認知症理解のためのオンライン上映会開催
映画
「ケアニン～あなたでよかった～」
◆オンライン配信期間／3月18日
（金）
～3月31日
（木）
◆定員／50名（事前申込・申込順）
◆参加料／無料
◆内容／映画「ケアニン～
あなたでよかった～」の
オンライン上映会
◆留意事項／視聴用URL
とパスワードを入 力し
ご 覧いただくことが で
きます。アプリのダウン
ロード等事前準備は必
要ありません。
期間内であれば複数回
視聴ができます。
◆申し込み／３月15日（火）までに美濃市地域包括
支援センター（高齢福祉保険課内）
へメール（kourei_c@mino-shakyo.
or.jp）で申し込みください。
（メール
には氏名と連絡先を明記）

◆対象世帯／世帯全員の令和３年度分の住民税が
非課税である世帯
◆申請方法／対象と思われる世帯に送付した確認書
を福祉子ども課まで提出
◆申請の締切り／令和４年３月３１日
（木）
必着
※詳しくは、福祉子ども課
（内線156）
まで

高速バス（名古屋線）通学定期券の
購入補助
◆内 容／高速バス
（名古屋関美濃線）
の通学定期
乗車券の購入費用の一部補助
◆補助額／定期券1か月あたり5,000円
◆対象者／美濃市に住所がある人で、高速名古屋
関美濃線の通学定期乗車券を利用して中学校、
高校、大学
（高等専門学校、短期大学、専修学校
を含む）
に通学する学生
◆申請に必要なもの／購入した通学定期乗車券の写
し、通学者と保護者の住所が分かるもの、在学証
明書や学生証など在学が証明できるものの写し
※詳しくは、総合政策課（内線342）まで

お知らせ

助成・補助
住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金

指定金融機関派出所の
窓口取扱時間が変わります

◆内容／新型コロナウイルス感染症の長期化によ
る影響で、速やかに生活・暮らしの支援を必要とす
る住民税非課税世帯に対して、
１世帯当たり現金
１０万円の給付を行います。

令和４年４月１日より、指定金融機関
（市役所本庁１
階）
の窓口取扱時間が変更します。
◆変更後の窓口取扱時間／午前10時～午後３時
＜会計課＞

「消費生活問題」見守り新鮮情報

借金するよう指示して契約させる手口に注意

友人に簡単にもうかる話があると誘われ、事業者からＦＸ自動売買ソフトを勧められた。
「高額なので支払え
ない」
と言ったが
「大体の人は１年で返済できるから借金すればよい」
と言われ、契約することにした。消費者
金融で年収220万円のフリーターと申告するように指示され、その日のうちにＡＴМで50万円を借り入れて、
事業者に送金したが、解約したい。
（当事者：学生 女性）
＜ひとこと助言＞
☆返せる見込みがないのに多額の借金を抱えることはリスクの高い行為です。
「すぐ返済できる」などと言われても
うのみにせず、借金をしてまでの投資などはやめましょう。
☆「お金がない」と断ると、借金をするように勧められ、金銭的に断る理由を封じられる場合があります。
「お金がな
い」ではなく「いりません」ときっぱり断りましょう。
☆借金やクレジット契約をする際に、うその使用目的や職業、年収などを申告して借りるように指示されても、絶対
に従ってはいけません。
☆困ったときは一人で悩まず、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

電話番号
33-1122
（内線264）
058-277-1003
（局番なし）188
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募集

自動販売機設置希望者を募集

シニアクラブ会員を募集しています！
美濃市シニアクラブ連合会には、連合会と31の単
位クラブがあり、それぞれのクラブ地域で「社会奉
仕・健康づくり・生きがいづくり」などに楽しく取り
組んでいます。また、活動しているクラブの継続に
加えて、年間を通して新たな会員の勧誘も行ってい
ます。
◆シニアクラブとは…おおむね60歳以上の高齢者で
組織された団体で、原則お住いの自治会を単位
クラブとして活動しています。
（人数が少ないところ
は2つ以上の合同クラブとしています）活動の費用
は、会費と自治会や国・岐阜県・美濃市の補助金
などで賄われています。
この機会に、あなたもシニアクラブに加入して、
楽しい生きがいづくりを始めてみませんか。
◆美濃市シニアクラブ連合会に加入しているクラブ
地区名

