡＸ、メールでは受け付け
ません。
応募用紙は、市役所（総合政策課、市民窓口課）および市
ホームページから入手できます。
選考
応募書類をもとに選考し、結果は書面で通知します。

募集人員
募集期間
提 出 先

６名
８月２７日（金）まで
〒501-0293 別府1288番地
　

●お問い合わせ　総合政策課　☎327-4128

活動条件
目 　 的

任 　 期
頻 　 度
報 　 酬

記念式典と関連記念事業の
企画・運営
９月～令和５年５月（予定）
毎月２回程度の会議
なし

瑞穂市
２０周年

まちづくり基本条例に規定される市民のかた※であれば、どなたでも応募できます！
※市内に居住し、通学し、または通勤する個人および市内において事業または活動を行う個人、法人、その他団体

市制20周年記念事業実行委員会 委員を募集！
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●問い合わせ　学校教育課(巣南庁舎)　☎327-2116●問い合わせ　生涯学習課（巣南庁舎）　☎327-2117

外国語教育の紹介!!
　瑞穂市では、幼稚園や小・中学校における外国語教育および国際理解教育の充実を図り、グローバル化に対応できる
人材育成を目指しています。
　今月は、幼稚園や小学校での外国語教育のようすを紹介します。

　「少年の主張瑞穂市大会」では、市内の中学校の代表生徒の皆さんが、日ごろから日常生活や学校生活の中で大切に
していること、現代社会に対して感じていること、未来に向けて考えていることなどをテーマに発表しました。今回は、
スマホの利用の仕方や東京オリンピックの開催、人権問題や自分の生き方についてなど、中学生らしい視点で社会をと
らえ、考えたことを素直に表現したものでした。

伝えよう!ぼくの考え 私の思い!
6月20日(日)、総合センターサンシャインホールにて、
「第18回少年の主張瑞穂市大会」が行われました。

少年の主張瑞穂市大会発表者

穂積中学校

穂積中学校

穂積北中学校

穂積北中学校

巣南中学校

巣南中学校

南　　享希

関谷　凛音

服部　真子

堀　　翔太

髙田　杏菜

今西　真歩

みなみ

せき  や り おん

はっ とり ま　こ

ほり しょう た

たか  だ あん  な

いま にし ま　ほ

あ　き
障がいの壁

自分らしく

スマホと私の生活

オリンピック開催の是非を問う

差別について思うこと

ジェンダー差別をなくしていくためには

中学校名 名　前 テーマ

解像度不足

主張大会の様子

　今回発表した6名の生徒から、審査
の結果、穂積中の関谷凛音さん、巣南
中の今西真歩さんが
岐阜地区振興局へ
推薦されました。

　他の人の言葉に傷つき、苦
しんだ経験をしたけど、まわ
りの人の支えがあり、「今の
自分でいいんだ」と思うこと
ができるようになりました。
「前向きに自分らしく生きる」
ことを大切にしていきます。

　ジェンダー差別をなくして
いくためには、子どもが学校
でジェンダー平等について学
んだり、メディアでジェンダー
平等について取り上げたりす
ることで、考え方を変えていか
ないといけないと思います。

関谷 凛音さん 今西 真歩さん

ほづみ幼稚園

牛牧小学校

本田小学校

せき   や り  おん いま  にし ま　 ほ

せき   や り  おん

いま  にし ま　 ほ
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●問い合わせ　学校教育課(巣南庁舎)　☎327-2116●問い合わせ　生涯学習課（巣南庁舎）　☎327-2117

外国語教育の紹介!!
　瑞穂市では、幼稚園や小・中学校における外国語教育および国際理解教育の充実を図り、グローバル化に対応できる
人材育成を目指しています。
　今月は、幼稚園や小学校での外国語教育のようすを紹介します。

　「少年の主張瑞穂市大会」では、市内の中学校の代表生徒の皆さんが、日ごろから日常生活や学校生活の中で大切に
していること、現代社会に対して感じていること、未来に向けて考えていることなどをテーマに発表しました。今回は、
スマホの利用の仕方や東京オリンピックの開催、人権問題や自分の生き方についてなど、中学生らしい視点で社会をと
らえ、考えたことを素直に表現したものでした。

伝えよう!ぼくの考え 私の思い!
6月20日(日)、総合センターサンシャインホールにて、
「第18回少年の主張瑞穂市大会」が行われました。

少年の主張瑞穂市大会発表者

穂積中学校

穂積中学校

穂積北中学校

穂積北中学校

巣南中学校

巣南中学校

南　　享希

関谷　凛音

服部　真子

堀　　翔太

髙田　杏菜

今西　真歩

みなみ

せき  や り おん

はっ とり ま　こ

ほり しょう た

たか  だ あん  な

いま にし ま　ほ

あ　き
障がいの壁

自分らしく

スマホと私の生活

オリンピック開催の是非を問う

差別について思うこと

ジェンダー差別をなくしていくためには

中学校名 名　前 テーマ

解像度不足

主張大会の様子

　今回発表した6名の生徒から、審査
の結果、穂積中の関谷凛音さん、巣南
中の今西真歩さんが
岐阜地区振興局へ
推薦されました。

　他の人の言葉に傷つき、苦
しんだ経験をしたけど、まわ
りの人の支えがあり、「今の
自分でいいんだ」と思うこと
ができるようになりました。
「前向きに自分らしく生きる」
ことを大切にしていきます。

　ジェンダー差別をなくして
いくためには、子どもが学校
でジェンダー平等について学
んだり、メディアでジェンダー
平等について取り上げたりす
ることで、考え方を変えていか
ないといけないと思います。

関谷 凛音さん 今西 真歩さん

ほづみ幼稚園

牛牧小学校

本田小学校

せき   や り  おん いま  にし ま　 ほ

せき   や り  おん

いま  にし ま　 ほ
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長袖プラスチックガウン
寄付贈呈式
長袖プラスチックガウン
寄付贈呈式

6月8日
（火） 場所：公室

水害に備え、土のう作製を
実施
水害に備え、土のう作製を
実施

6月13日
（日） 場所：各消防団詰所

　株式会社ハイビックスより「長袖プラスチックガウン」２２０
枚を寄付していただき、寄付贈呈式が行われました。「長袖プ
ラスチックガウン」は、コロナ禍における避難所運営の受付
用物品などとして有効に活用させていただきます。
　贈呈式で高井社長は「市の役に立てればと考え寄付した。
今後も貢献していきた
い。」森市長は「プラス
チックガウンはコロナ禍
はもちろん、いつ起こる
かわからない災害時な
どの防災面でも大変有
効」と感謝しました。

　東京オリンピック女子ホッケー日本代表の浅野祥代選手
が、出場報告に訪れました。浅野選手は現在、市内在住で主
に朝日大学のグラウンドにて日々厳しい練習を重ねていま
す。一度は競技から離れ社会人として働かれていましたが、
岐阜県で行われたホッケー日本リーグの観戦を機に再び競
技への情熱が再燃し、１年のブランクをものともせず代表選
手に選ばれました。「深夜にまで練習が行われるため照明、
騒音などご迷惑をおかけしているにもかかわらず、市民の
かたから温かい応援の
声をいただけることに大
変感謝しています」と話
しました。

オリンピック出場報告オリンピック出場報告6月18日
（金）

　瑞穂市消防団は、これからの出水期に備え「土のう作製
訓練」を実施しました。今年は新型コロナウイルスの影響
により市の水防訓練のほか多くの行事を中止しており、団
全体の消防力・水防力が低下してしまうことを防ぐため、
経験の浅い団員を中心に水防技術を継承することを目的
に訓練を実施しました。各分団詰所に分かれて、本部員・
分団長による指導
のもと、わら縄の縛
りかたが難しいと
される「本土のう」
の作製に取り組み
ました。

長寿者褒賞授与
９９歳おめでとうございます

6月14日
（月）

6月24日
（木）

場所：公室

森本かずゑ さん 臼井幸江 さん
▶出場報告を行う浅野選手（左）

▶訓練を行う第３分団
（牛牧小校区）

ソフトテニス全国大会
出場報告

7月12日
（月） 場所：公室

　市内在住の高校生高木己想さんと廣瀬結花さんが、ソフ
トテニス競技（ダブルス）で令和３年度全国高等学校総合体
育大会へ出場することが決定し、市長に報告しました。2人
は令和3年度岐阜県高等学校総合体育大会ソフトテニス競
技女子の部個人戦（ダブルス）
で第３位に入賞しており、小学
校の時から培った息の合った連
携で全国大会での活躍が期待
されます。

6月１７日
（木）

　本田小学校において、絶滅が危惧されている希少な淡水魚ハリヨについて学ぶ出前授業が行われました。4年生の児童
約１００人が参加し、水槽内で泳ぐ実物のハリヨなどを目を丸くしてのぞき込みました。
　 地域の自然やハリヨに関心をもってもらおうと、生息地の環境保全に取り組む「ほんでんの自然を守る会」の会員９人が
参加し、今回が初めての授業です。校区内で見られるハリヨだけでなく、他の魚や動物などに関してクイズ形式で紹介し、
河川で遊ぶ際の注意点などについても解説しました。今後は生態などを教える授業を予定しています。

