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令
和
3
年
度決算  概要の

　第３回瑞穂市議会定例会へ認定を求めた令和３年度決算について、瑞穂市にどれくらいの収入があり、
どのような目的で使われたのか、決算の概要と財政状況をお知らせします。

財産収入
1,031万9千円
（0.0%）

寄附金
6億6,633万8千円
（2.9%）

繰入金
5億8,422万9千円
（2.6%）

繰越金
11億4,860万円
（5.0%）

諸収入
7億8,634万1千円
（3.4%）

県支出金
12億6,756万1千円
（5.6%）

消防費
9億3,754万9千円
（4.4%）

教育費
25億3,865万4千円
（11.9%）

総務費
41億2,237万3千円
（19.3%） 市税

71億1,500万6千円
（31.2%）

地方交付税
29億6,108万8千円
（13.0%）

国庫支出金
46億7,286万5千円
（20.5%）

民生費
84億2,908万5千円
（39.4%）

衛生費
18億9,433万3千円
（8.9%）

土木費
18億6,332万8千円
（8.7%）

分担金及び負担金
2,184万円
（0.1%）

使用料及び手数料
3億7,787万円
（1.7%）

農林水産業費
1億3,823万8千円
（0.6%）

市債
13億9,350万円
（6.1%）

地方譲与税
1億9,591万4千円
（0.9%）

利子割交付金
562万6千円
（0.0%）

商工費
1億5,456万7千円
（0.7%）

公債費
11億4,370万9千円
（5.4%）

議会費
1億5,482万3千円
（0.7%）

配当割交付金
4,732万円
（0.2%）

株式等譲渡
所得割交付金
5,373万1千円
（0.2%）

法人事業税交付金
7,329万7千円
（0.3%）

地方消費税交付金
12億3,922万4千円
（5.4%）

労働費
628万4千円
（0.0%）

環境性能割交付金
1,979万9千円
（0.1%）

地方特例交付金
1億7,889万円
（0.8%）

交通安全対策
特別交付金
568万7千円
（0.0%）

　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。

財政健全化判断比率・資金不足比率

特別会計の概要

企業会計の概要
市の保有財産

健全化判断比率

実質赤字比率
連結実質赤字比率
実質公債費比率
将来負担比率

国民健康保険事業
後期高齢者医療事業
農業集落排水事業

収益的収支
資本的収支
収益的収支
資本的収支

水道事業会計

下水道事業会計

46億8,321万8千円
6億2,055万5千円
2,322万2千円

5億9,617万6千円
8,160万7千円

2億4,947万8千円
4億4,731万1千円

4億7,094万2千円
4億5,294万6千円
2億271万4千円
5億34万6千円

45億9,430万2千円
6億394万3千円

2,089万円

8,891万6千円
1,661万2千円
233万2千円

土地（山林除く）
山林
建物
有価証券
出資による権利
基金

770,086.16㎡
1,158,398.08㎡
154,260.84㎡
1,020万3千円
2,170万円

122億5,740万円

ー
ー
0.4%
ー

13.03%
18.03%
25.0%
350.0%

20.00%
30.00%
35.0%

国の定める基準
早期健全化

会計名 歳入（A） 歳出（B） 差引額（A-B）

財政再生
令和３年度
市の比率

歳入総額
228億2,504万5千円 ー ー ＝

歳出総額
213億8,294万3千円

翌年度繰越財源
4億7,384万9千円

実質収支額
9億6,825万3千円

議会費…市議会運営の経費

総務費…一般管理事務、財産管理の経
費。戸籍、統計、徴税、選挙などの経費
・自治会活動事業費
・ふるさと応援寄附金報奨事業費

民生費…高齢者、障がい者、児童など
への福祉施策の経費
・生活保護扶助費
・保育所運営の経費
・子育て世帯等への臨時特別給付金事業

衛生費…ゴミ処理、保健衛生などの
経費
・各種検診事業費
・西濃環境整備組合負担金
・コミュニティプラントに係る経費

労働費…労働福祉の経費。
・雇用調整助成金上乗せ助成金

農林水産業費…農業振興、基盤整備
などの経費

商工費…商工業振興、観光などの経費
・工場等設置報奨金

土木費…道路や河川、公園の整備など
の経費
・市道維持、新設改良費

消防費…消防、防災、水防などの経費
・岐阜市への消防事務委託料

教育費…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
振興などの経費
・総合センター、市民センターの管理
経費

・給食事業費

公債費…借入金返済の経費

語句の説明?

●問い合わせ　財務情報課　☎327-4131

会計名 区分 収入 支出

一般会計 歳入

２２８億
2,504万5千円

一般会計 歳出

２13億
8,294万3千円
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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まずは消毒②すばやく着脱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

令和4年 第3回瑞穂市議会定例会

市長　森  和之所 信 表 明
　8月31日（水）、市議会定例会の開会にあたり、森市長が所信表明を行い
ましたので、その要旨を掲載します。提出議案および議案要旨について
は、市ホームページからご覧いただけます。

　全国の新型コロナウイルス新規感染者数が連日
20万人を超え昨冬のピークの2倍に達しております。
　市においても、引き続き基本的な感染防止対策を
常に意識した行動を呼び掛けております。現在、オミ
クロン株対応ワクチンについては、※今年の10月半ば
以降、初回接種（1、2回目）完了者全員に対してオミク
ロン株に有効とされるワクチン接種を実施する計画
を立て準備を進めているところです。今後もひとりで
も多くの市民の皆様に接種していただけるよう対応し
てまいります。
　このような中、嬉しい話題として３年ぶりに開催され
た第71回岐阜県消防操法大会においては、見事に瑞
穂市消防団が優勝してくれました。選手の皆様にとっ
ては、大きなプレッシャーがかかる中、見事な操法だっ
たと感じました。これも、普段の訓練の賜物だと思い
ます。10月29日に千葉県で開催される全国大会でも
頑張っていただくよう応援させて頂きます。
　瑞穂市の新型コロナウイルス対策事業等の進捗状
況につきましては、地方創生臨時交付金のうち中小企
業・小規模事業者活性化事業につきましては、引き続

き瑞穂市商工会の協力のもと多くの事業者の方が申
し込みをされ順調に進んでおります。また、原油価格・
物価高騰対応分においては、原油価格高騰の影響を
受ける市内中小企業等を支援する事業についても順
調に進んでいるところです。
　今回提案します補正予算におきましても、地方創生
臨時交付金事業として市内事業所活性化補助金など
の新型コロナウイルス対策関連の予算を計上させて
いただいています。
　本日の定例会においては、令和3年度決算が出揃
い、財政状況も明らかになりましたので総括しますと、
実質収支は例年同様、黒字となりました。総括して基
金は増大、起債は微増でした。経常収支比率は下が
り、実質公債比率はわずかに増えていますが、財政の
体力的に全く問題はないものです。今年度も昨年に
引き続き新型コロナウイルス感染症により予算も激
しく変動していますので、慎重な財政運営が必要な状
況であるといえます。今後も常に健全財政を意識して
まいります。

国民健康保険の届出をお忘れなく！

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159

　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。

　退職などの理由で社会保険から国民健康保険（国保）に加入する場合や、就職などにより国保をやめ、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される場合は委任状が必要）。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。

ご不明な点がございましたら、医療保険課へお問い合わせください。

人間ドック等費用助成のお知らせ

対象者

健診

特定健診

すこやか健診

国民健康保険に加入の
40歳以上のかた

後期高齢者医療に加入
のかた

11,000円200人

10,500円35人

助成額の上限定員
総合ドック脳ドック人間ドック

対象者

国保に加入する場合

※助成額は人間ドック等費用の２分の１。 ただし、上限は表に記載のとおり

要 件

※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

手続き方法
健診日の前に、市役所にて「人間ドック等
の受診費用助成申込書」を記入する
・年度内の受診に限ります。なお受診する医療
機関などが未定でも申込書の記入は可能です

人間ドックなどを受診する

助成金の請求をする
・請求に必要なもの：①健診結果、②領収書、
③問診票、④振込先口座のわかるもの

・期限：健診日から２か月以内（もしくは令和5年
3月31日のいずれか早い日まで）

●手続き・問い合わせ　医療保険課　☎327-4159

こんなとき

届出が遅れると…

必要なもの

職場の健康保険をやめたとき※

国保をやめる場合

職場の健康保険に加入したとき

健康保険資格喪失証明書など

無保険のため、医療費などが全額自己負担
になります。（職場の健康保険の資格喪失の
日まで、国保税をさかのぼって納めること
で、国保負担分は戻ります）

・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、
国保の保険証をつかってしまうと、あとで市
から医療費を請求する場合があります。

※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。退職前に加入されていた健康保険にお問い合わせください

15,000円10人

15,000円5人

助成額の上限定員

26,000円20人

25,500円10人

助成額の上限定員

□ 令和４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含まれてお
り、その結果を市へ提供できること

□ 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

STEP1

STEP2

STEP3

後期高齢者医療
国民健康保険

1
2
3
4

10月13日(木)
10月25日(火)
11月10日(木)
11月24日(木)

代謝とは?自分の身体を知ろう!

脂肪燃焼に効果的な運動とは?

食事で代謝を上げよう!

代謝UPのポイント総復習!

代謝アップ教室参加者募集

●申し込み・問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

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!

13:30～15:30（13:00受付開始）

巣南保健センター（西部複合センター1階）

・市内在住の20歳～39歳のかた
 （医師から運動制限をうけているかたは除く）
・原則4回を通して参加できるかた 

□時 間
□場 所 
□対 象

先着10人□定 員

□日程・内容

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

□講師・スタッフ
　健康運動指導士・保健師・看護師・管理栄養士
□持ち物
　運動のできる服装、屋外用運動靴、上靴、飲み物
　(水やお茶など)、タオル、マスク
□申し込み
　健康推進課へ電話にてお申し込みください。 
　※託児はありません

令和3年度教室参加者の
筋肉量と基礎代謝がアップ!

教室の効
果

バツグン
！

※10月1日よりオミクロン株対応ワクチンの接種が可能になりました
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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まずは消毒②すばやく着脱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

令和4年 第3回瑞穂市議会定例会

市長　森  和之所 信 表 明
　8月31日（水）、市議会定例会の開会にあたり、森市長が所信表明を行い
ましたので、その要旨を掲載します。提出議案および議案要旨について
は、市ホームページからご覧いただけます。

　全国の新型コロナウイルス新規感染者数が連日
20万人を超え昨冬のピークの2倍に達しております。
　市においても、引き続き基本的な感染防止対策を
常に意識した行動を呼び掛けております。現在、オミ
クロン株対応ワクチンについては、※今年の10月半ば
以降、初回接種（1、2回目）完了者全員に対してオミク
ロン株に有効とされるワクチン接種を実施する計画
を立て準備を進めているところです。今後もひとりで
も多くの市民の皆様に接種していただけるよう対応し
てまいります。
　このような中、嬉しい話題として３年ぶりに開催され
た第71回岐阜県消防操法大会においては、見事に瑞
穂市消防団が優勝してくれました。選手の皆様にとっ
ては、大きなプレッシャーがかかる中、見事な操法だっ
たと感じました。これも、普段の訓練の賜物だと思い
ます。10月29日に千葉県で開催される全国大会でも
頑張っていただくよう応援させて頂きます。
　瑞穂市の新型コロナウイルス対策事業等の進捗状
況につきましては、地方創生臨時交付金のうち中小企
業・小規模事業者活性化事業につきましては、引き続

き瑞穂市商工会の協力のもと多くの事業者の方が申
し込みをされ順調に進んでおります。また、原油価格・
物価高騰対応分においては、原油価格高騰の影響を
受ける市内中小企業等を支援する事業についても順
調に進んでいるところです。
　今回提案します補正予算におきましても、地方創生
臨時交付金事業として市内事業所活性化補助金など
の新型コロナウイルス対策関連の予算を計上させて
いただいています。
　本日の定例会においては、令和3年度決算が出揃
い、財政状況も明らかになりましたので総括しますと、
実質収支は例年同様、黒字となりました。総括して基
金は増大、起債は微増でした。経常収支比率は下が
り、実質公債比率はわずかに増えていますが、財政の
体力的に全く問題はないものです。今年度も昨年に
引き続き新型コロナウイルス感染症により予算も激
しく変動していますので、慎重な財政運営が必要な状
況であるといえます。今後も常に健全財政を意識して
まいります。

国民健康保険の届出をお忘れなく！

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159

　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。

　退職などの理由で社会保険から国民健康保険（国保）に加入する場合や、就職などにより国保をやめ、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される場合は委任状が必要）。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。

ご不明な点がございましたら、医療保険課へお問い合わせください。

人間ドック等費用助成のお知らせ

対象者

健診

特定健診

すこやか健診

国民健康保険に加入の
40歳以上のかた

後期高齢者医療に加入
のかた

11,000円200人

10,500円35人

助成額の上限定員
総合ドック脳ドック人間ドック

対象者

国保に加入する場合

※助成額は人間ドック等費用の２分の１。 ただし、上限は表に記載のとおり

要 件

※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

手続き方法
健診日の前に、市役所にて「人間ドック等
の受診費用助成申込書」を記入する
・年度内の受診に限ります。なお受診する医療
機関などが未定でも申込書の記入は可能です

人間ドックなどを受診する

助成金の請求をする
・請求に必要なもの：①健診結果、②領収書、
③問診票、④振込先口座のわかるもの

・期限：健診日から２か月以内（もしくは令和5年
3月31日のいずれか早い日まで）

●手続き・問い合わせ　医療保険課　☎327-4159

こんなとき

届出が遅れると…

必要なもの

職場の健康保険をやめたとき※

国保をやめる場合

職場の健康保険に加入したとき

健康保険資格喪失証明書など

無保険のため、医療費などが全額自己負担
になります。（職場の健康保険の資格喪失の
日まで、国保税をさかのぼって納めること
で、国保負担分は戻ります）

・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、
国保の保険証をつかってしまうと、あとで市
から医療費を請求する場合があります。

※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。退職前に加入されていた健康保険にお問い合わせください

15,000円10人

15,000円5人

助成額の上限定員

26,000円20人

25,500円10人

助成額の上限定員

□ 令和４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含まれてお
り、その結果を市へ提供できること

□ 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

STEP1

STEP2

STEP3

後期高齢者医療
国民健康保険

1
2
3
4

10月13日(木)
10月25日(火)
11月10日(木)
11月24日(木)

代謝とは?自分の身体を知ろう!

脂肪燃焼に効果的な運動とは?

食事で代謝を上げよう!

代謝UPのポイント総復習!

代謝アップ教室参加者募集

●申し込み・問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

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!

13:30～15:30（13:00受付開始）

巣南保健センター（西部複合センター1階）

・市内在住の20歳～39歳のかた
 （医師から運動制限をうけているかたは除く）
・原則4回を通して参加できるかた 

□時 間
□場 所 
□対 象

先着10人□定 員

□日程・内容

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

□講師・スタッフ
　健康運動指導士・保健師・看護師・管理栄養士
□持ち物
　運動のできる服装、屋外用運動靴、上靴、飲み物
　(水やお茶など)、タオル、マスク
□申し込み
　健康推進課へ電話にてお申し込みください。 
　※託児はありません

令和3年度教室参加者の
筋肉量と基礎代謝がアップ!

