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人の動き（8月末現在）
（前月比　   45人増）人口 人55,406 男 人27,641 （前月比 　  29人増） （前月比　  16人増）女 人27,765

（前月比 　 43世帯増）世帯数 世帯22,256

ほずみ報広
富有柿発祥の地 瑞穂市

●申し込み・問い合わせ
　岐阜北税務署　☎262-6131（代表）
　①、③は法人課税第一部門(内線315)　②は個人課税第一部門(内線212)
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瑞穂市男女共同参画推進条例施行10周年 朝日大学・瑞穂市・岐阜県 共催 男女共同参画推進事業

男女共同参画SDGs

講師 渋谷 典子 氏
NPO法人参画プラネット代表理事

市内在住・在勤のかたなら、
どなたでも無料で参加いただけます!

20名 ※先着順定　員
無料参加費

市ホームページから申
込用紙をダウンロード
していただき、必要事項
にご記入のうえ、FAX・
メールまたは郵送によ
りお申し込みください。

メールでの申し込み方法
など、くわしくは市ホーム
ページをご確認ください。

申込方法

・予約制のため、事前にお電話にてお申し込みください
 （自動音声にしたがって、「2」を選択してください）
・定員に達した時点で、予約の受付を終了します
・駐車場が限られていますので、車でのご来庁はご遠慮ください
・新型コロナウイルス感染症の状況により中止する場合があります

会場 岐阜北税務署（岐阜市千石町1丁目4番地）

オンラインセミナー会　場
(Zoomによるオンラインでの開催)

　今年の男女共同参画推進事業は、新型コロナウイルス
感染対策として、オンラインで開催します。
　このセミナーでは、SDGsと男女共同参画の関わり
について、わかりやすく解説していただきます。

聞いて!話して!学びあえる!

・視聴に必要となるURLなどは、お申込みいただいたメールアド
レス宛に開催日の3日前までに送信します。
・通信費用は参加者の自己負担となります。
・事前にZoomアプリの準備をしてください。

事前登録制

10/15(金)必着
締切:

インボイス制度
説明会のご案内

　令和5年10月1日からインボイス制度が実施され
ます。そこで事業者のかたにインボイス制度につい
て理解を深めていただき、制度の実施に向けて必要
な準備を進めていただくため、説明会を開催します
ので、ぜひご参加ください。

日程 ①10月19日(火)、②11月17日(水)、③12月8日(水)
いずれも10:00～12:00、定員30名

税務署からのお知らせ

無料

10/29(金) 15:00～16:30
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258億7,593万5千円歳入

一般会計

環境性能割交付金
1,721万3千円
（0.1%）

地方譲与税
1億9,228万2千円

（0.7%）

利子割交付金
834万8千円
（0.0%）

配当割交付金
3,149万4千円
（0.1%）

株式等譲渡所得割交付金
3,689万8千円
（0.1%）

法人事業税交付金
3,694万6千円
（0.1%）

地方消費税交付金
11億2,149万8千円

（4.3%）

地方特例交付金
9,070万2千円
（0.4%）

繰入金 
13億8,701万1千円 
（5.4%）

繰越金 
6億9,666万7千円 
（2.7%）

交通安全対策特別交付金
696万円
（0.0%）

地方交付税
22億9,060万4千円
（8.9%）

分担金及び負担金
2,198万5千円
（0.1%）

使用料及び手数料
3億5,747万3千円
（1.4%）

県支出金 
12億1,811万4千円
（4.7%）

財産収入 
1億9,332万1千円 
（0.8%）

寄附金 
5億4,790万5千円 
（2.1%）

諸収入 
7億7,674万5千円
（3.0%）

市債
10億6,560万円
（4.1%）

 

市税
71億4,963万5千円
（27.6%）

国庫支出金
86億2,853万4千円
（33.4%）

有価証券
出資による権利

1,020万3千円
2,170万円

基金 109億2,893万1千円

実質赤字比率

―

連結実質赤字比率

―

実質公債費比率

0.2

将来負担比率

―

※農業集落排水事業特別会計、水道事業会計、下水道事業会計のいずれも
　資金不足比率はありません

￥

土地（山林除く）
779,713.41㎡
山林

1,158,398.08㎡

市の保有財産

令和2年度瑞穂市財政健全化判断比率

●問い合わせ　財務情報課　☎327-4131

水道事業会計 特別会計
区分

収益的収支

資本的収支

収入

5億9,025万7千円

7,744万1千円

支出

4億9,782万5千円

3億7,918万8千円

45億6,206万7千円

6億136万1千円

2,441万1千円

44億5,618万2千円

5億8,424万7千円

2,218万円

1億588万5千円

1,711万4千円

223万1千円農業集落排水事業

歳入 歳出 差引額

国民健康保険事業

後期高齢者医療事業

下水道事業会計
区分

収益的収支

資本的収支

収入

2億3,976万1千円

1億6,120万6千円

支出

2億77万1千円

2億1,470万7千円

247億2,733万5千円歳出教育費 25億9,975万円

（10.5%）小中学校や幼稚園での教育活動、
社会教育や文化振興、
スポーツ振興等の経費
・ICT機器整備事業費
・給食事業費

総務費 93億3,357万9千円

（37.8%）一般管理事務、財産管理の経費
戸籍、統計、徴税、選挙等の経費
・みずほバス事業費
・ふるさと応援寄附金報奨事業費
・特別定額給付金事業費

土木費 20億6,384万9千円

（8.3%）道路や河川、公園の整備等の経費
・市道維持,新設改良費
・河川維持費
・公園新設改良費

消防費 9億2,040万3千円

（3.7%）消防、防災、水防等の経費
・岐阜市への消防事務委託料
・消防団に係る経費
・防災備蓄事業費
・防災コミュニティセンター管理費

衛生費 14億3,892万円

（5.8%）ゴミ処理、保健衛生等の経費
・各種検診事業費
・西濃環境整備組合負担金
・浄化槽設置整備補助金

議会費 1億5,247万1千円

（0.6%）市議会運営の経費

農林水産業費 1億1,457万5千円

（0.5%）農業振興、基盤整備等の経費
・多面的機能支払交付金事業費
・機構集積協力金交付事業費

商工費 1億149万7千円

（0.4%）商工業振興、観光等の経費
・商工会活動補助金
・中小企業融資利子補給補助金
・飲食店応援キャンペーン事業費

民生費 70億2,104万2千円

（28.4%）高齢者、障がい者、児童等への
福祉施策等の経費
・児童手当
・福祉医療費助成事業費
・生活保護扶助費
・保育所運営等の経費

労働費
労働福祉の経費
・雇用調整助成金上乗せ助成金

880万9千円

（0.1%）

公債費 9億7,244万円

（3.9%）借入金返済の経費

歳入
歳出

建　物
155,116.75㎡
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258億7,593万5千円歳入

一般会計

環境性能割交付金
1,721万3千円
（0.1%）

地方譲与税
1億9,228万2千円

（0.7%）

利子割交付金
834万8千円
（0.0%）

配当割交付金
3,149万4千円
（0.1%）

株式等譲渡所得割交付金
3,689万8千円
（0.1%）

法人事業税交付金
3,694万6千円
（0.1%）

地方消費税交付金
11億2,149万8千円

（4.3%）

地方特例交付金
9,070万2千円
（0.4%）

繰入金 
13億8,701万1千円 
（5.4%）

繰越金 
6億9,666万7千円 
（2.7%）

交通安全対策特別交付金
696万円
（0.0%）

地方交付税
22億9,060万4千円
（8.9%）

分担金及び負担金
2,198万5千円
（0.1%）

使用料及び手数料
3億5,747万3千円
（1.4%）

県支出金 
12億1,811万4千円
（4.7%）

財産収入 
1億9,332万1千円 
（0.8%）

寄附金 
5億4,790万5千円 
（2.1%）

諸収入 
7億7,674万5千円
（3.0%）

市債
10億6,560万円
（4.1%）

 

市税
71億4,963万5千円
（27.6%）

国庫支出金
86億2,853万4千円
（33.4%）

有価証券
出資による権利

1,020万3千円
2,170万円

基金 109億2,893万1千円

実質赤字比率

―

連結実質赤字比率

―

実質公債費比率

0.2

将来負担比率

―

※農業集落排水事業特別会計、水道事業会計、下水道事業会計のいずれも
　資金不足比率はありません

￥

土地（山林除く）
779,713.41㎡
山林

1,158,398.08㎡

市の保有財産

令和2年度瑞穂市財政健全化判断比率

●問い合わせ　財務情報課　☎327-4131

水道事業会計 特別会計
区分

収益的収支

資本的収支

収入

5億9,025万7千円

7,744万1千円

支出

4億9,782万5千円

3億7,918万8千円

45億6,206万7千円

6億136万1千円

2,441万1千円

44億5,618万2千円

5億8,424万7千円

2,218万円

1億588万5千円

1,711万4千円

223万1千円農業集落排水事業

歳入 歳出 差引額

国民健康保険事業

後期高齢者医療事業

下水道事業会計
区分

収益的収支

資本的収支

収入

2億3,976万1千円

1億6,120万6千円

支出

2億77万1千円

2億1,470万7千円

247億2,733万5千円歳出教育費 25億9,975万円

（10.5%）小中学校や幼稚園での教育活動、
社会教育や文化振興、
スポーツ振興等の経費
・ICT機器整備事業費
・給食事業費

総務費 93億3,357万9千円

（37.8%）一般管理事務、財産管理の経費
戸籍、統計、徴税、選挙等の経費
・みずほバス事業費
・ふるさと応援寄附金報奨事業費
・特別定額給付金事業費

土木費 20億6,384万9千円

（8.3%）道路や河川、公園の整備等の経費
・市道維持,新設改良費
・河川維持費
・公園新設改良費

消防費 9億2,040万3千円

（3.7%）消防、防災、水防等の経費
・岐阜市への消防事務委託料
・消防団に係る経費
・防災備蓄事業費
・防災コミュニティセンター管理費

衛生費 14億3,892万円

（5.8%）ゴミ処理、保健衛生等の経費
・各種検診事業費
・西濃環境整備組合負担金
・浄化槽設置整備補助金

議会費 1億5,247万1千円

（0.6%）市議会運営の経費

農林水産業費 1億1,457万5千円

（0.5%）農業振興、基盤整備等の経費
・多面的機能支払交付金事業費
・機構集積協力金交付事業費

商工費 1億149万7千円

（0.4%）商工業振興、観光等の経費
・商工会活動補助金
・中小企業融資利子補給補助金
・飲食店応援キャンペーン事業費

民生費 70億2,104万2千円

（28.4%）高齢者、障がい者、児童等への
福祉施策等の経費
・児童手当
・福祉医療費助成事業費
・生活保護扶助費
・保育所運営等の経費

労働費
労働福祉の経費
・雇用調整助成金上乗せ助成金

880万9千円

（0.1%）

公債費 9億7,244万円

（3.9%）借入金返済の経費

歳入
歳出

建　物
155,116.75㎡



広報みずほ・2021.105 4広報みずほ・2021.10

　今月号は、公共下水道の整備方式についてお知らせします。
　
　市街地に降った雨『雨水』と普段私たちの生活の中で発生する『汚水』のふたつを合わせて『下水』と
いいます。
　その下水を下水道管で流す方法には以下の２つの方法があります。

　汚水と雨水を一緒の下水道管で流すのが合流式
といいます。合流式下水道は管渠が１本で済むので
建設費が比較的安価で、管理もしやすいですが、大
雨が降ったとき、汚水の混ざった水が川や海に流れ
出てしまうことがあります。早くに下水道事業に着
手した自治体では、合流式で整備されていることが
多いです。

　汚水と雨水を別々の下水道管で流すのが 分流
式といいます。雨水は雨水管を通り川や海に排除
され、汚水は下水処理場で処理されるので、川や
海が汚される心配はありません。ただし、分流式
の下水道管の整備には合流式より費用がかかりま
す。１９７２年に下水道施設設計指針が改定され、
環境面から新たに整備される下水道は分流式の
みになりました。

2nd
NO.5

～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

《瑞穂市の雨水排除方法は？》
　それでは、分流式下水道で整備した場合、雨水の排除はどのように行うのでしょうか。市街地に降った
雨は道路の側溝から雨水渠を通って速やかに排除されます。雨水渠は地上の開水路として設置される場
合と地下に設けられる暗渠の場合があります。市街地に雨水が溜まらないようすみやかに排除するのは
公共下水道（雨水）の役割です。

　近年、全国的に短時間豪雨による大きな被害が増えています。瑞穂市では昭和５１年9月豪雨以降大き
な浸水被害は起きていませんが、現在でも大雨が降ると市内一部地域では、道路冠水が発生しています。
このような状況を起こさないために市街地は公共下水道を整備します。公共下水道（雨水）事業で排水渠
を整備すると国庫補助金対象事業となり市の財政負担が軽減されます。しかし、公共下水道（雨水）につ
いては、公共下水道（汚水）の整備に先行して整備できないルールがあるので、公共下水道（汚水）の整
備状況に合わせて必要な箇所の雨水施設整備を進めていきます。

合流式下水道

瑞穂市の下水道

分流式下水道

瑞穂市の下水道も分流式です。

かん  きょ

う   すい   きょ う   すい   きょ

はい すい   きょ

あん   きょ

◆世帯ごとにまとめて、期日前投票の初日までにお手元に届くよう郵送します。ただし、郵便
事情などにより届く日が前後する場合があります。
◆入場券は切り取り線に沿って開いていただくと、世帯４名までの入場券が印刷されています。
有権者お一人ずつ切り離し、ご本人の分を投票所へお持ちください。
◆万が一、入場券が届いていなくても、選挙人名簿で本人の確認ができれば投票できます。

◆投票日当日にご都合が悪いかたは、期日前投票ができます。
◆期日前投票には、公職選挙法施行令第49条の8に基づき、宣誓書（兼請求書）の提出が必要です。
◆期日前投票をするかたは、入場券下段の「宣誓書（兼請求書）」欄の日付、生年月日および選挙当日に該当する事由
を事前にご記入いただきますと、受付がスムーズに行えます。

◆期日前投票の最終日(土曜)の市役所穂積庁舎は
混雑が予想されますので、期日前投票をご利用の
かたは、早めの投票をご検討ください。

●問い合わせ　市選挙管理委員会（総務課内）　☎327-4111　　322-2300

(注)今回の選挙は、西部複合センターから
　　市役所巣南庁舎に変更しています。

【前回】H29年 衆院選 期日前投票 投票日別投票者数

≪期日前投票の場所・期間・時間≫

〈有権者の皆さんにお願いすること〉 〈投票所での感染症対策〉

場所 期間 時間

衆議院議員総選挙
あなたが　  らぶ。ええ

票所入場券投

日前投票期

◆仕事や旅行などで、選挙期間中に名簿登録地以外に滞在しているかたは、滞在先の市町村で不在者投票ができます。
◆指定病院などに入院しているかたは、その施設内で不在者投票ができます。
◆障がいが一定程度のものに該当するかたなどは、ご自宅で郵便により投票を行うこともできます。事前の登録が
必要となりますので、選挙管理委員会までお問い合わせください。
◆新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養などをされているかたで一定の要件に該当するかたは、特例郵便
等投票により、自宅・宿泊施設などで投票することができます。

在者投票不

◆マスクの着用、咳エチケットの徹底、来庁前および
帰宅後の手洗い、うがいなどをお願いします。
◆出入口のアルコール消毒液をご利用ください。
◆周りのかたと距離を保つようお願いします。
◆鉛筆（シャープペンシル）を持参して投票用紙に記入
することもできます。
◆投票日当日の混雑緩和の観点から、期日前投票を
積極的にご利用ください。

◆各係に飛沫感染防止のビニールシートを設置します。
◆事務に携わる職員はマスクおよび手袋を着用します。
◆入口にて使い捨て手袋を配付します。
◆希望するかたに使い捨て鉛筆を配付します。
◆記載台は間隔をあけて設置します。
◆定期的に換気、消毒を行います。

型コロナウイルス感染症対策新

今秋、衆議院議員総選挙があります。
選挙期日が決まり次第、市ホームページなどで詳細を
ご案内します。 https://www.city.mizuho.lg.jp/1267.htm
※この記事は9月15日（水）現在の情報で作成しています。

市役所穂積庁舎

朝日大学

市役所巣南庁舎
(注)

8:30～20:00

10:00～15:00

8:30～20:00

公示日の翌日から
投票日の前日まで

投票日の10日前(木曜）

投票日の８日前(土曜)・
　　　　７日前(日曜）

ＪＲアンダーパス冠水の状況（平成25年9月　別府地内） 市内道路冠水の状況（平成29年10月　牛牧地内）
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　今月号は、公共下水道の整備方式についてお知らせします。
　
　市街地に降った雨『雨水』と普段私たちの生活の中で発生する『汚水』のふたつを合わせて『下水』と
いいます。
　その下水を下水道管で流す方法には以下の２つの方法があります。

　汚水と雨水を一緒の下水道管で流すのが合流式
といいます。合流式下水道は管渠が１本で済むので
建設費が比較的安価で、管理もしやすいですが、大
雨が降ったとき、汚水の混ざった水が川や海に流れ
出てしまうことがあります。早くに下水道事業に着
手した自治体では、合流式で整備されていることが
多いです。

　汚水と雨水を別々の下水道管で流すのが 分流
式といいます。雨水は雨水管を通り川や海に排除
され、汚水は下水処理場で処理されるので、川や
海が汚される心配はありません。ただし、分流式
の下水道管の整備には合流式より費用がかかりま
す。１９７２年に下水道施設設計指針が改定され、
環境面から新たに整備される下水道は分流式の
みになりました。

