分

人づくり文化課
（３５・２７１１）
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広報みの

令和３年度美濃市人権問題
市民啓発講演会を開催

◆とき／８月 日
（水）
午後１時 分〜午後３時

◆ところ／美濃市文化会館

いじめられていい子なんてどこにもいない。
学校だって学力をつけることと同様にいじめ解消に力を
注いでいる。子どもだっていじめを大人が許さないことな
ど、とっくに知っている。
それでも、いじめがなくならない理由とは？
自ら命 を 絶たねばならないほどに犯 罪 性 が 高まった 理
由とは？
子ども達の中で起きているいじめの構 造や本 質に迫り
ます。
子どもの心と命を守るために、大 人にできることを 一
緒に考えませんか。

入場無料、申し込み不要
※
◆演題／
「教室の悪魔〜今、大人にできること〜」

３０

「長寿祝いお食事券」の
取扱い業者を募集します
事業の実施に向けて、
「長寿祝い
お食事券」の利用を可能とする飲
食の取扱い業者を募集します。
日

象／市内の飲食店事業者（詳

（金）

◆募 集 期 間 ／ ８ 月 ２日（月）〜
◆対

しくはホームページでご
確認ください。）
◆実施期間／９月〜令和４年２月
◆申 込 方 法 ／ 募 集 期 間 内 に 申 請 書 を
窓 口、ま た は 郵 送 に て
高 齢 福 祉 保 険 課へ提 出
し て く だ さ い。申 請 書
は、同 課で 配 布のほ か、
市ホームページからダウ
ンロードできます。

３０

令和３年度は

日現在、美濃市に住所を有する在
宅の方）
◆ 配 布 ／ 各 自 治 会 を 通 して 対 象 者 に 配 布
します。
◆時期／９月中に配布
※歳年齢到達者の方への記念品は例年通
り 自 治 会 を 通 して 、対 象のみなさまへお
届けします。

２５

敬老会の内容を変更 します
今 年 度も新 型コロナウイルス感染 拡
大防 止のため、敬老会での会 食 等の開
催委託を見合わせ、市内の飲食店で利
用できる「長 寿 祝いお食 事 券」を市 内
在宅の 歳以上のみなさまに贈ります。
歳以上になる方
（昭和

77

年４月１日以前生まれで７月１

◆対象／年度内に

77

20

20

高齢福祉保険課
（内線１４０）

（女性の生き方アドバイザー、
家族問題カウンセラー）

講師／山脇由貴子氏

88

注目情報！
Pick Up Information

Pick Up Information

注目情報！

～新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した方へ～

令和3年度の

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・
介護保険料の減免制度をお知らせします

◆次の方は、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料が減免となります。
対

象

者

減免割合

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、
または重篤
な傷病を負った場合

全額減免

②新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入減少が見込
まれる場合

一部減免

◆一部減免となる方の具体的な要件／いずれの保険も①～③の全てに該当する方が対象
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料

介護保険料

①

事業収入や給与収入などのうち、いずれかの収入が前年に比べて10分の3以上減少する見
込みであること

②

収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

③

前年の所得の合計額が1,000万円以下であること

◆必要な書類／①令和3年度の納税（入）通知書
②令和2年の確定申告書の写しや源泉徴収票の写し
③令和3年1月から申請日現在までの給与明細等、収入がわかるもの（世帯主および
被保険者の全員分）
④医師による診断書（新型コロナウイルス感染症により死亡した場合は死亡診断書
の原本または写し、重篤な傷病を負った場合は傷病診断書の原本または写し）
⑤雇用保険受給資格者証（ハローワークで交付された場合）
◆申請書類の提出・問い合わせ先／国民健康保険税については税務課（123・124）まで
後期高齢者医療保険料については高齢福祉保険課
（内線143）
まで
介護保険料については高齢福祉保険課（内線142）まで
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こころの健康相談【要予約】

