３ＬＤＫ

１戸

１戸

市営住宅・特定公共賃貸住宅の入居者募集

︻市営住宅︼平成８年建設梅山住宅

２ＬＤＫ

◆定期募集住宅

年建設梅山住宅

１戸

平成

３ＤＫ

52 12

22

日
︵月︶
まで

１戸

３戸

１戸

２戸

戸

年建設梅山住宅

月

11

昭和

11

月８日
︵月︶
から

３ＤＫ

申し込み受付期間／

︻市営住宅︼平成５年建設亀野住宅

２ＤＫ

３ＤＫ
12

◆随時募集中住宅

年建設梅山住宅

２ＤＫ

昭和

年建設梅山住宅

２ＤＫ

昭和

年建設梅山住宅

昭和

︻特定公共賃貸住宅︼

平成５年建設亀野住宅

◆申し込み先／都市整備課

◆申し込みに関する注意事項／

３ＬＤＫおよび３ＤＫは単身

賃／市営住宅の家賃月額

での応募はできません︒

◆家

は入居者の収入に応じて家賃

が決定されます︒

詳しくは︑市ホームページま
※
たは都市整備課︵内線２３４︶

まで
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▲平成12年建設梅山住宅（写真右）

催し・講座
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。

市民登山大会
◆と き／１２月１２日
（日）午前８時～
（集合・受付
市体育館）
※雨天の場合、体育館にて軽スポーツ
（ペタンク）
を行います。
◆コース／古城山遊歩道 約３キロ
◆対 象／小学生以上の市内在住・在勤・在学者
で最後まで自分の力で歩ける人。
（ 未成年者は保
護者の同意が必要です。）
◆参加費／１００円
◆締め切り／１２月３日
（金）
◆申し込み／所定の申込書に必要事項を記入の上、
参加費を添えて市体育館事務室のＮＰＯ法人美濃
うだつアップクラブ
（教育委員会人づくり文化課・
和紙の里スポーツ広場・中央公民館でも受け付け
ます。）
まで申し込みください。
※詳しくは、市体育館
（☎３３－２００９）
まで
＜人づくり文化課＞

市民弓道大会

古城山イベント２０２１ 第２弾
森の恵み（薪）de防災デイキャンプ

昼食
付き

◆と き／１１月２８日
（日）
午前１０時～午後２時
※小雨決行
◆ところ／古城山環境保全モデル林
（ふれあいの森）
内 （武義高校東側の山）
◆内 容／ふれあいの森で、森の恵み
（薪など）
を
活用し、災害時の非常食を水・湯・アレンジレシ
ピの３種類の方法で調理して食べます。また、防
災パンの調理実演と試食に加え、レシピも配布し
ます。興味のある方はぜひご参加ください。
◆定 員／20人
（先着順、親子等３、4人のグループ）
◆参加料／大人5００円 子ども2００円
◆持ち物／軍手、帽子、タオル、飲み物、虫よけ、
マスク等
（コロナ対策のため）
◆服 装／長袖、長ズボン
◆申し込み／産業課までファクス
（31－0052）
また
はEメール
（sangyou_280@city.mino.lg.jp）
のい
ずれかで申し込み。
◆申し込み期間／11月1日
（月）
〜11月12日
（金）
（1日
（月）
は、午前8時30分から受付開始。定員に
なり次第締め切り）
※詳しくは、産業課（内線265）
まで

◆と き／１２月１２日
（日）
午前９時～
※当日参加受付のため事前の申し込みは不要
◆ところ／美濃市運動公園弓道場
◆参加費／無料
◆参加資格／市内在住・在職・在学で、弓道のスポー
ツ歴がある方
※詳しくは、弓道協会 服部
（☎33－2542）
まで
＜人づくり文化課＞
広報みの
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募集
令和3年度
美濃市職員
（保健師）
随時募集中
◆年齢要件等／昭和61年４月２日以降に生まれた方
で保健師資格所有者
◆申し込み／随時受付
◆試験等／面接・作文
※その他、詳しくは秘書課
（内線311）
まで