場所：本田小学校ハリヨの観察 出前授業ハリヨの観察 出前授業

▲出前授業のようす ▲ハリヨをのぞき込む児童

あき  よ

こころ ゆう か

大規模な接種を実施大規模な接種を実施7月2日
（金） 場所：朝日大学

初の企業版ふるさと納税7月6日
（火） 場所：公室

　株式会社東京インテリア家具より、地方創生応援税制（企
業版ふるさと納税）として100万円のご寄附をいただきまし
たので、感謝の意を表して市より感謝状を贈呈しました。
　株式会社東京インテリア家具 岐阜瑞穂店の吾妻店長は
「地方創生事業を通して、瑞穂市に賑わいや魅力が生まれ、
活気あふれる街になってほしい」と話されました。

傘のさしかた教室傘のさしかた教室
場所：西保育・教育センター

　視界の悪くなる雨の日に事故から身を守るため、傘のさし
かたを教える交通教室が行われました。交通教室は市の交
通指導員が市内の保育所を巡回してほぼ毎月行っており、
毎回テーマを変えユーモ
アたっぷりの寸劇を交え
ながら教えています。園児
たちは自分の傘を持ちよ
り、傘をさしての左右確認
を練習していました。

6月１６日
（水）

▲接種会場のようす▲感謝状を受け取る吾妻店長（右）

犯罪や非行のない住み良い
まちを目指して
犯罪や非行のない住み良い
まちを目指して 場所：公室

　犯罪や非行のない地域社会を築くための「社会を明るく
する運動」強調月間が７月に全国で行われました。その初
日に市長報告が行われ、内閣総理大臣および県知事から
のメッセージが伝達されました。
　市長は「皆さんの地道な活動により地域の絆が深まり、
安心安全で住みやすいまちにつながっていることに感謝
しています。」と挨拶しました。街頭での啓発活動は中止と
なりましたが、小・中学校で
の啓発グッズの配布や作品
募集、また街宣車で広報活
動など行う予定です。

7月１日
（木）

▶離れて傘を広げる園児

▶市長に出場を報告する高木さん（中央）、廣瀬さん（右）

▶もとす広域保護区保護司会瑞穂支部
の加藤支部長（写真右から３人目）

　朝日大学で、学生や教職員、市内小・中学校の教職員、幼
稚園教諭、放課後児童クラブ指導員、給食センター職員にワ
クチン接種を行いました。体育館を会場とし、６レーンに接種
者を振り分けており、混乱なく初日は約1,000人の接種が
行われました。接種や問診などは医師や歯科医師の資格を
持つ朝日大学と朝日大学病院の教員が担当されています。

つちか
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長袖プラスチックガウン
寄付贈呈式
長袖プラスチックガウン
寄付贈呈式

6月8日
（火） 場所：公室

水害に備え、土のう作製を
実施
水害に備え、土のう作製を
実施

6月13日
（日） 場所：各消防団詰所

　株式会社ハイビックスより「長袖プラスチックガウン」２２０
枚を寄付していただき、寄付贈呈式が行われました。「長袖プ
ラスチックガウン」は、コロナ禍における避難所運営の受付
用物品などとして有効に活用させていただきます。
　贈呈式で高井社長は「市の役に立てればと考え寄付した。
今後も貢献していきた
い。」森市長は「プラス
チックガウンはコロナ禍
はもちろん、いつ起こる
かわからない災害時な
どの防災面でも大変有
効」と感謝しました。

　東京オリンピック女子ホッケー日本代表の浅野祥代選手
が、出場報告に訪れました。浅野選手は現在、市内在住で主
に朝日大学のグラウンドにて日々厳しい練習を重ねていま
す。一度は競技から離れ社会人として働かれていましたが、
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技への情熱が再燃し、１年のブランクをものともせず代表選
手に選ばれました。「深夜にまで練習が行われるため照明、
騒音などご迷惑をおかけしているにもかかわらず、市民の
かたから温かい応援の
声をいただけることに大
変感謝しています」と話
しました。

オリンピック出場報告オリンピック出場報告6月18日
（金）

　瑞穂市消防団は、これからの出水期に備え「土のう作製
訓練」を実施しました。今年は新型コロナウイルスの影響
により市の水防訓練のほか多くの行事を中止しており、団
全体の消防力・水防力が低下してしまうことを防ぐため、
経験の浅い団員を中心に水防技術を継承することを目的
に訓練を実施しました。各分団詰所に分かれて、本部員・
分団長による指導
のもと、わら縄の縛
りかたが難しいと
される「本土のう」
の作製に取り組み
ました。

長寿者褒賞授与
９９歳おめでとうございます

6月14日
（月）

6月24日
（木）

場所：公室

森本かずゑ さん 臼井幸江 さん
▶出場報告を行う浅野選手（左）

▶訓練を行う第３分団
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ソフトテニス全国大会
出場報告
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参加し、今回が初めての授業です。校区内で見られるハリヨだけでなく、他の魚や動物などに関してクイズ形式で紹介し、
河川で遊ぶ際の注意点などについても解説しました。今後は生態などを教える授業を予定しています。

場所：本田小学校ハリヨの観察 出前授業ハリヨの観察 出前授業

▲出前授業のようす ▲ハリヨをのぞき込む児童
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かたを教える交通教室が行われました。交通教室は市の交
通指導員が市内の保育所を巡回してほぼ毎月行っており、
毎回テーマを変えユーモ
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を練習していました。
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（水）

▲接種会場のようす▲感謝状を受け取る吾妻店長（右）

犯罪や非行のない住み良い
まちを目指して
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　犯罪や非行のない地域社会を築くための「社会を明るく
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日に市長報告が行われ、内閣総理大臣および県知事から
のメッセージが伝達されました。
　市長は「皆さんの地道な活動により地域の絆が深まり、
安心安全で住みやすいまちにつながっていることに感謝
しています。」と挨拶しました。街頭での啓発活動は中止と
なりましたが、小・中学校で
の啓発グッズの配布や作品
募集、また街宣車で広報活
動など行う予定です。

7月１日
（木）

▶離れて傘を広げる園児

▶市長に出場を報告する高木さん（中央）、廣瀬さん（右）

▶もとす広域保護区保護司会瑞穂支部
の加藤支部長（写真右から３人目）

　朝日大学で、学生や教職員、市内小・中学校の教職員、幼
稚園教諭、放課後児童クラブ指導員、給食センター職員にワ
クチン接種を行いました。体育館を会場とし、６レーンに接種
者を振り分けており、混乱なく初日は約1,000人の接種が
行われました。接種や問診などは医師や歯科医師の資格を
持つ朝日大学と朝日大学病院の教員が担当されています。

つちか
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平日は、毎日開所しています。気軽にお越しください。 <利用可能時間>１０：００～１５：００
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。

別府保育所地域子育て支援センター
別府140番地（別府保育所東館２階）　☎326-2525

8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？
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　
Facebook アドレス　  https://www.facebook.com/moremaam/

日にち 事業 内容 参加費 時間

10：30
～11：00

10：00
～12：00

10：30
～11：30

200円

200円
＋材料費500円

200円
＋材料費100円

200円
＋材料費100円

200円

10：00
～15：00

10：30
～14：00

10：30
～11：30

10：30
～11：30

講師

＊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たくさん開催しています。
　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。　※各事業要予約

☆全ての講座、開放は当面の間、新型コロナウィルス感染予防のため、定員を５～８組とさせていただきます。
☆８月の講座は７月５日(月)から予約を開始しています。LINEで予約できるようになりました。
☆新型コロナウィルス感染拡大の状況により内容など変更させていただくことがあります。あらかじめご了承願います。
☆最新情報を一早くお届けします！QRコード読み取ってご覧ください♡

日にち 事業
季節や月の行事に合わせた絵本をたくさんご紹介しています。お気に入りの1冊、見つけに
いらっしゃいませんか？子どもが大好きなおはなしの世界。お母さんも一緒に楽しみましょう♡ 炭竃桂子氏

支援センター

支援センター

逢坂里佳氏

牛牧第２保育所地域子育て支援センター
祖父江１７０番地（保育所内）　☎326-1515

ホームページアドレス　http://www.mizuho-cc.com

19日(木)

24日(火)

27日(金)

30日(月)

31日(火)

週１～2回

養生講座

明正会

おひさまセミナー

出張講座

Kanakumu

こびとカフェ

開放

2日（月）

23日（月）

24日（火）

27日（金）

時間内容 講師 参加費

藍の葉を摘んで、シルクのハンカチと一緒にモミモミ♪きれいな藍色に染めましょう♡染めたい
物をお持ち込み可。 ※素材や色素などによっては色がつかない場合もあります。ご了承ください

