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今月の表紙：ＭiiＭo 図書フロア

新型コロナウイルス感染症について、
最新情報は三宅町公式ホームページへ

https://www.town.miyake.lg.jp/

MiiMoからのお便り -第9回-

＼まちのみんなをつなぐ／

みんなの笑顔が集まったＭｉｉＭoのプレオープン！

■ 7月22日（海の日）11：00 OPEN！
こどもえんにち

●MiiMo食堂お試し出店
・みぃものこびとぱん
・Cafe＊MOMO
・喫茶1475
・holoholo
・アトリエスタ食堂
・オオニシ恭子のやまと薬膳
●野菜マルシェ
・みやけまちづくりの会

こどもえんにち

●展示ブース
・野球グローブ生産100周年展示
・みやけコプター写真展
●こどもえんにち
・AsMama
●図書フロア / 読み聞かせ
・図書スタッフ、石見文庫
●MiiMoホールミニLIVE
・ゆるすぽストリートダンス

ジャザサイズ（エクササイズ）

・華鼓（和太鼓）
・さみどり（オカリナ）
・福市場（歌・ピアノ・フルート）
・ジャザサイズ（エクササイズ）
・flower fish（ストリートダンス）

17：00 CLOSE

ご来場ありがとうございました！
2021.09
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みやけまちづくりの会

ワークショップ

ゆるすぽストリートダンス

■ 新たなつながりと楽しみが増えた一日
華鼓（和太鼓）

みやけコプター写真展

MiiMo食堂シェアメンバーの皆さん
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こどもえんにち

MiiMoからのお便り -第9回-

■ 図書を並べたよ！ （図書配架イベント レポ―ト）

子どもたちと児童書を一冊一冊並べて、お気に入りの本を紹介
７月 17 日に行われた図書の配架イベント。小
学生を中心に保護者の方も一緒になって、児童書
や絵本など約 1000 冊を本棚へ並べました。

懸命本を並べる姿を笑顔で見守る様子は、素敵な
風景でした。
本を並べ終えた後は、それぞれがお気に入りの

好きな本を探して並べる子、次から次へとどん

本を紹介する手作り POP を作って、その本が好

どん並べる子、一冊一冊をそろえて並べる子など

きな気持ちを表現してくれました。これも素敵な

など。お父さんお母さんは「懐かしい！」と絵本

MiiMo の名物になりそうです。

を手に取ってみたり。みんなが子どもたちが一生

●図書フロアの利用について
▶︎貸

出

奈良県内にお住まいの方、通勤通学さ

れている方。

ひとり 5 冊まで、2 週間。
▶︎開館時間

※貸出カードの申請が必要です。
9：00 ～ 19：00

※毎週月曜日、年末年始除く

※ 19：00 ～ 21：00 は、返却のみ
１F コンシェルジュにて受付

※詳しくはホームページなどにてご確認ください

2021.09

広報誌 みやけ

4

■ 9月1日（水）コワーキングカフェ スタート
まずはドロップインでの利用から
MiiMoのコワーキングカフェの運用が始まりま
す。飲食可能で利用者同士のコミュニケーション
が生まれるように「カフェ」と名付けています。
リモートでのお仕事はもちろん、６カ月以上の
長期プランならネットショップの拠点（登記・住
所利用）などにも活用いただけます。
ご利用申込みは、１階の窓口コンシェルジュへ
どうぞ。

