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子どもも大人も笑顔になる場所
市内6カ所

地域子育て支援センター

▶

子育てに

子育て

関する

親子の

相談

交流の場
地域の

子育て情報

親子教室や
セミナーを

提供

開催

地域子育て支援センターは、市内6カ所の保育所・園などの中にある、未就園のお子さんと保護者向けの施
設です。絵本や玩具をそろえ、親子でのびのびと遊んだり、子ども同士・親同士が交流したりすることができ
る場所で、子育てに関する知識や経験を持つ保育士に育児について相談することもできます。
親子で楽しめるプログラムを準備して、皆さんのお越しをお待ちしています。
子ども保育課 214－7826【関連記事】4面に掲載

関連動画配信中！
表紙の関連動画は
こちらへ⇒

紙面から
岐阜を
動かす
ホット
トピック

市長コラム
「行政サービスの向上を目指して」
岐阜市プロモーション大使に
鷲見玲奈さんが就任！

3面
4面

ホット
トピック

市政

ロケツーリズムによる観光誘客
新型コロナウイルス感染症関連情報

8～9面
16 面

広報ぎふ 1940号

市政

柴橋正直

◆内容 ①インボイス制度の概要、売手・買手側の注意点、登録申請
方法など ② ①に加え、消費税の基本的な仕組みなど
◆日時・場所・定員 10月４日㈫・11月8日㈫・12月6日㈫＝岐阜北
税務署
（千石町1ー4）
／各30人、10月17日㈪・11月15日㈫・12月14
日㈬＝岐阜南税務署
（加納清水町4ー22ー2）
／各20人
※時間は①午前10時～11時、②午後2時～3時30分
岐阜北税務署 262－6131内線315、岐阜南税務署
◆申込先・
271－7111内線314 ※各開催場所へ申し込む。
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意見募集の結果を公表

インボイス制度説明会

252

障がいのある人もぜひご相談く
ださい。
◆ 日 時 火 ～ 金 曜 日（祝 日 を 除
く）の午後 時～ 時 分（臨時
休止あり）
◆ 場 所 市 民 相 談 室（市 庁 舎
階）
※事前申込不要。直接窓口まで
お越しください。
2358
労働雇用課

した。岐阜市の令和2年の結核罹患率（人口10万人あたりの結核患者
数）は17.7で、全国の10.1より高く、高い値で推移しています。発
見が遅れると症状が悪化し、家族や学校、職場などでまわりの人へ
うつす危険性が高くなります。
❶たんのからむ咳、微熱、体のだるさが2週間以上続いたら要注意！
早めに医療機関を受診しましょう。
❷高齢者は、呼吸器症状がない場合があります！
微熱、体重減少、食欲不振、元気がないなど、いつもとは違う症
状に注意しましょう。また、まわりの人も高齢者の異変に気付いた
場合は、医療機関の受診を勧めてください。
❸年1回、胸のエックス線検査を受けましょう！
65歳以上の人は年1回の結核検診
（胸のエックス線検査）が義務づ
けられています。特に80歳以上の高齢者には、早期発見・早期治療
のため定期的な検査が大切です。
◎市では、40歳以上の市民を対象に無料で
「肺がん・結核検診」を実
施しています。詳しくは市ホームページ（ 1004331）または広報
ぎふなどをご覧ください。
保健所感染症対策課 252－7187

15

働く人・事業主のため
の
「労働なんでも相談」

りかん

●
「岐 阜 市 予 防 接 種 に 関 す る 事
務 特定個人情報保護評価書（全
項目評価書）」再評価
◆意見提出数
通（ 件）
◆公表期間
月 日㈭～ 月
日㈭
◆公表場所 保健所新型コ
ロナウイルスワクチン接種対
策課
（都 通 ー ）
、情報公開
室
（市 庁 舎 階）
、各コミュニ
テ ィ セ ン タ ー、 市 民 活 動 交 流
センター
（ぎ ふ メ デ ィ ア コ ス
モ ス 内）
、市ホームページ
（
1016773 ※公開は公表
開始日から）
保健所新型コロナウイ
ルスワクチン接種対策課
0538

結核は、早期発見が大切です。結核は過去の病気と思われがちで
すが、岐阜市では、令和2年の1年間で新たに71人が結核を発病しま

職業相談のご利用を

結核の早期発見を 9/24㈯～30㈮は「結核予防週間」
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市民病院の選定療養費を改定（10/1㈯～）
「医療機関の機能分化」の推進を図るため、一般病床200床以上の地域医療支援
病院（当院）では、他の医療機関などの紹介状を持たずに受診する患者に対し、原
則として、初診時または再診時に選定療養費を徴収することが義務化されていま
す。令和4年の診療報酬改定により、更なる「機能分化」と「医療機関間の連携促進」
のため、10月1日以降は次のとおり料金をご負担いただくことになりますので、
ご理解をお願いします。

初診時選定
療養費

5,500円（税込)

※9月30日㈮まで

7,700円（税込)
※10月1日㈯から

紹介状を持たずに当院を初診で受診される場合に、通常の診療費の他に別途ご
負担いただく費用 ※院内紹介のない他科受診の場合も、初診時選定療養費の負
担が必要

再診時選定
療養費

2,750円（税込)

※9月30日㈮まで

3,300円（税込)
※10月1日㈯から

当院が他の医療機関に対して、文書による紹介を行う旨の申し出を行ったにも
かかわらず、引き続き当院を受診される場合に、通常の診療費の他に別途ご負担
いただく費用
市民病院医事課 251－1101

ふるさと納税

広報ぎふ 令和4（2022）年9月15日号

返礼品の新規募集説明会

ふるさと納税の返礼品および返礼品提供事業者の新規募集に関する説明会を
開催します。
◆日時 10月5日㈬・12日㈬の午前10時～11時 ※両日とも同じ内容
◆場所 ぎふメディアコスモス みんなのホール（司町40ー5）
◆定員 各100人（1社につき1人まで）
9月15日㈭～30日㈮に右記QRコード®の申込フォーム
◆申込・
または電話で広報広聴課 214－2710へ。返礼品や返礼品提供事業者
をご覧ください。
の要件など、詳しくは市ホームページ
（ 1018109）

ホット
トピック

マイナンバーカード

受付を拡大

市民課 214－7553

■公民館・企業で受付

●公民館
（10月前半）◆日時・場所 下表のとおり ◆対象者 岐阜市
に住民登録があり、初めてカードを申請する人 ◆持ち物 本人確認書
類
（運転免許証や健康保険証など）
、国から届いた申請書
（お持ちの人）
◎顔写真の撮影も行います。※10月後半以降も他の公民館で実施予定。
をご覧ください。
詳しくは、市ホームページ
（ 1017519）
公民館
市橋

社会保険労務士が労働に関す
る相談や、各種保険の申請手続
きを案内する無料相談窓口です
（職業あっせんは行いません）。
◆ 日 時 毎 週 金 曜 日（祝 日 を 除
く）の 午 前 時 ～ 正 午・ 午 後
時～ 時
◆ 場 所 市 民 相 談 室（市 庁 舎
階）
※事前申込不要。直接窓口まで
お越しください。
2358
労働雇用課

◎市長コラムを動画で配信しています。
ぜひご覧ください。視聴はこちら⇒
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職業相談員がハローワークの
求人票を基にして就職を応援す
る 無 料 相 談 窓 口 で す（職 業 あ っ
せ ん は 行 い ま せ ん）。 高 齢 者 や

9月1日から、日光事務所の福祉業務を拡充し、日光、西部、東部、
南部東の各事務所に、福祉業務に精通し、市民の皆さんに貢献す
る福祉窓口アテンダントを任命しました。また、全ての事務所で、
本庁と同じようにキャッシュレス決済を導入しました。
こうした取り組みは、行政サービスを向上し、市民の皆さんの
利便性を高めるために進めてきたことです。更に、
DX
（デジタル・
トランスフォーメーション）の時代が到来した事で、原則全ての
市民の皆さんからの申請・届出等の行政手続きをオンライン化す
るべく、現在総点検を実施しています。約2,270種類の手続きの
内、年間受付件数100件以上の手続きを優先して取り組みます。
DXを進める事で、大きな成果が出てきたのが教育分野です。
一人一台タブレット端末の導入、動画学習型Webサービスの導
入、電子黒板のリニューアルの他、6月1日から学校と保護者を
つなぐ連絡アプリ
「スマート連絡帳」
を導入しました。従来ですと、
保護者の皆さんに、欠席や遅刻の連絡を朝学校にお電話いただい
ていましたが、連絡アプリへ自由な時間に入力いただくことで、
開始から夏休み前までで47,901件の電話が減少する成果を上げ
ました。学校から保護者へのお便り等も連絡アプリを通してお送
りするため、169,434枚のペーパーレス化につながり、大事なお
知らせが直接届くのでありがたいとの保護者の声や、既読システ
ムで読んでくださったのが分かるので安心感を得られるとの教職
員の声をいただきました。
全ては、市民の皆さんの利便性を高め、幸せに貢献したいとの
思いで取り組んでいます。一つ一つ着実に進めてい
きますので、ご協力をよろしくお願い致します。
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毒キノコによる
食中毒にご注意を

岐阜市長

252
7
1
9
4

キノコ狩りのシーズンになる
～ 月は、毎年全国で毒キノ
コによる食中毒が多く発生して
います。
キノコの毒は大変強く、
食べると命にかかわる場合もあ
るので、注意してください。
❶確実に
「食べられる」
と判断で
きないキノコは絶対に採らな
い、食べない、売らない、人に
あげない。
❷誤った言い伝えや迷信を信じ
な い。
「茎 が 縦 に さ け る キ ノ コ
は食べられる」
、
「地味な色をし
たキノコは食べられる」
などは、
根拠のない危険な判断です。毒
キノコを塩漬けにしたり、乾燥
させても毒は消えません。
❸体調が悪くなったら、すぐに
医師の診察を受ける。症状は腹
痛、おう吐、下痢、けいれんな
どさまざまです。
保 健 所 食 品 衛 生 課

岐阜を
動かす 46

行政サービスの向上を
目指して

【ページ番号検索】
市ホームページには
「ページ番号検索」
機能があります。7桁の番号を入力
すると直接該当ページにアクセスできます。(掲載例： 1111111)

芥見東
早田
木田
長森南

期日

公民館

2日㈰ 岩野田北
梅林

3日㈪

鏡島
華陽

4日㈫

島

期日
5日㈬
6日㈭
7日㈮

公民館

期日

公民館

期日

則武

7日㈮

合渡

13日㈭

三輪北 11日㈫ 加納西
藍川
茜部

12日㈬

長森東

14日㈮

※時間はいずれも
芥見南 13日㈭ 午前10時～午後4時

●企業 ご希望の企業は、右記QRコード®からお申し込み
ください。複数の企業による合同申し込みもできます。詳し
をご覧ください。
くは、市ホームページ
（
1017374）

■休日の受付
◆日時 10月2日㈰・22日㈯の午前9時15分～午後3時30分
◆場所 市民課（市庁舎1階）
【カード申請】◆対象者 岐阜市に住民登録があり、初めてマイナンバー
カードを申請する人 ◆持ち物 ・後日市民課または各事務所でのカー
ド受け取りを希望する場合＝本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)
※約2か月後に交付通知書を送付 ・本人限定受取郵便で自宅へのカー
ド郵送を希望する場合＝通知カード
（お持ちの人）
、本人確認書類
（㋐2点、
㋐1点と㋑1点または㋐1点と㋒1点
〈㋐運転免許証、パスポート、住民基
本台帳カードなど ㋑健康保険証、
介護保険証、
年金手帳など ㋒社員証、
学生証、預金通帳など〉
）
、住民基本台帳カード
（お持ちの人）※本人確認
書類は原本で有効期間内のものに限る。◎顔写真の撮影も行います。
【カード交付】市からお送りした交付通知書に記載の持ち物を持参して、
指定の交付場所へお越しください。

長森連絡所を開設（10/4㈫業務開始）
各種証明書の発行業務を主に担っていた長森北連絡所と長森南連絡所
を統合し、長森連絡所として開設します。10月4日㈫から業務を開始し
ますので、ぜひご利用ください。 市民課 214－6175
◆開所日時 火～金曜日の午前9時～正午・午後1時～5時15分 ※月曜
日、土日祝日、祝日の翌日、年末年始は閉所 ◆場所 前一色1－2－1
（長
247－2071
（10月4日㈫から)
森コミュニティセンター1階）◆電話番号
◆業務内容 住民票の写し・戸籍・印鑑登録証明書・税証明書などの証明
書の発行 ◎長森北連絡所と長森南連絡所は、9月30日㈮をもって閉鎖します。

不動産を公売します
市税などの滞納金に充てるため、差し押さえた不動産を公売します。
一部の人を除き、公売保証金を納付すれば参加できます。
◆入札期間 10月11日㈫午前9時～21日㈮午後5時（必着）
◆開札日時・場所 10月24日㈪午後2時／市庁舎6－1大会議室
納税課（〒500-8701司町40－1市庁舎3階・ 214
◆書類提出先・
－2452）
売却区分番号

公売財産の表示

岐阜市茶屋新田3丁目111番1／宅地
（100㎡）
、岐阜市茶屋新田3丁目
111番2／宅地
（150㎡）
、岐阜市茶屋新田3丁目111番3／宅地
（150㎡）
、
岐阜市 岐阜市茶屋新田3丁目111番4／宅地
（100㎡）
、岐阜市茶屋新田3丁目
4－1 111番5／宅地
（100㎡）
、岐阜市茶屋新田3丁目111番6／宅地
（100㎡）
、
岐阜市茶屋新田3丁目111番7／宅地
（100㎡）
、岐阜市茶屋新田3丁目
111番8／宅地
（135㎡）
岐阜市
岐阜市大字則武字本畠12番／畑
（393㎡）
4－2
※詳しくは市ホームページ
（
1012462）または納税課に設置のチラシをご
覧ください。公売の特性上中止する場合があります。
また、売却区分番号岐阜市4ー2については、農地のため、入札には市農
業委員会発行の「買受適格証明書」の提出が必要です。証明書の発行には、
宅地転用の場合は申請後約10日、農地として使用する場合は毎月20日申請
締め切り後約30日かかりますので、お早めにお問い合わせください。