令和４年度市税の納税通知書
送付用封筒の広告募集
◆広告媒体／令和４年度納税通知書送付用封筒裏
面
◆広告規格／
1枠の場合：縦60㎜×横100㎜以内
（単色）
2枠の場合：縦60㎜×横90㎜以内
（単色）
◆発行予定数／24,000通
◆広告掲載料／24,000円
（税込）
◆申し込み／11月19日
（金）
までに所定の申込書に
必要事項を記入のうえ、広告案および事業者の事
業概要がわかる書類を添付して税務課へ提出して
ください。
※詳しくは、税務課
（内線120）
へお問い合わせいた
だくか、市のホームページをご覧ください。

令和３年度「わたしの人権メッセージ展Ⅰ」
◆と き／12月4日(土)から12月10日(金)
◆ところ／中央公民
館１階ロビー、道
の駅美濃にわか茶
屋西棟、市役所１
階ロビー

「人権擁護に関する作品募集」

◆内容／人権を大切にした思いやりや温かい心など
を表現したもの
◆部門／絵はがき、書道(半紙)、色紙、標語・１行詩(短
冊）
、作文・ちょっといい話、ポスター
（画用紙）
◆作品用紙／美濃市教育委員会人づくり文化課でお
渡しします。
◆募集期限／11月26日(金)まで
◆募集対象／園児、小中学生、高校生、一般
※園児と小中学生や高校生は、各園および各学校を
通じて募集します。
※詳しくは、人づくり文化課
（☎35－2711）
または
美濃会館
（☎35－0526）
まで
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自衛官候補生等募集
◆自衛官候補生
資

格

受付期間

志願者受付中

１８歳以上３３歳未満の者(３２歳の者
は採用予定月の末日現在３３歳に達
していない者)
年間を通じて行っています。

試験期日 １１月２７日(土)
試験場所

陸上自衛隊春日井駐屯地

◆陸上自衛隊高等工科学校生徒

志願者受付中

（１）
一般
資

格

男子で中卒(見込含む)１７歳未満の者

受付期間

令和３年１１月１日(月)から令和４年１
月１４日(金)まで

１次／令和４年１月２２日(土)・２３日(日)
２次 ／ 令 和４年２月３日(木)から６日
試験期日
(日)まで ※いずれか１日を指定され
ます。
試験場所

１次／濃飛ビル(岐阜市)
２次／航空自衛隊岐阜基地(各務原市)

合格発表 １次／令和４年１月２８日(金)
期
日 最終／令和４年２月１７日(木)
（２）
推薦
資

格

男子で中卒(見込含む)１７歳未満の成
績優秀かつ生徒会活動等に顕著な実
績を修め、学校長が推薦できる者

受付期間

令和３年１１月１日(月)から１２月３日
(金)まで

試験期日

令和４年１月８日(土)から１１日(火)まで
※いずれか１日を指定されます。

合格発表
期
日

令和４年１月２０日(木)

◆問い合わせ先／自衛隊・岐阜地方協力本部美濃
加茂地域事務所
（美濃加茂市古井町下古井２６１０－
１
（☎0574－25－7495）
）

第２７回美濃市美術展作品募集
令和４年１月２７日(木)から３０日(日)にかけて開催
される美濃市美術展に出展する作品を募集します。
◆部門／洋画
（平面デザイン含む）
、和紙画、日本画、
彫塑・工芸、書、写真
◆応募点数／各部門一人１点
◆応募資格／市民はもちろん、市外の人でも応募
できます。
◆申し込み／１２月１日(水)から１２月２７日(月)までに
所定の申込書(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)に記入し
て中央公民館へ
◆その他／作品は、令和４年１月19日(水)午前９時
から午後５時までに搬入してください。
※詳しくは、中央公民館
（☎３３-１１０２)まで