単位クラブ名

竹寿会

地区名

梅寿会

乙北クラブ

桜寿会
美

濃

藤寿会
睦

会

御手洗第一天寿会
上

拓心会

下

保木脇長寿会
一円会

長瀬寿会

牧 蕨生第一福寿会
蕨生第二福寿会
上野西組長寿会

上

牧 上野東組長寿会

御手洗第二天寿会
御手洗第三天寿会
小倉長寿会

亀寿会
原

牧

御手洗第四天寿会

白糸長寿会
洲

単位クラブ名

口本クラブ

小倉第二長寿会
垣内長寿会

大矢田 楓陽長寿会
藍

中央長寿会

見 極楽寺長寿会
下松森松鞍会

中有知 シニアクラブ上松森
さくらヶ丘美友会

上野中組長寿会

※詳しくは、高齢福祉保険課内美濃市シニアクラブ
連合会
（内線141）
まで

「美濃市留守家庭児童教室」
の指導員
を募集
◆業務内容／美濃市の小学校区ごとに開設している
留守家庭児童教室での指導員（対象となる児童は
小学１から４年生）
◆勤務先／美濃小学校区・牧谷小学校区・大矢田小
学校区・藍見小学校区・中有知小学校区のいずれ
かの留守家庭児童教室
◆雇用期間／令和4年4月1日（金）～令和5年3月31
日（金）を予定
◆勤務時間／午後1時～午後6時ま
でのうちで応相談
◆時 給／1,002円
※詳しくは、福祉子ども課（内 線
155）まで
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◆募集する販売機／清涼飲料水の自動販売機
◆設置場所／美濃和紙の里会館駐車場
◆応募資格／市内に住所があり、期間中
（令和4年
4月から5年間）確実に管理運営ができる個人ま
たは法人
◆申し込み／3月16日（水）までに美濃和紙の里会
館（☎34-8111）
まで

美濃市教育振興基本計画（案）
に関する
パブリックコメントを募集
第２期教育大綱に基づき策定する「美濃市教育振
興基本計画（案）」に関するパブリックコメントを実
施しています。
◆実施期間／３月15日（火）まで
◆公表場所／教育委員会教育総務課（生櫛88番地
24）、各地域ふれあいセンター、市ホームページ
◆提出方法／提出用紙に必要事項（氏名、住所、意
見）を記入のうえ提出してください。
（郵送、ファ
クス、メール可）
◆提出できる方／市内在住、在勤、在学の方、市
内に事業所を有する法人等の団体、その他利害
関係者
◆問い合わせ先／教育委員会 教育総務課
（☎352711）

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、急きょ中止
となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

カフェ風スイーツ教室を開催
◆と き／3月18日(金)午前10時～正午
◆ところ／みのエネプラザ
（美濃市健康文化交流センター）
◆内 容／桜と抹茶のブッセをつくります
◆定 員／10名 ※定員になり次第、受付終了
◆受講料／3,000円
（材料費1,000円を含む）
◆講 師／松田えりな
（元パティシエ・ママ）
◆申し込み・問い合わせ先／みのエネプラザ
（☎３３５０１０）
まで
＜福祉子ども課＞

認知症サポーター養成講座を開催
◆と き／３月２５日
（金）
午後６時３０分から午後８時
◆ところ／中央公民館 ３階 学習室
◆定員／１０名
◆参加料／無料
◆内 容／認知症を正しく理解し、認知症の人やそ
の家族にできる範囲で手助けする認知症サポー
ターの養成講座です。
◆ 申し込 み ／3月23日（ 水 ）ま で に 美 濃 市 地 域 包
括支援センター（高齢福祉保険課内
（内線145、
146））へ直接申し込みください。