市政
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多様で柔軟な働き方を促進

市では、
「働くこと」
を通じ、人生の居場所や出番をつくる
「ワークダイバーシ
ティ」
を推進しています。その一環として実施する次の事業への参加者や就労希
望者を募集します。

■WORK!DIVERSITY実証化モデル事業
さまざまな理由で働きづらさを抱える人への就労支援

利用
無料

市と（公財）日本財団は、既存の制度では支援対象とならない人への就労支援
を行います。相談窓口でカウンセリングの上、障害者総合支援法で定める就労
移行支援事業所または就労継続支援A型事業所いずれかの就労支援サービスを
提供します。
◆定員 20人
来年2月28日㈫までに（一社）サステイナブル・
◆申込・
workdiversitygifu@sus-sup.
サ ポ ー ト（ 216－0520・
org）
へ。
◎今回の事業は、障がい者手帳をお持ちでない人が対象です。 詳しくは
⇒

3

■岐阜市とソフトバンク㈱が連携して取り組む新しい働き方
自宅でテレワークを活用した短時間の仕事
自宅でパソコンなどを使い、空いた時間に働くことがで
きます。「子育てが一段落ついたので、また仕事を始めたい
けれど、ブランクがあって自信がない」、「以前の仕事の経
験やスキルを生かして働きたいけれど、フルタイムは難し
い」など、従来の働き方が難しい人でも活躍ができます。
雇用事業者や仕事内容など、詳しくは市ホームページ（ 1017014）をご覧
ください。
◆対象者 市内在住で育児・介護などの理由で労働時間に制約のある人
◆労働時間 週8時間程度～週20時間未満
労働雇用課 214ー2358

NEW

融資制度を新設

■経営環境変動対策資金(原油・原材料高騰等対策枠）
◆対象者 原油・原材料価格の高騰や円安により影響を受け、次のいず
れかに該当する事業者
①最近3か月間の売上総利益
（粗利益）
の月平均額が、前年同期または前期
決算の月平均額と比較して5％以上減少 ②最近1か月間の売上総利益が
前年同期または前期決算の月平均額と比較して5％以上減少し、かつその
後2か月を含む3か月間の売上総利益の月平均額が前年同期または前期決
算の月平均額と比較して5％以上減少することが見込まれる
◆資金使途 企業の業況回復に必要と認められる設備資金および運転資金
◆融資限度額 1億円
（設備・運転ともに可）※うち無担保8千万円
◆融資期間 10年以内
（設備・運転とも）※据置期間2年以内
◆融資利率 年1.30％
（固定金利）◆信用保証料 0.45％～1.90％
◆信用保証料補填 0.45％～1.90％
（事業者負担ゼロ）
◆取扱期間 来年3月31日㈮まで（岐阜市信用保証協会の保証申込受付
ベース）◆申込先 市中小企業融資制度取扱金融機関
※詳しくは、市ホームページ（ 1017919）をご覧ください。
商工課 214－2771、岐阜市信用保証協会 265－4611、取扱金融
機関

市内中小企業景況調査結果
調査結果の概要は次のとおりです（対象期 ◆業況判断 DI ※
間：令和4年1月～6月）。
全業種
【今期】前期比で7.7ポイント悪化
前期（R3 年 7 月～ 12 月） ▲ 25.2
【来期見通し】
今期比で2.5ポイント改善する
今期（R4 年 1 月～ 6 月） ▲ 32.9
見込み
※詳しくは市ホームページ（ 1005805） 来期見通し（R4 年 7 月～ 12 月）▲ 30.4
をご覧ください。
※景気が「良い」と答えた企業割合から、
商工課 214－2771
「悪い」と答えた企業割合を引いた数値
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広報ぎふ 1940号

令和5年4月1日入所
（園） 保育所
（園）などの入所申込を受け付け開始
●入所申込方法

来年4月1日に保育所（園）・私立認定こども園・私
立小規模保育施設など
（以下、各保育施設）へ入所（園）
を希望する子どもの申込受付を開始します。
◆受付日時 10月3日㈪～31日㈪の月～金曜日 午前
8時30分～午後5時
◆受付場所 第1希望の保育施設
◆入所条件 市内在住の子どもで、保護者が就労、病気、出産、看護などの
保育を必要とする事由に該当すること。
※教育認定
（1号認定）の場合は、保育を必要とする事由は必要ありません。
◆申込書類 入所申込書などは9月15日㈭から各保育施設、各事務所、子ど
も保育課で配布します。
各保育施設、子ども保育課（市庁舎2階・ 214－2143）

▼公立保育所（市が運営する保育施設）
施設名
京町
島
鷺山

日置江 5 － 27 － 1 279-0319

カトレヤ

門屋字野崎 55 － 1 229-1151

清流

岩滝西1－332

243-1353

梅林

中道北238－1

245-8949

六条東1－13－12

271-3578

みさと

265-2943

生後57日～小学校就学前

午後8時まで

かがしま

鏡島西1ー3ー82

251-9000

北島7－6－2

231-8951

1歳～小学校就学前

午後6時まで

かよう

五坪1ー14ー1

245-9769

下土居2－9－12

231-8950

大洞

大洞桜台1－3

243-2990

西改田字米野48

239-1411

鷹見町5

266-0185

生後57日～小学校就学前

午後8時まで

午後8時まで

1歳～小学校就学前

午後6時まで

生後57日～小学校就学前

午後8時まで

木田495－1

271-8441

西郷

中西郷5－51－2

239-0181

市橋

今嶺2－10－16

271-5707

網代

秋沢2－170－1

239-9021

三輪南 石原3－220－1

229-1253

あいかわ 加野6－26－13

243-1155

6か月～小学校就学前

229-3160

1歳～小学校就学前

239-7875

生後57日～2歳

三輪北 北野東345
古市場20－1

午後6時まで

電話番号

大門町1

262-5058

木之本 羽衣町1－17－6

251-6443

中鶉4－111

272-2322

みぞはた 溝旗町4－2

262-8960

茜部本郷3－116－2

さゆり 加納南広江町49

271-6326
271-8558

領下

領下1464－1

248-0061

若葉

村里町7

273-8361

長良桜井町4－8

231-7338

常磐

上土居814－1

232-8695

本荘

錦町6－28

251-8655

なかよし 切通4－6－5
岐阜南

247-2446

日野西3－3－10

245-3801

岩田東2－102

243-3790

岩野田 三田洞東1－18ー8
早田東町6－35

231-8891

則武

則武中3－13－3

232-2772

6か月～小学校就学前
1歳～小学校就学前

午後7時まで

生後57日～小学校就学前

午後8時まで

387-3666

施設名

所在地

ひまわり共同保育所 領下21
太陽の子幼稚舎

水海道 4 － 25 － 5

午後7時まで
1歳～小学校就学前

生後57日～小学校就学前

★令和5年度から民営化する保育施設

▼事業所内保育施設（大学や医療機関の保育施設で、従業員の子ども
と地域の子どもを一緒に保育する施設）
施設名
所在地
電話番号
保育年齢
保育時間
（平日）
岐阜大学保育園 柳戸1－1
生後 57 日～
293-3375
ほほえみ （岐阜大学内）
2歳
わらべ保育所 北山1－16－15
241-2069
6 か月～ 2 歳
午後6時30分まで
052-684生後 57 日～
岐阜県庁内
＊ 薮田南2－1－1
7922
2歳
保育所
（仮称）
＊岐阜県庁内保育所
（仮称）
は、県男女共同参画・女性の活躍推進課
（薮田南2ー1ー1
県庁舎10階）
で午前8時30分～午後5時15分に入所申込書を受け付け。

午後7時まで
6か月～小学校就学前

生後57日～
小学校就学前

電話番号
294-8556
246-6160
215-0815

NAGOMI キッズ 長良福光 1655 － 2

296-7010

保育所ちびっこ
宇佐南 4 ー 2 － 4
えんじぇるらんど

275-9069

保育所
則武東 4 － 11 － 10
サニーランド長良園

294-1333

保育所
吹上町 2 － 12 － 2
ベビーキッズ本荘園

251-8830

駅前保育所
みっけのおうち

橋 本 町 2 － 52 岐 阜 266-7400
シティ・タワー 43 3 階

保育所にっこり園

柳 津 町 蓮 池 3 － 22
337-7365
プレアビル柳津 2 階 F 号

いづみ中央
スプリン保育園

北鶉 2 － 34

保育年齢

240-5054 生後 57 日～ 2 歳

こばとの森保育園 島田西町 64

ほんごうけやき通り
本郷町 2 － 13 － 3
保育園

6 か月～ 2 歳
1歳・2歳

保育時間（平日）

生後 57 日～
2歳

午後7時まで

生後 57 日～
2歳

聖徳
保育園

黒野
こども園
ゆずりは

◆開放・相談日時
平日の午前10時～午後4時
◆場所 大門町1
262－5058

◆開放・相談日時
平日の午前10時～午後4時
◆場所 古市場111ー28
239－0134

くれまちす

◆開放・相談日時
火～木曜日の午前10時～午後3時
◆場所 中鶉1ー38岐阜聖徳学園大
学短期大学部内
278－4170

262-0683

午後6時30分まで
午後7時まで
午後6時30分まで

1歳・2歳
251-1477
274-7873
216-5535

午後7時まで
4 か月～ 2 歳

午後6時まで

みらいの森保育園 琴塚 2 － 16 － 7

201-0132

6 か月～ 2 歳

201-4877

1歳・2歳

216-5000

6 か月～ 2 歳

午後7時まで

かぐや第三保育園 粟野西 1 － 10

237-3601

1歳・2歳

午後6時30分まで

クルールン保育園 本荘中ノ町 10 － 37

216-3227

午後7時まで

2 － 12
ながらちいさな森 長良真生町
レジデンス真生 101

216-1377

午後6時まで

216-5557
213-6682
215-7037

午後6時30分まで

生後 57 日～
2歳

サンバ

子育てセミナー
（おはなしキューブ作り）
詳細は⇒

1歳・2歳
5 か月～ 2 歳

宇佐東町 6 － 8

市内6カ所の地域子育て支援センターは、未就園のお子さんと保護者が一緒に利用できる施設です。子育てに関する
知識や経験が豊富な保育士が常駐していますので、お子さんのことで少しでも気になることがあれば、気軽にご相談く
ださい。親子で遊んだり、他のお子さんや保護者と交流したり、子育ての知識が学べる子育てセミナーなども開催して
います。
◎施設により利用条件が異なるため、利用前に各施設へお問い合わせください。
子ども保育課 214－7826
※詳細は、市ホームページ（ 1012911）

4 か月～ 2 歳

227-9789

ステラ保育園

広報広聴課 214－2710

親子で楽しめる企画が盛りだくさん！
盛りだくさん！地域子育て支援センター
地域子育て支援センター

6 か月～ 2 歳

早田町 2 － 13 他

すずらん日光保育園 日光町 8 ー 27

未就園児の
パパ・ママへ

午後6時30分まで

いづみ第 2
どんぐり保育園

日野南すみれ保育園 日野南 6 － 6 － 19

【法被と岐阜和傘を贈呈
法被と岐阜和傘を贈呈】
】

◎市長と鷲見さんの特別対談を10月7日㈮午後6時から放送の「あなたの街から岐阜市」（ぎふチャン）でお届け。
放送後は、市公式YouTube
（ユーチューブ）で配信します。

午後4時まで

251-4786

サニーサイド
インターナショナル 岩井 4 － 10 － 25
プリスクール

【委嘱状を交付
委嘱状を交付】
】

午後6時30分まで

本荘西 4 － 39

大菅南 7 － 10

岐阜市出身のフリーアナウン
サー、鷲見玲奈さんに岐阜市プ
ロモーション大使を委嘱しまし
た。鷲見さんは大使就任にあた
り、
「地元に恩返しがしたいと
思っていました。岐阜市の良さ
をさらに知って、魅力を多くの
人に伝えていきたいです。
」
と決
意を語りました。
今後、プロモーション動画
やテレビ、さまざまなイベン
トなどを通して市の魅力を広
く発信していただきます。

