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参議院議員通常選挙
７月１０日（日） 7:00～20:00

参議院議員通常選挙は、
選挙区選挙と比例代表選挙の２つの投票があります

選挙区選挙
原則、都道府県の区域で行われ、有権者は
候補者名を記載して投票します。

比例代表選挙
全国を単位に行われ、有権者は候補者名を
記載して投票します。
候補者名に代えて政党名を記載して投票す
ることもできます。

※投票用紙はイメージです
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党
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人の動き（5月末現在）
（前月比　   64人増）人口 人55,743 男 人27,786 （前月比 　  37人増） （前月比　  27人増）女 人27,957

（前月比 　 75世帯増）世帯数 世帯22,636

●問い合わせ　市選挙管理委員会　☎327-4111

この世界の片隅に 上映会
7月1日開始！ 各種健・検診のお知らせ
令和4年 第2回瑞穂市議会定例会 所信表明
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各投票所にて感染症対策を行い、皆さんが安心して投票できる環境づくり
に努めていますので、積極的に投票してください。
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●問い合わせ　生涯学習課(巣南庁舎)　☎327-2117

防ごう犯罪と非行 助けよう立ち直り
もとす広域保護区保護司会 もとす広域更生保護サポートセンター

〒501-0494　本巣市下真桑1000番地　☎227-7845　　227-3067

story
　すずは、広島市江波で生まれた画が得意な少女。昭和19
(1944)年、20キロ離れた町・呉に嫁ぎ18歳で一家の主婦
となったすずは、あらゆるものが欠乏していく中で、日々の
食卓を作り出すために工夫を凝らす。だが、戦争は進み、日
本海軍の根拠地だった呉は、幾度もの空襲に襲われる。すず
が大事に思っていた身近なものが奪われてゆく。それでも
なお、毎日を築くすずの営みは終わらない。そして、昭和20
(1945)年の夏がやってきた――。

この夏、平和について考えてみませんか。 

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、変更または中止させていただく場合があります

日 時

発着場所
対 象
定 員 
参 加 費 

名和昆虫博物館とは体験内容

　瑞穂市(旧本巣郡十五条村)出身の昆虫学者で
ある名和靖が発見した「ギフチョウ」やカブトムシ
などが展示されている博物館です。
　日本に現存する昆虫博物館としては、最も長い
歴史があります。

●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128

声の出演:のん、細谷佳正、稲葉菜月、尾身美詞、小野大輔、潘めぐみ
©2019こうの史代・コアミックス/「この世界の片隅に」製作委員会

体験講座を開催
　市内の小学生を対象にした名和昆虫博物館の見学と標本作成を体験できるバスツアーを企画しました!!
　夏休みの思い出づくりに、ぜひご参加ください。

昆虫すご
いぜ！

・ 事前予約は不要です。直接、会場にお越しください。
・ 駐車場に限りがあります。公共交通機関をご利用ください。
・ その他くわしくは、市ホームページをご覧ください。

令和4年度 瑞穂市平和推進事業 

みずほ平和の祈り2022

日　時　8月21日（日）開場13:00/開演13:30(126分) 
会　場　総合センター サンシャインホール
入場料　無 料

この世界の片隅に 上映会

8月5日(金)
①コース   8:30出発～13:00帰着 
②コース 13:30出発～18:00帰着
※①コースまたは②コースを選択

市役所巣南庁舎 駐車場
市内在住の小学4～6年生 
①、②ともに15名
2,000円（当日回収）

申込方法

名和昆虫博物館の見学と標本作成

市ホームページの申込フォームよりお申込みください。

【申込期間】 
6月30日(木)～7月15日(金)
くわしくは、市ホームページをご確認
ください。

広報みずほ・2022.73 2広報みずほ・2022.7



●問い合わせ　生涯学習課(巣南庁舎)　☎327-2117

防ごう犯罪と非行 助けよう立ち直り
もとす広域保護区保護司会 もとす広域更生保護サポートセンター

〒501-0494　本巣市下真桑1000番地　☎227-7845　　227-3067

story
　すずは、広島市江波で生まれた画が得意な少女。昭和19
(1944)年、20キロ離れた町・呉に嫁ぎ18歳で一家の主婦
となったすずは、あらゆるものが欠乏していく中で、日々の
食卓を作り出すために工夫を凝らす。だが、戦争は進み、日
本海軍の根拠地だった呉は、幾度もの空襲に襲われる。すず
が大事に思っていた身近なものが奪われてゆく。それでも
なお、毎日を築くすずの営みは終わらない。そして、昭和20
(1945)年の夏がやってきた――。

この夏、平和について考えてみませんか。 

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、変更または中止させていただく場合があります

日 時

発着場所
対 象
定 員 
参 加 費 

名和昆虫博物館とは体験内容

　瑞穂市(旧本巣郡十五条村)出身の昆虫学者で
ある名和靖が発見した「ギフチョウ」やカブトムシ
などが展示されている博物館です。
　日本に現存する昆虫博物館としては、最も長い
歴史があります。

●問い合わせ　総合政策課　☎327-4128

声の出演:のん、細谷佳正、稲葉菜月、尾身美詞、小野大輔、潘めぐみ
©2019こうの史代・コアミックス/「この世界の片隅に」製作委員会

体験講座を開催
　市内の小学生を対象にした名和昆虫博物館の見学と標本作成を体験できるバスツアーを企画しました!!
　夏休みの思い出づくりに、ぜひご参加ください。

昆虫すご
いぜ！

・ 事前予約は不要です。直接、会場にお越しください。
・ 駐車場に限りがあります。公共交通機関をご利用ください。
・ その他くわしくは、市ホームページをご覧ください。

令和4年度 瑞穂市平和推進事業 

みずほ平和の祈り2022

日　時　8月21日（日）開場13:00/開演13:30(126分) 
会　場　総合センター サンシャインホール
入場料　無 料

この世界の片隅に 上映会

8月5日(金)
①コース   8:30出発～13:00帰着 
②コース 13:30出発～18:00帰着
※①コースまたは②コースを選択

市役所巣南庁舎 駐車場
市内在住の小学4～6年生 
①、②ともに15名
2,000円（当日回収）

申込方法

名和昆虫博物館の見学と標本作成

市ホームページの申込フォームよりお申込みください。

【申込期間】 
6月30日(木)～7月15日(金)
くわしくは、市ホームページをご確認
ください。

広報みずほ・2022.73 2広報みずほ・2022.7



●問い合わせ　税務課　☎327-4112

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159

新型コロナワクチン接種のお知らせ
新型コロナワクチン追加（４回目）接種がはじまります

接種当日の持ち物

　60歳以上のかたおよび18歳以上60歳未満の基礎疾患などを有するかたで接種申し込みされたかた（下記
参照）を対象に、7月4日（月）から個別接種を、7月10日（日）から集団接種を開始します。接種時に必要な接種
券は、3回目接種終了日の順に下記のとおり順次送付します。

●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

受付開始
受付時間
受付場所
持 ち 物

国民健康保険のご案内

●納税通知書を7月15日（金）に発送
　令和4年度国民健康保険税納税通知書を税務課から発送します。 第1期（全期前納）の納期限は8月1日（月）です。
地方税法により、第１期の金額は第２期以降に比べて高くなります。納付のご準備をお願いします。

●納付方法が選択できます
　保険税が年金から天引き（特別徴収）されている場合、
口座振替に変更することができます。金融機関にて口座
振替登録手続き後、税務課で納付方法変更の手続きを
してください。
　ただし、保険税に未納がある場合は受付できません。

●所得の申告について
　前年所得に応じて保険税の軽減が適用される制度が
あります。しかし、前年所得が確認できない場合は、軽減
判定ができません。
　所得がない場合も、申告をお願いする場合があります。

●減免制度のご案内

限度額適用認定証とは

　新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入や
給与収入などいずれかの収入が、前年に比べて３割以上
減少する見込みなどの場合、申請すると税額が免除され
る制度があります。くわしくは、税務課へお問い合わせく
ださい。

　医療費が高額になったとき、医療機関に提示するこ
とで、自己負担額を限度額までの支払いにとどめる証

7月11日（月）から随時（土・日・祝日は除く）
8：30～17：15
医療保険課（穂積庁舎）
・国民健康保険証
・世帯主および交付希望者のマイナンバー
　がわかるもの（マイナンバーカードまたは
　通知カード）
・本人確認できるもの（運転免許証など）

〈 注意事項 〉
・国保税に滞納がある世帯のかたには発行できません。
・世帯主および交付希望者の中に未申告者がいる場合
　は申告後、所得区分判定をしてから発行します。
 （未申告のままの場合は上位所得の判定になります）

　8月1日以降の限度額適用認定証などを更新・申請されるかたは持ち物をご確認のうえ、手続きをしてください。
　申請は随時受付しますが、9月1日以降に申請された場合、発効期日は申請した月の1日からとなります。8月1日
からの認定を希望されるかたは、8月31日までに手続きを行ってください。

3回目接種終了日

2月15日まで

2月16日～28日まで

3月1日～15日まで

3月16日～31日まで

接種券発送予定日

発送済み

7月8日（金）

7月25日（月）

8月10日（水）

①電話による申し込み
　瑞穂市ワクチン接種コールセンター　☎201-0338
　9：00～18：00　土・日・祝日も受付可能
②市ホームページからの申し込み
　4回目接種申込フォーム（https://www.
　city.mizuho.lg.jp/12414.htm)から、
　必要事項を入力し送信

※以降、3回目接種終了日から5か月経過を目途に発送予定 ※メールでの申し込みは受け付けておりません

※接種前に自宅で検温し、37.5℃以上の発熱がある場合などは接種を控えてください

接種する医師への大切な情報ですので、責任を持って記入するようにしましょう

市役所において、みずほクールビズ2022を実施中

接種券発送予定時期

接種券が印字された予診票

昨年度より、国民健康保険税に関する担当部署が以下のとおりとなっています。
○国民健康保険税に関すること（納税通知・国民健康保険税の試算など）
○国民健康保険税の納付相談に関すること

マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など
本人確認書類

上腕部に注射するため、肩を出しやすい服装でお越しください
接種に適した服装

国民健康保険の担当部署について

〇国民健康保険 限度額適用認定証などの更新・申請について

　国民健康保険被保険者証（兼高齢受給者証）の有効期限は、毎年７月末です。
8月から使用する被保険者証は、7月中旬以降に簡易書留にてお送りします。ただ
し、保険税に未納がある場合には税務課債権管理室にて、ご相談のうえでお渡し
することになりますので、お早めにご来庁ください。

〇国民健康保険被保険者証（兼高齢受給者証）の更新

○国民健康保険証に関すること（国民健康保険の加入・脱退など）
○国民健康保険の医療費に関すること（医療費の支給申請・相談など）

国民健康保険税について

　18歳以上60歳未満の基礎疾患などを有するかた
で、接種を希望するかたは下記の方法で申し込みく
ださい。

接種場所・予約方法

▲

電話予約

▲
WEB予約

瑞穂市新型コロナワクチン接種コールセンター

WEB予約は右記のQRコードまたは
URLで２４時間受付をしています。

☎ ２０１－０３３８
9：00～18：00　土・日・祝日も受付可能

各医療機関によって予約方法が異なります。
予約方法の詳細については、接種券に同封
される案内に記載しています。

集団接種 個別接種（50音順）
●総合センター ２階
●巣南保健センター（西部複合センター １階）

https://jump.mrso.jp/212164/ 検索

明石クリニック
朝日大学医科歯科医療センター
宇土医院
おおぐち泌尿器科クリニック
京極こどもクリニック
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
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
ほづみ整形外科医院
みずほクリニック
三輪クリニック
吉村内科
若園医院

広報みずほ・2022.75 4広報みずほ・2022.7



●問い合わせ　税務課　☎327-4112

●問い合わせ　医療保険課　☎327-4159

新型コロナワクチン接種のお知らせ
新型コロナワクチン追加（４回目）接種がはじまります

接種当日の持ち物

　60歳以上のかたおよび18歳以上60歳未満の基礎疾患などを有するかたで接種申し込みされたかた（下記
参照）を対象に、7月4日（月）から個別接種を、7月10日（日）から集団接種を開始します。接種時に必要な接種
券は、3回目接種終了日の順に下記のとおり順次送付します。

●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

受付開始
受付時間
受付場所
持 ち 物

国民健康保険のご案内

●納税通知書を7月15日（金）に発送
　令和4年度国民健康保険税納税通知書を税務課から発送します。 第1期（全期前納）の納期限は8月1日（月）です。
地方税法により、第１期の金額は第２期以降に比べて高くなります。納付のご準備をお願いします。

●納付方法が選択できます
　保険税が年金から天引き（特別徴収）されている場合、
口座振替に変更することができます。金融機関にて口座
振替登録手続き後、税務課で納付方法変更の手続きを
してください。
　ただし、保険税に未納がある場合は受付できません。

●所得の申告について
　前年所得に応じて保険税の軽減が適用される制度が
あります。しかし、前年所得が確認できない場合は、軽減
判定ができません。
　所得がない場合も、申告をお願いする場合があります。

●減免制度のご案内

限度額適用認定証とは

　新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入や
給与収入などいずれかの収入が、前年に比べて３割以上
減少する見込みなどの場合、申請すると税額が免除され
る制度があります。くわしくは、税務課へお問い合わせく
ださい。

　医療費が高額になったとき、医療機関に提示するこ
とで、自己負担額を限度額までの支払いにとどめる証

7月11日（月）から随時（土・日・祝日は除く）
8：30～17：15
医療保険課（穂積庁舎）
・国民健康保険証
・世帯主および交付希望者のマイナンバー
　がわかるもの（マイナンバーカードまたは
　通知カード）
・本人確認できるもの（運転免許証など）

〈 注意事項 〉
・国保税に滞納がある世帯のかたには発行できません。
・世帯主および交付希望者の中に未申告者がいる場合
　は申告後、所得区分判定をしてから発行します。
 （未申告のままの場合は上位所得の判定になります）

　8月1日以降の限度額適用認定証などを更新・申請されるかたは持ち物をご確認のうえ、手続きをしてください。
　申請は随時受付しますが、9月1日以降に申請された場合、発効期日は申請した月の1日からとなります。8月1日
からの認定を希望されるかたは、8月31日までに手続きを行ってください。

3回目接種終了日

2月15日まで

2月16日～28日まで

3月1日～15日まで

3月16日～31日まで

接種券発送予定日

発送済み

7月8日（金）

7月25日（月）

8月10日（水）

①電話による申し込み
　瑞穂市ワクチン接種コールセンター　☎201-0338
　9：00～18：00　土・日・祝日も受付可能
②市ホームページからの申し込み
　4回目接種申込フォーム（https://www.
　city.mizuho.lg.jp/12414.htm)から、
　必要事項を入力し送信

※以降、3回目接種終了日から5か月経過を目途に発送予定 ※メールでの申し込みは受け付けておりません

※接種前に自宅で検温し、37.5℃以上の発熱がある場合などは接種を控えてください

接種する医師への大切な情報ですので、責任を持って記入するようにしましょう

市役所において、みずほクールビズ2022を実施中

接種券発送予定時期

接種券が印字された予診票

昨年度より、国民健康保険税に関する担当部署が以下のとおりとなっています。
○国民健康保険税に関すること（納税通知・国民健康保険税の試算など）
○国民健康保険税の納付相談に関すること

マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など
本人確認書類

上腕部に注射するため、肩を出しやすい服装でお越しください
接種に適した服装

国民健康保険の担当部署について

〇国民健康保険 限度額適用認定証などの更新・申請について

　国民健康保険被保険者証（兼高齢受給者証）の有効期限は、毎年７月末です。
8月から使用する被保険者証は、7月中旬以降に簡易書留にてお送りします。ただ
し、保険税に未納がある場合には税務課債権管理室にて、ご相談のうえでお渡し
することになりますので、お早めにご来庁ください。

