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コロナ終息を願って・・・

「希望のあかり」

と き 6 月30日（火）
まで
ところ ポケットパーク
（番屋向かい）
新型コロナウイルス感染が拡大している
今、終息を願ってポケットパークに美濃
和紙あかりアート作品を展示しています。

Public information paper of Mino

▶▶感染しないために気をつけたいこと
感染を予防するためには、手洗いをしっかりすることが大切です。またできるだけ人混みを避けま
しょう。十分な栄養・睡眠を取り免疫力を高めることも重要です。

① こまめに手を洗う
② ３つの咳エチケットを守ろう
⑴マスクの着用

⑵ティッシュやハンカチで口・鼻を覆う

③人混みや密閉空間を避ける

⑶上着の袖で口、鼻を覆う

集団感染を防止するため、 3 つの
「密」を避けましょう！
対策

対策

こまめに
換気しよう！

①換気の悪い密閉空間

対

象

密集は
極力避けよう！

②多数が集まる密集場所

▶▶美濃市の支援策 ➡

対策
やむを
得ない時は
マスク着用！

③近距離での会話する密接場面

市税等の納税猶予を実施

次の条件をすべて満たす方が対象となります。

①新型コロナウイルス感染症の影響によって、令和 2年 2月以降の 1か月間の事業に関する収入が、前
年の同月と比較して、概ね20％以上減少している。
②市税などを一度に納入することが困難であること。または、一部でも納入することが困難であること。
≪対象となる市税、使用料等≫
・個人住民税 ・法人市民税 ・固定資産税 ・国民健康保険税 ・介護保険料 ・後期高齢者医療保険料
・保育料 ・上水道使用料 ・下水道使用料 ・農業集落排水使用料 ・市営住宅使用料 ・し尿汲み取り手数料 など

猶予期間

１年間

※延滞金なし

担保不要

※納税猶予に関する問合せ先：美濃市役所総務部税務課（☎33−1122）

▶▶新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
●全般に関して、どこへ相談してよいかわからない方はこちら
県民総合相談窓口
（コールセンター）

☎ 058−272−8198

相談時間：8：30～17：15
（4月11日より当面の間、土日祝も対応）

●新型コロナウイルス感染症に関する相談はこちら
厚生労働省
☎ 0120−565653
（コールセンター） FAX 03−3595−2756
関保健所

☎ 0575−33−4011
FAX 0575−33−4701
（内線360）

毎日：9：00～21：00
一般電話相談窓口 平日9：00～17：00
発熱等の症状が持続している場合の相談窓口
毎日
（24時間対応）
※平日9：00～17：00以外は電話呼出となります。

新型コロナウイルス感染症に関する情報は市ホームページの特設サイトから見ることができます。
特設サイトは http://www.city.mino.gifu.jp/folders/395

（右のQRからもアクセスできます）
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新型コロナウイルス感染症 から

身を守るため感染予防策を 徹底しましょう！

▶▶新型コロナウイルス感染症の初期症状
新型コロナウイルス感染症の初期症状では、鼻水や咳、発熱、軽いのどの痛み、筋肉痛や体
のだるさ倦怠感
（けんたいかん）など、風邪のような症状が生じます。特に、37.5℃程度の発熱
と強い体のだるさを訴える人が多いという特徴があります。
新型コロナウイルス感染症の初期症状はおよそ 5 ～ 7 日間程度続き、重症化しなければ次第
に治っていきます。

▶▶新型コロナウイルス感染症が重症化すると
新型コロナウイルス感染症の初期症状が 5 〜 7 日間で軽快しない場合は、重症化する可能性
があります。感染しても約 8割は軽症で経過し、
治癒する例も多いことが報告されている一方で、
重症度は季節性インフルエンザと比べて死亡リスクが高く、特に高齢者や基礎疾患をお持ちの
方では重症化するリスクが高いことも報告されています。

新型コロナウイルス感染症の主な経過
・のどの痛み
・咳
・鼻水
・熱
・だるさ など

軽症例

発症

通常の風邪の症状

5〜7日

軽 快
・呼吸苦
・咳
・37.5℃
前後の発熱

・のどの痛み
・咳
・鼻水
・熱
・だるさ など

重症例

発症

通常の風邪の症状

5〜7日

症状悪化 10日

※症状や経過は個人により異なる場合があります。
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入 院

届け！ わたしのたちのメッセージ！
第11回

わたしの主張美濃市大会

市内の小中学生と高校生が、学校生活や日常の体験
をもとに自分の考え方や生き方、将来の目標など
について発表する「第11回わたしの主張美濃市大会」
が 2 月 8 日に、美濃市文化会館で開催されました。今
回の広報みのでは、発表者の要旨を紹介します。
（敬称略。学校、学年は発表当時のものです）