午後7時まで

みのり夢保育園

こばとの森
どんぐり保育園

れ い な

岐阜市プロモーション大使に鷲見玲奈さんが就任！

午後6時30分まで
午後8時まで

み

4

午後7時まで

231-5521

西野町 3 － 1

す

市政

1歳～小学校就学前

かぐや第二保育園 鷺山1768－149

こばとの森西保育園 大菅北 12 － 1

生後57日～小学校就学前

午後8時まで

（0～2歳の子を家庭的な雰囲気の中で少人数で保育する施設）

岐阜幼稚園
小規模保育所

6か月～小学校就学前

251-5301

佐波★ 柳津町下佐波1－40 279-0126
柳津東★ 柳津町蓮池5－35

保育時間（平日）

生後57日～小学校就学前

237-3822

早田

合渡★ 寺田3－17

保育年齢

生後57日～
小学校就学前

▼私立小規模保育施設

ちびっこ島保育園 島田 2 － 2 － 6

1歳～小学校就学前

▼私立保育園（社会福祉法人などの民間団体が運営する保育施設）
所在地

ななさと
芽含幼稚園

午後7時まで

213-7688

京町2－11

6か月～小学校就学前

岩

ひきえ

251-1856

247-3144

239-1751

日野

加納神明町 4 － 12 213-0013

入舟町1－1ー1

あかね 茜部寺屋敷3－49

桜

沖ノ橋町 2 － 15

加納西

かぐや第一

午後6時まで

茜部

沖ノ橋

ハートンこまづめ 東駒爪町 17

保育時間（平日）

231-8945

231-5521

1歳～小学校就学前

鶉

ながらこどもの森 福田町 2 ー 12

保育年齢

239-0134

鷺山1768－32

245-3020

聖徳

古市場 111 － 28

電話番号

かぐや第二

長森北 野一色4－11－5

施設名

黒野

所在地

保育時間（平日）

245-2647

黒野

施設名

保育年齢

長森南 蔵前4－3－15
木田

（教育・保育を一体的に行う、幼稚園と保育所の機能を有する施設）

電話番号

所在地

ホット
トピック

▼私立認定こども園

子育て

広報ぎふ 令和4（2022）年9月15日号

お子さんはもちろ
ん、 育 児 を す る 大
人もわくわくでき
る、楽しいと思って
もらえる育児経験が
できるようなプロ
グラムを用意して
お待ちしています。

保護者の皆さんの
笑顔と一緒に子育
て を 応 援 し ま す。
「利 用 し て よ か っ
た」と思えるアット
ホームな空間です
ので、ぜひ遊びに
来てみてください。

京町
保育所

詳細は
市ホームページ
1003657）
（

鷺山
保育所

詳細は
市ホームページ
1003659）
（

市橋
保育所

詳細は⇒

詳細は
市ホームページ
1003658）
（

午後7時まで

リンゴの木
旦島 3 ー 5 ー 1
213-2786
小規模保育園
下奈良 2 － 10 ー 6
201-6237 6 か月～ 2 歳 午後6時30分まで
キッズあるてあ
※9月1日現在の情報です。今後変更する場合がありますので、市ホームページ
1012413）などでご確認ください。
（

◆開放・相談日時
平日の午前10時～午後4時
◆場所 京町2ー11
263－8811

親子ふれあいタイム

沖縄の楽器「三
「三板」の工作

◆開放・相談日時
平日の午前10時～午後4時
◆場所 下土居2ー9ー12
231－1127

◆開放・相談日時
平日の午前10時～午後4時
◆場所 今嶺2ー10ー16
275－5151

お子さんの成長を
一緒に楽しんでい
ま す。 安 心 し て、
安全に楽しめる場
所ですので、実家
に帰ってきたよう
な気持ちで、ぜひ
ご利用ください。

詳細は⇒

♥京町・鷺山・市橋保育所の保育士作成の
動画を配信中！
季 節 に 合 わ せ て、
親子で楽しめる動画を
配信しています。
※ 詳 細 は、 市 ホ ー ム
ページ（ 1003656）
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4か月児健康診査

事業名
【対象者】

10月の日程

【令和4年6月生まれ】
①午前9時～10時30分
11日㈫
②午後1時～2時
12日㈬ 午後1時～2時
実施日・ 14日㈮ 午後1時～2時
①午前9時～10時30分
受付時間
18日㈫
・場所
②午後1時～2時
①午前9時～10時30分
25日㈫
②午後1時～2時
28日㈮ 午後1時～2時

4か月～3歳児
健康診査
①：1日～15日生まれの子、
②：16日～月末生まれの子
を対象
※該当日に受診できない場
合は、事前に各保健セン
ターまでご連絡ください。

もえぎ

場所

予約先 事業名

3日㈪
黒野会館
北
4日㈫ 24日㈪
本荘公民館
南
27日㈭
日光コミュニティセンター 中
6日㈭
12日㈬
常磐公民館
北
17日㈪
鏡島公民館
南
20日㈭
柳津公民館
（北館）
20日㈭ 24日㈪
木之本公民館
中
25日㈫
長森南公民館
31日㈪
三田洞東公民館
北
31日㈪
南保健センター
南
【対象者】
50歳以上で、肺がん・結核検診
肺がん （胸部X線検査）受診者のうち、喫煙指数
検診 （1日平均喫煙本数×喫煙年数）600以上で
（かくたん
3日間連続してたんの出る人 【料金】
500
細胞診）
円 【申込先】
肺がん・結核検診会場

“朝食は今日が始まる出発点”
毎月19日は「食育の日」

実施日

場所

10月の日程

相談、
検査など
※料金はい
ずれも無料
です。

事業名

予約制による
育児心配ごと相談
パパママ学級

実施日
6日㈭
19日㈬
17日㈪

オンライン
30日㈰
パパママ学級
女性健康相談・ 土日祝日を
除く毎日
不妊相談
エイズ検査
医師による
精神保健相談
総合健康
相談窓口
ひきこもり
総合相談窓口

精神保健相談
健康相談

3日㈪
6日㈭
土日祝日を
除く毎日
土日祝日を
除く毎日
土日祝日を
除く毎日
土日祝日を
除く毎日

受付時間
午後1時～2時30分
★午前9時～10時30分
午後1時～2時30分
午後
午前10時～11時

場所
北

対象者・申込先

中 妊婦とその家族。中保健センターへ予約。
Zoomが利用できる妊婦とその家族。定員10組。
健康増進課へお問い合わせください。
不妊や月経など女性の身体的・精神的な悩みについ
て相談したい人。面接による相談は要事前申込。
感染症対策課へ予約
（匿名で受けられます）
。
相談は感染症対策課または各保健センターへ。

健・中
午前9時～午後5時
南・北
午後1時20分～3時
保健所
3階
午後5時～6時
保健所
午後4時30分～5時30分
地域保健課へ予約。
3階
薬物依存者とその家族、アスベスト・化学物質など
午前9時～午後5時
保
について相談したい人。
ひきこもりについて相談したい人。地域保健課へお
午前9時～午後5時
地
問い合わせください。
精神障がい者およびその疑いのある人に関し相談を
午前9時～午後5時
地
希望する人。地域保健課へお問い合わせください。
中 健康について相談したい人。各コミュニティセン
午前9時～午後5時
南・北 ターでも実施。各保健センターへ予約。

【略字】
中：中保健センター、南：南保健センター、北：北保健センター、東部：東部コミュニティセンター、
西部：西部コミュニティセンター、市橋：市橋コミュニティセンター、もえぎ：もえぎの里、
健：健康増進課、保：保健医療課、地：地域保健課

問い合
わせ先

◦健康増進課 都通 2 － 19・
◦保健医療課 都通 2 － 19・
◦地域保健課 都通 2 － 19・

北

電話番号

232－5131
272－2129
239－8111
241－0681
231－3029
276－2131
254－1411

幼児歯科薬物
（フッ化物）
塗布
◆対象者 1歳以上の未就学児
◆持ち物 母子健康手帳
◆料金 無料
◆予約方法 インターネットまた
は電話（開庁日時）で健康増進課へ〈先着順〉
※インターネット予約は開始日の午前7時から
場所 予約期間

5日 ①午前9時30分
㈬ ②午前10時

③午前10時30分 市 9月16日㈮～
橋
10月3日㈪
④午前11時

①午前9時
18日
㈫ ②午前9時30分
③午前10時
25日 ④午前10時30分
㈫ ⑤午前11時

⑥午後1時
⑦午後1時30分
⑧午後2時
⑨午後2時30分
⑩午後3時

26日 ①午前9時30分
㈬ ②午前10時

③午前10時30分 東
部
④午前11時

南

9月30日㈮～
10月14日㈮

北
10月7日㈮～
21日㈮

◎お問い合わせの際には、電話番号をお確かめの
うえ、お掛け間違いのないようお願いします。

252 － 7193 ◦感染症対策課
都通 2 － 19・ 252 － 7187 ◦北保健センター 長良東 2 － 140・
252 － 7197 ◦中保健センター 都通 2 － 19・ 252 － 0632
252 － 7191 ◦南保健センター 茜部菱野 1 － 75 － 2・ 271 － 8010

認知症かな…！？と思ったら早めに相談しましょう！
●
「認知症」
とは

●認知症についての相談先

脳や体の病気が原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなっ
たために日常生活全般に支障が出る状態のことをいいます。認知症の一
般的な原因の一つが、アルツハイマー病です。

★地域包括支援センター

地域包括支援センターは高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮
らすための総合相談窓口です。市内に19カ所あり、お住まいの地域によっ
て担当が異なります。開所日・時間は、月曜日～土曜日（日曜・祝日を除く）
の午前9時～午後5時です。詳しくは市ホームページ（ 1004580）をご覧
ください。

●早期発見・早期治療が大切
認知症は症状の軽い段階から医療機関にかかり、適切な治療や生活
の支援を受けることで、症状が軽減したり、進行を遅らせることが期
待できます。「認知症かな…」と思ったら、すぐにかかりつけ医や近く
の地域包括支援センターにご相談ください。

★認知症疾患医療センター
認知症疾患に関する早期診断・早期治療を行うとともに、認知症の人や
家族、関係者などから医療相談を受け付けています。
市内の認知症疾患医療センター一覧
医療機関名
所在地
電話番号
受付時間
（公社）岐阜病院 日野東 3 － 13 － 6 247-2118 平日午前 9 時～午後 5 時
（医）香風会 黒野病院
洞 1020
234-7038
平日午前 9 時～午後 3 時
市民病院
鹿島町 7 － 1
251-5871

★認知症簡易チェックサイト
簡単な質問に答えるだけで認知症のチェックができます。本人向け
と家族・介護者向けの2種類がありますので、詳しくは市ホームページ
をご覧ください。※利用料は無料
（通信料は自己負担）
（ 1004585）

ご存じですか？
「岐阜市認知症オレンジガイド」

健康増進課、各保健センター

実施日時

国際アルツハイマー病協会は、1994年に世界保健機関（WHO）と共同で毎年9月21日を「世界アルツハイマーデー」、9月を「アルツハイマー月間」と定め、
世界で認知症への理解や家族を支援する活動を行っています。ぜひこの機会に、認知症についての理解を深めましょう。

もえぎ

10月の日程 予約制による

育児について相談したい人。各保健センターへ予約
。
南 （★は中保健センターへ）

自宅

東部
西部

【実施期間】
来年2月28日㈫まで
（休診日を除く）【予約先・実施場所】市内の委託医療機関
※健康保険証をご持参ください。生活保護世帯の人は無料ですので受診前にお問い合わせください。

10月から新たに胃内視鏡検査を導入し、胃部X線検査と胃内視鏡検査のどちらかを選択して受診できるよう ◆委託医療機関一覧（50音順）
医療機関名
所在地
になります。胃内視鏡検査は、口または鼻から胃の中に内視鏡を挿入し、胃の内部を観察する検査です。異常
青木内科・眼科 則武中3－5－15
がある場合には、胃の組織の一部を取り出し
（生検）
、詳しく細胞の検査を行うことがあります。
（生検について
加納渡辺病院
加納城南通1－23
は保険診療として別途自己負担金が必要。
）
◆実施期間 10月1日㈯～来年2月28日㈫
（休診日を除く）
岐阜清流病院
川部3－25
◆対象者 50歳以上の人。ただし、次の①～⑥にあてはまる人は胃内視鏡検査は受診不可
みどり病院
北山1－14－24
①咽頭、鼻腔などに重篤な疾患があり、内視鏡の挿入ができない ②呼吸不全がある ③急性心筋梗塞や重篤な MIWA内科胃腸科
長良東3－3
CLINIC
不整脈などの心疾患がある ④明らかな出血傾向またはその疑いがある ⑤収縮期血圧が極めて高い
山内ホスピタル 市橋3－7－22
⑥全身状態が悪く、胃内視鏡検査に耐えられないと判断される ※その他、問診結果などにより検診を行えない
山田病院
寺田7－110
場合あり ◆自己負担額 4,000円 ※生活保護世帯の人は無料ですので、受診前にお問い合わせください。
◆受診間隔 2年に1回 ※令和4年度に胃がん検診
（胃部X線検査または胃内視鏡検査）
を受診した場合、令和5年度は受診できません。
◆予約方法 右表の委託医療機関へ直接予約 ※予約は9月27日㈫から受付開始

認知症になっても安心して暮らせる社会を

南

●大腸がん検診（便潜血検査2日法）【対象者】40歳以上の人 【料金】400円
●子宮がん検診 【対象者】20歳以上の女性 【料金】頸部2,000円、頸部＋体部3,500円
〈大腸がん検診、子宮がん検診共通〉

胃がん検診（胃内視鏡検査）のご案内
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9月21日は世界アルツハイマーデー・9月は世界アルツハイマー月間

予約先 事業名
実施日
場所
予約先
【対象者】
50歳以上の人
【料金】
1,500円
【対象者】
40歳以上の女性 【料金】
1,000円
【当日の受付時間】
午前9時15分～10時45分
【当日の受付時間】
午後1時～3時30分
インターネットまたは電話。先着順
【予約方法】
インターネットまたは電話。先着順
【予約方法】
※胃部X線検査と胃内視鏡検査のどちらかを
3日㈪
茜部公民館
選択して受診できるようになります
（重複受
南
3日㈪
本荘公民館
診不可）
。胃内視鏡検査については、下記の
ご案内をご覧ください。
4日㈫
もえぎの里
7日㈮
七郷公民館
北
茜部公民館
南
3日㈪
11日㈫
早田公民館
中
常磐公民館
北
6日㈭
14日㈮
柳津公民館
（北側）
長森北公民館
11日㈫
中
南
14日㈮ 22日㈯
南保健センター
早田公民館
12日㈬
18日㈫ 28日㈮ 市岐商朋友館（グラウンド南側）
19日㈬
黒野会館
北
19日㈬ 24日㈪
中保健センター
中
19日㈬
長森コミュニティセンター 中
25日㈫
常磐公民館
北
20日㈭
市橋公民館
南
26日㈬
長森コミュニティセンター 中
25日㈫
岩野田公民館
北
26日㈬ 28日㈮
北保健センター
北
28日㈮
城西公民館
中
28日㈮
城西公民館
28日㈮
市岐商朋友館（グラウンド南側） 南
中
31日㈪
白山公民館
31日㈪
白山公民館
中