●コワーキングカフェの利用について

※長期プランについては９月１日から受け付け
し、10月１日から利用開始予定です。

▶︎利用時間

※毎週月曜、年末年始は休館
▶︎料金

※一部備品類が整っていない場合があります。

9：00～21：00

ドロップイン １時間100円、１日500円
長期

▶︎設備

１カ月7,000円

Wi-Fi、複合機、ロッカー完備。
プロジェクターやWEB会議用の設備など
有料で貸出可

※詳しくはホームページなどにてご確認ください

■ MiiMo情報発信中！

■ イベント案内

●ホームページ

●

https://www.miimo.jp

9月

・ 17日（金） 福市場「うたカフェ」
10：00～11：30 歌とピアノ【ホール】
・ 21日（火） 人権学習講座

●facebook

13：00～15：30【ホール】

＠town.miyake.fukugo
●

●Twitter

10 月

・ 2日（土）14：00～３日（日）12：00

＠MiimoMiyake

MiiMo de CAMP【全館】
MiiMoでテントを張ってお泊まり！

●instagram

※詳細はホームページをご参照ください

miimo_miyake

・ 31日（日） 生涯学習推進講座
10：00～12：00【コミュニティールーム２】
みーも後記

まだまだ暑い日が

Ｍｏ の 人 気 ス ポ ッ

続きますが、Ｍｉｉ

ト、２階のテラスに

は少し涼しい風が吹

き込んで来るように

なりました。お茶し

2021.09

ながらおしゃべりも

よし、読書や仕事す
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る も よ し。「 こ う ゆ

う場所ほしかった」

と、きっと思っても

らえるテラスです。
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※新型コロナウイルス感染状況等により予定
は変更になる場合があります。詳細はＭii
Ｍoホームページ、または広報誌などでご確
認ください。

お知らせ

今だけ！５千円のお買物券をお渡しします！

マイナンバーカードはＭiiＭo臨時窓口で申請できます！
マイナンバーカードの申請手続きを行いやすくするため、三宅町交流まちづくりセンター
MiiMoの３階に「マイナンバーカードの臨時窓口」を設置します！
９月１日から12月17日までにマイナンバーカードの申請をしていただいた方には、「みやけマイ
ナンバーお買い物券」１人あたり５千円分をお渡しします。

▶受付場所

三宅町交流まちづくりセンター
MiiMo

▶受付期間

▶受付時間

９時から12時まで

３階事務室内

13時から17時まで
▶持ちもの

令和３年９月１日から
12月17日まで
（土日祝を除く。）

本人確認書類
本人確認書類は次のＡまたはＢのう
ち、「氏名と生年月日」または「氏名
と住所」が確認できるもので、有効
期間内のものをお持ちください。

本人確認書類
マイナンバーカード交付申請書
マイナンバー通知カード

Ａ（次のうち１点）
運転免許証
運転経歴証明書
パスポート
在留カード
特別永住者証明書
障害者手帳（顔写真付）
住民基本台帳カード 等

Ｂ（次のうち２点）
健康保険証
介護保険証
年金手帳
年金証書
医療受給者証
社員証
学生証 等

問 ・ 申 住民保険課

9月

☎0745-44-3073

「あざさ苑」からのお知らせ
♨

お風呂のご案内

♨

営業時間：11時～21時（受付20時30分まで）

※次の時間帯は、換気・消毒をするため利用できません。
①15時～15時45分

②17時30分～18時15分

0742ー61ー5863
090ー7754ー6959

休業日：6日・13日・20日・21日・27日
問 三宅町社会福祉協議会

☎0745-43-2078

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

2021.09
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お知らせ

＼専門家が無料でアドバイス／

おとなの栄養相談
▶日

程

令和３年10月13日（水）
11月16日（火）
令和４年１月19日（水）
２月14日（月）
３月16日（水）

▶時

間

13時15分～16時30分
（個別相談は１人40分程度）

管理栄養士による食生活の相談会を開催します。健

▶対象者

どなたでも可

診結果で、食生活習慣の見直しが必要だと言われた方、

▶申込み

予約制です。３日前までにお電話によりお

普段の食生活について相談されたい方は、お気軽にご
利用ください。

申込みください。
問・申 健康子ども課（あざさ苑内）☎0745-43-3580

高齢者肺炎球菌予防接種について
▶対象者

三宅町に住民票を有し、次の①、②のいず

▶実施期間

れかに該当する方

令和４年３月31日（木）

① 今 年 度 中に65歳、70歳、75歳、80歳、

※期間外の接種は自費となります。

85歳、90歳、95歳、100歳になる方
※対象となる方には８月末に、はがきを送付し
ます。

②60歳～65歳未満の方で、心臓、じん臓、
呼吸器の機能または、ヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫の機能に障害を有する方
（身体障害者手帳１級程度）
※既に肺炎球菌ワクチンを接種したことがある
方は、対象外となります。