合の窓口で入手できます。
◆申込期間／８月２日
（月）
～20日
（金）
【当日消印有効】
◆受講定員／50名程度
（先着順、
定員になり次第締切）
◆ 受 講 料 ／3,000円
（ 講 習 課 程 の 一 部 免 除 者は
1,800円）
◆使用テキスト／当日会場で配布するテキストおよび
「屋外広告の知識」
（第4・5次改訂版）
※
「屋外広告の知識」
（第4・5次改訂版）
は当日購入可
能。(希望者)
◆問い合わせ先／岐阜県広告美術業協同組合
（☎
058-245-4472）
または岐阜県都市建築部都市政
策課
（☎058-272-8648）

◆と き／８月２４日
（火）
午後1時20分～午後３時３０
分 （※相談時間は３０分程度です）
◆ところ／中濃総合庁舎
◆対 象／専門医師に相談のある方で精神科の主治
医がいない方
◆費 用／無料
◆相談の予約・問い合わせ先／関保健所
（☎33-4011
（内線361）
）

屋外広告物講習会の開催
◆と き／９月17日
（金）
受付:午前９時～ 講習:午前
９時30分～午後５時
（予定）
◆ところ／岐阜市生涯学習センター
（ハートフルスク
エアーG）2階大研修室（岐阜市橋本町1-10-23）
◆対 象／屋外広告物の表示および掲出物件の設
置に関する業務に従事する者または従事しようとす
る者、屋外広告物を表示または掲出しようとする者
※新型コロナウイルス感染症対策により受講人数が
限られるため、事業所の所在地が岐阜県の事業者
に限ります。
◆申し込み／受講申請書を①、②のいずれかへ郵送
または持参ください。
①岐阜県広告美術業協同組合
（〒500-8154 岐阜市木ノ下町5-21-1）
②岐阜県都市建築部都市政策課
（〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1）
※受講申請書は、岐阜県都市建築部都市政策課
のホームページまたは岐阜県広告美術業協同組

市民健康福祉ゴルフ大会
◆と き／10月1日
（金）
午前7時00分スタート
◆ところ／ぎふ美濃ゴルフ倶楽部
◆参加資格／市内在住・在勤の20歳以上の方
◆募集／140人
（先着順）
◆参加費／2,000円
（申込時にお支払いください）
◆プレー代／別途必要
（限定メニュー昼食付き）
◆表彰式／新型コロナの状況により、表彰式を中止
する場合があります。
◆申込期限／9月12日
（日）
まで
◆申込先／①ぎふ美濃ゴルフ倶楽部(横越383-1)
☎35-0111／ＦＡＸ35-0112
②美濃インターゴルフ (生櫛1614-100)
☎35-1478
※上記２ヶ所のいずれかに直接申し込みください。
＜人づくり文化課＞

介護予防教室に参加してみませんか？
教室名

内

容

開催日時

会場

定員

申込方法

脳と身体の健康アップを目指
オレンジビクス
し、誰でも取り組める体操を
体操教室
行います。体力に自信のない
講師：森雪絵 氏
方の参加も可能です。

開催中

午後1時30分
～2時30分

中央公民館

20名

要申込(若干名受
付可)随時、
受付し
ます。

室内ウォーキング 体力増進や歩くことに興味が
体操教室
ある方を対象にポールを使っ
講師：井上伸子 氏 た体操を行います。

8月10日(火)
9月14日(火)
10月12日(火)
11月 2日(火)

午前10時～
11時30分

中央公民館

ー

申込不要
運 動 の できる服
装で参加してくだ
さい。

20名

要申込(若干名受付
可)随時、
受付します。

20名

要申込
8月9日(月)午前9
時から受付開始

午後1時30分 紙のふるさとふ
認知症予防に関するミニ講話
開催中(全12回)
～2時30分 れあいセンター
の他、認知症予防に効果のあ
認知症予防教室
る
『コグニサイズ(軽い運動と
講師：中津智広 氏
頭を使う課題を同時に行う取 9月8日(水)開始 午後1時30分
中央公民館
予定(全12回)
～2時30分
り組み)』
を行います。
（前半の部）
午後1時～2時
介護予防の取組みとして、音
健幸いきいき教室 楽活動や健康体操を行ってい
ます。

