市民健康福祉ゴルフ大会を開催

催し・講座

◆と

き／10月3日(月)午前7時35分アウト・イン
同時スタート
◆ところ／ぎふ美濃ゴルフ倶楽部
◆参加資格／市内在住・在勤の18歳以上の方
◆募 集／140人（先着順）
◆参加費／2,000円（申込時に徴収）
プレー代 別途必要（限定メニュー昼食付き）
◆競 技／前半9ホールのダブルペリア方式で順位
決定します。
◆表彰式／新 型コロナの状況によっては表彰式を
中止することがあります。
◆申込期間／9月11日（日）まで
◆申 し込み先／①ぎふ美濃ゴルフ倶楽部 美濃市
横越383-1
（☎35-0111、ファクス35-0112）
②美濃インターゴルフ 美濃市生櫛1614-100
（☎35-1478）
上記2か所のいずれかに申し込みください。
＜人づくり文化課＞

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。

令和４年度
美濃市人権問題市民啓発講演会を開催
◆と

き／8月25日（木）
午後1時30分～午後3時30分
◆ところ／美濃市文化会館
◆講 師／北村 年子 氏
（自己尊重ラボLoveMyself主宰

・
ホームレス問題授業づくり全国
ネット代表理事）
◆演 題／「少年たちはなぜ！？
～岐阜ホームレス事件の背景には～」
※入場無料、申込不要
※詳しくは、人づくり文化課
（☎35-2711）
まで

令和４年度救命講習
（個人向け）
開催

市民健康福祉ゴルフ教室開催

◆と き／８月14日（日）午前9時～11時
※ その他の日程は、下記までお問合せまたは、
中濃消防組合ホームページで確認ができます。
◆ところ／中濃消防組合 美濃消防署会議室（2階）
◆受講資格／市内在住・在勤・在学の中学生以上
◆定 員／10名
◆受講料／無料
◆申込期間／開催１か月前から１週間前まで
◆申込方法／電話もしくはホームページお問合せ
フォームから申し込みください。
◆照会先／中濃消防組合 救急課（☎23-9074）

◆と

き／9 月１日（木）、８日（木）、15日（木）の
全３回 毎回午後７時30分から午後
９時まで
◆場 所／( 有)美濃インターゴルフ 美濃市生櫛
1614‒100（☎35-1478）
◆対 象／18歳以上の健康な市民でゴルフ初心者の方
◆定 員／7名（先着順）
◆受講料／3 00円（初回教室時に納めてください）
このほか、教室１回ごとにボール代
1,000円
◆申し込み／申込書に必要事項を記入の上、8月8
日（月）から8月26日（金）までに人づ
くり文化課（☎35-2711）
へ

中濃消防組合
ホームページは
こちら ⇒

介護予防教室に参加してみませんか？（対象：65 歳以上）
教室名

内

容

開催日時

脳と身体の健康アップを目
開催中
オレンジビクス体操教室 指し、誰でも取り組める体
講師：森 雪絵 氏 操を行います。体力に自信 月曜日(全29回)
のない方の参加も可能です。
室内ウォーキング体操 体力増進や歩くことに興味
教室
がある方を対象にポールを
講師：井上 伸子 氏 使った体操を行います。
認知症予防教室
講師：のぞみの丘
ホスピタル

中津 智広 氏

他

健幸いきいき教室

毎月
第2火曜日

認知症予防に関するミニ講
話の他、認知症予防に効果
9月7日(水)から
のある『コグニサイズ(軽い運
動と頭を使う課題を同時に 開始(全13回)
行う取り組み)』を行います。

音楽活動や健康体操を通し
て、介護予防の取組みです。

会

場

定員

申込方法
要申込

午後1時30分～
2時30分

中央公民館

20名

随時受付中
（若干名）

午前10時～
11時30分

中央公民館

―

運動できる服装
でご参加ください。

午後1時30分～
2時30分

中央公民館

要申込
20名 8月4日(木)午前

各
33名

午後１時～２時

申込不要

9時から受付開始

原則
第1・２・４
木曜日

午後２時15分～
３時15分

中央公民館

原則
第1・3木曜日

午後1時30分～
2時30分

紙のふるさとふ
れあいセンター

要申込

随時受付中

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のでご了承ください。
＜高齢福祉保険課＞
広報みの 2022.8.1
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募集