▶自己負担金

3,000円
※生活保護を受給の方は、自己負担金が
免除されます。接種前に健康子ども課
にお申し出ください。

LINE公式アカウント登録してね！
アカウント名

三宅町
（@miyake.town）

▶接種方法
【三宅町、川西町の医療機関で受ける方】
・直接医療機関に接種予約をしてください。
・予診票等は医療機関に設置します。
・自己負担金は、接種時に医療機関でお支払いください。
【三宅町・川西町以外の県内医療機関で受ける方】
・事前に健康子ども課での手続きが必要です。
・医療機関に接種の予約をしてから、自己負担金をお
持ちの上、健康子ども課にお越しください。
問 ・ 申 健康子ども課（あざさ苑内）☎0745-43-3580

マイナンバーカード休日・夜間窓口のお知らせ
手続き
申

請

受取り

イベントや 複 合
施設の情報など
を配信予定です。
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問 問い合わせ先

申 申し込み先

日

９ 月 1 2 日（ 日 ）
９ 月 1 2 日（ 日 ）
９ 月 2 2 日（ 水 ）

時
９時～12時30分
９時～13時00分
17時15分～19時

※休日・夜間窓口で手続きをされる方は、事前の予約が必要で
すので、住民保険課へお電話ください。

問 ・ 申 住民保険課
場 場所

☎0745-44-3073

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

お知らせ

祝 長寿！

９月20日は敬老の日

毎年９月の第三月曜日は「敬老の日」です｡
高齢者になってもいつまでも笑顔で元気にすごせる
よう、みんなで支えあう優しい地域を目指しましょう。
三宅町では、今年度に百歳を迎えられる方、今年中
に米寿・古希を迎えられる方々へ、お祝いの品をお贈
りいたします。
問 長寿介護課

☎0745-44-3074

＼百歳を迎えられる方／
大正10年4月1日～大正11年3月31日生まれの方
4名（男性1名 女性3名）
＼米寿

満88歳の方／

昭和8年1月1日～12月31日生まれの方
40名（男性16名、女性24名）

＼古希

満70歳の方／

昭和26年1月1日～12月31日生まれの方
95名（男性44名、女性51名）
※令和３年８月１日現在

農作業に伴う道路の泥汚れ防止について
トラクター等での農作業の際、田や畑から道路へ出
る前には、必ず泥を落としてから走行するようにお願
いします。道路に落ちた泥は、交通の妨げとなる場合
があり大変危険です。
やむを得ず道路を汚した場合は、速やかに清掃する
など道路を利用する誰もが安全に通行できるように心
がけましょう。
問 土木管理課

☎0745-44-3076

建物管理

建築物環境衛生管理技術者免状
防除作業監督者

だるま美装（株）

空気環境測定実施者
危険物取扱者免状（乙種４類）

三宅町小柳４１５
☎
（0745）
４３-０７００
（代）
daruma-biso@star.ocn.ne.jp

乙種ガス主任技術者免状
飲料水水質検査
特約店販売の許可資格 日用品雑貨

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

広告

快適な環境づくりを応援します

葬儀一式・寝台車

花吉葬祭
は な

き ち

三宅町伴堂５５１ ☎４４－０２３２

光ホール

FAX ４４－１３７９

三宅町屏風１０３－１
☎ ４２－１０２７ FAX ４２－１０２８
2021.09
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お知らせ

環境衛生課からのおしらせ
危険！！ごみ袋の中にナイフが混入！

過日、収集した飲食用ビンのごみ袋の中に
ナイフが何も包まれずに２本混ざっているの
を発見しました。作業を行っていた職員には
幸いケガはありませんでした。ただ、ナイフ
をそのまま捨てることは非常に危険です。収
集作業をするごみ収集員やクリーンセンター
職員が大けがをする恐れがあります。
再度、家庭ごみ分別の手引きをよく読んで
ゴミの分別への協力をお願いします。

有害ゴミ等は必ず分別してください

照明器具の蛍光灯を外さずに「不燃ごみ」と
してだされている人がおられました。照明器具
は「小型家電」、蛍光灯は「有害ごみ」として分
別してください。
他のごみに有害ごみを混ぜると、収集時に破
裂などの危険性があると同時にリサイクルを妨
げることになります。有害ごみ等は、有害ごみ
の日に透明の袋にいれて出してください。
照明器具は分別が必要です
照明器具は
「小型家電」です。
蛍光灯は
「有害ごみ」です。