モアマームの夏祭りを開催します！輪投げ、お魚すくい、ヨーヨー
釣りなど、一緒に楽しみましょう♪季節のおやつもお楽しみに♡ 

絵本の読み聞かせ

季節の雑草講座

マーム広場

10：30
～11：30ベビーマッサージ

10：30
～11：30お誕生日会

日にち 事業 場所 時間 備考

保健師・栄養士による
子育て相談 保健師と管理栄養士が来所し子育て相談を行います

「お楽しみ劇場」と「遊び」～どんなお話が飛び出してくるのかな？～
講師：センター職員

対象：未就園児親子１０組 託児はありません
予約申込期間：８月１０日（火）～１３日（金） ９：３０～
１５：００までに支援センターに電話で連絡してください 

子育てセミナー

ほづみの森こども園内「森のカフェ・コモレビ」
穂積966-1　開館曜日 月～金 ※土・日・祝・年末年始を除く　開館時間 10：00～15：00　 ☎322-5300

19日（木）
26日（木）

19日（木）

別府支援センター
牛牧支援センター

別府支援センター

18日（水）
25日（水）

別府支援センター
牛牧支援センター

13日（金）
26日（木）

●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

10：30
～11：30
10：30
～11：30

200円

200円

200円

無料

200円

350円

無料

10：00～12：00

１０：３０～１１：３０

おもちゃ病院 ボランティアのかたが玩具無料修理をします10：00～12：00

なぜこうすると落ち着くのか、こんな時はどうしたらよいかなど、お母さんも
気持ちよく過ごせるポイントを教えていただけます。服の上から行います。

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。 

『季節の折り紙』折り紙歴４０年の棚橋さんはじめ、明正会さん
の折り紙の技は正に折り紙付き!! ※折り紙をご持参ください
『ママのためのひめトレ＆美姿勢レッスン』マイナス5歳は若
返ってみえる美姿勢を、習得できちゃいますよ！ 
『こびと座㏌桧と土の家』素敵な空間で、本選びのコツとお子
さんと一緒に絵本やおはなしを楽しみませんか？ 
場所：〒501-0471 本巣市政田若宮446 白木建設（株）
『親子でエコバッグ作り』着ないけど捨てたくないTシャツをエコバックにリメイクし
ませんか？無地のTシャツは、ミツロウクレヨンで好きな絵を描くこともできますよ！ 
8月のおやつはお楽しみ♡お子さまにも安心安全な材料を使ったおやつ
をお楽しみに♬ ※アレルギーをお持ちのかたは事前にお知らせください
あたたかみのある木のおもちゃ、絵本などあります♪晴れた日はお外でも遊べ
ます。8月からは園庭にてお水遊びもできます！詳細は後日お知らせいたします。

　市立地域子育て支援センターでは、開所にあたり、感染拡大防止に伴う「３密」を防ぐため、人数制限や電話予約制を設けるなど、実施方法を変更しており
ます（下記以外の事業につきましては全日程を中止させていただきます）。利用を希望されるかたは、電話予約でお申し込みください。詳細は市ホームページ
やままフレなどでご確認ください。※今後の新型コロナウイルスの感染状況によって、臨時閉所する場合があります。あらかじめご了承ください。　　
＜利用方法＞　要予約・電話予約のみ。利用希望日の前日または当日に1回分予約受付可（9：30～15：00）。
＜施設開放時間・人数＞　1回目　10：00～11：30　2回目　13：00～14：30　別府支援センターは各10組　牛牧支援センターは各6組
＜子育て相談＞　来所でも電話でも可。※来所の場合は事前に電話連絡をしてください
＜おもちゃ病院＞　予約不要。センターで遊ぶ場合は要予約。

明正会の皆さん

山田文子氏

Kanakumu

－

－月～金
(祝日は休館)

清流みずほ認定こども園　瑞穂こどもセンター
森565　☎322-2051

子宝先生
野崎利晃氏

つむぎて
前田純氏

もりのこ鍼灸院院長
加藤祐里氏

10：30
～11：30

『親子で実践出来る免疫力を上げるためのツボ講座』野崎先生の
ユーモア溢れるお話と親子でツボ押しして暑い夏を乗りきりませんか？

マイナンバーカードを作りませんか？（詳細は市民課まで）
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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。 
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別府保育所地域子育て支援センター
別府140番地（別府保育所東館２階）　☎326-2525

8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？
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
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日にち 事業 内容 参加費 時間

10：30
～11：00

10：00
～12：00

10：30
～11：30

200円

200円
＋材料費500円

200円
＋材料費100円

200円
＋材料費100円

200円

10：00
～15：00

10：30
～14：00

10：30
～11：30

10：30
～11：30

講師

＊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たくさん開催しています。
　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。　※各事業要予約

☆全ての講座、開放は当面の間、新型コロナウィルス感染予防のため、定員を５～８組とさせていただきます。
☆８月の講座は７月５日(月)から予約を開始しています。LINEで予約できるようになりました。
☆新型コロナウィルス感染拡大の状況により内容など変更させていただくことがあります。あらかじめご了承願います。
☆最新情報を一早くお届けします！QRコード読み取ってご覧ください♡

日にち 事業
季節や月の行事に合わせた絵本をたくさんご紹介しています。お気に入りの1冊、見つけに
いらっしゃいませんか？子どもが大好きなおはなしの世界。お母さんも一緒に楽しみましょう♡ 炭竃桂子氏

支援センター

支援センター

逢坂里佳氏

牛牧第２保育所地域子育て支援センター
祖父江１７０番地（保育所内）　☎326-1515

ホームページアドレス　http://www.mizuho-cc.com

19日(木)

24日(火)

27日(金)

30日(月)

31日(火)

週１～2回

養生講座

明正会

おひさまセミナー

出張講座

Kanakumu

こびとカフェ

開放

2日（月）

23日（月）

24日（火）

27日（金）

時間内容 講師 参加費

藍の葉を摘んで、シルクのハンカチと一緒にモミモミ♪きれいな藍色に染めましょう♡染めたい
物をお持ち込み可。 ※素材や色素などによっては色がつかない場合もあります。ご了承ください

モアマームの夏祭りを開催します！輪投げ、お魚すくい、ヨーヨー
釣りなど、一緒に楽しみましょう♪季節のおやつもお楽しみに♡ 

絵本の読み聞かせ

季節の雑草講座

マーム広場

10：30
～11：30ベビーマッサージ

10：30
～11：30お誕生日会

日にち 事業 場所 時間 備考

保健師・栄養士による
子育て相談 保健師と管理栄養士が来所し子育て相談を行います

「お楽しみ劇場」と「遊び」～どんなお話が飛び出してくるのかな？～
講師：センター職員

対象：未就園児親子１０組 託児はありません
予約申込期間：８月１０日（火）～１３日（金） ９：３０～
１５：００までに支援センターに電話で連絡してください 

子育てセミナー

ほづみの森こども園内「森のカフェ・コモレビ」
穂積966-1　開館曜日 月～金 ※土・日・祝・年末年始を除く　開館時間 10：00～15：00　 ☎322-5300

19日（木）
26日（木）

19日（木）

別府支援センター
牛牧支援センター

別府支援センター

18日（水）
25日（水）

別府支援センター
牛牧支援センター

13日（金）
26日（木）

●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

10：30
～11：30
10：30
～11：30

200円

200円

200円

無料

200円

350円

無料

10：00～12：00

１０：３０～１１：３０

おもちゃ病院 ボランティアのかたが玩具無料修理をします10：00～12：00

なぜこうすると落ち着くのか、こんな時はどうしたらよいかなど、お母さんも
気持ちよく過ごせるポイントを教えていただけます。服の上から行います。

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。 

『季節の折り紙』折り紙歴４０年の棚橋さんはじめ、明正会さん
の折り紙の技は正に折り紙付き!! ※折り紙をご持参ください
『ママのためのひめトレ＆美姿勢レッスン』マイナス5歳は若
返ってみえる美姿勢を、習得できちゃいますよ！ 
『こびと座㏌桧と土の家』素敵な空間で、本選びのコツとお子
さんと一緒に絵本やおはなしを楽しみませんか？ 
場所：〒501-0471 本巣市政田若宮446 白木建設（株）
『親子でエコバッグ作り』着ないけど捨てたくないTシャツをエコバックにリメイクし
ませんか？無地のTシャツは、ミツロウクレヨンで好きな絵を描くこともできますよ！ 
8月のおやつはお楽しみ♡お子さまにも安心安全な材料を使ったおやつ
をお楽しみに♬ ※アレルギーをお持ちのかたは事前にお知らせください
あたたかみのある木のおもちゃ、絵本などあります♪晴れた日はお外でも遊べ
ます。8月からは園庭にてお水遊びもできます！詳細は後日お知らせいたします。