2nd
NO.5

～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

《瑞穂市の雨水排除方法は？》
　それでは、分流式下水道で整備した場合、雨水の排除はどのように行うのでしょうか。市街地に降った
雨は道路の側溝から雨水渠を通って速やかに排除されます。雨水渠は地上の開水路として設置される場
合と地下に設けられる暗渠の場合があります。市街地に雨水が溜まらないようすみやかに排除するのは
公共下水道（雨水）の役割です。

　近年、全国的に短時間豪雨による大きな被害が増えています。瑞穂市では昭和５１年9月豪雨以降大き
な浸水被害は起きていませんが、現在でも大雨が降ると市内一部地域では、道路冠水が発生しています。
このような状況を起こさないために市街地は公共下水道を整備します。公共下水道（雨水）事業で排水渠
を整備すると国庫補助金対象事業となり市の財政負担が軽減されます。しかし、公共下水道（雨水）につ
いては、公共下水道（汚水）の整備に先行して整備できないルールがあるので、公共下水道（汚水）の整
備状況に合わせて必要な箇所の雨水施設整備を進めていきます。

合流式下水道

瑞穂市の下水道

分流式下水道

瑞穂市の下水道も分流式です。

かん  きょ

う   すい   きょ う   すい   きょ

はい すい   きょ

あん   きょ

◆世帯ごとにまとめて、期日前投票の初日までにお手元に届くよう郵送します。ただし、郵便
事情などにより届く日が前後する場合があります。
◆入場券は切り取り線に沿って開いていただくと、世帯４名までの入場券が印刷されています。
有権者お一人ずつ切り離し、ご本人の分を投票所へお持ちください。
◆万が一、入場券が届いていなくても、選挙人名簿で本人の確認ができれば投票できます。

◆投票日当日にご都合が悪いかたは、期日前投票ができます。
◆期日前投票には、公職選挙法施行令第49条の8に基づき、宣誓書（兼請求書）の提出が必要です。
◆期日前投票をするかたは、入場券下段の「宣誓書（兼請求書）」欄の日付、生年月日および選挙当日に該当する事由
を事前にご記入いただきますと、受付がスムーズに行えます。

◆期日前投票の最終日(土曜)の市役所穂積庁舎は
混雑が予想されますので、期日前投票をご利用の
かたは、早めの投票をご検討ください。

●問い合わせ　市選挙管理委員会（総務課内）　☎327-4111　　322-2300

(注)今回の選挙は、西部複合センターから
　　市役所巣南庁舎に変更しています。

【前回】H29年 衆院選 期日前投票 投票日別投票者数

≪期日前投票の場所・期間・時間≫

〈有権者の皆さんにお願いすること〉 〈投票所での感染症対策〉

場所 期間 時間

衆議院議員総選挙
あなたが　  らぶ。ええ

票所入場券投

日前投票期

◆仕事や旅行などで、選挙期間中に名簿登録地以外に滞在しているかたは、滞在先の市町村で不在者投票ができます。
◆指定病院などに入院しているかたは、その施設内で不在者投票ができます。
◆障がいが一定程度のものに該当するかたなどは、ご自宅で郵便により投票を行うこともできます。事前の登録が
必要となりますので、選挙管理委員会までお問い合わせください。
◆新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養などをされているかたで一定の要件に該当するかたは、特例郵便
等投票により、自宅・宿泊施設などで投票することができます。

在者投票不

◆マスクの着用、咳エチケットの徹底、来庁前および
帰宅後の手洗い、うがいなどをお願いします。
◆出入口のアルコール消毒液をご利用ください。
◆周りのかたと距離を保つようお願いします。
◆鉛筆（シャープペンシル）を持参して投票用紙に記入
することもできます。
◆投票日当日の混雑緩和の観点から、期日前投票を
積極的にご利用ください。

◆各係に飛沫感染防止のビニールシートを設置します。
◆事務に携わる職員はマスクおよび手袋を着用します。
◆入口にて使い捨て手袋を配付します。
◆希望するかたに使い捨て鉛筆を配付します。
◆記載台は間隔をあけて設置します。
◆定期的に換気、消毒を行います。

型コロナウイルス感染症対策新

今秋、衆議院議員総選挙があります。
選挙期日が決まり次第、市ホームページなどで詳細を
ご案内します。 https://www.city.mizuho.lg.jp/1267.htm
※この記事は9月15日（水）現在の情報で作成しています。

市役所穂積庁舎

朝日大学

市役所巣南庁舎
(注)

8:30～20:00

10:00～15:00

8:30～20:00

公示日の翌日から
投票日の前日まで

投票日の10日前(木曜）

投票日の８日前(土曜)・
　　　　７日前(日曜）

ＪＲアンダーパス冠水の状況（平成25年9月　別府地内） 市内道路冠水の状況（平成29年10月　牛牧地内）
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出典元：日本下水道協会
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対  象  者

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 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

新型コロナワクチン接種! vol.8

医療機関名
明石クリニック

宇土医院

おおぐち泌尿器クリニック

国枝医院

京極こどもクリニック

さくらクリニック

佐竹整形外科

サンシャインM&Dクリニック ※

高木クリニック

所内科医院

なかしまこどもクリニック

名和内科

ひぐちクリニック

広瀬内科クリニック

福田内科医院

ほづみ耳鼻咽喉科クリニック

ほづみ整形外科

みずほクリニック

三輪クリニック ※

吉村内科

若園医院

・個別接種の方法は、医療機関ごとに異なります。
 案内資料や市のホームページなどで、医療機関一覧表、予約方法欄をご確認のうえ、お申し込みください。
・個別接種の医療機関へは順次ワクチンを供給していますが、医療機関によって予約状況に偏りがありますので、
接種可能時期などくわしくは各医療機関へおたずねください。

　新型コロナワクチンは、２回の接種によって新型コロナウイルス感染症による重
症者や死亡者を減らすなど、高い効果が認められています。またワクチン接種が進
む国々では、集団免疫の獲得など収束への兆しが現れています。
　接種部位の痛みや発熱などの副反応が生じる場合もありますが、多くは数日で回復
していますので、ワクチン接種を悩んでいるかたは是非とも接種をお考えください。 

新型コロナワクチンは、感染症を防止し収束に向かわせる切り札です！

■市内の個別接種指定医療機関（50音順）

　市では、がん患者の治療と就労、社会参加などと
の両立を支援し、療養生活の質の向上、経済的負担
の軽減を図るため、医療用ウィッグまたは乳房補正具
の購入費用の一部を助成します。

以下の要件を全て満たすかたが対象になります。
①医療用補正具を購入した日および申請時に瑞穂市の住民
基本台帳に登録されているかた
②がんの治療(手術、薬物治療、放射線治療など)を過去に受
けたかた、または現在受けているかた
③がんの治療に伴う脱毛などにより、治療と就労、社会参加
などとの両立に支障が出る、または出るおそれのあるかた
④申請を行う補正具について、岐阜県など他の自治体にお
いて助成を受けていないかた

※対象者が未成年の場合は、申請者は対象者の保護者となります

助成対象
・医療用ウィッグ(全頭)および装着に必要な頭皮保護用
ネットの購入費用
・乳房補正パッドまたは人工乳房および、これらを固定する
下着の購入費用

※令和3年4月1日購入分からの費用が対象です

助成内容
助成対象経費の50%(上限2万円、千円未満切捨て) 
・医療用ウィッグと乳房補正具の各々に助成 
・1人につき、補正具の種類ごとに1回まで

申請期限
補正具を購入した日の属する年度の末日
※令和3年度は令和4年3月31日

申請場所
健康推進課
受付時間　8:30～17:15 (土・日・祝日除く)

必要書類
・瑞穂市がん患者医療用補正具購入費助成金交付申請書
兼請求書
・補正具の購入費用の額が確認できる領収書原本(宛名、購
入日、購入金額、金額内訳、購入した補正具の種類、領収
書発行者の記載があるもの)
・がんの治療を行っている、または行っていたことが分かる
書類（診療明細書、入院や外来治療計画書、がん医療連携
クリティカルパスなど）

●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

がん患者医療用補正具購入費 助成事業

●問い合わせ　健康推進課　 ☎327-8611

瑞穂市小児インフルエンザ予防接種助成事業

瑞穂市に住民登録のある生後６か月から小学２年生までのかた
（10月1日時点で対象となるかたには、事前に案内などを郵送します）
※この予防接種は法律上の義務はなく、任意接種です

●次のかたは案内と予診票を送付します

助成対象者

助 成 費 用

助 成 期 間

助 成の手順

　市では、インフルエンザの感染予防や罹患時の症状の軽減、重症化を予防し、死亡者や重傷者
の発生をできる限り減らすことを目的として、任意予防接種「インフルエンザワクチン予防接種」
の接種費用の助成を行います。

高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ

１．接種日当日に65歳以上のかた
　 （昭和31年12月31日以前に生まれたかた）
２．60歳以上65歳未満のかた（昭和32年1月1日～
昭和36年12月31日生まれ）で心臓・じん臓・呼吸器・
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいの
あるかた（身体障害者手帳１級相当）

対 象 者

明石クリニック、宇土医院、おおぐち泌尿器
クリニック、国枝医院、さくらクリニック、佐竹
整形外科、サンシャインM＆Dクリニック、関
谷皮膚科、高木クリニック、所内科医院、なか
しまこどもクリニック、名和内科、ひぐちクリ
ニック、広瀬内科クリニック、福田内科医院、
ほづみ耳鼻咽喉科クリニック、ほづみ整形
外科、みずほクリニック、三輪クリニック、吉村
内科、若園医院（５０音順）

場 　 所

注意事項

　インフルエンザは毎年冬季に流行を繰り返し、健康に対して大きな影響を与える感染症です。
予防にはうがいや手洗いが大切ですが、予防接種を受けることで感染予防効果が得られます。
　市では、次の方法で高齢者インフルエンザ予防接種を実施します。接種を希望されるかたは、
健康推進課までお申し込みください。

❶ 郵送された『瑞穂市小児インフルエンザ予防接種予診票兼代理受領委任状』に記入
▼
❷ 市内の指定医療機関に『瑞穂市小児インフルエンザ予防接種予診票兼代理受領委任状』を提出し、接種
▼
❸ 接種後、接種料金から1,000円差し引いた金額を医療機関に支払う
※償還払いは行いません。「助成の手順」を守り、適切に接種してください
※指定医療機関については、助成申請書同封の案内をご確認ください

瑞穂市に住民登録のあるかたで、

期 　 間 10月15日（金）～令和4年1月31日（月）

持 ち 物 予診票、自己負担金1,700円
（生活保護のかたは無料）

①指定医療機関

※上記①、②以外の医療機関での接種が必要な場合
は、接種前に健康推進課までご連絡ください

・この予防接種は義務ではありません。本人の
　希望が確認できる場合に限り接種できます。
・市外へ転出すると、市が実施する予防接種
　は受けることができません。

・昭和31年1月1日～12月31日生まれのかた
・平成30年度～令和2年度内に一度でも市の助
　成を受けて高齢者インフルエンザ予防接種をう
　けたことがあるかた

②岐阜県広域予防接種協力医療機関

１回 １，０００円（年２回を上限）

１０月１５日（金）～令和４年１月３１日（月）

新規事業！

※印の医療機関では12歳～15歳のワクチン接種を行っていません
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対  象  者

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 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

新型コロナワクチン接種! vol.8

医療機関名
明石クリニック

宇土医院

おおぐち泌尿器クリニック

国枝医院

京極こどもクリニック

さくらクリニック

佐竹整形外科

サンシャインM&Dクリニック ※

高木クリニック

所内科医院

なかしまこどもクリニック

名和内科

ひぐちクリニック

広瀬内科クリニック

福田内科医院

ほづみ耳鼻咽喉科クリニック

ほづみ整形外科

みずほクリニック

三輪クリニック ※

吉村内科

若園医院

・個別接種の方法は、医療機関ごとに異なります。
 案内資料や市のホームページなどで、医療機関一覧表、予約方法欄をご確認のうえ、お申し込みください。
・個別接種の医療機関へは順次ワクチンを供給していますが、医療機関によって予約状況に偏りがありますので、
接種可能時期などくわしくは各医療機関へおたずねください。

　新型コロナワクチンは、２回の接種によって新型コロナウイルス感染症による重
症者や死亡者を減らすなど、高い効果が認められています。またワクチン接種が進
む国々では、集団免疫の獲得など収束への兆しが現れています。
　接種部位の痛みや発熱などの副反応が生じる場合もありますが、多くは数日で回復
していますので、ワクチン接種を悩んでいるかたは是非とも接種をお考えください。 

新型コロナワクチンは、感染症を防止し収束に向かわせる切り札です！

■市内の個別接種指定医療機関（50音順）

　市では、がん患者の治療と就労、社会参加などと
の両立を支援し、療養生活の質の向上、経済的負担
の軽減を図るため、医療用ウィッグまたは乳房補正具
の購入費用の一部を助成します。

以下の要件を全て満たすかたが対象になります。
①医療用補正具を購入した日および申請時に瑞穂市の住民
基本台帳に登録されているかた
②がんの治療(手術、薬物治療、放射線治療など)を過去に受
けたかた、または現在受けているかた
③がんの治療に伴う脱毛などにより、治療と就労、社会参加
などとの両立に支障が出る、または出るおそれのあるかた
④申請を行う補正具について、岐阜県など他の自治体にお
いて助成を受けていないかた

※対象者が未成年の場合は、申請者は対象者の保護者となります

助成対象
・医療用ウィッグ(全頭)および装着に必要な頭皮保護用
ネットの購入費用
・乳房補正パッドまたは人工乳房および、これらを固定する
下着の購入費用

※令和3年4月1日購入分からの費用が対象です

助成内容
助成対象経費の50%(上限2万円、千円未満切捨て) 
・医療用ウィッグと乳房補正具の各々に助成 
・1人につき、補正具の種類ごとに1回まで

申請期限
補正具を購入した日の属する年度の末日
※令和3年度は令和4年3月31日

申請場所
健康推進課
受付時間　8:30～17:15 (土・日・祝日除く)

必要書類
・瑞穂市がん患者医療用補正具購入費助成金交付申請書
兼請求書
・補正具の購入費用の額が確認できる領収書原本(宛名、購
入日、購入金額、金額内訳、購入した補正具の種類、領収
書発行者の記載があるもの)
・がんの治療を行っている、または行っていたことが分かる
書類（診療明細書、入院や外来治療計画書、がん医療連携
クリティカルパスなど）

●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

がん患者医療用補正具購入費 助成事業

●問い合わせ　健康推進課　 ☎327-8611

瑞穂市小児インフルエンザ予防接種助成事業

瑞穂市に住民登録のある生後６か月から小学２年生までのかた
（10月1日時点で対象となるかたには、事前に案内などを郵送します）
※この予防接種は法律上の義務はなく、任意接種です

●次のかたは案内と予診票を送付します

助成対象者

助 成 費 用

助 成 期 間

助 成の手順

　市では、インフルエンザの感染予防や罹患時の症状の軽減、重症化を予防し、死亡者や重傷者
の発生をできる限り減らすことを目的として、任意予防接種「インフルエンザワクチン予防接種」
の接種費用の助成を行います。

高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ

１．接種日当日に65歳以上のかた
　 （昭和31年12月31日以前に生まれたかた）
２．60歳以上65歳未満のかた（昭和32年1月1日～
昭和36年12月31日生まれ）で心臓・じん臓・呼吸器・
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいの
あるかた（身体障害者手帳１級相当）

対 象 者

明石クリニック、宇土医院、おおぐち泌尿器
クリニック、国枝医院、さくらクリニック、佐竹
整形外科、サンシャインM＆Dクリニック、関
谷皮膚科、高木クリニック、所内科医院、なか
しまこどもクリニック、名和内科、ひぐちクリ
ニック、広瀬内科クリニック、福田内科医院、
ほづみ耳鼻咽喉科クリニック、ほづみ整形
外科、みずほクリニック、三輪クリニック、吉村
内科、若園医院（５０音順）

場 　 所

注意事項

　インフルエンザは毎年冬季に流行を繰り返し、健康に対して大きな影響を与える感染症です。
予防にはうがいや手洗いが大切ですが、予防接種を受けることで感染予防効果が得られます。
　市では、次の方法で高齢者インフルエンザ予防接種を実施します。接種を希望されるかたは、
健康推進課までお申し込みください。

❶ 郵送された『瑞穂市小児インフルエンザ予防接種予診票兼代理受領委任状』に記入
▼
❷ 市内の指定医療機関に『瑞穂市小児インフルエンザ予防接種予診票兼代理受領委任状』を提出し、接種
▼
❸ 接種後、接種料金から1,000円差し引いた金額を医療機関に支払う
※償還払いは行いません。「助成の手順」を守り、適切に接種してください
※指定医療機関については、助成申請書同封の案内をご確認ください

瑞穂市に住民登録のあるかたで、

期 　 間 10月15日（金）～令和4年1月31日（月）

持 ち 物 予診票、自己負担金1,700円
（生活保護のかたは無料）

①指定医療機関

※上記①、②以外の医療機関での接種が必要な場合
は、接種前に健康推進課までご連絡ください

・この予防接種は義務ではありません。本人の
　希望が確認できる場合に限り接種できます。
・市外へ転出すると、市が実施する予防接種
　は受けることができません。

・昭和31年1月1日～12月31日生まれのかた
・平成30年度～令和2年度内に一度でも市の助
　成を受けて高齢者インフルエンザ予防接種をう
　けたことがあるかた

②岐阜県広域予防接種協力医療機関

１回 １，０００円（年２回を上限）

１０月１５日（金）～令和４年１月３１日（月）

新規事業！

※印の医療機関では12歳～15歳のワクチン接種を行っていません
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●問い合わせ　健康推進課　 ☎327-8611