胃がん検診 要予約

【対象者】
40歳以上の人 【料金】
無料
【当日の受付時間】
午前9時15分～11時45分
インターネットまたは電話。先着順
【予約方法】

10月から始まります

3歳児健康診査

（胃部Ｘ線検査）

※生活保護世帯の人は無
料 で す。 受 診 時 に「保 護
受 給 証 明 書」（生 活 福 祉
一課または二課で発行。
発行日より6か月間有効）
が必要です。

南

乳がん検診 要予約

※ご連絡をいただいた時
点で定員に達している場
合がありますのでご了承
ください。

実施日

1歳6か月児歯科健康診査と
育児教室【令和3年2月生まれ】

【令和元年8月生まれ】
①午前9時～10時30分
①午前9時～10時30分
北 13日㈭
北 6日㈭
②午後1時～2時30分
②午後1時～2時
①午前9時～10時30分
①午前9時～10時30分
南 20日㈭
南 7日㈮
②午後1時～2時30分
②午後1時～2時
北
①午前9時～10時30分
12日㈬ 午後1時30分～2時30分
27日㈭
北
南
②午後1時～2時30分
14日㈮ 午後1時30分～2時30分
①午前9時～10時30分
※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止になる場合な
19日㈬
②午後1時～2時
どがあります。必ず事前に実施の有無などを市ホームページ
28日㈮ 午後1時30分～2時30分
1003577）
でご確認ください。
（
（マンモグラフィ〈乳房Ｘ線撮影〉）

※予約方法や委託医療機
関などの詳細は、市ホー
ムページ
（
1004330）
をご覧いただくか、お問
い合わせくだ
さい。

肺がん・結核検診 要予約

がん検診

（胸部Ｘ線検査）

事業名

10 月の日程

10か月児健康診査

【令和3年12月生まれ】
3日㈪ ①午後1時～2時30分
北
4日㈫ ①午後1時～2時30分
東部 5日㈬ ①午後1時～2時30分
西部 21日㈮ ②午後1時～2時30分
24日㈪ ②午後1時～2時30分
北
26日㈬ ②午後1時～2時30分

講座 高齢者

広報ぎふ 令和4（2022）年9月15日号

232 － 7681

●若年性認知症についての相談先

認知症の進行に合わせて利用できるサービスの一覧や相談先を掲載
しています。市ホームページ（ 1004586）で入手できるほか、高齢
福祉課や地域包括支援センターなどで配布しています。

★岐阜県若年性認知症支援センター
（大垣病院内）
0584－78－7182 平日午前9時～午後3時

認知症サポーター養成講座

受講
認知症になると全てがわからなくなり、 無料
何もできなくなるわけではありません。で
きることは自分で行い、できないことを周囲の人
がサポートすることで、認知症になっても自分ら
しく住み慣れた地域で生活することができます。
認知症について正しく理解し、認知症の人やその
家族を見守る応援者「認知症サポーター」養成講座
を開催します。
◆日時 9月28日㈬、10月29日㈯、11月12日㈯
※時間はいずれも午後1時30分～3時 ◆対象者 市内在住の高校生以上
の人 ◆定員 各50人程度 ◆申込 各開催日の5日前までに電話で高齢
福祉課へ。◎詳しくは市ホームページ（ 1004589）をご覧ください。

認知症高齢者等見守り事業
認知症の人が行方不明になった際の早期発見・早期保護のため、
QRコード®が印刷された見守りシールを配布しています。見守り
シールは、認知症の人の衣服や持ち物に貼り付けておき、行方不明
となった場合に、発見者がスマートフォンでQRコードを読み取る
ことで、ご本人の情報を知ることができ、ご家族と連絡をとるこ
とができます。見守りシールの利用者は、万一の事故発生に備え、
個人賠償責任保険に加入することもできます。◎詳しくは市ホーム
をご覧ください。
ページ
（ 1004588）

▲見守りシール

世界アルツハイマー月間啓発イベント

●見守りシールを身に着けた人への声掛けにご協力ください

～共に学ぼう！共に生きよう！～

●認知症に関する展示 ◆期間 9月12日㈪～22日㈭
午前8時～午後8時（12日は午後1時から、22日は午後3
時まで）◆場所 市庁舎1階エントランスモール

認知症の人やその家族が安心して暮らすためには、市民の皆さん
の温かい見守りが必要です。見守りシールを身に着けた人が困って
いる様子でしたら、次のことに気をつけて声掛けをお願いします。
昨年度の様子

●市庁舎オレンジライトアップ 認知症支援のシンボルカラーであるオレンジ
色でライトアップします。◆日時 9月21日㈬午後6時～8時
高齢福祉課(市庁舎1階・ 214－2090・

難病医療講演会（呼吸器教室）

受講
無料

◆日時 10月13日㈭午後2時～4時
◆場所 ぎふメディアコスモス みんなのホール（司町40ー5）
◆対象者 呼吸器疾患の難病を抱えている人やその家族など
◆講師 大野康さん
（朝日大学病院総合健診センター・呼吸器内科教
授）
、河合克尚さん
（平成医療短期大学リハビリテーショ
ン学科理学療法専攻教授）◆定員 40人 ◆申込 10
月5日㈬までに右記QRコード®から申し込む。◎オンラ
インでの受講も可。 保健所地域保健課 251－7191

認知症の人への対応心得 3つの
「ない」

１ 驚かせない

２ 急がせない

３ 自尊心を傷つけない

kourei@city.gifu.gifu.jp）

第7回市民病院公開講座

受講
無料

◆日時 10月22日㈯午後2時30分～3時30分 ◆場所 市民病院西診療棟4階サル
ビアホール ◆内容・講師 「脳卒中を防ぐ～伸ばそう健康寿命～」
谷川原徹哉 副院
長、
「脳卒中急性期のリハビリテーション」
武藤智博 理学療法士、
「脳卒中にならない
9月22日㈭から市
ための食事」下村美香 管理栄養士 ◆定員 30人 ◆申込・
民病院ホームページの申込フォームから、または講座名、郵便番号・住所、氏名、電
話番号を郵送もしくはファクスで市民病院医事課
（〒500-8513鹿島町7－1・ 251－
（Zoom）受講の場合、事前
1101内線4411・ 251－9927）へ。先着順。オンライン
申込不要。◎過去の講座を動画で公開中。詳しくはホームページをご覧ください。
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特集

広報ぎふ 1940号

【ページ番号検索】
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ロケツーリズムによる観光誘客
※掲載写真の無断転載・無断複製を禁じます。

ロケツーリズムの推進

市民の皆さんへ

エキストラ
（サポートスタッフ）

【共通】 観光コンベンション課ロケツーリズム推進室
214－2103

岐阜市には、提灯・和傘といった伝統工芸品が
あります。撮影では1,300年の歴史があるぎふ
長良川の鵜飼にも乗船されたとお聞きしました。
岐阜市の印象はいかがでしょうか？
大地さん：先日の撮影で初めて鵜飼観覧船に乗
船しましたが、懐かしさを感じるような光景や
水面に映るかがり火の美しさ、鵜匠と鵜の関係

あまり時間もなく、なかなかお店を見ること
はできていないのですが、楽屋入りする時に

152

詳しくはこちら⇒

ていただくいい機会になっ

市 内 で の 撮 影 は、 ７ 月

たと感じています。

いっぱいをかけて行われま

■ 今回のロケに至るまで

ト し ま し た。 ロ ケ の 誘 致

し た。 雨 天 な ど に よ り ス

ロケツーリズム推進室

を思うように進めること

ケジュールが変更になる

■ 市民の皆さんに支えら
れた撮影

が で き な い 中、 ま ず は エ

と、ロケ地との調整を行っ

は、新型コロナウイルスの

キ ス ト ラ（サ ポ ー ト ス タ ッ

たり、急遽必要となったロ

感染が拡大する中でスター

フ）お よ び ロ ケ 候 補 地 の 事

ケ 地 を 探 し た り す る な ど、

※このコーナーでは、担当職員などへの
インタビュー記事を掲載します。

前登録制度や、ロケに対す

る補助金制度の立ち上げ

色 々 な こ と が あ り ま し た。

の皆さん、ロケ地やその関

など、ロケの受け入れ体制

係者の皆さん、撮影場所の

参加いただいたエキストラ

今 年 の 初 め に「最 高 の オ

近隣にお住まいの皆さんな

を整えました。

バ ハ ン 中 島 ハ ル コ」の ロ ケ

ることができました。市民

ど、多くの人のご協力をい

の皆さんに支えられている

の 話 を い た だ き、 待 ち に

今 回 の ロ ケ で は、 シ ナ リ

と、改めて痛感しました。

待った機会に意気込んだこ

オハンティングという、台

ただき、無事に撮影を終え

本を書くための下見や取材

とを覚えています。

の段階から支援を行い、ロ

事業による地域活性化

■ ロケツーリズム推進

ロケツーリズム推進事業

の目的は、映像作品を通し

て市の魅力を発信し、観光

とによる経済効果、身近な

ケ地の提案などを行いま

した。そのため、「岐阜市」

がストーリーにより深く取

40

場所が映像作品に登場する

ことによるシビックプライ

ド（まちへの愛着や誇り）の

醸成、関係人口・交流人口

の増加など、さまざまな波

岐阜市には、金華山、岐

及効果が期待できます。

ⓒ東海テレビ

阜城、長良川、柳ケ瀬など、

の辺り
（川原町）は、歴史的建造物を残そうとい

和傘・水うちわとともに
左から市長、大地真央さん、松本まりかさん

▲

和傘も芸術的で、素晴らしいです。十八楼さん

映像作品の舞台に適したス

松本さん：ちょっと
「岐阜通」になりそうです。

ロケツーリズム推進室
室長 山本浩樹
ポ ッ ト が 豊 富 に あ り ま す。

大地さん：すっかり「岐阜通」になりそうね。

ロケツーリズム推進事業による地域活性化

今後もロケ地としてのPR

この機会に、岐阜市を堪能しています。

ヒト想い

岐阜県総合
医療センター

市ホームページ（ 1017719）では、
他の撮影風景も掲載しています。

167
※ロケ地（●で表示）は、事前登録されているロケ候補地などから選ばれました。

を積極的に行い、ロケツー

帰っていただけたら、私たちも嬉しいです。

STUDIO ANANDA

名鉄岐阜駅

JR岐阜駅

151

リズム推進による地域活性

ろに今回の撮影のオファーをいただきました。

と感じました。少しでも楽しかったと思って

ポポラート
南部
スポーツセンター

205

岐阜市立
長森西小学校

田神駅

道の駅柳津

化に取り組んでいきます。

晴らしさに触れ、また来たいと思っていたとこ

エグゼクス・スウィーツ

り込まれたのではないかと

応してくださり、非常に芸達者な方が多いな

205
152

誘客を図ることです。また、

松本さん：岐阜市には縁を感じています。昨年

岐阜県立
華陽フロンティア高校

思います。

の細かい演技指導やお願いにも臨機応変に対

248

ロケ隊が市内に滞在するこ

ております。撮影現場では、その場その場で

156

文化センター

31

❸鵜匠の家すぎ山

152

金公園

岐阜市立
且格小学校

【岐阜長良川温泉旅館協同組合】

❼岐阜公園

■ ロケ隊が長期滞在

撮影に協力してくださったこと、大変感謝し

柳ケ瀬

人のロケ隊がおよそ

また、地元のエキストラの皆さんが猛暑の中、

旅色」
にて、
和傘のお店を見ていただきましたね。
度
「月刊旅色」にて観光地や名所を回り、その素

53

約

そんな素晴らしい環境だなと思いました。

金華山

❻十八楼

RESTAURANT&BAR
Enza

１か月間、岐阜市に滞在し、

されて、
「よし！今日も頑張ろう！」
と思える、

157

大きなカメラ・マイク・照

見える山々や長良川など、広大な自然に癒や

歴史博物館

市民会館

明・モニターなどの機材を

れが一点ものです。松本さんには昨年度、
「月刊

大地さん：私は撮影スケジュールがタイトで

❷長良川プロムナード

287
岐阜城

岐阜商工会議所

いくつも並べて撮影を行い

職人さんが手作業で仕上げます。まさにそれぞ

ので、ロケ弁当にお願いしたぐらいです。

岐阜公園

151

ました。ロケ現場に遭遇し

市長：自然の竹、一つ一つの癖を生かしながら、

152

た人もいるのではないで

それぞれがとても綺麗で素敵ですね。

けた時は感動しました。あまりにおいしかった

7

287

77

❺ぎふ長良川の鵜飼

しょうか。ロケ隊の皆さん

と共に、
大変感動しました。
目の前のこの和傘も、

しました。とてもおいしいランチのお店を見つ

94

緑水庵
川原町店

256

〈柳津地区〉

大地さん：今回は、悪役を“成敗”するシーンが
見所となっています。続編ということで、前回
よりもより“オバハン”度を上げて（笑）演じたい
と思っています。岐阜の方にも、岐阜をよく知
らない方にも、岐阜を楽しんでいただけたらと、
チームハルコ、
日々の撮影頑張っています。ぜひ、
楽しみにしていてください！
松本さん：岐阜市の歴史・名所などが、数多く
登場します。私自身、元々岐阜市を知らなかっ
た人間が、実際に来てみて、おいしい食べ物や、
過去から受け継がれてきた歴史の情緒を知りま
した。その素晴らしい雰囲気を、
楽しみを持って、
地元の皆さんはもちろんのこと、全国の皆さん
に知ってもらえる、そんなドラマにしていきた
いと思います。
市長：引き続き撮影頑張ってください。放送を
楽しみにしています。