そのまま捨てられていた照明器具

有害ごみ等回収コーナーのご案内
ナイフがそのまま入れられたごみ袋と、ナイフ

ナイフ（鋭利なごみ）の捨て方

ナイフ、かみそりや割れたガラスなどの鋭利なごみは、
布や紙で包んで、「きけん」と書いて不燃ごみの袋へ入
れてください。

▶︎

粗大ごみの申込み

三宅町では、粗大ごみの収集日を設けずに、リクエス
ト収集として、申し込みをされた方へ個別の収集を行っ
ております。
粗大ごみの収集を希望される方は、環境衛生課まで連
絡下さい。

家庭ゴミ分別の手引き

ごみの分別はこちらの手引きをご覧ください。

広告
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近鉄石見駅西前

問 問い合わせ先

有害ゴミ

体温計・鏡・乾電池・蛍光灯・ライターなど

小型家電

情報関連機器（プリンター・ 電話機など）他

0745-44-3077

どんな除草剤が効くか分からない・・・

休診日
土曜午後
日曜・祝日

☎0745-27-2030

スプレー缶 カセットボンベなど

雑草の悩みありませんか？

交通事故・労災・各種保険取り扱い

三宅町石見478

回収している有害ごみ

問 環境衛生課

川 口 整 骨 院
受付時間
午前 9:00-12:00
午後 5:00-7:00

役場の有害ごみ等無料回収コーナー
平日の８時30分から17時15分まで、無料で回
収しています。

P有

申 申し込み先

草を引っこ抜いて持ってきてください！

草との戦い
応援します！

除草剤・農薬・肥料の販売

メール：katsuinouki@able.ocn.ne.jp
修理が大好きな農機店

㈱勝井農機
☎（0745）44-2881

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

お知らせ

健康麻雀（マージャン）会員募集！
私達は、認知症予防に効果的だと言われている麻雀
（マ－ジャン）を楽しみながら、毎日が元気で過ごせ
るよう「お金を賭けない・お酒を飲まない・煙草を吸
わない」をモット－に高齢者の健康づくりとして活動
を行っており、現在20名の方（男性19名、女性1名）
が参加されています。
女性の方も大歓迎です。ご興味のある方、ぜひお気
軽にお問い合わせください。
▶日 時 隔週（第１・第３週）土曜日
13：00～17：00
▶場 所 三宅町保健福祉施設「あざさ苑」内
▶対 象 町内在住のおおむね60歳以上の男女（昔、
麻雀をされた方等）

▶入会金 1,000円
▶参加費 １回につき700円
問 三宅町健康麻雀推進クラブ
☎090-3996-8738

代表

植村

住一

三宅町健康麻雀推進クラブの皆さん

空家等実態調査のお知らせ

９月は屋外広告物適正化月間です

9月から10月にかけて三宅町内全域を対象に、空家
等の実態調査を行います。この調査は、空家等の件数
や状況を把握し、今後の計画的な適正管理や利活用、
空家等対策計画の策定を目的とします。
なお、調査員による現地調査を次のとおり行います
ので、ご協力をお願いします。

奈良県は多くの歴史文化遺産と一体をなす歴史的風
土と自然環境に恵まれた地です。これらの地域と一体
となった美しい景観づくりを進めていくため、次の取
組みをともに進めていきましょう。

▶調査期間
▶調査業者

令和3年9月～10月
(株)日本インシーク
※調査員は三宅町の腕章及び身分証明書を携

▶調査内容

帯しています

外観写真撮影、外観目視調査
※調査員が敷地内に入ることはありません

問 土木管理課

☎0745-44-3076

地域とつくる美しい景観づくりの取組み

１ 景観を阻害している違反屋外広告物の追放
２ 屋外広告物条例の遵守及び屋外広告物制度の周知・啓発
３ 屋外広告物の掲出に際する安全管理の徹底

なお、屋外広告物を掲出する場合は、市町村長の許
可が必要です。また、屋外広告業を営む場合は奈良県
知事(奈良市内の場合は奈良市長)の登録が必要です。
近年、屋外広告物が原因となる事故が増えてきてい
ます。安全確保のためにも、屋外広告物設置は、必ず
登録事業者に依頼し、設置後も屋外広告物の定期的な
点検をお願いします。
問 土木管理課