教室の効
果

バツグン
！

※10月1日よりオミクロン株対応ワクチンの接種が可能になりました
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健康づくりでお得をゲット！ 清流の国ぎふ・スポーツポイント事業　実施中！抽選で健康グッズや県産品が当たるかも⁉ 清流の国ぎふ・スポーツポイント事業 実施中！

新型コロナワクチン接種のお知らせ

●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611 ●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ
　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、健康推進課へお申し込みくだ
さい。なお、この予防接種は義務ではなく、本人が希望する場合に限り接種できます。

　新型コロナウイルス感染症に係る特例臨時接種の実施期間は令和3年2月17
日から令和4年9月30日までとなっていましたが、令和5年3月31日までに延長
されました。

小児インフルエンザ予防接種助成事業のお知らせ
　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。なお、この予防接種は任意接種です。

市内在住で、接種日当日に65歳以上のかた（昭和32
年12月31日以前に生まれたかた）
60歳以上65歳未満のかた（昭和33年1月1日～昭和
37年12月31日生まれのかた）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）

●下記のかたは、案内と予診票を送付します
・昭和32年1月1日～12月31日生まれのかた
・令和元年度～令和3年度内に市の助成を受けて
高齢者インフルエンザ予防接種を受けたことが
あるかた

■期　間　10月15日（土）～令和5年1月31日（火） 
■費　用　自己負担金 1,700円

①市内指定医療機関（50音順）
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 

 

□期　間　10月15日（土）～令和5年1月31日（火） 
□費　用　
生後6か月から小学6年生 ： 1回1,000円を上限に2回まで
中学生 ： 1回1,000円を上限に1回まで

■場　所■対象者
1

市内在住の生後6か月から中学3年生までのかた
（対象者には、事前に案内を送付します）

□対象者

2

②岐阜県広域化予防接種協力医療機関

※市外へ転出した場合、市が実施する高齢者インフルエンザ
　予防接種は受けることができません

※上記①②以外の医療機関での接種が必要な場合は、接種を
　受ける前に健康推進課までご連絡ください

<助成の手順> 
①事前に郵送された「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」（以下、予
診票）を記入

 
②市内指定医療機関に「予診票」を提出し、接種
 
③料金から1,000円を差し引いた金額を支払う

※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、同封の案内をご確認ください

マスクをつけられないかたへ 
意志表示カードを配付します

<配付場所>
・健康推進課
・地域福祉高齢課
・保健センター
・巣南保健センター

　健康上の理由でマスクを着用できない人のために、
「マスクをつけられない」ことを周囲に意思表示する
木製のカードを配付しています。ご希望のかたは配付
場所窓口で申し出てください。（お一人様1枚まで）
　健康上の理由でマスクの着用ができないかたもい
らっしゃいます。ご理解とご配慮をお願いします。木製
カードは、「みんなの笑顔を守る会（岐阜県有志保護
者の会）」より寄贈していただきました。

新型コロナワクチンの接種期限が延長されました

　新型コロナワクチンが、10月１日(土)より「従来株ワクチン」から「2価オミクロン株対応ワクチン」に切り替わり
ます。
　対象は、初回（１・2回目）接種を終えた12歳以上の全てのかたです。10月中旬以降、接種券と案内を送付し
ます。なお、未使用の接種券（3・4回目）をお持ちのかたは、そのまま使用できます。

オミクロン株対応ワクチンの接種が始まります

努力義務対象となりました
　新型コロナウイルス感染者の増加に伴う小児の重症者の増加やワクチン接種の安全性・有効性の観点から、５～
１１歳のワクチン接種についても努力義務の対象となりました。
※努力義務が適応されますが、接種はあくまでも本人と保護者の両方の意思によって受けるものです

３回目接種が始まりました
　2回目まで接種を完了されたかたを対象に、2回目接種完了の5か月経過
後を目安に、3回目用接種券と案内を送付します。詳細は、接種券同封の案内
をご確認ください。（なお、11歳までに小児用ファイザー社製ワクチン（5～
11歳用）を接種されたかたで、3回目接種時点で12歳になったかたは、12歳
以上用のファイザー社製ワクチンを接種します）

小児（5～11歳）新型コロナワクチンの接種について

接種対象者 10月1日より 10月中旬以降

4回目未接種のかた
・60歳以上のかた※
・18歳以上で基礎疾患などがあるかた※
・医療・介護従事者などのかた※

4回目接種済のかた
・60歳以上のかた
・18歳以上で基礎疾患などがあるかた
・医療・介護従事者などのかた

その他：初回（1・2回目）未接種のかた

オミクロン株対応ワクチンによる
４回目接種

オミクロン株対応ワクチンによる
3回目接種

オミクロン株対応ワクチンによる
４回目接種

従来型ワクチンによる接種 従来型ワクチンによる接種

オミクロン株対応ワクチンによる
3回目接種

オミクロン株対応ワクチンによる
4回目接種

オミクロン株対応ワクチンによる
5回目接種

※4回目接種から5か月以上経過

3回目未接種のかた
・初回（1・2回目）接種を完了した12歳以上のかた

4回目未接種のかた
・上記※以外の18歳以上のかた
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健康づくりでお得をゲット！ 清流の国ぎふ・スポーツポイント事業　実施中！抽選で健康グッズや県産品が当たるかも⁉ 清流の国ぎふ・スポーツポイント事業 実施中！

新型コロナワクチン接種のお知らせ

●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611 ●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ
　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、健康推進課へお申し込みくだ
さい。なお、この予防接種は義務ではなく、本人が希望する場合に限り接種できます。

　新型コロナウイルス感染症に係る特例臨時接種の実施期間は令和3年2月17
日から令和4年9月30日までとなっていましたが、令和5年3月31日までに延長
されました。

小児インフルエンザ予防接種助成事業のお知らせ
　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。なお、この予防接種は任意接種です。

市内在住で、接種日当日に65歳以上のかた（昭和32
年12月31日以前に生まれたかた）
60歳以上65歳未満のかた（昭和33年1月1日～昭和
37年12月31日生まれのかた）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）

●下記のかたは、案内と予診票を送付します
・昭和32年1月1日～12月31日生まれのかた
・令和元年度～令和3年度内に市の助成を受けて
高齢者インフルエンザ予防接種を受けたことが
あるかた

■期　間　10月15日（土）～令和5年1月31日（火） 
■費　用　自己負担金 1,700円

①市内指定医療機関（50音順）
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 

 

□期　間　10月15日（土）～令和5年1月31日（火） 
□費　用　
生後6か月から小学6年生 ： 1回1,000円を上限に2回まで
中学生 ： 1回1,000円を上限に1回まで

■場　所■対象者
1

市内在住の生後6か月から中学3年生までのかた
（対象者には、事前に案内を送付します）

□対象者

2

②岐阜県広域化予防接種協力医療機関

※市外へ転出した場合、市が実施する高齢者インフルエンザ
　予防接種は受けることができません

※上記①②以外の医療機関での接種が必要な場合は、接種を
　受ける前に健康推進課までご連絡ください

<助成の手順> 
①事前に郵送された「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」（以下、予
診票）を記入

 
②市内指定医療機関に「予診票」を提出し、接種
 
③料金から1,000円を差し引いた金額を支払う

※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、同封の案内をご確認ください

マスクをつけられないかたへ 
意志表示カードを配付します

<配付場所>
・健康推進課
・地域福祉高齢課
・保健センター
・巣南保健センター

　健康上の理由でマスクを着用できない人のために、
「マスクをつけられない」ことを周囲に意思表示する
木製のカードを配付しています。ご希望のかたは配付
場所窓口で申し出てください。（お一人様1枚まで）
　健康上の理由でマスクの着用ができないかたもい
らっしゃいます。ご理解とご配慮をお願いします。木製
カードは、「みんなの笑顔を守る会（岐阜県有志保護
者の会）」より寄贈していただきました。

新型コロナワクチンの接種期限が延長されました

　新型コロナワクチンが、10月１日(土)より「従来株ワクチン」から「2価オミクロン株対応ワクチン」に切り替わり
ます。
　対象は、初回（１・2回目）接種を終えた12歳以上の全てのかたです。10月中旬以降、接種券と案内を送付し
ます。なお、未使用の接種券（3・4回目）をお持ちのかたは、そのまま使用できます。

オミクロン株対応ワクチンの接種が始まります

努力義務対象となりました
　新型コロナウイルス感染者の増加に伴う小児の重症者の増加やワクチン接種の安全性・有効性の観点から、５～
１１歳のワクチン接種についても努力義務の対象となりました。
※努力義務が適応されますが、接種はあくまでも本人と保護者の両方の意思によって受けるものです

３回目接種が始まりました
　2回目まで接種を完了されたかたを対象に、2回目接種完了の5か月経過
後を目安に、3回目用接種券と案内を送付します。詳細は、接種券同封の案内
をご確認ください。（なお、11歳までに小児用ファイザー社製ワクチン（5～
11歳用）を接種されたかたで、3回目接種時点で12歳になったかたは、12歳
以上用のファイザー社製ワクチンを接種します）

小児（5～11歳）新型コロナワクチンの接種について

接種対象者 10月1日より 10月中旬以降

4回目未接種のかた
・60歳以上のかた※
・18歳以上で基礎疾患などがあるかた※
・医療・介護従事者などのかた※

4回目接種済のかた
・60歳以上のかた
・18歳以上で基礎疾患などがあるかた
・医療・介護従事者などのかた

その他：初回（1・2回目）未接種のかた

オミクロン株対応ワクチンによる
４回目接種

オミクロン株対応ワクチンによる
3回目接種

オミクロン株対応ワクチンによる
４回目接種

従来型ワクチンによる接種 従来型ワクチンによる接種

オミクロン株対応ワクチンによる
3回目接種

オミクロン株対応ワクチンによる
4回目接種

オミクロン株対応ワクチンによる
5回目接種

※4回目接種から5か月以上経過

3回目未接種のかた
・初回（1・2回目）接種を完了した12歳以上のかた

4回目未接種のかた
・上記※以外の18歳以上のかた
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ミナモ健康カードを提示して協力店で得点をゲット！清流の国ぎふ・スポーツポイント事業　実施中！低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の申請期限は令和5年2月28日（火）です。

●問い合わせ　子育て世代包括支援センター　☎322-5670

パパママくらぶは、瑞穂市にお住いの妊娠中のママ、パパを対象
にした体験教室です。

育ママサロンを開催

パパママくらぶ

Check!!

日　程
場　所
対　象

10月5日（水）　10:00～12:00（予定）　
保健センター（総合センター ３階）
市内在住の妊娠中のかた

持ち物
予　約

母子健康手帳
事前に電話予約が必要です

　安心・安楽なお産を目指して、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♪

※開始15分前より受付します
※動きやすい服装でお越しください

パパにもできる楽なお産ストレッチCheck!!

日　程
場　所
対　象

10月15日（土）　13:30～15:30（予定）　
巣南保健センター
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）

持ち物
予　約

母子健康手帳
10月12日（水）までに要予約

　イクメンになりたいけどなにができるか悩んでる、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。

※開始15分前より受付します
※動きやすい服装でお越しください

対　　象
交換時期

費　　用
工事業者

量水器番号が各口径の15-○○○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。
無料
①岐仙設備工業株式会社　
　横屋368番地　 ☎328-3372
②株式会社巣南設備　　　
　十七条28番地　☎328-2534

調査期間
調査会社

9月1日（木）～令和5年2月28日（火）
東和コンサルタント株式会社
別府1397-1　☎327-3997

量水器取替え・漏水調査のお知らせ

●問い合わせ　上水道課（巣南庁舎）　☎327-2113

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

市に委託された調査会社が
水道管の漏水調査を実施します

・調査時に敷地内の一部に調査員が立入らせていただ
きます。

・公道での作業時には、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ので、ご協力をお
願いします。

・メーターボックスの上には物を置かないようにご協力
ください。

がん検診の予約状況について

■ 電話予約　☎327-8611
　 平日の8:45～17:15
■ ＷＥＢ予約
　 瑞穂けんこうナビ
　 から予約

●問い合わせ
　健康推進課　☎327-8611

検診種別 10月 11月 12月 計

乳がん
検　診

胃がん
検　診

肺がん
検　診

予約者/定員（人）

予約率（%）

予約者/定員（人）

予約率（%）

予約者/定員（人）

予約率（%）

227/240

94.6

101/200

50.5

325/540

60.2

110/160

68.8

361/400

90.3

398/900

44.2

－

145/400

36.3

97/720

13.5

337/400

84.3

607/1,000

60.7

820/2,160

38.0
●問い合わせ　地域福祉高齢課（総合センター）　☎327-4126

屋内温水プール施設の利用助成事業

対象者　市内在住の40歳以上のかた 申請について
●ゆ～みんぐの窓口で『瑞穂市屋内温水プール施設利
用登録申請書兼代理受領委任状』を記入し、提出し
てください。

●マイナンバーカードまたは運転免許証、その他公的
機関が発行する身分証明書で住所および生年月日
がわかるものをお持ちください。

※障がいをお持ちのかたは、身体障害者手帳、精神障害者保
健福祉手帳または療育手帳をお持ちください

利用登録証の交付について
　申請後、対象条件を満たすかたには『瑞穂市屋内温
水プール施設利用登録証』を交付します。
○回数入場券は1回につき2冊まで、1年度に12冊まで
購入できます。

○プール利用時や新たに助成対象の回数入場券を購入
する際は、利用登録証の提示が必要です。

○購入日から２週間以内は、新たな回数入場券は購入
できません。

 注意
　申請の受付および利用登録証の交付は、ゆ～みんぐ
の窓口にて行います。
※ゆ～みんぐの施設利用方法などについては、
　公式ホームページをご確認ください

対象者区分および料金
助成対象区分 通常料金 助成額

2,500円

1,500円

500円

500円

5,000円

3,000円

1,000円

1,000円

大人（40歳以上70歳未満）

高齢者（70歳以上）

障がい者（40歳以上）

上記障がい者の介護者（40歳以上）

屋内温水プール施設ゆ～みんぐ（揖斐郡大野町大字下座倉1451-3）

高齢者タクシー利用助成事業要件が緩和されました

■ 助成内容

■ 変更した要件
　 変更前：自動車運転免許を有していない
　　　　　1回の乗車につき1枚使用可能
　 変更後：自動車を運転しない
　　　　　1回の乗車につき２枚使用可能

1枚あたり540円分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

■ その他
交付審査には２週間程度を要します。

■ 対象者 以下のすべてに該当するかた

■ 有効期限
10月1日（土）～令和5年9月30日（土）

●問い合わせ　地域福祉高齢課（総合センター）　☎327-4126

市内在住の７５歳以上のかた
本人および本人と同一世帯の配偶者が自動車
を運転しないかた
世帯全員が、住民税、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
入院または高齢者施設に入所・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）

　令和４年４月より、介護予防の推進および健康増進を目的として、屋内温水プール施設ゆ～みんぐ（揖斐郡大野
町）の11枚綴り回数入場券の購入費用を助成しています。
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ミナモ健康カードを提示して協力店で得点をゲット！清流の国ぎふ・スポーツポイント事業　実施中！低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の申請期限は令和5年2月28日（火）です。

●問い合わせ　子育て世代包括支援センター　☎322-5670

パパママくらぶは、瑞穂市にお住いの妊娠中のママ、パパを対象
にした体験教室です。

育ママサロンを開催

パパママくらぶ

Check!!

日　程
場　所
対　象

10月5日（水）　10:00～12:00（予定）　
保健センター（総合センター ３階）
市内在住の妊娠中のかた

持ち物
予　約

母子健康手帳
事前に電話予約が必要です

　安心・安楽なお産を目指して、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♪

※開始15分前より受付します
※動きやすい服装でお越しください

パパにもできる楽なお産ストレッチCheck!!