〇国民健康保険被保険者証（兼高齢受給者証）の更新

○国民健康保険証に関すること（国民健康保険の加入・脱退など）
○国民健康保険の医療費に関すること（医療費の支給申請・相談など）

国民健康保険税について

　18歳以上60歳未満の基礎疾患などを有するかた
で、接種を希望するかたは下記の方法で申し込みく
ださい。

接種場所・予約方法

▲

電話予約

▲

WEB予約

瑞穂市新型コロナワクチン接種コールセンター

WEB予約は右記のQRコードまたは
URLで２４時間受付をしています。

☎ ２０１－０３３８
9：00～18：00　土・日・祝日も受付可能

各医療機関によって予約方法が異なります。
予約方法の詳細については、接種券に同封
される案内に記載しています。

集団接種 個別接種（50音順）
●総合センター ２階
●巣南保健センター（西部複合センター １階）

https://jump.mrso.jp/212164/ 検索

明石クリニック
朝日大学医科歯科医療センター
宇土医院
おおぐち泌尿器科クリニック
京極こどもクリニック
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
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
ほづみ整形外科医院
みずほクリニック
三輪クリニック
吉村内科
若園医院
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●問い合わせ　
〈２割負担が施行される理由や背景について〉 厚生労働省コールセンター　☎0120-002-719
〈その他の問い合わせ〉 岐阜県後期高齢者医療広域連合　☎387-6368(代表)　医療保険課　☎327-4159

●問い合わせ　
医療保険課　〒501-0293 別府1288番地　☎327-4159
岐阜北年金事務所　〒502-8790 岐阜市大福町3丁目10-1　☎294-6364

国民年金保険料の免除制度について

●特別徴収

　確定申告期間の延長により、保険料の計算に必要な所得情報が、通知書作成時に間に合わない場合があります。
確定申告をされた時期によっては、後日、保険証の差し替えや保険料の変更が発生する場合がありますのでご了承願
います。
　また、保険料の変更が発生した場合、納付方法が特別徴収から普通徴収に切り替わることもあります。

　スマートフォン決済アプリを利用して納付書に印字されているバーコードを読み取り、自宅から保険料の納付がで
きます。

　所得の減少や失業などで経済的に保険料の納付が困難な場合に、保険料の納付を免除（全部もしくは一部）または
納付を猶予する制度があります。
　令和４年７月から令和５年６月分の国民年金保険料の免除申請を、7月1日（金）から受け付けます。免除を希望する
かたは申請してください。

　「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」、「国民年金保険料学生納付特例申請書」などは、
日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。

　新型コロナウイルス感染症の影響で、所得が減少した
かたには特例があります。くわしくは、日本年金機構ホー
ムページをご覧になるか医療保険課または岐阜北年金
事務所へお問い合わせください。

　本人、配偶者および世帯主のそれぞれの前年所
得が一定の基準以下のかた

室内温度28℃を目安に冷房設定〈みずほクールビズ2022〉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！

後期高齢者医療のご案内
保険証の更新について

保険料の納付について

申告期間延長に伴う保険料算定への影響について

　国民健康保険（Ｐ.5）と同様に、新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免制度があります。くわしくは、
医療保険課へ問い合わせください。

保険料の減免について

医療費の窓口負担割合の見直しについて

令和４年度は、保険証を２回お送りします。
令和4年10月1日より、医療費の自己負担割合に「２割負担」が加わるための特例です

保険料額について

　後期高齢者医療の保険証は市内に住所を有する75歳以
上のかたと、一定の障がいがある65歳から74歳のかたで
広域連合の認定を受けたかたに交付されます。
　現在の保険証の「有効期限」は「令和4年7月31日」です。
8月1日からは7月中にお送りする保険証を、10月1日からは
9月中にお送りする保険証をご使用ください。

　厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報
登録をお願いしたり、キャッシュカードや通帳をお預かり
したり、ATMの操作をお願いしたりすることは絶対にあ
りません。
　不審な電話があった場合は、最寄りの警察署や警察相
談専用電話（#9110）、または消費生活センター（188）
にお問い合わせください。

　10月1日から、後期高齢者医療制度に加入されてい
るかたで、一定以上の所得があるかたの医療費の窓口
負担割合が、２割に変更されます（３割に該当するかたを
除く）。

令和４年度の保険料について
　５月末までに岐阜県の後期高齢者医療の被保険者に
なられたかたに対して、7月15日（金）に「後期高齢者医
療保険料額決定通知書」をお送りします。保険料額や納
付方法が記載されていますので、ご確認ください。
　保険料は、被保険者の前年の所得に応じて負担する
「所得割額」と被保険者全員が等しく負担する「均等割
額」の合計となります。なお、均等割額については、世帯
の所得などにより、軽減される場合があります。

令和4年度の保険料額は以下のア、イの合計額になりま
す(ただし、66万円を上限とします）。

対象

加入者ご本人の課税所得
が28万円以上で、かつ、年
金収入とその他の合計所
得金額の合計が200万円
以上のかた

課税所得が28万円以上
の加入者がおり、かつ、加
入者全員の年金収入とそ
の他の合計所得金額の合
計が320万円以上のかた

２割負担となるかたへの配慮措置について
●10月1日から令和7年9月30日まで（3年間）は、２割
負担の施行による負担増額が１か月最大3,000円ま
でに抑えられます（外来医療のみで、入院の医療費は
対象外）。

●配慮措置が適用される場合は、高額療養費として、登
録されている高額療養費の口座に払い戻します。

●２割負担となるかたで高額療養費の口座が登録され
ていないかたには、秋頃に、岐阜県後期高齢者医療広
域連合から支給事前申請書を郵送します。申請書が
届きましたら、記載例などの内容に沿って、口座の登
録をお願いします。

有効期限に
ご注意ください !

薄い赤色

薄い黄色

薄い青色

7月31日まで有効 (現在の保険証）

8月1日～9月30日まで有効

10月1日～令和5年7月31日まで有効

１回目（7月中旬に発送）

2回目（9月中旬に発送）

後期高齢者医療制度に
加入されているかた

同じ世帯に１人のみ

同じ世帯に２人以上

所得などの条件
※すべて前年の所得および収入など

ア：所得割額(被保険者の所得※×所得割率8.90％）
イ：均等割額(46,023円）
※総所得金額など－43万円(基礎控除額)

保険料額＝（ア:所得割額）＋（イ:均等割額）

スマートフォン決済アプリで納付ができます

年金からのお支払い（年金の受給額が年額18万円以上などの要件あり）

●普通徴収
口座振替や納付書によるお支払い（口座振替に限り申し出により特別徴
収からの変更も可能）

▶対応アプリ：ＰａｙＰａｙ、ＬＩＮＥＰａｙ、ＰａｙＢ、支払秘書

日本年金機構

免除制度

　50歳未満のかたで、本人および配偶者の前年所
得が一定の基準以下のかた

納付猶予制度

・基礎年金番号通知書または年金手帳
・失業中の場合は、雇用保険受給資格者証または
離職票の写しなど

申請に必要なもの
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由と
する国民年金保険料の臨時特例措置

学生納付特例制度
　制度対象校に、１年以上在学予定のかたで前年所得が一定
の基準以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。
　申請には、基礎年金番号通知書または年金手帳、学生証ま
たは在学証明書が必要になります。
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●問い合わせ　
〈２割負担が施行される理由や背景について〉 厚生労働省コールセンター　☎0120-002-719
〈その他の問い合わせ〉 岐阜県後期高齢者医療広域連合　☎387-6368(代表)　医療保険課　☎327-4159

●問い合わせ　
医療保険課　〒501-0293 別府1288番地　☎327-4159
岐阜北年金事務所　〒502-8790 岐阜市大福町3丁目10-1　☎294-6364

国民年金保険料の免除制度について

●特別徴収

　確定申告期間の延長により、保険料の計算に必要な所得情報が、通知書作成時に間に合わない場合があります。
確定申告をされた時期によっては、後日、保険証の差し替えや保険料の変更が発生する場合がありますのでご了承願
います。
　また、保険料の変更が発生した場合、納付方法が特別徴収から普通徴収に切り替わることもあります。

　スマートフォン決済アプリを利用して納付書に印字されているバーコードを読み取り、自宅から保険料の納付がで
きます。

　所得の減少や失業などで経済的に保険料の納付が困難な場合に、保険料の納付を免除（全部もしくは一部）または
納付を猶予する制度があります。
　令和４年７月から令和５年６月分の国民年金保険料の免除申請を、7月1日（金）から受け付けます。免除を希望する
かたは申請してください。

　「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」、「国民年金保険料学生納付特例申請書」などは、
日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。

　新型コロナウイルス感染症の影響で、所得が減少した
かたには特例があります。くわしくは、日本年金機構ホー
ムページをご覧になるか医療保険課または岐阜北年金
事務所へお問い合わせください。

　本人、配偶者および世帯主のそれぞれの前年所
得が一定の基準以下のかた

室内温度28℃を目安に冷房設定〈みずほクールビズ2022〉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！

後期高齢者医療のご案内
保険証の更新について

保険料の納付について

申告期間延長に伴う保険料算定への影響について

　国民健康保険（Ｐ.5）と同様に、新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免制度があります。くわしくは、
医療保険課へ問い合わせください。

保険料の減免について

医療費の窓口負担割合の見直しについて

令和４年度は、保険証を２回お送りします。
令和4年10月1日より、医療費の自己負担割合に「２割負担」が加わるための特例です

保険料額について

　後期高齢者医療の保険証は市内に住所を有する75歳以
上のかたと、一定の障がいがある65歳から74歳のかたで
広域連合の認定を受けたかたに交付されます。
　現在の保険証の「有効期限」は「令和4年7月31日」です。
8月1日からは7月中にお送りする保険証を、10月1日からは
9月中にお送りする保険証をご使用ください。

　厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報
登録をお願いしたり、キャッシュカードや通帳をお預かり
したり、ATMの操作をお願いしたりすることは絶対にあ
りません。
　不審な電話があった場合は、最寄りの警察署や警察相
談専用電話（#9110）、または消費生活センター（188）
にお問い合わせください。

　10月1日から、後期高齢者医療制度に加入されてい
るかたで、一定以上の所得があるかたの医療費の窓口
負担割合が、２割に変更されます（３割に該当するかたを
除く）。

令和４年度の保険料について
　５月末までに岐阜県の後期高齢者医療の被保険者に
なられたかたに対して、7月15日（金）に「後期高齢者医
療保険料額決定通知書」をお送りします。保険料額や納
付方法が記載されていますので、ご確認ください。
　保険料は、被保険者の前年の所得に応じて負担する
「所得割額」と被保険者全員が等しく負担する「均等割
額」の合計となります。なお、均等割額については、世帯
の所得などにより、軽減される場合があります。

令和4年度の保険料額は以下のア、イの合計額になりま
す(ただし、66万円を上限とします）。

対象

加入者ご本人の課税所得
が28万円以上で、かつ、年
金収入とその他の合計所
得金額の合計が200万円
以上のかた

課税所得が28万円以上
の加入者がおり、かつ、加
入者全員の年金収入とそ
の他の合計所得金額の合
計が320万円以上のかた

２割負担となるかたへの配慮措置について
●10月1日から令和7年9月30日まで（3年間）は、２割
負担の施行による負担増額が１か月最大3,000円ま
でに抑えられます（外来医療のみで、入院の医療費は
対象外）。

●配慮措置が適用される場合は、高額療養費として、登
録されている高額療養費の口座に払い戻します。

●２割負担となるかたで高額療養費の口座が登録され
ていないかたには、秋頃に、岐阜県後期高齢者医療広
域連合から支給事前申請書を郵送します。申請書が
届きましたら、記載例などの内容に沿って、口座の登
録をお願いします。

有効期限に
ご注意ください !

薄い赤色

薄い黄色

薄い青色

7月31日まで有効 (現在の保険証）

8月1日～9月30日まで有効

10月1日～令和5年7月31日まで有効

１回目（7月中旬に発送）

2回目（9月中旬に発送）

後期高齢者医療制度に
加入されているかた

同じ世帯に１人のみ

同じ世帯に２人以上

所得などの条件
※すべて前年の所得および収入など

ア：所得割額(被保険者の所得※×所得割率8.90％）
イ：均等割額(46,023円）
※総所得金額など－43万円(基礎控除額)

保険料額＝（ア:所得割額）＋（イ:均等割額）

スマートフォン決済アプリで納付ができます

年金からのお支払い（年金の受給額が年額18万円以上などの要件あり）

●普通徴収
口座振替や納付書によるお支払い（口座振替に限り申し出により特別徴
収からの変更も可能）

▶対応アプリ：ＰａｙＰａｙ、ＬＩＮＥＰａｙ、ＰａｙＢ、支払秘書

日本年金機構

免除制度

　50歳未満のかたで、本人および配偶者の前年所
得が一定の基準以下のかた

納付猶予制度

・基礎年金番号通知書または年金手帳
・失業中の場合は、雇用保険受給資格者証または
離職票の写しなど

申請に必要なもの
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由と
する国民年金保険料の臨時特例措置

学生納付特例制度
　制度対象校に、１年以上在学予定のかたで前年所得が一定
の基準以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。
　申請には、基礎年金番号通知書または年金手帳、学生証ま
たは在学証明書が必要になります。
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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！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！

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

7月1日開始！ 各種健・検診のお知らせ

非常時にも活躍！パッククッキング
　パッククッキングとは、耐熱性のポリ袋に食材を入れ、
袋のまま鍋で湯せんする調理方法です。食生活改善推進
員が実際のレシピを交えながら、パッククッキングのやり
方をお話しします。
　なお感染症対策のため、実際の試食や食品の持ち帰り
はありません。

※新型コロナウイルス感染症の状況により、教室の内容を変更・中
止する場合があります

実施医療機関（50音順） good 胃がんリスク 肝炎

明石クリニック

宇土医院

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

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

ほづみ整形外科医院

みずほクリニック

三輪クリニック

吉村内科

若園医院

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

骨粗

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●問い合わせ　子育て世代包括支援センター　☎322-5670

●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

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。

パパ、妊婦さんに変身！ 赤ちゃんをお風呂に入れてみよう

パパママくらぶ

Check!!

日　程
場　所
対　象

7月8日（金）　19：00～20：30（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ご夫婦

持ち物
予　約

母子健康手帳、バスタオル１枚
7月5日（火）までに要予約

　妊娠シミュレーターを装着した妊婦体験と赤ちゃん人形を使った沐浴を体験実習します♪

※当日は、18：45から受付します
※ご夫婦で参加してください

プレママの赤ちゃんお世話講座を開催Check!!

日　程
場　所
対　象

7月27日（水）　13：30～15：30（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
7月22日（金）までに要予約

　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♪

※当日は、13：15から受付します

受診票（検診票）をお持ちでないかたは、健康推進課へお問い
合わせください。

goodライフ健診
・心電図検査は500円加算（医師が必要と認めた場合のみ）

子宮頸がん検診
・実施場所については、個別案内にてご確認ください。
・検診票は、4月1日時点で20歳のかた、平成30年度～令和2
年度に検診を受けたかたへ送付します。それ以外のかたは、
電話での申し込み後、郵送します。

胃がんリスク検診
・瑞穂市若年層健診や瑞穂市特定健診と同時に受けることが
できます。

肝炎ウイルス検診
・過去に瑞穂市の「肝炎ウイルス検診」を受けたことのないか
たが対象です。

・検診票は40、45、50、55、60、65、70歳のかたに送付しま
す。それ以外のかたは、電話での申し込み後、郵送します。

骨粗しょう症検診
・検診票は40、45、50、55歳の女性に送付します。

※年齢は令和4年4月1日現在です

健・検診名 対象年齢 自己負担金 実施期間 健・検診内容

goodライフ健診

子宮頸がん検診

肝炎ウイルス検診

骨粗しょう症検診

胃がん
リスク検診

ピロリ菌
検査

胃がんリスク
（ABC）検診

20歳の女性

21歳以上の女性

無料

1,400円

500円

700円

1,300円

無料

1,500円

1,200円

8/31(水)まで

9/30(金)まで

7/30(土)まで

7/30(土)まで

12/31(土)まで

8/31(水)まで

問診、医師による診察、身体
計測、血圧測定、尿検査、血液
検査（14項目）
※心電図検査は医師が必要と認
めた場合のみ実施

問診、内診、子宮頸部細胞診

ペプシノゲン検査、ピロリ菌
検査（血液検査）

問診、B型およびC型肝炎
ウイルス検査（血液検査）

問診、骨密度測定
（エックス線撮影）

ピロリ菌検査（血液検査）

20～38歳で健康
診査を受ける機
会のないかた

20、25、30、35歳

40、45、50、55、
60、65、70歳

40、45、50、55、
60、65、70歳

上記以外の
41～74歳まで

40、45、50、55歳
の女性

その他

日　程
場　所
対　象

7月13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、動きやすい服装
7月8日（金）までに要予約

育ママサロンを開催
　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♪

Check!!