☎0745-44-3076
広告

タクシーのご用命は

三宅交通
奈良県磯城郡三宅町屏風７３番地
フリーダイヤル ０１２０－４５６７－１２
☎ ０７４５－４４－４０００

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

乗
乗務
務員
員
募
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中
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イベント・募集

第3回三宅町「地域人権学習講座」

第 ま、部落問題を語る―部落に生まれた「歩から」
３回目となる三宅町地域人権学習講座は、『い

―』をテーマに、京都で長年識字活動や部落解放運動

をされてきた山本栄子さんと、山本崇記さんをゲスト
にお話をして頂きます。

お二人は、『いま、部落問題を語る―新たな出会い

を求めて』（株式会社 生活書院）を編集・出版されま
した。その書籍で「80歳を越えてから、人との出会い

山本 栄子さん

▶日

時

直しをしている。」と栄子さん。

▶場

所

との出会いや識字の運動のこと、崇記さんを聞き手に、

▶申

込

栄子さんが生まれ育った地域のこと、部落解放運動

栄子さんのお話をじっくりお聞きください。

▶参加費

山本 崇記さん
（静岡大学人文社会科学部
地域創造学環 准教授）

9月21日（火） 13時30分～15時30分
三宅町交流まちづくりセンターMiiMo
１階
不要

MiiMoホール

無料

問 教育委員会事務局（文化ホール内）

☎0745-44-2210

屯屯大学
10月8日開催

カルチャー学習講座

色えんぴつ画教室

10月31日開催

初めての方、絵の苦手な方も大丈夫。

塗り方の基本を学び、塗り絵の魅力を楽しみましょう！
▶日時

▶場所
▶対象
▶定員
▶費用
▶講師
▶申込

10月8日（金）13時30分～15時30分

スをつくりましょう！
▶日時

▶場所

20名（先着）

▶定員

▶対象

屯屯大学校生（随時登録可）

▶費用

色鉛筆アーティスト

宝珍

▶講師

幸子さん

9月1日～9月15日(土・日・祝日を除く)

レザークラフト講座

三宅町特産品であるグローブの皮を使ってスマホケー

三宅町交流まちづくりセンターMiiMo

500円

参加者募集！

▶申込

8時30分～17時

参加費を持参のうえ、下記までお申し込みく
ださい。（窓口での申込のみとなります。）

10月31日（日） 10時～12時

三宅町交流まちづくりセンターMiiMo
屯屯大学校生（随時登録可）
20名（先着）
2,000円

𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷

9月17日～10月1日(土・日・祝日を除く)
8時30分～17時

参加費を持参のうえ、下記までお申し込みく
ださい。（窓口での申込のみとなります。）

問 ・ 申 教育委員会事務局（文化ホール内）☎0745-44-2210
広告

中尾精肉店

牛
豚

肉
肉

三宅町上但馬187-5

☎0745-56-2501
お気軽に

肉屋の手作りコロッケ
ホルモン天ぷらなど
お惣菜もあります！
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

GLOVE
TOWN
MIYAKE
2021

ＳＮＳも始まっています！

Facebook

オープニングイベントを開催！
三宅町でグローブ生産が始まり、今年で100年目を迎
えました。７月25日、次の100年に向けての新たな挑戦

YouTube

Twitter

Instagram

さんや参加された皆さんを交え意見交換を行いました。
当日の様子はYouTubeにも公開されています。是非
ご覧ください。

の始まりとして、トークイベントを開催しました。
当日はグローブ職人の皆さん、三宅町の皆さん以外に
も町外からもたくさんお越しいただきました。中にはグ
ローブ職人になりたいという高校生も静岡県からお越し
いただきました。
第1部では、野球グローブ生産100周年事業実行委員
会の森田会長と作業部会リーダーの𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷
の事業の目標や内容を説明。第２部では、全国で地域課
題の解決を支援しているstudio-L代表の山崎亮さん、全
国で商品開発を行うセメントプロデュースデザイン代表
の金谷勉さんによりトークセッションが行われました。
トークセッションでは、グローブ職人の次世代の採用や