体育施設ナイター使用期間のお知らせ
◆美濃市運動公園の陸上競技場、市民球場
利用期間／4月16日
（土）
～１１月２7日
（日）
◆和紙の里スポーツ広場のグラウンド、テニスコート
利用期間／３月１６日
（水）
～１２月１５日
（木）
◆申し込み／使用する日が属する月の２か月前から
申し込みできます。
※大会などを開催する場合は、期日に関係なく早め
に教育委員会人づくり文化課まで相談ください。
◆申し込み先／美濃市体育館
（☎３３-２００９）
、和紙
の里スポーツ広場
（☎３７-２３２５）
※美濃市運動公園テニスコートは、年中ナイター設
備が使用できます。
＜人づくり文化課＞

4月2日は
世界自閉症啓発デーと発達障害啓発週間
国連が定める
「世界自閉症啓発デー」
です。
この日を中心に、世界各地において自閉症に関す
る啓発の取り組みが行われています。
日本では、毎年4月2日から4月8日までの一週間
を
「発達障害啓発週間」
とし、自閉症や発達障がいに
ついて多くの皆さまに関心と理解を深めていただく
機会としています。
＜福祉子ども課＞

家畜を飼養している方は報告が必要です
口蹄疫、豚熱(CSF)、鳥インフルエンザなどの家畜
伝染病の発生を予防するため、牛、豚、馬、山羊、鶏な
どを飼っている方は、毎年２月１日時点の飼養状況を
県へ報告することが法律で義務付けられています。
※畜産を業としている方だけでなく、展示用、ペット
として飼っている方も対象です。
◆対象者／家畜１頭
（１羽）
以上の飼養者
◆対象家畜／牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚
（ミ
ニブタ、イノブタを含む。）
、いのしし、鶏
（ウコッ
ケイ、チャボを含む。）
、ほろほろ鳥、七面鳥、う
ずら
（ヨーロッパウズラ）
、あひる
（マガモ、ガチョウ、
アイガモ、フランスガモ）
、きじ
（ヤマドリ）
、だちょ
う
（エミュー）
◆報告期限／毎年４月１５日まで
（鶏・あひるなどは
毎年６月１５日まで）
◆提出先・問い合わせ先／岐阜県中濃家畜保健衛生
所
（〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井26101 可茂総合庁舎内）
☎0574-25-3111(代)、ファ
クス0574-27-3092
※報告様式は、最寄りの家畜保健衛生所で配布して
います。また、県庁ホームページ
（検索キーワード：
飼養衛生管理基準と定期報告）
からも入手できま
す。
〈産業課〉

石綿(アスベスト)による疾病の補償・救済
中皮腫や肺がんなどを発症し、または亡くなられた
場合、それが労働者として石綿ばく露作業に従事した
ことが原因であると認められた場合には、労災保険法
や石綿救済法により各種の保険給付が受けられます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年
月を経て発症することが大きな特徴です。
厚生労働省では、毎年、石綿関連疾病認定事業場
名等を公表しており、中皮腫や肺がん等で労災認定さ
れた事業場において過去に就労され、中皮腫や肺がん
などを発症し、または亡くなられた場合、労災保険給
付等の支給対象となる可能性がありますので、まずは、
お気軽に岐阜県労働局または最寄りの労働基準監督署
にご相談ください。
なお、制度のご案内は厚生労働省ホームページでも
見ることができます。
◆問い合わせ先／岐阜県労働局
（☎058-245-8105）
＜産業課＞

65歳以上の労働者が対象の
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」
とは
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」
は、複数の事
業者で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち２つ
の事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合
に、本人からハローワークに申し出を行うことで、申し
出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者となる
ことができる制度です。
◆適用要件
①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者
②２つの事業所
（１つの事業者における1週間の所定
労働時間が５時間以上20時間未満）
の労働時間を
合計して1週間の所定労働時間が20時間以上
③２つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上
◆問い合わせ先／ハローワーク関
（☎22-3223）
まで
＜産業課＞