※当日は、9：45から受付します

瑞穂市食生活改善協議会主催
親子食育教室

日　程
場　所
対　象
定　員
持ち物

7月25日（月）　13：30～15：00
保健センター（総合センター ３階）
小学３年生とその保護者
１0組 ※先着順、要電話予約
なし。感染症対策のため、マスクの着用にご協力
ください。

参加
無料

●問い合わせ　生涯学習課 （巣南庁舎）  ☎327-2117

　「わくわくさん」でおなじみの久保田雅人さんが身近な
材料を使った工作を教えてくれます。夏休みに親子でお
もちゃづくりを楽しみましょう！

瑞穂市親子感動体験事業
くぼたまさと親子工作教室

日　程

場　所
対　象

定　員
申　込

受　付

8月20日（土）、21日（日）　
午前の部　開演11：00（開場10：30）　
午後の部　開演14：00（開場13：30）　
巣南公民館　多目的ホール
3～12歳までの子どもとその家族（計3人まで）
※必ず子どもと保護者で参加してください
各部20組60人
インターネットによる事前申し込み制
※応募者多数の場合は抽選
7月1日(金)～19日(火)

参加
無料

申込フォーム
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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！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！

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

7月1日開始！ 各種健・検診のお知らせ

非常時にも活躍！パッククッキング
　パッククッキングとは、耐熱性のポリ袋に食材を入れ、
袋のまま鍋で湯せんする調理方法です。食生活改善推進
員が実際のレシピを交えながら、パッククッキングのやり
方をお話しします。
　なお感染症対策のため、実際の試食や食品の持ち帰り
はありません。

※新型コロナウイルス感染症の状況により、教室の内容を変更・中
止する場合があります

実施医療機関（50音順） good 胃がんリスク 肝炎

明石クリニック

宇土医院

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

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

ほづみ整形外科医院

みずほクリニック

三輪クリニック

吉村内科

若園医院

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

骨粗

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●問い合わせ　子育て世代包括支援センター　☎322-5670

●問い合わせ　健康推進課　☎327-8611

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。

パパ、妊婦さんに変身！ 赤ちゃんをお風呂に入れてみよう

パパママくらぶ

Check!!

日　程
場　所
対　象

7月8日（金）　19：00～20：30（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ご夫婦

持ち物
予　約

母子健康手帳、バスタオル１枚
7月5日（火）までに要予約

　妊娠シミュレーターを装着した妊婦体験と赤ちゃん人形を使った沐浴を体験実習します♪

※当日は、18：45から受付します
※ご夫婦で参加してください

プレママの赤ちゃんお世話講座を開催Check!!

日　程
場　所
対　象

7月27日（水）　13：30～15：30（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
7月22日（金）までに要予約

　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♪

※当日は、13：15から受付します

受診票（検診票）をお持ちでないかたは、健康推進課へお問い
合わせください。

goodライフ健診
・心電図検査は500円加算（医師が必要と認めた場合のみ）

子宮頸がん検診
・実施場所については、個別案内にてご確認ください。
・検診票は、4月1日時点で20歳のかた、平成30年度～令和2
年度に検診を受けたかたへ送付します。それ以外のかたは、
電話での申し込み後、郵送します。

胃がんリスク検診
・瑞穂市若年層健診や瑞穂市特定健診と同時に受けることが
できます。

肝炎ウイルス検診
・過去に瑞穂市の「肝炎ウイルス検診」を受けたことのないか
たが対象です。

・検診票は40、45、50、55、60、65、70歳のかたに送付しま
す。それ以外のかたは、電話での申し込み後、郵送します。

骨粗しょう症検診
・検診票は40、45、50、55歳の女性に送付します。

※年齢は令和4年4月1日現在です

健・検診名 対象年齢 自己負担金 実施期間 健・検診内容

goodライフ健診

子宮頸がん検診

肝炎ウイルス検診

骨粗しょう症検診

胃がん
リスク検診

ピロリ菌
検査

胃がんリスク
（ABC）検診

20歳の女性

21歳以上の女性

無料

1,400円

500円

700円

1,300円

無料

1,500円

1,200円

8/31(水)まで

9/30(金)まで

7/30(土)まで

7/30(土)まで

12/31(土)まで

8/31(水)まで

問診、医師による診察、身体
計測、血圧測定、尿検査、血液
検査（14項目）
※心電図検査は医師が必要と認
めた場合のみ実施

問診、内診、子宮頸部細胞診

ペプシノゲン検査、ピロリ菌
検査（血液検査）

問診、B型およびC型肝炎
ウイルス検査（血液検査）

問診、骨密度測定
（エックス線撮影）

ピロリ菌検査（血液検査）

20～38歳で健康
診査を受ける機
会のないかた

20、25、30、35歳

40、45、50、55、
60、65、70歳

40、45、50、55、
60、65、70歳

上記以外の
41～74歳まで

40、45、50、55歳
の女性

その他

日　程
場　所
対　象

7月13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、動きやすい服装
7月8日（金）までに要予約

育ママサロンを開催
　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♪

Check!!

※当日は、9：45から受付します

瑞穂市食生活改善協議会主催
親子食育教室

日　程
場　所
対　象
定　員
持ち物

7月25日（月）　13：30～15：00
保健センター（総合センター ３階）
小学３年生とその保護者
１0組 ※先着順、要電話予約
なし。感染症対策のため、マスクの着用にご協力
ください。

参加
無料

●問い合わせ　生涯学習課 （巣南庁舎）  ☎327-2117

　「わくわくさん」でおなじみの久保田雅人さんが身近な
材料を使った工作を教えてくれます。夏休みに親子でお
もちゃづくりを楽しみましょう！

瑞穂市親子感動体験事業
くぼたまさと親子工作教室

日　程

場　所
対　象

定　員
申　込

受　付

8月20日（土）、21日（日）　
午前の部　開演11：00（開場10：30）　
午後の部　開演14：00（開場13：30）　
巣南公民館　多目的ホール
3～12歳までの子どもとその家族（計3人まで）
※必ず子どもと保護者で参加してください
各部20組60人
インターネットによる事前申し込み制
※応募者多数の場合は抽選
7月1日(金)～19日(火)

参加
無料

申込フォーム
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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

●問い合わせ　ＮＰＯ法人キッズスクエア瑞穂　☎326-2236（平日9:00～17:00）   　kids.sq@dream.com
　　　　　　　子ども支援課　☎322-3022

　利用には事前予約が必要です。活動内容、日程などくわしくはホームページ（http://kidssq.org)をご覧いた
だくか、下記よりお問い合わせください。

子育てで困ったとき、利用できる４つの居場所があります！
　4月からキッズスクエア瑞穂へ子どもの居場所等相談機能強化事業の委託を開始しています。

特殊詐欺被害防止対策機器の購入費を補助

令和4年 第2回瑞穂市議会定例会

市長　森  和之

補助の金額
電話機器などの購入に要する費用の２分の１
（100円未満切捨て）
※上限は５，０００円とし、新品の購入に限ります

申請受付期間　令和5年3月31日まで
必要書類　
①申請書（窓口または市ホームページ）
②申請書添付書類
・領収書または支払いを証明する書類
　（品名または品番が確認できるもの）
・機器設置後の写真
・機能が確認できる取扱説明書などのコピー
※購入日から６か月以内に申請してください

児童1人あたり一律５万円 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金のご案内
　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化するなかで、食費などの物価高騰などに直面する低所得の子育
て世帯に対し、実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金（児童１人あたり一律
５万円）を支給します。
　本給付金は「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」で対象となる要件が異なります。なお、両方
の要件を満たす場合においても、どちらか一方の給付金を受給いただくこととなります。

キッズパーク
子育てについて相談し
たいかたが対象です。

りんくる
障がいのある子など、困
難を抱える家庭などが
対象です。

りんくるα
りんくるの休日版です。

ＴＥＥＮＳスクエア
10代の子どもたちが対
象です。子どもたちが気
軽に集まれます。

　子育て、子どもの発達、就業、経済的な問題など、さまざまな困難を抱えている子どもやその家庭などの相
談支援や食料品、生理用品などの支援を次の４つの居場所で実施しています。

子どもの居場所等相談機能強化事業の支援内容

ひとり親世帯

支給対象者
以下の３つの要件のうち、いずれかに該当するかた
①令和4年4月分の児童扶養手当受給者のかた
②公的年金等を受給していることにより、令和4年4月
分の児童扶養手当の支給を受けていないかた（「公
的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労
災年金、遺族補償などが該当します。）

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が
急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している
かたと同じ水準となっているかた

支給手続き
①に該当するかた
6月23日（木）に、児童扶養手当を支給している口座
に振り込みました。

②または③に該当するかた
子ども支援課にて申請受付をして
います。
様式など、くわしくは市ホームペー
ジをご覧ください。

ひとり親世帯以外の子育て世帯

支給対象者
以下の２つの要件のうち、いずれかに該当するかた
❶令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手
当受給者のかたで、令和4年度分の住民税均等割
が非課税であるかた

❷上記以外で、対象児童（令和4年3月31日時点で18歳
未満の子（障害児については20歳未満））の養育者で

　（1）令和4年度分の住民税均等割が非課税のかた
　（2）新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計

が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課
税となる水準と同様の事情にあるかた

支給手続き
❶に該当するかた
6月30日（木）に、児童手当または特別児童扶養手
当を支給している口座に振り込みました。

❷に該当するかた
子ども支援課にて申請受付をして
います。
様式など、くわしくは市ホームペー
ジをご覧ください。

●問い合わせ　地域福祉高齢課（総合センター）　☎327-4126

所 信 表 明
　6月2日(木)、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。

　瑞穂市では、地方創生事業の拠点の１つであるサン
コーパレットパークが４月３日にオープンし、６月１日には
芝生広場も開放され全面オープンとなりました。６月４
日、５日には市制２０周年記念プレイベントとして「ＭＩＺＵ
ＨＯピクニック」と題して、キッチンカーグルメやマルシェ
など新しい広場を家族や友達で楽しめるイベントを開催
する予定です。
　また、市制２０周年に向けての３つの成長戦略の１つで
ある「平和」事業として、現在ロシアによる軍事侵攻で平
穏な日常を奪われていて歴史的にも苦難が続いている
ウクライナへの支援として、また自然災害などで被災さ
れた方や地域への復興支援として、「世界平和・復興支援
瑞穂市ひまわりプロジェクト」を進めております。
　国より４月２８日に新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金（コロナ禍における原油価格・物価高騰

対応分）として新たに１億７，４０８万８千円の交付決定を
いただきましたので、地域の実情に応じ、きめ細やかな施
策が実施できるよう、迅速に対応していきたいと考えて
おります。
　今後も、新型コロナウイルス感染症対策として基本的
な感染対策の徹底とワクチン接種の強化が重要であり、
感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可
能とし新たな日常の実現を図ることも必要になっていき
ます。改めて、市民の皆さまにはワクチン接種へのご協
力と基本的な感染対策の徹底をお願い申し上げます。
　今回提案します補正予算におきましても、国の低所得
の子育て世代に対する子育て世帯生活支援特別給付金
事業や、地方創生臨時交付金事業や、第４回目のワクチ
ン接種事業などコロナウイルス対策関連の予算も計上
させていただいています。
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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

●問い合わせ　ＮＰＯ法人キッズスクエア瑞穂　☎326-2236（平日9:00～17:00）   　kids.sq@dream.com
　　　　　　　子ども支援課　☎322-3022

　利用には事前予約が必要です。活動内容、日程などくわしくはホームページ（http://kidssq.org)をご覧いた
だくか、下記よりお問い合わせください。

子育てで困ったとき、利用できる４つの居場所があります！
　4月からキッズスクエア瑞穂へ子どもの居場所等相談機能強化事業の委託を開始しています。

特殊詐欺被害防止対策機器の購入費を補助

令和4年 第2回瑞穂市議会定例会

市長　森  和之

補助の金額
電話機器などの購入に要する費用の２分の１
（100円未満切捨て）
※上限は５，０００円とし、新品の購入に限ります

申請受付期間　令和5年3月31日まで
必要書類　
①申請書（窓口または市ホームページ）
②申請書添付書類
・領収書または支払いを証明する書類
　（品名または品番が確認できるもの）
・機器設置後の写真
・機能が確認できる取扱説明書などのコピー
※購入日から６か月以内に申請してください

児童1人あたり一律５万円 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金のご案内
　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化するなかで、食費などの物価高騰などに直面する低所得の子育
て世帯に対し、実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金（児童１人あたり一律
５万円）を支給します。
　本給付金は「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」で対象となる要件が異なります。なお、両方
の要件を満たす場合においても、どちらか一方の給付金を受給いただくこととなります。

キッズパーク
子育てについて相談し
たいかたが対象です。

りんくる
障がいのある子など、困
難を抱える家庭などが
対象です。

りんくるα
りんくるの休日版です。

ＴＥＥＮＳスクエア
10代の子どもたちが対
象です。子どもたちが気
軽に集まれます。

　子育て、子どもの発達、就業、経済的な問題など、さまざまな困難を抱えている子どもやその家庭などの相
談支援や食料品、生理用品などの支援を次の４つの居場所で実施しています。

子どもの居場所等相談機能強化事業の支援内容

ひとり親世帯

支給対象者
以下の３つの要件のうち、いずれかに該当するかた
①令和4年4月分の児童扶養手当受給者のかた
②公的年金等を受給していることにより、令和4年4月
分の児童扶養手当の支給を受けていないかた（「公
的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労
災年金、遺族補償などが該当します。）

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が
急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している
かたと同じ水準となっているかた

支給手続き
①に該当するかた
6月23日（木）に、児童扶養手当を支給している口座
に振り込みました。

②または③に該当するかた
子ども支援課にて申請受付をして
います。
様式など、くわしくは市ホームペー
ジをご覧ください。

ひとり親世帯以外の子育て世帯

支給対象者
以下の２つの要件のうち、いずれかに該当するかた
❶令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手
当受給者のかたで、令和4年度分の住民税均等割
が非課税であるかた

❷上記以外で、対象児童（令和4年3月31日時点で18歳
未満の子（障害児については20歳未満））の養育者で

　（1）令和4年度分の住民税均等割が非課税のかた
　（2）新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計

が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課
税となる水準と同様の事情にあるかた

支給手続き
❶に該当するかた
6月30日（木）に、児童手当または特別児童扶養手
当を支給している口座に振り込みました。

❷に該当するかた
子ども支援課にて申請受付をして
います。
様式など、くわしくは市ホームペー
ジをご覧ください。

●問い合わせ　地域福祉高齢課（総合センター）　☎327-4126

所 信 表 明
　6月2日(木)、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。

　瑞穂市では、地方創生事業の拠点の１つであるサン
コーパレットパークが４月３日にオープンし、６月１日には
芝生広場も開放され全面オープンとなりました。６月４
日、５日には市制２０周年記念プレイベントとして「ＭＩＺＵ
ＨＯピクニック」と題して、キッチンカーグルメやマルシェ
など新しい広場を家族や友達で楽しめるイベントを開催
する予定です。
　また、市制２０周年に向けての３つの成長戦略の１つで
ある「平和」事業として、現在ロシアによる軍事侵攻で平
穏な日常を奪われていて歴史的にも苦難が続いている
ウクライナへの支援として、また自然災害などで被災さ
れた方や地域への復興支援として、「世界平和・復興支援
瑞穂市ひまわりプロジェクト」を進めております。
　国より４月２８日に新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金（コロナ禍における原油価格・物価高騰

対応分）として新たに１億７，４０８万８千円の交付決定を
いただきましたので、地域の実情に応じ、きめ細やかな施
策が実施できるよう、迅速に対応していきたいと考えて
おります。
　今後も、新型コロナウイルス感染症対策として基本的
な感染対策の徹底とワクチン接種の強化が重要であり、
感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可
能とし新たな日常の実現を図ることも必要になっていき
ます。改めて、市民の皆さまにはワクチン接種へのご協
力と基本的な感染対策の徹底をお願い申し上げます。
　今回提案します補正予算におきましても、国の低所得
の子育て世代に対する子育て世帯生活支援特別給付金
事業や、地方創生臨時交付金事業や、第４回目のワクチ
ン接種事業などコロナウイルス対策関連の予算も計上
させていただいています。
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　開催日は駅南口のタクシーロータリー付
近が10時から22時まで通行止めとなりま
す。また、駅北口の市営駐車場が「ほづみ夜
市」会場となるため、8月4日（木）から随時、
駐車場としてご利用いただけません。
【車で「ほづみ夜市」にお越しになるかたへ】
　駅周辺の市営駐車場は駅利用者のための
ものです。必ず市役所穂積庁舎駐車場をご
利用ください。