小

学

生 の部

「伝えていきたい、美濃市のすばらしさ」
父の仕事の関係で中国の日本語学校に通っていた時、
「ど
こから来たの？」と尋ねられ、
「岐阜県美濃市から来たよ」
と答えても、美濃市を知っている人はいませんでした。
私は進んで美濃市のことを紹介しているけど、私が思う
ほど美濃市を知っている人は多くありません。
美濃市にはうだつの町並みや美濃和紙があります。私は、
昔の人が残してくれた伝統・自然を自分の子どもに伝えて
美濃小学校 ６年

島田 梨帆

いきたいです。そして、美濃市にある古いものや自然を大
切にして、何か新しいものを作っていきたいです。

「動物が幸せになれるように」
私は動物が好きです。だから私は将来、動物に関わる仕
事につきたいと思っています。
いろいろな経験の中で、相手のことを考えて関わったり、
困っている子に気付き声をかけたりすることの大切さを知り
ました。自分の夢を実現するために心掛けていることは、
困っている人や一人の子がいないか周りを見たり、相手のこ
とを考えたりすることです。日常から仲間を大切にし、温か
い人間関係を築きたい。そして将来、動物を幸せにしてあげ
たい。
今できることは、飼っている犬を大切に育てること。そ
して周りにいる人を大切にすることです。私は、夢の実現
に向かって努力します。

大矢田小学校 ６年

永井 あゆ奈
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「自然豊かな町への活動」
緑があふれ、自然豊かな町、これが私の望む未来の美濃
市です。そんな美濃市をつくるためには、一人一人が意識
し、地域の活動を大切にすることだと私は考えます。
ごみを捨てるとどんな問題が起こるか調べたら、川が汚
染され、伝染病が発生し、多くの人が亡くなったことを知
りました。そして、
「リサイクル」
という言葉を知りました。
私はリサイクルを積極的に行えば、美濃市も美しくなると
牧谷小学校 ６年

宮西 瑠美

考えました。自然豊かな美濃の町を目指し、私自身を含め
た一人一人の意識・活動を大切にしていくことが大切だと
考えています。

「けがから学んだ大切なこと」
ぼくは、サッカーの試合中にけがをし、松葉づえの生活
になりました。でも、先生や友だちがサポートしてくれた
ので、心はとても温かく、うれしく、いつも笑顔でいられ
ました。
美濃市には、高齢者や助けを必要とする人がたくさんい
ます。ぼくにできることは、ぼくが友だちに支えてもらっ
たように、身近なおじいちゃんやおばあちゃんが笑顔でい
られるように関わっていくことだと思います。そうすれば、
周りのすべての人が笑顔で過ごせ、そして楽しく安心して
生活ができ、みんなで助け合うことができる美濃市になっ
ていくんじゃないかなと思います。

中有知小学校 ６年

辻 奏人

「人と関わり合う自分」

藍見小学校 ６年
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大坪 瞭太

転校してきたとき、周りは知らない人ばかりで不安でし
た。でも、自分から話しかけてみると、一緒に話したり、
遊んだりしてくれました。人と話すことは、仲良くなれて、
わくわくするものだと知りました。
話すことは今も苦手ですが、６年生として下級生の子た
ちと話したり遊んだりしていると、下級生から声をかけて
もらったりします。こうした関わり合いがうれしく、話す
ことも楽になってきました。
中学生になると新しい出会いが待っています。自分の思い
を伝えることはまだ不安だけど、気持ちに負けないよう、い
ろんな人と進んで話しをし、関わり合える自分でいたいです。

中

学

生 の部
「ありがとう、お母さん」

松ヶ﨑 有花

美濃中学校 ２年

私には父がいません。小学校２年生の時に亡くなりました。
父のことが大好きだった私はとても悲しかったですが、一番悲
しかったのは母だったと思います。
母はシングルマザーとして私を育ててくれました。中学生に
なり反抗期を迎えた私は、仕事で疲れた母に強い言葉を使った
りして、素直になれない自分がいました。でも、母の友達から、
お母さんが「有花がいてくれて助かる」と言っていることを聞
き、とてもうれしかったです。
しかし、私から母に「ありがとう。
」と言えていません。照れ
くささもあり素直に言えません。でも、私は母の役に立つこと
が楽しいと思えます。母が大好きです。だから、本当は照れく
さいけど、母に「お仕事お疲れさま。ありがとう」という言葉を
毎日かけていけるようにしたいです。