　市立地域子育て支援センターでは、開所にあたり、感染拡大防止に伴う「３密」を防ぐため、人数制限や電話予約制を設けるなど、実施方法を変更しており
ます（下記以外の事業につきましては全日程を中止させていただきます）。利用を希望されるかたは、電話予約でお申し込みください。詳細は市ホームページ
やままフレなどでご確認ください。※今後の新型コロナウイルスの感染状況によって、臨時閉所する場合があります。あらかじめご了承ください。　　
＜利用方法＞　要予約・電話予約のみ。利用希望日の前日または当日に1回分予約受付可（9：30～15：00）。
＜施設開放時間・人数＞　1回目　10：00～11：30　2回目　13：00～14：30　別府支援センターは各10組　牛牧支援センターは各6組
＜子育て相談＞　来所でも電話でも可。※来所の場合は事前に電話連絡をしてください
＜おもちゃ病院＞　予約不要。センターで遊ぶ場合は要予約。

明正会の皆さん

山田文子氏

Kanakumu

－

－月～金
(祝日は休館)

清流みずほ認定こども園　瑞穂こどもセンター
森565　☎322-2051

子宝先生
野崎利晃氏

つむぎて
前田純氏

もりのこ鍼灸院院長
加藤祐里氏

10：30
～11：30

『親子で実践出来る免疫力を上げるためのツボ講座』野崎先生の
ユーモア溢れるお話と親子でツボ押しして暑い夏を乗りきりませんか？

マイナンバーカードを作りませんか？（詳細は市民課まで）



「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。

かか たた

手話で手話ろう！手話で手話ろう！しゅわ シュワ 手話

シリーズ

夏夏 山山

　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

22登録方法＞t-mizuho@sg-p.jpへ空メールを送信。メールに記載されたURLから登録できます広報みずほ・2021.827 26広報みずほ・2021.8みずほ市民メール　防災行政無線の放送内容など市からのお知らせを配信しています

税理士による無料税務
相談のご案内

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。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、次のとおりご協力をお願いします。
・相談は事前の予約が必要です
・相談室への入室は2人までです
・相談時間は原則25分以内です。
　事前に相談したい内容をまとめてください

・当日は受付票の記入をお願いします
感染症予防のため、マスクを着用して
お越しいただくようお願いします。
また発熱（37.5度以上）、咳、呼吸困難、
倦怠感、体調不良などの症状がある
かたはご遠慮ください。
■日 8月19日（木）　13：00～16：00
■所  総合センター １階 
   地域福祉ルーム
■予 ・■問  税務課　☎３２７-４１１２

令和４年瑞穂市成人式
お知らせ

日■日 令和４年１月９日（日）
　 穂積中学校区　 12：00～
　 穂積北中学校区 14：00～
　 巣南中学校区　 16：00～
　 新型コロナウイルス感染症の拡大防
止のため、中学校区ごとに開催します。
■所 総合センター サンシャインホール
■対 平成13年4月2日～平成14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

　第３３回全国健康福祉祭ぎふ大会（ねんりんピック岐
阜２０２１）が市内でも開催されます。
　いきいきオレンジビクスとはインストラクターの指
導によるADL体操と脳トレを組み合わせたレクリエー
ションと曲に合わせたやさしいダンスです。

ＤＯ ＹＯＵ ＫＮＯＷ（脳）？
瑞穂市あたまの健康チェック

お知らせ

　あたまの健康チェックとは、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、事前予約が必要です。
■日 8月4日（水）、11日（水）、
18日（水）、25日（水）
①13：30～、②14：30～、
③15：30～、④16：30～
結果説明含め、30分程度

■所 総合センター　４階　創作室
（来所時は、総合センター１階地
域福祉高齢課にお寄りください）

■対 60歳以上で要介護・要支援認定
を受けていないかた

■料  無料
■申  地域福祉高齢課　☎327-4126
（予約は各実施日の前日まで）

屋外広告物講習会
お知らせ

■日 9月17日（金）9：30～17：00
■所 岐阜市生涯学習センター（ハー
　トフルスクエアG）2階大研修室
■料 3,000円（課程一部免除者は1,800円）
※テキスト「屋外広告の知識」は有料、当日販売
■対  屋外広告物の表示および掲出物
　件の設置に関する業務に従事す
　る（または従事しようとする）人
※県内の事業者限定
■定  50人程度（先着順）
■申 8月2日（月）～20日（金）
　 受講申込書を郵送または持参（消印有効）
■問 ①岐阜県広告美術業協同組合
　  （〒500-8154 岐阜市木ノ下町5-21-1）
　　☎245-4472
　②岐阜県都市政策課
　 　（〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1）
　　☎272-8648
※受講申込書は②のホームページ
または①の窓口で入手できます

ふれあいフェスタ２０２１
中止のお知らせ

お知らせ

　令和３年11月に巣南庁舎周辺で
開催を予定していました「みずほふ
れあいフェスタ」は、新型コロナウ
イルス感染症の拡大を防止するた
め、開催を中止します。
■問 商工農政観光課　☎327-2103

●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123　　327-1566●問い合わせ　生涯学習課（巣南庁舎）　☎327-2117

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

心の病気で
お悩みの
かたなど

うかい

ふなぶせ

ふなぶせ南

☎239－5838

☎213－8811

☎201－6711

知的障がい
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

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。

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

8/5
（木）

8/11
（水）

ふなぶせ南

障害者
総合生活
支援センター
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

■所 総合センター 相談室3
■問 福祉生活課　☎３２７-４１２３

右手でうちわを作り、あおぐよう
すを表します。
「暑い」という使い方もあります。

右手の平を下に向け、左から右
へ山を描くように動かします。

瑞穂市地域包括支援センター
出張相談所のご案内

お知らせ

　地域包括支援センターは、高齢者の身近な
「よろず相談窓口」です。介護保険サービスや
認知症についてなど、さまざまなご相談に応じ
ます。巣南地域のかたも相談しやすいよう老人
福祉センターに、毎月第２・４月曜日に出張相談
窓口を開設します。お気軽にご相談ください。
■日 8月10日（火）・23日（月） 9：30～11：30
※第2月曜日である9日が祝日のため、10日
（火）に変更しています。
■所 老人福祉センター ※予約不要
■問 地域包括支援センター　☎３２７-４１１８

いきいきオレンジビクス体操
ふれあいレク大会

１０月３１日（日）  ①10：30～11：30　②13：30～14：30
市民センター
誰でも参加できます。1回あたり100名程度
事前申込または当日受付
事前申込は参加申込書を地域福祉高齢
課または生涯学習課に提出
〈参加申込書設置場所〉
市民センター、総合センター、巣南公民館、
生涯学習課

日 時
会 場
参加資格
申込方法

コミュニティセンターからのお知らせ
コミュニティセンター　３館同時開催

●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

牛牧南部コミュニティセンター　つどいの泉
トレーニングルーム・歩行用温水プール・幼児用プール休止のお知らせ
　当面の間、トレーニングルーム・歩行用温水プール・幼児用プールのご利用は、新型
コロナウイルス感染症拡大を防止するために休止します。
　再開時期につきましては、コミュニティセンターの窓口などでお知らせします。

《『防災バッグに入れておくもの
　 グッズ展！』のご案内》

行政改革推進委員会委員の募集
お知らせ

　この委員会は、社会経済情勢の変化
に対応した簡素にして効率的な市政の
実現を推進するために設置されます。
　行政改革に対する幅広いご意見な
どをお聞かせいただくため、この委員
会に参加していただけるかたを広く
市民のみなさんから募集します。
■資  次の全てにあてはまるかた
①瑞穂市に在住、在勤または在学し
ているかたで、応募日現在の年齢
が満18歳以上のかた
②応募時において、本市の２つ以上の
他の審議会などの委員でないかた

③平日（夜間の場合も有り）に開催さ
れる会議に出席できるかた
④瑞穂市の市議会議員および市職員でないかた
■定   ３名　※全体で10名の委員のうち
　 ３名を公募するもの

■申所定の応募書類（応募用紙、小論
文）を財務情報課まで郵送または
持参。ＦＡＸ、メールでの提出は受
け付けません。応募書類は、穂積
庁舎総合窓口、財務情報課、巣南
庁舎市民窓口課および市ホーム
ページより入手できます。

■〆 8月20日（金）17：00まで
　（郵送の場合は当日消印有効）
　●任期　委嘱の日から２年
　●開催回数　年３回程度
　●報酬　日額６，０００円
　●選考結果　選考審査会において応

募書類をもとに選考し、結果は応募
者全員に通知します。応募書類は返
却しませんので、ご了承ください。

■申・■問 財務情報課　☎327-4131
　〒501-0293　瑞穂市別府1288

　いざという時の備えとして用意しよう！
と思っていても、何を準備してよいのか
わからないかたには必見です。
　また、人によって必要な物は違うも
の。自分にとって防災バッグの中になく
てはならないものは何か考えてみませ
んか。
■展示期間:
　9月30日（木）
　まで