消防車両などの緊急通行にご協力ください
消防や救急車両は、一刻も早く災害現場に急行し、
被害を最小限にとどめたり、急病人などを速やかに病
院へ搬送するため、
「緊急自動車」
として一般の車両より
も優先して走行することが道路交通法で認められてい
ます。消防車両等の円滑な緊急走行に、ご理解とご協
力をお願いします。
◆緊急走行してきた場合の注意点など
・一般車両は周囲の状況に配慮し、速やかに進路を
譲ってください。
・交差点付近では交差点を避け、道路の左側に寄って
一時停止してください。
・消防自動車等が高速道路などで本線車線に入ろうと
している時は、これを妨げないようにしてください。
・自転車や歩道のない道路などを歩いている人は、速
やかに一時停止し進路を譲ってください。
・狭い道路などで停車をする場合は、消防自動車等の
通行に支障がないように配慮してください。
・緊急走行時にサイレンを鳴らすことは法
令で義務づけられていますので、夜間の
緊急走行時のサイレン音に対し、付近の
みなさんのご理解をお願いします。
＜中濃消防組合 美濃消防署＞
広報みの
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小型特殊自動車(農耕作業用自動車など)
を所有する皆さんへ

令和4年度軽自動車税(種別割)、
自動車税(種別割)の減免申請のご案内
軽自動車税(種別割)の減免申請
◆対象者／身体障がい者、戦傷病者、知的障がい
者または精神障がい者に関する手帳を持っている
方が所有する軽自動車で普通自動車税(種別割)の
減免を受けていない方
（減免は障がい者1人1台に
限る。）
◆申請に必要なもの／対象となる手帳
（身体障害者
手帳など）
、運転免許証、車検証、個人番号を確
認できる書類等
◆申請先・締切／5月31日(火)までに税務課へ(土・
日・祝日は除きます)
※詳しくは、税務課
（内線127）
まで
自動車税(種別割)の減免申請
◆対象者／身体障がい者、戦傷病者、知的障がい
者または精神障がい者の方が所有する自動車
（軽
自動車を除く）
◆申請先／通年受付(土・日・祝日は除きます)岐阜
県中濃県税事務所
（中濃総合庁舎内）
まで
※岐阜県自動車税事務所、県内各県税事務所でも
受付可能
※詳しくは、岐阜県中濃県税事務所
（☎33-4011内
線272,273）
、 岐 阜 県自動 車 税 事 務 所
（ ☎058279-3781）
、岐阜県総務部税務課
（☎058-2721111内線2197）
まで
＜税務課＞

軽自動車の廃車・住所変更・名義変更
の手続きはお早めに
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在で、原動機
付自転車、二輪車、軽自動車、小型特殊自動車を所有
している方に課せられる税金です。
軽自動車等を処分したり譲ったりした場合は、廃車
や名義変更の手続きを3月中に済ませる必要があり
ます。次の場所で異動手続きをしてください。
車種
原動機付自転車
（125cc以下の
バイク）
小型特殊自動車
（農耕作業車、
フォークリフトな
ど）
二輪車
【軽二輪・小型二
輪】
（125ccを超
えるバイク）

手続きをするところ

持っていくもの
廃車・
住所変更

名義
変更

小型特殊自動車は工場や敷地内または田畑など、
公道以外のみで使用する場合でも、車両を所有する
ことで軽自動車税(種別割)の課税対象となりますの
でご注意ください。現在、該当する車両を所有して
いる人(法人)またはこれから購入する人(法人)は軽
自動車税(種別割)の申告をして、標識(ナンバープ
レート)の交付を受けてください。
◆小型特殊自動車の分類について
（以下表参照）
区分

小型特殊自動車（軽自動車税（種別割）の対象）
農耕作業用自動車

農耕作業用以外（その他）

フォークリフト、
ショベルロー
トラクタ、コンバイ
ダ 、タ イ ヤ ロ ー ラ 、ロ ード
ン、田植機、薬剤散
車両
ローラ、グレーダ、ロータリ
布 車 など（ 乗 用 装
除雪車、ターレット式構内運
置のあるもの）
搬自動車など
大きさ：制限なし
排気量：制限なし
規格
最高速度：35km／
h未満