　「ほづみ夜市」当日に会場の設営・撤収や来場者の案内などのお手伝いをいただけ
るボランティアスタッフを募集しています。申込されるかたは、以下の連絡先かエキ
サイトの公式SNSにご連絡ください。

▲会場図（南口側にステージを設置）

▲第７回ほづみ夜市のようす

穂積駅前拠点事務所

至岐
阜・名

古屋

至大
垣

JR穂
積駅

南口駅前広場
北口市営駐車場

北口空きスペース

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

ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想事業からのお知らせ

会計年度任用職員募集
　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。

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
士のみ）

●問い合わせ　総務課　☎327-4111

募　集　職　種 担　当　課 任用期間

行政事務補助員

担任保育士

保育士

子育て相談員

子育て支援センター保育士

保育所用務員

保育所調理員

子育て支援員

放課後児童クラブサブチーフ

放課後児童クラブ指導員

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

地域福祉高齢課　☎327-4126

幼児教育課　☎327-2147

図書館　　　☎326-2300

給食センター☎328-7771

任用日～令和5年3月31日

応募期限 7月11日（月）必着

応募方法

※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

選考方法

▲ホームページ

●問い合わせ　ほづみ幼稚園　☎326-4547　学校教育課（巣南庁舎）　☎327-2116

マイナポイント第２弾のお知らせ
　令和４年９月末までにマイナンバーカードの申請をされたかたを対象に、最大20,000円分のポイントがもらえ
る、マイナポイント第２弾を実施しています。

令和５年度 ほづみ幼稚園新入園児募集

マイナポイントの申込・利用の際の注意
○申し込んだ決済サービスは変更できません
○一部の決済サービスではマイナポイントの申し込み
に先立ち、事前手続きが必要になります

○ポイント付与のタイミングや受け取り方法などは決済
サービスにより異なります

■申込方法
　幼稚園入園案内および願書は7月1日
（金）より、ほづみ幼稚園、学校教育課、子ど
も支援課にて配布。必要事項を記入のうえ、
上記のいずれかの場所へ提出。
■受付期間
７月21日（木）～29日（金）
※先着順ではありません。なお、各年次の募集人
数を超えた場合は、8月25日（木）9：00より抽
選会を実施し、後日郵送にて連絡します

申込期限　令和５年２月28日（火）

くわしくは、マイナポイント事業の
ホームページをご確認ください。

マイナンバーカードを取得された
かたのうち、マイナポイント第１弾に
申し込んでいないかた
（これから取得されるかたも含みます）

健康保険証としての利用申し込みを
行ったかた
（既に利用申し込みを行ったかたも含みます）

公金受取口座の登録を行ったかた
（既に登録を行ったかたも含みます）

1月1日より
実施中

6月30日
開始！

■入園説明会（会場：ほづみ幼稚園）
校 区 日 時 受付時間

穂積小校区

牛牧小校区

生津・本田小校区

巣南中学校区

9:15～

13:15～

9:15～

13:15～

7月21日(木)   9:30～11:00

7月21日(木) 13:30～15:00

7月22日(金)   9:30～11:00

7月22日(金) 13:30～15:00

対　象
市内在住のお子さんのみ

募集人数
※予定

保育時間 幼稚園保育料
その他

就園期間
令和5年4月1日～

５歳児 平成29年4月2日～
平成30年4月1日生まれ

4歳児 平成30年4月2日～
平成31年4月1日生まれ

3歳児 平成31年4月2日～
令和2年4月1日生まれ

４３名

３７名

８８名

１年間

2年間

3年間

給食費
3,710円/月
※バス利用者は
　交通安全協力費
　560円/月

※送迎・徒歩の場合は、2番バスに準じます

バスコースごとの時間差保育
(登園降園時刻は、前期後期で
変更あり）

１番バス　7:50～14:35
２番バス　8:30～15:15
３番バス　9:15～15:55

※幼稚園にお越しの際は、西側駐車場をご利用ください。路上駐車は出
来ませんので、ご注意ください

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

Instagram はこちら!

Facebook はこちら!

＠exsite_hozumistation

＠hozumiekimaekyotennka  
http://www.hodumiexsite.com/
「穂積 エキサイト」で検索

第８回ほづみ夜市を開催！

ご注意ください！

ほづみ夜市のボランティアスタッフを募集しています

　「ほずみ夜市」が約3年ぶりに帰ってきます。市内外の事業者が
キッチンカーや露店で出店し、ステージイベントも開催します。是
非お楽しみに！

エキサイトの
情報発信は
こちらを
CHECK!

日時 ： ８月６日（土）１６:００～２０:００
会場 ： ＪＲ穂積駅南口、北口

8/4（木）から随時利用不可
（8/6（土）22：00まで）

8/6（土）10:00～22:00
通行止め

会場
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　開催日は駅南口のタクシーロータリー付
近が10時から22時まで通行止めとなりま
す。また、駅北口の市営駐車場が「ほづみ夜
市」会場となるため、8月4日（木）から随時、
駐車場としてご利用いただけません。
【車で「ほづみ夜市」にお越しになるかたへ】
　駅周辺の市営駐車場は駅利用者のための
ものです。必ず市役所穂積庁舎駐車場をご
利用ください。

　「ほづみ夜市」当日に会場の設営・撤収や来場者の案内などのお手伝いをいただけ
るボランティアスタッフを募集しています。申込されるかたは、以下の連絡先かエキ
サイトの公式SNSにご連絡ください。

▲会場図（南口側にステージを設置）

▲第７回ほづみ夜市のようす

穂積駅前拠点事務所

至岐
阜・名

古屋

至大
垣

JR穂
積駅

南口駅前広場
北口市営駐車場

北口空きスペース

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

ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想事業からのお知らせ

会計年度任用職員募集
　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。

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
士のみ）

●問い合わせ　総務課　☎327-4111

募　集　職　種 担　当　課 任用期間

行政事務補助員

担任保育士

保育士

子育て相談員

子育て支援センター保育士

保育所用務員

保育所調理員

子育て支援員

放課後児童クラブサブチーフ

放課後児童クラブ指導員

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

地域福祉高齢課　☎327-4126

幼児教育課　☎327-2147

図書館　　　☎326-2300

給食センター☎328-7771

任用日～令和5年3月31日

応募期限 7月11日（月）必着

応募方法

※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

選考方法

▲ホームページ

●問い合わせ　ほづみ幼稚園　☎326-4547　学校教育課（巣南庁舎）　☎327-2116

マイナポイント第２弾のお知らせ
　令和４年９月末までにマイナンバーカードの申請をされたかたを対象に、最大20,000円分のポイントがもらえ
る、マイナポイント第２弾を実施しています。

令和５年度 ほづみ幼稚園新入園児募集

マイナポイントの申込・利用の際の注意
○申し込んだ決済サービスは変更できません
○一部の決済サービスではマイナポイントの申し込み
に先立ち、事前手続きが必要になります

○ポイント付与のタイミングや受け取り方法などは決済
サービスにより異なります

■申込方法
　幼稚園入園案内および願書は7月1日
（金）より、ほづみ幼稚園、学校教育課、子ど
も支援課にて配布。必要事項を記入のうえ、
上記のいずれかの場所へ提出。
■受付期間
７月21日（木）～29日（金）
※先着順ではありません。なお、各年次の募集人
数を超えた場合は、8月25日（木）9：00より抽
選会を実施し、後日郵送にて連絡します

申込期限　令和５年２月28日（火）

くわしくは、マイナポイント事業の
ホームページをご確認ください。

マイナンバーカードを取得された
かたのうち、マイナポイント第１弾に
申し込んでいないかた
（これから取得されるかたも含みます）

健康保険証としての利用申し込みを
行ったかた
（既に利用申し込みを行ったかたも含みます）

公金受取口座の登録を行ったかた
（既に登録を行ったかたも含みます）

1月1日より
実施中

6月30日
開始！

■入園説明会（会場：ほづみ幼稚園）
校 区 日 時 受付時間

穂積小校区

牛牧小校区

生津・本田小校区

巣南中学校区

9:15～

13:15～

9:15～

13:15～

7月21日(木)   9:30～11:00

7月21日(木) 13:30～15:00

7月22日(金)   9:30～11:00

7月22日(金) 13:30～15:00

対　象
市内在住のお子さんのみ

募集人数
※予定

保育時間 幼稚園保育料
その他

就園期間
令和5年4月1日～

５歳児 平成29年4月2日～
平成30年4月1日生まれ

4歳児 平成30年4月2日～
平成31年4月1日生まれ

3歳児 平成31年4月2日～
令和2年4月1日生まれ

４３名

３７名

８８名

１年間

2年間

3年間

給食費
3,710円/月
※バス利用者は
　交通安全協力費
　560円/月

※送迎・徒歩の場合は、2番バスに準じます

バスコースごとの時間差保育
(登園降園時刻は、前期後期で
変更あり）

１番バス　7:50～14:35
２番バス　8:30～15:15
３番バス　9:15～15:55

※幼稚園にお越しの際は、西側駐車場をご利用ください。路上駐車は出
来ませんので、ご注意ください

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

Instagram はこちら!

Facebook はこちら!

＠exsite_hozumistation

＠hozumiekimaekyotennka  
http://www.hodumiexsite.com/
「穂積 エキサイト」で検索

第８回ほづみ夜市を開催！

ご注意ください！

ほづみ夜市のボランティアスタッフを募集しています

　「ほずみ夜市」が約3年ぶりに帰ってきます。市内外の事業者が
キッチンカーや露店で出店し、ステージイベントも開催します。是
非お楽しみに！

エキサイトの
情報発信は
こちらを
CHECK!

日時 ： ８月６日（土）１６:００～２０:００
会場 ： ＪＲ穂積駅南口、北口

8/4（木）から随時利用不可
（8/6（土）22：00まで）

8/6（土）10:00～22:00
通行止め

会場
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 ～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.14

●問い合わせ　下水道課(巣南庁舎)　☎327-2114

　今月は水害ハザードマップについてお知らせします。大雨などにより水害が発生した場合、自宅や勤務
先が浸水区域なのか、どれくらいの深さまで浸水するのかを確認できるのが水害ハザードマップです。

今月のテーマ ： 水害ハザードマップについて

　ハザードマップとは、
一般的には自然災害に
よる被害を予測し、その
被害範囲を地図化した
ものをいいます。水害
のほかにも地震・土砂
災害などさまざまなも
のがあります。

内水氾濫のイメージ

事前に準備し、チェックリストなどで確認しておくこと。特に
常備薬などなくてはならないものには十分注意する。

　水害ハザードマップは地域の水害リスクと水
害時の避難に関する情報を住民の皆さんに提供
するツールであり、主に水害時の住民避難に活
用することを目的としています。
　平成27年の水防法改正により、市は想定し得
る最大規模の降雨・高潮に対応した浸水想定を
行い、これに応じた避難方法などを住民などに適
切に周知するためにハザードマップを作成する
ことが定められました。

水害ハザードマップの目的

内水ハザードマップ
　水路の排水能力を超える大雨によって内水氾
濫が発生した場合に想定される浸水区域や浸水
深などを、浸水シミュレーションにより示し、地域
の避難場所・避難経路などの情報を加えた地図。

水害ハザードマップの種類

洪水のイメージ

洪水（外水）ハザードマップ
　大雨によって河川が増水し、堤防が決壊する
などの洪水が発生した場合に想定される浸水区
域や浸水深などを示し、地域の避難場所・避難経
路などの情報を加えた地図。

　瑞穂市では、洪水ハザードマップを掲載した「防災読本」を作成しています。市ホームペー
ジ（https://www.city.mizuho.lg.jp/9505.htm）にて公開していますので、ご覧ください。
　また、内水ハザードマップは洪水ハザードマップより現実的なマップであるとして近年
ニーズが高まっているため、今後作成していきます。　

瑞穂市の洪水ハザードマップ

●避難する際に携行すべきもの ……

家の周りの排水溝がつまっていないか点検、浸水で流され
るものを撤去、止水板・土のうなどの準備。

●被害を抑えるための自衛策 ………　

避難時の隣近所への声掛け、高齢者など配慮を要するかた
がたへの早めの避難の呼びかけ。

●水害時の地域での助け合い活動 …　

水害に備えた事前の準備

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

●問い合わせ　岐阜市鵜飼観覧船事務所　☎262-0104

●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

　高級腕時計が在庫処分として格安で売り出されると
いう広告を見つけ、通販サイトにアクセスした。100万円
以上もする腕時計が約3万円になっており、大手百貨店
なので信用して注文した。商品は宅配業者に代金引換で
支払い受け取ったが、腕時計は偽物だった。

百貨店をかたる偽通販サイトに注意！

マイナンバーカード、電子証明には有効期限があります！

岐阜連携都市圏を
知ろう！

岐阜連携都市圏を
知ろう！

消費者へのアドバイス

●百貨店のロゴマークや名称が表示されてい
るからといって本物だとは思い込まず、サイ
ト内の販売業者の名称、住所、電話番号など
をよく確認しましょう。百貨店が注意喚起し
ている場合もあります。

●代金引換で支払って商品を受け取ると、後で
偽物だと分かっても返金は困難です。

　注文後に偽通販サイトだと気付いたら、代金
を支払う前に受け取り拒否をしましょう。

教えて!
マイナンバー
カード

消費生活相談室だより

高級鵜飼観覧船で至福のひとときを
　1,300年以上の歴史と伝統を誇る「ぎふ長良川の鵜飼」
に、今シーズンから3隻の高級鵜飼観覧船が登場します。高
級鵜飼観覧船では、河川状況や天候を踏まえて、乗船日に提
供できる最上の鵜飼観覧をお届けします。鵜匠による個別
の鵜飼説明など、高級鵜飼観覧船ならではの特典も盛りだ
くさん。今年の夏は、高級鵜飼観覧船で至福のひとときをお
楽しみください。
　
※申込方法など、くわしくはお問い合わせいただくか、
　ぎふ長良川の鵜飼ホームページをご覧ください

持ち物
手数料
場　所

マイナンバーカード、当初交付時の暗証番号
無料
マイナンバーカードは、市民課（穂積庁舎）
電子証明書は、市民課（穂積庁舎）、市民窓口
課（巣南庁舎）

　マイナンバーカード交付の際に決めた暗証番号
は、諸手続きの際に必要になりますので、大切に保管
をお願いします。

　有効期限が過ぎた場合には、マイナンバーカード
を身分証明書として使えなくなるほか、コンビニ交付
などに使えなくなります。ぜひ更新手続きを行ってく
ださい。

　いずれも有効期限の３か月前から行う
ことができますので、有効期限内に更新
手続きを行ってください。
　くわしくは、地方公共団体情報システム
機構のホームページをご覧ください。

　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
岐阜市

⇦ マイナポイントに乗じた詐欺にご注意ください！ マイナポイント第２弾実施中！ ⇨

　水害が発生してから急に避難のための準備をしようとしても、時間がかかり十分な対応が困難と
なります。平時から以下のような準備をしておくことが大切です。

豆知識

瑞穂市防災読本

電話番号変更のお知らせ
瑞穂市消費生活相談室　8月1日(月)より☎328-1181
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 ～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.14

●問い合わせ　下水道課(巣南庁舎)　☎327-2114

　今月は水害ハザードマップについてお知らせします。大雨などにより水害が発生した場合、自宅や勤務
先が浸水区域なのか、どれくらいの深さまで浸水するのかを確認できるのが水害ハザードマップです。

今月のテーマ ： 水害ハザードマップについて

　ハザードマップとは、
一般的には自然災害に
よる被害を予測し、その
被害範囲を地図化した
ものをいいます。水害
のほかにも地震・土砂
災害などさまざまなも
のがあります。