日　程
場　所
対　象

10月15日（土）　13:30～15:30（予定）　
巣南保健センター
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）

持ち物
予　約

母子健康手帳
10月12日（水）までに要予約

　イクメンになりたいけどなにができるか悩んでる、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。

※開始15分前より受付します
※動きやすい服装でお越しください

対　　象
交換時期

費　　用
工事業者

量水器番号が各口径の15-○○○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。
無料
①岐仙設備工業株式会社　
　横屋368番地　 ☎328-3372
②株式会社巣南設備　　　
　十七条28番地　☎328-2534

調査期間
調査会社

9月1日（木）～令和5年2月28日（火）
東和コンサルタント株式会社
別府1397-1　☎327-3997

量水器取替え・漏水調査のお知らせ

●問い合わせ　上水道課（巣南庁舎）　☎327-2113

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

市に委託された調査会社が
水道管の漏水調査を実施します

・調査時に敷地内の一部に調査員が立入らせていただ
きます。

・公道での作業時には、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ので、ご協力をお
願いします。

・メーターボックスの上には物を置かないようにご協力
ください。

がん検診の予約状況について

■ 電話予約　☎327-8611
　 平日の8:45～17:15
■ ＷＥＢ予約
　 瑞穂けんこうナビ
　 から予約

●問い合わせ
　健康推進課　☎327-8611

検診種別 10月 11月 12月 計

乳がん
検　診

胃がん
検　診

肺がん
検　診

予約者/定員（人）

予約率（%）

予約者/定員（人）

予約率（%）

予約者/定員（人）

予約率（%）

227/240

94.6

101/200

50.5

325/540

60.2

110/160

68.8

361/400

90.3

398/900

44.2

－

145/400

36.3

97/720

13.5

337/400

84.3

607/1,000

60.7

820/2,160

38.0
●問い合わせ　地域福祉高齢課（総合センター）　☎327-4126

屋内温水プール施設の利用助成事業

対象者　市内在住の40歳以上のかた 申請について
●ゆ～みんぐの窓口で『瑞穂市屋内温水プール施設利
用登録申請書兼代理受領委任状』を記入し、提出し
てください。

●マイナンバーカードまたは運転免許証、その他公的
機関が発行する身分証明書で住所および生年月日
がわかるものをお持ちください。

※障がいをお持ちのかたは、身体障害者手帳、精神障害者保
健福祉手帳または療育手帳をお持ちください

利用登録証の交付について
　申請後、対象条件を満たすかたには『瑞穂市屋内温
水プール施設利用登録証』を交付します。
○回数入場券は1回につき2冊まで、1年度に12冊まで
購入できます。

○プール利用時や新たに助成対象の回数入場券を購入
する際は、利用登録証の提示が必要です。

○購入日から２週間以内は、新たな回数入場券は購入
できません。

 注意
　申請の受付および利用登録証の交付は、ゆ～みんぐ
の窓口にて行います。
※ゆ～みんぐの施設利用方法などについては、
　公式ホームページをご確認ください

対象者区分および料金
助成対象区分 通常料金 助成額

2,500円

1,500円

500円

500円

5,000円

3,000円

1,000円

1,000円

大人（40歳以上70歳未満）

高齢者（70歳以上）

障がい者（40歳以上）

上記障がい者の介護者（40歳以上）

屋内温水プール施設ゆ～みんぐ（揖斐郡大野町大字下座倉1451-3）

高齢者タクシー利用助成事業要件が緩和されました

■ 助成内容

■ 変更した要件
　 変更前：自動車運転免許を有していない
　　　　　1回の乗車につき1枚使用可能
　 変更後：自動車を運転しない
　　　　　1回の乗車につき２枚使用可能

1枚あたり540円分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

■ その他
交付審査には２週間程度を要します。

■ 対象者 以下のすべてに該当するかた

■ 有効期限
10月1日（土）～令和5年9月30日（土）

●問い合わせ　地域福祉高齢課（総合センター）　☎327-4126

市内在住の７５歳以上のかた
本人および本人と同一世帯の配偶者が自動車
を運転しないかた
世帯全員が、住民税、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
入院または高齢者施設に入所・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）

　令和４年４月より、介護予防の推進および健康増進を目的として、屋内温水プール施設ゆ～みんぐ（揖斐郡大野
町）の11枚綴り回数入場券の購入費用を助成しています。
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20周年記念事業実行委員会通信

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

ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想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
☎329-5520 　 329-5521 
    hozumiekishu@gmail.com

総合政策課
☎327-4128 　 327-4103 
    sougou@city.mizuho.lg.jp

秋の味覚が駅前に大集合‼
第６回ＪＲ穂積駅弁当市を開催します！
　ＪＲ穂積駅周辺まちづくり協議会 ExSiteが
実施する人気企画「ＪＲ穂積駅 弁当市」を開催
します。
　今回は、秋ならではの商品も取り揃え、皆
さんをお待ちしています。当日を是非お楽し
みに。

　8月6日(土)に開催を予定し
ていた「第8回 ほづみ夜市」は、
新型コロナウイルスの急拡大
により、中止となりました。
　しかし、感染対策を徹底し、以
下の日程で改めて開催すること
が決定しました！皆さん是非お
越しください。詳細は、随時お
知らせします。

第8回
ほづみ夜市開催決定!

日時 : 11月5日（土）
時間 : 15:00～20:00(予定）
場所 : ＪＲ穂積駅南口、北口

日時 ： 10月27日（木）、28日（金）
　　　一部　16:00～17:00（予定）
　　　二部　18:00～19:00（予定）
　　　10月29日（土）
　　　　　　10:00～13:00（予定）
場所 ： ＪＲ穂積駅南口

Facebook はこちら!Instagram はこちら!

10月1日(土)～31日(月)
11月11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。

世界メンタルヘルスデー

●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

●問い合わせ　生涯学習課（巣南庁舎）　☎327-2117

●問い合わせ　
　福祉生活課（基幹相談支援センター）　☎327-4123●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128

緑の募金運動の趣旨

　メンタルヘルスに関する正しい知識の普及や偏見をな
くすことを目的として、毎年10月10日は「世界メンタルヘ
ルスデー」に設定されています。この日はWHOも協賛し
ている正式な国際記念日であり、日本国内でも令和2年
度から啓発イベントが開催されています。
　また、瑞穂市では昨年4月より、瑞穂市基幹相談支援セ
ンターを設置し、障がいのあるかたや家族のかたからの
総合的な相談に対応しています。どこへ相談すれば良い
かわからない場合など、お気軽にご相談ください。

　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。

こころの病気は誰でもかかりうる病気です
　悩みがある時は、ひとりで抱え込まずに、身近な人に相
談することが大切です。相談できる人が周りにいないとき
は、電話相談の窓口などを活用してみてください。
○こころの健康統一ダイヤル
○いのちの電話　　　　
○24時間子供SOSダイヤル

☎0570-064-556 
☎0570-783-556 
☎0120-0-78310

募 集 期 間
受 付 期 間
募金の方法

令和3年度 瑞穂市内の緑化推進活動事業実績
十九条公園、彦内公園、柳一色公園、大月地内(市道9-2号
線、市道9-1104号線)に植樹しました。

　現市域の約半分が水没した昭和51（1976）年の「9.12豪雨災害」から、約50年
がたち、この間、幸いにも瑞穂市は、大きな水害に遭うことなく穏やかな日々を過ごす
ことができました。これは、治水事業、防災施設・防災体制の整備に尽力され、日々水
との闘いにあけくれた先人たちのあゆみがいかされています。
　今回、市制20周年を控え、「災害のない住みよい瑞穂市」の実現をめざし、これま
での水害の歴史を振り返りつつ、災害に強いまちづくりをどのように進めていけばよ
いのかを、市民の皆さんとともに考える場となることを願い、「瑞穂市 水との闘い展」
を5年間にわたり企画しました。

図書館本館 瑞穂市企画展

川とともに生きてきた瑞穂のあゆみ

期 間 11月2日(水)～27日(日)
（期間中の休館日 : 11月4日、7日、14日、21日、24日）

令和4年度「瑞穂市緑の募金」運動の実施について

瑞穂市 水との闘い展 9.12豪雨災害から50年

第2部
木曽三川 流路の変遷

『近現代における瑞穂市の水害』 瑞穂市史執筆者 岐阜県歴史資料館 蓑島 一美 氏
とき : 11月12日(土)　13:30～ 　ところ : 図書館本館2階 学習室

第1部 
9.12豪雨災害から50年

第3部 
水害からまちを守る

図書館本館 2階 郷土資料コーナー（10:00～18:00）展　示
講演会

　瑞穂市は、平成15年（2003年）5月1日に市制を
施行し、令和5年（2023年）に市制施行20周年を迎
えます。これを記念し、市制20周年記念事業を行う
にあたり、市内各種団体および公募委員からなる瑞
穂市市制20周年記念事業実行委員会（以下、委員
会）を組織しました。
　委員会では、市制20周年記念事業を市民主導で
企画・立案し、実現させるべく令和4年1月より毎月
会議を重ねてきました。そして、記念事業として軽ス
ポーツ『モルック』を採用し、令和5年秋にモルック大
会の実施を計画しています。

瑞穂市市制20周年記念事業 実行委員会
会長　松野 守男
　市制20周年にふさわしい事業を実施するため、
委員のみなさんと力を合わせて頑張ります。
　「継続性、つなぐ未来、次世代につながる」をキー
ワードとし、この20周年記念事業を機に、さまざま
な市民が縦・横につながることで瑞穂市をよりよい
街にしていけたらと思います。

　簡単なルールで誰でも気
軽に楽しむことができ、世代
間交流が可能なモルックを
通して、多くの人々が関わり、
心豊かな地域社会へとつな
がることを願っています。

モルック体験会を実施します!
　令和5年度開催予定の「市制20周年事業 瑞穂市モ
ルック大会」に向け、競技の普及を目的として、誰でも気
軽に楽しめる体験会を開催します。

10月29日(土)　9:30～11:30　雨天中止
　　　 サンコーパレットパーク（中山道大月
多目的広場）
無料
先着50チームまで。本紙挟み込み
チラシにて申し込みが必要です。

日 時
場 所

参加費
その他

フィンランド発祥の
頭脳スポーツモルック

20周年記念事業実行委員会通信 VOL.1

JR穂
積駅

※時間は変更となる場合があります。詳細
はExSiteの公式ＳＮＳ、市ホームページ
をご確認ください
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20周年記念事業実行委員会通信

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

ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想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
☎329-5520 　 329-5521 
    hozumiekishu@gmail.com

総合政策課
☎327-4128 　 327-4103 
    sougou@city.mizuho.lg.jp

秋の味覚が駅前に大集合‼
第６回ＪＲ穂積駅弁当市を開催します！
　ＪＲ穂積駅周辺まちづくり協議会 ExSiteが
実施する人気企画「ＪＲ穂積駅 弁当市」を開催
します。
　今回は、秋ならではの商品も取り揃え、皆
さんをお待ちしています。当日を是非お楽し
みに。

　8月6日(土)に開催を予定し
ていた「第8回 ほづみ夜市」は、
新型コロナウイルスの急拡大
により、中止となりました。
　しかし、感染対策を徹底し、以
下の日程で改めて開催すること
が決定しました！皆さん是非お
越しください。詳細は、随時お
知らせします。

第8回
ほづみ夜市開催決定!

日時 : 11月5日（土）
時間 : 15:00～20:00(予定）
場所 : ＪＲ穂積駅南口、北口

日時 ： 10月27日（木）、28日（金）
　　　一部　16:00～17:00（予定）
　　　二部　18:00～19:00（予定）
　　　10月29日（土）
　　　　　　10:00～13:00（予定）
場所 ： ＪＲ穂積駅南口

Facebook はこちら!Instagram はこちら!

10月1日(土)～31日(月)
11月11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。

世界メンタルヘルスデー

●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

●問い合わせ　生涯学習課（巣南庁舎）　☎327-2117

●問い合わせ　
　福祉生活課（基幹相談支援センター）　☎327-4123●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128

緑の募金運動の趣旨

　メンタルヘルスに関する正しい知識の普及や偏見をな
くすことを目的として、毎年10月10日は「世界メンタルヘ
ルスデー」に設定されています。この日はWHOも協賛し
ている正式な国際記念日であり、日本国内でも令和2年
度から啓発イベントが開催されています。
　また、瑞穂市では昨年4月より、瑞穂市基幹相談支援セ
ンターを設置し、障がいのあるかたや家族のかたからの
総合的な相談に対応しています。どこへ相談すれば良い
かわからない場合など、お気軽にご相談ください。

　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。

こころの病気は誰でもかかりうる病気です
　悩みがある時は、ひとりで抱え込まずに、身近な人に相
談することが大切です。相談できる人が周りにいないとき
は、電話相談の窓口などを活用してみてください。
○こころの健康統一ダイヤル
○いのちの電話　　　　
○24時間子供SOSダイヤル

☎0570-064-556 
☎0570-783-556 
☎0120-0-78310

募 集 期 間
受 付 期 間
募金の方法

令和3年度 瑞穂市内の緑化推進活動事業実績
十九条公園、彦内公園、柳一色公園、大月地内(市道9-2号
線、市道9-1104号線)に植樹しました。

　現市域の約半分が水没した昭和51（1976）年の「9.12豪雨災害」から、約50年
がたち、この間、幸いにも瑞穂市は、大きな水害に遭うことなく穏やかな日々を過ごす
ことができました。これは、治水事業、防災施設・防災体制の整備に尽力され、日々水
との闘いにあけくれた先人たちのあゆみがいかされています。
　今回、市制20周年を控え、「災害のない住みよい瑞穂市」の実現をめざし、これま
での水害の歴史を振り返りつつ、災害に強いまちづくりをどのように進めていけばよ
いのかを、市民の皆さんとともに考える場となることを願い、「瑞穂市 水との闘い展」
を5年間にわたり企画しました。

図書館本館 瑞穂市企画展

川とともに生きてきた瑞穂のあゆみ

期 間 11月2日(水)～27日(日)
（期間中の休館日 : 11月4日、7日、14日、21日、24日）

令和4年度「瑞穂市緑の募金」運動の実施について

瑞穂市 水との闘い展 9.12豪雨災害から50年

第2部
木曽三川 流路の変遷

『近現代における瑞穂市の水害』 瑞穂市史執筆者 岐阜県歴史資料館 蓑島 一美 氏
とき : 11月12日(土)　13:30～ 　ところ : 図書館本館2階 学習室

第1部 
9.12豪雨災害から50年

第3部 
水害からまちを守る

図書館本館 2階 郷土資料コーナー（10:00～18:00）展　示
講演会

　瑞穂市は、平成15年（2003年）5月1日に市制を
施行し、令和5年（2023年）に市制施行20周年を迎
えます。これを記念し、市制20周年記念事業を行う
にあたり、市内各種団体および公募委員からなる瑞
穂市市制20周年記念事業実行委員会（以下、委員
会）を組織しました。
　委員会では、市制20周年記念事業を市民主導で
企画・立案し、実現させるべく令和4年1月より毎月
会議を重ねてきました。そして、記念事業として軽ス
ポーツ『モルック』を採用し、令和5年秋にモルック大
会の実施を計画しています。

瑞穂市市制20周年記念事業 実行委員会
会長　松野 守男
　市制20周年にふさわしい事業を実施するため、
委員のみなさんと力を合わせて頑張ります。
　「継続性、つなぐ未来、次世代につながる」をキー
ワードとし、この20周年記念事業を機に、さまざま
な市民が縦・横につながることで瑞穂市をよりよい
街にしていけたらと思います。

　簡単なルールで誰でも気
軽に楽しむことができ、世代
間交流が可能なモルックを
通して、多くの人々が関わり、
心豊かな地域社会へとつな
がることを願っています。

モルック体験会を実施します!
　令和5年度開催予定の「市制20周年事業 瑞穂市モ
ルック大会」に向け、競技の普及を目的として、誰でも気
軽に楽しめる体験会を開催します。

10月29日(土)　9:30～11:30　雨天中止
　　　 サンコーパレットパーク（中山道大月
多目的広場）
無料
先着50チームまで。本紙挟み込み
チラシにて申し込みが必要です。

日 時
場 所

参加費
その他

フィンランド発祥の
頭脳スポーツモルック

20周年記念事業実行委員会通信 VOL.1

JR穂
積駅

※時間は変更となる場合があります。詳細
はExSiteの公式ＳＮＳ、市ホームページ
をご確認ください
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●問い合わせ　マイナンバーホットライン　☎322-2013　市民課　☎327-4113

教えて!
マイナンバー
カード

今年のハロウィンジャンボは、1等・前後賞合わせて5億円！同時発売のハロウィンジャンボミニは、1等・前後賞合わせて5,000万円！

 ～未来に届けたい瑞穂のまちを潤す豊かな水環境を～ 

瑞穂市の下水道　２nd　NO.17

●問い合わせ　下水道課（巣南庁舎）　☎327-2114

　今月は、広報4月号でご案内した下水汚泥肥料の有料化についてお知らせします。

今月のテーマ ： 下水汚泥肥料の有料化について

　アクアパ－ク別府水処理センターにて製造した下水汚泥肥料
［瑞穂のＨＥＲＯⅡ（肥料Ⅱ）］を無料配布していましたが、広報4月号
でお知らせしたとおり、10月１日（土）から有料となります。
　なお有料化に伴い、１人当たり３袋までの規制を廃止します。

瑞穂のHEROⅡが2022年10月1日(土)より有料になります

販売場所
住　　所
休 館 日
連 絡 先

: 中央エコセンター
: 生津天王町2丁目50番地、51番地
: 木曜日、第2・第4日曜日
: ☎329-3267 

　窒素とリン酸を豊富に含んでおりますので
園芸や農業にご使用ください。
　植物にとって窒素は葉肥(はごえ)と言われ
ており、茎葉の成長を助けます。
　リン酸は実肥(みごえ)と言われており、開花
や結実を促す効果があります。
　肥料に水分が加わると臭気が発生すること
があります。開封後はすぐに使用し、土とよく
混ぜ合わせてください。

瑞穂のHEROⅡ(用途)

▲瑞穂のHEROⅡ ▲肥料成分票

●問い合わせ
　岐南町役場経済環境課　☎247-1370

●問い合わせ　瑞穂市消費生活相談室　☎328-1181
　　　　　　　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

　薬を包装シートごと飲んでしまった。病院を受診し
て内視鏡で取り出してもらったが、食道に傷があり入
院した。

薬の包装シートの誤飲に注意！

消費者へのアドバイス

●最近の薬の包装シートは誤飲防止のため、ミ
シン目が入っていませんのでハサミなどで一
錠ずつ切り分けないようにしましょう。

●包装シートは切り離すと角が鋭く、誤飲する
と消化器官を傷つけて穴があいてしまうこと
があります。また、シートの素材はエックス線
撮影でも写りにくいので発見が遅れて重症
化することもあります。

●日ごろから休日、夜間に受診できる医療機関
の連絡先を確認しておくことも大切です。

ぎなんフェスタ2022を開催
　秋の恒例イベント「ぎなんフェスタ」を2019年以来、
3年ぶりに開催します。特設ステージではキャラクター
ショーなども行われ盛り上がること間違いなしです。そ
のほか、飲食や子ども向けゲームなどの出店ブース、
毎年大好評のJAの農業祭軽トラ市も会場に並びます。
　10月16日(日)の午前9時から午後4時まで開催しま 
す。大人から子どもまで楽しめるイベントです。当日、
岐南町にお立ち寄りの際は、ぜひ会場に足をお運びく
ださい。
【場所】 岐南町役場・JAぎふ岐南支店一帯

　活力と魅力あふれる圏域づくりに取り組むため、
岐阜市と周辺市町（瑞穂市、羽島市、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。連携が進む各市町の紹介をしていきます。

今月は

岐南町

消費生活相談室だより

岐阜連携都市圏を
　　　　　知ろう!
岐阜連携都市圏を
　　　　　知ろう!
岐阜連携都市圏を
　　　　　知ろう!