●問い合わせ　健康推進課　 ☎327-8611

ロコモ教室 受講者を募集！

自宅でできる
フィットネス講座 参加者募集！代謝アップ教室

・20歳～39歳までの市民
　（医師から運動制限のあるかたは除く）
・原則４回とも参加できるかた

講師およびスタッフは、健康運動指導士、
保健師、看護師、栄養士が行います。
託児はありません。
新型コロナウイルス感染症の状況によっ
ては、日程などを変更・中止する場合があ
ります。

・40歳～64歳までの市民（医師から運動制限のあるかたは除く）
・原則４回とも参加できるかた

10月4日（月）受付開始

回 日 程 内 容
①
②
③
④

10月  8日（金）
10月27日（水）
11月11日（木）
12月  6日（月）

代謝があがる♪BODY MAKING
どんどん燃やそう！ いらない脂肪！
楽しく運動を続ける秘訣！
ちょっとした工夫で代謝アップ！

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！

対 象 者

対 象 者

保健センター（総合センター 3階）場 　 所

健康推進課へ電話申 　 込

１０名定 　 員

運動のできる服装、屋外用運動靴、飲み物
（お茶や水など）、タオル、マスク

持 ち 物

第１回　10月18日（月）『姿勢を整える～基礎体力づくり編』
第２回　11月  8日（月）『バランスを整える～バランス能力改善編 ①』
第３回　11月29日（月）『バランスを整える～バランス能力改善編 ②』
第４回　12月15日（水）『筋力をつける～機能的トレーニング編～』
各回とも13：30～15：00（13:00～受付開始）

内 容

・保健センター（総合センター 3階）
場 所

定 員
各回とも13：30～15：00（13：00～受付開始）

１０名

申 　 込 健康推進課へ電話

持 ち 物 運動のできる服装、屋外用運動靴、飲み物
（お茶や水など）、タオル、マスク

そ の 他

申し込み受付中！

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

　加齢に伴う骨や関節、筋肉の衰え（ロコモティブシンドローム）を予防する運動教室です！
　もっとずっと元気に過ごすため、健康運動指導士と楽しく効率よく運動を学びませんか？

教室の効果抜群！

筋肉量と基礎代謝ＵＰ！
令和２年度教室参加者の７５％以上のかたが

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、
　日程などを変更・中止する場合があります

自分の活動量が
目でみてわかる
ライフコーダを
貸し出します

人間ドック等費用助成
国民健康保険・後期高齢者医療

がん検診の予約状況について
予約制がん検診の9月14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 10月 11月 12月 計
定　員（人）

予約者（人）

予約率（％）

定　員（人）

予約者（人）

予約率（％）

定　員（人）

予約者（人）

予約率（％）

640

437

68.3

100

100

100

640

628

98.1

560

136

24.3

400

350

87.5

400

322

80.5

480

59

12.3

400

124

31.0

660

128

19.4

1,680

632

37.6

900

574

63.8

1,700

1,078

63.4

乳がん
検　診

胃がん
検　診

肺がん
検　診

　瑞穂市国民健康保険・後期高齢者医療制
度では、病気の予防や早期発見・早期治療に
より健康寿命の延伸を図る目的から、人間
ドック等費用の助成を行っています。
　定員内での助成となりますので、お早めに
お申し込みください。

健　診 対象者 人間ドック 脳ドック 総合ドック

35人
10,500円

5人
15,000円

10人
25,500円

・令和3年度内に特定健診・すこやか健診を受診していないこと 
・人間ドック・総合ドックの受診項目に特定健診・すこやか健診の健診項目が全て含まれていて、
その結果を市に提供できること
・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料に未納がないこと 
※特定健診またはすこやか健診と脳ドックの助成は併用可能です
人間ドック等費用の2分の1
※ただし、上限額は上記表記載のとおり
医療保険課

※年度内受診に限ります
※必ず健診日より前に申し込みをして
ください
※医療機関などが未定でも申し込み
は可能です

【手続きに必要なもの】
人間ドックなどの健診結果・
人間ドックの領収書・問診票・
振込口座のわかるもの
※健診を受けた日から2か月以内(もし
くは受診した年度末日のいずれか早
い日まで)に請求ください

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159

特定健診 200人
11,000円

10人
15,000円

20人
26,000円

すこやか健診 後期高齢者医療制度に加入
されているかた

瑞穂市国民健康保険に加入
されている40歳以上のかた

要　 件

助 成 額

手続き先

手続方法

のお知らせ

市役所にて「人間ドックな
どの受診費用助成申込
書」を記入する

1 人間ドックなどを受ける2 費用助成の請求をする3

※上段は定員、下段は1人当たりの上限額
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●問い合わせ　健康推進課　 ☎327-8611

●問い合わせ　健康推進課　 ☎327-8611

ロコモ教室 受講者を募集！

自宅でできる
フィットネス講座 参加者募集！代謝アップ教室

・20歳～39歳までの市民
　（医師から運動制限のあるかたは除く）
・原則４回とも参加できるかた

講師およびスタッフは、健康運動指導士、
保健師、看護師、栄養士が行います。
託児はありません。
新型コロナウイルス感染症の状況によっ
ては、日程などを変更・中止する場合があ
ります。

・40歳～64歳までの市民（医師から運動制限のあるかたは除く）
・原則４回とも参加できるかた

10月4日（月）受付開始

回 日 程 内 容
①
②
③
④

10月  8日（金）
10月27日（水）
11月11日（木）
12月  6日（月）

代謝があがる♪BODY MAKING
どんどん燃やそう！ いらない脂肪！
楽しく運動を続ける秘訣！
ちょっとした工夫で代謝アップ！

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！

対 象 者

対 象 者

保健センター（総合センター 3階）場 　 所

健康推進課へ電話申 　 込

１０名定 　 員

運動のできる服装、屋外用運動靴、飲み物
（お茶や水など）、タオル、マスク

持 ち 物

第１回　10月18日（月）『姿勢を整える～基礎体力づくり編』
第２回　11月  8日（月）『バランスを整える～バランス能力改善編 ①』
第３回　11月29日（月）『バランスを整える～バランス能力改善編 ②』
第４回　12月15日（水）『筋力をつける～機能的トレーニング編～』
各回とも13：30～15：00（13:00～受付開始）

内 容

・保健センター（総合センター 3階）
場 所

定 員
各回とも13：30～15：00（13：00～受付開始）

１０名

申 　 込 健康推進課へ電話

持 ち 物 運動のできる服装、屋外用運動靴、飲み物
（お茶や水など）、タオル、マスク

そ の 他

申し込み受付中！

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

　加齢に伴う骨や関節、筋肉の衰え（ロコモティブシンドローム）を予防する運動教室です！
　もっとずっと元気に過ごすため、健康運動指導士と楽しく効率よく運動を学びませんか？

教室の効果抜群！

筋肉量と基礎代謝ＵＰ！
令和２年度教室参加者の７５％以上のかたが

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、
　日程などを変更・中止する場合があります

自分の活動量が
目でみてわかる
ライフコーダを
貸し出します

人間ドック等費用助成
国民健康保険・後期高齢者医療

がん検診の予約状況について
予約制がん検診の9月14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 10月 11月 12月 計
定　員（人）

予約者（人）

予約率（％）

定　員（人）

予約者（人）

予約率（％）

定　員（人）

予約者（人）

予約率（％）

640

437

68.3

100

100

100

640

628

98.1

560

136

24.3

400

350

87.5

400

322

80.5

480

59

12.3

400

124

31.0

660

128

19.4

1,680

632

37.6

900

574

63.8

1,700

1,078

63.4

乳がん
検　診

胃がん
検　診

肺がん
検　診

　瑞穂市国民健康保険・後期高齢者医療制
度では、病気の予防や早期発見・早期治療に
より健康寿命の延伸を図る目的から、人間
ドック等費用の助成を行っています。
　定員内での助成となりますので、お早めに
お申し込みください。

健　診 対象者 人間ドック 脳ドック 総合ドック

35人
10,500円

5人
15,000円

10人
25,500円

・令和3年度内に特定健診・すこやか健診を受診していないこと 
・人間ドック・総合ドックの受診項目に特定健診・すこやか健診の健診項目が全て含まれていて、
その結果を市に提供できること
・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料に未納がないこと 
※特定健診またはすこやか健診と脳ドックの助成は併用可能です
人間ドック等費用の2分の1
※ただし、上限額は上記表記載のとおり
医療保険課

※年度内受診に限ります
※必ず健診日より前に申し込みをして
ください
※医療機関などが未定でも申し込み
は可能です

【手続きに必要なもの】
人間ドックなどの健診結果・
人間ドックの領収書・問診票・
振込口座のわかるもの
※健診を受けた日から2か月以内(もし
くは受診した年度末日のいずれか早
い日まで)に請求ください

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159

特定健診 200人
11,000円

10人
15,000円

20人
26,000円

すこやか健診 後期高齢者医療制度に加入
されているかた

瑞穂市国民健康保険に加入
されている40歳以上のかた

要　 件

助 成 額

手続き先

手続方法

のお知らせ

市役所にて「人間ドックな
どの受診費用助成申込
書」を記入する

1 人間ドックなどを受ける2 費用助成の請求をする3

※上段は定員、下段は1人当たりの上限額
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高齢者タクシー助成事業

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。 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！

地域福祉高齢課（総合センター １階）
または市民窓口課（巣南庁舎）にて申請

●問い合わせ　地域福祉高齢課（総合センター）　☎327-4126

・運転免許を返納したかた
運転経歴証明書、申請による運転免許の取消通知書
・運転免許の更新を行わなかったかた
有効期限切れの運転免許証
・運転免許を取得したことがないかた
マイナンバーカード、介護保険証などの身分証明書
※申請書の提出が対
象者本人でない場
合、委任状が必要と
なります（申請書下
部の「委任者」欄を
ご利用ください）

パパ ママ くらぶ

●問い合わせ　子育て世代包括支援センター　☎322-5670

育ママサロンを開催します
　安心・安全なお産を目指して、助産師と一緒にストレッチ＆リラクゼーションを行います♪

10月13日（水）
9：45～10：00（12：00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かた
母子健康手帳
※動きやすい服装でお越しください

10月8日（金）までに要予約

対　象

持ち物

予　約

10月16日（土）
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ママとパパ
（必ず夫婦で参加してください）
母子健康手帳
※動きやすい服装でお越しください

10月13日（水）までに要予約

対　象

持ち物

予　約

楽なお産ストレッチを開催しますパパにもできる

　イクメンになりたいけど何ができるか悩んでいる、そんなパパ必見！お腹が大きくなってきて、ママの腰
痛や肩こりが心配！お産が近づいたときに体のどこを押してあげるといいの？ など、夫婦ストレッチを通し
て妊娠・出産におけるパパの手助けポイントをお伝えします。

　新型コロナウイルス感染症の影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするこ
とを目的とし、「キャッシュレス・消費者還元事業」を12月に実施予定です。それに伴い、市民のかた
を対象にスマホ体験教室、スマホ決済教室を２会場で開催します。
※キャッシュレス・消費者還元事業の詳細は広報みずほ11月号でお知らせします

お電話にてお申し込みください。
申込の際は、希望日、希望会場、教室名、
氏名、住所、電話番号をお伝えください。
10月4日(月)より受付開始

10月19日（火）
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かた
※定員に満たない場合はお世話予定の祖父母も可

母子健康手帳、バスタオル
10月14日（木）までに要予約

対　象

持ち物

予　約

沐浴講座を開催しますＮＥＷ

　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実習できます。

※上記の事業は新型コロナウイルス感染症の状況によっては、日程などの変更・中止をする場合があります

プレママの赤ちゃんお世話講座を開催します

10月29日（金）
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
10月26日（火）までに要予約

対　象

持ち物

予　約

　抱っこ、おむつ替え、ミルク作りなど赤ちゃんが産まれた生活はやることがいっぱい！助産師・保健師と
一緒に赤ちゃん人形を使いながら体験してみましょう。抱き方や1人で沐浴する際のちょっとしたコツも
お伝えします♪

申請受付中！

申請窓口

乗車１回あたり540円分（上限額）のタクシーチケット
を年間最大２４枚交付
※申請月によって交付枚数が異なります

助成内容

助成内容 有効期間

持 ち 物

交付の審査には、１週間程度を要します。

10月1日（金）～令和4年9月30日（金）

市内に居住している75歳以上のかた
対象者および対象者と同一世帯に属する配
偶者（事実婚を含む）が自動車運転免許証を
有していないかた
対象者および対象者と同一世帯のすべての
人が、市民税、国民健康保険税、後期高齢者
医療保険料、介護保険料の滞納がないかた
入院または施設に入所・入居していないかた
市の重度障害者社会参加助成（障がい者タ
クシーチケット）を受けていないかた（障がい
者タクシーチケットが優先です）
障がいに係る自動車税または軽自動車税の
減免を受けていないかた

以下のすべてに該当するかたが対象です。
• 
•
 

• 

• 
• 

• 

スマホ教室開催 参加
無料

市民限定!

総合センター5階 第1～3会議室、巣南公民館 第1研修室会場

各教室15名(要予約・先着順)
最小催行人数　4名

日　程
11月1日(月)
11月2日(火)
11月4日(木)

会　場 10:00～12:00 13:30～15:00 15:30～17:00

定員

申込 キャッシュレス決済
の概要や選びかた、
使いかたを説明します。

スマホ決済教室Pay

 体験機を使用し、
スマートフォンの基本
操作やアプリの操作方法
を体験できます。

スマホ体験教室

※スマホ体験教室とスマホ決済教室の両方を申し込みいただけます
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止する場合があります
※体験機を利用するため、スマホをお持ちでないかたもご参加いただけます

ご予約は☎327-4128(総合政策課)へ
平日9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

総合センター
総合センター
巣南公民館

スマホ
決済教室

Pay スマホ
決済教室

Payスマホ
体験教室
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高齢者タクシー助成事業

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。 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！

地域福祉高齢課（総合センター １階）
または市民窓口課（巣南庁舎）にて申請

●問い合わせ　地域福祉高齢課（総合センター）　☎327-4126

・運転免許を返納したかた
運転経歴証明書、申請による運転免許の取消通知書
・運転免許の更新を行わなかったかた
有効期限切れの運転免許証
・運転免許を取得したことがないかた
マイナンバーカード、介護保険証などの身分証明書
※申請書の提出が対
象者本人でない場
合、委任状が必要と
なります（申請書下
部の「委任者」欄を
ご利用ください）

パパ ママ くらぶ

●問い合わせ　子育て世代包括支援センター　☎322-5670

育ママサロンを開催します
　安心・安全なお産を目指して、助産師と一緒にストレッチ＆リラクゼーションを行います♪

10月13日（水）
9：45～10：00（12：00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かた
母子健康手帳
※動きやすい服装でお越しください

10月8日（金）までに要予約

対　象

持ち物

予　約

10月16日（土）
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ママとパパ
（必ず夫婦で参加してください）
母子健康手帳
※動きやすい服装でお越しください

10月13日（水）までに要予約

対　象

持ち物

予　約

楽なお産ストレッチを開催しますパパにもできる

　イクメンになりたいけど何ができるか悩んでいる、そんなパパ必見！お腹が大きくなってきて、ママの腰
痛や肩こりが心配！お産が近づいたときに体のどこを押してあげるといいの？ など、夫婦ストレッチを通し
て妊娠・出産におけるパパの手助けポイントをお伝えします。

　新型コロナウイルス感染症の影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするこ
とを目的とし、「キャッシュレス・消費者還元事業」を12月に実施予定です。それに伴い、市民のかた
を対象にスマホ体験教室、スマホ決済教室を２会場で開催します。
※キャッシュレス・消費者還元事業の詳細は広報みずほ11月号でお知らせします

お電話にてお申し込みください。
申込の際は、希望日、希望会場、教室名、
氏名、住所、電話番号をお伝えください。
10月4日(月)より受付開始

10月19日（火）
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かた
※定員に満たない場合はお世話予定の祖父母も可

母子健康手帳、バスタオル
10月14日（木）までに要予約

対　象

持ち物

予　約

沐浴講座を開催しますＮＥＷ

　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実習できます。

※上記の事業は新型コロナウイルス感染症の状況によっては、日程などの変更・中止をする場合があります

プレママの赤ちゃんお世話講座を開催します

10月29日（金）
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
10月26日（火）までに要予約

対　象

持ち物

予　約

　抱っこ、おむつ替え、ミルク作りなど赤ちゃんが産まれた生活はやることがいっぱい！助産師・保健師と
一緒に赤ちゃん人形を使いながら体験してみましょう。抱き方や1人で沐浴する際のちょっとしたコツも
お伝えします♪

申請受付中！

申請窓口

乗車１回あたり540円分（上限額）のタクシーチケット
を年間最大２４枚交付
※申請月によって交付枚数が異なります

助成内容

助成内容 有効期間

持 ち 物

交付の審査には、１週間程度を要します。

10月1日（金）～令和4年9月30日（金）

市内に居住している75歳以上のかた
対象者および対象者と同一世帯に属する配
偶者（事実婚を含む）が自動車運転免許証を
有していないかた
対象者および対象者と同一世帯のすべての
人が、市民税、国民健康保険税、後期高齢者
医療保険料、介護保険料の滞納がないかた
入院または施設に入所・入居していないかた
市の重度障害者社会参加助成（障がい者タ
クシーチケット）を受けていないかた（障がい
者タクシーチケットが優先です）
障がいに係る自動車税または軽自動車税の
減免を受けていないかた

以下のすべてに該当するかたが対象です。
• 
•
 

• 

• 
• 

• 

スマホ教室開催 参加
無料

市民限定!