第28回美濃市美術展作品募集

美濃市職員募集(令和5年4月1日採用)
募集内容／
職

種

事務職
技術職
（土木）
技術職
（建築）

人員

若干名
1名程度

試験区

大卒程度

受験資格
平成6年4月2日から
平成13年4月1日までに
生まれた人
平成2年4月2日から
平成13年4月1日までに
生まれた人

技術職
平成13年4月2日から
（土木）
1名程度 高卒程度 平成17年4月1日までに
技術職
生まれた人
（建築）
技術職
高卒以上 昭和57年4月2日から
1名程度
平成7年4月1日までに
（建築）
（経験者）
生まれた人

◆試験日／

日にち

内

容

第 1 次 試 験（ 筆 記 試
験、事務適性検査、
9月18日（日） 性格特性検査、作文
試験を予定）

会

場

美濃市
文化会館

◆申し込み／8月1日（月）～8月25日（木）に美濃市
役所（秘書課）まで
・申 込書・実施要項は秘書課にて配付（市ホーム
ページからダウンロード可）
※詳しくは秘書課（内線311）まで

第27回美濃市文芸祭作品募集
12月３日(土)・４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 一人二
句以内（「師走」
「深情け」
「御札」
「流行」
「夜半」
「菖蒲」）
◇川柳一人二句一組（自由詠）◇俚謡一人三章一組
（「戸・雨・寺」一字詠み込み）
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
がきで応募する方は、表面に氏名・住所、性別、
年齢、電話番号を記入し、裏面に応募部門名と
作品を記入してください。２部門以上に応募す
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16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／12月３日(土)・４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
11 広報みの 2022.8.1

10月27日(木)から10月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）、日本画、
彫塑・工芸、書、写真、和紙画
◆応募点数／各部門一人１点
◆応募資格／市民はもちろん、市外の人でも応募可
◆申し込み／９ 月１日(木)から９月30日(金)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)にて中央公民館へ
◆そ の 他／作品は、10月17日(月)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

市営住宅の入居者募集
◆定期募集
8月8日（月）
～22日（月）の申込受付分
住宅の種別

間取り

戸数

平成5年建設亀野住宅

３DK

1戸

平成8年建設梅山住宅

３LDK

1戸

住宅の種別

間取り

戸数

平成8年建設梅山住宅

３LDK

１戸

平成5年建設亀野住宅

３DK

３戸

住宅の種別

間取り

戸数

平成5年建設亀野住宅

３DK

6戸

平成8年建設梅山住宅

３LDK

1戸

昭和52年建設梅山住宅

３DK

2戸

昭和46年建設梅山住宅

２DK

1戸

昭和48年建設梅山住宅

２DK

1戸

◆随時受付（新規）
8月8日（月）から（先着順）

◆随時受付中（先着順）

◆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
単身での応募はできません。
◆家 賃／市 営住宅の家賃月額は入居者の収入に
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

「8020」
表彰の募集
80歳（S16.9.1〜S17.8.31生）でご自分の歯が
20本以上ある方の表彰を行います。該当される方
は、市内の歯科医院で健診を受けてください。
◆健 診 料／無料
◆健診期間／8月1日～ 8月31日
◆表
彰／11月12日(土)
「総合フェア」
会場
※詳しくは、保健センター
（☎33-0550）
まで

児童扶養手当

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、案内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。現況届の提出がな
い場合は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
に支給される手当です。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1日(月)から8月31日(水)(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15日(月)～8月19日(金)は
午後８時まで受け付けます。
◆提出先および問い合わせ先／
福祉子ども課（内線158）まで

「国民保護情報」試験放送の実施について
令和４年８月10日
（水）
午前11時00分ころ、全国
一斉に、全国瞬時警報システム
（Ｊアラート）
による
試験用の
「国民保護情報」
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
試験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。
ただし、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）まで

令和4年度ひとり親世帯以外の低所得の子育て
世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
◆支給対象者／所得要件ⅠまたはⅡに該当し、か
つ支給要件①から③のいずれかに該当する方
※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く
◆所得要件／
Ⅰ 令和４年度住民税（均等割）が非課税の方
Ⅱ 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
非課税である者と同様の事情にあると認めら
れる方等
◆支給要件／
①令 和４年４月分の児童手当または特別児童扶
養手当の受給者の方（児童手当については、公
務員の方を除く）※７月に支給済
②令 和４年５月から令和５年３月までに新規で
児童手当・特別児童扶養手当の受給資格の認
定を受けた方、または児童手当・特別児童扶
養手当の額の改定の認定を受けた者（児童手当
については、公務員の方を除く）
③上記①・②以外の高校生等※1を養育している方
※1 平成16年4月2日から平成19年4月1日ま
での間に出生した児童
◆支給額／児童１人当たり 一律 ５万円
◆支 給手続き／支給要件の②または③に該当する
方は、申請が必要です。申請書および必要書類
とともに福祉子ども課窓口へ直接、または郵送
でご提出ください。
※申請書は、同課窓口にて配布もしくは市ホーム
ページからダウンロード可。
※詳しくは、福祉子ども課（内線158）
まで