第1・２・４木曜日

第1・3木曜日

（後半の部）
午後2時15分
～3時15分

中央公民館

午後1時30分 紙のふるさとふ
～2時30分 れあいセンター

各33名

要申込
随時、
受付します。

20名

◆申し込み・問い合わせ先／地域包括支援センター（高齢福祉保険課内・内線145)
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、利用人数の制限があります。各教室の定員数にご注意ください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、予告なく中止とする場合があります。
＜高齢福祉保険課＞
広報みの
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募集

催し・講座

美濃病院職員募集
◆募集職種、人員および受験資格／
〇言語聴覚士 １名程度
（昭和６２年４月２日以降に生まれた人で、言語聴
覚士の資格取得者または令和３年度中に取得見
込みの人）
◆申し込み／９月３日(金)までに美濃病院事務局へ
申込書は美濃病院で配布、またはホームページか
らダウンロード
◆試験日／と き：9月21日（火）
ところ：美濃病院
※詳しくは、美濃病院のホームページまたは事務局
（☎３３－１２２１）
まで

「8020」表彰の募集
◆8020表彰とは／80歳以上で自分の歯が20本以
上ある方を表彰するもの。
◆対象者／市内の歯科医院で健診を受ける必要が
あります。
（過去に表彰されたことがある
方は対象外）
◆健診料／無料
◆健診期間／8月1日～ 8月31日
◆表彰／11月13日(土)
「令和3年度美濃市総合フェ
ア2021」
会場
※詳しくは、保健センター
（☎33-0550）
まで

次の全ての催しは、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、入場者等の制限を設けるなどのほか、急遽中止と
なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

関特別支援学校乳幼児教室（第2回）
◆と き／8月20日
（金）午前9時30分〜午前11時
30分
◆ところ／岐阜県立関特別支援学校
（関市）
◆対 象／病弱および肢体に障害のある乳幼児と保
護者
◆内 容／遊具遊び、お話遊びなどの集団遊び、
保護者の座談会形式の交流会
◆問い合わせ先／岐阜県立関特別支援学校
〒501-3938 関市桐ヶ丘一丁目2番地
☎22-4238／Ｅメール／c27370@gifu-net.ed.jp
担当／同校支援センター
※開催中止の場合は、関特別支援学校ホームペー
ジでお知らせします。

法律とこころの健康相談会【要予約】
◆と

き／９月２日
（木）
午後１時～午後４時
（※1人４５分程度）
◆ところ／中濃総合庁舎
◆費 用／無料
◆内 容／弁護士による相談と臨床心理士による心
の相談を併せて実施します
（借金、解雇、生活苦、
病苦、人間関係の悩み等の相談）
◆定 員／先着３名
相談の予約・問い合わせ先／関保健所
（☎33-4011
（内線365）
）

12
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26

回美濃市文芸祭作品募集

95

第

月 ４日（ 土 ）・５日（ 日 ）に開 催 する美 濃 市 文 芸
祭に出展する作品を募集します。
◆ 部 門 ／一般の 部 ◇ 俳 句一人二句一組（ 自 由 詠 ）◇
短歌一人二首一組（自由詠）◇狂俳一人一題／一句ざ
し（「 年 の 瀬 」「 い ろ い ろ 」）◇ 川 柳一人 二 句一組
（自由詠）◇俚謡一人二章一組（「美・濃・橋」一字
以上詠み込み）
小中学生の部◇俳句一人二句以内（自由詠） ◇短歌
一人二首 以 内（ 自 由 詠 ）◇ 川 柳一人二句 以 内（ 自 由
詠）
◆応募規定／応募作品は未発表のものとし、提出後の
作品訂正、差替え、返却はしません。
◆応募方法／所定の応募はがき（複写可）または官製
はがきで部門別に応募してください。官製はがきで
応 募 さ れ る 場 合 は 、裏 面 に 氏 名 、住 所 、性 別 、年
齢、電話番号、応募部門名と作品を記入の上、中央
公民館内文芸協会事務局（〒５０１ ー３７０１ 美
濃市 番地 ２）宛に郵送してください。２部門以上
に応募される場合は、それぞれ別のはがきに記入し
てください。募集要項（所定の応募はがき）は中央
公民館、各地域ふれあいセンターおよび市のホーム
ページにあります。
◆応募点数／各部門一人一組まで
◆応募締切／９月 日（金）当日消印有効
◆ 表 彰／部門 ごとに市長賞・議長賞・教育長賞・文
芸協会賞・入選を表彰します。
◆作品展示／ 月４日（土）・５日（日）
中央公民館３階展示室
詳
※しくは、中央公民館内文芸協会事務局
（☎３３・１１０２）まで
12