《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～
■内　容：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。
■期　間：8月27日（金）～9月20日（月・祝）  9：00～20：00
■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。 ※制作に必要なものはコミセンで用意します



「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。

かか たた

手話で手話ろう！手話で手話ろう！しゅわ シュワ 手話

シリーズ

夏夏 山山
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税理士による無料税務
相談のご案内

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。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、次のとおりご協力をお願いします。
・相談は事前の予約が必要です
・相談室への入室は2人までです
・相談時間は原則25分以内です。
　事前に相談したい内容をまとめてください

・当日は受付票の記入をお願いします
感染症予防のため、マスクを着用して
お越しいただくようお願いします。
また発熱（37.5度以上）、咳、呼吸困難、
倦怠感、体調不良などの症状がある
かたはご遠慮ください。
■日 8月19日（木）　13：00～16：00
■所  総合センター １階 
   地域福祉ルーム
■予 ・■問  税務課　☎３２７-４１１２

令和４年瑞穂市成人式
お知らせ

日■日 令和４年１月９日（日）
　 穂積中学校区　 12：00～
　 穂積北中学校区 14：00～
　 巣南中学校区　 16：00～
　 新型コロナウイルス感染症の拡大防
止のため、中学校区ごとに開催します。
■所 総合センター サンシャインホール
■対 平成13年4月2日～平成14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

　第３３回全国健康福祉祭ぎふ大会（ねんりんピック岐
阜２０２１）が市内でも開催されます。
　いきいきオレンジビクスとはインストラクターの指
導によるADL体操と脳トレを組み合わせたレクリエー
ションと曲に合わせたやさしいダンスです。

ＤＯ ＹＯＵ ＫＮＯＷ（脳）？
瑞穂市あたまの健康チェック

お知らせ

　あたまの健康チェックとは、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、事前予約が必要です。
■日 8月4日（水）、11日（水）、
18日（水）、25日（水）
①13：30～、②14：30～、
③15：30～、④16：30～
結果説明含め、30分程度

■所 総合センター　４階　創作室
（来所時は、総合センター１階地
域福祉高齢課にお寄りください）

■対 60歳以上で要介護・要支援認定
を受けていないかた

■料  無料
■申  地域福祉高齢課　☎327-4126
（予約は各実施日の前日まで）

屋外広告物講習会
お知らせ

■日 9月17日（金）9：30～17：00
■所 岐阜市生涯学習センター（ハー
　トフルスクエアG）2階大研修室
■料 3,000円（課程一部免除者は1,800円）
※テキスト「屋外広告の知識」は有料、当日販売
■対  屋外広告物の表示および掲出物
　件の設置に関する業務に従事す
　る（または従事しようとする）人
※県内の事業者限定
■定  50人程度（先着順）
■申 8月2日（月）～20日（金）
　 受講申込書を郵送または持参（消印有効）
■問 ①岐阜県広告美術業協同組合
　  （〒500-8154 岐阜市木ノ下町5-21-1）
　　☎245-4472
　②岐阜県都市政策課
　 　（〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1）
　　☎272-8648
※受講申込書は②のホームページ
または①の窓口で入手できます

ふれあいフェスタ２０２１
中止のお知らせ

お知らせ

　令和３年11月に巣南庁舎周辺で
開催を予定していました「みずほふ
れあいフェスタ」は、新型コロナウ
イルス感染症の拡大を防止するた
め、開催を中止します。
■問 商工農政観光課　☎327-2103

●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123　　327-1566●問い合わせ　生涯学習課（巣南庁舎）　☎327-2117

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

心の病気で
お悩みの
かたなど

うかい

ふなぶせ

ふなぶせ南

☎239－5838

☎213－8811

☎201－6711

知的障がい
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

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。

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

8/5
（木）

8/11
（水）

ふなぶせ南

障害者
総合生活
支援センター
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

■所 総合センター 相談室3
■問 福祉生活課　☎３２７-４１２３

右手でうちわを作り、あおぐよう
すを表します。
「暑い」という使い方もあります。

右手の平を下に向け、左から右
へ山を描くように動かします。

瑞穂市地域包括支援センター
出張相談所のご案内

お知らせ

　地域包括支援センターは、高齢者の身近な
「よろず相談窓口」です。介護保険サービスや
認知症についてなど、さまざまなご相談に応じ
ます。巣南地域のかたも相談しやすいよう老人
福祉センターに、毎月第２・４月曜日に出張相談
窓口を開設します。お気軽にご相談ください。
■日 8月10日（火）・23日（月） 9：30～11：30
※第2月曜日である9日が祝日のため、10日
（火）に変更しています。
■所 老人福祉センター ※予約不要
■問 地域包括支援センター　☎３２７-４１１８

いきいきオレンジビクス体操
ふれあいレク大会

１０月３１日（日）  ①10：30～11：30　②13：30～14：30
市民センター
誰でも参加できます。1回あたり100名程度
事前申込または当日受付
事前申込は参加申込書を地域福祉高齢
課または生涯学習課に提出
〈参加申込書設置場所〉
市民センター、総合センター、巣南公民館、
生涯学習課

日 時
会 場
参加資格
申込方法

コミュニティセンターからのお知らせ
コミュニティセンター　３館同時開催

●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

牛牧南部コミュニティセンター　つどいの泉
トレーニングルーム・歩行用温水プール・幼児用プール休止のお知らせ
　当面の間、トレーニングルーム・歩行用温水プール・幼児用プールのご利用は、新型
コロナウイルス感染症拡大を防止するために休止します。
　再開時期につきましては、コミュニティセンターの窓口などでお知らせします。

《『防災バッグに入れておくもの
　 グッズ展！』のご案内》

行政改革推進委員会委員の募集
お知らせ

　この委員会は、社会経済情勢の変化
に対応した簡素にして効率的な市政の
実現を推進するために設置されます。
　行政改革に対する幅広いご意見な
どをお聞かせいただくため、この委員
会に参加していただけるかたを広く
市民のみなさんから募集します。
■資  次の全てにあてはまるかた
①瑞穂市に在住、在勤または在学し
ているかたで、応募日現在の年齢
が満18歳以上のかた
②応募時において、本市の２つ以上の
他の審議会などの委員でないかた

③平日（夜間の場合も有り）に開催さ
れる会議に出席できるかた
④瑞穂市の市議会議員および市職員でないかた
■定   ３名　※全体で10名の委員のうち
　 ３名を公募するもの

■申所定の応募書類（応募用紙、小論
文）を財務情報課まで郵送または
持参。ＦＡＸ、メールでの提出は受
け付けません。応募書類は、穂積
庁舎総合窓口、財務情報課、巣南
庁舎市民窓口課および市ホーム
ページより入手できます。

■〆 8月20日（金）17：00まで
　（郵送の場合は当日消印有効）
　●任期　委嘱の日から２年
　●開催回数　年３回程度
　●報酬　日額６，０００円
　●選考結果　選考審査会において応

募書類をもとに選考し、結果は応募
者全員に通知します。応募書類は返
却しませんので、ご了承ください。

■申・■問 財務情報課　☎327-4131
　〒501-0293　瑞穂市別府1288

　いざという時の備えとして用意しよう！
と思っていても、何を準備してよいのか
わからないかたには必見です。
　また、人によって必要な物は違うも
の。自分にとって防災バッグの中になく
てはならないものは何か考えてみませ
んか。
■展示期間:
　9月30日（木）
　まで

《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～
■内　容：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。
■期　間：8月27日（金）～9月20日（月・祝）  9：00～20：00
■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。 ※制作に必要なものはコミセンで用意します



　岐阜県には長良川などが流れており、
川は私たちにとって身近な存在ですね。
その川を、少し視点を変えて観察してみ
ませんか？観察のポイントとなるのが、以
前川や水路だった場所に注目すること。
本書では、かつての水面が地面になった
もの（暗渠）＝「水路上」の観察方法やその
魅力が紹介されています。
　名前に川や上水が入っている細長い公園、弁財天の祀られている
神社、左右の建物に背を向けられている細道、水を思わせる装飾性
のある路面、ぽつりと残された橋の親柱など・・・周りに川はないの
に、そんなちょっと不思議な空間があったら、それはもしかしたら「水
路メモリー」。川の痕跡をみつけて、今はなき川の姿や背景を想像し
てみると、さらにまち歩きが楽しくなることを教えてくれる一冊です。

まち歩きが楽しくなる水路上観察入門
著　者 : 吉村生　高山英男
出版社 : KADOKAWA　
出版年 : 2021年4月

今月のおすすめの 1
●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https://www.library-mizuho-gifu.jp