住民票の写しなどの第三者交付に係る本人通知制度の登録受付を行っています
住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書が不正に取得され、結婚や就職の際の身元調査、ストーカー行為
などに利用される恐れがあります。本人通知制度は、こうした不正取得の早期発見や抑止を目的に、第三者
等に証明書を交付したことを、登録した人にお知らせする制度です。ご自身の情報を守るだけでなく、この
制度が広く浸透されることにより、不正取得そのものが行いにくい環境となります。
◆本人通知制度の流れ

第三者に交付した事実を
Aさん（登録者）に通知し
ます。
Aさんが本人通知制度
の事前登録を行います。

第三者がAさんの住民
票などを取得すると…

◆通知の対象となる場合／登録者の住民票の写し(戸籍の表示が記載されているものに限る)や戸籍謄抄本な
どを本人以外の第三者(委任状を持った代理人も含む)へ交付した場合
◆登録できる人／市の住民基本台帳、戸籍または戸籍の附票に登録されている人
◆登録の手続き／本人確認書類(運転免許証など)を持って市民生活課まで(手数料無料)
※同じ世帯の人であっても、登録者以外の人は、制度の対象となりませんので、同一世帯
の家族も併せてご登録ください。
◆登録の期間／登録日から３年間
◆登録の更新／引き続き登録を希望される方は、登録期間満了の1カ月前から登録更新の手続きをすること
ができます。
※詳しくは、市民生活課（内線171、172）
まで
広報みの 2022.8.1

12

停電情報お知らせサービスのご案内

お知らせ
令和４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４年６月６日
から６月23日まで18日間開かれ、次の議案につ
いて可決しました。
▽可決された議案
令和４年度補正予算４議案、条例改正２議案、
その他２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。詳しくは市ホームページをご覧く
ださい。
＜議会事務局＞

就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験の実施
◆受験案内配付期間／９月２日（金）まで
◆配付場所／県教育委員会および文部科学省
◆願書受付期間／９月２日（金）まで
※当日消印有効
◆提 出 先／文部科学省
◆試験期日／10月20日（木）
◆試験会場／県総合教育センター（岐阜市）
※詳しくは、学校教育課（電話35-2711）
まで

平和を祈念しましょう

中部電力パワーグリッド（株）ではスマートフォ
ンで停電情報をお知らせするアプリ「停電情報お知
らせサービス」を運用しています。あらかじめ登録
した地域で停電が発生すると、登
録したスマートフォンに自動で通
知するサービスです。登録料は無
料です。また、停電の復旧情報や
発生規模、雷情報も確認できます。
※詳しくは中部電力
パワーグリッド（株）
（☎0120-985-232）
まで

休日にマイナンバーの申請・交付窓口、
マイナポイント申込の支援窓口を開設
会場＝市役所
開設日
時間

午前  9時～午後4時
会場＝各地域ふれあいセンター

開設日
（会場）
時間

8/27(土)洲原、下牧8/28(日)上牧、
藍見9/18(日)大矢田、中有知
午前10時～午後3時
会場＝イオンタウン美濃

開設日
時間

8/20(土)、21(日)
午前11時～午後4時

＜市民生活課・総合政策課＞

◆特別弔慰金とは

戦没者の遺族に対して国が弔慰金を支給するもの
（戦後 周年）
◆支給対象者
戦没者の死亡当時の遺族（基準日（令和２年４月１日）におい
て、「恩給法による公務扶助料」や「援護法による遺族年金」等
を受ける方がいない場合）
◆対象者の決まり方
１．令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者等援護法による
弔慰金の受給権を取得した方
２．戦没者等の子
３．戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要
件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
４．戦没者等の三親等以内の親族で、１～３の条件に当たら
ない方（甥、姪等）
※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有
していた方に限ります。
◆支給内容
額面 万円、５年償還の記名国債
◆請求期間
令和５年３月 日まで
請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができ
なくなります。また、すでにお手続きがお済みの場合は、重
複してお手続きをされないようご注意ください。
◆請求窓口／福祉子ども課
請求される際には、印鑑、請求者の身元を確認できる書類（運
転免許証、保険証等）をお持ちください。