内水氾濫のイメージ

事前に準備し、チェックリストなどで確認しておくこと。特に
常備薬などなくてはならないものには十分注意する。

　水害ハザードマップは地域の水害リスクと水
害時の避難に関する情報を住民の皆さんに提供
するツールであり、主に水害時の住民避難に活
用することを目的としています。
　平成27年の水防法改正により、市は想定し得
る最大規模の降雨・高潮に対応した浸水想定を
行い、これに応じた避難方法などを住民などに適
切に周知するためにハザードマップを作成する
ことが定められました。

水害ハザードマップの目的

内水ハザードマップ
　水路の排水能力を超える大雨によって内水氾
濫が発生した場合に想定される浸水区域や浸水
深などを、浸水シミュレーションにより示し、地域
の避難場所・避難経路などの情報を加えた地図。

水害ハザードマップの種類

洪水のイメージ

洪水（外水）ハザードマップ
　大雨によって河川が増水し、堤防が決壊する
などの洪水が発生した場合に想定される浸水区
域や浸水深などを示し、地域の避難場所・避難経
路などの情報を加えた地図。

　瑞穂市では、洪水ハザードマップを掲載した「防災読本」を作成しています。市ホームペー
ジ（https://www.city.mizuho.lg.jp/9505.htm）にて公開していますので、ご覧ください。
　また、内水ハザードマップは洪水ハザードマップより現実的なマップであるとして近年
ニーズが高まっているため、今後作成していきます。　

瑞穂市の洪水ハザードマップ

●避難する際に携行すべきもの ……

家の周りの排水溝がつまっていないか点検、浸水で流され
るものを撤去、止水板・土のうなどの準備。

●被害を抑えるための自衛策 ………　

避難時の隣近所への声掛け、高齢者など配慮を要するかた
がたへの早めの避難の呼びかけ。

●水害時の地域での助け合い活動 …　

水害に備えた事前の準備

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

●問い合わせ　岐阜市鵜飼観覧船事務所　☎262-0104

●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

　高級腕時計が在庫処分として格安で売り出されると
いう広告を見つけ、通販サイトにアクセスした。100万円
以上もする腕時計が約3万円になっており、大手百貨店
なので信用して注文した。商品は宅配業者に代金引換で
支払い受け取ったが、腕時計は偽物だった。

百貨店をかたる偽通販サイトに注意！

マイナンバーカード、電子証明には有効期限があります！

岐阜連携都市圏を
知ろう！

岐阜連携都市圏を
知ろう！

消費者へのアドバイス

●百貨店のロゴマークや名称が表示されてい
るからといって本物だとは思い込まず、サイ
ト内の販売業者の名称、住所、電話番号など
をよく確認しましょう。百貨店が注意喚起し
ている場合もあります。

●代金引換で支払って商品を受け取ると、後で
偽物だと分かっても返金は困難です。

　注文後に偽通販サイトだと気付いたら、代金
を支払う前に受け取り拒否をしましょう。

教えて!
マイナンバー
カード

消費生活相談室だより

高級鵜飼観覧船で至福のひとときを
　1,300年以上の歴史と伝統を誇る「ぎふ長良川の鵜飼」
に、今シーズンから3隻の高級鵜飼観覧船が登場します。高
級鵜飼観覧船では、河川状況や天候を踏まえて、乗船日に提
供できる最上の鵜飼観覧をお届けします。鵜匠による個別
の鵜飼説明など、高級鵜飼観覧船ならではの特典も盛りだ
くさん。今年の夏は、高級鵜飼観覧船で至福のひとときをお
楽しみください。
　
※申込方法など、くわしくはお問い合わせいただくか、
　ぎふ長良川の鵜飼ホームページをご覧ください

持ち物
手数料
場　所

マイナンバーカード、当初交付時の暗証番号
無料
マイナンバーカードは、市民課（穂積庁舎）
電子証明書は、市民課（穂積庁舎）、市民窓口
課（巣南庁舎）

　マイナンバーカード交付の際に決めた暗証番号
は、諸手続きの際に必要になりますので、大切に保管
をお願いします。

　有効期限が過ぎた場合には、マイナンバーカード
を身分証明書として使えなくなるほか、コンビニ交付
などに使えなくなります。ぜひ更新手続きを行ってく
ださい。

　いずれも有効期限の３か月前から行う
ことができますので、有効期限内に更新
手続きを行ってください。
　くわしくは、地方公共団体情報システム
機構のホームページをご覧ください。

　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
岐阜市

⇦ マイナポイントに乗じた詐欺にご注意ください！ マイナポイント第２弾実施中！ ⇨

　水害が発生してから急に避難のための準備をしようとしても、時間がかかり十分な対応が困難と
なります。平時から以下のような準備をしておくことが大切です。

豆知識

瑞穂市防災読本

電話番号変更のお知らせ
瑞穂市消費生活相談室　8月1日(月)より☎328-1181
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サマージャンボは、パソコンやスマートフォンからもネット購入できます！

●問い合わせ　農業委員会事務局（商工農政観光課）　☎327-2103

　暑さに体が慣れていない梅雨明け直後に、農作業中の熱中症事故が多発しています。熱中症を正しく理解し、
予防に努めてください。熱中症は適切な予防をすれば、防ぐことができます。

農業委員会から
お　知　ら　せ 農作業中の熱中症に注意しましょう！

①太陽光発電設備
・商品化され、導入実績がある物であること
・中古設備ではないこと
・リース設備ではないこと

②蓄電池 ※太陽光発電設備と同時に設置の場合に限る
・商品化され、導入実績がある物であること
・中古設備ではないこと
・リース設備ではないこと
・平時において充放電を繰り返すことを前提とし
た設備であること

・停電時にのみ利用する非常用予備電源でない
こと
・設置費用が15.5万円/kWh（工事費込み・税
抜）以下であること

「サマージャンボ宝くじ」「サマージャンボミニ」が、7月5日（火）から発売！

太陽光発電設備および蓄電池の設置費用の一部を補助
　瑞穂市における再生可能エネルギーの利用促進を図り、温室効果ガスの排出削減を図る
ため、自ら居住する住宅に太陽光発電設備および蓄電池を設置されるかたに、費用の一部を
補助します。なお、申請の受付は７月上旬より開始予定です。

●問い合わせ　環境課（巣南庁舎）　☎327-4127

環境課から
お知らせ 

対象設備

　補助を受けるには他にも国や県から別の補助金・交
付金など受領しないこと、FITおよびFIP制度や自己託
送をしないことなどの条件があり、着工前に申請が必
要です。
　また、令和４年度予算に達し次第、補助は終了します
（先着順）。
　くわしくは、市ホームページをご覧
いただくか、環境課へお問い合わせく
ださい。

補助内容 ※①、②とも千円未満切り捨て

夏の侵入犯罪被害防止

●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

　4月末現在、市内では空き巣4件（昨年より2件増）、
忍び込み4件（同3件増）と侵入犯罪が増えています。
　夏はお盆休みなど長期に家を空けることが多くな
り、また網戸で就寝するなど、空き巣や忍び込み被害
に遭いやすくなりますので特に注意してください。

〇施錠の確認
　外出するときは、必ず出入口、窓など鍵をかけ、無締り
箇所がないか確認しましょう。
　
〇家屋外周に注意
　家屋の外周には、侵入の足場になるような物を置かな
いようにしましょう。
　
〇防犯設備の活用
　出入口や窓など建具の部品には侵入に強い防犯部品、例
えば2重ガラスや2重ロック、CP錠などを活用しましょう。
　
〇２重３重の対策
　大きな音の出る防犯砂利やセンサーライト、防犯カメラ
など2重3重の防犯対策を取りましょう。

空き巣被害防止

岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

●問い合わせ　北方警察署　☎324-0110

　自転車の利用に係る交通事故の防止、被害軽
減、被害者保護を図るため、岐阜県において「自
転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」
が制定されました。
　ヘルメットの着用努力義務について
　ヘルメットは、用途に合ったヘルメットを着用
してください。野球用ヘルメット、工事用ヘル
メットはNGで、自転車乗車用の規格に適合する
ヘルメットの着用が推奨されます。
　安全基準に適合しているヘルメットについて
は、SGマーク・JISマーク・JCFマーク・CPSC
マーク・CEマークなどが挙げられます。
　これらの安全基準に適合したヘルメットを着
用してください。
　自転車保険の加入義務について
　自転車事故による後遺症などで高額賠償が
請求される事例があります。

　自転車保険については個別に加入しなくて
も、自動車保険の個人賠償特約でも保障されま
すので、加入保険を確認してください。
　自転車運転の際における保障がない保険に加
入のかたや保険未加入のかたにつきましては、
「自転車損害賠償責任保険」に加入してくださ
い。自転車保険につきましては、岐阜県のホーム
ページをご覧ください。

〇施錠の確認
　基本的に空き巣と同様ですが、特に就寝前の出入口、窓
など施錠確認を習慣づけることはもとより、格子があるか
らと油断せず、トイレや風呂の高窓などの施錠も確認しま
しょう。
　
〇２階も施錠を！
　1階は施錠しても2階は網戸で就寝の場合も。特に女性
の一人暮らしなどでは、のぞきや性犯罪の防止のため、網
戸はやめて冷房をかけて施錠しましょう。

忍び込み被害防止

在宅中でも
被害に遭う可能性があります！

市民安全対策監の！
市民安全情報

警察署の警察署の
北方
窓

熱中症になったときは…！
○涼しい場所に避難する！ ○水分を補給する！
○衣服を脱いで、体を冷やす！
○自力で水分補給ができない、意識がもうろうとし
ている場合は、すぐに119番する！

＼ 熱中症にならないために ／
●熱中症患者の約半数は65歳以上のかたです。年齢
を重ねると暑さや水分不足に対する感覚機能が低下
し、暑さに対する身体の調整機能も低下しています。
自分の体調の変化に気をつけ、暑さの抵抗力に合わ
せて、万全の予防を心がけましょう。

●１人作業を極力さけ、２人以上での作業を心がけま
しょう。熱中症の予防を呼びかけ合うことで、熱中症
の発生を防ぐことができます。

●気温が高い日や湿度の高い日には、決して無理な節電
はせず、適度に扇風機やエアコンを使用しましょう。

①太陽光発電設備
　7万円/kW（上限5ｋＷ相当分）

②蓄電池
　蓄電池の価格（工事費込み・税抜）（円／ｋＷｈ）の
　３分の１の額（上限5ｋＷｈ相当分）

など
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サマージャンボは、パソコンやスマートフォンからもネット購入できます！

●問い合わせ　農業委員会事務局（商工農政観光課）　☎327-2103

　暑さに体が慣れていない梅雨明け直後に、農作業中の熱中症事故が多発しています。熱中症を正しく理解し、
予防に努めてください。熱中症は適切な予防をすれば、防ぐことができます。

農業委員会から
お　知　ら　せ 農作業中の熱中症に注意しましょう！

①太陽光発電設備
・商品化され、導入実績がある物であること
・中古設備ではないこと
・リース設備ではないこと

②蓄電池 ※太陽光発電設備と同時に設置の場合に限る
・商品化され、導入実績がある物であること
・中古設備ではないこと
・リース設備ではないこと
・平時において充放電を繰り返すことを前提とし
た設備であること

・停電時にのみ利用する非常用予備電源でない
こと
・設置費用が15.5万円/kWh（工事費込み・税
抜）以下であること

「サマージャンボ宝くじ」「サマージャンボミニ」が、7月5日（火）から発売！

太陽光発電設備および蓄電池の設置費用の一部を補助
　瑞穂市における再生可能エネルギーの利用促進を図り、温室効果ガスの排出削減を図る
ため、自ら居住する住宅に太陽光発電設備および蓄電池を設置されるかたに、費用の一部を
補助します。なお、申請の受付は７月上旬より開始予定です。

●問い合わせ　環境課（巣南庁舎）　☎327-4127

環境課から
お知らせ 

対象設備

　補助を受けるには他にも国や県から別の補助金・交
付金など受領しないこと、FITおよびFIP制度や自己託
送をしないことなどの条件があり、着工前に申請が必
要です。
　また、令和４年度予算に達し次第、補助は終了します
（先着順）。
　くわしくは、市ホームページをご覧
いただくか、環境課へお問い合わせく
ださい。

補助内容 ※①、②とも千円未満切り捨て

夏の侵入犯罪被害防止

●問い合わせ　市民協働安全課　☎327-4130

　4月末現在、市内では空き巣4件（昨年より2件増）、
忍び込み4件（同3件増）と侵入犯罪が増えています。
　夏はお盆休みなど長期に家を空けることが多くな
り、また網戸で就寝するなど、空き巣や忍び込み被害
に遭いやすくなりますので特に注意してください。

〇施錠の確認
　外出するときは、必ず出入口、窓など鍵をかけ、無締り
箇所がないか確認しましょう。
　
〇家屋外周に注意
　家屋の外周には、侵入の足場になるような物を置かな
いようにしましょう。
　
〇防犯設備の活用
　出入口や窓など建具の部品には侵入に強い防犯部品、例
えば2重ガラスや2重ロック、CP錠などを活用しましょう。
　
〇２重３重の対策
　大きな音の出る防犯砂利やセンサーライト、防犯カメラ
など2重3重の防犯対策を取りましょう。

空き巣被害防止

岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

●問い合わせ　北方警察署　☎324-0110

　自転車の利用に係る交通事故の防止、被害軽
減、被害者保護を図るため、岐阜県において「自
転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」
が制定されました。
　ヘルメットの着用努力義務について
　ヘルメットは、用途に合ったヘルメットを着用
してください。野球用ヘルメット、工事用ヘル
メットはNGで、自転車乗車用の規格に適合する
ヘルメットの着用が推奨されます。
　安全基準に適合しているヘルメットについて
は、SGマーク・JISマーク・JCFマーク・CPSC
マーク・CEマークなどが挙げられます。
　これらの安全基準に適合したヘルメットを着
用してください。
　自転車保険の加入義務について
　自転車事故による後遺症などで高額賠償が
請求される事例があります。

　自転車保険については個別に加入しなくて
も、自動車保険の個人賠償特約でも保障されま
すので、加入保険を確認してください。
　自転車運転の際における保障がない保険に加
入のかたや保険未加入のかたにつきましては、
「自転車損害賠償責任保険」に加入してくださ
い。自転車保険につきましては、岐阜県のホーム
ページをご覧ください。

〇施錠の確認
　基本的に空き巣と同様ですが、特に就寝前の出入口、窓
など施錠確認を習慣づけることはもとより、格子があるか
らと油断せず、トイレや風呂の高窓などの施錠も確認しま
しょう。
　
〇２階も施錠を！
　1階は施錠しても2階は網戸で就寝の場合も。特に女性
の一人暮らしなどでは、のぞきや性犯罪の防止のため、網
戸はやめて冷房をかけて施錠しましょう。

忍び込み被害防止

在宅中でも
被害に遭う可能性があります！

市民安全対策監の！
市民安全情報

警察署の警察署の
北方
窓

熱中症になったときは…！
○涼しい場所に避難する！ ○水分を補給する！
○衣服を脱いで、体を冷やす！
○自力で水分補給ができない、意識がもうろうとし
ている場合は、すぐに119番する！

＼ 熱中症にならないために ／
●熱中症患者の約半数は65歳以上のかたです。年齢
を重ねると暑さや水分不足に対する感覚機能が低下
し、暑さに対する身体の調整機能も低下しています。
自分の体調の変化に気をつけ、暑さの抵抗力に合わ
せて、万全の予防を心がけましょう。

●１人作業を極力さけ、２人以上での作業を心がけま
しょう。熱中症の予防を呼びかけ合うことで、熱中症
の発生を防ぐことができます。

●気温が高い日や湿度の高い日には、決して無理な節電
はせず、適度に扇風機やエアコンを使用しましょう。

①太陽光発電設備
　7万円/kW（上限5ｋＷ相当分）

②蓄電池
　蓄電池の価格（工事費込み・税抜）（円／ｋＷｈ）の
　３分の１の額（上限5ｋＷｈ相当分）

など
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●問い合わせ　幼児教育課(巣南庁舎)　☎327-2147

　地域子育て支援拠点事業とは、「親同士の交流の場」「子どもたちが自由
に遊び関わりあう場」を提供するものであり、子どもの健やかな育成と生
活保障を理念に掲げる「児童福祉法」に位置づけされた事業の一つです。
　そして、この事業を実施する施設が地域子育て支援センターであり、親
子、家庭、地域社会の中で、人と人との交わりを作り出す場となっています。