　マイナンバーカードの交付申請をすると、約1か
月で「マイナンバーカード交付通知書」が送付され
ます。運転免許証などの本人確認書類、通知カード
(お持ちのかた)、住基カード(お持ちのかた)と交付
通知書をお持ちになり、開庁時間内に本人が市民
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、マイナン
バーカードを交付します。

平日開庁時間
休日等交付日

8:30～17:15 
10月9日(日)  9:00～12:00

場　　　　所 市民課(穂積庁舎2階)

マイナンバーカードの受け取りはお早めに!

※上記以外の休日等交付日については、
　市ホームページをご確認ください

ＳＤＧｓに貢献できる次世代肥料

含有量など

5.60%

5.02%

0.24%

0.04%

5.73

項  目

窒素全量

リン酸全量

加里全量

石灰全量

炭素窒素比

　昨今の世界情勢により化学肥料の高騰が問題
となっていますが、下水汚泥肥料は比較的低価
格で提供することができるため、ＳＤＧｓにも貢献
できる次世代肥料として注目されています。

※数に限りがありますので、あらかじめご了承ください

100円(税込)

価格
15kg/袋当たり

▲休日等交付日  ▲コンビニ交付サービス

広報みずほ・2022.1013 12広報みずほ・2022.10



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

教えて!
マイナンバー
カード

今年のハロウィンジャンボは、1等・前後賞合わせて5億円！同時発売のハロウィンジャンボミニは、1等・前後賞合わせて5,000万円！

 ～未来に届けたい瑞穂のまちを潤す豊かな水環境を～ 

瑞穂市の下水道　２nd　NO.17

●問い合わせ　下水道課（巣南庁舎）　☎327-2114

　今月は、広報4月号でご案内した下水汚泥肥料の有料化についてお知らせします。

今月のテーマ ： 下水汚泥肥料の有料化について

　アクアパ－ク別府水処理センターにて製造した下水汚泥肥料
［瑞穂のＨＥＲＯⅡ（肥料Ⅱ）］を無料配布していましたが、広報4月号
でお知らせしたとおり、10月１日（土）から有料となります。
　なお有料化に伴い、１人当たり３袋までの規制を廃止します。

瑞穂のHEROⅡが2022年10月1日(土)より有料になります

販売場所
住　　所
休 館 日
連 絡 先

: 中央エコセンター
: 生津天王町2丁目50番地、51番地
: 木曜日、第2・第4日曜日
: ☎329-3267 

　窒素とリン酸を豊富に含んでおりますので
園芸や農業にご使用ください。
　植物にとって窒素は葉肥(はごえ)と言われ
ており、茎葉の成長を助けます。
　リン酸は実肥(みごえ)と言われており、開花
や結実を促す効果があります。
　肥料に水分が加わると臭気が発生すること
があります。開封後はすぐに使用し、土とよく
混ぜ合わせてください。

瑞穂のHEROⅡ(用途)

▲瑞穂のHEROⅡ ▲肥料成分票

●問い合わせ
　岐南町役場経済環境課　☎247-1370

●問い合わせ　瑞穂市消費生活相談室　☎328-1181
　　　　　　　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

　薬を包装シートごと飲んでしまった。病院を受診し
て内視鏡で取り出してもらったが、食道に傷があり入
院した。

薬の包装シートの誤飲に注意！

消費者へのアドバイス

●最近の薬の包装シートは誤飲防止のため、ミ
シン目が入っていませんのでハサミなどで一
錠ずつ切り分けないようにしましょう。

●包装シートは切り離すと角が鋭く、誤飲する
と消化器官を傷つけて穴があいてしまうこと
があります。また、シートの素材はエックス線
撮影でも写りにくいので発見が遅れて重症
化することもあります。

●日ごろから休日、夜間に受診できる医療機関
の連絡先を確認しておくことも大切です。

ぎなんフェスタ2022を開催
　秋の恒例イベント「ぎなんフェスタ」を2019年以来、
3年ぶりに開催します。特設ステージではキャラクター
ショーなども行われ盛り上がること間違いなしです。そ
のほか、飲食や子ども向けゲームなどの出店ブース、
毎年大好評のJAの農業祭軽トラ市も会場に並びます。
　10月16日(日)の午前9時から午後4時まで開催しま 
す。大人から子どもまで楽しめるイベントです。当日、
岐南町にお立ち寄りの際は、ぜひ会場に足をお運びく
ださい。
【場所】 岐南町役場・JAぎふ岐南支店一帯

　活力と魅力あふれる圏域づくりに取り組むため、
岐阜市と周辺市町（瑞穂市、羽島市、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。連携が進む各市町の紹介をしていきます。

今月は

岐南町

消費生活相談室だより

岐阜連携都市圏を
　　　　　知ろう!
岐阜連携都市圏を
　　　　　知ろう!
岐阜連携都市圏を
　　　　　知ろう!

　マイナンバーカードの交付申請をすると、約1か
月で「マイナンバーカード交付通知書」が送付され
ます。運転免許証などの本人確認書類、通知カード
(お持ちのかた)、住基カード(お持ちのかた)と交付
通知書をお持ちになり、開庁時間内に本人が市民
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、マイナン
バーカードを交付します。

平日開庁時間
休日等交付日

8:30～17:15 
10月9日(日)  9:00～12:00

場　　　　所 市民課(穂積庁舎2階)

マイナンバーカードの受け取りはお早めに!

※上記以外の休日等交付日については、
　市ホームページをご確認ください

ＳＤＧｓに貢献できる次世代肥料

含有量など

5.60%

5.02%

0.24%

0.04%

5.73

項  目

窒素全量

リン酸全量

加里全量

石灰全量

炭素窒素比

　昨今の世界情勢により化学肥料の高騰が問題
となっていますが、下水汚泥肥料は比較的低価
格で提供することができるため、ＳＤＧｓにも貢献
できる次世代肥料として注目されています。

※数に限りがありますので、あらかじめご了承ください

100円(税込)

価格
15kg/袋当たり

▲休日等交付日  ▲コンビニ交付サービス
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●問い合わせ　商工農政観光課(巣南庁舎)　☎327-2103

●問い合わせ　環境課(巣南庁舎)　☎327-4127

　秋～冬はジャンボタニシが越冬(休眠)する時期なので、次期作に向け対策を実施しましょう。特に、①今作で
被害が大きかったほ場周辺、②土が柔らかく貝が潜りやすい場所、③道路や橋の下にある水路に泥がたまっ
ている場所を重点的に対策し、効率的に駆除しましょう。

自転車の安全利用 
～自転車条例全面施行～

●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

　近年、交通事故件数は減少傾向にある中で、自転
車対歩行者事故の発生件数は横ばいで推移してい
ます。そのうち半数は歩行者が優先されるべき歩道
上または横断歩道上で発生しています。
　10月1日より『岐阜県自転車条例』が全面施行さ
れますので、改めて自転車の安全利用に努めましょう。

●問い合わせ　北方警察署　☎324-0110

　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。

自転車は道路交通法上の車両、
自動車と同じルール、マナーです!

○車道の左側を通行 
○車道通行が原則、歩道通行は例外
　・小学生以下と70歳以上の高齢者は歩道通行可
　・自転車通行可標識のある歩道は通行可
○通行可の歩道も、歩行者優先で車道寄りを徐行
　・歩行者との接触事故が多発
　・歩行者に注意して走行しましょう
○安全ルールを守る 
　・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
　・夜間はライトを点灯
　・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
　  事故の多くは交差点で発生しています!

自転車安全利用の徹底

●自転車保険の加入義務化
　自転車側が加害者となる高額賠償事故も発生していま
す。各種保険の個人賠償保険などの特約契約や自転車保
険、TSマーク付帯保険の加入など、万一の事故に備えま
しょう。
●ヘルメットの着用努力義務化
　着用すれば致死率が1/3に減少。ヘルメットを着用して
いれば助かる命があります。

10月1日から 
岐阜県自転車条例が全面施行されます

市民安全対策監の！
市民安全情報

⇦ マイナポイントに乗じた詐欺にご注意ください！ マイナポイントの受け取りはお済みですか？

令和4年度
全国地域安全運動について

重点
 ○子どもと女性の犯罪被害防止
 ○ニセ電話詐欺の被害防止
 ○住宅を対象とした侵入盗(空き巣、忍び込みな
　 ど)、万引き防止
 ○商業施設などにおける自転車盗被害防止

　全国地域安全運動の期間中、北方警察署管内
において、以下の活動を予定しています。

　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。

・ MSリーダーとともに被害防止広報活動
・ ドラッグストアなどにおける万引き被害防止警
戒活動

・ 金融機関における各種犯罪被害防止広報活動
・ 管内学校における被害防止講話

　北方
警察署の窓

期間中における北方警察署管内の活動予定

ジャンボタニシの被害対策を実施しましょう

水田ほ場内

商工農政観光課
か ら お 知 ら せ

　野良猫や鳩などの生き物に餌を与えることでトラブルになるケースが増えています。野良猫や鳩などの生
き物は自然の中で生活しています。近づきすぎたり捕まえたりせず、適度な距離感で静かに観察しましょう。

餌を与えると...
  餌をもらえる場所を餌場と覚えてしまうことで、人からの
食べ物に依存し、人馴れが進むようになります。その結果、
周囲の庭やごみ捨て場などが荒らされたり、糞害などが起
こったりします。

他の生き物にも悪い影響
 過度に密集したり、増えすぎたり、渡りの時期を遅らせた
りし、生態系に悪い影響を与える恐れがあります。

野良猫や鳩などに餌を与えないでください環 境 課 か ら
お　知　ら　せ

◀稲刈り後のほ場にも
　多くの貝を確認

石炭窒素の散布は、慎重に行いましょう
(10月～11月)
殺貝効果が期待できますが、魚毒性が高いため、
使用にあたっては注意が必要です。

水路
落水後の集中駆除を行いましょう

　ジャンボタニシ対策などの薬剤の購入費の一部
を市農業振興会を通じて補助しています。
　補助の条件などくわしくは、商工農政観光課また
は市農業振興会事務局（JAぎふ巣南グリーン☎
328-7220）へお問い合わせください。

被害が多い地域では、冬季における水路の泥上
げ時などで積極的に駆除を行いましょう。

冬季耕起で、個体数を減らしましょう

一言アドバイス
水や泥が溜まる場所には、貝が集まりやすいので
集中的・効率的な駆除ができます。

一言アドバイス
・収穫後に、水温が15°C以上あり、湛水ができるほ場
において効果が期待できます。

・窒素を多く含むため、次期作の施肥量に注意が必要
です。

一言アドバイス
ほ場内に凹凸があると、深水部が食害されやすい
です。

一言アドバイス
トラクターの走行速度を遅く、ロータリーの回転を
速くすることで、貝を物理的に破砕することも期待
できます。

厳寒期になったら、田を耕起して貝を寒風にさら
しましょう。

均平施工で、次期作の浅水管理に備えましょう
レーザーレベラーでほ場を均平にし、次期作の浅
水管理に向けた準備をしましょう。

期間
 10月11日(火)～20日(木)までの10日間 
 ●10月11日(火) : 安全安心なまちづくりの日 
 ●10月20日(木) : 地域安全の日
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●問い合わせ　商工農政観光課(巣南庁舎)　☎327-2103

●問い合わせ　環境課(巣南庁舎)　☎327-4127

　秋～冬はジャンボタニシが越冬(休眠)する時期なので、次期作に向け対策を実施しましょう。特に、①今作で
被害が大きかったほ場周辺、②土が柔らかく貝が潜りやすい場所、③道路や橋の下にある水路に泥がたまっ
ている場所を重点的に対策し、効率的に駆除しましょう。

自転車の安全利用 
～自転車条例全面施行～

●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

　近年、交通事故件数は減少傾向にある中で、自転
車対歩行者事故の発生件数は横ばいで推移してい
ます。そのうち半数は歩行者が優先されるべき歩道
上または横断歩道上で発生しています。
　10月1日より『岐阜県自転車条例』が全面施行さ
れますので、改めて自転車の安全利用に努めましょう。

●問い合わせ　北方警察署　☎324-0110

　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。

自転車は道路交通法上の車両、
自動車と同じルール、マナーです!

○車道の左側を通行 
○車道通行が原則、歩道通行は例外
　・小学生以下と70歳以上の高齢者は歩道通行可
　・自転車通行可標識のある歩道は通行可
○通行可の歩道も、歩行者優先で車道寄りを徐行
　・歩行者との接触事故が多発
　・歩行者に注意して走行しましょう
○安全ルールを守る 
　・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
　・夜間はライトを点灯
　・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
　  事故の多くは交差点で発生しています!