令和4年1月に
美濃市美術展・文化財展を開催
◆開催時期を変更する催し／美濃市美術展・文化財展
◆開催予定／令和4年1月
（詳細未定）
◆今後の予定／広報みの11月号でお知らせ
※詳しくは、中央公民館
（☎︎33-1102）
まで

美濃市長選挙の選挙期日等が決定
◆選挙区分／任期満了に伴う美濃市長選挙
◆選挙期日／令和4年1月16日（日）
◆告 示 日／令和4年1月9日（日）
◆開
票／即日開票

平和を祈念しましょう
8月15日は
「戦没者を追悼し、平和を祈念する日」
です。この日、日本武道館において
「全国戦没者追
悼式」
が行われます。 家庭、職場などでも正午に1
分間の黙とうにご協力をお願いします。
＜福祉子ども課＞

電気器具の取扱いに注意！
日常生活に便利な電気器
具も、取り扱い方法の誤りな
ど、ちょっとした不注意から
火災を引き起こすことがあり
ます。

＜選挙管理委員会事務局＞

中小企業退職金共済制度のお知らせ

注意点と予防方法

①コード類の取扱いに注意しましょう！
たこ足配線は、許容電流を超え、発熱や発火する
ことで、火災の原因となることがあります。また、
コードに重いものを載せると配線に負荷がかかり、
ショートすることもあるので、気を付けましょう。
②トラッキング現象に注意しましょう！
コンセントと電気プラグの間にホコリなどが溜ま
り、湿気が加わった結果、電気が流れます。そこ
から発火するのが
「トラッキング現象」
です。コン
セントの周りはこまめに掃除をして、ホコリを溜め
ないようにしましょう。
＜中濃消防組合 美濃消防署＞

児童扶養手当

＜産業課＞

現況届の手続きについて

現在、児童扶養手当を受給している方
（支給停止者を含む）
は、所得や扶養状況等を確認するため、８月中
に現況届の手続きを行う必要があります。
受給者の方には、ご案内の文書を発送していますので、必ず手続きを行ってください。現況届の提出があ
りませんと１１月分以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
※児童扶養手当とは…離婚や死別による一人親家庭や、父または母が一定の障害のある家庭などに支給さ
れる手当。所得に応じて、支給が制限されます。
◆対象者／現在、児童扶養手当を受給している方
（支給停止者を含む）
◆受付期間／8月2日(月)から8月31日(火)(ただし土日祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分
※夜間受付期間／8月16日(月)から8月20日(金)は午後８時まで受け付けます。
◆提出先および問い合せ先／福祉子ども課
（内線158）

広報みの

2021.8.1 14

お知らせ
令和３年第３回美濃市議会（定例会）が開催されました
第３回美濃市議会
（定例会）
が令和３年６月７日から
６月２８日まで２２日間開かれ、次の議案について可決
しました。
◆承認・可決・同意された議案
専決処分の承認１議案、
令和３年度補正予算４議案、
条例改正１議案、規則改正１議案、
人事案件１議案、その他３議案
※美濃市議会の様子
（録画）
はパソコン等で見るこ
とができます。詳しくは美濃市ホームページを
ご覧ください。
＜議会事務局＞