4

長良川
プロムナード

市庁舎

にも、岐阜市の魅力を知っ

性なども知ることができ、始まりを告げる花火

松本さん：ロケの合間においしい食べ物巡りを

5

十八楼

長良橋通り

◆ドラマの意気込み◆

◆岐阜市のロケの思い出◆

6

3

2

248

◎詳しくは、市ホームページ（ 1013482）でご紹介しています。
観光コンベンション課ロケツーリズム推進室 214－2103

◆岐阜市の印象◆

鵜飼観覧船
事務所

163

❶長良川国際会議場

申し込みはこちらから⇒

柴橋市長がロケ現場を訪ね、
出演のお二人を激励しました。

1

『最高のオバハン中島ハルコ』
はシリーズを
通して岐阜県がメインロケ地になっており、
157
岐阜市がロケ地となったシーンも多く登場し
ます。主なロケ地と撮影風景をご紹介します。

映画・ドラマなどの撮影が行われる際、エキストラとして出演
していただける人、サポートスタッフとして撮影の手伝いをし
ていただける人を募集しています。ぜひご登録ください。
◆申込 市ホームページ
（ 1016152）
の
「エキストラ
（サポート
スタッフ）
登録フォーム」
から申し込む。

大地真央さん×松本まりかさん×市長
市長：ようこそ岐阜市へお越しくださいました。

長良川国際会議場

金華橋通
り

東海テレビ・ 土ドラ 『最高のオバハン中島ハルコ』
◆放送日時 10月8日㈯スタート 毎週土曜日午後11時40分～
◆あらすじ アラ還名古屋マダム中島ハルコ
（大地真央）
とアラフォー女子
（松本まりか）
のコンビが世の悩みや不正を次々と解決していくエンターテインメント。
昨年４月に第１弾を放送。

お店、オフィス、ホテル、旅館、学校、大学、病院、工場、倉庫、
マンション・アパート、空き地など、映画・ドラマなどの撮影に
ご協力いただける場所を募集しています。さまざまな場所がロ
ケ地になる可能性を秘めています。ぜひご登録ください。
◆応募資格 市内に所在する場所
◆申込 市ホームページ
（ 1013492）
の
「ロケ候補地応募フォー
ム」
から申し込む。

❹長良川うかいミュージアム

鵜匠の家
鵜塚
すぎ山
長良川うかい
鵜飼の里
ミュージアム

橋
華
金

ⓒ東海テレビ

ロケ

ロケ候補地

地紹介マップ

忠節橋

7月には、テレビドラマ
『最高のオバハン 中島ハルコ』
のロケが市内で行われました。

の
最高

橋
い大
鵜飼

市では、令和２年度から観光誘客を目的として、映像作品などのロケの誘致・ロケ
の支援を行うロケツーリズム推進事業を積極的に進めています。
これまでに、映画・テレビドラマ３作品、テレビ番組（情報番組・バラエティ番組など）
33番組、CMやプロモーションビデオ７作品のロケ誘致などを行ってきました。

募集中 !

企画・編集/広報広聴課

78

ン中 島 ハ ル コ
オバハ

長良橋

ロケツーリズムとは、映像作品など（映画・テレビドラマなど）で
ロケ地として使われた場所を旅行する観光のかたちです。

うまちなみでした。

8

11

催し 講座

広報ぎふ 1940号

10月の日曜・夜間救命講習

受講無料

◆日時・場所・内容
場所・申込先・
内容
期日
10/2㈰ 岐阜中消防署
④
右表のとおり
（美江寺町2ー9）
262－7165
21㈮
③
①普通救命講習Ⅰ
③
7㈮
瑞穂消防署
（瑞穂市別府2451－1）
＝ 心 肺 蘇 生 法、
327－0119
16㈰
①②
AED、止血法など
9㈰ 岐阜南消防署
（茜部本郷1－12） ①②
3時間
272－2012
28㈮
③
②ステップアッ
9㈰ 山県消防署
（山県市高木1291－2） ①②
プ 講 習 ＝ 救 命 入 28㈮
0581－22－0119
③
③
14㈮
岐阜北消防署
（鷺山1769－496）
門 コ ー ス ま た はe
231－5308
23㈰
①②
ラーニング講習受
講者を対象、実技 14㈮ 本巣消防署（本巣郡北方町加茂1－23） ③
324－0119
23㈰
①②
など2時間
時間／①9:00～12:00、②10:00～12:00、
③救命入門コース ③19:00～20:30、④9:00～17:00
＝胸骨圧迫、AEDなど1時間30分
④上級救命講習＝心肺蘇生法、傷病者管理法、副子固定法など
8時間
◆対象者 岐阜市・瑞穂市・山県市・本巣市・北方町内に在住・
在勤・在学の人
◆定員 各10人程度（岐阜北消防署・山県消防署は各5人程度）
◆申込 各開催日前日までに開催消防署へ電話または直接申し込む。

百聞は一見にしかず
仕事フェア2022

受講
無料

●若年者
（ニート・フリーター）向け
◆日時 10月21日㈮午後1時30分～5時30分
◆対象者 市内在住のニート・フリーター状態にある若者（15
歳～49歳）
◆内容 就活セミナー「ここからがスタート！就活で押さえたい
5つの心得」、企業説明会
（県内企業約5社）
、キャリアコンサル
タントへの相談など
●氷河期世代向け
◆日時 11月25日㈮午後1時30分～5時30分
◆対象者 市内在住の就職氷河期世代の人
◆内容 就活セミナー「氷河期世代の私に効く！キモチで負けな
い就活のポイント」、企業説明会（県内企業約5社）、キャリアコ
ンサルタントへの相談など
【共通】
◆場所 ハートフルスクエアーG（橋本町1－10－23）
◆定員 各40人
NPO法人ICDS（岐阜県若者サポートステーショ
◆申込先・
ン内・ 216－0125）

井の口まちづくり会設立15周年記念事業

「井の口まちのお宝展vol.3」
●井の口まちのお宝展（まちなかお月見アート併催）
参加
◆日時 10月9日㈰・10日（月・祝）の午前10時～午後4時 無料
◆場所 正法寺
（岐阜大仏）
、般若寺
（木挽町）
、わいわい
ハウス金華
（上茶屋町）
、にっけん小規模多機能ホーム
（今町3）
、
妙照寺会館
（梶川町）
、ススキ飾りのまち並み ほか ◆内容 井
の口の今昔写真展・古地図展、まちの文化的建造物顕彰30記念展、
わたしのお宝展、懐かしのものたち展など ※事前申込不要
●まちの案内人さんと行く・井の口の特別なまち巡り
◆集合日時 10月9日㈰①9時50分・②午後1時20分・③午後4
時20分、10日（月・祝）④午前9時50分・⑤午後1時20分 ※所要
時間は2時間程度 ◆集合場所 妙照寺会館前
（梶川町・妙照寺東
門入口）◆内容(コース）①④井の口の歴史と文化を堪能 ②⑤井
の口の生業と見どころ新発見 ③十三夜を愛でる特別な井の口
◆定員 各10人
（③のみ20人）※最少催行数４人 ◆参加費 各
10月５日㈬までに氏名、電話番号、参加
1,000円 ◆申込・
人数、コース番号
（①～⑤）を電話、ファクスまたはEメールで井
の口まちづくり会
（ 264－2760・ 264－1079・ bwakayo@
sf.commufa.jp）へ。金華まちづくり協議会ホームページからも
申し込み可。

【ページ番号検索】
市ホームページには
「ページ番号検索」
機能があります。7桁の番号を入力
すると直接該当ページにアクセスできます。(掲載例： 1111111)
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市立女子短期大学公開講座
●女性のためのメンタルヘルス～摂食障害・非定型うつ病～ ◆日時 10月28日㈮午
後7時～8時30分 ◆講師 高橋秀典食物栄養学科教授 ◆申込締切 10月14日㈮
●ママ目線の健康メニュー開発講座 ◆日時 11月5日㈯午前10時～11時30分
◆講師 長屋郁子食物栄養学科講師 ◆申込締切 10月21日㈮

市立女子短期大学の学生（令和5年4月入学）

【共通】◆定員 各20人 ◆受講料 各1,000円（高校生以下は無料）◆場所・申込・
各締切日（必着）までに講座名、郵便番号・住所、氏名、年齢、電話番号をファ
クスまたはＥメールで市立女子短期大学「公開講座」係（一日市場北町7－1・ 296－
へ。申込者多数の場合は抽選。
3131・ 296－3130・ office11@gifu-cwc.ac.jp）

令和5年4月から新3学科に変わります。
◆学科 ・国際コミュニケーション学科 ・健康栄養学科 ・デザイン
環境学科 ◆選抜方法 総合型選抜Ⅰ
◆出願期間 9月22日㈭～30日㈮（消印有効）
◎詳しくは大学ホームページをご覧ください。
詳しくは⇒
市立女子短期大学総務管理課 296－3131

甲種防火管理新規講習

上下水道事業広報紙
「水のこえ」
の広告主

期間中に
「eラーニング」
を受講後、実技講習および効果測定を行います。
◆eラーニング
（オンライン）
受講期間 10月24日㈪～11月6日㈰ ◆実技講習／効果測定期
日・場所 11月8日㈫午前
（1時間程度）／消防本部6階
（美江寺町2ー9）◆受講資格 次の
全てに該当する人 ①消防本部管内
（岐阜市・瑞穂市・山県市・本巣市・北方町）に在住ま
たは在勤で、資格取得の必要がある ②お持ちのパソコンやスマートフォンなどでeラーニ
ングを受講できる ◆定員 100人 ◆テキスト代 4,170円 ◆申込 9月28日㈬午前9
時～10月5日㈬午後5時に
「岐阜市オンライン申請総合窓口サイト」から申し込む。先着順。
をご覧ください。 消防本部予防課 262－7163
詳しくは市ホームページ
（ 1001532）

市内全世帯に配布します。地域に密着した広告が可能です。
◆募集号 第52号・令和5年2月 ◆規格 A4版 ◆発行部数 181,100
部 ◆募集枠数 2枠
（縦60㎜×横180㎜・カラー刷り）◆最低価格 1枠
25,000円
（税込）◆決定方法 公募入札による最低価格以上の応札者によ
9月26日㈪～10月14日㈮
（必着）
り、上位から枠数分を決定 ◆申込・
に所定の申込書兼同意書を郵送または開庁日時に直接上下水道事業政策課
（〒500-8156祈年町4－1上下水道事業部本庁舎3階・ 259－7878）へ。提
で入手可。
出書類は市ホームページ
（ 1012795 ※公開は募集開始日から）

岐阜けいりん

市民農園の開設者

「
（仮称）
岐阜市個人情報の保護に関する
に対する意見
法律施行条例の骨子
（案）
」
◆募集期間 9月15日㈭～10月17日㈪（必着）
◆応募資格 次のいずれかに該当する人
①市内在住・在勤・在学
②市内に事務所・事業所を有する（法人その他の団体を含む）
③本案件に利害関係を有する
◆公表場所 行政課、情報公開室
（市庁舎2階）
、各コミュニティセンター、市
民活動交流センター
（ぎふメディアコスモス内）
、市ホームページ
（ 1017870
※公開は募集開始日から）
◆募集結果 ご意見は、市の考え方とともに整理して公表します
（個人情報は
公表しません）
。直接回答はしません。提出いただいた書面などは返却しません。
◆応募方法・
意見と住所、氏名、電話番号を明記し、郵送、ファクス、
Ｅメール、市ホームページの意見提出フォームまたは開庁日時に直接行政
課（〒500-8701司 町40－1市 庁 舎11階・ 214－4904・ 265－5237・
gyousei@city.gifu.gifu.jp）へ。ただし、市外の人は「在勤」「在学」「事務所・
事業所を有する」「本案件に利害関係を有する（利害関係について簡単な記述
も）」のいずれかを明記して提出してください。

文芸祭 第19回
小･中学生の部 作品

ジャンル
規定
創作
（自分で考え 1人1編400字詰原稿用紙
た物語を文章に 30枚以内
（☆ワープロ原
したもの）
稿はA4判20字×20行）
◆題材 自由 ◆応募料 無料
詩
（童謡・歌詞な 1人1編400字詰原稿用紙
10月1日㈯～ ども含む）
◆作品の送り先・
2枚以内（☆）
31日 ㈪（必 着）に 生 涯 学 習 セ ン タ ー
で1人1作品
短歌／俳句 「はがき」

◆小倉競輪ナイター（FⅠ）場外…………………………9/15㊍・16㊎
◆第38回共同通信社杯
（名古屋競輪）
（GⅡ）
場外…16㊎・17㊏・18㊐・19㊗
◆前橋競輪（FⅠ）場外………………………………17㊏・18㊐・19㊗
◆小松島競輪（FⅠ）場外……………………………20㊋・21㊌・22㊍
◆松阪競輪（FⅠ）場外………………………………22㊍・23㊗・24㊏
◆京都向日町記念競輪（GⅢ）場外…………24㊏・25㊐・26㊊・27㊋
◆平塚競輪ナイター
（FⅠ）場外……………………25㊐・26㊊・27㊋
◆関東カップ
（立川競輪）
（FⅠ）場外………………28㊌・29㊍・30㊎
◆函館競輪ナイター
（FⅠ）場外……………………28㊌・29㊍・30㊎

市内にある農地を活用して、自身で開設・管理する貸農園を整備する
場合に、費用の一部を補助します。
この制度を利用して、現在までに16農園が開園しました。詳しくはお
問い合わせください。
◆補助内容 開設経費（整地費・区画造成費・利用者募集費用など）
＝上限25万円
農林課 214－2079