大きさ：長さ4.7m、幅1.7m,
高さ2.8m(すべて以下）
排気量：制限なし
最高速度：15km／h以下

この表の規格を超えるものについては大型特殊自
動車の扱いとなり、固定資産税(償却資産)の申告が
必要となります。(※軽自動車税(種別割)の対象には
なりません)
＜税務課＞

e-Taxで確定申告してみませんか
令和３年分の確定申告からは、スマートフォンの
カメラ機能で給与所得の源泉徴収票を撮影すれば、
金額や支払者情報などを自動で入力できるほか、ス
マートフォンを利用した申告が便利になっています。

給与所得の源泉徴収票が
スマホのカメラで自動入力できます。
①カメラを起動して
源泉徴収票を撮影

②内容を
確認

③読み取り
内容が自
動で入力
されます

ナンバープレート
美濃市役所
標識交付証明書
総務部税務課
美濃市1350番地
身分証明書
☎33-1122
（内線127）（運転免許証等）
国土交通省中部運輸局
岐阜運輸支局
岐阜市日置江2648番地の1
☎︎050-5540-2053

車検証
（軽二輪の
場合は届出済証）
ナンバ ープレー
ト・住民票等
軽自動車検査協会
岐阜事務所
※詳しくは、左記
軽自動車
（三輪、
羽島市福寿町千代田三 まで
四輪のもの）
丁目83
☎︎050-3816-1775

＜税務課＞
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また、マイナポータルと連携(マイナンバーカード
利用)すると、ふるさと納税や生命保険料などが自動
で入力されますので、マイナンバーカード方式によ
るe-Taxを是非ご利用ください。

申告書の作成はこちらから！

※掲載コードのリンク先は予告なく変更
または削除する場合があります。

確定申告

＜税務課＞

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
しょく げい

にん

職藝人と美濃和紙の出会い

〜培われてきた職人の技を受け継ぐ〜

■ギャラリートーク
職藝学院マイスターによる展示建具の説明と解説会を開催します。
日 時／３月６日（日）14：00 〜
解説者／澤田 勲（職藝学院マイスター）
■次回企画展

2022 全国和紙画作家選抜展
３月１０日
（木）
〜４月１8日
（月）

地元のちぎり絵作家をはじめ、全国から選りすぐりのちぎり絵作品
約 70 点を展示します。
■会期中のイベント
ちぎり絵創作体験教室（要予約）
日 時／３月20 日（日）、4月10 日（日）、17日（日）
※いずれも午後1時 30 分から
定 員／各回とも10人
参加費／ 500 円（別途入館料が必要）
申し込み／美濃和紙の里会館
■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、祝日の翌日
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
文化会館の活動などに関するアンケートに協力を!!
美濃市文化会館では、より多くの方に利用していただくため、Eメールによるアンケート調査を
行います。皆さんの協力をお願いします。
▶アンケート項目（回答への氏名等の記入は不要です。）
設問１

どのようなジャンルやアーティスト （回答例）
の公演が見たいですか？
YOASOBIのコンサート

設問2

文化会館で開催してほしい企画は
ありますか

市民が主役のお笑いライブ

設問3

美濃市文化会館に対する要望

夏のエアコンの効きが悪い

設問4

その他意見があれば

特になし

▶アンケートの回答は、次のメール
アドレスあてにお送りください。
【回答送付先メールアドレス】
minobunka0522@gmail.com

■美濃和紙国際交流展「ここにはある」の開催期間変更のお知らせ
広報みの2月号でお知らせしました美濃和紙国際交流展「ここにはある」の開催期間を
３月12日（土）〜３月21日（月祝）に変更します。
（初日は15：00オープン）
文化会館

休館日／３/１（火）・８（火）・１５（火）・２２（火）・23（水）・２9（火）
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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 3／6（日）
・7
（月）
・14（月）
・22（火）
・25
（金）
・28（月） ４／4（月）
・11（月）
・18（月）
・22（金）
・25（月）
一般書 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