問 野球グローブ生産100周年事業実行委員会事務局

（産業振興課内） ☎0745-44-3071

次の100年に向けた取組みのあり方について、職人の皆

消費生活相談
Ｑ

ネガティブオプションへの法改正がありました
左の③のようなネガティブオプションの場合、以前は
14日間手元で保管することが必要でしたが、特定商取

注文した覚えのない商品が私あてに送られてきまし

引法の改正により「商品は直ちに処分可能」「金銭の支

た。どうしたらいいでしょうか。

払いは不要」「もし金銭を支払ってしまったら返還請求
可能」となりました。この決まりは海外から送り付けら

Ａ

ケースごとに対応が異なります。

れてきた場合にも適用されます。

①プレゼントだったというケース
相談窓口から送り主となっている事業者に確認して

消費生活に関する相談は消費生活相談窓口で

みたところ、相談者の友人からの誕生日プレゼント

これ以外のケースも考えられ、どのケースに該当するか

だった、子どもからの母の日の贈り物だったという

判断が難しい場合も多いと思います。ネガティブオプ

ことはよくあります。

ションだと思い込み商品を破棄したのちに誤配達だと分

②誤配達であるケース

かったということもあり得るので、慎重な対応が必要で

事業者から「間違えて送ってしまった」という連絡

す。心配な時はぜひご相談ください。

がある場合もあるので、一定期間、商品を保管して
おいた方がよいでしょう。
③送り付け（ネガティブオプション）であるケース
一方的に商品を送り付け、送り付けられた人がその

消費生活相談窓口
日時

三宅町

9月14日・28日（火） 9月7日・21日（火）
10時～15時
10時～15時
役場庁舎3階
第2会議室

場所

商品を購入しないという意思表示をしないと、購入
の意思があると決めつけ代金の請求をするのが「ネ
ガティブオプション」です。

問 産業振興課

川西町

役場庁舎2階
図書室

☎0745-44-3071

三宅町消費生活相談専用ダイヤル
☎0745-43-3588

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。
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令和3年 秋の交通安全
県民運動

奈良県警察公式「YouTube」チャンネルに

交通安全教室などの動画を公開中です！
9月11日は「警察相談の日」
～警察の相談ダイヤル♯9110～

交通事故が多発する地域において重点的に交通指導取

奈良県警察では、警察本部や各警察署に「ナポくん相

締りや交通安全施設の点検を実施するなど、交通事故防

談コーナー」を設置しています。ここでは、専任の相談

止活動を強化します。

員が、犯罪等による被害の未然防止に関する相談や皆さ
んの安全と平穏に関する相談を電話や面接、ファックス

▶実施期間

などにより受付け、問題の解決に向けたアドバイスを

令和3年9月21日（火）～9月30日（木）

行っています。

▶皆さんへのお願い
マナーアップ大和路2021

交通安全「やまとじ」の実

践をお願いします。
や

☎ ♯9110

夜間に目立つ反射材、

または

FAX 0742-24-0874

前照灯の早め点灯と上向き点灯
ま

警察本部県民サービス課のナポくん相談コーナー
0742-23-1108

天理警察署のナポくん相談コーナー
☎ 0743-62-0110

待った、飲酒運転。
ハンドルキーパーで安全・安心

と

止まってゆずろう、横断歩道は歩行者優先

じ

自転車は車の仲間、ルールを守って安全運転

今もなお

問 天理警察署

☎0743-62-0110

天理警察署田原本警察庁舎

ー 人権コラム ー

☎0744-33-0110

てんいち先生

避難者への嫌がらせの電話
先日、子どもたちの人権作文集に何気なく目を通しているとき、「避難生活から
見えたこと」という中学生の作品に出会いました。彼は福島県で生まれ、幼少期を
福島で過ごしました。しかし、2011年3月11日に起こった東日本大震災のために
避難生活をすることになったのです。地震の影響で起こった原子力発電所の事故に
より、放射能を避けるため家族で避難しました。
順調に新しい土地に慣れてきた頃、福島から避難した人たちが、いじめや嫌がら
せを受けているという話を聞きます。その後は、他の人たちが受けたような差別が
いつ自分の身に降りかかってくるか分からない不安なくらしが続くようになりまし
た。
そして、ついに彼の家にも嫌がらせの電話がかかってきました。それまで明る
かった家の中の空気が、一瞬で暗くなったそうです。