自転車安全利用の徹底

●自転車保険の加入義務化
　自転車側が加害者となる高額賠償事故も発生していま
す。各種保険の個人賠償保険などの特約契約や自転車保
険、TSマーク付帯保険の加入など、万一の事故に備えま
しょう。
●ヘルメットの着用努力義務化
　着用すれば致死率が1/3に減少。ヘルメットを着用して
いれば助かる命があります。

10月1日から 
岐阜県自転車条例が全面施行されます

市民安全対策監の！
市民安全情報

⇦ マイナポイントに乗じた詐欺にご注意ください！ マイナポイントの受け取りはお済みですか？

令和4年度
全国地域安全運動について

重点
 ○子どもと女性の犯罪被害防止
 ○ニセ電話詐欺の被害防止
 ○住宅を対象とした侵入盗(空き巣、忍び込みな
　 ど)、万引き防止
 ○商業施設などにおける自転車盗被害防止

　全国地域安全運動の期間中、北方警察署管内
において、以下の活動を予定しています。

　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。

・ MSリーダーとともに被害防止広報活動
・ ドラッグストアなどにおける万引き被害防止警
戒活動

・ 金融機関における各種犯罪被害防止広報活動
・ 管内学校における被害防止講話

　北方
警察署の窓

期間中における北方警察署管内の活動予定

ジャンボタニシの被害対策を実施しましょう

水田ほ場内

商工農政観光課
か ら お 知 ら せ

　野良猫や鳩などの生き物に餌を与えることでトラブルになるケースが増えています。野良猫や鳩などの生
き物は自然の中で生活しています。近づきすぎたり捕まえたりせず、適度な距離感で静かに観察しましょう。

餌を与えると...
  餌をもらえる場所を餌場と覚えてしまうことで、人からの
食べ物に依存し、人馴れが進むようになります。その結果、
周囲の庭やごみ捨て場などが荒らされたり、糞害などが起
こったりします。

他の生き物にも悪い影響
 過度に密集したり、増えすぎたり、渡りの時期を遅らせた
りし、生態系に悪い影響を与える恐れがあります。

野良猫や鳩などに餌を与えないでください環 境 課 か ら
お　知　ら　せ

◀稲刈り後のほ場にも
　多くの貝を確認

石炭窒素の散布は、慎重に行いましょう
(10月～11月)
殺貝効果が期待できますが、魚毒性が高いため、
使用にあたっては注意が必要です。

水路
落水後の集中駆除を行いましょう

　ジャンボタニシ対策などの薬剤の購入費の一部
を市農業振興会を通じて補助しています。
　補助の条件などくわしくは、商工農政観光課また
は市農業振興会事務局（JAぎふ巣南グリーン☎
328-7220）へお問い合わせください。

被害が多い地域では、冬季における水路の泥上
げ時などで積極的に駆除を行いましょう。

冬季耕起で、個体数を減らしましょう

一言アドバイス
水や泥が溜まる場所には、貝が集まりやすいので
集中的・効率的な駆除ができます。

一言アドバイス
・収穫後に、水温が15°C以上あり、湛水ができるほ場
において効果が期待できます。

・窒素を多く含むため、次期作の施肥量に注意が必要
です。

一言アドバイス
ほ場内に凹凸があると、深水部が食害されやすい
です。

一言アドバイス
トラクターの走行速度を遅く、ロータリーの回転を
速くすることで、貝を物理的に破砕することも期待
できます。

厳寒期になったら、田を耕起して貝を寒風にさら
しましょう。

均平施工で、次期作の浅水管理に備えましょう
レーザーレベラーでほ場を均平にし、次期作の浅
水管理に向けた準備をしましょう。

期間
 10月11日(火)～20日(木)までの10日間 
 ●10月11日(火) : 安全安心なまちづくりの日 
 ●10月20日(木) : 地域安全の日
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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

小学校

小学校

教育委
員会発

Vol.64
　市ではグローバル化が進む社会の中で、自分の考えや気持
ちをしっかりと伝えながら、夢や可能性を広げていくことがで
きる人材育成を目指しています。
　令和4年度からは、全小学校を教育課程特例校として、低学
年から英語の授業を行っています。中学校では、小学校で身に
付けた力を基盤としながら、さらに発展したコミュニケーション
活動を行います。

　仲間やALTと英語でのコミュニケーションを楽しみながら活動を
行います。また、ICT機器も活用しています。

中学校
　小学校で身に付けた英語の力を最大限に発揮して活動します。
中学校では、ALTに自己紹介、夢を語り合う、おすすめの旅行先を
スピーチするなど、活動が広がります。

1年生　　  2年生　　  3年生　　  4年生　　  5年生　　  6年生
外国語科(英語)外国語活動(英語)

市内全小学校が、英語の教育課程特例校としてスタートしました。

　各コースのマップは、広報み
ずほ11月号と併せて配布します。
マップにはウォーキングコース
のほか、文化財などの写真や
ウォーキングに役立つプチ情報
も掲載しています。健康づくりに
楽しく取り組むきっかけとして、
このマップをつかってみんなで
ウォーキングに出かけましょう。

マップは11月に配布

　市民の皆さんの健康づくりに役立てたいという願いか
ら、スポーツ推進委員が中心となって、市内にウォーキン
グコースを作成しました。
　皆さんが安心して各コースを歩いていただけるように
安全面を考慮し、市の魅力に触れられるように小学校区ご
とに3種類のコースを設けました。
　2km程度の手軽なコースから5km以上の本格的な
コースまで、瑞穂市を満喫できるコースとなっています。
日々の散歩から週末の運動まで、幅広くご活用ください。

その他・まちめぐり コース
　瑞穂市のまちを巡るコース
です。まちの風景を楽しみなが
ら歩くことができます。新しい
発見があるかもしれません。
・生津公園めぐりコース…6.2km
・田之上・森コース………4.8km
・大イチョウコース………2.4km
 ほか4コース

川沿いをめぐる親水コース
　瑞穂市を流れる河川の近く
を巡るコースです。川沿いに住
む生き物や自然に親しみながら
歩くことができます。
・中川桜堤防コース…5.9km
・長護寺川コース……4.4km
・牛牧五六川コース…2.1km 
 ほか3コース

文化財・史跡めぐり コース
　瑞穂市にある文化財や史跡
を巡るコースです。歴史を感じ
ながら歩くことができます。

・小簾紅園コース…2.6km(片道) 
・美江寺宿コース…3.4km 
・別府観音コース…2.5km 
 ほか3コース

脚
かかとから着地し、地面
をしっかり蹴る

肩
力を抜いてリラックス

目線
10mくらい先を見る

歩幅
大股で早めに歩くと運
動効果が上がります。
(無理のない範囲で)

背中
背筋を伸ばす

肘
軽く肘を曲げ、後ろに
大きく振る

正しいフォーム
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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

小学校

小学校

教育委
員会発

Vol.64
　市ではグローバル化が進む社会の中で、自分の考えや気持
ちをしっかりと伝えながら、夢や可能性を広げていくことがで
きる人材育成を目指しています。
　令和4年度からは、全小学校を教育課程特例校として、低学
年から英語の授業を行っています。中学校では、小学校で身に
付けた力を基盤としながら、さらに発展したコミュニケーション
活動を行います。

　仲間やALTと英語でのコミュニケーションを楽しみながら活動を
行います。また、ICT機器も活用しています。

中学校
　小学校で身に付けた英語の力を最大限に発揮して活動します。
中学校では、ALTに自己紹介、夢を語り合う、おすすめの旅行先を
スピーチするなど、活動が広がります。

1年生　　  2年生　　  3年生　　  4年生　　  5年生　　  6年生
外国語科(英語)外国語活動(英語)

市内全小学校が、英語の教育課程特例校としてスタートしました。

　各コースのマップは、広報み
ずほ11月号と併せて配布します。
マップにはウォーキングコース
のほか、文化財などの写真や
ウォーキングに役立つプチ情報
も掲載しています。健康づくりに
楽しく取り組むきっかけとして、
このマップをつかってみんなで
ウォーキングに出かけましょう。

マップは11月に配布

　市民の皆さんの健康づくりに役立てたいという願いか
ら、スポーツ推進委員が中心となって、市内にウォーキン
グコースを作成しました。
　皆さんが安心して各コースを歩いていただけるように
安全面を考慮し、市の魅力に触れられるように小学校区ご
とに3種類のコースを設けました。
　2km程度の手軽なコースから5km以上の本格的な
コースまで、瑞穂市を満喫できるコースとなっています。
日々の散歩から週末の運動まで、幅広くご活用ください。

その他・まちめぐり コース
　瑞穂市のまちを巡るコース
です。まちの風景を楽しみなが
ら歩くことができます。新しい
発見があるかもしれません。
・生津公園めぐりコース…6.2km
・田之上・森コース………4.8km
・大イチョウコース………2.4km
 ほか4コース

川沿いをめぐる親水コース
　瑞穂市を流れる河川の近く
を巡るコースです。川沿いに住
む生き物や自然に親しみながら
歩くことができます。
・中川桜堤防コース…5.9km
・長護寺川コース……4.4km
・牛牧五六川コース…2.1km 
 ほか3コース

文化財・史跡めぐり コース
　瑞穂市にある文化財や史跡
を巡るコースです。歴史を感じ
ながら歩くことができます。

・小簾紅園コース…2.6km(片道) 
・美江寺宿コース…3.4km 
・別府観音コース…2.5km 
 ほか3コース

脚
かかとから着地し、地面
をしっかり蹴る

肩
力を抜いてリラックス

目線
10mくらい先を見る

歩幅
大股で早めに歩くと運
動効果が上がります。
(無理のない範囲で)

背中
背筋を伸ばす

肘
軽く肘を曲げ、後ろに
大きく振る

正しいフォーム
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浦瀬春翔さんが、バレーボール全国大会へ出場
　市内在住の中学３年生浦瀬春翔さんが市長室を訪れ、第25回
全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会への出場を報告し
ました。
　浦瀬さんはお父さんの影響で小学6年生のときにバレーボール
を始め、中学校では部活動に打ち込みました。3年生になってから
はクラブチームにも所属しつつ、生徒会役員としても活躍する
など学業とも両立しています。クラブチームで出場する本大会が
中学生としてのバレーボールの区切りとなりますが、高校でも
バレーボールを続けると話し、今後の活躍が期待されます。

第５０回全国消防救助技術大会出場
　瑞穂消防署の奥田範鎭隊員（写真上段）、中村真隊員（写真下
段左端）、笠井博仁隊員（写真下段右から２人目）、國吉亮平隊員
（写真下段右端）の4名が、8月26日に東京都立川市で開催され
た第50回全国消防救助技術大会に東海地区代表として出場し
ました。
　この大会は、昭和47年から続く歴史ある大会で、消防救助活
動に不可欠な体力、精神力、技術力を養うことを目的としていま
す。「陸上の部」と「水上の部」、それぞれ８種類の救助訓練種目
が設けられ、全国各地の予選を勝ち抜いた精鋭約1,000名の隊
員が、日頃鍛えぬいた救助技術を披露するものです。
　全国大会出場をかけた予選会である消防救助技術東海地区
指導会で、奥田隊員は、陸上の部「ロープブリッジ渡過」訓練に
出場し、また、中村・笠井・國吉隊員は、陸上の部「ほふく救出」訓
練に出場し、優秀な成績を収めて全国大会への出場権を獲得し
ました。
　全国大会では、日頃の訓練成果を十分に発揮することができ、
減点なく要救助者を安全・確実・迅速に救助し、見事優秀賞を受賞
しました。
　隊員らは、「全国の精鋭たちと競い合うことができ、大変貴重
な経験ができた。この経験を後輩たちに伝え、更に自己研鑽に励
み、市民の安心・安全に貢献したい。」と話しました。

みずほ平和の祈り2022　映画観賞会を開催
　市では平成22年に非核平和都市宣言を行い、これまで平和推
進事業として講演会、朗読会、平和コンサートなどを行っていま
す。新型コロナウイルス感染症の影響により一昨年より中止して
おり、8月21日（日）に２年ぶりに開催しました。本年は、戦争と広
島をテーマにしたアニメ映画『この世界の片隅に』を上映すると
ともに、総合センターアトリウムではパネル展「原爆と人間展」を
同時に開催しました。子どもから大人まで多くのかたにご来場い
ただき、改めて平和の大切さについて考える機会となりました。

市内の子どもたちへ　瑞穂市昔話紙芝居寄贈式
　岐阜淡墨ロータリークラブより、ロータリー財団地区補助金事業
として、済美高等学校保育科の生徒が制作した瑞穂市の昔話の紙
芝居の原画を製本化し、計300冊（6作品を50冊ずつ）を市へ寄贈
いただきました。また済美高等学校児童文化部の生徒が紙芝居の
ナレーションを収録したＤＶＤも１部寄贈され、市内の図書館や保
育所、幼稚園などで読み聞かせや貸し出しに利用する予定です。
　8月18日（木）に行われた寄贈式で、同クラブの市田会長は
「読み聞かせに有効活用していただき、子どもたちに昔話を伝え
ていきたい。」と話しました。

瑞穂市親子感動体験事業
「くぼたまさと親子工作教室」を実施
　わくわくさんでおなじみの、くぼたまさとさんによる親子工作教
室を8月20日（土）、21日（日）に巣南公民館多目的ホールで行
い、2日間で計4回公演、親子79組208名が参加しました。
　くぼたさんから番組さながらに丁寧な説明があり、参加者は
紙や竹ひご、洗濯ばさみなど簡単に手に入る材料で線香花火、打
ち上げちょうちょ花火、ロケット花火を作りました。工作でできた
作品で遊ぶなど、親子で楽しい時間を過ごしました。

子どもたちへ木製品のプレセント
　全国建設労働組合総連合（全建総連）巣南支部の皆さんが、
巣南地区の保育施設のために木製品を作ってくださいました。全
建総連巣南支部の皆さんは、20年以上も前から保育施設へ、要
望に沿った木製品を製作するボランティアを続けています。
　今年度は、子どもたちがおもちゃを入れる棚と、保護者のかた
向けのお知らせを掲示する掲示板を製作していただきました。保
育施設からは「以前も同じものを作っていただいてとても重宝し
ているので、またいただけてうれしい」といった声がありました。

伝統の染め物でエコバッグ作り
　本田小校区放課後児童クラブは、保護者会主催で8月25日
（木）、26日（金）に「シルクスクリーンで自分のエコバッグ作り」
を開催し、1～6年生約140人が参加しました。スクリーン印刷
業「坂口捺染」（岐阜市中西郷）の社員が講師を務め、児童たち
はアルパカやクジラの柄が入った型にインクを流し込むなどして
コットンのエコバッグに色を付けました。
　同社の坂口輝光社長は、「服やバッグにシルクスクリーンの技
術が使われていることを知ってもらい、子どもたちの将来の夢に
つながれば嬉しい。」と話しました。

はる と
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浦瀬春翔さんが、バレーボール全国大会へ出場
　市内在住の中学３年生浦瀬春翔さんが市長室を訪れ、第25回
全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会への出場を報告し
ました。
　浦瀬さんはお父さんの影響で小学6年生のときにバレーボール
を始め、中学校では部活動に打ち込みました。3年生になってから
はクラブチームにも所属しつつ、生徒会役員としても活躍する
など学業とも両立しています。クラブチームで出場する本大会が
中学生としてのバレーボールの区切りとなりますが、高校でも
バレーボールを続けると話し、今後の活躍が期待されます。

第５０回全国消防救助技術大会出場
　瑞穂消防署の奥田範鎭隊員（写真上段）、中村真隊員（写真下
段左端）、笠井博仁隊員（写真下段右から２人目）、國吉亮平隊員
（写真下段右端）の4名が、8月26日に東京都立川市で開催され
た第50回全国消防救助技術大会に東海地区代表として出場し
ました。
　この大会は、昭和47年から続く歴史ある大会で、消防救助活
動に不可欠な体力、精神力、技術力を養うことを目的としていま
す。「陸上の部」と「水上の部」、それぞれ８種類の救助訓練種目
が設けられ、全国各地の予選を勝ち抜いた精鋭約1,000名の隊
員が、日頃鍛えぬいた救助技術を披露するものです。
　全国大会出場をかけた予選会である消防救助技術東海地区
指導会で、奥田隊員は、陸上の部「ロープブリッジ渡過」訓練に
出場し、また、中村・笠井・國吉隊員は、陸上の部「ほふく救出」訓
練に出場し、優秀な成績を収めて全国大会への出場権を獲得し
ました。
　全国大会では、日頃の訓練成果を十分に発揮することができ、
減点なく要救助者を安全・確実・迅速に救助し、見事優秀賞を受賞
しました。
　隊員らは、「全国の精鋭たちと競い合うことができ、大変貴重
な経験ができた。この経験を後輩たちに伝え、更に自己研鑽に励
み、市民の安心・安全に貢献したい。」と話しました。

みずほ平和の祈り2022　映画観賞会を開催
　市では平成22年に非核平和都市宣言を行い、これまで平和推
進事業として講演会、朗読会、平和コンサートなどを行っていま
す。新型コロナウイルス感染症の影響により一昨年より中止して
おり、8月21日（日）に２年ぶりに開催しました。本年は、戦争と広
島をテーマにしたアニメ映画『この世界の片隅に』を上映すると
ともに、総合センターアトリウムではパネル展「原爆と人間展」を
同時に開催しました。子どもから大人まで多くのかたにご来場い
ただき、改めて平和の大切さについて考える機会となりました。

市内の子どもたちへ　瑞穂市昔話紙芝居寄贈式
　岐阜淡墨ロータリークラブより、ロータリー財団地区補助金事業
として、済美高等学校保育科の生徒が制作した瑞穂市の昔話の紙
芝居の原画を製本化し、計300冊（6作品を50冊ずつ）を市へ寄贈
いただきました。また済美高等学校児童文化部の生徒が紙芝居の
ナレーションを収録したＤＶＤも１部寄贈され、市内の図書館や保
育所、幼稚園などで読み聞かせや貸し出しに利用する予定です。
　8月18日（木）に行われた寄贈式で、同クラブの市田会長は
「読み聞かせに有効活用していただき、子どもたちに昔話を伝え
ていきたい。」と話しました。

瑞穂市親子感動体験事業
「くぼたまさと親子工作教室」を実施
　わくわくさんでおなじみの、くぼたまさとさんによる親子工作教
室を8月20日（土）、21日（日）に巣南公民館多目的ホールで行
い、2日間で計4回公演、親子79組208名が参加しました。
　くぼたさんから番組さながらに丁寧な説明があり、参加者は
紙や竹ひご、洗濯ばさみなど簡単に手に入る材料で線香花火、打
ち上げちょうちょ花火、ロケット花火を作りました。工作でできた
作品で遊ぶなど、親子で楽しい時間を過ごしました。