■ドリーム体験ツアー秋

市民農園の利用者

老人健康農園の利用者

農地所有者が開設している市民農園です。ぜひご利用ください。
◆農園名・空き区画 My Sunny Garden 芥見影山（芥見影山2－68）
＝7区画（1区画43.2㎡）
◆年間利用料 6,000円
※8月3日時点の情報。最新の空き区画などはお問い合わせください。
JAぎふ芥見支店 243－1003

◆対象者 市内在住の60歳以上の人
◆募集農園 長森東、鷺山北、鷺山北第二、鷺山東 ◆面積 1区画約15㎡
◆設備 農機具庫、水道または井戸など ◆利用期間 申込日～来年3月31
日㈮ ※毎年更新可 ◆利用料 年額4,400円（10月以降利用の場合半年分
電話または直接高齢福祉課（市庁舎1階・ 214－
2,200円） ◆申込・
2173）
へ。※随時募集のため、お問い合わせ時に満員となっている場合あり。

参加
◆日時 10月23日㈰午後1時～4時30分 ◆対象者・定員 小 無料
学生／80人 ◆内容 グループに分かれて、大道芸体験や物づくり
◆申込 10月5日㈬（必着）までに往復はがき（1枚2人まで）に①「ドリー
ム体験ツアー秋」、②郵便番号・住所、③氏名（ふりがな）、④学校名・
学年、⑤電話番号、⑥保護者氏名、返信表面にも郵便番号・住所、氏名を記入して、
ドリームシアター岐阜へ。2人で申し込む場合、上記②～⑥を2人とも記入。

■親子セミナー
セミナー名

日時

対象者

定員

羊毛フェルトでマスコット作り

10/29㈯
13:30～15:00

小中学生
と保護者

9組

バランスボールで体力メンテナンス

10組

費用
材料費と保険料
1 人 610 円
保険料 1 人 50 円

◆申込 10月13日㈭（必着）までに往復はがき（1枚1セミナー1組）にセミナー名、郵
便番号・住所、子の氏名（ふりがな）、学校名・学年、電話番号、参加する保護者氏名、
返信表面にも郵便番号・住所、氏名を記入して、ドリームシアター岐阜へ。

■人形劇鑑賞会10月

福岡県の「人形劇団ののはな」が、「ちいちいにんにん」を上演します。

◆日時 10月30日㈰午前10時30分～11時30分 ◆定員 60人 ◆観覧料 800
円 ※4歳以下は無料 ◆申込 10月13日㈭（必着）までに往復はがき（1枚1家族）に
「ちいちいにんにん」、郵便番号・住所、代表者氏名（ふりがな）、電話番号、参加人数（大
人、5歳以上・4歳以下の子どもの人数も）、返信表面に郵便番号・住所、氏名を記入して、
ドリームシアター岐阜へ。

■ちびっこ親子セミナー

◆セミナー名 はじめての体幹×バランス教室 ◆日時 11月2日・9日・16日の各
㈬午前10時～11時〈全3回〉◆対象者・定員 2～3歳児と保護者／6組 ◆費用 保
険料1人150円 ◆申込 10月13日㈭
（必着）までに往復はがき
（1枚1セミナー1組）に
セミナー名、郵便番号・住所、子の氏名
（ふりがな）
、お子さんのセミナー初日の年齢、
電話番号、参加する保護者氏名、返信表面に郵便番号・住所、氏名を記入して、ドリー
ムシアター岐阜へ。※対象者以外入場不可
【共通】ホームページの申込フォームでも申込可。申込者多数の場合は抽選。
ドリームシアター岐阜（〒500-8813明徳町6・ 262－2811）
◆場所・申込先・

（〒500-8521橋 本 町1－10－23・
川柳
「はがき」
で1人2作品以内
268－1050）へ。 詳 し く は 募 集 要 項 ※自分で考えたオリジナル作品（類似不可）
（ハートフルスクエアーGなどで入手 で、未発表（他に応募していない）のものに限
る。作品の訂正、差し替え、返却は不可。
可）
をご覧ください。

図書館からのお知らせ
第8回 めざせ直木賞作家！

ぼくのわたしのショートショート発表会

参加
無料

岐阜県出身の直木賞作家・朝井リョウさんを招き、中高生が応募し
た自作短編小説の発表会を行います。応募者自らの朗読で作品を発表
し、その場で朝井さんからコメントやアドバイスをいただきます。
◆日時 10月30日㈰午後1時～ ◆場所 ぎふメディアコスモス
みんなのホール（司町40ー5）◆対象者 小学生以上の人(会場観覧
の場合）◆定員 ①会場70人 ②オンライン（Zoom）400人
◆申込 9月23日（金・祝）からイベント名、氏名、電話番号、参加人
数（2人まで）、観覧方法（会場またはZoom）を電話、Eメールまた 撮影：三好宣弘
は直接中央図書館へ。Zoom観覧はEメールでのみ申込可。先着順。

みんなで朗読

声で本の世界を表現してみよう!!

受講
◆日時 10月29日㈯午後6時30分～8時30分
無料
◆場所 ぎふメディアコスモス あつまるスタジオ
◆講師 なみ悟朗さん
（劇団はぐるま）◆定員 10人 ◆申込 9月24日㈯から電話、
Eメール
（件名に
「朗読教室1029」
、本文に氏名と電話番号を明記）
、または直接中央図
書館へ。先着順。※口とマスクの間に空間ができる立体マスクをご着用ください。

10月のコミセン巡回図書館
次の日程でコミュニティセンターを巡回し、図書の貸し出しや返
却などを行います。
◆巡回日程 10月2日㈰・13日㈭・16日㈰・27日㈭・30日㈰：北部（16
日㈰は巡回なし）＝午前9時30分～10時15分／北東部（30日㈰は巡
回なし）＝午前11時～11時45分／日光＝午後2時～2時45分、10月
6日㈭・9日㈰・20日㈭・23日㈰：市橋（23日㈰は巡回なし）＝午前
10時～10時45分／南部＝午前11時30分～午後0時15分 ※天候な
どの理由で巡回を行わない場合があります。詳しくは図書館ホーム
ページ、チラシなどでご確認ください。

蔵書点検のため分館を休館
次の日程で休館します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協
力をお願いします。
◆休館施設・期間 分館＝10月4日㈫～6日㈭ ※休館中はブックポス
トへ返却できます
（視聴覚資料など一部利用できない資料もあります）
。
中央図書館（司町40－5・ 262－2924・ moushikomi@gifu-lib.jp）

美濃の名刹 立政寺
美濃の名
政寺の寺宝
の寺宝
－古文書と仏画の世界－
岐阜市西荘の亀甲山立政寺は、その創
建が14世紀、南北朝期にさかのぼる浄土
宗の古刹です。寺伝では、後光厳天皇や
関白・二条良基の帰依を受けて智通上人
が開山したといいます。その後、立政寺
は天皇や二条家、織田信長や徳川将軍家
などとつながりを持ちつつ営まれてきま
した。それらは岐阜県内屈指の古文書群
からうかがうことができます。また、蓄
積された仏画類の中には、鎌倉時代や南
岐阜県指定文化財
北朝期を制作年代とする貴重な作品もみ
善導大師像（部分）
られます。立政寺の寺宝をご覧いただき
鎌倉時代 立政寺蔵
ながら、中世から近世へと移りゆく岐阜
の歴史の一端を紐解きます。
◆観覧料 高校生以上310円、小中学生150円 ※各種障がい者
手帳、難病に関する医療受給者証をお持ちの人とその介護者１人・
市内在住の70歳以上の人は証明書などを提示すると無料。市内
の中学生以下の人は無料。家庭の
日
（9月18日、10月16日の各㈰）に
入館する中学生以下の人とその家
族は無料。◆開館時間 午前9時～
午後5時
（入館は30分前まで）
◆休館日 毎週月曜日
（9月19日・
10月10日 は 開 館）
、9月20日 ㈫、
10月11日㈫
◎特集展示
「岐阜の仏教絵画」
も
とそつ てんまんだら
重要文化財 兜率天曼荼羅
同時開催
岐阜地域の浄土教系寺院に伝来 （部分） 鎌倉～南北朝時代
14世 紀 誓 願 寺（岐 阜 市）蔵
した仏画の優品を紹介します。
（展示期間：9月17日㈯～10月
※企画展観覧料で観覧可。
10日（月・祝））

水上座敷

長良川右岸に停泊している観覧船に乗って、鵜飼を
お楽しみください。
◆日時 9月30日㈮～10月2日㈰、10月7日㈮～10日
（月・祝）の午後6時15分～8時15分
◆料金 大人
（中学生以上）
1,000円、小人
（小学生以下）
9月15日㈭から電話で鵜飼
500円 ※3歳未満無料 ◆定員 各日30人 ◆申込・
「水上座敷」
とお伝えください。先着順。
観覧船事務所 262－0104へ。申し込みの際に
※観覧船は遊覧しません。

長良川うかいミュージアム市民講座
●清流長良川のアユへの温暖化影響と適応策

受講
無料

◆日時 10月29日㈯午後1時30分～3時
◆講師 原田守啓さん(岐阜大学流域圏科学研究センター准教授)
9月17日㈯～10月19日㈬
（必着）
◆定員 20人 ◆場所・申込・
に講座名、郵便番号・住所、代表者の氏名、電話番号、参加人数
（大
人・小人別）を往復はがきまたはEメールで長良川うかいミュージアム
へ。
（〒502-0071長良51－2・ 210－1555・ info@ukaimuseum.jp）
申込者多数の場合は抽選。
第35回

〈演劇の部〉ぎふ演劇シーズン2022

「たけやぶやけた」

劇団芝居屋かいとうらんま

◆日時 10月28日㈮午後7時30分～、29日㈯午後2時～・
7時～、30日㈰午前11時～・午後3時～〈全5回〉
◆場所 御浪町ホール
（御浪町10 御浪ビル3階）◆料金
（全自
由席・日時指定）一般：前売り1,800円
（当日2,000円）
、ペ
ア：前売り3,000円
（当日なし）
、トリプル：前売り4,500円
（当日なし）
、学生
（中・高）
：
1,000円
（前売り・当日とも）※小学生以下は無料。◎チケットは9月15日㈭から劇団お
よびハートフルスクエアーGで販売。 劇団芝居屋かいとうらんま 080－3670－9787

「ノーセックス・プリーズ」

▼

▼

劇団ゼロ

岐阜を治めた英雄たちの手紙を読もう－古文書のひみつ 発見」
◆日時 10月9日㈰午前10時～11時、22日㈯午 受講
後1時30分～2時30分 ◆対象者・定員 小学4 無料
年生～中学生／各日5人 ◆申込 9月22日㈭か
らホームページの応募フォームで申し込む。先着順。

◆日時 11月18日㈮午後7時～、19日㈯午後2時～・6時～、
20日㈰午前11時～・午後3時～〈全5回〉
◆場所 アトリエ・ゼロ（六条北2ー8ー16 トポスビル3階）
◆料金（全自由席・日時指定）一般：前売り1,800円（当日
2,000円）、学生（中・高）：前売り1,000円（当日1,200円）※小学生は無料。未就学児
の入場不可。◎チケットは9月20日㈫から販売。ネット予約のみ。詳しくは劇団ホー
ムページをご覧ください。 劇団ゼロ 080－8120－9909

◆場所・

歴史博物館（大宮町2－18－1・ 265－0010）

原三溪記念室

9月27日㈫～11月6日㈰

濃尾震災と復興支援

観覧
無料

明 治24年
（1891年）10月
28日、 マ グ ニ チ ュ ー ド8.0
の大地震が濃尾平野を襲い
ました。岐阜市域において
も、建築物の倒壊、地割れ、
火災などによって、非常に
大きな被害を受けています。
三溪自身も、こうした被害
に心を痛めて、自ら地元の佐 濃尾震災被害状況の広報版画
波村へ見舞金を送り届けたようです。今回の展示では、震災の
被害を物語る資料とともに、復興に至るまでの道のりについて、
紹介します。
◆場所 原三溪記念室（柳津町下佐波西1ー15もえぎの里2階）
◆開室時間 午前９時～午後５時
◆休室日 毎週月曜日(10月10日は開室）、10月11日㈫、11
月4日㈮
歴史博物館 265－0010

むすびとつなぎ～祈りの和音～

〈邦楽の部〉

雅楽、筝曲、尺八、みさと笛によるオリジナル個別
舞台です。
◆日時 10月30日㈰午後1時30分～
◆場所 文化センター（金町5ー7ー2）
◆料金（全自由席）一般：前売り700円（当日1,000円）
◎チケットは9月15日㈭からハートフルスクエアーGで販売。
【共通】※写真は過去の公演のものです。実際の公演とは異なります。
実行委員会事務局 268－1050
352
市民活動団体の紹介

写真で生涯学習と
芸術文化の振興に寄与

日本リアリズム写真集団
（JRP）は、1963年に発足した全国
組織の写真集団です。岐阜支部では、
「自由で人間性あふれる
文化と社会の発展を目指して個性豊かな写真表現を追求」
するというJRPの趣旨のもとに、
ベテランも新人も写真を楽しみながら写真技術・写真表現の向上、生涯学習の振興に寄
与することを目指しています。主な活動として、写真合評などの毎月の例会、毎年の会
員写真展、年１～2回の写真講習会などを開催しています。 日本リアリズム写真集団
岐阜支部・桜井 090－3301－4374、市民活動交流センター 264－0011