間違った知識や思い込みが偏見を生む
この作文を読んで、震災から10年が経過した今もなお全国に避難した福島の人
たちへの中傷やいじめがやまないことと、「放射能がうつる」という誤った情報が
広まったままであることに驚いてしまいます。
間違った知識や思い込みがいとも簡単に偏見を生み出していきます。そして人は
自分の考えをなかなか変えようとはしません。今一度、自分と自分の周りを点検し
てみてはどうでしょうか。
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

＼10月１日から３月31日まで／

国保中央病院への無料送迎バスの広域運行実証実験を行います！
▶実証実験の期間
令和３年10月１日（金）～令和４年３月31日（木）
▶新設するバス停
川西町役場正面玄関前（川西町）
ファミリーマート磯城三宅店前（三宅町）
はしお元気村前（広陵町）

現在、国保中央病院～田原本駅間で無料送迎バスを
運行しておりますが、近隣住民様の通院等における交
通の利便性向上を図るため、新たに川西町、三宅町、
広陵町それぞれにバス停を設け、広域運行の実証実験
を行いニーズ調査を実施します。
なお、広域運行に伴い、現行の運行ルート、運行ダ
イヤが大きく改正されますので、利用者の皆様におか
れましては、ご留意願います。

▶川西町発の時刻表

▶三宅町発の時刻表

▶広陵町発の時刻表

時間

平日

土曜日

時間

平日

土曜日

時間

平日

時間

土曜日

8

40

40

8

44

44

9

26

10

27

11

15

22

11

21

28

12

1

12

18

▶国保中央病院発の時刻表

▶田原本駅発の時刻表

時間

平日

土曜日

時間

7

44(田）

55(田）

7

8

05(田）26(川）54(田）

26(川）57(田）

8

16

9

14(広）37(田）

20(田）55(田）

9

4 47

10

15(田）43(田）

15(広）50(田）

10

11

03(川）31(田）51(広）

10(川）39(田）

11

41

12

30(田）

08(広）31(田）

12

40

13

18(田）

45(田）

13

30

14

04(田）

14

20

25

15

02(田）

15

20

25

16

04(田）

16

30

17

09(田）29(田）

18

03(田）29(田）

12(田）

29(田）

平日
35

25

土曜日

53

45
16
7

53

17

19

45

18

16

41

30
5

0

49
41

（田）田原本町行き （広）広陵町行き
（川）川西町、三宅町行き

土曜日は、第1・3・5土曜日のみの運行です。
詳細は国保中央病院HPをご覧ください。
問 国保中央病院

☎0744-32-8800
国保中央病院を拠点とした地域間アクセス向上事業広域検討委員会

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

☎0745-44-3070
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まちの話題

PHOTO

NEWS

6月26日
三宅マリナーズ

６月12日と26日の２日間にかけて、健民運動場

で、第７回磯城郡チルドレンベースボール大会が行
われました。

この大会は、少年少女が軟式野球を通して大きな

夢と希望を育み、たくましく育ってくれる事を願う

準優勝！！

とともに、郡内の少年少女と親睦を図り、心身とも

健康で明るい明日への意欲を養うことを目的に開か

れているものです。磯城郡内の小学生の軟式野球
チームが６チーム参加し、三宅マリナーズが準優勝
しました。

7月16日

6月23日

三宅小学校で租税教室を行いました！

三宅町物づくりふれあい塾より
双眼鏡を寄贈していただきました

７月16日（金）に三宅小学校の６年生を対象に租税

教室を行いました。

講師は前回に引き続き、桜井納税協会女性部の岡本

様、西田様に務めて頂きました。
「税金が使われている

施設・建物はどれでしょう？」
といったクイズをしたり、
身近な例を用いて、どのようなことにどのくらいの税
金が使われているかについて教えて頂きました。

受講前には、
「税金を取られるのはイヤだ！」と言っ