子どもたちへ木製品のプレセント
　全国建設労働組合総連合（全建総連）巣南支部の皆さんが、
巣南地区の保育施設のために木製品を作ってくださいました。全
建総連巣南支部の皆さんは、20年以上も前から保育施設へ、要
望に沿った木製品を製作するボランティアを続けています。
　今年度は、子どもたちがおもちゃを入れる棚と、保護者のかた
向けのお知らせを掲示する掲示板を製作していただきました。保
育施設からは「以前も同じものを作っていただいてとても重宝し
ているので、またいただけてうれしい」といった声がありました。

伝統の染め物でエコバッグ作り
　本田小校区放課後児童クラブは、保護者会主催で8月25日
（木）、26日（金）に「シルクスクリーンで自分のエコバッグ作り」
を開催し、1～6年生約140人が参加しました。スクリーン印刷
業「坂口捺染」（岐阜市中西郷）の社員が講師を務め、児童たち
はアルパカやクジラの柄が入った型にインクを流し込むなどして
コットンのエコバッグに色を付けました。
　同社の坂口輝光社長は、「服やバッグにシルクスクリーンの技
術が使われていることを知ってもらい、子どもたちの将来の夢に
つながれば嬉しい。」と話しました。

はる と
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利用可能時間
利 用 方 法

施設開放時間

10:00～15:00（土・日・祝除く）
電話予約
（利用希望の前日または当日に１回分予約可）
1回目 10:00～11:30、2回目 13:00～14:30
別府は各7組、牛牧は各4組

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

子育て中のみなさん！ 遊びに来ませんか？子育て支援センター情報10月

清流みずほ保育園　子育て支援センターモアマーム
森555番地　☎328-1077 HP  http://www.lieberrystyle.com/mizuho-hoiku/institution/moremaam.html

200円

200円＋材料費100円

2,000円

200円＋親子ランチ代700円

200円＋材料費100円

10：30～11：30 

10：30～11：30

10：30～11：30

10：30～13：00

10：30～11：30

※全ての講座、開放は当面の間、定員5～8組。10月の講座は9月5日（月）9:00～予約受付中。各事業要予約

※くわしくは隔月発行の「マームたより」やホームページをご覧ください。9月20日（火）10:00～予約受付中。各事業要予約

事　業

炭竃 桂子氏

支援センター

 藤澤 寿子氏

小川 直美氏

 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

HP  http://www.mizuho-cc.com

日　時 講　師 費　用

絵本の読み聞かせ

マーム広場 ～葉っぱの窓飾り＆秋のお散歩～

温活ヨガ

写真の撮り方講座＆ランチ

お誕生日会

子育て相談日

中島先生の漢方講座【咳の種類でわける漢方薬】

野崎先生の養生講座【季節の養生 冬編】

okan暮らしのおすそ分け【蜜蝋ラップ】

LINK-UPみずほ【親子ふれあい遊び】

こびとカフェ【かぼちゃのパウンドケーキ】

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

17日（月）

24日（月）他

25日（火）

28日（金）

無料

200円

500円

500円＋材料費2,000円

200円

350円

10：00～14：00

13：30～14：30

10：30～11：30

10：30～11：30

10：30～11：30

10：30～14：00

事　業

支援センター

矢部 法子氏

高木 論美氏

支援センター

日　時 講　師 費　用

3日（月）

19日(水）

20日（木）

21日（金）

24日（月）

週1～2回

上記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。
くわしくは市ホームページまたはママフレでご確認ください。

清流みずほ認定こども園　瑞穂こどもセンター
森565番地　☎322-2051

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の申請期限は令和5年2月28日（火）です。

▼ママフレ▼牛牧▼別府

いずれの事業も参加費は無料です。※10月12日（水）～10月14日（金）（9：30～15：00）までに各支援センターへ電話で予約してください

ボランティアが修理します

保健師・栄養士が相談に応じます

講師：センター職員

10：00～12：00

10：00～12：00

10：30～11：30

10：30～11：30

事　業

別府

牛牧

別府

牛牧

日　時 場　所 内　容

おもちゃ病院

子育て相談

おやつのお悩みズバッと解決！※

手形でハロウィーンガーランド作り※

14日（金）

27日（木）

17日（月）

21日（金）

20日（木）

25日（火）

別府

牛牧

なかしまこどもクリニック
中島 俊彦氏
子宝先生
野崎 利晃氏

20日（木）
26日（水）

講師：瑞穂市役所幼児教育課
　　 管理栄養士

※連続講座 11/28・12/19・
　1/23・2/27 全て月曜日
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利用可能時間
利 用 方 法

施設開放時間

10:00～15:00（土・日・祝除く）
電話予約
（利用希望の前日または当日に１回分予約可）
1回目 10:00～11:30、2回目 13:00～14:30
別府は各7組、牛牧は各4組

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

子育て中のみなさん！ 遊びに来ませんか？子育て支援センター情報10月

清流みずほ保育園　子育て支援センターモアマーム
森555番地　☎328-1077 HP  http://www.lieberrystyle.com/mizuho-hoiku/institution/moremaam.html

200円

200円＋材料費100円

2,000円

200円＋親子ランチ代700円

200円＋材料費100円

10：30～11：30 

10：30～11：30

10：30～11：30

10：30～13：00

10：30～11：30

※全ての講座、開放は当面の間、定員5～8組。10月の講座は9月5日（月）9:00～予約受付中。各事業要予約

※くわしくは隔月発行の「マームたより」やホームページをご覧ください。9月20日（火）10:00～予約受付中。各事業要予約

事　業

炭竃 桂子氏

支援センター

 藤澤 寿子氏

小川 直美氏

 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

HP  http://www.mizuho-cc.com

日　時 講　師 費　用

絵本の読み聞かせ

マーム広場 ～葉っぱの窓飾り＆秋のお散歩～

温活ヨガ

写真の撮り方講座＆ランチ

お誕生日会

子育て相談日

中島先生の漢方講座【咳の種類でわける漢方薬】

野崎先生の養生講座【季節の養生 冬編】

okan暮らしのおすそ分け【蜜蝋ラップ】

LINK-UPみずほ【親子ふれあい遊び】

こびとカフェ【かぼちゃのパウンドケーキ】

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

17日（月）

24日（月）他

25日（火）

28日（金）

無料

200円

500円

500円＋材料費2,000円

200円

350円

10：00～14：00

13：30～14：30

10：30～11：30

10：30～11：30

10：30～11：30

10：30～14：00

事　業

支援センター

矢部 法子氏

高木 論美氏

支援センター

日　時 講　師 費　用

3日（月）

19日(水）

20日（木）

21日（金）

24日（月）

週1～2回

上記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。
くわしくは市ホームページまたはママフレでご確認ください。

清流みずほ認定こども園　瑞穂こどもセンター
森565番地　☎322-2051

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の申請期限は令和5年2月28日（火）です。

▼ママフレ▼牛牧▼別府

いずれの事業も参加費は無料です。※10月12日（水）～10月14日（金）（9：30～15：00）までに各支援センターへ電話で予約してください

ボランティアが修理します

保健師・栄養士が相談に応じます

講師：センター職員

10：00～12：00

10：00～12：00

10：30～11：30

10：30～11：30

事　業

別府

牛牧

別府

牛牧

日　時 場　所 内　容

おもちゃ病院

子育て相談

おやつのお悩みズバッと解決！※

手形でハロウィーンガーランド作り※

14日（金）

27日（木）

17日（月）

21日（金）

20日（木）

25日（火）

別府

牛牧

なかしまこどもクリニック
中島 俊彦氏
子宝先生
野崎 利晃氏

20日（木）
26日（水）

講師：瑞穂市役所幼児教育課
　　 管理栄養士

※連続講座 11/28・12/19・
　1/23・2/27 全て月曜日
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　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。
健康なうちから定期的にチェックす
ることで、早期発見につながります。
実施の前日までに予約が必要です。
■日  10月5日（水）、12日（水）、
　 19日（水）、26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
　（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

ＤＯ ＹＯＵ ＫＮＯＷ（脳）？
あたまの健康チェック

　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」として、さ
まざまなご相談に応じます。巣南地域
では、老人福祉センターに、毎月第２・
４月曜日に出張相談所を開設します。
お気軽にご相談ください。
■日  10月11日（火）・24日（月）
　　9：30～11：30 ※予約不要
　第２月曜が祝日のため、火曜に変更
していますのでご注意ください。
■所  老人福祉センター
■問 地域包括支援センター
　 ☎327-4118

地域包括支援センター
出張相談所のご案内

■日  10月7日(金)①
　 10月16日(日)②
①救命入門コース：胸骨圧迫とAEDの
取扱い救命講習（19：00～20：30）

②普通救命講習Ⅰ：心肺蘇生法・AED
などの救命講習（9:00～12：00）
/ステップアップ講習：救命入門
コースまたはeラーニング既受講
者が対象（10:00～12:00）
■所 瑞穂消防署（別府2451-1）
■料 　無料　■定  10人程度
■申 実施日の前日までに、瑞穂消防署

へ電話または直接申し込み。上記
以外の救命講習については岐阜
市ホームページ『日曜救命講習』
『夜間救命講習』をご覧ください。
■問   瑞穂消防署　☎327-0119

日曜・夜間救命講習受講者募集
　令和5年10月1日からインボイス
制度が実施されます。本制度につい
て理解を深めていただけるよう説明
会を開催します。参加無料ですので
ぜひご参加ください。
■日  11月8日(火)、12月6日(火)
　 ①10:00～11:00
　 ②14:00～15:30
■所  岐阜北税務署（岐阜市千石町1丁

目4番地）
■定  各30人（先着順）
■申  事前予約制につき、要電話予約
■問  岐阜北税務署　☎262-6131
①法人課税第一部門（内線315）
②個人課税第一部門（内線212）

インボイス制度説明会のご案内

　９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。
　ご本人・同じ世帯のかたが来られ
る場合▷本人確認できるもの（マイ
ナンバーカード、運転免許証など）を
お持ちください。
　上記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
※保険料の未納で保険証をお送り
できていない場合もあります
■問  医療保険課　☎327-4159

後期高齢者医療の保険証は
受け取られましたか？

映画:だってしょうがないじゃない
■日  10月29日(土)　14:00～16:00
　 (受付13:30～)
■所 各務原市立中央図書館　
　 多目的ホール4階
■料 　無料　■定  50人程度
　電話にて事前申し込みが必要。定
員を超過した場合は抽選
■申 ■問   支援センターふなぶせ南
　（浅野、鷲見）　☎201-6711
※新型コロナウイルス感染症の状況
により、中止となる場合あり

令和４年度『こころの健康講座
～映画上映会～』

　役所の仕事について不満を感じる
こと、よく分からないことはありませ
んか？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。
■問 岐阜行政相談センター
　（岐阜市金竜町5-13　岐阜合同庁舎）
　 ☎0570-090110　　248-6755
　 https://www.soumu.go.jp/
　 kanku/chubu/gifu.html
いつでも行政相談に応じていますの
で、お気軽にご相談ください。

10/17(月)～10/23(日)は、
「行政相談週間」です

相談窓口 相談事務所 対　象 日にち

10/6（木）
・

11/2（水）

　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。

※時間はいずれも13：30～15：30
※先着各2名（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

障がい者などの相談窓口を
開設！

　次の事業所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

　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防止のた
め、次のとおりご協力をお願いします。
・事前予約が必要です
・入室は2人までです
・相談は原則25分以内です
・受付票を記入してください
　感染予防のためマスクを着用し、
発熱（37.5度以上）などの症状があ
るかたはご遠慮ください。なお、感
染症拡大の状況により、中止する場
合があります。
■日  10月20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

税理士による無料税務相談

　ピア相談とは、同じこころの病気を
経験した当事者が、寄り添い、一緒に
考える相談です。
　電話（支援センター ふなぶせ）での
相談支援も可能です。
■日  10月6日（木）　13:30～15:30
■所  総合センター　相談室3・地域福祉
　 ルーム
■問 福祉生活課　☎327-4123

ピア相談を開設

せら知おコミュニティセンター か
ら
の

コミュニティセンター３館同時開催　

▲ホームページ

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。

本田コミュニティセンター
☎329-1600

●問い合わせ　総務課　☎327-4111牛牧北部防災コミュニティセンター
☎329-0147

会計年度任用職員募集

牛牧南部コミュニティセンターつどいの泉
☎329-1511　

担任保育士
保育所調理員

放課後児童クラブサブチーフ

放課後児童クラブ指導員

幼児教育課
☎327-2147

図書館　☎326-2300

給食センター
☎328-7771

募　集　職　種 担　当　課

放課後児童クラブサポーター

図書館司書（繁忙期）

給食センター調理員

給食センター管理栄養士
または栄養士

こころの
相談

10/12
（水）

ふなぶせ
心の病気でお悩み
のかた、その家族や
関係者

ほほえみ
相談

障害者総合
生活支援
センター
クロス

知的障がい（発達障
がい）のかた、その
家族や関係者

マイナンバーカードを作りませんか？詳細は市民課まで コンビニで住民票や戸籍証明書などが取得できます。

任 用 期 間 任用日～令和5年3月31日
応 募 期 限 10月11日（火）必着
応 募 方 法 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
選 考 方 法 面接試験および実技試験（保育士のみ）

※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/97
81.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

■日  12月4日(日)
■所 岐阜大学(岐阜市柳戸1-1)
種別　甲種・乙種1～6類・丙種
■〆  持参・郵送/10月17日(月)～
　 28日(金)、電子申請/10月14日

(金)～25日(火)
■申 (一財)消防試験研究センター岐

阜ビル（岐阜市薮田南1-5-1第２
松波ビル）

■問   岐阜市消防本部予防課
　 ☎262-7163

危険物取扱者試験のご案内

【内　容】 

【期　間】

【対　象】
【料　金】
【その他】 

ハロウィー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。塗り絵に色をぬり、お
面の形に切り取ります。
10月11日（火）～31日(月)　9:00～20:00
※10月17日(月）:本田コミセンと南部コミセンは休館日

幼児から大人までご家族でのご参加、大歓迎です。
無料
事前の申し込みは不要。
制作に必要なものは用意
します。

【内　容】 

【期　間】 
【対　象】
【その他】 

万歩計、スマートフォンなどで１日ごとに歩数を
測定し、チャレンジカードに記入します。
10万歩達成したら、コミセン窓口に提出します。
※万歩計はコミセンで貸出可（数に限りあり）

10月1日（土）～11月30日(水)
どなたでも参加できます。
参加希望のかたは、コミセン
窓口で申し込み、チャレンジ
カードを受け取ってください。

ハロウィーンイベントのご案内
～お面を作ってハロウィーンを楽しもう！～

～10万歩を達成して、プレゼントをゲットしよう‼～

みんなでわくわくウォーキング

10万歩チャレンジ！
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　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。
健康なうちから定期的にチェックす
ることで、早期発見につながります。
実施の前日までに予約が必要です。
■日  10月5日（水）、12日（水）、
　 19日（水）、26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
　（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

ＤＯ ＹＯＵ ＫＮＯＷ（脳）？
あたまの健康チェック

　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」として、さ
まざまなご相談に応じます。巣南地域
では、老人福祉センターに、毎月第２・
４月曜日に出張相談所を開設します。
お気軽にご相談ください。
■日  10月11日（火）・24日（月）
　　9：30～11：30 ※予約不要
　第２月曜が祝日のため、火曜に変更
していますのでご注意ください。
■所  老人福祉センター
■問 地域包括支援センター
　 ☎327-4118

地域包括支援センター
出張相談所のご案内

■日  10月7日(金)①
　 10月16日(日)②
①救命入門コース：胸骨圧迫とAEDの
取扱い救命講習（19：00～20：30）

②普通救命講習Ⅰ：心肺蘇生法・AED
などの救命講習（9:00～12：00）
/ステップアップ講習：救命入門
コースまたはeラーニング既受講
者が対象（10:00～12:00）
■所 瑞穂消防署（別府2451-1）
■料 　無料　■定  10人程度
■申 実施日の前日までに、瑞穂消防署

へ電話または直接申し込み。上記
以外の救命講習については岐阜
市ホームページ『日曜救命講習』
『夜間救命講習』をご覧ください。
■問   瑞穂消防署　☎327-0119

日曜・夜間救命講習受講者募集
　令和5年10月1日からインボイス
制度が実施されます。本制度につい
て理解を深めていただけるよう説明
会を開催します。参加無料ですので
ぜひご参加ください。
■日  11月8日(火)、12月6日(火)
　 ①10:00～11:00
　 ②14:00～15:30
■所  岐阜北税務署（岐阜市千石町1丁