総合センター5階 第1～3会議室、巣南公民館 第1研修室会場

各教室15名(要予約・先着順)
最小催行人数　4名

日　程
11月1日(月)
11月2日(火)
11月4日(木)

会　場 10:00～12:00 13:30～15:00 15:30～17:00

定員

申込 キャッシュレス決済
の概要や選びかた、
使いかたを説明します。

スマホ決済教室Pay

 体験機を使用し、
スマートフォンの基本
操作やアプリの操作方法
を体験できます。

スマホ体験教室

※スマホ体験教室とスマホ決済教室の両方を申し込みいただけます
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止する場合があります
※体験機を利用するため、スマホをお持ちでないかたもご参加いただけます

ご予約は☎327-4128(総合政策課)へ
平日9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

総合センター
総合センター
巣南公民館

スマホ
決済教室

Pay スマホ
決済教室

Payスマホ
体験教室
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　長良・揖斐（根尾）川に囲まれ、過去幾度となく水害に見舞
われ水との闘いにあけくれ、川とともに生きてきた「瑞穗のあ
ゆみ」を、令和５年度瑞穂市制２０周年を迎えるにあたり、シ
リーズで紹介していきます。今回は、水害が多い低湿地帯に副
業として誕生し「地場産業」となった旧穂積町の「柳行李」
「竹筬」と、地域を支える「企業進出の変遷」を見ていきます。

　地場産業が衰退していく中、昭和30年代から始まる企業誘
致などにより、この地にも多くの企業が進出し、地域の発展に寄
与してきました。そうした企業も、人々の生活様式や国の産業構
造が変化する中、企業自体の盛衰も見られるようになり、瑞穂の
まちづくりにも大きな変化が見られるようになってきました。企業
の変遷・まちづくりの変化を紹介します。

　「柳行李」「竹筬」については、明治・大正・昭和の時代、農家
の副業として行われ、低湿地で毎年のように水害に見舞われ米
の収穫がままならない中、大正時代はその全盛期となりました。
当時の穂積駅周辺は、原料の搬入や製品の搬出で大変賑わって
いたとされます。この地場産業誕生の過程とその後の栄枯盛衰
の過程を紹介します。

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

まちづくり協議会のことや、
駅周辺の取り組みについては 
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 Facebook 

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

11月３日（水・祝）～28日（日）

紛失した場合でも安心
万一紛失した場合でも、窓口で再発行できます。
※事前の登録が必要になります
※再発行時には、デポジット（500円）と手数料が必要です

タッチするだけ、小銭いらず
バスの乗車・降車リーダーにタッチするだけで、簡単に精算
できます。
※バス車内、岐阜バス各営業所で購入、金額のチャージ
（積み増し）ができます

乗り継ぎがお得にできます
「ayuca（アユカ）」対応のバス同士で45分以内に乗り継い
だ場合、乗り継いだバスの運賃が40円割引になります。

　75歳以上のかたは、１０月１２日（火）まで、みずほバ
スを無料でご利用いただけます。この機会にぜひご
利用ください。（通常の乗車料金100円/回）

※降車時に、運転手に「被保険者証」などをご提示ください。
　ご提示いただけない場合は、無料になりません

　コロナ禍で自粛生活が続いているこんな時だからこそ、
JR穂積駅周辺まちづくり協議会ExSite(エキサイト)では、
地域のかたがたや駅の利用者の皆さんが少しでも明る
い気持ちになっていただけるよう、JR穂積駅前で「第3回
JR穂積駅弁当市」を開催します。今回は、これまで大人気
だったお弁当に加え、「秋」ならではの商品も取り揃え、
皆さんをお待ちしております。当日を是非お楽しみに。

みずほバスを無料で
　　　ご利用いただけます

10月12日（火）まで！

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

上水道課より
　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。

量水器番号が各口径の１４－○○○○の量水器

交換を行う前に個別に下記工事業者が訪問し、ご案内をさせていただきます。
（市が発行した身分証を携帯しています。）　※ご不在の場合は、チラシなどでお知らせします

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）
今年度の工事業者は、次のとおりです。
①岐仙設備工業㈲　横屋３６８番地　 ☎３２８-３３７２
②㈱巣南設備　　　十七条２８番地　☎３２８-２５３４

対　　象

交換時期

費　　用

工事業者

漏水調査実施のお知らせ

量水器（水道メーター）取り換えのお知らせ

　貴重な資源である「水」を無駄にしないために、市が委託した調査会社による水道管の漏水調査を実施します。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
対　　象

・調査時には、各ご家庭に設置してあります水道メーター
に調査機器を使用して調査を行います。敷地内の一部に
調査員が立ち入らせていただくことをご了承ください。
・公道の作業では、消火栓・仕切弁付近に調査車両を
停止して作業する場合があります。
・水道メーターボックスの上に物を置かないでください。

お 願 い
調査期間

委託業者

●問い合わせ
　上水道課（巣南庁舎）　☎３２７-２１13●問い合わせ　総合政策課　☎３２７-4128

図書館本館：瑞穂市企画展

川とともに生きてきた
　　　　　  のあゆみ
－ 地場産業「柳行李」「竹筬」の衰退と瑞穂を支える企業の進出 －

やなぎ こう　 り たけ  おさ

休館日：4日（木）、8日（月）、15日（月）、22日（月）、24日（水）
図書館本館　２階 郷土資料コーナー
講 演 会 １１月６日（土）  １３：３０～　定員 ２０名

「（仮題）瑞穂市の地勢と人々のくらし」
山県市文化財保護審議会　西村 覚良 先生

全国的に有名であった地場産業「柳行李」「竹筬」 「地域を支える企業の進出」みずほの新しい産業

▲柳行李

日時：10月20日（水）～22日（金）
の3日間限定！！

時間：第1部 16:00～17:00(予定)
第2部 18:30～19:30(予定)

場所：JR穂積駅南口 

くわしくは、岐阜バスホームページをご覧ください。

ａｙｕｃａのポイント付与サービスが終了になります
ポイント付与終了日：11月30日（火）

後期高齢者医療被保険者証などの年齢が確認
できるものを提示

※既に付与したポイントは引き続きご利用いただけます

みずほバス乗車料金の
お支払いには
ＩＣカード乗車券
ａｙｕｃａ
のご利用が便利です

75歳以上限定

　この機会にぜひご利用ください。

要　件

市内全域
9月1日（水）～令和4年2月26日（土）まで
東和コンサルタント株式会社
別府1397-1　☎327-3997

瑞穂瑞穂

第１部 第2部

●問い合わせ　生涯学習課（巣南庁舎）　☎３２７-２１17

※時間については変更する場合があります。
　詳細はエキサイトのフェイスブックか、
　瑞穂市ホームページをご覧ください

第3回JR穂積駅弁当市を開催します!!

10月20日(水)～22日(金)まで、
弁当市を開催しています
10月20日(水)～22日(金)まで、
弁当市を開催しています

10月22日(金)にSPADAが
キッチンカーを出店します
(16:00～20:00)

10月22日(金)にSPADAが
キッチンカーを出店します
(16:00～20:00)

秋の味覚が
駅前に大集合!!

　11月下旬にJR穂積駅
南にオープン予定の
SPADAも同時出店します。
冷凍ピッツァ、前菜の盛り
合わせ、生ハムなどの美味
しいテイクアウトイタリア
ンを是非ご賞味ください。

　SPADAは、世界で認められたピッツァ職人
(2012年世界ピッツァ職人選手権世界10位、2014
年4位を受賞)がオーナーを勤める岐阜市のイタリ
アンレストランです。経験豊富なスタッフが自家農
園で作った無農薬・減農薬の野菜を使い、美味しい
イタリアンを提供しています。毎週金曜日にJR穂積
駅北口に出店しているキッチンカーでは、焼きたて
ピッツァが購入できます。

SPADAも同時出店！！
ス パ ー ダ

住所:岐阜市河渡4-87 TEL:214-9559 http://pizzeria-spada.com/
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　長良・揖斐（根尾）川に囲まれ、過去幾度となく水害に見舞
われ水との闘いにあけくれ、川とともに生きてきた「瑞穗のあ
ゆみ」を、令和５年度瑞穂市制２０周年を迎えるにあたり、シ
リーズで紹介していきます。今回は、水害が多い低湿地帯に副
業として誕生し「地場産業」となった旧穂積町の「柳行李」
「竹筬」と、地域を支える「企業進出の変遷」を見ていきます。

　地場産業が衰退していく中、昭和30年代から始まる企業誘
致などにより、この地にも多くの企業が進出し、地域の発展に寄
与してきました。そうした企業も、人々の生活様式や国の産業構
造が変化する中、企業自体の盛衰も見られるようになり、瑞穂の
まちづくりにも大きな変化が見られるようになってきました。企業
の変遷・まちづくりの変化を紹介します。

　「柳行李」「竹筬」については、明治・大正・昭和の時代、農家
の副業として行われ、低湿地で毎年のように水害に見舞われ米
の収穫がままならない中、大正時代はその全盛期となりました。
当時の穂積駅周辺は、原料の搬入や製品の搬出で大変賑わって
いたとされます。この地場産業誕生の過程とその後の栄枯盛衰
の過程を紹介します。

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

まちづくり協議会のことや、
駅周辺の取り組みについては 
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 Facebook 

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

11月３日（水・祝）～28日（日）

紛失した場合でも安心
万一紛失した場合でも、窓口で再発行できます。
※事前の登録が必要になります
※再発行時には、デポジット（500円）と手数料が必要です

タッチするだけ、小銭いらず
バスの乗車・降車リーダーにタッチするだけで、簡単に精算
できます。
※バス車内、岐阜バス各営業所で購入、金額のチャージ
（積み増し）ができます

乗り継ぎがお得にできます
「ayuca（アユカ）」対応のバス同士で45分以内に乗り継い
だ場合、乗り継いだバスの運賃が40円割引になります。

　75歳以上のかたは、１０月１２日（火）まで、みずほバ
スを無料でご利用いただけます。この機会にぜひご
利用ください。（通常の乗車料金100円/回）

※降車時に、運転手に「被保険者証」などをご提示ください。
　ご提示いただけない場合は、無料になりません

　コロナ禍で自粛生活が続いているこんな時だからこそ、
JR穂積駅周辺まちづくり協議会ExSite(エキサイト)では、
地域のかたがたや駅の利用者の皆さんが少しでも明る
い気持ちになっていただけるよう、JR穂積駅前で「第3回
JR穂積駅弁当市」を開催します。今回は、これまで大人気
だったお弁当に加え、「秋」ならではの商品も取り揃え、
皆さんをお待ちしております。当日を是非お楽しみに。

みずほバスを無料で
　　　ご利用いただけます

10月12日（火）まで！

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

上水道課より
　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。

量水器番号が各口径の１４－○○○○の量水器

交換を行う前に個別に下記工事業者が訪問し、ご案内をさせていただきます。
（市が発行した身分証を携帯しています。）　※ご不在の場合は、チラシなどでお知らせします

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）
今年度の工事業者は、次のとおりです。
①岐仙設備工業㈲　横屋３６８番地　 ☎３２８-３３７２
②㈱巣南設備　　　十七条２８番地　☎３２８-２５３４

対　　象

交換時期

費　　用

工事業者

漏水調査実施のお知らせ

量水器（水道メーター）取り換えのお知らせ

　貴重な資源である「水」を無駄にしないために、市が委託した調査会社による水道管の漏水調査を実施します。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
対　　象

・調査時には、各ご家庭に設置してあります水道メーター
に調査機器を使用して調査を行います。敷地内の一部に
調査員が立ち入らせていただくことをご了承ください。
・公道の作業では、消火栓・仕切弁付近に調査車両を
停止して作業する場合があります。
・水道メーターボックスの上に物を置かないでください。

お 願 い
調査期間

委託業者

●問い合わせ
　上水道課（巣南庁舎）　☎３２７-２１13●問い合わせ　総合政策課　☎３２７-4128

図書館本館：瑞穂市企画展

川とともに生きてきた
　　　　　  のあゆみ
－ 地場産業「柳行李」「竹筬」の衰退と瑞穂を支える企業の進出 －

やなぎ こう　 り たけ  おさ

休館日：4日（木）、8日（月）、15日（月）、22日（月）、24日（水）
図書館本館　２階 郷土資料コーナー
講 演 会 １１月６日（土）  １３：３０～　定員 ２０名

「（仮題）瑞穂市の地勢と人々のくらし」
山県市文化財保護審議会　西村 覚良 先生

全国的に有名であった地場産業「柳行李」「竹筬」 「地域を支える企業の進出」みずほの新しい産業

▲柳行李

日時：10月20日（水）～22日（金）
の3日間限定！！

時間：第1部 16:00～17:00(予定)
第2部 18:30～19:30(予定)

場所：JR穂積駅南口 

くわしくは、岐阜バスホームページをご覧ください。

ａｙｕｃａのポイント付与サービスが終了になります
ポイント付与終了日：11月30日（火）

後期高齢者医療被保険者証などの年齢が確認
できるものを提示

※既に付与したポイントは引き続きご利用いただけます

みずほバス乗車料金の
お支払いには
ＩＣカード乗車券
ａｙｕｃａ
のご利用が便利です

75歳以上限定

　この機会にぜひご利用ください。

要　件

市内全域
9月1日（水）～令和4年2月26日（土）まで
東和コンサルタント株式会社
別府1397-1　☎327-3997

瑞穂瑞穂

第１部 第2部

●問い合わせ　生涯学習課（巣南庁舎）　☎３２７-２１17

※時間については変更する場合があります。
　詳細はエキサイトのフェイスブックか、
　瑞穂市ホームページをご覧ください

第3回JR穂積駅弁当市を開催します!!

10月20日(水)～22日(金)まで、
弁当市を開催しています
10月20日(水)～22日(金)まで、
弁当市を開催しています

10月22日(金)にSPADAが
キッチンカーを出店します
(16:00～20:00)

10月22日(金)にSPADAが
キッチンカーを出店します
(16:00～20:00)

秋の味覚が
駅前に大集合!!

　11月下旬にJR穂積駅
南にオープン予定の
SPADAも同時出店します。
冷凍ピッツァ、前菜の盛り
合わせ、生ハムなどの美味
しいテイクアウトイタリア
ンを是非ご賞味ください。

　SPADAは、世界で認められたピッツァ職人
(2012年世界ピッツァ職人選手権世界10位、2014
年4位を受賞)がオーナーを勤める岐阜市のイタリ
アンレストランです。経験豊富なスタッフが自家農
園で作った無農薬・減農薬の野菜を使い、美味しい
イタリアンを提供しています。毎週金曜日にJR穂積
駅北口に出店しているキッチンカーでは、焼きたて
ピッツァが購入できます。

SPADAも同時出店！！
ス パ ー ダ

住所:岐阜市河渡4-87 TEL:214-9559 http://pizzeria-spada.com/



広報みずほ・2021.1015 14広報みずほ・2021.10瑞穂市防災読本（ハザードマップ）を無料で配布しています。市民協働安全課まで台風・豪雨に備えてハザードマップと一緒に避難行動判定フローを確認しましょう

　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 

教育総務課 ☎327-2115

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

10月11日（月）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、市ホームぺージ（https://www.city.
　mizuho. lg. jp/9781.htm)からもダウン
ロードできます
　また募集については、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

学校教育課 ☎327-2116

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）

瑞穂市限定デザイン

「瑞穂市緑の募金」「瑞穂市緑の募金」

年賀はがきを販売します！

※瑞穂市、岐阜
市、本巣市、北
方町内のみ

●問い合わせ 総合政策課 ☎327-4128

・郵便局、市役所とも先着順となり、販売分がなくなり次第終了します。
・新型コロナウイルス感染症の状況により変更となる場合があります。
・市役所での販売分は完売した場合、市ホームページとFacebookでお知らせします。
・マスク着用、手指消毒のご協力をお願いします。

令和3年度 運動の実施について
　緑の募金は「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」に基づいて行われま
す。健全な森林整備、国土の保全および水資源のかん養、生活環境の緑化、森林の役
割の啓発などを行う目的で実施しています。
　緑は、水資源を蓄え、土砂の流失を防ぎ、二酸化炭素を吸収し、地球温暖化を防止
し、私たちの心にやすらぎを与えてくれます。

10月1日(金)～31日(日)
11月12日(金)まで

募金にご協力いただけるかたは、自治会を通じて募金をお願いします。

令和2年度瑞穂市内の緑化推進活動事業実績
　岐阜県緑化推進委員会から募金額の一部を事業費としていた
だき、緑化推進事業として馬場公園、南流公園、せせらぎ公園、
穂南公園へクスノキを植樹しました。

●お問い合わせ (公社)岐阜県緑化推進委員会支部 瑞穂市緑の募金会(商工農政観光課内) ☎327-2103

11/1（月）から!11/1（月）から!

緑の募金運動の趣旨1.

募 集 期 間2.

募 金 受 付 期 限3.

募 金 の 方 法4.