催し・講座

清掃作業技能講習会【要予約】

令和3年度人権問題市民啓発講演会
◆と き／１２月６日
（月）
午後３時～午後５時
◆ところ／美濃市文化会館
◆講 師／山脇 由貴子 氏
（女性の生き方アドバイザー、
家族問題カウンセラー）
◆演 題／
「教室の悪魔
～今、大人にできること～」
※入場無料、申し込み不要
※詳しくは、人づくり文化課
（☎35－2711）
まで

庭木の剪定講習会【要予約】
◆と き／ １１月１５日
（月）
※雨天中止
午前９時３０分～午後４時ごろまで
◆ところ／美濃市図書館前庭園
（小倉公園内）
◆対象者／美濃市在住のおおむね６０歳以上の方
◆定 員／１０名
（定員になり次第締め切り）
◆受講料／無料
◆持ち物／筆記用具・弁当・飲み物
◆申し込み先／
（公社）
美濃市シルバー人材センター
（☎３３－２５２６）
まで
＜高齢福祉保険課＞

◆と き／１２月１４日
（火）
午前９時３０分～午後５時００分まで
◆ところ／中央公民館
◆対象者／おおむね６０歳以上の方
◆定 員／１０名
（定員になり次第締め切り
◆申込締切日／１１月３０日
（火）
◆受講料／無料
◆持ち物／筆記用具、弁当、飲み物
◆申し込み先／
（公社）
美濃市シルバー人材センター
（☎３３－２５２６）
まで
＜高齢福祉保険課＞

座って体操教室【要予約】
◆と き／11月30日～令和4年3月29日までの
火曜日(全12回) 午後１時30分～２時30分
◆ところ／中央公民館
◆対象者／６５歳以上の方で、基本チェックリストに
該当する方
◆内 容／イスに座っての体操
（フレイル予防のた
めの体力・筋力維持等に関する運動）
・
体力測定等
◆講 師／堀 貴子 氏
（介護予防運動指導員）
◆定 員／２０名
（定員になり次第受付終了）
◆申し込み／11月4日（木）から地域包括支援セン
ター（☎33-1122(内線146））まで申し込みくだ
さい。
※申込者には基本チェックリストを送付します。
＜高齢福祉保険課＞

FC岐阜 VS 藤枝MYFC

11／28（日）は美濃市ホームタウンデー

市民先着500名を無料招待！

ＦＣ岐阜は地域に根ざしたクラブとなるべく、ホームタウンデーを行う市に「感動を共にチケット（ともチ
ケ）」を提供しています。
観戦希望者は、FC岐阜公式ホームページから手続きしてください。新型コロナウイルスの感染対策として、
今年度は「ともチケ」に加えてゾーン指定の取得も必要です。こちらの取得については、試合日5日前よりFC
岐阜のホームページに公開されます。

◆と き／令和３年11月28日（日）午後2時Kick oﬀ
◆ところ／岐阜メモリアルセンター長良川競技場
◆対戦相手／藤枝ＭＹＦＣ
◆申し込み先／FC岐阜HP（https://www.fc-gifu.com/tickets/excitement/excitement/）
◆問い合わせ先／FC岐阜（☎058-231-6811）まで

夢パスのご案内

〜小学生以下のお子さん向け「夢パス」をご利用ください！〜

「夢パス」は、全ホームゲームにおいて、岐阜県内の小学生、小学生未満のお子さんが無料で
観戦できるパスです。事前にWeb申込をしておくと入場がスムーズにできます。

※ホームゲーム当日に、夢パス受付ブースにてメールの画面を提示してください。

広報みの
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◆マイナポイントの対象
・令和３年４月までにマイナ
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

25

日（木）は、

マイナポイントの申請期限が
12月末まで延長されました

12

日（金）～

◆訓練放送日時／11月5日
（金）
午前10時頃
全国一斉に、全国瞬時警報システム
（Ｊアラート）
による訓練用の
「緊急地震速報」
が発表される予定で
す。
市においても同報無線、あんしん
メールによる訓練放送を実施する予
定ですので、ご理解とご協力をお願
いいたします。
※気象・地震活動の状況等によって
は中止の場合があります。
◆問い合わせ先／総務課
（内線３２３）