教育委
員会発

Vol.61

・ 親と子のそれぞれのよき理解者
・ 身近な「話し相手」「遊び相手」
・ 地域の人と人とをつなぐ架け橋

ボランティア 講師
子育てセミナー

月1回

市職員
保健師・栄養士による
子育て相談
月1回

おもちゃ病院
月1～2回

子育てサポーター

託児
お話の会
月3回

利  用  方  法
施設開放時間

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) 
1回目 10:00～11:30　2回目 13:00～14:30 (別府は各10組、牛牧は各6組が利用可能)

地域子育て支援センターでの感染予防対策
　地域子育て支援センターでは、新型コロナウイルスの感染拡大防止に努めながら、利用者のみなさんの安全
と健康を優先的に考え開所しています。

一人ひとりの感染症予防対策 施設の感染症予防対策

市内の地域子育て支援センター市内の地域子育て支援センター
　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。
市内在住の未就園児と保護者が利用いただけます。
　平日は、毎日10:00～15:00まで開所していますので、お気軽にお越しください。

●別府保育所地域子育て支援センター

●牛牧第2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)

祖父江170番地(保育所内)

瑞穂市の子育ては、 
地域にあたたかく見守られています

スタッフの役割

地域子育て支援センター

● 施設開放 　  ● 子育て相談 
● 絵本・児童書の貸し出し
● にこにこ広場
● 子育て出張支援 
・わいわい広場(図書館分館) 
・どんぐり広場(馬場公園集会所)

地域に密着した、子どもの
健やかな育ちを支援できる
場を目指しています

おもちゃの無料修理

子育て相談
(保健師・栄養士)

おもちゃ病院

トイレの
レバー

手すり

ドアノブ

おもちゃ類

清掃・消毒来所時 遊び 換気
検温・アルコール消毒
マスク着用(大人のみ必須)
2歳未満のマスクは 
不要でむしろ危険
(日本小児科医会)

2mの間隔

遊んだ後、排せつ後など 
こまめな手洗い

手洗い・うがい・手指消毒

講師を招いて、講演会、 
講習会を行います

子育てセミナーイベント

親子ふれあい遊びや
絵本の読み聞かせをします

地域との連携

絵本コーナー

げんきっ子タイム

あひるルーム

ひよこルーム

※子育てサポーター、託児、お話の会、にこにこ広場、子育て出張支援については現在行っていません。今後の予定は未定です

募集しています!

　8月1日(月)から子育て支援センター(左
記2か所)のいずれかでの勤務となります。
資格要件や勤務条件についてくわしくは、
幼児教育課へお問い合わせください。
応募期限　7月11日(月)必着

子育て相談員・子育て支援センター保育士
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●問い合わせ　幼児教育課(巣南庁舎)　☎327-2147

　地域子育て支援拠点事業とは、「親同士の交流の場」「子どもたちが自由
に遊び関わりあう場」を提供するものであり、子どもの健やかな育成と生
活保障を理念に掲げる「児童福祉法」に位置づけされた事業の一つです。
　そして、この事業を実施する施設が地域子育て支援センターであり、親
子、家庭、地域社会の中で、人と人との交わりを作り出す場となっています。

教育委
員会発

Vol.61

・ 親と子のそれぞれのよき理解者
・ 身近な「話し相手」「遊び相手」
・ 地域の人と人とをつなぐ架け橋

ボランティア 講師
子育てセミナー

月1回

市職員
保健師・栄養士による
子育て相談
月1回

おもちゃ病院
月1～2回

子育てサポーター

託児
お話の会
月3回

利  用  方  法
施設開放時間

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) 
1回目 10:00～11:30　2回目 13:00～14:30 (別府は各10組、牛牧は各6組が利用可能)

地域子育て支援センターでの感染予防対策
　地域子育て支援センターでは、新型コロナウイルスの感染拡大防止に努めながら、利用者のみなさんの安全
と健康を優先的に考え開所しています。

一人ひとりの感染症予防対策 施設の感染症予防対策

市内の地域子育て支援センター市内の地域子育て支援センター
　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。
市内在住の未就園児と保護者が利用いただけます。
　平日は、毎日10:00～15:00まで開所していますので、お気軽にお越しください。

●別府保育所地域子育て支援センター

●牛牧第2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)

祖父江170番地(保育所内)

瑞穂市の子育ては、 
地域にあたたかく見守られています

スタッフの役割

地域子育て支援センター

● 施設開放 　  ● 子育て相談 
● 絵本・児童書の貸し出し
● にこにこ広場
● 子育て出張支援 
・わいわい広場(図書館分館) 
・どんぐり広場(馬場公園集会所)

地域に密着した、子どもの
健やかな育ちを支援できる
場を目指しています

おもちゃの無料修理

子育て相談
(保健師・栄養士)

おもちゃ病院

トイレの
レバー

手すり

ドアノブ

おもちゃ類

清掃・消毒来所時 遊び 換気
検温・アルコール消毒
マスク着用(大人のみ必須)
2歳未満のマスクは 
不要でむしろ危険
(日本小児科医会)

2mの間隔

遊んだ後、排せつ後など 
こまめな手洗い

手洗い・うがい・手指消毒

講師を招いて、講演会、 
講習会を行います

子育てセミナーイベント

親子ふれあい遊びや
絵本の読み聞かせをします

地域との連携

絵本コーナー

げんきっ子タイム

あひるルーム

ひよこルーム

※子育てサポーター、託児、お話の会、にこにこ広場、子育て出張支援については現在行っていません。今後の予定は未定です

募集しています!

　8月1日(月)から子育て支援センター(左
記2か所)のいずれかでの勤務となります。
資格要件や勤務条件についてくわしくは、
幼児教育課へお問い合わせください。
応募期限　7月11日(月)必着

子育て相談員・子育て支援センター保育士
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清水治さん、服部陽一さんが岐阜県表彰を受賞
　岐阜県表彰規程に基づく各界功労者表彰を受賞された清水 
治さん（写真右）と服部陽一さん（写真左）が市長へ報告に訪
れました。
　清水さんは、市議会議員として12年間在職し高い政治理念
を持って市の発展に尽力するなど、地方自治の振興に尽くされ
た功労に対し表彰されました。
　服部さんは、昭和46年から現在まで、老人福祉施設にて入
居者の散髪を毎月無償で行われています。50年の永きにわた
りボランティア活動に尽くされた功労に対し表彰されました。

消防団教育訓練成果確認会を実施
　瑞穂市消防団が5月29日（日）糸貫川運動公園において、教
育訓練成果確認会を行いました。
　消防団では、４月より主に新入団員を対象として、消火活動に必
要な基本的動作、器具取扱いの訓練を重ねてきました。当日は、第
１～７分団から各２チーム（１チーム4人）が参加し、消防ポンプ車を
使用しての消火訓練を行いました。消防ポンプ車に乗車して水利
まで移動し、水利から水を吸い上げ、車両前方の火点（的）へ放水
を行います。より実践的に防火衣を着用し、少ない人数での消火訓
練を行うことにより、消防力の維持・向上の確認が行われました。

感謝状の受賞報告　
　6月8日（水）、庄屋敷防犯パトロール隊代表者の豊田維康さ
んが市長室を訪れ、瑞穂市社会福祉協議会感謝状の受賞を報
告しました。
　この感謝状は、多年にわたりボランティア活動を行い、地域
福祉に尽力された個人や団体に対して贈られるものです。引き
続き、地域の見守りをよろしくお願いします。

市政方針説明会を開催
　5月22日（日）から30日（月）まで（25日（水）を除く）、各小
学校区において令和４年度瑞穂市市政方針説明会を開催しま
した。市政方針説明会とは、瑞穂市まちづくり基本条例第7条
第2項に基づき、市民の皆さんに市政の報告を行うもので、市
からは市長、副市長、教育長のほか部長級職員らが参加し、各
部長から冊子「令和4年度わかりやすい瑞穂市の市政方針」を
用いて市の事業内容をお伝えしました。
　全７回の説明会にのべ198人のかたが参加し、質疑応答で
は市政について多くの質問や意見が寄せられました。

第55回カワイピアノコンクール全国大会出場
　市内在住の高校生奥川真祷さん（写真中央）、中学生奥川
薫英さん（写真右）兄弟がピアノコンクール全国大会への出場
権を獲得し、市長に報告しました。
　おふたりはこれまでも多くの全国大会へ出場し、優秀な成績
を残されています。今回のコンクールでは、ソロ部門Aコース
で見事に地区本選を勝ち抜き、全国大会出場11枠のうち、兄
弟で２枠を勝ち取りました。
　全国大会への意気込みについて、「悔いを残さないのはもちろ
ん、兄弟にも負けないような演奏をしたい」と語ってくれました。

サンコーパレットパーク初イベント開催
　6月4日（土）、5日（日）の２日間にわたり、サンコーパレット
パークでは初のイベントとなるＭＩＺＵＨＯピクニックが開催され
ました。6月からオープンとなった広大な芝生広場に約25台の
キッチンカー、約20店の雑貨店などが並び、多くの家族連れら
で賑わいました。
　当広場を中心として中山道沿線をさらに活性化させるため、今
後も広場を活用したさまざまなイベントの開催を予定しています。

このイベントは、一般財団法人自治総合センターが実施する宝くじを
財源としたコミュニティ助成事業を活用して実施されました。

さきと

しえん
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清水治さん、服部陽一さんが岐阜県表彰を受賞
　岐阜県表彰規程に基づく各界功労者表彰を受賞された清水 
治さん（写真右）と服部陽一さん（写真左）が市長へ報告に訪
れました。
　清水さんは、市議会議員として12年間在職し高い政治理念
を持って市の発展に尽力するなど、地方自治の振興に尽くされ
た功労に対し表彰されました。
　服部さんは、昭和46年から現在まで、老人福祉施設にて入
居者の散髪を毎月無償で行われています。50年の永きにわた
りボランティア活動に尽くされた功労に対し表彰されました。

消防団教育訓練成果確認会を実施
　瑞穂市消防団が5月29日（日）糸貫川運動公園において、教
育訓練成果確認会を行いました。
　消防団では、４月より主に新入団員を対象として、消火活動に必
要な基本的動作、器具取扱いの訓練を重ねてきました。当日は、第
１～７分団から各２チーム（１チーム4人）が参加し、消防ポンプ車を
使用しての消火訓練を行いました。消防ポンプ車に乗車して水利
まで移動し、水利から水を吸い上げ、車両前方の火点（的）へ放水
を行います。より実践的に防火衣を着用し、少ない人数での消火訓
練を行うことにより、消防力の維持・向上の確認が行われました。

感謝状の受賞報告　
　6月8日（水）、庄屋敷防犯パトロール隊代表者の豊田維康さ
んが市長室を訪れ、瑞穂市社会福祉協議会感謝状の受賞を報
告しました。
　この感謝状は、多年にわたりボランティア活動を行い、地域
福祉に尽力された個人や団体に対して贈られるものです。引き
続き、地域の見守りをよろしくお願いします。

市政方針説明会を開催
　5月22日（日）から30日（月）まで（25日（水）を除く）、各小
学校区において令和４年度瑞穂市市政方針説明会を開催しま
した。市政方針説明会とは、瑞穂市まちづくり基本条例第7条
第2項に基づき、市民の皆さんに市政の報告を行うもので、市
からは市長、副市長、教育長のほか部長級職員らが参加し、各
部長から冊子「令和4年度わかりやすい瑞穂市の市政方針」を
用いて市の事業内容をお伝えしました。
　全７回の説明会にのべ198人のかたが参加し、質疑応答で
は市政について多くの質問や意見が寄せられました。

第55回カワイピアノコンクール全国大会出場
　市内在住の高校生奥川真祷さん（写真中央）、中学生奥川
薫英さん（写真右）兄弟がピアノコンクール全国大会への出場
権を獲得し、市長に報告しました。
　おふたりはこれまでも多くの全国大会へ出場し、優秀な成績
を残されています。今回のコンクールでは、ソロ部門Aコース
で見事に地区本選を勝ち抜き、全国大会出場11枠のうち、兄
弟で２枠を勝ち取りました。
　全国大会への意気込みについて、「悔いを残さないのはもちろ
ん、兄弟にも負けないような演奏をしたい」と語ってくれました。

サンコーパレットパーク初イベント開催
　6月4日（土）、5日（日）の２日間にわたり、サンコーパレット
パークでは初のイベントとなるＭＩＺＵＨＯピクニックが開催され
ました。6月からオープンとなった広大な芝生広場に約25台の
キッチンカー、約20店の雑貨店などが並び、多くの家族連れら
で賑わいました。
　当広場を中心として中山道沿線をさらに活性化させるため、今
後も広場を活用したさまざまなイベントの開催を予定しています。

このイベントは、一般財団法人自治総合センターが実施する宝くじを
財源としたコミュニティ助成事業を活用して実施されました。

さきと

しえん
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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7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

500円

200円

200円＋材料費300円

200円

200円＋材料費100円

13：30～14：30

10：30～12：00

10：30～11：30

10：30～11：30

10：30～11：30

※全ての講座、開放は当面の間、定員を５～８組。7月の講座は6月6日（月）9：00～予約開始。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。6月20日（月）予約開始。各事業要予約

事　業

秦 理絵子氏

小川 直美氏

支援センター

藤澤 寿子氏

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

シュタイナー教育初級

写真の撮り方講座

マーム広場～クレヨン画うちわ作り～

マタニティヨガ

お誕生日会

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　☎326-5300　開館日 月～金 ※土・日・祝・年末年始を除く　開館時間 10：00～15：00

13日（水）

19日（火）

25日（月）

29日（金）

200円+材料費500円

200円

200円

200円+材料費800円

200円+材料費500円

350円

10：30～11：30

10：30～11：30

10：30～11：30

10：30～11：30

10：30～11：30

10：30～14：00

事　業

家洞 眞貴子氏

高木 諭美氏

山田 文子氏

浅野 美香子氏

山田 和香奈氏

支援センター

日　時 講　師 費　用

６日（水）

11日（月）

25日（月）

28日(木）

29日（金）

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

20日（水）
28日（木）

サマージャンボ宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。

※いずれの事業も参加費は無料です。7月6日（水）～7月8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

ボランティアが無料で修理します

保健師・栄養士が相談に応じます

「お楽しみ劇場」と「遊び」

手形で金魚風鈴を作ろう！

10：00～12：00

10：00～12：00

10：00～12：00

10：00～11：30

10：00～11：30

事　業

別府

別府

牛牧

牛牧

別府

日　時 場　所 内　容

おもちゃ病院

子育て相談

子育てセミナー

8日（金）

8日（金）

22日（金）

15日（金）

21日（木）

手しごとクラフト【7色のてるてる坊主】

LINK-UPみずほ【親子ふれあい遊び】

こびと座～おはなしだいすき～【夏のおはなし】

グット・トイ【好みの板を並べて作る木琴作り】

特別講座【手漉き和紙と木の実のオーナメント】

こびとカフェ【甘酒きなこアイス】
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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7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

500円

200円

200円＋材料費300円

200円

200円＋材料費100円

13：30～14：30

10：30～12：00

10：30～11：30

10：30～11：30

10：30～11：30

※全ての講座、開放は当面の間、定員を５～８組。7月の講座は6月6日（月）9：00～予約開始。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。6月20日（月）予約開始。各事業要予約

事　業

秦 理絵子氏

小川 直美氏

支援センター

藤澤 寿子氏

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

シュタイナー教育初級

写真の撮り方講座

マーム広場～クレヨン画うちわ作り～

マタニティヨガ

お誕生日会

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　☎326-5300　開館日 月～金 ※土・日・祝・年末年始を除く　開館時間 10：00～15：00

13日（水）

19日（火）

25日（月）

29日（金）

200円+材料費500円

200円

200円

200円+材料費800円

200円+材料費500円

350円

10：30～11：30

10：30～11：30

10：30～11：30

10：30～11：30

10：30～11：30

10：30～14：00

事　業

家洞 眞貴子氏

高木 諭美氏

山田 文子氏

浅野 美香子氏

山田 和香奈氏

支援センター

日　時 講　師 費　用

６日（水）

11日（月）

25日（月）

28日(木）

29日（金）

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

20日（水）
28日（木）

サマージャンボ宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。

※いずれの事業も参加費は無料です。7月6日（水）～7月8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