 限定
１０万枚
 限定

１０万枚

上半期だけで11件増加しています！
下校途中や帰宅後公園で遊んでいる児童、
生徒にスマートフォンを向けたり、声をかけ
たりする事案が発生（6件が撮影行為）

市内で、声掛け事案が増加しています！

●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

令和３年全国地域安全運動
の実施について

期間 １０月１１日（月）～２０日（水）までの１０日間
※１０月１１日（月）は「安全安心なまちづくりの日」、１０月２０日（水）は「地域安全の日」

　運動期間中における北方警察署管内の活動予定
・商業施設における各種犯罪被害防止広報活動
・MSリーダーズとともに自転車点検および被害防止広報活動
・ドラッグストアにおける万引き被害防止警戒活動
 　皆さんの地域安全運動へのご理解とご協力をよろしくお願いします。

▼1月～6月の市内での声掛け事案

事案1

21時以降は、穂積駅や樽見鉄道駅からの
帰宅途中の女性が声をかけられる事案が
発生（8件が21時以降に発生）

▷JR穂積駅に加え、樽見鉄道沿線3駅に防犯カメラを設置しました。
▷公園についても防犯カメラを順次、設置中です。

事案2

●空気漏れしたものを使用するとバランスを崩し
たりベッドから転落したりすることがあるので、
使用しないようにしましょう。
●購入した際は、商品到着後速やかに空気を入れ
て空気漏れがないかを確認しましょう。
●大きな力でなくても穴があくことがあるので、
周囲に鋭利なものがないことを確認しましょう。
　　　

エアーベッドの空気漏れに注意！消費生活相談室だより

就寝中、エアーベッドの空気が漏れて転落し
首をひねり通院することになった。これまでも

何度か空気が漏れることがあり、継ぎ足しながら使って
いた。

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

ながら見守り

地　　区 令和3年度 前年比 散歩をしながら、畑仕事をしながら、配達をしながら、
などの機会を利用した「ながら見守り」をお願いします。

夜間のひとり歩きの抑止
遅い時間帯での、女性の駅からの帰宅などは、家族が
送迎するなど配意しましょう。

速やかな通報
不審者から声掛けなどがあったら、可能な限り速やかに
110番通報してください。子どもは、「子ども110番の
家」へ駆け込んだり、大声をあげて助けを求めましょう。

穂積地区

巣南地区

合　　計

18件

6件

24件

＋ 6件

＋ 5件

＋ 11件

！

❶ひとりであそばない
❷しらない人について
　いかない
❸だれとどこであそぶか話す

❹大きなこえでさけぶ
❺ちかくの人にたすけを
　もとめる

5つの約束 ～セーフティファイブ～

　この運動は、地域の皆さんと関係機関・団体・警察などがお互いに連携
して、地域ぐるみで地域安全活動に取り組むことにより、犯罪や事故のない
安全で安心して暮らせる地域社会を実現することをねらいとしています。

住宅を対象とした侵入盗（空き巣など）
ドラッグストア対象の万引き
駅駐輪場、商業施設などの自転車盗

・金融機関における各種犯罪被害防止広報活動
・管内学校における不審者対応訓練および被害
  防止講話

重点

販売に関しての注意事項

瑞穂市役所
穂積庁舎 正面玄関

郵便局※

11月3日（水・祝）
11月6日（土）、11月7日（日）

11月1日（月）～ 9：00～

10：00～

９万枚

１万枚

状況に応じ
制限の場合有

100枚/人

場 所 期 間 時 間 枚 数 制 限

1枚58円
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　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 

教育総務課 ☎327-2115

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

10月11日（月）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、市ホームぺージ（https://www.city.
　mizuho. lg. jp/9781.htm)からもダウン
ロードできます
　また募集については、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

学校教育課 ☎327-2116

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）

瑞穂市限定デザイン

「瑞穂市緑の募金」「瑞穂市緑の募金」

年賀はがきを販売します！

※瑞穂市、岐阜
市、本巣市、北
方町内のみ

●問い合わせ 総合政策課 ☎327-4128

・郵便局、市役所とも先着順となり、販売分がなくなり次第終了します。
・新型コロナウイルス感染症の状況により変更となる場合があります。
・市役所での販売分は完売した場合、市ホームページとFacebookでお知らせします。
・マスク着用、手指消毒のご協力をお願いします。

令和3年度 運動の実施について
　緑の募金は「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」に基づいて行われま
す。健全な森林整備、国土の保全および水資源のかん養、生活環境の緑化、森林の役
割の啓発などを行う目的で実施しています。
　緑は、水資源を蓄え、土砂の流失を防ぎ、二酸化炭素を吸収し、地球温暖化を防止
し、私たちの心にやすらぎを与えてくれます。

10月1日(金)～31日(日)
11月12日(金)まで

募金にご協力いただけるかたは、自治会を通じて募金をお願いします。

令和2年度瑞穂市内の緑化推進活動事業実績
　岐阜県緑化推進委員会から募金額の一部を事業費としていた
だき、緑化推進事業として馬場公園、南流公園、せせらぎ公園、
穂南公園へクスノキを植樹しました。

●お問い合わせ (公社)岐阜県緑化推進委員会支部 瑞穂市緑の募金会(商工農政観光課内) ☎327-2103

11/1（月）から!11/1（月）から!

緑の募金運動の趣旨1.

募 集 期 間2.

募 金 受 付 期 限3.

募 金 の 方 法4.

 限定
１０万枚
 限定

１０万枚

上半期だけで11件増加しています！
下校途中や帰宅後公園で遊んでいる児童、
生徒にスマートフォンを向けたり、声をかけ
たりする事案が発生（6件が撮影行為）

市内で、声掛け事案が増加しています！

●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

令和３年全国地域安全運動
の実施について

期間 １０月１１日（月）～２０日（水）までの１０日間
※１０月１１日（月）は「安全安心なまちづくりの日」、１０月２０日（水）は「地域安全の日」

　運動期間中における北方警察署管内の活動予定
・商業施設における各種犯罪被害防止広報活動
・MSリーダーズとともに自転車点検および被害防止広報活動
・ドラッグストアにおける万引き被害防止警戒活動
 　皆さんの地域安全運動へのご理解とご協力をよろしくお願いします。

▼1月～6月の市内での声掛け事案

事案1

21時以降は、穂積駅や樽見鉄道駅からの
帰宅途中の女性が声をかけられる事案が
発生（8件が21時以降に発生）

▷JR穂積駅に加え、樽見鉄道沿線3駅に防犯カメラを設置しました。
▷公園についても防犯カメラを順次、設置中です。

事案2

●空気漏れしたものを使用するとバランスを崩し
たりベッドから転落したりすることがあるので、
使用しないようにしましょう。
●購入した際は、商品到着後速やかに空気を入れ
て空気漏れがないかを確認しましょう。
●大きな力でなくても穴があくことがあるので、
周囲に鋭利なものがないことを確認しましょう。
　　　

エアーベッドの空気漏れに注意！消費生活相談室だより

就寝中、エアーベッドの空気が漏れて転落し
首をひねり通院することになった。これまでも

何度か空気が漏れることがあり、継ぎ足しながら使って
いた。

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

ながら見守り

地　　区 令和3年度 前年比 散歩をしながら、畑仕事をしながら、配達をしながら、
などの機会を利用した「ながら見守り」をお願いします。

夜間のひとり歩きの抑止
遅い時間帯での、女性の駅からの帰宅などは、家族が
送迎するなど配意しましょう。

速やかな通報
不審者から声掛けなどがあったら、可能な限り速やかに
110番通報してください。子どもは、「子ども110番の
家」へ駆け込んだり、大声をあげて助けを求めましょう。

穂積地区

巣南地区

合　　計

18件

6件

24件

＋ 6件

＋ 5件

＋ 11件

！

❶ひとりであそばない
❷しらない人について
　いかない
❸だれとどこであそぶか話す

❹大きなこえでさけぶ
❺ちかくの人にたすけを
　もとめる

5つの約束 ～セーフティファイブ～

　この運動は、地域の皆さんと関係機関・団体・警察などがお互いに連携
して、地域ぐるみで地域安全活動に取り組むことにより、犯罪や事故のない
安全で安心して暮らせる地域社会を実現することをねらいとしています。

住宅を対象とした侵入盗（空き巣など）
ドラッグストア対象の万引き
駅駐輪場、商業施設などの自転車盗

・金融機関における各種犯罪被害防止広報活動
・管内学校における不審者対応訓練および被害
  防止講話

重点

販売に関しての注意事項

瑞穂市役所
穂積庁舎 正面玄関

郵便局※

11月3日（水・祝）
11月6日（土）、11月7日（日）

11月1日（月）～ 9：00～

10：00～

９万枚

１万枚

状況に応じ
制限の場合有

100枚/人

場 所 期 間 時 間 枚 数 制 限

1枚58円
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　リネットジャパンリサイクル（株）では不用パソコンや使用
済小型家電を宅配便によって回収し、これらに含まれる
レアメタルなどの再資源化、ゴミ減量に貢献しています。
　パソコンを中心に400品目以上を対象とし、段ボール
１箱の回収を1,650円（税込）、パソコンを含む場合は無料
で回収しています。

●問い合わせ　環境課（巣南庁舎）　☎327-4127

不用パソコンなどを宅配便で回収！
　使用済小型家電の再資源化促進を図るため、市は同社
と連携と協力に関する協定を締結しています。
　みなさんもぜひ宅配便による回収をご利用ください。

宅配便による回収のご利用方法などくわ
しくはリネットジャパンリサイクル（株）
ホームページをご覧ください。
https://www.renet.jp

市と協定を締結した安全・安心なサービス

農作業事故に対する安全対策を確認しましょう！
　「自分は大丈夫」という認識を「自分も事故を起こすかもしれない」という認識に改めて、事故を未然に防
ぐため、次の９つのポイントを守りましょう。

農作業による事故防止のために
安全確認が重要です！

商工農政観光課
からのお知らせ

リネットジャパンリサイクル（株）をご存知ですか？

●問い合わせ　
　市民課　
　☎327-4113

マイナンバーカード・電子証明書には有効期限があります

農作業安全確認９つのポイント⚠
1. 作業に適した服装など身支度を整える。
2. 点検は安全作業の第一歩。機械の日常点検、定期点検を行う。
3. 安全キャブフレームのあるトラクターを使用し、シートベルトを着用する。
4. 走行時は路面状態や障害物に注意する。
5. 作業が終わったら、ほ場を出る前に左右のブレーキを連結する。
6. こまめに休憩をとる。
7. ほ場退出時は作業機を下げて直角の向きで退出する。
8. 複数人での作業時には合図をするなど、声をかけあってお互いに安全を確認する。
9. 「お疲れさま」「おかえりなさい」のあいさつを習慣にする。

　また、最近では一人で農作業を行うかたが増えてきましたが、携帯電話を持ち歩き非常時には連絡がとれ
る環境を整えておきましょう。

有効期限が過ぎた場合
・身分証明書として使用できません。
・コンビニ交付サービスが利用できません。

更新手続きは？
・いずれも有効期限の3か月前から手続きできます。
・更新にかかる手数料は無料です。

有効期限内に手続きを行ってください。
　詳細は、地方公共団体情報システム機構のホームページ
（https://www.jpki.go.jp/procedure/period.html)
をご覧ください。

※マイナンバーカード交付の際に決めていただいた
暗証番号は、諸手続きの際に必要になります。大切
に保管をお願いします

マイナンバーカード
電 子 証 明 書

：市民課（穂積庁舎）
：市民課（穂積庁舎）、
 市民窓口課（巣南庁舎）

更新場所

ご確認ください!
●問い合わせ　商工農政観光課（巣南庁舎） ☎327-2103

8月１７日
（火）

　市内在住の中学生奥川薫英さんが、国内最大級のピア
ノ大会である第45回ピティナ・ピアノコンペティションの
全国大会への出場を報告しました。奥川さんは3月に開催
された別のピアノ大会で全国3位となりましたが、ミスも
あり、満足のいく演奏ではありませんでした。その時の演
奏曲が、今大会の高校3年生以下が参加可能な「F級」の
課題曲の一つであったことから、中学2年生以下が参加
できる「D級」でなく、「F級」への出場を決意、練習を重ね
ました。過去の自分を乗り越えるべく「F級」に挑み、地区
予選、地区本選を勝ち抜いた奥川さんは「プレッシャーは
感じるが、丁寧な演奏を心がけたい」と全国大会への意気
込みを語りました。

場所：公室第45回ピティナ・ピアノコンペティションへの
出場報告
第45回ピティナ・ピアノコンペティションへの
出場報告

▲地区予選、地区本選の結果と全国大会への出場を報告する奥川薫英さん(右)

しえん

9月１日
（水）

　瑞穂市はあいおいニッセイ同和損害保険株式会社と 
2019年9月に「地域活性化に関する連携協定」を締結
し、地域課題の解決に向けて共に取り組んでいます。
　この度、瑞穂市が推進する地方創生事業にご賛同いた
だき、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)として10 
万円のご寄附をいただきましたので、その感謝の意を表
して、感謝状を贈呈しました。あいおいニッセイ同和損害
保険株式会社岐阜支店の原支店長は、あいさつの中で
「瑞穂市の豊かなにぎわいの創出の一助になればと考え
ている。今後もSDGsの活動に最大限協力していきた
い。」と話されました。

場所：公室

▲感謝状を受けとる原支店長（右から2人目）

▲柴田澪さん（写真中央）

企業版ふるさと納税に対する感謝状贈呈式企業版ふるさと納税に対する感謝状贈呈式

　新型コロナウイルス感染症予防の啓発ラッピングを施した
給食センター車が運行を開始しました。車両荷台の両側面に
「３つの密を避けましょう」「手を洗おう！」などのメッセージとと
もに、かきりんや地元食材のイラストが描かれています。
　毎日市内の小・中
学校などに給食を配
送していますので、た
くさんのかたに見て
いただき、感染症予
防意識の高揚、啓発
に役立てていきます。

ラッピング給食センター車が
運行開始
ラッピング給食センター車が
運行開始

9月13日
（月） 場所：瑞穂市給食センター

長寿者褒賞授与
９９歳おめでとうございます

9月8日
（水）

柴田 澪 さん

▲ラッピングされた給食センター車
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●問い合わせ　教育総務課（巣南庁舎）　☎327-2115

　全国建設労働組合総連合(全建総連)巣南支部の皆さんが、巣南地区の保育所のために、木製の作品棚などを作って
くださいました。 全建総連巣南支部の皆さんからは、20年以上も前から保育・教育センターに手作りの木製品を提供し
ていただいています。

手作り木製品を保育所へ
8月全建総連巣南支部による製作ボランティア

たくさんチラシを入れることができるので、
保護者の皆さんにもいろんなお知らせを見
ていただきやすくなると思います。キャス
ターも付いていて動かしやすいです。

今まではホワイトボードを床に直接置くこと
しかできませんでしたが、いただいた棚を
使って見やすく掲示することができます。子
どもたちにとっても安全なので、嬉しいです。

いつも素晴らしい木製品を作っていただ
いています。 棚は前後両方が開いている
ので、子どもたちの作品などをたくさん飾
ることができそうです。

子どもたちの作品やおもちゃを飾る
棚と靴箱を作っていただきました。

お知らせ配布用のチラシ入れを
作っていただきました。

お知らせを掲示するためのホワイト
ボード入れを作っていただきました。

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

みずほ教育便
Vol.54

教育
委員
会発

●問い合わせ　学校教育課(巣南庁舎)　☎327-2116

タブレット端末を活用した授業風景

穂積北中学校

　市では、市内小・中学校のすべての子どもたちに1人1台タブレット端末を貸与しました。子どもたちがタブレット端末
を、鉛筆やノートと並ぶ「新しい文房具」として日常的に活用して問題解決することを学び、未来を切り拓く力を育てる
ことを目指しています。
　今月は、小学校や中学校でのタブレット端末を活用した授業のようすを紹介します。

中小学校

植物の成長の記録 個別の指導

自己紹介プレゼンテーション

意見交流

調べ学習

画像で記録でき
る!

伝えやすい!