11

月

「緊急地震速報」訓練放送の実施

「女性に対する
暴力をなくす運動」期間です。

お知らせ

配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストー
カー行為、売買春、人身取引、セクシュアル・
ハラスメントなど女性に対する暴力は、女性の人
権を侵害するものであり、男女共同参画社会を
形成していくうえで克服すべき重要な課題です。
毎年11月12日～25日を
「女性に対する暴力を
なくす運動」
の期間として、女性に対する暴力を
根絶するための意識啓発に取り組んでいます。
＜総合政策課・福祉子ども課＞

2022年版 岐阜県民手帳
「美濃手すき和紙モデル」販売中
◆価格／１冊７５０円
（税込）
◆販売所／県内の書店等で販売中
２０２２年版は、
「美濃手すき和紙モデル」
として、表
紙に、１３００年の伝統を受け継ぎブランド認定基準
を満たした
「美濃手すき和紙
（落水紙または雲龍紙）
」
を使用しています。

みんなで防ごう！
麻薬・覚醒剤・大麻等の乱用！
麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動

（10月1日～11月30日）
岐阜県の薬物相談窓口は、岐阜県ホームページ
でも紹介しています。
危険ドラッグ、覚醒剤等薬物でお困りの方は一人
で悩まずご相談ください。
◆相談窓口／関保健所
（☎33-4011・内線355）
岐阜県庁薬務水道課
（☎058-272-8285）
＜保健センター＞
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＜総合政策課＞

11月は「児童虐待防止推進月間」

119番通報を正しく伝えよう！

児童虐待は、社会全体で解決すべき問題で、早
期発見・早期対応が大変重要です。こども虐待の多
くは、しつけだからと、
「 虐待をしている」
という認識
がないままに起こっています。
しつけと体罰は違います。子どもへの体罰は法律
で禁止されています。 少しでも子育てで困ったら、
まずは相談しましょう。確証がなくても、あなたが
「あ
れ？「
」まさか？」
と感じたら、相談や通告をしましょう。

一刻一秒を争う消火活動や救急・救助活動では、
みなさんからの的確な１１９番通報が不可欠です。
正しく伝わらないと、災害現場への到着が遅れて
しまうこともありますので、次のことを心がけ、落
ち着いて１１９番通報をしましょう。
◆通報内容
１．火事か救急かを伝えましょう。
２．場所を正しくわかりやすく伝え、地名などがわ
からない場合は、目印になる建物などを伝え
ましょう。
３．火災、事故などの状況をわかる範囲で伝えま
しょう。
４．通報者の名前と電話番号を伝えましょう。
５．携帯電話による通報の場合
は、再度お問い合わせする
場合がありますので、消防
隊
（救急隊）
が到着するまで、
電源は切らないでください。
＜中濃消防組合 美濃消防署＞

「児童虐待」
とは

◆身体的虐待…殴る、ける、叩く、やけどを負わせ
る など
◆心理的虐待…大声で脅す、無視する、他のきょう
だいとの差別的扱い など
◆性的虐待…わいせつな行為をする・させる・見せ
る など
◆ネグレクト…家に閉じ込める、食事を与えない、
ひどく不潔にする など
◆連絡先／★児童相談所全国ダイヤル
（☎189）
★中濃子ども相談センター
（☎0574‐25‐3350）
※２４時間対応子ども相談ダイヤル
★福祉子ども課
（内線１５３）
【秘密は固く守られます】

11月は「労働保険未手続事業一掃強
化期間
一人でも雇ったら、労働保険
（労災保険・雇用保険）
の加入手続きが必要です。現在も未続の事業主の
方は、関労働基準監督署
（☎22-3251）
で労働保険
の加入手続きを行ってください。
＜厚生労働省労働基準局労働保険徴収課、産業課＞