8月のテーマ本

本
館

分
館

新型コロナウイルス
感染拡大防止に関わる

図書館サービス対応について

お願い（新型コロナウイルス感染症の状況により、
　 対応が変更になることがあります。）

・滞在時間は60分以内の利用でお願いします。
・持ち込みの勉強（学習）での利用はできません。
・消毒作業を行うため、机や椅子の利用は17時45
分まででお願いします。
・マスクの着用、手指消毒のご協力をお願いします。
・万一、感染などが確認された場合、保健所などの
公的機関へ情報提供するために、岐阜県感染警戒
QRシステムと「連絡票」で対応します。

（7/15現在）

図書館 企画展示

クセになるイヤミスの世界
後味が悪くイヤ～な気分になるミステリー、略してイヤミス。
なんとも言えない気持ちになるのになぜか読みたくなってし
まう…そんなクセになる世界を楽しんでください。

おばけ・花火・お祭り
あつ～い夏にぴったり！！「おばけ」の本でちょっぴり涼しくドキドキ
♡気分を…そして「花火」「お祭り」の本を読んで、夏のワクワク気
分を盛り上げよう♪

夏休みの「自由研究」に役立つ本として工作、実験、自由
研究のテーマ本をたくさん用意し、まとめて展示して
います。

本選びの参考として、年齢別
のおすすめリストを作成しま
した。

「自由研究」のテーマは決まりましたか? 「かきりんの本棚」

本館 分館
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市では「読書のまち　みずほ」を目指して、子どもの読書活動を推進しています「読書のまち　みずほ」

第２回就学相談会
お知らせ

　来年度、小学校入学を控えたお子さ
んに関わる就学相談会を行います。
・落ち着きがなく、じっとしているのが苦手
・話や指示内容を理解するのが苦手
・発音や話す内容がはっきりしない
・手足の動きがぎこちない
など、その他気になることや心配してい
ることがあるかたは、ご相談ください。
■日 8月17日（火）、18日（水）、19日（木）、24日（火）
　 9：00～16：00
　  ※１人につき40分程度
■所 教育支援センター（宮田375）
■料  無料
■〆  8月2日（月）～10日（火）
■申・■問 学校教育課　☎327-2116

上下水道事業審議会委員の募集
お知らせ

　市の上下水道事業について、幅広く意
見を求めるため、上下水道事業審議会で
審議していただくかたを募集します。
■資  次の全てにあてはまるかた
①委員として委嘱しようとする日現
在において瑞穂市に住所を有し、
応募時の年齢が１８歳以上のかた
②委員に選任される日において、瑞
穂市の他の審議会などの委員に選
任されていないかた
③瑞穂市の上水道または下水道を利
用しているかた
④瑞穂市議会議員および瑞穂市職員
でないこと
⑤開催する会議（平日の９時から１７時のう
ち２時間程度を予定）に出席できること
■定  ３名　※全体で12名の委員のうち
　 ３名を公募するもの
■申所定の応募用紙に、住所・氏名・年齢・
電話番号・応募動機（４００字まで）など

　 を記入し、下水道課まで郵送、Ｅメール
または持参。ＦＡＸは受け付けません。
用紙は市役所穂積庁舎２階総合案内
または巣南庁舎１階正面ロビー付近
にありますので、ご自由にお取りくだ
さい。また、市ホームページからもダ
ウンロードできます。

■〆  8月31日（火）17：15必着
　 ●任命任期　委嘱の日（令和３年９
　　 月頃を予定）から２年
　 ●開催回数　年３回～５回程度を予定
　 ●委員報酬　日額６，０００円（税込）
　 ●選考・通知　提出された書類の審
　　 査を行い、公正に選考し、結果は
　　 応募者全員に書面で通知します。
※令和３年度は下水道事業におけ
る受益者負担金および分担金
制度について審議いただきます

■申・■問 下水道課　☎327-2114
〒501-0392 瑞穂市宮田300-2

撮影研修会
～土管の街常滑市と
セントレアを訪ねて～

お知らせ

　土管の街として知られる愛知県
常滑市での撮影研修です。近くに
はセントレアがあり、夕日を背景に
飛び立つ飛行機も撮影できます。
■日 9月23日（木・祝）
■所 常滑市、セントレア（バスで移動、
　本巣市役所、瑞穂市役所、岐阜
　駅前に停まります。詳細はお問
　い合わせください）
■料 6,000円　■〆  9月10日（金）
■定  25人（定員に達し次第締切）
　主催：岐阜地区社会教育視聴覚
　　　　連絡協議会
■申・■問 瑞穂市社会教育視聴覚
　　　研究会　植田　☎326-3617

秘密は厳守します！！
全国一斉「子ども人権110番」
強化週間における
電話相談所の開設

お知らせ

　友だちからのいじめやインター
ネット上のSNSに悪口を書き込ま
れた、学校や家、その他のことでだ
れにも打ち明けることのできない
悩みを抱えている人など、どなた
でもお気軽にご相談ください。
■日 8月27日（金）～9月2日（木）
　 月～金曜日　 8：30～19：00
　 土・日曜日　10：00～17：00
　強化週間以外の日でも、平日
8時30分から17時15分まで相
談に応じています。

■料  無料
こどもの人権１１０番
　  0120-007-110
※携帯電話からも通話できます
相談担当者
人権擁護委員、法務局職員

令和３年度「心の輪を広げる体験作文」および
「障害者週間のポスター」募集

お知らせ

　障害者週間（毎年12月3日～9日）の取組
の一つとして、「心の輪を広げる体験作文」と
「障害者週間のポスター」を募集しています。
■〆  8月30日（月）必着
■申  岐阜県障害福祉課社会参加推進係
（〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1）

☎272-1111
その他応募資格や募集の方法などについて
は、岐阜県ホームページ（http://www.pref.
gifu.lg.jp/kodomo/shogaisha/horei/11
226/r2kokoronowa.html）をご覧くださ
い。

空家等出張相談会
お知らせ

　空家の所有者等を対象とした個
別無料相談会を開催します。岐阜県
住宅供給公社の「空き家・すまい相
談室」の空家相談員が対応します。
■日 8月12日（木）
　　①10：00、②11：00、③14：00、④15：00
■所 巣南庁舎
■料 無料
■対 市内にある空家などの所有者および管理者
■定  4組（1組50分）
■〆  8月5日（木）までに電話予約

●持ち物　相談建物の写真、地
図、固定資産税納税通知書、登
記簿などの詳細が分かる資料

■申・■問 都市開発課　☎327-2101
　　  （土・日・祝日は除く）
※お申し込みの状況によって、ご希望に添え
ない場合がありますのでご了承ください

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。

14歳から考えたい
レイシズム

辻村深月

著者名

文藝春秋
出版社

琥珀の夏

アリ　ラッタシン
（訳　久保美代子）

著者名

すばる舎
出版社

夏のカルテット

PHP研究所
出版社

著者名

眞島めいり

『岐阜高専オープンキャンパス
2021』を開催します

お知らせ

　岐阜高専では、中学生向けのイベントと
してオープンキャンパスを新型コロナウイ
ルス感染拡大防止に配慮して開催します。
■日 8月7日（土）、8日（日）
　 両日とも9：30～12：00、13：30～16：00
■所 岐阜工業高等専門学校
■料  無料　■対 中学生、保護者・家族
■申  岐阜高専ホームページ「入試情報」から申し込み
■問  岐阜工業高等専門学校　学生課
　 教務係（平日8：30～17：00）
　 ☎320-1260　 　320-1256

特定外来生物防除農業者
講習会の開催について

お知らせ

■日 8月18日（水）13：30～
■所 巣南庁舎商工農政観光課
■料 無料
■対  ヌートリアおよびアライグマによ
る農作物の被害を受けている、
農業に従事するかた

■定  5人　※予約制、先着順に受付
■〆  8月10日（火）

【注意事項】
①この講習会は、外来生物法に基づ
　き市内で農業に従事するかたを対
　象にした講習です。農業に従事し
　ていないかたは受講できません。
②講習会を受講されたかたは、市の特定外来
　生物防除従事者として登録され、自らが経
　営する市内の農地に限りヌートリアおよび
　アライグマの防除を行うことができます。
■申・■問 商工農政観光課　☎327-2103



　岐阜県には長良川などが流れており、
川は私たちにとって身近な存在ですね。
その川を、少し視点を変えて観察してみ
ませんか？観察のポイントとなるのが、以
前川や水路だった場所に注目すること。
本書では、かつての水面が地面になった
もの（暗渠）＝「水路上」の観察方法やその
魅力が紹介されています。
　名前に川や上水が入っている細長い公園、弁財天の祀られている
神社、左右の建物に背を向けられている細道、水を思わせる装飾性
のある路面、ぽつりと残された橋の親柱など・・・周りに川はないの
に、そんなちょっと不思議な空間があったら、それはもしかしたら「水
路メモリー」。川の痕跡をみつけて、今はなき川の姿や背景を想像し
てみると、さらにまち歩きが楽しくなることを教えてくれる一冊です。