広報みずほ・2021.1019
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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

10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

10：00
～11：30

10：30
～13：00

13：30
～14：30

200円
＋ランチ代

500円

200円
＋材料費1,000円

200円
＋材料費300円

200円
＋材料費150円

200円
＋材料費100円

10：30
～14：00

10：30
～11：30

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、新型コロナウイ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。
☆10月の講座は9月1日(水)から予約を開始しています。
☆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♡
☆新型コロナウイ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事があります。あらかじめご了承願います。

※各事業要予約

日にち 事業
羊毛を使って愛らしい「木の葉の妖精さん」を作ります。手し
ごとが初めてというかたもお気軽にご参加ください。 森純子氏

秦理絵子氏

小川直美氏

支援センター

支援センター

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

6日(水)

6日(水)

25日(月)

26日(火)

27日(水)

28日(木)

週１～2回

おひさまセミナー

シュタイナー教育講座

アロマ講座

明正会

養生講座

こびとカフェ

LINK-UP
みずほ

19日（火）

26日（火）

時間内容 講師 参加費

プロカメラマンに技を伝授していただきましょう！基礎からやさしく丁寧
に教えてくださいます。園庭で実践し、コツをバッチリ習得しましょう♪

芸術の秋！オイリュトミーの基礎と秋のオイリュトミーを行います。
シュタイナー教育の芸術運動です。動きやすい服装でご参加ください。

手しごと講座

写真の撮り方講座
＆ランチ

シュタイナー教育

10：30
～11：30お誕生日会

10：30
～11：30マーム広場

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

「講話とおしゃべり会」～子育ての悩みイッキに解消！～
講師：「ひよこ助産所」吉良光代氏　対象：1回目10組 2回目10組 託児なし

＊お子さんと遊びながらお話が聞けますよ！
「お楽しみ劇場」と「遊び」～おはなし出てこい！～ 講師：センター職員 対象：6組 託児なし

予約申込期間：１０月１３日（水）～１５日（金） ９：３０～１５：００
の間に各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

13日（水）
27日（水）

6日（水）
20日（水）

21日（木）
28日（木）

21日（木）

27日（水）

別府支援センター
牛牧支援センター

別府支援センター

牛牧支援センター

5日（火）
20日（水）

別府支援センター
牛牧支援センター

●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

13：00
～14：30

10：30
～11：30

200円

500円

200円

無料

200円

350円

10：00～12：00

別支　1回目 １０：００～１０：４５
　　　2回目 １１：００～１１：４５
牛支　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

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。

園の周りをぐるっとお散歩して、小さな秋見つけ♪きれいな色の葉っぱを
集めたら、どんぐりや小枝と窓飾りを作ります。季節のおやつもお楽しみに！！

『私とシュタイナー教育』“オイリュトミーの素晴らしさをもっと伝えたい”と世界で
ご活躍中の秦先生！親としてできること、子育てが楽しくなる秘訣が詰まっています。

『自分でもできる免疫を上げるためのツボ講座』“日常生活の過ごし方、見方が
変わる♬”とのお声も多く、薬剤師・鍼灸師である野崎先生による、人気の講座です。

『親子ふれあい遊び』瑞穂市で活躍している高木先生による、親子で
楽しめるふれあい遊びですよ～！季節の遊び、歌、本…盛りだくさんです♬
『オリジナルリップクリーム』毎回大人気のリップクリーム♡天然由来成分１００％で
お子さんと一緒に使っていただけますよ。これからの季節に大活躍間違いなしですね!!
『季節の折り紙』折り紙歴40年の明正会さんの技は正に“折
り紙付き”折り紙で季節を感じてみませんか。持ち物：折り紙

10月のおやつはお楽しみ♡お子さんにも安心安全な材料を使ったおやつを、親子で
楽しみに来てください♬　※アレルギーお持ちのかたは事前にお知らせください

　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。

リング・トリオアンサンブル

高木諭美氏

高橋佑佳氏

明正会

－

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

日本オイリュトミー芸術協会代表
秦理絵子氏

10：30
～11：30

『♪親子で楽しむ音楽会♪』赤ちゃんから参加できる音楽会です。本物の楽器
にも触れることのできる貴重な機会です。お子さまに是非“本物の体験”を…。

8日（金）
28日（木）

子育て世帯生活支援特別給付金の申請はお済ですか？申請期限は令和4年2月28日（月）です。
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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

10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

10：00
～11：30

10：30
～13：00

13：30
～14：30

200円
＋ランチ代

500円

200円
＋材料費1,000円

200円
＋材料費300円

200円
＋材料費150円

200円
＋材料費100円

10：30
～14：00

10：30
～11：30

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、新型コロナウイ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。
☆10月の講座は9月1日(水)から予約を開始しています。
☆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♡
☆新型コロナウイ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事があります。あらかじめご了承願います。

※各事業要予約

日にち 事業
羊毛を使って愛らしい「木の葉の妖精さん」を作ります。手し
ごとが初めてというかたもお気軽にご参加ください。 森純子氏

秦理絵子氏

小川直美氏

支援センター

支援センター

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

6日(水)

6日(水)

25日(月)

26日(火)

27日(水)

28日(木)

週１～2回

おひさまセミナー

シュタイナー教育講座

アロマ講座

明正会

養生講座

こびとカフェ

LINK-UP
みずほ

19日（火）

26日（火）

時間内容 講師 参加費

プロカメラマンに技を伝授していただきましょう！基礎からやさしく丁寧
に教えてくださいます。園庭で実践し、コツをバッチリ習得しましょう♪

芸術の秋！オイリュトミーの基礎と秋のオイリュトミーを行います。
シュタイナー教育の芸術運動です。動きやすい服装でご参加ください。

手しごと講座

写真の撮り方講座
＆ランチ

シュタイナー教育

10：30
～11：30お誕生日会

10：30
～11：30マーム広場

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

「講話とおしゃべり会」～子育ての悩みイッキに解消！～
講師：「ひよこ助産所」吉良光代氏　対象：1回目10組 2回目10組 託児なし

＊お子さんと遊びながらお話が聞けますよ！
「お楽しみ劇場」と「遊び」～おはなし出てこい！～ 講師：センター職員 対象：6組 託児なし

予約申込期間：１０月１３日（水）～１５日（金） ９：３０～１５：００
の間に各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

13日（水）
27日（水）

6日（水）
20日（水）

21日（木）
28日（木）

21日（木）

27日（水）

別府支援センター
牛牧支援センター

別府支援センター

牛牧支援センター

5日（火）
20日（水）

別府支援センター
牛牧支援センター

●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

13：00
～14：30

10：30
～11：30

200円

500円

200円

無料

200円

350円

10：00～12：00

別支　1回目 １０：００～１０：４５
　　　2回目 １１：００～１１：４５
牛支　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

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。

園の周りをぐるっとお散歩して、小さな秋見つけ♪きれいな色の葉っぱを
集めたら、どんぐりや小枝と窓飾りを作ります。季節のおやつもお楽しみに！！

『私とシュタイナー教育』“オイリュトミーの素晴らしさをもっと伝えたい”と世界で
ご活躍中の秦先生！親としてできること、子育てが楽しくなる秘訣が詰まっています。

『自分でもできる免疫を上げるためのツボ講座』“日常生活の過ごし方、見方が
変わる♬”とのお声も多く、薬剤師・鍼灸師である野崎先生による、人気の講座です。

『親子ふれあい遊び』瑞穂市で活躍している高木先生による、親子で
楽しめるふれあい遊びですよ～！季節の遊び、歌、本…盛りだくさんです♬
『オリジナルリップクリーム』毎回大人気のリップクリーム♡天然由来成分１００％で
お子さんと一緒に使っていただけますよ。これからの季節に大活躍間違いなしですね!!
『季節の折り紙』折り紙歴40年の明正会さんの技は正に“折
り紙付き”折り紙で季節を感じてみませんか。持ち物：折り紙

10月のおやつはお楽しみ♡お子さんにも安心安全な材料を使ったおやつを、親子で
楽しみに来てください♬　※アレルギーお持ちのかたは事前にお知らせください

　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。

リング・トリオアンサンブル

高木諭美氏

高橋佑佳氏

明正会

－

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

日本オイリュトミー芸術協会代表
秦理絵子氏

10：30
～11：30

『♪親子で楽しむ音楽会♪』赤ちゃんから参加できる音楽会です。本物の楽器
にも触れることのできる貴重な機会です。お子さまに是非“本物の体験”を…。

8日（金）
28日（木）

子育て世帯生活支援特別給付金の申請はお済ですか？申請期限は令和4年2月28日（月）です。
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22マイナンバーカードを作りませんか？（詳細は市民課まで）広報みずほ・2021.1023 22広報みずほ・2021.10マイナポイント付与の対象は、12月末までに行ったチャージまたはお買い物です。

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。なお、感染症拡大の状況か
ら判断し、中止する場合があります。
■日 10月21日（木）　13：00～16：00
■所  総合センター １階  地域福祉ルーム
■申  ■問  税務課　☎３２７-４１１２

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 10月6日（水）、20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）

■料  無料
■対 60歳以上で要介護・要支援認定
を受けていないかた

■申  地域福祉高齢課　☎327-4126
（予約は各実施日の前日まで）
お申込みお待ちしています！

オンライン里親を知る会
お知らせ

　里親制度は、さまざまな事情で
家族と暮らせない子どもたちを、一
般の家庭で預かり、社会のみんな
で育てていく“子どものため”の制
度です。
　「里親を知りたいかた」も「里親に
なりたいかた」もぜひご参加くださ
い。
■日 10月12日（火）、11月9日（火）、
　12月14日（火）
　 各回とも10：00～12：00（1世
帯30分程度）※事前予約が必要

　ビデオ会議ツール「Ｚoom」を使
用したオンライン面談を実施

■申  ■問 岐阜県中央こどもセンター
　　　☎201-1582

離婚時の年金分割制度の
お知らせ

お知らせ

　離婚した場合、お二人の婚姻期
間について、厚生年金の支給額の
計算の基となる報酬額を分割し
て、年金額をお二人で分割できま
す。原則として離婚後２年以内に手
続を行っていただく必要があるの
で、お早めにご相談ください。
■問 岐阜北年金事務所　☎294-6364

国民健康保険・後期高齢者医療の
保険証は受け取られましたか?

お知らせ

　7月中旬に、翌年7月末日有効期限
の保険証を簡易書留で発送しました。
　まだ受け取られていない場合は
下記のとおり医療保険課にて受け
取りをお願いします。 
①ご本人・同じ世帯のかたが来ら
　れる場合
　本人確認ができるもの(マイナ
　ンバーカード、運転免許証など)
　をお持ちください 
②①以外のかたが来られる場合
　委任状が必要ですので事前にお
　問い合わせください
　※保険税の未納で保険証をお送
　　りできない場合もあります 
■問 医療保険課
　  ☎327-4159　　327-4556
　  　 iryouho@city.mizuho.lg.jp

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

10/7
（木）

10/13
（水）

ふなぶせ

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）
※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

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 10月11日（月）・25日（月） 9：30～11：30
■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

ねんりんピックぎふ2021
中止のお知らせ

お知らせ

　10月30日(土)から11月2日(火)
にかけて本県で開催を予定していま
した「ねんりんピックぎふ2021」は 
新型コロナウイルス感染症拡大防止
の観点から開催中止となりました。 
■問 岐阜県清流の国推進部ねんりん
　 ピック推進事務局
　☎272-1111（内線3206） 

社会生活基本調査について
お知らせ

　総務省統計局（岐阜県）では、10
月20日（水）現在で社会生活基本調
査を実施します。
　この調査は、わたしたちが１日のう
ちどのくらいの時間を仕事、家事、地
域での活動などに費やしているか
や、過去１年間の自由時間にどのよ
うな活動を行ったかについて調査
し、仕事と生活の調和（ワーク・ライ
フ・バランス）の推進、少子高齢化対
策などの政策に必要な基礎資料を
得ることを目的として実施します。
　10月上旬から中旬にかけて、調査
員が調査をお願いする世帯に伺い
ますので、調査の趣旨をご理解いた
だき、ご回答をお願いいたします。
■問 岐阜県環境生活部統計課
　☎272-1111（内線2089・2090）

ピア相談（当事者による相談）
を開設

お知らせ

　令和３年度4月・7月・10月・1月
のこころの相談の際、こころの病気
でお悩みの当事者・ご家族からの
ご相談を、相談支援専門員と当事
者が応じる機会と自由に過ごして
いただける場を設けました。
　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。
■日 10月7日（木）　13：30～15：30
■所 総合センター
　相談室3・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

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。

《瑞穂市の特産物「柿」を使った
  簡単レシピ大募集！！》

《ハロウィンイベントのご案内》

※制作に必要なものはコミセンで用意します

　みなさんの工夫を凝ら
したレシピをお待ちして
います。応募いただいた
レシピは、コミュニティセ
ンターで展示させていただきます。　
※くわしい応募方法は各コミュニティセンターでお尋ねください
■募集期間
　１0月１5日（金）～
　１１月１４日（日）まで
■展示期間
　１１月１７日（水）～
　１２月１９日（日）まで

■内　容：ハロウィンにちなんだカボチャや魔女、お化けなどのお面作りをします。
　　　　カボチャなどの塗り絵に色をぬり、お面の形に切り取ります。
■期　間：１０月１１日（月）～１０月３１日（日）　９時～２０時
※１０月１８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。

　NPO法人キッズスクエア瑞穂と市内の中学校が協力
して行う保育体験の授業に協力いただく乳幼児親子を募
集します。

生後3か月くらい～3歳のお子さん(未満児) 
※中学生が託児をしている間、ママやパパは自
　由時間です

くわしい日程や会場はキッズスクエア瑞穂ホー
ムページ(http://kidssq.org/)をご覧のうえ、
お申し込みください。またメールアドレス
(kids.sq@dream.com)へ「メルマガ希望」と
メールを送信いただければ、直接情報をお知ら
せできます。

無料

●問い合わせ　NPO法人キッズスクエア瑞穂　☎326-2236

感染予防対策を実施し、おとなスタッフが中学
生に寄り添ってサポートしますので、安心してお
預け下さい。
※感染状況によっては実施しない場合があります

対　象

申　込

参加費

中学生の乳幼児保育体験授業 協力者募集!Pick Up!

　この授業は17年前から行っており、昨
年は中止となりましたが、令和元年度は年
間のべ800人の乳幼児を中学生が託児し
ました。
　中学生時代に保育体験を経験したかた
が親子さんとなって託児協力をいただき、
託児されていた子が中学生となって保育
体験をする循環も始まっています。次代の
若者のためにぜひご協力をお願いします。

乳幼児保育体験授業とは
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22マイナンバーカードを作りませんか？（詳細は市民課まで）広報みずほ・2021.1023 22広報みずほ・2021.10マイナポイント付与の対象は、12月末までに行ったチャージまたはお買い物です。

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。なお、感染症拡大の状況か
ら判断し、中止する場合があります。
■日 10月21日（木）　13：00～16：00
■所  総合センター １階  地域福祉ルーム
■申  ■問  税務課　☎３２７-４１１２

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 10月6日（水）、20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）

■料  無料
■対 60歳以上で要介護・要支援認定
を受けていないかた

■申  地域福祉高齢課　☎327-4126
（予約は各実施日の前日まで）
お申込みお待ちしています！

オンライン里親を知る会
お知らせ

　里親制度は、さまざまな事情で
家族と暮らせない子どもたちを、一
般の家庭で預かり、社会のみんな
で育てていく“子どものため”の制
度です。
　「里親を知りたいかた」も「里親に
なりたいかた」もぜひご参加くださ
い。
■日 10月12日（火）、11月9日（火）、
　12月14日（火）
　 各回とも10：00～12：00（1世
帯30分程度）※事前予約が必要

　ビデオ会議ツール「Ｚoom」を使
用したオンライン面談を実施

■申  ■問 岐阜県中央こどもセンター
　　　☎201-1582

離婚時の年金分割制度の
お知らせ

お知らせ

　離婚した場合、お二人の婚姻期
間について、厚生年金の支給額の
計算の基となる報酬額を分割し
て、年金額をお二人で分割できま
す。原則として離婚後２年以内に手
続を行っていただく必要があるの
で、お早めにご相談ください。
■問 岐阜北年金事務所　☎294-6364

国民健康保険・後期高齢者医療の
保険証は受け取られましたか?

お知らせ

　7月中旬に、翌年7月末日有効期限
の保険証を簡易書留で発送しました。
　まだ受け取られていない場合は
下記のとおり医療保険課にて受け
取りをお願いします。 
①ご本人・同じ世帯のかたが来ら
　れる場合
　本人確認ができるもの(マイナ
　ンバーカード、運転免許証など)
　をお持ちください 
②①以外のかたが来られる場合
　委任状が必要ですので事前にお
　問い合わせください
　※保険税の未納で保険証をお送
　　りできない場合もあります 
■問 医療保険課
　  ☎327-4159　　327-4556
　  　 iryouho@city.mizuho.lg.jp

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

10/7
（木）

10/13
（水）

ふなぶせ

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）
※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

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 10月11日（月）・25日（月） 9：30～11：30
■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

ねんりんピックぎふ2021
中止のお知らせ

お知らせ

　10月30日(土)から11月2日(火)
にかけて本県で開催を予定していま
した「ねんりんピックぎふ2021」は 
新型コロナウイルス感染症拡大防止
の観点から開催中止となりました。 
■問 岐阜県清流の国推進部ねんりん
　 ピック推進事務局
　☎272-1111（内線3206） 

社会生活基本調査について
お知らせ

　総務省統計局（岐阜県）では、10
月20日（水）現在で社会生活基本調
査を実施します。
　この調査は、わたしたちが１日のう
ちどのくらいの時間を仕事、家事、地
域での活動などに費やしているか
や、過去１年間の自由時間にどのよ
うな活動を行ったかについて調査
し、仕事と生活の調和（ワーク・ライ
フ・バランス）の推進、少子高齢化対
策などの政策に必要な基礎資料を
得ることを目的として実施します。
　10月上旬から中旬にかけて、調査
員が調査をお願いする世帯に伺い
ますので、調査の趣旨をご理解いた
だき、ご回答をお願いいたします。
■問 岐阜県環境生活部統計課
　☎272-1111（内線2089・2090）

ピア相談（当事者による相談）
を開設

お知らせ

　令和３年度4月・7月・10月・1月
のこころの相談の際、こころの病気
でお悩みの当事者・ご家族からの
ご相談を、相談支援専門員と当事
者が応じる機会と自由に過ごして
いただける場を設けました。
　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。
■日 10月7日（木）　13：30～15：30
■所 総合センター
　相談室3・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

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。

《瑞穂市の特産物「柿」を使った
  簡単レシピ大募集！！》

《ハロウィンイベントのご案内》

※制作に必要なものはコミセンで用意します

　みなさんの工夫を凝ら
したレシピをお待ちして
います。応募いただいた
レシピは、コミュニティセ
ンターで展示させていただきます。　
※くわしい応募方法は各コミュニティセンターでお尋ねください
■募集期間
　１0月１5日（金）～
　１１月１４日（日）まで
■展示期間
　１１月１７日（水）～
　１２月１９日（日）まで

■内　容：ハロウィンにちなんだカボチャや魔女、お化けなどのお面作りをします。
　　　　カボチャなどの塗り絵に色をぬり、お面の形に切り取ります。
■期　間：１０月１１日（月）～１０月３１日（日）　９時～２０時
※１０月１８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。

　NPO法人キッズスクエア瑞穂と市内の中学校が協力
して行う保育体験の授業に協力いただく乳幼児親子を募
集します。

生後3か月くらい～3歳のお子さん(未満児) 
※中学生が託児をしている間、ママやパパは自
　由時間です

くわしい日程や会場はキッズスクエア瑞穂ホー
ムページ(http://kidssq.org/)をご覧のうえ、
お申し込みください。またメールアドレス
(kids.sq@dream.com)へ「メルマガ希望」と
メールを送信いただければ、直接情報をお知ら
せできます。

無料

●問い合わせ　NPO法人キッズスクエア瑞穂　☎326-2236

感染予防対策を実施し、おとなスタッフが中学
生に寄り添ってサポートしますので、安心してお
預け下さい。
※感染状況によっては実施しない場合があります

対　象

申　込

参加費

中学生の乳幼児保育体験授業 協力者募集!Pick Up!