＜福祉子ども課＞

〈高齢福祉保険課〉
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広報みの

国民年金
か ら の
お知らせ

社会保険料控除証明書が発行されます
～年末調整・確定申告まで
大切に保管を～

12

国 民 年 金 保 険 料 は、 税 の 申 告 を す る 際、 納 め た 全 額 が 社 会 保
険料控除の対象となります。
国 民 年 金 保 険 料 の 社 会 保 険 料 控 除 を 受 け る た め に は、 年 末 調
整 や 確 定 申 告 を 行 う 際 に、 令 和 ３ 年 １ 月 か ら 月 ま で の 保 険 料
を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。
国民年金保険料を納付された方には、日本年金機構から「社会
保険料控除証明書」が送付されますので、年末調整や確定申告を
する際まで、必ず大切に保管してください。
▼社会保険料控除証明書の送付時期
〇令和３年１月１日から９月 日までに納付された方…
月下旬から 月上旬頃
〇令和３年 月１日から 月 日までに納付された方…
令和４年２月上旬
▼家族の国民年金保険料も支払っている方
家 族（ 配 偶 者 や 子 ど も ）の 分 も 支 払 っ て い る 場 合 は、 そ の 保 険
料 も 合 算 し て 控 除 が 受 け ら れ ま す。 そ の 家 族 あ て に 送 ら れ た 控
除証明書も、大切に保管してください。

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書に関する問い合わせ先
日本年金機構「ねんきん加入者ナビダイヤル」
☎０５７０・００３・００４
（ナビダイヤルの受付時間）
平 日（月～金曜日）／午前８時 分～午後７時
土曜日（第２土曜日のみ）／午前９時～午後４時
※ 祝 日（ 第 ２ 土 曜 日 を 除 く ）、 年 末 年 始（ 月 日 ～ 月 日 ）は
利用できません。
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お知らせ
11月11日～17日は「税を考える週間
毎年11月11日から17日までは
「税を考える週間」
です。税金は、地域の住民や企業の皆さまに負担し
ていただいており、私たちの生活する地域をより豊
かで住みよい社会にするための大切な財源となって
います。この機会に、家庭や職場などで私たちのく
らしと税について考えてみませんか。

秋季全国火災予防運動
秋から冬にかけては、空気が乾燥して火災が起き
やすくなります。
11月9日
（火）
から11月15日
（月）
までの7日間、
「お
うち時間 家族で点検 火の始末」
を全国統一防火
標語として、全国火災予防運動が行われます。
この機会に家族みんなで、
「 住宅防火 いのちを
守る10のポイント」
を確認しましょう。

◆住宅防火

いのちを守る １０のポイント

＜４つの習慣＞
１．寝たばこは絶対にしない、させない。
２．ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
３．こんろを使うときは火のそばを離れない。
４．コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。
＜６つの対策＞
１．火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロ等
は安全装置の付いた機器を使用する。
２．火災の早期発見のために、住宅火災警報器を
定期的に点検し、１０年を目安に交換する。
３．火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、
寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。
４．火災を小さいうちに消
すために、消火器等を
設置し、使い方を確認
しておく。
５． お 年 寄 り や 身 体 の 不
自由な人は、避難経路
と避難方法を常に確保
し、備えておく。
６．防火防災訓練への参加、
戸 別 訪 問 などにより、
地域ぐるみの防火対策
を行う。
＜中濃消防組合 美濃消防署＞
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事業の後継者でお困りの方へ
岐阜商工会議所内にある
「岐阜県事業承継・引継
ぎ支援センター」
は、国からの委託を受けた公的な
機関で、中小企業者や個人事業主の皆さんの事業
を後継者に引継ぐための支援を無料で行っていま
す。
◆こんなお悩みありませんか？
・現在の事業を子どもや従業員に継がせたいが、
どのようにしたらよいのか…
・事業承継にあたり借入金や保証人について相談
したいが…
・会社や事業を第三者に譲りた
いが、相手を探してほしい…
・事業承継の具体的な手順を教
えて欲しい…
◆相談先／岐阜県事業承継・引継ぎ支援センター
（☎058-214-2940）
〒500-8727 岐阜市神田町2-2岐阜商工会議所3F
Eメール：gifu-hikitugi@gshc.jp