児童書 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

『最終列車』

原 武史∥著
講談社【686.2/ ハ】
しょうけつ
いま、新型コロナウイルスが猖獗をき
わめていますが、これもいつかは終息す
ることでしょう。しかし、コロナは日本人
の生活の形式（エートスといっていいか
もしれません）を確実に変えました。
マスクをし、スマホを握りしめる乗客とともに傷みきった
社会で公共性が再建できるのかー。四季の車窓から日本
近代150年の歴史と先人に思いを馳せる「鉄学者」が思
いを綴ります。

〔催し物のご案内〕

『地学博士も驚いた！ヤバい
「地球図鑑」』
渡邉 克晃∥作
青春出版社【450 ワ】

でっかくて、複雑な地球。わからない
ことだらけで、なんだかすごく難しそ
うって思うかもしれません。でも、地球
はとっても身近で、実は目で見て体で感
じられる不思議がいっぱい。北極ってそんなに寒くな
い、世界の屋根、ヒマラヤ山脈はかつて海の底だった…
地球のおもしろさや奥深さを、身近なものとの比較、美
しい写真、実験などで紹介した、知らないと“ヤバい”地
球の説明書です。

●「清流の国ぎふ・図書館スタンプラリー2022」
実施期間：3月15日（火）〜5月15日（日）
• 図書館で本を借りてスタンプを集めてください。
スタンプの数：大人＝５つ、18歳以下＝３つ
今年も、県内の公共図書館を巡るスタンプラリーを開催しま
す。新型コロナの感染拡大防止の観点から、同じ図書館でも押
印できます。
ただし、同じ日に同じ図書館のスタンプは押印できません。
みなさんの参加をお待ちしています。
※詳しくは、図書館員まで

〔今月の特集のご案内〕
《 一般書 》

「≪本≫を読む」

今月は≪本≫にまつわるお話を集めま
した。
本屋、出版業界、古書…どの舞台のお話
をお好みでしょうか。

≪本≫を読む
『本が紡いだ五つの奇跡』
森沢 明夫∥著、
講談社

〔こどもとしょかんからのおしらせ〕

●「このほんよんでね！」
こどもとしょかんでは、おすすめ本の
コメント・絵を募集します。
募集期間： 3/21（月）〜4/21（木）
用
紙：カウンターでもらえます。
本の紹介ができたら、カウンターへ出してく
ださい。みなさんからのおすすめ絵本・児童書
で5月のコーナーをつくります。
お友だちも誘って参加してくださいね。

《 児童書 》絵 本：「おひなさま」・「にんぎょうのえほん」・
「はるですよ！」
・
「おやすみなさいのえほん」
児童書：「今月のおすすめ本（２分類）」
日に日に寒さも和らぎ、ぽかぽかと春の陽気を感じるとちょっと
眠くなってきませんか。今月は、春と眠りの絵本を集めてみましたよ。
おひなさま
にんぎょうのえほん
『おいしいおひなさま』 『にんぎょうのおいしゃさん』
すとう あさえ∥ぶん、
マーガレット・ワイズ・ブラウン∥作、
ほるぷ出版
ＰＨＰ研究所

「カルチャー」

今月のカルチャーは
〔エール〕
です。
春は新しい生活を始める方も多いので
はないでしょうか。
そうしたみなさんへのエールを込めて…

カルチャー
『ライフ』
小野寺 史宜∥著、
ポプラ社

はるですよ！
『おねぼうさんはだあれ？』
片山 令子∥文、学研プラス

おやすみなさいのえほん
『ねるじかん』
鈴木 のりたけ∥作・絵、
アリス館

「ちょっとひと休みの本」
(2階)

3月は自殺対策強化月間です。
本でも読んでひと休みしてみてください。

ちょっとひと休みの本
『たちどまって考える』
ヤマザキ マリ∥著、
中央公論新社
「郷土の頁」
「
、ブックポケット」
「
、ダ・ヴィンチランキング」
、
「実用書」
「本屋大賞ノミネート」
、
もご利用ください。
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今月のおすすめ本
（２分類）
『知らなきゃよかった世界の大偉人展』
楠木 誠一郎∥著、講談社