　この授業は17年前から行っており、昨
年は中止となりましたが、令和元年度は年
間のべ800人の乳幼児を中学生が託児し
ました。
　中学生時代に保育体験を経験したかた
が親子さんとなって託児協力をいただき、
託児されていた子が中学生となって保育
体験をする循環も始まっています。次代の
若者のためにぜひご協力をお願いします。

乳幼児保育体験授業とは



　10月といえばハロウィン。楽しいハロウィン
パーティーに欠かせないものといえば、見た目
にもこだわったお料理ではないでしょうか。
　なかなかインパクトのある書名のこの本に
は、怪しく光るゼリーに指クッキー、お化けワンタンに黒猫ごはん
など、キュートなスイーツから、おどろおどろしい見た目のホラー料
理まで、数々のメニューが掲載されています。少ない材料に一工夫
するだけの簡単なものもあるので、手間をかけずに華やかなお料
理やスイーツが楽しめますよ。
　そして、これらのメニューのポイントは、ちゃんとおいしいこと！見
た目だけでなく、ひと口食べたら止まらなくなるサプライズとエン
ターテインメント満載のキモめし料理で、ぜひハロウィンを楽しん
でください。

キモめし
著　者 : 五条 まあさっちん
出版社 : 主婦と生活社　
出版年 : 2019年10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

今月のテーマ本

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
（9/15現在）

図書館企画

日　時　11月12日（金）　10：30～12：00
場　所　分館絵本フロア
定　員　25名
対象者　子どもに関わるかたどなたでも
内　容　絵本や子育てへの思いをお話していた
　　　　だきます。
※事前の申し込みが必要です。（10月下旬から受付開始予定）
　くわしくは、図書館ホームページなどでお知らせします

絵本作家 ひぐちみちこさん 講演会
『子どもからのおくりもの』
～親であることを楽しむために～期　間　10月1日（金）～10月31日（日）

場　所　本館カウンター付近
対象者　どなたでも
内　容　今まで読んで心に残った本や
　　　　おススメの本を用紙に書いて、
　　　　『柿の木』に形作ったパネルに
　　　　貼ってください。
　　　　図書館の蔵書で紹介された本
　　　　も展示します。

かきりんといっしょに
本の木を育てよう！

8月24日（火）から9月30日（木）まで、新型
コロナウィルス感染症拡大防止のため、
図書館は臨時休館しています。

10月1日（金）から、本館および分館は、滞
在時間の制限などの条件付きで、館内に
入っての「貸出サービス」など、一部のサー
ビスを再開する予定です。

くわしくは、電話や図書館ホームページで
ご確認ください。

なお、新型コロナウィルスの感染状況により、開館
や企画実施の対応が変更になる場合があります。

【利用について】
・ 滞在時間は60分以内でお願いします。
・ 持ち込みの勉強（学習）はできません。
・ 消毒作業を行うため、机や椅子の利用 
　は、17：45まででお願いします。 今後の図書館企画（予定）

11月下旬 分館　かきりん村のみのりの秋
12月上旬 本館　リサイクルフェア
12月上旬 本館　始まりの一行で本を選んでみませんか
12月中旬 分館　クリスマスコンサート

いろいろおいしそう

実りの秋・ハロウィンの本

本
館
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「読書のまち みずほ」市では「読書のまち」をめざして、子どもの読書活動を推進しています

「ギャラリーみずほ～
巣ごもり作品展～」作品募集

お知らせ

　コロナ禍で家にいる時間が長くなりま
した。絵を描いたり工作をしたりして、で
きあがった作品を展示してみませんか？
■日  11月2日（火）～16日（火）※展示期間
■所 巣南公民館　ロビー
■料  無料
〈作品の応募〉
■対  市内在住・在勤・在学のかた
■応  市民センター・総合センター・巣
南公民館・生涯学習課に設置し
たチラシ裏面の利用申込書に必
要事項を記入のうえ、作品の写
真などを添付して提出

■〆  10月19日（火）（延長の可能性あり）
■申  ■問   生涯学習課　☎327-2117

10月18日（月）～24日（日）
は「行政相談週間」です

お知らせ

　行政相談とは…
　皆さんは暮らしの中で役所の仕
事について不満を感じたり、よく分
からないということはありません
か？そんなあなたの声を総務大臣
が委嘱した行政相談委員がお聴き
します。
　相談は無料で、秘密は固く守られ
ますのでお気軽にご相談ください。
　なお、総務省岐阜行政相談セン
ターでは、いつでも行政相談に応じ
ています。
相談事例　
●道路の危険な箇所を直して欲しい
●役所への手続きがわからない
〈瑞穂市〉
■日  ■所 偶数月第１火曜日
　　　総合センター１階
　　　奇数月第１火曜日
　　　老人福祉センター
　　　 13：00～15：00（予約不要）
■問 地域福祉高齢課　☎327-4126
　　社会福祉協議会　☎327-8610
　 　社会福祉協議会巣南支部
　 ☎328-5174
〈行政相談センター〉
岐阜市金竜町5－13岐阜合同庁舎
☎0570-090110　　248-6755
HP:http://www.soumu.go.jp/
kanku/chubu/gifu.html

中小企業者の皆さまへ
先端設備など導入を
ご検討ください

お知らせ

　先端設備等導入計画は、中小企
業等経営強化法に基づき中小企業
者の皆さまが設備投資を通じて労
働生産性の向上を図るための計画
です。市の認定を受けた場合、固定
資産税の特例措置などを受けるこ
とが可能です。
　この度、市は国の同意を得て導
入促進基本計画を延長し、それに
伴い特例措置を受けられる期間も
延長されましたので、この機会にぜ
ひ、先端設備などの導入をご検討く
ださい。くわしくは市ホームページ
をご覧ください。
■問 商工農政観光課
　　☎327-2103

市有財産の
売払いについて

お知らせ

　次のとおり市有地の売払いを競
争入札により行います。
■日 11月29日（月）　10：00～
■所 穂積庁舎　３階第１会議室　
●物件
〇所在地番
　瑞穂市野白新田字新田200番1
〇地目・地積
　田　291㎡（公簿）
　　　291.05㎡（実測）
〇予定価格　
　116.5万円
■〆  11月15日（月）
■応  　

■申  ■問   財務情報課　☎327-4131

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。

能面検事の奮迅

藤田孝典

著者名

毎日新聞出版
出版社

コロナ貧困
絶望的格差社会
の襲来

中山七里

著者名

光文社
出版社

タンポポのたね
どうしてとんで
いくの？

文一出版
出版社

著者名
絵　　ごとうまきこ
文　　かんちくたかこ
監修　多田多恵子

　「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

瑞穂市文化講演会 
延期のお知らせ

お知らせ

　10月17日(日)に開催を予定してい
ました瑞穂市文化講演会は、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため令
和4年2月に延期します。詳細が決ま
りましたら、本紙でお知らせします。
■問 生涯学習課　☎327-2117

文芸誌「光」の原稿を募集
文化協会

　今年度の題は「光」です。
　光の文字から連想される事を原
稿用紙800字以内で綴ってくださ
い。
　書写・絵画・写真・詩・俳句・短歌
など何でもいいです。
■〆  11月末日　文化協会事務局まで

公開講座
文化協会

◎太極拳体験講座(瑞穂市太極拳協会）
　運動のできる服装、シューズ、飲
み物など　
■日 10月6日（水）・13日（水）
　 9：00～10：30
■所 市民センター　球技場（6日）
　市民センター　剣道場（13日）
どちらか1日だけでも構いません。
■料 無料
■応   ■〆  直接会場へ
■問 成田（☎327-0456）　

◎生け花公開講座（由月会）
■日 10月17日（日）
　10：30～15：00
■所 巣南公民館　和室研修室１
■料  材料費　700円
■対 一般男女
■申  中林（☎090-8070-0648）

▲６月の市民センターでのようす

　毎年、10月に実施している「法令
講習会および優良運転者表彰伝達
式」は、新型コロナウイルス感染症
拡大防止の観点から中止します。
■問  市民協働安全課
　　☎327-4130

法令講習会および
優良運転者表彰伝達式
の中止のお知らせ

■日 11月6日(土)～12月4日(土)
　 13:00～17:00 毎週土曜日 全5回
■所 本田小学校体育館
■料  1人 300円
■対 市内在住の小学3年～6年生の男女
■定  20名
※定員を超えた場合は抽選
■〆  10月22日（金）
※ラケットは各自でご用意ください

小学生バドミントン教室 
参加者募集! 

体育協会

■日 11月21日（日）　9：15～
■所 生津スポーツ広場テニスコート 
　 種別:ミックスダブルス
■対 市内在住・在勤の中学生以上のかた
■料  1人 500円
■〆  10月27日（水）

瑞穂市硬式テニス
ミックス 大会

体育協会

　12月に開催を予定していました「瑞穂
市綱引き大会」は、新型コロナウイルス感
染拡大防止の観点から、大会を中止します。

「瑞穂市綱引き大会」
中止のお知らせ

体育協会

　11月以降に開催を検討しており
ました「わんぱくすもう大会」は、新
型コロナウイルス感染拡大防止の
観点から大会を中止します。

「わんぱくすもう大会」
中止のお知らせ

体育協会

お知らせ

市有財産一般競争入札参加申
込書兼受付書に必要書類を添え
て提出



　10月といえばハロウィン。楽しいハロウィン
パーティーに欠かせないものといえば、見た目
にもこだわったお料理ではないでしょうか。
　なかなかインパクトのある書名のこの本に
は、怪しく光るゼリーに指クッキー、お化けワンタンに黒猫ごはん
など、キュートなスイーツから、おどろおどろしい見た目のホラー料
理まで、数々のメニューが掲載されています。少ない材料に一工夫
するだけの簡単なものもあるので、手間をかけずに華やかなお料
理やスイーツが楽しめますよ。
　そして、これらのメニューのポイントは、ちゃんとおいしいこと！見
た目だけでなく、ひと口食べたら止まらなくなるサプライズとエン
ターテインメント満載のキモめし料理で、ぜひハロウィンを楽しん
でください。

キモめし
著　者 : 五条 まあさっちん
出版社 : 主婦と生活社　
出版年 : 2019年10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

今月のテーマ本

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
（9/15現在）

図書館企画

日　時　11月12日（金）　10：30～12：00
場　所　分館絵本フロア
定　員　25名
対象者　子どもに関わるかたどなたでも
内　容　絵本や子育てへの思いをお話していた
　　　　だきます。
※事前の申し込みが必要です。（10月下旬から受付開始予定）
　くわしくは、図書館ホームページなどでお知らせします

絵本作家 ひぐちみちこさん 講演会
『子どもからのおくりもの』
～親であることを楽しむために～期　間　10月1日（金）～10月31日（日）

場　所　本館カウンター付近
対象者　どなたでも
内　容　今まで読んで心に残った本や
　　　　おススメの本を用紙に書いて、
　　　　『柿の木』に形作ったパネルに
　　　　貼ってください。
　　　　図書館の蔵書で紹介された本
　　　　も展示します。

かきりんといっしょに
本の木を育てよう！

8月24日（火）から9月30日（木）まで、新型
コロナウィルス感染症拡大防止のため、
図書館は臨時休館しています。

10月1日（金）から、本館および分館は、滞
在時間の制限などの条件付きで、館内に
入っての「貸出サービス」など、一部のサー
ビスを再開する予定です。

くわしくは、電話や図書館ホームページで
ご確認ください。

なお、新型コロナウィルスの感染状況により、開館
や企画実施の対応が変更になる場合があります。

【利用について】
・ 滞在時間は60分以内でお願いします。
・ 持ち込みの勉強（学習）はできません。
・ 消毒作業を行うため、机や椅子の利用 
　は、17：45まででお願いします。 今後の図書館企画（予定）

11月下旬 分館　かきりん村のみのりの秋
12月上旬 本館　リサイクルフェア
12月上旬 本館　始まりの一行で本を選んでみませんか
12月中旬 分館　クリスマスコンサート

いろいろおいしそう

実りの秋・ハロウィンの本

本
館
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「読書のまち みずほ」市では「読書のまち」をめざして、子どもの読書活動を推進しています

「ギャラリーみずほ～
巣ごもり作品展～」作品募集

お知らせ

　コロナ禍で家にいる時間が長くなりま
した。絵を描いたり工作をしたりして、で
きあがった作品を展示してみませんか？
■日  11月2日（火）～16日（火）※展示期間
■所 巣南公民館　ロビー
■料  無料
〈作品の応募〉
■対  市内在住・在勤・在学のかた
■応  市民センター・総合センター・巣
南公民館・生涯学習課に設置し
たチラシ裏面の利用申込書に必
要事項を記入のうえ、作品の写
真などを添付して提出

■〆  10月19日（火）（延長の可能性あり）
■申  ■問   生涯学習課　☎327-2117

10月18日（月）～24日（日）
は「行政相談週間」です

お知らせ

　行政相談とは…
　皆さんは暮らしの中で役所の仕
事について不満を感じたり、よく分
からないということはありません
か？そんなあなたの声を総務大臣
が委嘱した行政相談委員がお聴き
します。
　相談は無料で、秘密は固く守られ
ますのでお気軽にご相談ください。
　なお、総務省岐阜行政相談セン
ターでは、いつでも行政相談に応じ
ています。
相談事例　
●道路の危険な箇所を直して欲しい
●役所への手続きがわからない
〈瑞穂市〉
■日  ■所 偶数月第１火曜日
　　　総合センター１階
　　　奇数月第１火曜日
　　　老人福祉センター
　　　 13：00～15：00（予約不要）
■問 地域福祉高齢課　☎327-4126
　　社会福祉協議会　☎327-8610
　 　社会福祉協議会巣南支部
　 ☎328-5174
〈行政相談センター〉
岐阜市金竜町5－13岐阜合同庁舎
☎0570-090110　　248-6755
HP:http://www.soumu.go.jp/
kanku/chubu/gifu.html

中小企業者の皆さまへ
先端設備など導入を
ご検討ください

お知らせ

　先端設備等導入計画は、中小企
業等経営強化法に基づき中小企業
者の皆さまが設備投資を通じて労
働生産性の向上を図るための計画
です。市の認定を受けた場合、固定
資産税の特例措置などを受けるこ
とが可能です。
　この度、市は国の同意を得て導
入促進基本計画を延長し、それに
伴い特例措置を受けられる期間も
延長されましたので、この機会にぜ
ひ、先端設備などの導入をご検討く
ださい。くわしくは市ホームページ
をご覧ください。
■問 商工農政観光課
　　☎327-2103

市有財産の
売払いについて

お知らせ

　次のとおり市有地の売払いを競
争入札により行います。
■日 11月29日（月）　10：00～
■所 穂積庁舎　３階第１会議室　
●物件
〇所在地番
　瑞穂市野白新田字新田200番1
〇地目・地積
　田　291㎡（公簿）
　　　291.05㎡（実測）
〇予定価格　
　116.5万円
■〆  11月15日（月）
■応  　

■申  ■問   財務情報課　☎327-4131

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。

能面検事の奮迅

藤田孝典

著者名

毎日新聞出版
出版社

コロナ貧困
絶望的格差社会
の襲来

中山七里

著者名

光文社
出版社

タンポポのたね
どうしてとんで
いくの？

文一出版
出版社

著者名
絵　　ごとうまきこ
文　　かんちくたかこ
監修　多田多恵子

　「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

瑞穂市文化講演会 
延期のお知らせ

お知らせ

　10月17日(日)に開催を予定してい
ました瑞穂市文化講演会は、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため令
和4年2月に延期します。詳細が決ま
りましたら、本紙でお知らせします。
■問 生涯学習課　☎327-2117

文芸誌「光」の原稿を募集
文化協会

　今年度の題は「光」です。
　光の文字から連想される事を原
稿用紙800字以内で綴ってくださ
い。
　書写・絵画・写真・詩・俳句・短歌
など何でもいいです。
■〆  11月末日　文化協会事務局まで

公開講座
文化協会

◎太極拳体験講座(瑞穂市太極拳協会）
　運動のできる服装、シューズ、飲
み物など　
■日 10月6日（水）・13日（水）
　 9：00～10：30
■所 市民センター　球技場（6日）
　市民センター　剣道場（13日）
どちらか1日だけでも構いません。
■料 無料
■応   ■〆  直接会場へ
■問 成田（☎327-0456）　

◎生け花公開講座（由月会）
■日 10月17日（日）
　10：30～15：00
■所 巣南公民館　和室研修室１
■料  材料費　700円
■対 一般男女
■申  中林（☎090-8070-0648）

▲６月の市民センターでのようす

　毎年、10月に実施している「法令
講習会および優良運転者表彰伝達
式」は、新型コロナウイルス感染症
拡大防止の観点から中止します。
■問  市民協働安全課
　　☎327-4130

法令講習会および
優良運転者表彰伝達式
の中止のお知らせ

■日 11月6日(土)～12月4日(土)
　 13:00～17:00 毎週土曜日 全5回
■所 本田小学校体育館
■料  1人 300円
■対 市内在住の小学3年～6年生の男女
■定  20名
※定員を超えた場合は抽選
■〆  10月22日（金）
※ラケットは各自でご用意ください

小学生バドミントン教室 
参加者募集! 