重症心身障がい・医療的ケア児の方
の相談窓口を開設しています
岐阜県重症心身障がい在宅支援センターみらい
および中濃サテライトでは、看護師資格を持つ相談
員が、重症心身障がいのある方の医療的ケアなどに
関する相談を受け付けています。
※相談は無料です。
◆相談先
①岐阜県重症心身障がい在宅支援センターみらい
・場所／OKBふれあい会館１棟５階看護協会内
・電話／058‐275-3234
・開設時間／月～金曜 ９時0０分～１７時００分
②中濃サテライト
・場所／可児市役所1階
・電話／080-8979-7062
・開設時間／火、木曜 ９時００分～１６時００分
＜福祉子ども課＞

特定健康診査の受診はお済みですか？
特定健康診査の受診がお済みでない方へ、特定
健診受診勧奨コールセンター
（勧奨専用ダイヤル
０１２０－９４７－２１９）
から、下記の期間中に受診を勧
める電話が入ります。
◆対象者／国民健康保険に加入している40歳～74
歳の方のうち特定健康診査未受診の方
◆勧奨期間／１１月１日
（月）
～１２月２０日
（月）
月～土曜 ９時００分～２０時００分
日曜・祝日 ９時００分～17時００分
※本業務は
（株）
NTTマーケティングアクトに委託し
実施します。
※特定健康診査に関するお問い合わせは、高齢福
祉保険課
（内線175）
または保健センター
（☎330550）
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

2021公募 第34回全国和紙画展

〜 12 月 20 日（月）まで

今回で３４回目を数える全国和紙画展。
全国より多数あった応募作品の中から、厳正な審査の結果選ばれた和紙画
作品８６点（アート部門４３点、和紙絵部門４３点）と招待作品３点を展示し
ています。
■ちぎり絵体験教室 開催！【要予約】
と き／10/24（日）、11/14（日）、28（日）、12/12（日）の４日間
各日とも13：30〜 ２時間程度
定 員／各回10名（小学生以下は保護者同伴）
参加費／500円（別途入館料が必要）
指 導／辻 喜久恵 氏（美濃和紙ちぎり絵サークル）
内 容／色紙に季節や干支をテーマにしたちぎり絵を作ります。
申し込み／美濃和紙の里会館（☎34-8111）まで電話で申し込みください。
■次回企画展

職藝人と美濃和紙との出会い 〜培われてきた職人の技を受け継ぐ〜
１２月２５日
（土）
〜令和４年３月７日
（月）

■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

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
第66回美濃市芸能大会
市民のみなさんが踊りや演奏など日頃の練習の成果
を発表します。ロビーでは茶華道連盟による諸流い
けばな展を開催します。
■と き／ 11 月 21 日（日）開演 10 時 00 分
■ところ／美濃市文化会館
■入場料／無料 自由席
美濃市芸術文化協働推進事業第60回ウタガキ・美濃

JAZZコンサート HOT SURGEONS

■と き／11月14日（日）開演15時00分
■ところ／美濃市文化会館
■入場料／無料 自由席
■出 演／美濃病院院長率いるJAZZバンド
HOT SURGEONS
（ホットサージャンズ）

ミュージカル
「不思議の国のアリス」
美濃市民が作り上げる創作音楽劇の新作公演
「不思議
の国のアリス」が行われます。子どもから大人まで楽し
める作品です。
■と き／12月12日
（日）開演14時00分
■ところ／美濃市文化会館
■入場料／前売 一般2,000円 高校生以下1,000円
（自由席）
※当日券は各 500 円増し
■プレイガイド／美濃市文化会館・
美濃市中央公民館
美濃市内各地域ふ
れあいセンター 旅
の森サピー店・さ
くら堂

※都合によりイベントの開催を中止する場合があります
文化会館

休館日／１１/２（火）・５（金）・９（火）・16（火）・23（火）・25（木）・30（火）
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の一冊
おすすめ

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 11／1
（月）
・4（木）
・8（月）
・15
（月）
・22
（月）
・24（水）
・26
（金）
・29
（月）12／6
（月）
・13
（月）
・20（月）
・24（金）
・２7
（月）
・28（火）〜31
（金）
児童書 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