まち歩きが楽しくなる水路上観察入門
著　者 : 吉村生　高山英男
出版社 : KADOKAWA　
出版年 : 2021年4月

今月のおすすめの 1
●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https://www.library-mizuho-gifu.jp

8月のテーマ本

本
館

分
館

新型コロナウイルス
感染拡大防止に関わる

図書館サービス対応について

お願い（新型コロナウイルス感染症の状況により、
　 対応が変更になることがあります。）

・滞在時間は60分以内の利用でお願いします。
・持ち込みの勉強（学習）での利用はできません。
・消毒作業を行うため、机や椅子の利用は17時45
分まででお願いします。
・マスクの着用、手指消毒のご協力をお願いします。
・万一、感染などが確認された場合、保健所などの
公的機関へ情報提供するために、岐阜県感染警戒
QRシステムと「連絡票」で対応します。

（7/15現在）

図書館 企画展示

クセになるイヤミスの世界
後味が悪くイヤ～な気分になるミステリー、略してイヤミス。
なんとも言えない気持ちになるのになぜか読みたくなってし
まう…そんなクセになる世界を楽しんでください。

おばけ・花火・お祭り
あつ～い夏にぴったり！！「おばけ」の本でちょっぴり涼しくドキドキ
♡気分を…そして「花火」「お祭り」の本を読んで、夏のワクワク気
分を盛り上げよう♪

夏休みの「自由研究」に役立つ本として工作、実験、自由
研究のテーマ本をたくさん用意し、まとめて展示して
います。

本選びの参考として、年齢別
のおすすめリストを作成しま
した。

「自由研究」のテーマは決まりましたか? 「かきりんの本棚」

本館 分館
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市では「読書のまち　みずほ」を目指して、子どもの読書活動を推進しています「読書のまち　みずほ」

第２回就学相談会
お知らせ

　来年度、小学校入学を控えたお子さ
んに関わる就学相談会を行います。
・落ち着きがなく、じっとしているのが苦手
・話や指示内容を理解するのが苦手
・発音や話す内容がはっきりしない
・手足の動きがぎこちない
など、その他気になることや心配してい
ることがあるかたは、ご相談ください。
■日 8月17日（火）、18日（水）、19日（木）、24日（火）
　 9：00～16：00
　  ※１人につき40分程度
■所 教育支援センター（宮田375）
■料  無料
■〆  8月2日（月）～10日（火）
■申・■問 学校教育課　☎327-2116

上下水道事業審議会委員の募集
お知らせ

　市の上下水道事業について、幅広く意
見を求めるため、上下水道事業審議会で
審議していただくかたを募集します。
■資  次の全てにあてはまるかた
①委員として委嘱しようとする日現
在において瑞穂市に住所を有し、
応募時の年齢が１８歳以上のかた
②委員に選任される日において、瑞
穂市の他の審議会などの委員に選
任されていないかた
③瑞穂市の上水道または下水道を利
用しているかた
④瑞穂市議会議員および瑞穂市職員
でないこと
⑤開催する会議（平日の９時から１７時のう
ち２時間程度を予定）に出席できること
■定  ３名　※全体で12名の委員のうち
　 ３名を公募するもの
■申所定の応募用紙に、住所・氏名・年齢・
電話番号・応募動機（４００字まで）など

　 を記入し、下水道課まで郵送、Ｅメール
または持参。ＦＡＸは受け付けません。
用紙は市役所穂積庁舎２階総合案内
または巣南庁舎１階正面ロビー付近
にありますので、ご自由にお取りくだ
さい。また、市ホームページからもダ
ウンロードできます。

■〆  8月31日（火）17：15必着
　 ●任命任期　委嘱の日（令和３年９
　　 月頃を予定）から２年
　 ●開催回数　年３回～５回程度を予定
　 ●委員報酬　日額６，０００円（税込）
　 ●選考・通知　提出された書類の審
　　 査を行い、公正に選考し、結果は
　　 応募者全員に書面で通知します。
※令和３年度は下水道事業におけ
る受益者負担金および分担金
制度について審議いただきます

■申・■問 下水道課　☎327-2114
〒501-0392 瑞穂市宮田300-2

撮影研修会
～土管の街常滑市と
セントレアを訪ねて～

お知らせ

　土管の街として知られる愛知県
常滑市での撮影研修です。近くに
はセントレアがあり、夕日を背景に
飛び立つ飛行機も撮影できます。
■日 9月23日（木・祝）
■所 常滑市、セントレア（バスで移動、
　本巣市役所、瑞穂市役所、岐阜
　駅前に停まります。詳細はお問
　い合わせください）
■料 6,000円　■〆  9月10日（金）
■定  25人（定員に達し次第締切）
　主催：岐阜地区社会教育視聴覚
　　　　連絡協議会
■申・■問 瑞穂市社会教育視聴覚
　　　研究会　植田　☎326-3617

秘密は厳守します！！
全国一斉「子ども人権110番」
強化週間における
電話相談所の開設

お知らせ

　友だちからのいじめやインター
ネット上のSNSに悪口を書き込ま
れた、学校や家、その他のことでだ
れにも打ち明けることのできない
悩みを抱えている人など、どなた
でもお気軽にご相談ください。
■日 8月27日（金）～9月2日（木）
　 月～金曜日　 8：30～19：00
　 土・日曜日　10：00～17：00
　強化週間以外の日でも、平日
8時30分から17時15分まで相
談に応じています。

■料  無料
こどもの人権１１０番
　  0120-007-110
※携帯電話からも通話できます
相談担当者
人権擁護委員、法務局職員

令和３年度「心の輪を広げる体験作文」および
「障害者週間のポスター」募集

お知らせ

　障害者週間（毎年12月3日～9日）の取組
の一つとして、「心の輪を広げる体験作文」と
「障害者週間のポスター」を募集しています。
■〆  8月30日（月）必着
■申  岐阜県障害福祉課社会参加推進係
（〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1）

☎272-1111
その他応募資格や募集の方法などについて
は、岐阜県ホームページ（http://www.pref.
gifu.lg.jp/kodomo/shogaisha/horei/11
226/r2kokoronowa.html）をご覧くださ
い。

空家等出張相談会
お知らせ

　空家の所有者等を対象とした個
別無料相談会を開催します。岐阜県
住宅供給公社の「空き家・すまい相
談室」の空家相談員が対応します。
■日 8月12日（木）
　　①10：00、②11：00、③14：00、④15：00
■所 巣南庁舎
■料 無料
■対 市内にある空家などの所有者および管理者
■定  4組（1組50分）
■〆  8月5日（木）までに電話予約

●持ち物　相談建物の写真、地
図、固定資産税納税通知書、登
記簿などの詳細が分かる資料

■申・■問 都市開発課　☎327-2101
　　  （土・日・祝日は除く）
※お申し込みの状況によって、ご希望に添え
ない場合がありますのでご了承ください

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。

14歳から考えたい
レイシズム

辻村深月

著者名

文藝春秋
出版社

琥珀の夏

アリ　ラッタシン
（訳　久保美代子）

著者名

すばる舎
出版社

夏のカルテット

PHP研究所
出版社

著者名

眞島めいり

『岐阜高専オープンキャンパス
2021』を開催します

お知らせ

　岐阜高専では、中学生向けのイベントと
してオープンキャンパスを新型コロナウイ
ルス感染拡大防止に配慮して開催します。
■日 8月7日（土）、8日（日）
　 両日とも9：30～12：00、13：30～16：00
■所 岐阜工業高等専門学校
■料  無料　■対 中学生、保護者・家族
■申  岐阜高専ホームページ「入試情報」から申し込み
■問  岐阜工業高等専門学校　学生課
　 教務係（平日8：30～17：00）
　 ☎320-1260　 　320-1256

特定外来生物防除農業者
講習会の開催について

お知らせ

■日 8月18日（水）13：30～
■所 巣南庁舎商工農政観光課
■料 無料
■対  ヌートリアおよびアライグマによ
る農作物の被害を受けている、
農業に従事するかた

■定  5人　※予約制、先着順に受付
■〆  8月10日（火）

【注意事項】
①この講習会は、外来生物法に基づ
　き市内で農業に従事するかたを対
　象にした講習です。農業に従事し
　ていないかたは受講できません。
②講習会を受講されたかたは、市の特定外来
　生物防除従事者として登録され、自らが経
　営する市内の農地に限りヌートリアおよび
　アライグマの防除を行うことができます。
■申・■問 商工農政観光課　☎327-2103
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編集後記：今月は4頁増やしても入りきらない緊急事態。表紙の風鈴はJR穂積駅南口にて。

　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
https://mizuho-bunka.org

文化協会

文化協会の
申込・応募・問い合わせ　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!!
■日  8月6日（金）、20日（金）、27日（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　吉岡妙子
　　 (AFAA公認 PFAベーシック　公認イン
　　　ストラクター RYT200(全米ヨガ　アラ
　　　イアンス登録講師200時間))