受験
無料

◆日時 12月11日㈰ ①初級＝午前10時30分～11時30分
②上級＝午後1時30分～3時
◆場所 長良川国際会議場（長良福光2695ー2）
◆受験資格 ①どなたでも ②初級認定試験合格者
◆出題範囲 主に公式テキストの内容
◆出題形式 ①四者択一式50問 ②四者択一式25問・記述式25問
※各70点以上で合格
◆合格発表 来年1月下旬
◆ 申 込・
9月26日 ㈪ ～11月11日 ㈮ に 市 ホ ー ム ペ ー ジ
（
1005148）の専用フォームまたは申込書を郵送
（消印有効）
、ファクス、
Eメール
（件名に
「まちなか博士認定試験受験申込」を明記）もしくは開
庁日時に直接岐阜市まちなか博士認定委員会事務局
（〒500-8701司町
40－1市庁舎10階観光コンベンション課内・ 265－3984・ 214－
2440・ kankou@city.gifu.gifu.jp）へ。ファクスまたはEメールで申
し込む場合は電話で受け付けを確認してください。申込書は❶同課・❷
観光案内所
（ＪＲ岐阜駅2階）
・❸各公民館・❹各コミュニティセンター・
❺市ホームページで入手可。テキストは❶❷で配布
（着払いにて郵送も
可）
しているほか、❺でダウンロード可。

岐阜市民芸術祭

●関連イベント「子どもワクワクゼミナール－立政寺に残る信長ら
こもんじょ

岐阜市まちなか博士
初級・上級認定試験

日本食文化会議全国大会2022岐阜記念オンラインシンポジウム
（Zoom）

「富有柿の収穫目前!!～みんなに知って欲しい美味しい食べ方」
◆日時 10月11日㈫午後7時～9時
◆出演 岩佐哲司さん
（ぎふ農業協同組合代表理
事組合長）
※写真右、松本栄文さん
（（一社）日本食
文化会議会長）
※写真左、柴橋正直岐阜市長 ※写
真中央 ◆申込 日本食文化会議ホームページ
から申し込む。 経済政策課 265－3896

日本食文化会議メンバーが語るプレミアムな市民講座

「三日限りの－日本食文化大学2022岐阜キャンパス」
食の原点、文化、多様性、現代から古典まで、さまざまな角度から学ぶこ
とができます。岐阜から再発見の輪を咲かせませんか。
◆日時 11月3日（木・祝）・4日㈮・6日㈰午前9時30分～午後7時30分
◆場所 ぎふメディアコスモス（司町40ー5）
◆申込先 NPO法人ORGAN 269－3858
◎各プログラムの内容など、詳しくは日本食文化会議ホームペー
ジをご覧ください。
日本食文化会議全国大会2022岐阜係
（㈱産業経済新聞社新プロ
〈平日午前10時～午後5時30分〉 詳しくは
ジェクト本部内） 03－3275－8834
⇒

りゅうしょうじ

ぎふ長良川の鵜飼

パパ大学

科学館の教室

大人のためのサイエンス工房
◆教室名・日時・受講料
教室名

日時

受講料

防災に役立つ多機能ライトを作ろう

10/19㈬10:00～12:30

1,900円

ミニボンゴを作ろう

10/26㈬10:00～12:00

3,000円

18歳以上の人／各16人
9月16日㈮～27日㈫午後5
◆場所・申込・
時(必着）に下記QRコード®の申込フォームまた
は往復はがきに希望教室名、氏名（ふりがな）
、
電話番号、返信表面に郵便番号・住所、氏名を
記入して、科学館「サイエンス工房2期」係
（〒500-8389本荘3456－41・ 272－1333）
へ。申込者多数の場合は抽選。
◎小中学生を対象としたさまざ
まな講座の参加者も募集中で
す。詳しくは、市ホームページ
をご覧ください。
（ 1005484）
◆対象者・定員

市では、男性の主体的な家事・育児参画により、夫
婦で共に子育てを行う「共育」を推進しています。その
一環として、男性が育児に関する知識やスキルを学べ
る「パパ大学」を開催します。夫婦やパートナーと一緒に、ぜひご参加ください。
子ども政策課 214－2397

♥パパ大学公開講座

受講
無料

◆日時 10月1日㈯午前10時～午後4時
◆場所 マーサ21北館1階マーサスクエア
（正木中1－2－1）
◆内容 ※事前申込不要
石田明さん（NON STYLE）

▼

めいさつ

9月17日㈯～10月30日㈰
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催し
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時間
多機能ライト

内容・講師／出演者

10:00～10:50「マーブルクレヨンを作ろう！」
金森律子さん
（㈱リリフル）
11:00～11:50「ふーってまわるコマを作ろう」
NPO法人グッドライフ・サポートセンター
13:00～14:00「公式アンバサダートークショー」
石田明さん
14:15～14:45「公式アンバサダー就任式」
石田明さん、柴橋正直岐阜市長

ミニボンゴ

美しい地域を作り上げるために

樹木などの粉砕機を整備
芥見自治会連合会では、美しい町を作るため、
山林や道路にかかる樹木の伐採などを行ってい
ます。このたび、樹木などの粉砕機を購入し、今後、山田川堤防の桜
並木の管理などでの使用を予定しています。なお、今回そろえた備品は、
宝くじの社会貢献広報事業であるコミュニティ助成事業を活用し、宝
くじの助成金により整備されました。
市民活動交流センター 214－4791

草刈機を整備して

綺麗な景観を作り上げる
芥見南自治会連合会では、公園、グラウンド、
道路脇や堤防などの草刈りを行い、地域内の清掃
活動に努めています。このたび、草刈機を購入しました。今後この草刈
機を活用して、地域一体となって綺麗な景観を作り上げていきたいです。
なお、今回そろえた備品は、宝くじの社会貢献広報事業であるコミュニ
ティ助成事業を活用し、宝くじの助成金により整備されました。
市民活動交流センター 214－4791

パネルディスカッション
「岐阜市に広げよう！
「ワーク・パパ・バランス」
」
石田明さん、柴橋正直岐阜市長、岩田良さん（アース・クリエイト(有)
15:00～16:00
代表取締役社長）
、中島由紀子さん
（NPO法人グッドライフ・サポート
センター理事長）

♥プレパパ・パパ講座
「子どもに教えたい！自然の生き物・遊び方講座」
プレママ・ママ講座

受講
無料

「ママもキレイに！簡単自宅エステ＆
メイクのお悩みワンポイントアドバイス」
◆日時 10月30日㈰午前10時～正午 ◆場所 中央青少年会館
（明徳町11）
◆対象者 これから父母になる人、子育て中の父母
◆定員 25組程度 ◆申込 9月30日㈮～10月23日㈰に「ぎふし
共育都市プロジェクト」応募フォームから申し込む。申込者多数
の場合は抽選。託児あり。
申込はこちら⇒
く
お い し 簡単

フレイル
予防

高齢者のための低栄養予防
レシピを紹介！
市ホームページ
（

かぼちゃのドライカレー

▼

歴史博物館企画展

【ページ番号検索】
市ホームページには
「ページ番号検索」
機能があります。7桁の番号を入力
すると直接該当ページにアクセスできます。(掲載例： 1111111)

1004315）で 低 栄 養 予 防
レシピ26種をご覧いただ
けます。また、各保健セン
ターや市庁舎1階で冊子を
配布しています。
保健所健康増進課
ツナとれんこんのきんぴら
252－7193

▼

広報ぎふ 1940号

▼

催し 講座

▼
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講座

【ページ番号検索】
市ホームページには
「ページ番号検索」
機能があります。7桁の番号を入力
すると直接該当ページにアクセスできます。(掲載例： 1111111)

今月の納付期限

みやこ老人センター

●国民健康保険料9月期分

9月30日㈮

●国民年金保険料8月分

9月30日㈮

●介護保険料普徴4期分

9月30日㈮

◆定員

8人

◆教材費

1,000円程度

●スマートフォン操作入門 Android（アンドロイド）
編～自分のスマホで基本から学ぶ～
◆日時 10月17日・24日・31日、11月7日の各㈪午前10時～11時30分
〈全4回〉
◆定員 10人 ◆教材費 1,100円 ※アンドロイドのスマートフォンを持っている初心者

受講
無料

で、携帯電話会社などとデータ通信の契約をしている必要があります。
（通信料が発生する場
合あり。あらかじめ料金プランをご確認ください。
）
●折り紙で作るユニット
◆日時 10月18日、11月1日・15日の各㈫午後1時30分～3時〈全3回〉
◆定員 10人 ◆教材費 600円程度
【共通】
◆対象者 市内在住の60歳以上の人
9月30日㈮
（必着）までに往復はがき（1講座1人1枚）に講座名、郵便番号・
◆場所・申込・
住所、氏名
（ふりがな）
、年齢、電話番号、過去の受講回数、返信表面にも郵便番号・住所、氏
名を記入して郵送、または日曜・祝日を除く午前9時～午後5時に返信用はがきを持参して直接
みやこ老人センター（〒500-8309都通2－23福祉健康センター4階・ 252－4738）へ。申込者
多数の場合は受講回数の少ない人を優先して抽選。

「ハロウィンジャンボ宝くじ」
「ハロウィンジャンボミニ」
同時発売
◆発売期間 9月21日㈬～10月21日㈮ ◆抽選日 10月28日㈮
◆賞金 ・ハロウィンジャンボ＝1等3億円×11本
（前後賞各1億
円×22本）
ほか ※発売総額330億円・11ユニットの場合
・ハロウィンジャンボミニ＝1等3千万円×20本
（前後賞各1千万
円×40本）
ほか ※発売総額150億円・5ユニットの場合
◎収益金は市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。
（公財）岐阜県市町村振興協会 277－1153

10月の教室

柳津高齢者福祉センター

午前7時30分～午後9時

長良川健康ステーション
（早田字
北堤外地内・ 215－0605）

参加無料・申込不要

◆休館日 木曜日
（祝日の場合は振替）
教室名

※室内用運動靴をご持参ください。

1月曜日
ン（柳ケ瀬通3－22・ 264－6766）

良

健康筋トレ教室

はじめての
ノルディック
ノルディックウオーキング60
申込締切は9月20日㈫必着。
川 シェイプサーキット
◎教室がなくても運動スペースで運
体幹バランス
動ができますので、マスク、水分補
ボディメンテナンス
給ができる飲み物、タオルをご持参
ピラティス
腰痛・肩こり改善教室
ください。

報ぎふ9月1日号でご案内しています。

からだスッキリ
ストレッチ

定員

13:30～14:00
11:30～12:00
13:30～14:00
11:00～11:30
13:30～14:00
13:30～14:00
13:30～14:00
18:30～19:00 14人
10:00～10:30
13:30～14:00
9:30～10:30
11:30～12:00
15:00～15:45
15:00～16:00
16:00～16:45
13:30～14:15

栄養セミナー
はじめてのエアロビクス
脳活運動教室

瀬

◎10月の事前申込が必要な教室は広

時間

ケ

からだスッキリ
【柳ケ瀬】◆開館日時 平日：午前7
ストレッチ
時30分～午後8時、土日祝日：午前
栄養セミナー
長
はじめてのエアロビクス
10時～午後5時 ◆休館日 毎月第
脳活運動教室
柳ケ瀬健康ステーショ

期日
5・12・19・26 各㈬
16㈰
4・11・18・25 各㈫
9㈰
14・28 各㈮
4・11・18・25 各㈫
3・17・24・31 各㈪
2・30 各㈰
7・14・21・28 各㈮
3・17・24・31 各㈪
10㈪ 23㈰
4・11・18・25 各㈫
3・17・24・31 各㈪
5・19 各㈬
4・11・18・25 各㈫
1・8・15・22・29 各㈯
7・14・21・28 各㈮

教室名
青空教室～からだ
スッキリストレッチ～
足腰しっかり体操

柳

足腰しっかり体操

一日講座

受講
無料

●知って納得！介護保険～介護保険サービスの内容と利用の仕方～
◆日時 10月13日㈭午前10時～10時50分
●今からできる介護予防～要介護にならないために～
◆日時 10月27日㈭午前10時～10時50分
【共通】
◆対象者・定員 市内在住の60歳以上の人／各15人 ◆場所・申込・
9月30日㈮
（必
着）までに往復はがき（1講座1人1枚）に講座名、郵便番号・住所、氏名
（ふりがな）
、年齢、電
話番号、返信表面にも郵便番号・住所、氏名を記入して郵送、または日曜・祝日を除く午前9
時～午後5時に返信用はがきを持参して直接柳津高齢者福祉センター
（〒501-6115柳津町丸野
1－34・ 387－1333）へ。申込者多数の場合は抽選。

当日教室開始30分～10分前に整理券を配布し、定員を超えた場合は抽選となります。
【長良川】◆開館時間

令和5年4月1日採用

●トールペイントで作る春のプレート
◆日時 10月14日・28日、11月11日・25日、12月9日の各㈮午後1時30分～3時
〈全5回〉

事業継続力強化計画策定ワークショップ

長良川・柳ケ瀬健康ステーション

募 集

●明治時代の岐阜町・岐阜市
◆日時 10月11日、11月8日、12月13日の各㈫午後1時30分～3時
〈全3回〉
◆定員 14人 ◆教材費 300円

期限内に納付をお願いします

多発する自然災害に備え、ワークショップで災害時
の対策計画を策定し、事業と従業員を守りましょう。
◆日時 10月20日㈭、11月10日㈭〈全2回〉
※時間はいずれも午後1時30分～4時30分
◆対象者 個人・法人の商工業者 ◆定員 20人
◆申込 岐阜商工会議所ホームページ
（右記QRコー
から申し込む。詳しくはホームページをご覧く
ド®）
ださい。◆場所・
岐阜商工会議所
（神田町2－2・
264－2135）

短期講座

健康筋トレ教室
ボールエクササイズ
しなやかな身体を
つくる
「バレトン」

期日
2㈰

時間

定員

13:30～14:15 10人

9㈰
8・22 各㈯
9・16・30 各㈰ 10㈪
17・24・31 各㈪
7・21 各㈮
4・11・18・25 各㈫
5・12・19・26 各㈬
17・24・31 各㈪
5・12・19・26 各㈬
14・28 各㈮