ボランティアが無料で修理します

保健師・栄養士が相談に応じます

「お楽しみ劇場」と「遊び」

手形で金魚風鈴を作ろう！

10：00～12：00

10：00～12：00

10：00～12：00

10：00～11：30

10：00～11：30

事　業

別府

別府

牛牧

牛牧

別府

日　時 場　所 内　容

おもちゃ病院

子育て相談

子育てセミナー

8日（金）

8日（金）

22日（金）

15日（金）

21日（木）

手しごとクラフト【7色のてるてる坊主】

LINK-UPみずほ【親子ふれあい遊び】

こびと座～おはなしだいすき～【夏のおはなし】

グット・トイ【好みの板を並べて作る木琴作り】

特別講座【手漉き和紙と木の実のオーナメント】

こびとカフェ【甘酒きなこアイス】
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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。個別に質問をお聞きするもの
で、集団で行うことができません。そ
のため、事前予約が必要です。
■日  7月6日（水）、13日（水）、20日（水）、
　 27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
　（各実施日の前日まで）

ＤＯ ＹＯＵ ＫＮＯＷ（脳）？
あたまの健康チェック

　簡単な手話表現の習得から、自己
紹介や日常会話までを学ぶ
■日  8月18日～令和5年3月16日の木
曜日（全26回）19：00～21：00

　※11月3日、12月29日、1月5日、
2月23日を除く

■所 北方町ホリモク生涯学習センター
きらり　会議室A

■料 　無料（別途テキスト代3,300円が
必要）

■対 市内在住・在勤の18歳以上で手話
学習経験のない継続受講可能な
かた

■定  30人（申込多数の場合は抽選）
■〆  8月5日（金）消印有効
■申 はがき（１人１枚）またはメール
　（gifudeafoffice@waltz.ocn.ne.
　　jp）に、①講座名②郵便番号③住
所④氏名（ふりがな）⑤年齢⑥電
話番号を明記し送付

■問 （一財）岐阜県聴覚障害者協会
　〒500-8384岐阜市薮田南
　5-14-53 OKBふれあい会館6階
　☎278-1301

手話を始めてみませんか？
手話奉仕員養成講座受講者募集■日 ①7月1日（金）

　 ②・③7月17日（日）
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：心肺蘇生法・AEDな
どの救命講習（9:00～12：00）
③ステップアップ講習：救命入門コー
スまたはeラーニング講習の受講
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
へ電話または直接お申し込みくだ
さい。

　 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。
新型コロナウイルス感染症対策
　当日発熱が認められる場合は、参
加をご遠慮ください。各自マスクを
ご持参いただき、手指消毒など一般
的な感染症対策にご協力ください。
■問 瑞穂消防署　☎327-0119

日曜・夜間救命講習受講者募集

　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）
での相談も可能です。
■日 7月7日（木）　13：00～15：30
■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 　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 7月11日（月）・25日（月）
　9：30～11：30　予約不要
■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  9月3日(土)、10日(土)、17日(土)
　 の9：00～17：00
　 予備日9月24日（土）
※3日間全て受講する必要があります
■所  岐阜市消防本部6階　大会議室
　（岐阜市美江寺町2丁目9番地）
■料 　無料（※事前申込必要）
■定  20人程度（先着順）
■〆  7月19日(火）～8月19日（金）
　 平日の8：45～17：30
■申・■問  岐阜市消防本部救急課
　 ☎262-7167（直接または電話）
新型コロナウイルス感染拡大の状況によ
り、中止または延期する場合があります。

応急手当普及員講習開催の
お知らせ

　各校区での協議の結果、新型コロ
ナウイルス感染症対策のため、上記
夏祭りは中止することになりました。
■問 生涯学習課　☎327-2117

牛牧ふれあい夏祭り、生津
納涼夏祭り中止のお知らせ

　青少年育成市民会議では、８月の
第一日曜日を「市民ラジオ体操の日」
と設定し、市民の参加を呼びかけて
います。この日を地域の子どもたち
を知るひとつの機会とし、地域の人と
人とのふれあいを高めていきたいと
考えています。是非ご参加ください。
■日  8月7日（日）　6：30～
　（雨天中止）
※自治会によって日時が異なります。
お住いの自治会長、子ども会育成
会長にご確認ください
■問 生涯学習課　☎327-2117

市民ラジオ体操の日
（青少年育成市民会議）

相談窓口 相談事務所 対　象 日にち

7/7
（木）

　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 7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

税理士による無料税務相談
のご案内

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　

【内　容】 

【期　間】 
【料　金】
【対　象】

【その他】 

願い事を書いた短冊を笹に結びつけます。
※笹に短冊が結べないときは職員がお手伝いします
7月7日（木）まで　9：00～20：00
無料
幼児から大人まで、ご家族
でのご参加、大歓迎です。
事前の申し込みは不要。
制作に必要な用具は
用意します。

【内　容】 

【期　間】 
【対　象】
【その他】 

電気を節約する、ゴミの分別をするなど、毎日
の生活の中で取り組めるＳＤＧｓに、スタンプラ
リーで参加し、スタンプを集めよう！
7月1日（金）～9月30日（金）　9:00～20:00
どなたでも参加できます。　
スタンプラリーの用紙は
コミセン窓口でお渡しし
ます。　　

七夕飾りイベントのご案内　
～七夕飾りを作って、願い事を星に届けよう～

5：00～12：00ごろまで
・悪天候や水稲の生育状況により、日程・時間が変更される場合もあります。
・瑞穂市共同防除協議会の実施日別の詳細な区域は事務局（ＪＡぎふ巣南グリーン）へお尋ねください。

　第１回協定防除（水田への農薬一斉散布）が下表のとおり実施されます。農薬の使用基準を守り、
決められた最小限の日程で実施する協定防除は、水稲を病害虫から守る大切な作業です。このた
め水田付近の住民のかたがたにはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いします。

コミセンSDGｓイベントのご案内
～スタンプラリーでSDGｓに取り組もう～　

本田コミュニティセンター
☎329-1600

●問い合わせ　瑞穂市共同防除協議会事務局（JAぎふ巣南グリーン）　☎328-7220牛牧北部防災コミュニティセンター
☎329-0147

第１回 協定防除（水田への農薬一斉散布）について

牛牧南部コミュニティセンターつどいの泉
☎329-1511　

無人ヘリコプター 無人ヘリコプター

田之上のみ
雨天時予備日7月の実施予定なし

動力噴霧器
穂積地区
瑞穂市共同防除協議会

巣南地区

市内全域

雨天時予備日

7月15日（金）
16日（土）
17日（日）

18日（月・祝）

個人防除

こころの
相談

7/13
（水）

うかい
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 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。

実施時間

22
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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。個別に質問をお聞きするもの
で、集団で行うことができません。そ
のため、事前予約が必要です。
■日  7月6日（水）、13日（水）、20日（水）、
　 27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
　（各実施日の前日まで）

ＤＯ ＹＯＵ ＫＮＯＷ（脳）？
あたまの健康チェック

　簡単な手話表現の習得から、自己
紹介や日常会話までを学ぶ
■日  8月18日～令和5年3月16日の木
曜日（全26回）19：00～21：00

　※11月3日、12月29日、1月5日、
2月23日を除く

■所 北方町ホリモク生涯学習センター
きらり　会議室A

■料 　無料（別途テキスト代3,300円が
必要）

■対 市内在住・在勤の18歳以上で手話
学習経験のない継続受講可能な
かた

■定  30人（申込多数の場合は抽選）
■〆  8月5日（金）消印有効
■申 はがき（１人１枚）またはメール
　（gifudeafoffice@waltz.ocn.ne.
　　jp）に、①講座名②郵便番号③住
所④氏名（ふりがな）⑤年齢⑥電
話番号を明記し送付

■問 （一財）岐阜県聴覚障害者協会
　〒500-8384岐阜市薮田南
　5-14-53 OKBふれあい会館6階
　☎278-1301

手話を始めてみませんか？
手話奉仕員養成講座受講者募集■日 ①7月1日（金）

　 ②・③7月17日（日）
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：心肺蘇生法・AEDな
どの救命講習（9:00～12：00）
③ステップアップ講習：救命入門コー
スまたはeラーニング講習の受講
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
へ電話または直接お申し込みくだ
さい。

　 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。
新型コロナウイルス感染症対策
　当日発熱が認められる場合は、参
加をご遠慮ください。各自マスクを
ご持参いただき、手指消毒など一般
的な感染症対策にご協力ください。
■問 瑞穂消防署　☎327-0119

日曜・夜間救命講習受講者募集

　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）
での相談も可能です。
■日 7月7日（木）　13：00～15：30
■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 　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 7月11日（月）・25日（月）
　9：30～11：30　予約不要
■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  9月3日(土)、10日(土)、17日(土)
　 の9：00～17：00
　 予備日9月24日（土）
※3日間全て受講する必要があります
■所  岐阜市消防本部6階　大会議室
　（岐阜市美江寺町2丁目9番地）
■料 　無料（※事前申込必要）
■定  20人程度（先着順）
■〆  7月19日(火）～8月19日（金）
　 平日の8：45～17：30
■申・■問  岐阜市消防本部救急課
　 ☎262-7167（直接または電話）
新型コロナウイルス感染拡大の状況によ
り、中止または延期する場合があります。

応急手当普及員講習開催の
お知らせ

　各校区での協議の結果、新型コロ
ナウイルス感染症対策のため、上記
夏祭りは中止することになりました。
■問 生涯学習課　☎327-2117

牛牧ふれあい夏祭り、生津
納涼夏祭り中止のお知らせ

　青少年育成市民会議では、８月の
第一日曜日を「市民ラジオ体操の日」
と設定し、市民の参加を呼びかけて
います。この日を地域の子どもたち
を知るひとつの機会とし、地域の人と
人とのふれあいを高めていきたいと
考えています。是非ご参加ください。
■日  8月7日（日）　6：30～
　（雨天中止）
※自治会によって日時が異なります。
お住いの自治会長、子ども会育成
会長にご確認ください
■問 生涯学習課　☎327-2117

市民ラジオ体操の日
（青少年育成市民会議）

相談窓口 相談事務所 対　象 日にち

7/7
（木）

　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 7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

税理士による無料税務相談
のご案内

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　

【内　容】 

【期　間】 
【料　金】
【対　象】

【その他】 

願い事を書いた短冊を笹に結びつけます。
※笹に短冊が結べないときは職員がお手伝いします
7月7日（木）まで　9：00～20：00
無料
幼児から大人まで、ご家族
でのご参加、大歓迎です。
事前の申し込みは不要。
制作に必要な用具は
用意します。

【内　容】 

【期　間】 
【対　象】
【その他】 

電気を節約する、ゴミの分別をするなど、毎日
の生活の中で取り組めるＳＤＧｓに、スタンプラ
リーで参加し、スタンプを集めよう！
7月1日（金）～9月30日（金）　9:00～20:00
どなたでも参加できます。　
スタンプラリーの用紙は
コミセン窓口でお渡しし
ます。　　

七夕飾りイベントのご案内　
～七夕飾りを作って、願い事を星に届けよう～

5：00～12：00ごろまで
・悪天候や水稲の生育状況により、日程・時間が変更される場合もあります。
・瑞穂市共同防除協議会の実施日別の詳細な区域は事務局（ＪＡぎふ巣南グリーン）へお尋ねください。

　第１回協定防除（水田への農薬一斉散布）が下表のとおり実施されます。農薬の使用基準を守り、
決められた最小限の日程で実施する協定防除は、水稲を病害虫から守る大切な作業です。このた
め水田付近の住民のかたがたにはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いします。

コミセンSDGｓイベントのご案内
～スタンプラリーでSDGｓに取り組もう～　

本田コミュニティセンター
☎329-1600

●問い合わせ　瑞穂市共同防除協議会事務局（JAぎふ巣南グリーン）　☎328-7220牛牧北部防災コミュニティセンター
☎329-0147

第１回 協定防除（水田への農薬一斉散布）について

牛牧南部コミュニティセンターつどいの泉
☎329-1511　

無人ヘリコプター 無人ヘリコプター

田之上のみ
雨天時予備日7月の実施予定なし

動力噴霧器
穂積地区
瑞穂市共同防除協議会

巣南地区

市内全域

雨天時予備日

7月15日（金）
16日（土）
17日（日）

18日（月・祝）

個人防除

こころの
相談

7/13
（水）

うかい
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 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。

実施時間

22
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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/

調べるって、
おもしろい‼

岩崎書店編集部

岩崎書店

【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｡

ほりえさちこ
学研プラス
2022年2月

【著　者】
【出版社】
【出版年】

戴天

千葉ともこ

文藝春秋

【著　者】

【出版社】

花散る里の病棟

帚木蓬生

新潮社

【著　者】

【出版社】

おべんとうの教科書

　毎日のお弁当のメニューを、どうするか
悩みますよね。この本は道具のこと、メ
ニュー決め、段取り、調理のコツが写真と

ともにわかりやすく載っています。意外と知らない基本テクニック
も丁寧に説明しています。
　忙しい日は一品だけで完成するのっけ弁当や買い物ができな
かった日は冷凍庫に入っているものでできる作りおき弁当などア
イデアも満載です。お弁当だけでなく普段の食卓にも役に立つ
大人も子どもも一緒に食べられるレシピを紹介しています。
　毎日のお弁当作りが楽になり、作る人も食べる人も幸せになれ
る一冊です。

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。

下記の期間、本館の開館時間を早めます。
期間　7月21日（木）～8月30日（火）
時間　9：00～18：00

開館時間の延長について

毎年、岐阜県図書館で開催されている地図作品展で、昨年度に入賞した３作品を
展示します。

【 日 　 時 】
【 場 　 所 】
【展示作品】

7月9日（土）～8月7日（日）まで
図書館分館
『岐阜市の宝物～美しい天然記念物を訪ねて～』
『じしんからのいのちをまもるためにできること』
『復元！旧徳山村門入集落』

【場　　所】
【対　　象】

巣南公民館
市内在住の子どもが対象

※企画毎に参加できる年齢・学年があります

①わくわくサイエンス教室　：7月27日（水）、8月4日（木）
②やさいのスタンプで図書館バッグをつくろう！　：7月29日（金）
③なるほど地図教室　：8月5日（金）

7月のテーマ本

・本館 沖縄 ・分館 夏を楽しもう。
うみ・プール

【試験区分および採用人数】
※令和5年4月1日採用
①警察官AⅡ（男性5人程度、女性5人程度）
②警察官B（男性45人程度、女性15人程度）
【受験資格】
①昭和62年４月２日以降に生まれ、
大学（短大を除く）を卒業または
令和５年３月31日までに卒業見込
みのかた

②昭和62年４月２日から平成17年４
月１日までの生まれで、警察官ＡII
以外の学歴のかた

【受付期間】
　8月5日（金）まで
【試験日程】
　9月18日（日）
 岐阜会場、多治見会場、高山会場
（①は岐阜会場のみ）
■問 北方警察署
　 ☎324-0110（内212）

～県民の安全・安心を守る警察官になりませんか～

令和４年度警察官ＡⅡ(２回目)
・Ｂ採用試験案内■日 8月25日（木）　8:00スタート

■所  岐阜本巣カントリークラブ
■料 　1人2,000円
　 プレー代：ビジター 7,180円、
　 　　　　 メンバー 6,580円
※セルフプレー・限定昼食付
■対  市内在住、在勤のかた
■〆  8月10日（水）

瑞穂市ゴルフ連盟夏季大会

■日 個人戦：8月20日(土）　9:00～
   団体戦：8月27日(土)　9:00～
■所  生津スポーツ広場テニスコート
■料 　 １ペア500円
■対  市内在住の中学生男女
■〆  8月8日（月）

市民ソフトテニス中学生大会

■日 8月6日（土）　9：00～
■所  市民センター大ホール
■対 市内在住の小学１年～６年生の男女
■〆  7月15日（金）

わんぱくすもう大会

　不動産に関することなら、どんな
ことでもお気軽にご相談ください。
■日   ７月１４日（木）　13：00～16:00
　（受付15：00まで）
■所  巣南公民館　２階第２講義室
■問  （公社）岐阜県宅地建物取引業協
　 会岐阜北支部　☎295-1982