※請求手続きなど詳しくは、（内線１５６）まで

25

31

75
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「第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」
のご案内

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＞

8/6(土)、7日(日)、9/３(土)、4日(日)

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

美濃市芸術文化協働推進事業
第 63 回ウタガキ・美濃
ラテンアメリカ諸国の民族音楽

美濃和紙国際交流展「ここにはある」
〜参加アーティスト特集〜 1997〜2005

WAYKIS in 美濃

美濃和紙国際交流展に参加したアーティストの作品を飾る第 2
弾。今回は 1997 年から 2005 年に美濃で活動したアーティスト
の寄贈作品を展示します。
■期 間／10 月 2 日（日）まで 随時開催
■時 間／午後 1 時〜午後 4 時
■ところ／吉田工房（旧今井家住宅隣）
■入場料／無料

“WAYKIS”（ワイキス）とはインカ帝国より伝わる言葉ケチュア語
で “兄弟” という意味。関西弁が上手な２人。兄弟ならではの息の
合った演奏が、遠くアンデスへと心誘います。
■日 時／８月 21 日（日）
第一部 開場 午前 10 時
開演 午前 10 時 30 分
第二部 開場 午後 1 時 30 分 開演 午後 2 時
■会 場／美濃市健康文化交流センター
■出演者／WAYKIS・・・ウィリー・モスケラ
ジョージ・モスケラ
■入場料／無料（整理券）
■整理券配布方法／８月 5 日（金）午前 9 時より美濃市文化会館、
美濃市健康文化交流センターで配布。
一人 5 枚まで。

WAYKIS

※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／８/２
（火）
・９
（火）
・１３
（土）
・１６
（火）
・２３
（火）
・３０
（火）

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

ダンボール遊園地

The Cardboard Exhibition

〜“ 知って ”“ 遊べる ” ダンボールのすごさ！〜
まで
10 月 10 日（月・祝）

ダンボールは、木材より加工しやすく紙よりも硬いことから、
小さな工作キットから人が乗ることもできるような大きなもの
までさまざまな形になります。
ダンボールの特徴を学ぶとともに、実際にダンボール遊具に
乗って遊んでダンボールを知り、そのすごさを全身で感じよう！
＜会期中イベント＞

「ダンボールで獅子頭か自動販売機を作ろう！」
制作内容
日にち
8月  6日
獅子頭
（全2回開催） 9月17日
自動販売機 8月  7日
（全2回開催） 9月18日

曜

日

時

間

(土)

13時30分～

(日)

10時00分～

定

員

各回
親子10組

〇参 加 費／1,000 円（別途入館料が必要）
〇申込予約／美濃和紙の里会館（☎34-8111）まで直接申し込み
ください。

■次回企画展

2022 公募 第 35 回全国和紙画展

10 月 13 日（木）〜12 月 19 日（月）まで

■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（８月 12 日は開館します）
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、会館の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
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http://www.lib.city.mino.gifu.jp/ ☎35-2280
〒501-3701 美濃市殿町1571-2 小倉公園内

冊
めの一
おすす

休館日 8/1（月）･８（月）･12（金）･15（月）･22（月）･26（金）･29（月）･9/ 5（月）･12（月）･20（火）･26（月）･30（金）
〔開館時間変更のお知らせ〕８月の土・日の閉館時間は、午後７時です。９月からの土・日の閉館時間は、午後５時です。
一般書 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

児童書 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

『おいしい沖縄』

『アリのかぞく』

池上 永一 ほか∥著
河出書房新社【914.6/ オ】

島田 拓∥ぶん

ご当地グルメシリーズ第一弾！ラフ
テー、てびち、ポーク、山羊、ゆしどうふ、
ソーキそば、チャンプルー、Aランチ、泡盛、
宮廷料理…。沖縄の食文化の魅力を伝える池澤夏樹、向田
邦子、岡本太郎ら 24 人のエッセイが収録されています。

福音館書店【E/ シ】

クロオオアリの女王アリが、地面にあなを
ほり巣をつくります。たまごをうみ、ていね
いにせわをします。たまごからうまれてきた
のは、はたらきアリです。はたらきアリは、巣のそとへいっ
て、えさをとり、女王がうんだたまごのせわをします。あ
るひ、せまくなった巣をひろげようとしますが…。