モーニングヨーガ教室
Link-upみずほ

　美来の森ガラス工房瑞穂では、板ガラスに色のついたガラスの破片を溶着させ、きれい
なお皿やキーホルダーなどを作ることが楽しめるフュージング体験教室を開催しています。

　「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

●申込・問い合わせ　美来の森ガラス工房瑞穂　　☎　326-7388
　　　　　　　　　 （電話：月・木・金曜日 10：00～16：00／　24時間受付）

フュージング体験教室受講生募集公民館講座

広告

日　時

　

会　場
定　員
対象者
受講料
　

申込み

　

その他

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

美来の森館　研修室（十九条382番地1）
①②とも各１０名　※定員に達し次第締め切ります
小学生以上
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納めてください

電話またはＦＡＸにて
※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

マスク着用。小学校低学年のかたは、上靴をお持ちください。
☆くわしくは、下記までお問い合わせください。

　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。なお、イベントの詳細につい
てはホームページでご確認ください。
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

■日 8月29日（日）9：00～
■所 宮田河川敷公園（根尾川河川敷）
■対 市内在住在勤の18歳以上の男女
　 種別：一般男子の部・シニア男子
　　　   の部・女子の部
■〆  8月19日（木）

市民ターゲット
バードゴルフ大会

体育協会

　年齢・男女に関係なく初めての
かたでも短期間でできるようにな
ります。経験者のかたも可。
■日 9月8日（水）～22日（水）
　　19：00～21：00
　 毎週水曜日　全3回
■所 市民センター　２階アリーナ
■対 市内在住在勤のかた
■料  １人　1,000円
■〆  8月25日（水）
※ラケットなどの用具は、こちらで
　用意します

ミニテニス教室 
参加者募集！

体育協会

■日 10月10日（日）　9：00～
■所 生津スポーツ広場テニスコート
■対 市内在住在勤の小学生と高校生
　以上のかた
　種別：一般男子の部・一般女子の
　　　 部・小学生の部
■料 １人　500円
■〆 10月4日（月）
※１名でも申し
　込みできます

市民ソフトテニス大会
一般・小学生の部

体育協会

　椅子、にぎにぎ棒、ステップ台、バ
ランスディスクなどを使って運動機
能の向上を図ります。
元気アップ①
■日  8月2日（月）、23日（月）、30日（月）
　 13：30～14：45（月3回）
元気アップ②
■日  8月5日（木）、19日（木）、26日（木）
　  9：30～10：45（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　関谷日登美（健康運動指導士）

元気アップ教室
Link-upみずほ

■日  8月22日（日）
　 雨天中止（要予約）
■所  伊吹山
■料 2,000円
■定  先着12名（定員に達し次第締切）

●集合時間　8：45
●出発時間　9：00
●集合場所　巣南公民館駐車場
●帰着時間　14：30頃
巣南公民館（9:00）→伊吹山ス
カイテラス駐車場（10:15）→ノ
ルディックウォーキング体験（準
備運動・山頂まで約1kmの
ウォーキング）（10:20～11:25）
→山頂にて自由行動・昼食（お弁
当）（11:30～12:25）→下山（約
500m階段）（12:30～13:00）
→駐車場出発（13:05）→巣南
公民館着（14:30頃）
●持ち物　マスク・飲み物・タオ
ル・雨具・お弁当（貸出ポール有）
※お電話にてご予約のうえ、現
　金を添えてお申込みください

ノルディックウォーキング
体験教室と伊吹山

Link-upみずほ

●毎月第4土曜日　要予約（クラブ
バスにて片道1時間程度のところ
へ行きます）
■日  8月28日（土）雨天中止
■所 長良川鵜飼ミュージアム近辺
  （１時間位ウォーキング）
■料 無料
　 ●集合時間　8：45　
　 ●出発時間　9：00
　 ●集合場所　巣南公民館
　　 Link-upみずほ事務所前

はつらつ健康ウォーキング
Link-upみずほ

地域を歩いて健康になろう!!
ポイントを貯めて、プレゼントをもらおう!!

ご寄付ありがとうございました（敬称略）

ミニタイルを作って
額にしてみましょう！

展示
文化協会

◎木彫り作品展
■日  8月25日（水）～29日（日）
　 最終日は16：00まで
■所  市民センター　サロン
【作品】仏像、干支、小動物、ブロー

チ、ペンダントなどそれぞ
れの思いを込めて、木彫り
に励みました。ご高覧、ご批
評ください。

第８回　個人の会展
文化協会

　瑞穂市の各芸術分野にて文化協
会の個人の会として活動をしてい
ます。市内で指導的立場として、文
化貢献・芸術振興に努めており、そ
れぞれの分野にて全国展などに出
品して、芸術の魅力を追い続けて
います。
 個人の会展出品作品は、洋画・日
本画・陶芸・書道を展示いたします
ので、是非、第8回個人の会展をご
高覧いただきますよう宜しくお願
いいたします。
■日  9月4日（土）～15日（水）
■所  市民センター　サロン

マスク ２，０００枚
６月１０日（木）
矢追　勝　

サーモマネージャー ２台
（本田小学校）
６月１８日（金）
株式会社
大垣共立銀行

PVCグローブ（使い捨て手袋）
１００，8００枚
６月２９日（火）
日昇株式会社

除菌用アルコール
（市内小・中学校）
７月８日（木）
株式会社
三協厨機

チャンネルCCNから放送日程のご案内

従来のエリアトピックスも引き続き放送します。
【放送時間】１２：００～１２：１５、２０：００～２０：１５　ほか
　　　　　　　　　　　　　　

地デジ
１2ｃｈ

瑞穂市の身近な話題をお伝えするＣＣＮのニュース番組
天気・交通情報も加わり毎朝生放送！
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　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!!
■日  8月6日（金）、20日（金）、27日（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　吉岡妙子
　　 (AFAA公認 PFAベーシック　公認イン
　　　ストラクター RYT200(全米ヨガ　アラ
　　　イアンス登録講師200時間))

モーニングヨーガ教室
Link-upみずほ

広告

　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。なお、イベントの詳細につい
てはホームページでご確認ください。
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人の動き（6月末現在）

（前月比　   24人増）人口 人55,359 男 人27,606 （前月比 　  4人増） （前月比　  20人増）女 人27,753
（前月比 　 11世帯増）世帯数 世帯22,211

瑞穂市JR穂積駅圏域拠点化構想推進事業  からのお知らせ

JR穂積駅周辺まちづくり協議会 ExSite事務局
〒501-0222 別府658番地13　
☎329-5520 　 329-5521 
    hozumiekishu@gmail.com

総合政策課
〒501-0293 別府1288番地　
☎327-4128 　 327-4103 
    sougou@city.mizuho.lg.jp

ExSite(エキサイト)のことや、駅周辺
の取り組みについてはこれまで通り、
Facebookで随時発信していきます!
JR穂積駅周辺まちづくり協議会 
ExSite(エキサイト)Facebook

　当協議会は、駅周辺の賑わいや活性化、地域のかたの暮らしやすさ向上を目指して活動
しています。

JR穂積駅周辺まちづくり協議会 ExSiteが盛り上げます!
エキサイト

ワイワイ・盛り上がるまちづくり

皆にとって
楽しい
街（エキ）

駅周辺の
皆が暮らす
場所

Ex Site
エキサイト

　ExSite会議には、誰でも出席できます。
　会議に出席してみて、入会をご希望されるかたには、協議会
の規約などや申し込みに関する書類をお渡しします。

駅をもっと良くしたい、まちづくりに興味があるかた、新しい仲間を募集しています！

　JR穂積駅南側の第１自転車駐車場の一部（喫茶店の跡地）の活用について現在準備を進めています。どんなお店が出店するかや開
店の時期については、決まり次第、市ホームページやExSite（エキサイト）のFacebookでお知らせいたしますので、是非お楽しみに！！ 

JR穂積駅南側の空き店舗の活用を検討しています！

〈こんな活動を考えています〉
駅周辺でのイベント企画開催、空き店舗・空きスペースの活用、イルミネー
ション点灯、穂積駅周辺に関する情報発信、地域のかたの生活不便の解消
〈協議会の名前に込めた想い〉
ExSite（エキサイト）はEx（街・駅）とSite（場所）を合わせた造語です。Exciteの
「楽しませる、興奮させる」と音が重なり、またciteではなくSite（土地・場所）に
繋げて、みんなにとって楽しい駅（場所）となるように想いを込めました。

活動
日時 毎月第２.４水曜日18時から

会議
内容

駅周辺の活性化（イベント企画、空き店舗活用など）、
その情報発信、会則（ルール作り）などについて、
駅周辺に関すること全般

ExSiteってどんな組織?
エキサイト

　駅周辺をもっと良くしたいという熱い想いを持ったかた、
ちょっとだけ興味があるかた、まずは会議にご参加ください。