学生生活応援家賃助成金

停電情報お知らせサービスのご案内

◆助成内容／美濃市出身の学生が居住するアパート
等の家賃の一部（1人あたり最大50,000円）を助
成
◆申込期限／8月20日（金）必着
◆申込み／申請書（市ホームページからダウンロード
できます。）に必要書類を添付して教育委員会に
提出
※詳しくは、教育総務課（☎35-2711）まで

台風に備えましょう！
毎年７月から９月頃を中心に、台風が接近し、さま
ざまな被害をもたらします。台風は事前に備えがで
きる災害ですが、台風が接近してからでは間に合わ
ない対策もあります。危険から身を守るために、日頃
から十分な準備をしておきましょう。
①側溝や排水溝の掃除など、家の外の備えを十分に
しましょう。
②非常用品（懐中電灯、救急薬品など）を備えておき
ましょう。
③家族で緊急連絡手段や避難場所を確認しておきま
しょう。
④テレビやラジオ、インターネットなどで、最新の台
風情報を入手し、危険を感じたら自主的に避難を
しましょう。

＜中濃消防組合
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美濃消防署＞

◆停電情報お知らせサービスとは／あらかじめ登録
した地域の停電発生情
報や、復旧情報等がス
マートフォンに通知され
るもの
◆登録料／無料（アプリ
をダウンロードする必
要があります。）
※詳しくは中部電力パワー
グ リッド(株)（ ☎0120985-232）
まで

マイナポイントの申請は９月末まで
◆マイナポイントの対象
・令和３年４月末までにマイナ
ンバーカードの申請をした方
◆申し込みに必要なもの
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードの受け
取り時に設定した数字４ケ
タのパスワード
・マイナポイントを付与する
キャッシュレス決済など
◆申請手続きの支援
・美濃市役所(総合政策課)で、
申し込み手続きの支援をし
ています。
※マイナポイントに関する問い合わせは、総合政
策課（内線341、342）またはマイナンバー総合
フリーダイヤル（0120-95-0178）
まで

美濃和紙の里会館からのお知らせ
※企画展の内容や期日等は変更になる場合があります。

■開催中の企画展

美濃市立空想動物園
～ 8 月 30 日（月）まで

太古や伝説上の存在だったはず…。
今では見られなくなった生き物や伝説の合体アニマルたちが今夏限定で
美濃和紙の里会館にアートとなって集結します！
16 名の作家が、美濃和紙を使って制作した日本画作品や立体作品による
アートが並び、ひっそりと潜むその空間はまさに別世界。
夢とロマンあるこの期間だけの企画展をお楽しみください。

■次回企画展
9 月 2 日（木）～ 10 月 18 日（月）

和紙画プレミアム ～全国和紙画展大賞作品展～
※企画展の内容や期日等は変更になる場合があります。

■会館の案内
〇開館時間／午前９時～午後５時（入館は午後４時 30 分まで）
〇休 館 日／毎週火曜日
〇入 館 料／大人 500 円、小中学生 250 円（団体割引あり）、
市内の小中学生と 70 歳以上の方は入館料無料
※企画展の詳細など会館に関する問い合わせは、美濃和紙の里会館（☎34-8111）
または会館ホームページをご覧ください。

ここからホームページへ
アクセスできます

「消費生活問題」見守り新鮮情報

偽警告表示 プリペイド型電子マネーで支払わせる手口に注意

突然、警告がパソコン画面いっぱいに表示された。慌てて表示された連絡先に電話すると「パソコン
が汚染されており、緊急を要する。電話を切らずにプリペイド型電子マネーで２万円を支払え」と指示
された。すぐにコンビニで２万円分を購入し、番号を伝えたが「番号が間違っている。再度２万円分購
入してきて」と言われ、再度購入し番号を伝えた。翌日「さらに２万円支払えば４万円返金する」と意味
の分からないことを言われた。
（60歳代 女性）
＜ひとこと助言＞
☆プリペイド型電子マネー
（以下
「電子マネー」
という。
）
での支払いを指示する詐欺的な手口として
「パソコ
ンやスマートフォンに突然偽の警告画面を表示して慌てて連絡させる」
というものがでてきています。
☆カード番号だけで利用できる電子マネーは、番号を一度相手に伝えてしまうとお金を取り戻すことは
非常に困難です。絶対に番号を伝えてはいけません。
☆セキュリティ対策には、あらかじめ信頼できるセキュリティソフトをインストールしておく等の対応
を行い、見慣れない警告画面の指示に従ってはいけません。
相談窓口