15:00～15:30
11:00～11:30
11:30～12:00
13:30～14:00
7人
13:00～14:00
18:00～19:00
11:00～11:30

4・11・18・25 各㈫

18:30～19:15

しなやかな身体を
7・14・21・28 各㈮
つくるエクササイズ
17・24・31 各㈪
はじめてのノルディック
5・12・19・26 各㈬
ノルディックウオーキング60
ノルディックポール体操 6・13・20・27 各㈭ 23㈰
体幹バランス
5・12・19・26 各㈬
7・14・21・28 各㈮
美ボディエクササイズ
ピラティス
1・15・29 各㈯

詳しくは試験要綱やホームページなどをご確認
いただくか、お問い合わせください。

12:00～12:30
13:30～14:00

13:00～13:45
10:30～11:00
10:30～11:30 10人
13:30～14:30
15:00～15:45
14:45～15:30 7人
15:00～15:45
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公正証書に関する相談会

農業委員会委員
岐阜市職員

1015676
◆募集職種・人員 【大学卒程度】①事務職＝15人
程度 ②技術職（電気・機械・土木）＝各5人程度
③技術職（建築）＝10人程度 ④薬剤師＝5人程度
⑤獣医師＝3人程度 【短大卒程度】⑥技術職（電
気・機械・土木・建築）＝各3人程度 【民間企業
等職務経験者】
⑦技術職
（電気・機械・土木・建築）
＝
各3人程度 【実務経験者】⑧事務職（司書）＝2人
程度
◆受験資格 要綱確認
◆申込 9月15日㈭午前8時45分～10月6日㈭午後5
時30分に
「岐阜市オンライン申請総合窓口サイト」
から申し込む。試験要綱は9月15日㈭から入手可。
人事課
（市庁舎11階・ 214－4925）

会計年度任用職員
【フルタイム】
●子ども・若者総合支援センター 家庭児童相談員
1016561
◆募集人員 1人程度
◆受験資格 要綱確認
◆申込・
9月15日㈭～29日㈭
（必着）に申込書
などを郵送または開庁日時に直接子ども・若者総
合支援センター
（〒500-8813明徳町11・ 269
－1321）へ。試験要綱は9月15日㈭から入手可。
【パートタイム】
1017920
●一般廃棄物収集業務
◆募集人員 1人
◆受験資格 要綱確認
◆申込・
10月1日㈯から申込書を郵送または開
庁日時に直接環境一課
（〒500-8701司町40－1市
庁舎14階・ 265－3983）へ。試験要綱は10月1
日㈯から入手可。
●市民病院
◆募集職種・人員 ①理学療法士・②作業療法士・
③言語聴覚士＝各1人程度 ④薬剤師・⑤看護師・
助産師・⑥看護助手＝各若干人
◆受験資格 病院ホームページ確認
◆申込・
履歴書などを郵送
（必着／封筒に
「企業
職員
（募集職種）応募」と朱書き）または直接市民病
院病院政策課
（〒500-8513鹿島町7－1・ 251－
1101内線4313）
へ。

令和4年度国民健康・栄養調査調査員
◆募集職種・人員 ①管理栄養士または栄養士＝2
人程度 ②看護師または准看護師＝1人
◆勤務日時 ①11月14日㈪～12月16日㈮のうち
10日程度
（1日5時間程度）②12月9日㈮午後3時
～8時ごろ ※変更の場合あり
◆ 申 込・
9月30日 ㈮
（必 着）ま で に 履 歴 書 な ど
を郵送または開庁日時に直接保健所保健医療課
へ。
（〒500-8309都通2－19・ 252－7197）

1018058
◆募集人員 1人
◆応募資格 要項確認
◆任期 任命日～令和5年7月19日
◆報酬 月額33,900円
◆申込・
9月26日㈪～10月25日㈫
（必着）に推薦
用紙または応募用紙を郵送または開庁日時に直接経
済政策課 265－3896・農業委員会事務局 214－
2073
（〒500-8701司町40－1市庁舎13階）
へ。

住宅入居者
（岐阜県住宅供給公社）
●愛宕住宅
◆所在地 加納愛宕町18－1
◆家賃 月額40,000円、45,500円
◆敷金 家賃1.5か月分
●サービス付き高齢者向け住宅「ラシュールメゾン岐阜」
◆所在地 橋本町2－52岐阜シティ・タワー43
◆家賃 月額95,000円～111,000円
◆敷金 家賃3か月分
【共通】
※共益費など必要
◆申込・
岐阜県住宅供給公社業務課 0584－
81－8502

講 座

愛犬のしつけ方教室
〈10月〉 無料
◆受付日時 10月21日㈮午後１時
◆場所 保健所（都通2ー19）
◆対象者 犬の飼い主、犬を飼いたい人
電話で保健所生活衛生課 252－7195へ。
◆申込・

リウマチ医療講演会と相談会

無料

●主治医とともに治療法を決める
－2020年ガイドラインに沿って－
◆日時 10月2日㈰午後1時30分～3時30分
◆場所 岐阜大学サテライトキャンパス（吉野町6
－31）※事前申込不要
（公 社）日 本 リ ウ マ チ 友 の 会 岐 阜 支 部 事 務 局
0584－62－5238

難病ふれあい教室

～難病を相棒に就労を考える～

募集 講座

無料

●難病患者のキャリアの持続を考える
～治療をしながら働きつづける患者の今と未来～
◆日時 10月2日㈰午後1時30分～3時30分
◆場所 OKBふれあい会館（薮田南5－14－53）
NPO法人岐阜県難病団体連絡協議会・
◆申込先・
難病生きがいサポートセンター 273－0870
◎オンラインでも開催

案 内

行政書士・司法書士・土地家屋調査士相談会 無料
◆日時 10月1日㈯午前10時～午後3時
◆場所 マーサ21北館1階（正木中1－2－1）
岐阜県行政書士会岐阜支部 276－1774
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無料

◆日時 10月1日㈯午前10時～正午、午後1時～4時
◆内容 遺言・任意後見・離婚・賃貸借などの公正
証書作成 ※作成する場合には手数料がかかります。
◆場所・申込・
電話で岐阜公証人合同役場
（橋本
へ。
町1－10－1アクティブG2階・ 263－6582）

行政書士電話相談

無料

◆日時 10月3日㈪午前10時～午後3時
◆内容 相続・遺言、任意後見、農地転用、開発許
可、自動車登録、在留資格、建設業許可など
◆相談電話 岐阜県行政書士会 263－6580

不動産の相談会

無料

(弁護士・税理士・建築士・宅地建物取引士）

◆日時 10月3日㈪午前10時～午後4時
◆場所 市庁舎2階市民多目的スペース
（公社）全日本不動産協会岐阜県本部 272－5968

不動産の相談会（不動産鑑定士） 無料
◆日時 10月3日㈪午前10時～午後4時（1組30分）
◆場所 文化センター（金町5－7－2）
9月26日㈪までに電話で（公社）岐阜県
◆申込・
不動産鑑定士協会 201－2411へ。

ながら川ふれあいの森
「森の音楽会」無料
◆日時 10月6日㈭午後2時～
◆対象者・定員 未就園児と保護者／15組
9月22日㈭午前9時から電話で四季
◆場所・申込・
へ。先着順。
の森センター
（三田洞211・ 237－6677）

1.8mヤマボウシ植樹会
◆日時 10月2日㈰午前9時～午後3時 ※小雨決
行。中止の場合は9日㈰に延期。
◆集合場所 ながら川ふれあいの森 古津側駐車場
（長良古津字坊ヶ洞山916ー1）※事前申込不要。
持ち物などはお問い合わせください。
NPO法人ぎふし森守クラブ・神山 090－3835－7132

秋の山野草展
◆日時 10月8日㈯・9日㈰の午前9時～午後4時（9
日は午後3時まで）
◆場所 明徳公民館（明徳町11）
◆内容 鉢作り・造型・席飾りなどの展示、苔玉作
り体験・園芸に関する相談受け付け
ぎふ千草会・大洞 090－4441－5757

第74回岐阜市美術展覧会

無料

◆期間 10月1日㈯～10日（月・祝）の午前10時～午後5
時
（1日は午前11時開始の開場式終了後から、10日
は午後3時30分まで）※表彰式＝10日（月・祝）午後2時
◆場所 文化センター（金町5－7－2）
◆部門 日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真、グ
ラフィックデザイン
実行委員会事務局 268－1050

広報ぎふ 令和4（2022）年9月15日号

新型コロナウイルス感染症関連情報
若い世代の皆さんへ

新型コロナウイルスワクチン３回目接種のご検討を‼

・初回免疫(1・2回目接種)は時間の経過とともに弱まり、
オミクロン株に対する感染および発症の予防効果は著しく低下します。

・若い人であっても、重症化したり、症状が長引いたりする可能性があります。
・３回目接種は、ご自身だけでなく、家族、友人、高齢者など、
大切な人を守ることにもつながります。

〇新型コロナウイルスワクチンの接種案内
新型コロナワクチン接種の実施期間が延長になることを前提に、次のとおり
実施します。国の方針により、ワクチンの種類や接種年齢などに変更が生じた
でお知らせします。または、 252－
場合は、市ホームページ
（ 1004102）
0580までお問い合わせください。

■ 公共施設での接種スケジュール

10/1㈯
10/2㈰
10/8㈯
10/9㈰

新型コロナウイルス感染症に関する
最新の情報は、市ホームページで
ご確認ください➡

〇後期高齢者医療保険料の減免について
事業収入等の減少が見込まれる次の要件を満たす人は、
保険料の減免が受けられます。
◆対象者 【全額免除】
新型コロナウイルス感染症により、世
帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った人
【減免】
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主た
る生計維持者について、次の全てを満たす人 ①今年の事業
収入等の減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
②前年の合計所得金額が1,000万円以下 ③ ①に該当する
所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下 ◆対象保険
料 令和４年度分 ※令和3年度末に資格を取得したことに
より、4月以降に納期限が到来する令和3年度分も対象
感染症対策のため、原則、申請書および必
◆申請方法・
要書類を郵送で福祉医療課
（〒500-8701司町40－1・ 214
－2128）
へ。※詳しくは市ホームページ（ 1012794）でご確認いた

予約はこちら⇒

〇子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり
親世帯分・ひとり親世帯以外分）の申請受付中

3回目接種
3・4回目接種 ※4回目対象者は下記参照 接種予約
開始日
ファイザー社
（12歳以上）
モデルナ社
（18歳以上）
北保健センター

市庁舎

南保健センター

9/22㈭

◆対象児童 令和4年3月末時点で18歳未満の児童または
20歳未満の特別児童扶養手当受給児童
（ひとり親以外の子
育て世帯は令和5年2月末までに生まれた児童も対象）◆支
給要件 【❶ひとり親世帯分】
①令和4年4月分の児童扶養手
当受給者＝申請不要
（支給済み）②公的年金受給により令和
4年4月分の児童扶養手当を受給していない人＝要申請 ③
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が児童扶養手当受
給者と同じ水準になっている人＝要申請 【❷ひとり親世
帯以外分】④令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養
手当受給者で令和4年度住民税均等割が非課税の人＝申請
不要
（支給済み）⑤ ④に該当しない対象児童の養育者で、
令和4年度住民税均等割が非課税、または令和4年1月以降、
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が非課税相当の収
入となっている人＝要申請 ◆支給額 対象児童1人あた
り5万円 ◆申請期間 来年2月28日㈫まで ※詳しくは市

9/29㈭

詳しくはこちら⇒
■ 4回目接種について
●対象者および接種券の発送（❸は4回目接種拡大の対象者）

3回目接種完了日から5か月以上経過した次に該当する人が対象
❶60歳以上の人＝接種券の申請は原則不要。ただし、3回目接種後に岐阜
市へ転入した人や海外で3回目接種を受けた人は申請が必要。
❷18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する人など＝3回目接種を完了した人
には、申請に基づき、接種券を発行。
❸18歳以上60歳未満の医療従事者等、高齢者施設等従事者、介護保険サー
ビス事業所・障害福祉サービス事業所等・地域包括支援センターの従事者＝
接種券の発行については市ホームページ参照

●申請方法

申請書
（市ホームページ
（ 1010860）で入手可）を郵送またはファクスで
新型コロナウイルスワクチン接種対策課
（〒500-8309都通2－19・ 252－
0639）
へ。

1003632、❷：
1010837）
でご確認いただ
ホームページ
（❶：
くか、お問い合わせください。 子ども支援課 214－2146

新型コロナウイルス感染症の相談は受診・相談センターへ
●平日
（保健所感染症対策課）

252-0393
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だくか、お問い合わせください。申請書は市ホームページで入手可。

原則、WEB予約システムから予約（ 252－0580での電話予約も可）

接種日

市政

新型コロナウイルスワクチン接種の相談は…

●休日・夜間窓口

252-0639

●岐阜市ワクチンコールセンター

272-8860

※平日：午前９時～午後5時

※平日：午後5時～翌午前9時、土日祝日：終日

252-0580

252-0639

※毎日：午前8時45分～午後5時30分

岐阜市のデジタルサービスをご利用ください
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■人口
人口 403,119人（232人減） ■世帯数
世帯数 184,898世帯（37世帯増） ※令和4年9月1日現在（ ）内は前月との比較

◎ 広 報 ぎ ふ9月15日 号 は、9月6日 時 点 の 情 報 で
作成しています。新型コロナウイルス感染症の影響
により掲載記事の内容が変更となる場合があります。
最新情報は市ホームページをご覧ください。
※掲載記事の内容については、各担当部署へお問い合
わせください。
※無断転載・無断複製を禁じます。
発行／岐阜市
編集／市長公室広報広聴課 （058）214－2387