一般書 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

『農家が教えるゆずづくし』

『みつ』

農山漁村文化協会【625.3/ ノ】
一年中ゆずを楽しもう! 爽やかな香り
のゆずは、料理や暮らしに役立つ万能
果実。定番のゆずこしょう、マーマレー
ド・ジャム、ゆず味噌、ゆべしなどの定
番加工品の作り方。シフォンケーキ・ゆ
ずピールショコラなどのスイーツ、大根
のゆず巻きや柿巻きなどの郷土料理、ゆずタネ化粧水や
タネの黒焼きなど健康や暮らしへの活用術。皮や果汁の
加工・保存のワザの他にも、庭先や鉢で栽培するコツ。
ゆずの活用法をまるごと紹介。

〔今月の特集のご案内〕
●《 一般書 》

「旅する本棚

東北編」

今回の旅は
「東北」
です。
本を読むと行ってみたくな
りますね。

「鉄道物語」

車窓に流れる風景、
レー
ルの向こうにつながる町…
鉄道の魅力をお楽しみく
ださい。

「紅茶をどうぞ！」

11月1日は紅茶の日。
ティータイムは紅茶の本で
ほっとひと息。

旅する本棚
東北編
『境界線』
中山 七里∥著

timatima∥さく・え、
金の星社 【E/チ】
たのしいとついついみんなであつ
まっちゃう。わいわい、がやがや。あは
はは、あははは。いっしょにうたって、
いっしょにむしゃむしゃ。おいしいね、
たのしいね。きがついたら「みつ」になっていて、
そのなか
で、
くまさんがせきをしはじめて…。コロナのなかで、どう
すごせばいいのか、いっしょにたのしくまなびましょう。

「カルチャー」今月のカルチャーは
［夫婦のカタチ］
です。
「おすすめの経済、思想、実用書」、
「ブックポケット」、
もご利用ください。
「郷土の頁」
「血行をよくしよう！」寒くなる前に対策を。

鉄道物語
『
「乗り鉄」
教授の
とことん鉄道旅』
宮村 一夫∥著

紅茶をどうぞ！
『最高のアフタヌーン
ティーの作り方』
古内 一絵∥著

●《 児童書 》

「七五三」、
「としょかんのおはなし」、
「お仕事のおはな
し」
七五三
『おおきくなったの』
すとう あさえ∥ぶん

としょかんのおはなし
『としょかんの
きょうりゅう』
鈴木 まもる∥作・絵

お仕事のおはなし
『うさぎのモニカの
ケーキ屋さん』
小手鞠 るい∥さく

「消費生活問題」見守り新鮮情報

「転売」
で稼ぐ！？ 簡単にはもうかりません

友人から、ネットビジネスで稼げる話があると誘われ、カフェに行った。そこで会った男性から
「仕入れた
ものをネットオークションやフリマサイトで転売すればもうかる。まずは、50万円払ってノウハウを学ぶ必要
がある」
と言われた。
「お金がない」
と言うと消費者金融に連れていかれ、指示されるままに借金をし、その場で
男性に渡した。その後、数回男性からノウハウを聞いたが、役立つ内容ではなかった。解約して全額返してほ
しいが、連絡が取れなくなった。
（当事者：大学生 女性）
＜ひとこと助言＞
☆もうけるためのノウハウ、サポート、会員登録などで高額な費用が必要と言われたら要注意です。
「簡単にもうか
る」
「すぐに元が取れる」などと説明されても、安易に信用せず、必要なければきっぱり断りましょう。
☆「お金がない」と断ると、借金をするように勧められ、断り切れなくなる場合があります。
「契約しない」
「やらな
い」と明確に伝えましょう。
☆未成年の契約は、取り消しができることもあります。
☆困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
相談窓口
美濃市役所消費生活相談窓口（産業課内）
岐阜県県民生活相談センター
消費者ホットライン
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電話番号
33-1122
（内線264）
058-277-1003
（局番なし）188