電話番号

美濃市役所消費生活相談窓口（産業課内） 33-1122
（内線264）
岐阜県県民生活相談センター
消費者ホットライン

058-277-1003
（局番なし）188
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NPO 法人四つ葉のコウゾからのお知らせ 問い合わせ先 ☎35-0522
みの あーと いんふぉ 作品展

和紙と芸術村

Together with Artists focus
focus 2013・
2013・2014
2014
■期

間／９月５日（日）まで

■時

間／午後１時～午後４時

随時開催

■ところ／吉田工房（旧今井家住宅隣）
■入場料／無料
※作品展会場では美濃和紙国際交流展「ここにはある」に向けたワークショップを行っていま
す。参加された方には美濃和紙の手作りキットをプレゼントします。
なお、新型コロナウイルス感染防止対策のため、入場を制限する場合があります。
※都合により作品展・イベントの開催を中止する場合があります
文化会館

イメージ

休館日 ８／３（火）１０（火）・１１（水）・１７（火）・２４（火）・３１（火）

の一冊
め
す
す
お

http://www.lib.city.mino.gifu.jp/

〒501-3701 美濃市殿町1571-2 小倉公園内

☎35-2280

休館日 8／２
（月）
・10
（火）
・16
（月）
・23
（月）
・27
（金）
・30
（月） 9／6
（月）
・13
（月）
・17
（金）
・21
（火）
・24
（金）
・27
（月）
［閉館時間変更のお知らせ］8月の土・日の閉館時間は、午後7時までとなります。
一般書 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

『地理マニアが教える旅と
まち歩きの楽しみ方』
作田 龍昭∥著、
ベレ出版 【291/ サ】

単なる散歩ではなく、「地理」の
視点でもっとディープにまち歩きや
旅を楽しめるようになりたいという
方のための実践マニュアルです。行
き先の選定から調べ方、地図の読み方、現地での歩
き方など、訪問記も含めて具体的にくわしく解説し
ています。読むことで地理的なまち歩きの面白さを
体験できます。一生楽しめる趣味を探している方に
もおすすめです。

〔図書展示のご案内〕
●「戦争クロニクル」

児童書 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

『なわとびょ～ん』

シゲリカツヒコ∥作、
KADOKAWA 【E/ シ】

「いっつもケンタがひっかかるよ
な」なわとびがにがてなケンタは、
ツヨシにおこられてばかり。もうす
ぐクラスたいこうの「おおなわとび
たいかい」があるので、ほうかご、
こうえんでれんしゅうすることになりました。ところが、
ケンタはふしぎなぼうしをかぶったひとに、あること
をたのまれて…。
よんだあと、心がじんとあたたまります。

〔こどもとしょかんのご案内〕

8月15日は終戦の日です。図書展示を通して、戦争
の歴史を追い、改めて平和について考えてみるのは
いかがでしょう。
（2階一般書）

『この
「戦い」
が
世界史を変えた 図説』
水村 光男∥監修、
【209/ コ】

『戦争というもの』
半藤 一利∥著、
【210.7/ ハ】
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「えらんで、かりよう！」
ビンゴカード

●「えらんで、かりよう！」
カードの中に、読みたい絵本はありますか？たて、よこ、
ななめの内容の絵本3冊を借りるとビンゴになります。
ビンゴになったら、カウンターへカードと絵本をだしてく
ださい。
ダブルビンゴ（6冊）、オールビンゴ（9冊）にも挑戦して
みてください。
詳しくは図書館員へお尋ねください。
この催しは、8月２６日（木）まで