目4番地）
■定  各30人（先着順）
■申  事前予約制につき、要電話予約
■問  岐阜北税務署　☎262-6131
①法人課税第一部門（内線315）
②個人課税第一部門（内線212）

インボイス制度説明会のご案内

　９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。
　ご本人・同じ世帯のかたが来られ
る場合▷本人確認できるもの（マイ
ナンバーカード、運転免許証など）を
お持ちください。
　上記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
※保険料の未納で保険証をお送り
できていない場合もあります
■問  医療保険課　☎327-4159

後期高齢者医療の保険証は
受け取られましたか？

映画:だってしょうがないじゃない
■日  10月29日(土)　14:00～16:00
　 (受付13:30～)
■所 各務原市立中央図書館　
　 多目的ホール4階
■料 　無料　■定  50人程度
　電話にて事前申し込みが必要。定
員を超過した場合は抽選
■申 ■問   支援センターふなぶせ南
　（浅野、鷲見）　☎201-6711
※新型コロナウイルス感染症の状況
により、中止となる場合あり

令和４年度『こころの健康講座
～映画上映会～』

　役所の仕事について不満を感じる
こと、よく分からないことはありませ
んか？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。
■問 岐阜行政相談センター
　（岐阜市金竜町5-13　岐阜合同庁舎）
　 ☎0570-090110　　248-6755
　 https://www.soumu.go.jp/
　 kanku/chubu/gifu.html
いつでも行政相談に応じていますの
で、お気軽にご相談ください。

10/17(月)～10/23(日)は、
「行政相談週間」です

相談窓口 相談事務所 対　象 日にち

10/6（木）
・

11/2（水）

　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。

※時間はいずれも13：30～15：30
※先着各2名（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

障がい者などの相談窓口を
開設！

　次の事業所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

　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防止のた
め、次のとおりご協力をお願いします。
・事前予約が必要です
・入室は2人までです
・相談は原則25分以内です
・受付票を記入してください
　感染予防のためマスクを着用し、
発熱（37.5度以上）などの症状があ
るかたはご遠慮ください。なお、感
染症拡大の状況により、中止する場
合があります。
■日  10月20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

税理士による無料税務相談

　ピア相談とは、同じこころの病気を
経験した当事者が、寄り添い、一緒に
考える相談です。
　電話（支援センター ふなぶせ）での
相談支援も可能です。
■日  10月6日（木）　13:30～15:30
■所  総合センター　相談室3・地域福祉
　 ルーム
■問 福祉生活課　☎327-4123

ピア相談を開設

せら知おコミュニティセンター か
ら
の

コミュニティセンター３館同時開催　

▲ホームページ

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。

本田コミュニティセンター
☎329-1600

●問い合わせ　総務課　☎327-4111牛牧北部防災コミュニティセンター
☎329-0147

会計年度任用職員募集

牛牧南部コミュニティセンターつどいの泉
☎329-1511　

担任保育士
保育所調理員

放課後児童クラブサブチーフ

放課後児童クラブ指導員

幼児教育課
☎327-2147

図書館　☎326-2300

給食センター
☎328-7771

募　集　職　種 担　当　課

放課後児童クラブサポーター

図書館司書（繁忙期）

給食センター調理員

給食センター管理栄養士
または栄養士

こころの
相談

10/12
（水）

ふなぶせ
心の病気でお悩み
のかた、その家族や
関係者

ほほえみ
相談

障害者総合
生活支援
センター
クロス

知的障がい（発達障
がい）のかた、その
家族や関係者

マイナンバーカードを作りませんか？詳細は市民課まで コンビニで住民票や戸籍証明書などが取得できます。

任 用 期 間 任用日～令和5年3月31日
応 募 期 限 10月11日（火）必着
応 募 方 法 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
選 考 方 法 面接試験および実技試験（保育士のみ）

※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/97
81.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

■日  12月4日(日)
■所 岐阜大学(岐阜市柳戸1-1)
種別　甲種・乙種1～6類・丙種
■〆  持参・郵送/10月17日(月)～
　 28日(金)、電子申請/10月14日

(金)～25日(火)
■申 (一財)消防試験研究センター岐

阜ビル（岐阜市薮田南1-5-1第２
松波ビル）

■問   岐阜市消防本部予防課
　 ☎262-7163

危険物取扱者試験のご案内

【内　容】 

【期　間】

【対　象】
【料　金】
【その他】 

ハロウィー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。塗り絵に色をぬり、お
面の形に切り取ります。
10月11日（火）～31日(月)　9:00～20:00
※10月17日(月）:本田コミセンと南部コミセンは休館日

幼児から大人までご家族でのご参加、大歓迎です。
無料
事前の申し込みは不要。
制作に必要なものは用意
します。

【内　容】 

【期　間】 
【対　象】
【その他】 

万歩計、スマートフォンなどで１日ごとに歩数を
測定し、チャレンジカードに記入します。
10万歩達成したら、コミセン窓口に提出します。
※万歩計はコミセンで貸出可（数に限りあり）

10月1日（土）～11月30日(水)
どなたでも参加できます。
参加希望のかたは、コミセン
窓口で申し込み、チャレンジ
カードを受け取ってください。

ハロウィーンイベントのご案内
～お面を作ってハロウィーンを楽しもう！～

～10万歩を達成して、プレゼントをゲットしよう‼～

みんなでわくわくウォーキング

10万歩チャレンジ！
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●問い合わせ  図書館（本館）☎326-2300  （分館）☎328-7070 くわしくは、館内ポスターや図書館ホームページでお知らせします。

新着図書 ご案内\今月 おすすめ/

サステナブルな
自炊生活

しらいしやすこ

朝日新聞出版

【著　者】

【出版社】

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｡

西村まさゆき
小学館
2022年6月

【編著者】
【出版社】
【出版年】

残照

本城雅人

文藝春秋

【著　者】

【出版社】

トラブル旅行社2
魔獣牧場でホームステイ

廣嶋玲子
コマツシンヤ
金の星社

【著　者】
【監　修】
【出版社】

押す図鑑ボタン

　暮らしの中で、ボタンを押さない日はないのではないでしょう
か。エレベーターに乗れば降りる階のボタンを、計算をするとき
は電卓のキーボタンを、喉が渇けば飲み物を買うために自動販
売機のボタンを、テレビをみるときはリモコンのボタンを押しま
す。ポチッ！と押すだけで、便利で豊かな生活を送ることができる
装置。本書は、そんなボタンに注目し、たっぷり紹介しています。
ボタンを押したことにより、その後機械がどのように動いている
のかも分かります。私たちの周りに何気なくあったいろんなボタ
ンが、とても重要な存在であるのだと思える１冊です。

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
おことわり
　新型コロナウイルスの感染状況により、対応（開館日、
サービス内容、企画など)が変更(延期･中止)になることが
あります。くわしくは図書館までお尋ねください。

館内利用について（お願い）
・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。
・マスクの着用、入館時の検温、手指の消毒のご協力をお

願いします。

　保存期限の過ぎた図書を無償で譲渡します。（雑誌はありません）
　全９回のグループ（定員20名）、入れ替えをして行います。

▶整理券は10月15日(土)から、図書館本館で先着順にて配布します。
　定員に達した時点で、そのグループの受付は終了します。
　必ず図書館カードをお持ちください

　図書館職員の思い出の本や忘れら
れない本などを、紹介文とあわせて展
示します。本との新しい出会いがある
かも…
【 期 間 】
【 場 所 】

10月1日(土)～30日(日)
図書館本館カウンター前

【 日 時 】

【 場 所 】
【 対 象 】

11月3日(木・祝)　①11:00～　②11:40～　③14:00～
④14:40～　⑤15:20～
11月5日(土)　⑥11:00～　⑦11:40～　⑧14:00～　⑨14:40～
図書館本館２階学習室（分館では開催しません）
図書館カード登録者※要整理券

　絵本や子育てについてのお話です。
　「子どもからのおくりもの」

▶10月25日(火)より整理券を配布

【 日 時 】
【 場 所 】
【 対 象 】
【 定 員 】

11月12日(土)　10:30～
図書館分館絵本フロア
子どもに関わるかた
30人

10月のテーマ本

・本館 本もDVDもあります！

・分館 食欲の秋・ハロウィーンの本

■日  11月6日(日)～12月4日(日) 
　 13:00～16:30
　 毎週日曜日　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年生から6年生

の男女
■定  20名※申込多数の場合は抽選
■〆  10月21日（金）
※ラケットをご用意ください

小学生バドミントン教室　
参加者募集！

公募事業「おとのわカーニバル」
　瑞穂市から世界につながるおまつ
りコンサート。いろんな楽器・いろん
なジャンルがコラボレーション！次世
代につなげる音楽の輪
■日  10月23日(日)
　 13:30開場　14:00開演
■所 総合センター サンシャインホール
■料 　無料

事業

　高齢者（75歳以上）は、下記の期間
中、みずほバスの乗車料金が無料になり
ます。この機会にぜひご利用ください。
無料期間：10月11日(火)まで
要件　後期高齢医療被保険証やマイ
ナンバーカードなど生年月日（75歳
以上であること）が確認できる公的
資料の提示

75歳以上限定
みずほバスを無料で利用できます！

■日  ①10月19日（水）　10：00～11:30
　 ②11月16日(水）　13:30～15:00
　 ③12月21日(水)　10:00～11 :30
■所 ①・③岐阜市消防本部4階南側研

修室、②山県消防署会議室
■対 聴覚・音声・言語機能に障がいが
あり、音声による119番通報が困難
で、消防本部管内（岐阜市・瑞穂市・山
県市・本巣市・北方町）に在住・在勤・
在学し、利用登録を希望する、または
登録済みで利用方法を知りたいかた
■定  各回５人（先着順）
■〆  開催２日前まで
■申 岐阜市オンライン
　 申請総合窓口サイト
　 から申し込み
■問   岐阜市消防本部指令課
　 ☎262-8151

Net119登録説明・通報体験会
（10月～12月開催分）

■日  ｅラーニング期間
　11月21日(月）～12月4日(日）
　 実技講習・効果測定
　 12月6日（火）午前中（1時間程度）
■所 岐阜市消防本部6階（岐阜市美江

寺町2-9）※実技講習・効果測定の
実施場所

■料 　テキスト代4,170円(口座振込)
■資  岐阜市消防本部管内に在住また

は在勤し、資格取得の必要がある
かた。パソコン、スマホなどでｅ
ラーニングを受講可能なかた。

■定  100人
■申 岐阜市ホームページからオンライ

ン申請（先着順）。詳細は案内ペー
ジをご覧ください。

■問   岐阜市消防本部予防課
　 ☎262-7163

甲種防火管理新規講習
（ｅラーニング）のご案内

　正しい交通ルール・マナーを守る
ため、警察署のかたを講師にお招き
し、法令講習会を行います。下記日程
で行いますので、多くのご参加をお
待ちしています。
■日  ①10月7日(金)　19:00～
   ②10月13日(木)　19:00～
■所 ①総合センター サンシャインホール
   ②巣南公民館　多目的ホール
※どちらでも受講できますが、混雑
を避けるため、①穂積地区、②巣南
地区でのご参加にご協力ください

内容　DVD鑑賞、優良運転者表彰伝
達式、令和４年の北方警察署管内
の交通事故の状況

持ち物　法令講習会受講証(受講証
をお持ちでないかたは、当日発行
します)
■問   市民協働安全課　☎327-4130

令和４年度　法令講習会および
優良運転者表彰伝達式の開催

文 化 協 会

体 育 協 会

図 書 館 企 画

おもいでの本棚 ひぐちみちこさん講演会

図書館リサイクルフェア

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

　離婚した場合、一定の条件のも
と、婚姻期間中の厚生年金の標準報
酬を当事者間で分割することができ
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た
め、お早めに岐阜北年金事務所まで
ご相談ください。
■問 岐阜北年金事務所　☎294-6364

離婚時の年金分割制度のお知らせ

「としょかんは　いけばいつでも　だいはっけん」令和３年度読書標語　優秀作品市では「読書のまち　みずほ」をめざして、子どもの読書活動を推進しています

■日 10月23日(日)　9:00～
■所 生津スポーツ広場テニスコート
■料 　1人500円
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
■〆  10月7日(金)

瑞穂市硬式テニスミックス大会

■日  12月4日（日）　9：00～
■所 穂積北中学校体育館
■料 　無料
種別 一般男子の部（中学生以上）、
一般女子の部（中学生以上）、小学生
5・6年の部(男女不問)、小学生4年
生以下の部(男女不問)
■対 市内に在住・在勤・在学のかた
■申 11月2日（水）
※8人1チームの室内での綱引きで
す。友達同士や職場、クラスの皆
さんでチームを作って参加してみ
ませんか？

瑞穂市綱引き大会

　公武合体のために皇女和宮（かず
のみや）様が、徳川第14代将軍の家
茂公に嫁ぐため、中山道を御降嫁さ
れ、呂久川（現在の揖斐川）を御座船
でお渡りになられました。
　この御渡河を記念し、歴史ゆかり
の呂久の地に記念碑建立の気運が
高まり、昭和４年４月にその名もゆか
しい「小簾紅園」が完成しました。
　以降、毎年10月26日に秋の例祭
が行われています。自らを犠牲にし、
国難をお救いになられた和宮様をし
のび、下記の通り開催されます。
■日  10月26日(水)　14:00～15：00
　 雨天決行
■所 小簾紅園(呂久1350番地)　
主催：和宮遺蹟保存会
■問   生涯学習課　☎327-2117
※新型コロナウイルス感染症の状
況により、変更の場合あり

皇女和宮 ＜秋の例祭＞
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●問い合わせ  図書館（本館）☎326-2300  （分館）☎328-7070 くわしくは、館内ポスターや図書館ホームページでお知らせします。

新着図書 ご案内\今月 おすすめ/

サステナブルな
自炊生活

しらいしやすこ

朝日新聞出版

【著　者】

【出版社】

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｡

西村まさゆき
小学館
2022年6月

【編著者】
【出版社】
【出版年】

残照

本城雅人

文藝春秋

【著　者】

【出版社】

トラブル旅行社2
魔獣牧場でホームステイ

廣嶋玲子
コマツシンヤ
金の星社

【著　者】
【監　修】
【出版社】

押す図鑑ボタン

　暮らしの中で、ボタンを押さない日はないのではないでしょう
か。エレベーターに乗れば降りる階のボタンを、計算をするとき
は電卓のキーボタンを、喉が渇けば飲み物を買うために自動販
売機のボタンを、テレビをみるときはリモコンのボタンを押しま
す。ポチッ！と押すだけで、便利で豊かな生活を送ることができる
装置。本書は、そんなボタンに注目し、たっぷり紹介しています。
ボタンを押したことにより、その後機械がどのように動いている
のかも分かります。私たちの周りに何気なくあったいろんなボタ
ンが、とても重要な存在であるのだと思える１冊です。

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
おことわり
　新型コロナウイルスの感染状況により、対応（開館日、
サービス内容、企画など)が変更(延期･中止)になることが
あります。くわしくは図書館までお尋ねください。

館内利用について（お願い）
・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。
・マスクの着用、入館時の検温、手指の消毒のご協力をお

願いします。

　保存期限の過ぎた図書を無償で譲渡します。（雑誌はありません）
　全９回のグループ（定員20名）、入れ替えをして行います。

▶整理券は10月15日(土)から、図書館本館で先着順にて配布します。
　定員に達した時点で、そのグループの受付は終了します。
　必ず図書館カードをお持ちください

　図書館職員の思い出の本や忘れら
れない本などを、紹介文とあわせて展
示します。本との新しい出会いがある
かも…
【 期 間 】
【 場 所 】

10月1日(土)～30日(日)
図書館本館カウンター前

【 日 時 】

【 場 所 】
【 対 象 】

11月3日(木・祝)　①11:00～　②11:40～　③14:00～
④14:40～　⑤15:20～
11月5日(土)　⑥11:00～　⑦11:40～　⑧14:00～　⑨14:40～
図書館本館２階学習室（分館では開催しません）
図書館カード登録者※要整理券

　絵本や子育てについてのお話です。
　「子どもからのおくりもの」

▶10月25日(火)より整理券を配布

【 日 時 】
【 場 所 】
【 対 象 】
【 定 員 】

11月12日(土)　10:30～
図書館分館絵本フロア
子どもに関わるかた
30人

10月のテーマ本

・本館 本もDVDもあります！

・分館 食欲の秋・ハロウィーンの本

■日  11月6日(日)～12月4日(日) 
　 13:00～16:30
　 毎週日曜日　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年生から6年生