体育協会

■日 11月21日（日）　9：15～
■所 生津スポーツ広場テニスコート 
　 種別:ミックスダブルス
■対 市内在住・在勤の中学生以上のかた
■料  1人 500円
■〆  10月27日（水）

瑞穂市硬式テニス
ミックス 大会

体育協会

　12月に開催を予定していました「瑞穂
市綱引き大会」は、新型コロナウイルス感
染拡大防止の観点から、大会を中止します。

「瑞穂市綱引き大会」
中止のお知らせ

体育協会

　11月以降に開催を検討しており
ました「わんぱくすもう大会」は、新
型コロナウイルス感染拡大防止の
観点から大会を中止します。

「わんぱくすもう大会」
中止のお知らせ

体育協会

お知らせ

市有財産一般競争入札参加申
込書兼受付書に必要書類を添え
て提出



「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

秋／涼しい秋／涼しい ハロウィンハロウィン
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交通ルールとマナーをしっかり守って、安全な利用に努めましょう自転車も加害者に！！ 守ろう交通ルール

両手の手のひらを顔に向
けて前に置き、仰ぐよう
に動かします。

親指と人差し指でつまむような形を作り
口の前に置きます。両手同時に指を閉じ
ながら左右に引き上げるように動かしま
す。かぼちゃの口を表現しています。

　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

　美来の森ガラス工房では、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。

●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

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。

◎由月会作品展（由月会）
■日 10月17日（日）　13：00～
　　　 　20日（水）　12：00
■所 巣南公民館　ロビー

◎秋の盆栽・山草展示会（みずほ盆
栽・山草会）
　紅葉、実りの秋、展示会にぜひご
観覧ください。
■日 11月6日（土）～7日（日）
■所 市民センター　サロン

展示
文化協会

　広いグラウンドで思いっきりサッ
カーを楽しみましょう!!
■日 10月4日（月）・11日（月）・18日（月）
　 17:50～18:40(月3回)
■所 巣南グラウンド
■料  1,600円／月
■対  小学1・2年生
●指導者　佐野敏通（JFA公認指
　　　　　導者・C級コーチ）

キッズサッカー教室
Link-upみずほ

●毎月第2土曜日　自由参加（気
軽に歩きましょう）
■日  10月9日（土）　雨天中止
■所 クラブ事務所を起点に約１時間
の地元発見のウォーキングに出
かけます。

■料 無料
　 ●集合時刻　8：45　
　 ●出発時刻　9：00
　 ●集合場所　巣南公民館
　　 Link-upみずほ事務所前
　 ●解散時刻　12：00

　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!!

●毎月第4土曜日　要予約（クラブ
　バスにて片道1時間程度の所へ
　行きます）
■日  10月23日（土）雨天中止
■所  揖斐川町城台山
　（１時間位ウォーキング）
■料 無料
　 ●集合時刻　8：45　
　 ●出発時刻　9：00
　 ●集合場所　巣南公民館
　　 Link-upみずほ事務所前
　 ●解散時刻　12：00
※お電話にてお申し込みください

はつらつ健康ウォーキング
（みずほ健康ポイント事業）

Link-upみずほ

チャンネルCCNから放送日程のご案内

B3リーグが10月開幕します。岐阜県のプロバスケット
ボールチーム「岐阜スゥープス」の10月のホーム戦を生放送します!

地デジ１1ｃｈ

岐阜スゥープスホーム戦
地元のプロバスケチームを
応援しよう！

生中継

●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123　　327-1566

アクセサリーをたくさん
作ってみよう

『みずほ列車で行こう！』特別列車の運行延期について
樽見鉄道特別企画

　広報みずほ８月号にてお知らせしました『みずほ列車で行こ
う！』事業につきましては、当初、秋の紅葉シーズンに特別列車
の運行を予定していましたが、岐阜県においても緊急事態宣
言が発令されるなど新型コロナウイルス感染症の全国的な
感染拡大状況をふまえ、運行を延期させていただくこととなりました。
　楽しみにしていただいていたかたには誠に申し訳ありませんが、何卒ご
理解を賜りますようお願いします。
　今後の運行予定につきましては、新型コロナウイルス感染症の状況など
勘案し、日程などを改めて広報と市ホームページにてお知らせいたします。
■問 総合政策課　☎327-4128

編集後記 朝晩が少し肌寒くなり、いつの間
にか夏が過ぎ去っていきました。さわやかな秋晴
れの下、秋桜や彼岸花なども咲き始め、季節を彩
る草花の鮮やかさに目を奪われます。表紙は、市
内の田園地帯にて、夕日の撮影を試みました。秋
らしく夕日に照らされ黄金色に輝く稲穂を、と思
うものの撮影時には稲はまだ青々。斜陽が垂れ
た稲穂に色づきを与えてくれました。
　　　 　　　　　　　　　　　先輩スラッガー

事業
文化協会

３０周年記念波瑠将会民謡発表会
　民謡、津軽三味線、舞踊、演歌な
どの発表をします。皆さんお誘い
合わせの上ご来場をお待ちしてい
ます。
■日 11月3日（水・祝）
　13：00開演（12：30開場）
■所 総合センター　
　 サンシャインホール
■料 無料

　新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点から、次の事業を中止
します。
◎邦舞のつどい　10月3日（日）
◎ファミリーコンサート 
　10月10日（日）
◎邦楽のつどい　10月24日（日）

■日  10月24日（日）雨天中止
■所  滋賀県東近江市百済寺
■料 2,000円（拝観料別）
■定  先着12名（定員に達し次第締切）
　 ●集合時刻　8：45
　 ●出発時刻　9：00
　 ●集合場所　巣南公民館駐車場
　 ●帰着時刻　15：30頃
巣南公民館（9 : 0 0）→百済寺
（10:20）→ノルディックウォーキン
グ百済寺（10:30～12:00）→出発
（12:10）→道の駅「せせらぎの里」
こうら　自由行動・昼食（12:30～
14:00)→道の駅出発（14:10）→巣
南公民館着（15:30頃）
●持ち物　
　マスク・タオル・飲み物・雨具
※動きやすい服装でお越しください
※お電話にてご予約の上、現金を
　添えてお申し込みください

ノルディックウォーキング
体験教室　百済寺

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。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

　楽しく弾んで体幹強化、姿勢美人
を目指しませんか？
■日 10月5日（火）・19日（火）
　10:45～11:45(月2回)
■所 本田コミュニティセンター
■料  2,500円／月
■対  成人のかた
●指導者　東さゆみ
　（（一社）体力メンテナンス協会認
　定インストラクター体力指導士）

バランスボール教室
Link-upみずほ

※なお、掲載したスケジュールは予告なく変更される場合があります

第2節 
VS アルティーリ千葉
 (OKBぎふ清流アリーナ) 

第4節 
VS さいたまブロンコス 
(OKBぎふ清流アリーナ) 

10月 9日(土) 14:45～
10月10日(日) 13:45～

10月23日(土) 14:45～
10月24日(日) 13:45～

ウォーキング教室
花フェスタ記念公園

Link-upみずほ

■日 10月10日（日）雨天中止
■所 可児花フェスタ記念公園
■料  2,500円（入場料込み）
■定  先着12名（定員に達し次第締切）
　●集合時刻　8：45
　●出発時刻　9：00
　●集合場所　巣南公民館駐車場
　●帰着時刻　15：10頃
巣南公民館（9:00）→花フェスタ記
念公園（10:10）→ウォーキング教
室と自由行動・昼食（10:30～
13:20）→花フェスタ記念公園出発
（13:30）→道 の 駅「可 児 ッ テ」
（13:35～ 13:55）→出発（14:00）
→巣南公民館着（15:10 頃）
●持ち物　
　マスク・タオル・飲み物・雨具
※動きやすい服装でお越しください
※お電話にてご予約の上、現金を
　添えてお申し込みください



「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

秋／涼しい秋／涼しい ハロウィンハロウィン
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交通ルールとマナーをしっかり守って、安全な利用に努めましょう自転車も加害者に！！ 守ろう交通ルール

両手の手のひらを顔に向
けて前に置き、仰ぐよう
に動かします。

親指と人差し指でつまむような形を作り
口の前に置きます。両手同時に指を閉じ
ながら左右に引き上げるように動かしま
す。かぼちゃの口を表現しています。

　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

　美来の森ガラス工房では、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。

●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

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。

◎由月会作品展（由月会）
■日 10月17日（日）　13：00～
　　　 　20日（水）　12：00
■所 巣南公民館　ロビー

◎秋の盆栽・山草展示会（みずほ盆
栽・山草会）
　紅葉、実りの秋、展示会にぜひご
観覧ください。
■日 11月6日（土）～7日（日）
■所 市民センター　サロン

展示
文化協会

　広いグラウンドで思いっきりサッ
カーを楽しみましょう!!
■日 10月4日（月）・11日（月）・18日（月）
　 17:50～18:40(月3回)
■所 巣南グラウンド
■料  1,600円／月
■対  小学1・2年生
●指導者　佐野敏通（JFA公認指
　　　　　導者・C級コーチ）

キッズサッカー教室
Link-upみずほ

●毎月第2土曜日　自由参加（気
軽に歩きましょう）
■日  10月9日（土）　雨天中止
■所 クラブ事務所を起点に約１時間
の地元発見のウォーキングに出
かけます。

■料 無料
　 ●集合時刻　8：45　
　 ●出発時刻　9：00
　 ●集合場所　巣南公民館
　　 Link-upみずほ事務所前
　 ●解散時刻　12：00

　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!!

●毎月第4土曜日　要予約（クラブ
　バスにて片道1時間程度の所へ
　行きます）
■日  10月23日（土）雨天中止
■所  揖斐川町城台山
　（１時間位ウォーキング）
■料 無料
　 ●集合時刻　8：45　
　 ●出発時刻　9：00
　 ●集合場所　巣南公民館
　　 Link-upみずほ事務所前
　 ●解散時刻　12：00
※お電話にてお申し込みください

はつらつ健康ウォーキング
（みずほ健康ポイント事業）

Link-upみずほ

チャンネルCCNから放送日程のご案内

B3リーグが10月開幕します。岐阜県のプロバスケット
ボールチーム「岐阜スゥープス」の10月のホーム戦を生放送します!

地デジ１1ｃｈ

岐阜スゥープスホーム戦
地元のプロバスケチームを
応援しよう！

生中継

●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123　　327-1566

アクセサリーをたくさん
作ってみよう

『みずほ列車で行こう！』特別列車の運行延期について
樽見鉄道特別企画

　広報みずほ８月号にてお知らせしました『みずほ列車で行こ
う！』事業につきましては、当初、秋の紅葉シーズンに特別列車
の運行を予定していましたが、岐阜県においても緊急事態宣
言が発令されるなど新型コロナウイルス感染症の全国的な
感染拡大状況をふまえ、運行を延期させていただくこととなりました。
　楽しみにしていただいていたかたには誠に申し訳ありませんが、何卒ご
理解を賜りますようお願いします。
　今後の運行予定につきましては、新型コロナウイルス感染症の状況など
勘案し、日程などを改めて広報と市ホームページにてお知らせいたします。
■問 総合政策課　☎327-4128

編集後記 朝晩が少し肌寒くなり、いつの間
にか夏が過ぎ去っていきました。さわやかな秋晴
れの下、秋桜や彼岸花なども咲き始め、季節を彩
る草花の鮮やかさに目を奪われます。表紙は、市
内の田園地帯にて、夕日の撮影を試みました。秋
らしく夕日に照らされ黄金色に輝く稲穂を、と思
うものの撮影時には稲はまだ青々。斜陽が垂れ
た稲穂に色づきを与えてくれました。
　　　 　　　　　　　　　　　先輩スラッガー

事業
文化協会

３０周年記念波瑠将会民謡発表会
　民謡、津軽三味線、舞踊、演歌な
どの発表をします。皆さんお誘い
合わせの上ご来場をお待ちしてい
ます。
■日 11月3日（水・祝）
　13：00開演（12：30開場）
■所 総合センター　
　 サンシャインホール
■料 無料

　新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点から、次の事業を中止
します。
◎邦舞のつどい　10月3日（日）
◎ファミリーコンサート 
　10月10日（日）
◎邦楽のつどい　10月24日（日）

■日  10月24日（日）雨天中止
■所  滋賀県東近江市百済寺
■料 2,000円（拝観料別）
■定  先着12名（定員に達し次第締切）
　 ●集合時刻　8：45
　 ●出発時刻　9：00
　 ●集合場所　巣南公民館駐車場
　 ●帰着時刻　15：30頃
巣南公民館（9 : 0 0）→百済寺
（10:20）→ノルディックウォーキン
グ百済寺（10:30～12:00）→出発
（12:10）→道の駅「せせらぎの里」
こうら　自由行動・昼食（12:30～
14:00)→道の駅出発（14:10）→巣
南公民館着（15:30頃）
●持ち物　
　マスク・タオル・飲み物・雨具
※動きやすい服装でお越しください
※お電話にてご予約の上、現金を
　添えてお申し込みください

ノルディックウォーキング
体験教室　百済寺

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。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

　楽しく弾んで体幹強化、姿勢美人
を目指しませんか？
■日 10月5日（火）・19日（火）
　10:45～11:45(月2回)
■所 本田コミュニティセンター
■料  2,500円／月
■対  成人のかた
●指導者　東さゆみ
　（（一社）体力メンテナンス協会認
　定インストラクター体力指導士）

バランスボール教室
Link-upみずほ

※なお、掲載したスケジュールは予告なく変更される場合があります

第2節 
VS アルティーリ千葉
 (OKBぎふ清流アリーナ) 

第4節 
VS さいたまブロンコス 
(OKBぎふ清流アリーナ) 

10月 9日(土) 14:45～
10月10日(日) 13:45～

10月23日(土) 14:45～
10月24日(日) 13:45～

ウォーキング教室
花フェスタ記念公園

Link-upみずほ

■日 10月10日（日）雨天中止
■所 可児花フェスタ記念公園
■料  2,500円（入場料込み）
■定  先着12名（定員に達し次第締切）
　●集合時刻　8：45
　●出発時刻　9：00
　●集合場所　巣南公民館駐車場
　●帰着時刻　15：10頃
巣南公民館（9:00）→花フェスタ記
念公園（10:10）→ウォーキング教
室と自由行動・昼食（10:30～
13:20）→花フェスタ記念公園出発
（13:30）→道 の 駅「可 児 ッ テ」
（13:35～ 13:55）→出発（14:00）
→巣南公民館着（15:10 頃）
●持ち物　
　マスク・タオル・飲み物・雨具
※動きやすい服装でお越しください
※お電話にてご予約の上、現金を
　添えてお申し込みください
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人の動き（8月末現在）
（前月比　   45人増）人口 人55,406 男 人27,641 （前月比 　  29人増） （前月比　  16人増）女 人27,765

（前月比 　 43世帯増）世帯数 世帯22,256

ほずみ報広
富有柿発祥の地 瑞穂市

●申し込み・問い合わせ
　岐阜北税務署　☎262-6131（代表）
　①、③は法人課税第一部門(内線315)　②は個人課税第一部門(内線212)
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瑞穂市男女共同参画推進条例施行10周年 朝日大学・瑞穂市・岐阜県 共催 男女共同参画推進事業

男女共同参画SDGs

講師 渋谷 典子 氏
NPO法人参画プラネット代表理事

市内在住・在勤のかたなら、
どなたでも無料で参加いただけます!

20名 ※先着順定　員
無料参加費

市ホームページから申
込用紙をダウンロード
していただき、必要事項
にご記入のうえ、FAX・
メールまたは郵送によ
りお申し込みください。

メールでの申し込み方法
など、くわしくは市ホーム
ページをご確認ください。

申込方法

・予約制のため、事前にお電話にてお申し込みください
 （自動音声にしたがって、「2」を選択してください）
・定員に達した時点で、予約の受付を終了します
・駐車場が限られていますので、車でのご来庁はご遠慮ください
・新型コロナウイルス感染症の状況により中止する場合があります

会場 岐阜北税務署（岐阜市千石町1丁目4番地）

オンラインセミナー会　場
(Zoomによるオンラインでの開催)

　今年の男女共同参画推進事業は、新型コロナウイルス
感染対策として、オンラインで開催します。
　このセミナーでは、SDGsと男女共同参画の関わり
について、わかりやすく解説していただきます。

聞いて!話して!学びあえる!

・視聴に必要となるURLなどは、お申込みいただいたメールアド
レス宛に開催日の3日前までに送信します。
・通信費用は参加者の自己負担となります。
・事前にZoomアプリの準備をしてください。

事前登録制

10/15(金)必着
締切:

インボイス制度
説明会のご案内

　令和5年10月1日からインボイス制度が実施され
ます。そこで事業者のかたにインボイス制度につい
て理解を深めていただき、制度の実施に向けて必要
な準備を進めていただくため、説明会を開催します
ので、ぜひご参加ください。

日程 ①10月19日(火)、②11月17日(水)、③12月8日(水)
いずれも10:00～12:00、定員30名

税務署からのお知らせ

無料

10/29(金) 15:00～16:30