〔こどもとしょかんのご案内〕

〔今月の特集のご案内〕

●ミッションクリアできるかな？

《 一般書 》

カードにかかれた３つのミッションにあては
まる 3 冊のえほんを借りるとコンプリートとな
ります。カウンターへカードとえほんをだして
ください。みなさんの参加をお待ちしています。
（8 月 28 日まで）

・｢まるごと夏！」

暑い夏には、手にする本も夏仕様にして、夏を体感し
てみませんか。

夏の体温』
瀬尾 まいこ∥著、双葉社

（例）ミッションカード

ミッション「ぼうし」
ジェニーのぼうし』
エズラ・ジャック・キーツ∥さく、好学社

・｢今、平和を考える」(2階）
「ブックポケット」、「実用書」、「カルチャー」、「郷土の頁」
のコーナー等もご利用ください。

ミッション「かに」
かにのしょうばい』
新美 南吉∥文、安城市図書情報館

《 児童書 》絵 本：「平和を考えるえほん」、「なつのえほん」、
「おばけだぞぉ〜」
児童書：
「今月のおすすめ本
（７分類）
」

ミッション「けーき」
がまんのケーキ』
かがくい ひろし∥作絵、教育画劇

平和を考えるえほん
せかいでいちばんつよい国
デビッド・マッキー∥作、光村教育図書

怪盗グルーのミニオン大脱走 無料上映会
〜夏休み最後のお楽しみ〜
大型スクリーン上映会

日

時

８月 17 日（水）開

会

場

定
料

員
金

美濃市健康文化交流センター
多目的ホール

場
上映開始
上映時間

13：30
14：00
90 分

200 名
無料

無料チケット配布 8 月 5 日（金）午前 9 時開始

定員になり次第終了
配布場所 美濃市健康文化交流センター・
美濃市文化会館

※車でお越しの方には駐車サービス券配布（120 分無料）

問合せ先

(C) 2016 Universal Studios. All Rights Reserved.
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美濃市健康文化交流センター☎33-5010

ホームページ

LINE 公式アカウント

まちかどスケッチに掲載できなかった市内の話題は
市のホームページから見ることができます。
http://www.city.mino.gifu.jp

美濃市健康文化交流センター
で ︑ S D Gｓ・ カ ー ボ ン ニ ュ ー
トラル・DX推進協議会全体会
を行いました︒
市は今年度より︑環境問題な
ど地球規模の課題解決に取り組
もうと︑市民や有識者から計
人の委員を選出し︑持続可能な
開発目標︵SDGｓ ︶︑脱炭素社
会の実現︵カーボンニュートラ
ル ︶︑ 情 報 通 信 技 術 な ど で 生 活
をより良く変化させる︵DX︶︑
を 推 進 し て い く ３つ の 協 議 会 を
設 立 ︒ 第 １回 目 と な っ た こ の 日
の全体会では︑設立背景や取り
組むべき課題︑アクションプラ
ン策定までの進め方を説明しま
した︒
今後︑本年度末までに中間報
告 を ま と め ︑ 来 年 ９月 の プ ラ ン
策定を目指します︒

今回、園児たちが植えたひまわりは、8 月下旬に咲
く予定です。

中有知小学校で︑少年警察ボ
ランティア︵NPO法人まごこ
ろの会︶などの協力を得て︑ ６
年生児童 人が﹁SNSの利用
によって生じるトラブルについ
て︵情報モラル︶﹂をテーマに討
論会を行いました︒
児童たちは︑最初にSNSの
利用によって生じるトラブルに
関するDVDを視聴した後︑各
グループに分かれて討論を開
始 ︒﹁ L I N E の 文 章 は 送 る 前
に も う 一 度 確 認 す る ﹂︑﹁ 大 事 な
ことは直接話す﹂など意見を出
し合いました︒
同ボランティア代表の阪口さ
んは﹁SNSによるトラブルを
未然に防ぐためにも子どもたち
には正しい使い方を知ってほし
い﹂と話しました︒

少年警察ボランティアの西部さんの話に
耳を傾ける児童たち。

洲原ひまわりの里で︑清泰保
育園の園児 人がひまわりの種
まきを行いました︒
洲原ひまわりの里は︑地元有
志で組織する団体﹁元気モリモ
リ洲原村﹂が︑季節ごとにさま
ざまな花を植えており︑夏はひ
まわりを一面に咲きほこらせ︑
訪れる人を楽しませています︒
この日園児たちは︑同団体メ
ン バ ー に 教 わ り な が ら ︑﹁ ハ イ
ブリッドサンフラワー﹂という
種類のひまわりの種を一粒ずつ
丁寧にまいていき︑土をかぶせ
たあと︑﹁大きくなあれ﹂と願い
を込めました︒