の男女
■定  20名※申込多数の場合は抽選
■〆  10月21日（金）
※ラケットをご用意ください

小学生バドミントン教室　
参加者募集！

公募事業「おとのわカーニバル」
　瑞穂市から世界につながるおまつ
りコンサート。いろんな楽器・いろん
なジャンルがコラボレーション！次世
代につなげる音楽の輪
■日  10月23日(日)
　 13:30開場　14:00開演
■所 総合センター サンシャインホール
■料 　無料

事業

　高齢者（75歳以上）は、下記の期間
中、みずほバスの乗車料金が無料になり
ます。この機会にぜひご利用ください。
無料期間：10月11日(火)まで
要件　後期高齢医療被保険証やマイ
ナンバーカードなど生年月日（75歳
以上であること）が確認できる公的
資料の提示

75歳以上限定
みずほバスを無料で利用できます！

■日  ①10月19日（水）　10：00～11:30
　 ②11月16日(水）　13:30～15:00
　 ③12月21日(水)　10:00～11 :30
■所 ①・③岐阜市消防本部4階南側研

修室、②山県消防署会議室
■対 聴覚・音声・言語機能に障がいが
あり、音声による119番通報が困難
で、消防本部管内（岐阜市・瑞穂市・山
県市・本巣市・北方町）に在住・在勤・
在学し、利用登録を希望する、または
登録済みで利用方法を知りたいかた
■定  各回５人（先着順）
■〆  開催２日前まで
■申 岐阜市オンライン
　 申請総合窓口サイト
　 から申し込み
■問   岐阜市消防本部指令課
　 ☎262-8151

Net119登録説明・通報体験会
（10月～12月開催分）

■日  ｅラーニング期間
　11月21日(月）～12月4日(日）
　 実技講習・効果測定
　 12月6日（火）午前中（1時間程度）
■所 岐阜市消防本部6階（岐阜市美江

寺町2-9）※実技講習・効果測定の
実施場所

■料 　テキスト代4,170円(口座振込)
■資  岐阜市消防本部管内に在住また

は在勤し、資格取得の必要がある
かた。パソコン、スマホなどでｅ
ラーニングを受講可能なかた。

■定  100人
■申 岐阜市ホームページからオンライ

ン申請（先着順）。詳細は案内ペー
ジをご覧ください。

■問   岐阜市消防本部予防課
　 ☎262-7163

甲種防火管理新規講習
（ｅラーニング）のご案内

　正しい交通ルール・マナーを守る
ため、警察署のかたを講師にお招き
し、法令講習会を行います。下記日程
で行いますので、多くのご参加をお
待ちしています。
■日  ①10月7日(金)　19:00～
   ②10月13日(木)　19:00～
■所 ①総合センター サンシャインホール
   ②巣南公民館　多目的ホール
※どちらでも受講できますが、混雑
を避けるため、①穂積地区、②巣南
地区でのご参加にご協力ください

内容　DVD鑑賞、優良運転者表彰伝
達式、令和４年の北方警察署管内
の交通事故の状況

持ち物　法令講習会受講証(受講証
をお持ちでないかたは、当日発行
します)
■問   市民協働安全課　☎327-4130

令和４年度　法令講習会および
優良運転者表彰伝達式の開催

文 化 協 会

体 育 協 会

図 書 館 企 画

おもいでの本棚 ひぐちみちこさん講演会

図書館リサイクルフェア

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

　離婚した場合、一定の条件のも
と、婚姻期間中の厚生年金の標準報
酬を当事者間で分割することができ
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た
め、お早めに岐阜北年金事務所まで
ご相談ください。
■問 岐阜北年金事務所　☎294-6364

離婚時の年金分割制度のお知らせ

「としょかんは　いけばいつでも　だいはっけん」令和３年度読書標語　優秀作品市では「読書のまち　みずほ」をめざして、子どもの読書活動を推進しています

■日 10月23日(日)　9:00～
■所 生津スポーツ広場テニスコート
■料 　1人500円
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
■〆  10月7日(金)

瑞穂市硬式テニスミックス大会

■日  12月4日（日）　9：00～
■所 穂積北中学校体育館
■料 　無料
種別 一般男子の部（中学生以上）、
一般女子の部（中学生以上）、小学生
5・6年の部(男女不問)、小学生4年
生以下の部(男女不問)
■対 市内に在住・在勤・在学のかた
■申 11月2日（水）
※8人1チームの室内での綱引きで
す。友達同士や職場、クラスの皆
さんでチームを作って参加してみ
ませんか？

瑞穂市綱引き大会

　公武合体のために皇女和宮（かず
のみや）様が、徳川第14代将軍の家
茂公に嫁ぐため、中山道を御降嫁さ
れ、呂久川（現在の揖斐川）を御座船
でお渡りになられました。
　この御渡河を記念し、歴史ゆかり
の呂久の地に記念碑建立の気運が
高まり、昭和４年４月にその名もゆか
しい「小簾紅園」が完成しました。
　以降、毎年10月26日に秋の例祭
が行われています。自らを犠牲にし、
国難をお救いになられた和宮様をし
のび、下記の通り開催されます。
■日  10月26日(水)　14:00～15：00
　 雨天決行
■所 小簾紅園(呂久1350番地)　
主催：和宮遺蹟保存会
■問   生涯学習課　☎327-2117
※新型コロナウイルス感染症の状
況により、変更の場合あり

皇女和宮 ＜秋の例祭＞
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手のひらを自分の方に向け、
正面から涼しい風が吹いてく
るように、手前に２回引きま
す。

両手の親指を立てて、指先を
上にし、交互に前後に動かし
ます。

手話で手話ろう！

秋

運動

か　　た

手話・しゅわ・シュワ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。かきりんと一緒に手話表現を
学んで、理解を深めましょう。

●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　FAX：24時間受付）●問い合わせ　福祉生活課　☎327-4123　　327-1566

※動きやすい服装でお越しください
※申込者が少ないときは中止になる
　場合があります

　今年度の題は「音」です。
　音の文字から連想されることだけ
でなく、エッセイや詩歌など、自由に
投稿できます。原稿用紙800字以内
で綴ってください。
■〆  11月30日(水) 文化協会事務局まで

文芸誌「音」の原稿を募集

　皆さんはいくつの和楽器をご存じ
ですか。その音色をご存じですか。
心和むやさしい音色を、心に響く力
強い音色を、一緒に味わい楽しんで
みませんか。
■日  10月30日(日)　13:00開演
■所 総合センター サンシャインホール
■料 　無料

邦楽の集い

※１週間以内に現金を添えてお申し込
みください

①大人磨塾初めてのプランツ・
　ギャザリング体験教室
　見て、作って、育てて楽しむハートの
花かごに旬の花材を使って作ります。
手ぶらでお越しください。
■日 10月25日（火）　10:00～12:00
■所  巣南公民館　多目的ホール
■料 　3,000円(材料費込み)
■定 　先着10人（定員に達し次第締切）
■対   成人のかた
●指導者　ＪPGS正会員　松野涼子

LINK-UPみずほ

文 化 協 会
　住所・氏名・年齢・電話番号を
ご記入のうえ、ハガキまたはＦＡ
Ｘでお申し込みください。
文化協会事務局（１０:00～１６:00）
〒５０１-０３９２ 宮田３００-１ 
巣南公民館内
☎　３２８-７１４１
https://mizuho-bunka.org

②多治見虎渓山永保寺ウォーキング教室
■日 10月30日(日)　雨天中止
■所  多治見市
■料 　2,800円（入館料込）
■定 　先着20人（定員に達し次第締切）
●出発時刻　9：00（8：45集合）
●帰着時刻　15:45頃
●集合場所　巣南公民館駐車場
●持ち物　マスク・タオル・飲み物・雨具
巣南公民館（9:00)→虎渓山着(10:00)
→永保寺周辺ウォーキング（10:15
～11:25）→出発（11:30）→本町オ
リベストリート自由行動・昼食（11:40
～13:10）→モザイクミュージアム
（13:30～14:30）→出発（14:35）→
巣南公民館着（15:45頃）
※急な上り坂が含まれますので、全
コース歩けるかたのみお申し込みく
ださい

③関ケ原史跡巡りウォーキング
■日 11月13日（日）　雨天中止
■所  関ケ原町　■料 　  2,200円
■定 　先着20人(定員に達し次第締切)
●出発時刻　8:15頃（8：00集合）
●帰着時刻　13:00頃
●集合場所　巣南公民館駐車場
●持ち物　マスク・タオル・飲み物・雨具
●内容　戦国時代の合戦地関ケ原を
ガイドと共に歩き、今話題の「カフェミ
ライ」を訪れる予定です。

④はつらつ健康ウォーキング
　（クラブバスにて片道1時間程度
の所へ行きます）
■日 10月22日（土）　雨天中止
■所  道の駅夜叉ヶ池の里さかうち周辺
■料 　無料
●出発時刻　9:00(8:45集合)
●帰着時刻　12:00頃
●集合場所　巣南公民館駐車場
●持ち物　マスク・タオル・飲み物・雨具

Link-upみずほ
　お電話にてお申し込みください。
Link-upみずほ事務局
☎３２８-３８２５
　 info@ncmizuho.com
https://ncmizuho.com/

瑞穂市を知ろうウォーキング
●毎月第２土曜日　自由参加
　（気軽に歩きましょう）
■日 10月8日(土)　雨天中止
■所 清流みどりの丘公園
●出発時刻　9:00（8:45集合）
●帰着時刻　12:00頃
●集合場所　巣南公民館駐車場
※11月12日（土）と12月10日（土）

は、11月13日（日）と12月11日
（日）に変更になります

当日受付　無料教室

　身体をほぐしながら、楽しく運動で
きます。無料体験会同時開催!!
■日  10月4日(火)、18日(火)、25日(火)
　 11:00～12:00(年36回)
■所 市民センター 大ホール
■料 　  2,100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）

ストレッチ＆バランスボール教室

10月6日(木)10:00申込開始教室

受講生募集フュージング体験教室
日　時

会　場
定　員
対　象
受講料
申　込

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も開講しますので、ご連絡ください

美来の森館　研修室（十九条382-1）
①、②各10名
小学生以上
750円 ※市外のかたは1,500円

受講日の前週金曜までに
電話またはＦＡＸ
※団体の場合は、事前にご連絡ください
※FAXの際は、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。

フォークダンス体験講座
（ロードフォークダンス）
■日  10月17日(月)、31日（月）
　 13:30～15:00
■所 市民センター　ハナミズキホール
　 (上靴をお持ちください)
■料 　  無料　■対  女性
■応 ■〆  当日会場へおこしください。
■問     ☎328-3536（堤）

木彫り体験教室(木彫りクラブ）
　干支（兎）の置物・ペンダントなどを
作ってみよう。彫刻刀を持って参加。
■日  10月26日(水)　9:00～12:00
■所 巣南公民館　第１研修室
■料 　  材料代100円　■対   一般成人
■定 　5人(定員に達し次第締切)
■応  ■〆  10月24日(月) 
■問     090-3853-4174(役)

展示
木彫り展　（木彫りクラブ）
■日   10月26日(水)～30日(日)
　 最終日のみ16：00終了
■所 巣南公民館　玄関ロビー

秋の盆栽・山草展示会
（みずほ盆栽・山草会）
　紅葉、実りの秋、展示会をぜひご観覧ください。
■日  11月5日(土)～6日(日)
■所 市民センターサロン

公開講座

市税などの公共料金の納付は、便利で確実な口座振替をご利用ください

2,200円(税込)/月

スポーツクラブルネサンス 岐阜ＬＣワールド24
本巣市政田字上市場1404 LCワールド本巣内 ☎058-320-1120
受付時間 平日 10:00～21:00 土・日・祝 10:00～17:00

２ヶ月間お試しお問い合わせは
今すぐ

広告

チャンネルCCNから
放送日程のご案内

生中継 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！

10月のホーム戦を生放送します！

※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

地デジ
１1ｃｈ

第３節 ＶＳベルテックス静岡
（ＯＫＢぎふ清流アリーナ）

10月15日(土)15：45～
10月16日(日)13：45～

お電話で

ご寄付ありがとうございました （敬称略）
金500,000円
(市制20周年記念事業へ)
株式会社丸島工務店
代表取締役社長
島戸 龍史

金100,000円
(企業版ふるさと納税）
あいおいニッセイ同和
損害保険株式会社
岐阜支店長　原 誠行
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※動きやすい服装でお越しください
※申込者が少ないときは中止になる
　場合があります

②多治見虎渓山永保寺ウォーキング教室
■日 10月30日(日)　雨天中止
■所  多治見市
■料 　2,800円（入館料込）
■定 　先着20人（定員に達し次第締切）
●出発時刻　9：00（8：45集合）
●帰着時刻　15:45頃
●集合場所　巣南公民館駐車場
●持ち物　マスク・タオル・飲み物・雨具
巣南公民館（9:00)→虎渓山着(10:00)
→永保寺周辺ウォーキング（10:15
～11:25）→出発（11:30）→本町オ
リベストリート自由行動・昼食（11:40
～13:10）→モザイクミュージアム
（13:30～14:30）→出発（14:35）→
巣南公民館着（15:45頃）
※急な上り坂が含まれますので、全
コース歩けるかたのみお申し込みく
ださい

③関ケ原史跡巡りウォーキング
■日 11月13日（日）　雨天中止
■所  関ケ原町　■料 　  2,200円
■定 　先着20人(定員に達し次第締切)
●出発時刻　8:15頃（8：00集合）
●帰着時刻　13:00頃
●集合場所　巣南公民館駐車場
●持ち物　マスク・タオル・飲み物・雨具
●内容　戦国時代の合戦地関ケ原を
ガイドと共に歩き、今話題の「カフェミ
ライ」を訪れる予定です。

④はつらつ健康ウォーキング
　（クラブバスにて片道1時間程度
の所へ行きます）
■日 10月22日（土）　雨天中止
■所  道の駅夜叉ヶ池の里さかうち周辺
■料 　無料
●出発時刻　9:00(8:45集合)
●帰着時刻　12:00頃
●集合場所　巣南公民館駐車場
●持ち物　マスク・タオル・飲み物・雨具

Link-upみずほ
　お電話にてお申し込みください。
Link-upみずほ事務局
☎３２８-３８２５
　 info@ncmizuho.com
https://ncmizuho.com/

瑞穂市を知ろうウォーキング
●毎月第２土曜日　自由参加
　（気軽に歩きましょう）
■日 10月8日(土)　雨天中止
■所 清流みどりの丘公園
●出発時刻　9:00（8:45集合）
●帰着時刻　12:00頃
●集合場所　巣南公民館駐車場
※11月12日（土）と12月10日（土）

は、11月13日（日）と12月11日
（日）に変更になります

当日受付　無料教室

ご寄付ありがとうございました （敬称略）
金500,000円
(市制20周年記念事業へ)
株式会社丸島工務店
代表取締役社長
島戸 龍史

金100,000円
(企業版ふるさと納税）
あいおいニッセイ同和
損害保険株式会社
岐阜支店長　原 誠行

　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 
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人の動き（8月末現在）
（前月比　   50人増）人口 人55,796 男 人27,821 （前月比 　  30人増） （前月比　  20人増）女 人27,975

（前月比 　 41世帯増）世帯数 世帯22,740

瑞穂市市制20周年プレイベント

問い合わせ　商工農政観光課（巣南庁舎）
☎327-2103

　4月にオープンしたサンコーパ
レットパークに瑞穂市内の事業者、
キッチンカーが集まり、瑞穂市の特産
品、グルメ、サービスを提供します。
新型コロナウイルス感染症対策のため、
これまでのフェスタよりもテント数を減ら
し実施します。
例年実施していた、金券ボールまきは実施
しません。
広場内は全面禁煙です。

・

・

・

11/6（日）
9:30～15:30

サンコーパレットパーク（中山道大月多目的広場）

入 場 無 料

主催者あいさつ
キッズダンス（LINK-UPみずほ）
大道芸パフォーマンス
大道芸パフォーマンス
巣南中ダンス部
RUN伴ゴールイベント
もちの配布

※雨天の場合はダンスなどのイベントを中止
　する場合があります

9:30
10:00
12:00
13:00
14:00
14:20
15:15

イベントスケジュール

頃
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