空家等不動産無料相談会

■日  ①7月20日（水）　13：30～15：00
　 ②8月17日（水）　10:00～11:30
　 ③9月21日（水）　13:30～15:00
■所  ①・②岐阜市消防本部4階南側
　 研修室、③本巣消防署会議室
■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  ①7月18日（月・祝）
　 ②8月15日（月）
　 ③9月19日（月・祝）
■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
（7月～9月開催分）

　スマートフォンなどが急速に普及し、
青少年を取り巻くインターネット利用環
境が一層多様化する中で、児童買春や児
童ポルノを始めとするSNSなどの利用に
起因する被害が増加しています。青少年
の非行・被害の防止について市民の理
解と認識を深め、家庭・学校・地域社会が
一体となって取り組むことによって、青少
年の健全育成を目指していきましょう。
▼スローガン
「なくそう非行　地域で育む青少年」
「青少年　地域で守ろう　育てよう」
■問 生涯学習課　☎327-2117

７月は「青少年の非行・
被害防止全国強調月間」です

　離乳食の話を聞いたり、実際の離
乳食を見たり触ったりできる教室を
毎月行っています。感染症予防のた
め試食と託児は中止しています。
■日  ①7月29日（金）②8月31日（水）
　10:00～10:45、10：45～11：30
■所  保健センター（総合センター３階）
■対 市内在住の概ね７～８か月のお子
さんとその保護者
■定  各回５組　※先着順
■〆  ①7月22日（金）②8月24日（水）
●持ち物　母子健康手帳、保護者のマスク
■申・■問  健康推進課　☎327-8611

離乳食教室（7～8か月頃対象）
のご案内

体 育 協 会

図 書 館 企 画

児童生徒地図作品展ミニ

夏休み特別企画

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

「読書から　心の芽が　生まれるよ」令和３年度読書標語　最優秀作品市では「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

■日 8月6日（土）　18：00開始
※少雨決行　予備日7日（日）
■所  糸貫川運動公園
主催：本田校区いきいき活動委員会
■問 生涯学習課　☎327-2117

ほんでん夏祭り
　油分を含んだ洗濯物を衣類乾燥
機にかけたことによる火災が多発し
ています。
　油分は洗濯をしても完全に取り除
くことは難しく、衣類などに付着した
状態で乾燥機にかけると、発火する
ことがあります。また、乾燥後でも油
分の残った状態で放置したり、積み
上げた状態にしたりすると、乾燥時
の余熱で発火することがあります。
　衣類乾燥機を使用する際には以
下の点に注意しましょう！
①油分の付着した衣類は乾燥機を
使用しない。

②乾燥後の衣類は速やかに取り出し、
熱がこもらないように広げておく。

【注意が必要な油】
　食用油、機械油、美容オイル、ガソ
リンなど
　さらにくわしい
情報や、そのほか
の火災予防に関
する情報▶
■問 岐阜市消防本部予防課
　 ☎262-7163

衣類乾燥機による火災に注意！
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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/

調べるって、
おもしろい‼

岩崎書店編集部

岩崎書店

【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｡

ほりえさちこ
学研プラス
2022年2月

【著　者】
【出版社】
【出版年】

戴天

千葉ともこ

文藝春秋

【著　者】

【出版社】

花散る里の病棟

帚木蓬生

新潮社

【著　者】

【出版社】

おべんとうの教科書

　毎日のお弁当のメニューを、どうするか
悩みますよね。この本は道具のこと、メ
ニュー決め、段取り、調理のコツが写真と

ともにわかりやすく載っています。意外と知らない基本テクニック
も丁寧に説明しています。
　忙しい日は一品だけで完成するのっけ弁当や買い物ができな
かった日は冷凍庫に入っているものでできる作りおき弁当などア
イデアも満載です。お弁当だけでなく普段の食卓にも役に立つ
大人も子どもも一緒に食べられるレシピを紹介しています。
　毎日のお弁当作りが楽になり、作る人も食べる人も幸せになれ
る一冊です。

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。

下記の期間、本館の開館時間を早めます。
期間　7月21日（木）～8月30日（火）
時間　9：00～18：00

開館時間の延長について

毎年、岐阜県図書館で開催されている地図作品展で、昨年度に入賞した３作品を
展示します。

【 日 　 時 】
【 場 　 所 】
【展示作品】

7月9日（土）～8月7日（日）まで
図書館分館
『岐阜市の宝物～美しい天然記念物を訪ねて～』
『じしんからのいのちをまもるためにできること』
『復元！旧徳山村門入集落』

【場　　所】
【対　　象】

巣南公民館
市内在住の子どもが対象

※企画毎に参加できる年齢・学年があります

①わくわくサイエンス教室　：7月27日（水）、8月4日（木）
②やさいのスタンプで図書館バッグをつくろう！　：7月29日（金）
③なるほど地図教室　：8月5日（金）

7月のテーマ本

・本館 沖縄 ・分館 夏を楽しもう。
うみ・プール

【試験区分および採用人数】
※令和5年4月1日採用
①警察官AⅡ（男性5人程度、女性5人程度）
②警察官B（男性45人程度、女性15人程度）
【受験資格】
①昭和62年４月２日以降に生まれ、
大学（短大を除く）を卒業または
令和５年３月31日までに卒業見込
みのかた

②昭和62年４月２日から平成17年４
月１日までの生まれで、警察官ＡII
以外の学歴のかた

【受付期間】
　8月5日（金）まで
【試験日程】
　9月18日（日）
 岐阜会場、多治見会場、高山会場
（①は岐阜会場のみ）
■問 北方警察署
　 ☎324-0110（内212）

～県民の安全・安心を守る警察官になりませんか～

令和４年度警察官ＡⅡ(２回目)
・Ｂ採用試験案内■日 8月25日（木）　8:00スタート

■所  岐阜本巣カントリークラブ
■料 　1人2,000円
　 プレー代：ビジター 7,180円、
　 　　　　 メンバー 6,580円
※セルフプレー・限定昼食付
■対  市内在住、在勤のかた
■〆  8月10日（水）

瑞穂市ゴルフ連盟夏季大会

■日 個人戦：8月20日(土）　9:00～
   団体戦：8月27日(土)　9:00～
■所  生津スポーツ広場テニスコート
■料 　 １ペア500円
■対  市内在住の中学生男女
■〆  8月8日（月）

市民ソフトテニス中学生大会

■日 8月6日（土）　9：00～
■所  市民センター大ホール
■対 市内在住の小学１年～６年生の男女
■〆  7月15日（金）

わんぱくすもう大会

　不動産に関することなら、どんな
ことでもお気軽にご相談ください。
■日   ７月１４日（木）　13：00～16:00
　（受付15：00まで）
■所  巣南公民館　２階第２講義室
■問  （公社）岐阜県宅地建物取引業協
　 会岐阜北支部　☎295-1982

空家等不動産無料相談会

■日  ①7月20日（水）　13：30～15：00
　 ②8月17日（水）　10:00～11:30
　 ③9月21日（水）　13:30～15:00
■所  ①・②岐阜市消防本部4階南側
　 研修室、③本巣消防署会議室
■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  ①7月18日（月・祝）
　 ②8月15日（月）
　 ③9月19日（月・祝）
■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
（7月～9月開催分）

　スマートフォンなどが急速に普及し、
青少年を取り巻くインターネット利用環
境が一層多様化する中で、児童買春や児
童ポルノを始めとするSNSなどの利用に
起因する被害が増加しています。青少年
の非行・被害の防止について市民の理
解と認識を深め、家庭・学校・地域社会が
一体となって取り組むことによって、青少
年の健全育成を目指していきましょう。
▼スローガン
「なくそう非行　地域で育む青少年」
「青少年　地域で守ろう　育てよう」
■問 生涯学習課　☎327-2117

７月は「青少年の非行・
被害防止全国強調月間」です

　離乳食の話を聞いたり、実際の離
乳食を見たり触ったりできる教室を
毎月行っています。感染症予防のた
め試食と託児は中止しています。
■日  ①7月29日（金）②8月31日（水）
　10:00～10:45、10：45～11：30
■所  保健センター（総合センター３階）
■対 市内在住の概ね７～８か月のお子
さんとその保護者
■定  各回５組　※先着順
■〆  ①7月22日（金）②8月24日（水）
●持ち物　母子健康手帳、保護者のマスク
■申・■問  健康推進課　☎327-8611

離乳食教室（7～8か月頃対象）
のご案内

体 育 協 会

図 書 館 企 画

児童生徒地図作品展ミニ

夏休み特別企画

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

「読書から　心の芽が　生まれるよ」令和３年度読書標語　最優秀作品市では「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

■日 8月6日（土）　18：00開始
※少雨決行　予備日7日（日）
■所  糸貫川運動公園
主催：本田校区いきいき活動委員会
■問 生涯学習課　☎327-2117

ほんでん夏祭り
　油分を含んだ洗濯物を衣類乾燥
機にかけたことによる火災が多発し
ています。
　油分は洗濯をしても完全に取り除
くことは難しく、衣類などに付着した
状態で乾燥機にかけると、発火する
ことがあります。また、乾燥後でも油
分の残った状態で放置したり、積み
上げた状態にしたりすると、乾燥時
の余熱で発火することがあります。
　衣類乾燥機を使用する際には以
下の点に注意しましょう！
①油分の付着した衣類は乾燥機を
使用しない。

②乾燥後の衣類は速やかに取り出し、
熱がこもらないように広げておく。

【注意が必要な油】
　食用油、機械油、美容オイル、ガソ
リンなど
　さらにくわしい
情報や、そのほか
の火災予防に関
する情報▶
■問 岐阜市消防本部予防課
　 ☎262-7163

衣類乾燥機による火災に注意！
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両手の平を正面に向け、弧を
描きながら目の前で交差させ
ます。「暗い」という意味も含
みます。

高い位置で手をすぼめ、開い
たり閉じたりします。星が空
で光るイメージです。

手話で手話ろう！

夜

星

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　福祉生活課　☎327-4123　　327-1566

club mimosa女  性  専  用
美容複合施設

お電話にて７月４日（月）10:00以降
にご予約の上、１週間以内に現金を
添えてお申し込みください。

みずほ女声コーラス
■日 7月20日（水）　11:00～11:40
■所  巣南公民館　多目的ホール
内容　合唱練習参観後、一緒に練習
して初心者もベテランも合唱を楽しむ
■問 ☎090-6592-9027（岡部）

手芸講座（手芸クラブ）
■日 7月22日（金）　9:30～12:00
■所  巣南公民館　第２講義室
■料 　800円
■対  一般
■問 ☎328-2693（白木）

公開講座

文 化 協 会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

①はつらつ健康ウォーキング
●第４週　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 7月20日（水）雨天中止
■所  三輪ファミリーパークウォーキング
■料 　無料
●出発時刻
　8：45（8：40集合）
●集合場所
　巣南公民館Link-upみずほ事務所前
●帰着時刻　12：00頃

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

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 7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
●出発時刻
　9:00（8：45集合）
●集合場所
　巣南公民館Link-upみずほ事務所前

はつらつ健康ウォーキング

②郡上おどり体験教室
■日 7月23日（土）、8月6日（土）雨天中止
■所  郡上
■料 　3,500円
●集合・出発時刻　
巣南公民館駐車場　18:00
瑞穂市役所駐車場　18:15
●解散時刻
　23:50頃巣南庁舎着
●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
※参加人数が少ない時は中止になる
場合があります

　いろいろなポーズを行うことで柔
軟性が増し、しなやかで丈夫な身体
に変わっていきます。
■日 7月6日（水）、13日（水）、20日（水）
　 18:30～19:45(月3回)
■所 巣南公民館　多目的ホール
■料  1,600円／月
■対  成人のかた
●指導者　髙橋由香理
 (Laxmi YOGA インストラクター)

夜のヨーガ教室
　音楽に合わせてはずみながら手足
を動かし、ダンスを踊ってみよう!!
■日 7月1日(金)、8日(金)、15日(金)、
　22日（金）、29日（金）
　16:15～17:00（年４２回）
■所 巣南公民館　多目的ホール
■料  3,000円／月
■対  年長～小学３年生
●指導者　村瀬麻紗子
 (（一社)体力メンテナンス協会認定
インストラクター指導士養成講師）

キッズバランスボール教室

バスで出かける教室

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。

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

お詫びと訂正 ご寄付ありがとうございました

昨年も大好評！

京都大学医学博士が開発したマグニー石を
利用した温浴施設

岐阜県で唯一の

広報紙持参の方は入会金無料

☎058-216-7711
〒501-0237　瑞穂市犀川２丁目15

9：30～21：00　月曜定休営業
時間

　広報みずほ６月号の掲載内容に以下のとおり誤りがあ
りました。お詫びして訂正します。

P.9 特定歯科健診・さわやか口腔健診実施機関
誤）　ながや歯科　☎327-8000
正）　削除

P.19　市民安全対策監の！市民安全情報
　　　『自転車の安全利用』
誤）　小学生、75歳以上の高齢者は歩道通行可
正）　小学生、70歳以上の高齢者は歩道通行可

金 50,000 円
長良製紙株式会社
代表取締役
家田　聖吾（写真左端）
※十六銀行の私募債を活用して
　の寄附

壁面式ソーラー時計
１台
株式会社サティスホーム
※大垣共立銀行の私募債を活用
　しての寄附

チャンネルCCNから
放送日程のご案内

瑞穂市の身近な話題をお伝えするＣＣＮのニュース番組
天気・交通情報も加わり朝生放送！

※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
１2ｃｈ

【朝生放送】
平日 朝　７：１５～ ８：１５

【ニュースの再放送】
１２：００～１２：１５
２０：００～２０：１５  ほか

ストーンバス

クール炭酸ヘッドスパ ご予約受付中です
夏限定

（敬称略）
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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

　いろいろなポーズを行うことで柔
軟性が増し、しなやかで丈夫な身体
に変わっていきます。
■日 7月6日（水）、13日（水）、20日（水）
　 18:30～19:45(月3回)
■所 巣南公民館　多目的ホール
■料  1,600円／月
■対  成人のかた
●指導者　髙橋由香理
 (Laxmi YOGA インストラクター)

夜のヨーガ教室
　音楽に合わせてはずみながら手足
を動かし、ダンスを踊ってみよう!!
■日 7月1日(金)、8日(金)、15日(金)、
　22日（金）、29日（金）
　16:15～17:00（年４２回）
■所 巣南公民館　多目的ホール
■料  3,000円／月
■対  年長～小学３年生
●指導者　村瀬麻紗子
 (（一社)体力メンテナンス協会認定
インストラクター指導士養成講師）

キッズバランスボール教室

お詫びと訂正 ご寄付ありがとうございました
　広報みずほ６月号の掲載内容に以下のとおり誤りがあ
りました。お詫びして訂正します。

P.9 特定歯科健診・さわやか口腔健診実施機関
誤）　ながや歯科　☎327-8000
正）　削除

P.19　市民安全対策監の！市民安全情報
　　　『自転車の安全利用』
誤）　小学生、75歳以上の高齢者は歩道通行可
正）　小学生、70歳以上の高齢者は歩道通行可

金 50,000 円
長良製紙株式会社
代表取締役
家田　聖吾（写真左端）
※十六銀行の私募債を活用して
　の寄附

壁面式ソーラー時計
１台
株式会社サティスホーム
※大垣共立銀行の私募債を活用
　しての寄附

（敬称略）
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参議院議員通常選挙
７月１０日（日） 7:00～20:00

参議院議員通常選挙は、
選挙区選挙と比例代表選挙の２つの投票があります

選挙区選挙
原則、都道府県の区域で行われ、有権者は
候補者名を記載して投票します。

比例代表選挙
全国を単位に行われ、有権者は候補者名を
記載して投票します。
候補者名に代えて政党名を記載して投票す
ることもできます。

※投票用紙はイメージです

候
補
者
名

候
補
者
名
ま
た
は

政
党
名

人の動き（5月末現在）
（前月比　   64人増）人口 人55,743 男 人27,786 （前月比 　  37人増） （前月比　  27人増）女 人27,957

（前月比 　 75世帯増）世帯数 世帯22,636

●問い合わせ　市選挙管理委員会　☎327-4111

各投票所にて感染症対策を行い、皆さんが安心して投票できる環境づくり
に努めていますので、積極的に投票してください。