「私の決心」
新聞やテレビでいじめによる中学生の自殺の報道をみて、私
の気分は一瞬にして暗くなりました。いじめに気付いた同級生
は「私も戦うので力を貸してほしい」と先生に信号を送ったそ
うです。でも、私にはその勇気がありません。祖母が、母の中
学時代の話をしてくれ、母も同じようにいじめられている子を
守ろうとしたことを知りました。
学校では、助け合い、認め合い、話し合えば、仲間との心と
心の距離が縮まっていきます。一人では心細くても、仲間がい
ると楽しくなるのが学校生活です。大切な自分の命、友人の命
のために何ができるのか分かりません。でも、報道で知った同
級生や私の母のように、周りに苦しんでいる仲間がいたら勇気
をもって立ち向かおうと心に決めました。

美濃中学校 ２年

西部 愛央衣

「大事なサインを見逃がさないで」

昭和中学校 ２年

別府 希菜

いじめをなくすにはどうすればよいのだろう。改めて感じた
のは、中学３年生の男子生徒がいじめを受けて自殺した可能性
が高いというニュースを見た時でした。
ある出来事からその理由の一つに「いじり」があると考える
ようになりました。コミュニケーションの一つでもあるので、
面白く感じるかもしれませんが、
「いじり」
をされて苦しんでい
る人がいる。人の気持ちは目には見えないからどんな思いでい
るのか分かることは難しいです。
一人一人が周りに目を向けて、仲間のことを大切にして認め
合うことができれば、いじめなんてなくなる。そう信じて、誰
一人仲間を見捨てず、少しでも仲間の力になれるよう、声をか
けて寄り添える人になりたいです。
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第11回

わたしの主張美濃市大会

高

校

生 の部

「あたり前から学ぶこと」
出会った人にあいさつや感謝の気持ちをしっかり伝えていま
すか。
私は野球部に所属しています。学校のグラウンドで練習して
いると、地域の方々から「頑張ってね」
「おはよう」と気持ちの
良いあいさつをいただきます。でも、疲れているときはあいさ
つを返すことができません。ある日、自分があいさつをしても
あいさつが返ってこないことがあり、その時、あいさつはコ
ミュニケーションをとるものだと気づきました。
コミュニケーションをとることができるあいさつこそ、真の
あいさつであると考えています。これからも野球部の中の自分
としてはもちろん、普段の自分も
「真のあいさつ」
を徹底してい
きたいです。

武義高等学校 １年

石原 佑真

「人間力を高める第一歩」

武義高等学校 １年

稲田 圭太

私は小さい頃、あいさつが苦手でしたが、周りの仲間の姿を
真似してあいさつをするようになりました。そして、あいさつ
をすると気持ちがいいと感じ始めました。あいさつは人を幸せ
にしたり、元気にさせたりするだけでなく、自分自身も元気に
してくれたり、成長させてくれるものだと考えました。
また、小学生から続けている野球を通じて、あいさつは礼儀
の一つとして大切であることを日々学んでいます。あいさつの
声が小さいと指摘されることがありますが、自分が今の自分の
ようなあいさつをされたときに良い印象を持てないと思ったと
き、小さな声では相手に与える印象も悪くなると分かりました。
あいさつは礼儀の中の基本であり、大きな声で相手に心が伝
わるあいさつをしてこそだと思います。あいさつはとても重要
なものであり、あいさつを通じてこの街に元気を与え、活気あ
ふれる街をつくっていきます。

「野球部を通して」
野球部に入部して少し経った頃、地域の方から差し入れを頂
きました。それは、
「学校周辺を散歩していると、野球部のみ
んなが気持ちよくあいさつしてくれるから」ということでし
た。あいさつはそれだけ人を喜ばせる、気持ちよくさせること
ができると改めて感じました。
野球部に入り、変わったのはあいさつだけでなく、他人のた
めに気づいて働くことを考えるようになったことです。野球部
では皆で気づき、サポートし合い、誰かのために率先して動い
ています。その姿に、凄いなと尊敬しています。
私は、野球部に入ってから色々なことを学んでいます。全て
将来の自分のためになることばかりです。人は任され、頼られ
て成長していきます。そのために私も毎日努力し、選手をサ
ポートしていきたいと思います。
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武義高等学校 １年

河合 しほり