中有知小でタウンミーティングが行われました

7
7

清泰保育園の園児がひまわりの種まきをしました

27
6

SDGs・カーボンニュートラル・DX 推進協議会全体会を開催

24
6

38
選出された委員に委嘱状を手渡しました。

24

44
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しほろだより

創立

６月

周年記念式典を挙行
〜士幌町文化協会〜

日︑町総合研修センターにて︑士幌

町文化協会︵吉田静二会長︶の創立 周年記念
式典が挙行されました︒
年︶に

同協会は︑町内で文化振興や文化創造など
に取り組む団体で︑１９７１年︵昭和
創立され︑現在は詩吟や大正琴︑舞踊など各
分野で活動を展開しています︒
式典は︑コーラスこもれびによる﹁士幌賛歌﹂
のオープニングセレモニーで幕を開け︑士幌
吟友会女性部による祝吟﹁お祝いの歌﹂や来賓
からの祝辞︑文化協会に大きく貢献された歴
代会長や町外からの指導者らに吉田会長から
感謝状が贈呈されました︒
受 賞 者 を 代 表 し て 第 ６代 会 長 の 浪 内 一 洋 さ

言葉に責任を持つこと
武義高生

29
895
381.118
1,134
33

んが謝辞を述べ︑最後に芳彦会による祝舞が
披露され︑半世紀の節目を祝いました︒

今では︑ほとんどの人がインターネットを利用
しています︒インターネットは上手く使えば︑と
ても便利なものです︒しかし︑使い方を間違えれ
ば︑簡単に人を攻撃することができます︒
最近︑私は誹謗中傷により︑自ら命を落として
しまったニュースをよく耳にします︒私はそのニ
ュースを聞いて︑とても心が痛みました︒誹謗中
傷は︑住所や氏名を公表する必要がないため︑誰
が書いたものなのか特定することが難しいです︒
また︑不特定多数の人が閲覧でき︑書き込みをす
ることができるので︑ますます︑誹謗中傷が増え
るのだと思います︒誹謗中傷による被害者は︑顔
も名前も知らない人から︑心ないコメントが来る
のはとても怖いと思います︒私たちは︑相手が
Ｓ Ｎ Ｓ上 に 載 せ た 写 真 や 動 画 ︑ ま た は テ レ ビ な ど
からしか︑その人物を知ることができません︒し
かしそれは︑その人のたった一部分であってその
人が今までにどれだけの人と関わり︑苦労や努力
をしてきたのかまでは分かりません︒でも︑それ
を考えようともしないで︑相手を傷つけることは
間違っていると思います︒誹謗中傷は︑傷つけた
相手一人だけでなく︑その人を大切に想っている
家族や友達︑そのコメントを読んだ人など︑数多
くの人を傷つけることになると思います︒
言葉は人を笑顔にすることができます︒しか
し︑簡単に人を傷つけることもできます︒一度ネ
ット上にあげてしまったら︑全てをネット上から
消すことは困難です︒インターネットを利用する
からには︑一人一人が言葉の重みを感じ︑責任を
持って利用する必要があります︒自分の一時的な
感情だけに任せず︑相手の立場になって考えるこ
とが大切だと思います︒
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10
3,518.880
144
192
8

新党くにもり
自由民主党
社会民主党
ＮＨＫ党
維新政党・新風

1,168.794
724.205
258
21
650

幸福実現党
日本維新の会
れいわ新選組
公明党
ごぼうの党

立憲民主党
国民民主党
参政党
日本第一党
日本共産党

得票総数

政党等の名称

得票総数

得票総数

政党等の名称

政党等の名称

876
445
5,060

日本共産党
参政党
自由民主党

圭司
めぐみ
たけゆき

三尾
広江
渡辺

50

46

2,564
232

国民民主党
ＮＨＫ党

みどり
雅彦

丹野
坂本

得票数

党派名

候補者氏名

得票数

党派名

候補者氏名

参議院議員通常選挙の結果
７月 10 日（日）
投票

50
19

７月 10 日投票の参議院議員通常選挙の岐阜県選挙区、比例代表の開票結果は次のとおりです。

■岐阜県選挙区（届出順）

■比例代表（届出順）

※小数点以下は按分によるものです。
＜選挙管理委員会＞