会
横越公会堂

場

実施時間
8:40〜 8:45

大矢田地域ふれあいセンター

9:15〜 9:20

東端集会所

9:30〜 9:35

極楽寺集会所

9:45〜 9:55

松森東コミュニティセンター

11:30〜11:35

松森第一児童公園

11:45〜11:55
8:40〜 8:45

下牧地域ふれあいセンター

8:55〜 9:00

片知・本郷公民館

9:10〜 9:15

神洞公民館

9:30〜 9:35

半道分校跡

9:50〜 9:55
10:05〜10:10

上牧地域ふれあいセンター

10:20〜10:25

おやすみカフェ前

10:35〜10:40

上牧生涯学習センター

10:50〜10:55

上野・八幡神社

11:10〜11:20

旧美濃北中学校前

11:35〜11:40

澤村紘一郎様駐車場

11:50〜11:55

４月７日︵ 木︶

美濃市図書館

8:40〜 8:50

曽代公会堂

9:05〜 9:10

保木脇公民館

9:20〜 9:25

立花ふれあいセンター

9:30〜 9:35

須原コミュニティセンター

9:45〜 9:50

上河和コミュニティセンター

10:00〜10:05

洲原地域ふれあいセンター

10:15〜10:20

保木脇コミュニティセンター

10:30〜10:35

安毛公会堂

10:50〜10:55

前野コミュニティセンター

11:05〜11:10

予防注射の費用

（１頭につき）
◆未登録の犬……６,200円
内訳……登 録 料 3,000円
注 射 料 2,650円
注射済票
550円
◆登録済みの犬…３,200円
内訳……注 射 料 2,650円
注射済票
550円

みのエネプラザ（保健センター） 11:20〜11:35
11:45〜正午

美濃市役所

を

御手洗センター

受けましょう

４月６日︵水︶

長瀬集会場

射が義務付けられています︒

11:10〜11:15

狂犬病は︑人や犬が発病し

志摩公民センター

今 年も左 記の日 程 表のとお

10:55〜11:05

たら必 ず死 亡するとても恐ろ

さくらヶ丘公民館

り︑登 録と予 防 注 射を行いま

10:35〜10:45

しい病 気です︒このた め︑生

中有知地域ふれあいセンター

す ので︑犬 を 飼ってい る 人 は

10:20〜10:25
後３カ 月 以 上の犬には︑狂 犬

藍川第一児童公園

この機会に必ず受けましょう︒

10:00〜10:10
病 予 防 法 によって︑生 涯 １回

笠神集会所

5日（火）
6日（水）
7日（木）

狂犬病予防注射

8:55〜 9:05

4月

の登 録と︑毎 年１回の予 防 注

４月５日︵ 火 ︶

大矢田・追分屋前

飼い主の皆さん︑今年も忘れず

実施日

◆個別注射

都 合 に よ り︑会 場 で 注

射を受けられない場 合は︑

必 ず 動 物 病 院で 注 射 を 受

けてください︒

そ の 場 合 は︑登 録 証 明
※
手 数 料 が 別 途 必 要 にな

ります︒

◆お願い

・登録済みの犬は︑飼い主

の 方 に お 知 ら せ のは が

き が 届 き ま す︒裏 面 の

問 診 票に必 要 事 項 を 記

入 の 上︑集 合 注 射 会 場

に持参ください︒

・犬 の 死 亡 ま た は 登 録 内

容 に 変 更︵所 在 地 や 所

有 者 の 変 更 な ど︶が 生

じ た 場 合 は︑市 民 生 活

課まで届出ください︒

・お知らせのはがきは︑２

月 末の集 計 をもとに作

成 し て い ま す︒各 種 届

出 等に行き 違いが あり

ま し た ら︑ご 容 赦 く だ

さい︒
︿市民生活課﹀
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