ていた児童たちも、受講後には、
「税金は必要だ」と答
えてくれました。

租税教室は、児童たちに税金の大切さを知ってもら

６月23日（水）
、三宅町物づくりふれあい塾から、

三宅町の子どもたちのために、双眼鏡を５台寄贈して
いただきました。ありがとうございます。

今後、子どもたちのための活動やバードウォッチン

グ・イベント等に活用させていただきます。

う為のとても良い機会になりました。
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場 場所

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

三宅町シェア・コンシェルジュ活動レポート

MiiMo プレオープニングイベントで
「こどもえんにち」実施しました！

テラスでは、ヨーヨー釣りやボールすくい。
前日から、空気入れをがんばりました！

7月の「つながるひろば」は特別版として、MiiMoプレオープニングイベント
にあわせ、「こどもえんにち in MiiMo」を開催いたしました。
コロナ禍で様々なおまつりの場が開催されない中、様々な感染予防策を
とりながら、うちわ制作や的あて、キャラクターヨーヨー、ボールすくい、
くじびき、三宅町クイズ、三宅町アプリ紹介など、三宅町シェア・コンシェル
ジュのみなさんのアイデアと工夫をこらした様々なブースが登場。
三宅町内外300人以上の方に楽しんでいただくことができました。

2021 年 7月 22 日
（祝）
11 時〜15 時
当日参加組数：117 組

（事前申込みからの参加 87 組、
当日参加約 30 組）
事前予約 109 人の内訳
奈良県 磯城郡三宅町

72

奈良県 磯城郡田原本町

16

奈良県 磯城郡川西町

2

奈良県 北葛城郡

5

奈良県 大和高田市

4

奈良県 大和郡山市

3

奈良県 香芝市

2

奈良県 生駒市

1

奈良県 橿原市

1

兵庫県 宝塚市

1

京都府

1

大阪府 豊中市

1

計

図書ボランティアの方による絵本読み聞かせ。

109

夏気分を味わってもらおうと、花火フォトブースも！

浴衣を着る機会がなかなかない中、浴衣や甚平
の子ども達も目立ちました

三宅町アプリで つながろう、シェアしよう！
最新の地域情報やイベント情報を配信中 ! おすそわ
けやおさがり交換、「ちょっと困った」のお手伝い募
集、子どもの送迎・託児など。ご近所さんと頼りあっ
て、くらしをちょっとラクに楽しくできるアプリです。

iPhone

無料
ダウンロードは
こちら

Android

【三宅町の現況】町内シェア・コンシェルジュ数：19 人／ 2020 年 10 月〜交流イベント実施回数・参加組数：13 回・382 組／三宅町アプリ登録数：202 人
（2021 年 7 月末時点）

運営：株式会社 AsMama

http://www.asmama.jp

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

info@asmama.co.jp ／三宅町 健康子ども局 健康子ども課

Tel

0745-43-3580
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再発見

さん

50

50

担当者取材レポート

中尾精肉店
インスタグラム

中尾精肉店さんの取材中にも何
人もお客さんが来られ、皆さんの
コミュニケーションの場所にも
なっていました。いつも私たち職
員にも気を配ってくれる中尾さん
が、お店の周りで遊ぶスタッフの
お子さんをとても微笑ましく眺め
ている光景にとても癒されまし
た。
個人的なおすすめ商品は、焼き
肉用のお肉はもちろん。晩ごはん
や お や つ に も な る コ ロ ッ ケ、 お
酒が飲みたくなる牛すじ土手焼
き と、 ロ ー ス ト ビ ー フ！ い つ か
MiiMo食堂で中尾精肉店のコ
ロッケバーガーを販売してもらえ
ないか期待しています。（増）

営業時間：10時～18時30分頃
休 店 日：日曜日
住
所：三宅町上但馬187-5
T E L ：0745-56-2501
そ の 他：第１、３金曜日と翌
日の土曜日には、
特売日を開催します

「コミュニケーションの場所になり、皆さんが元気になるように」

泰造

で、ホルモン目当てに遠方からも
買いに来る方もおられるそう。
ほかにも、お肉屋さんのコロッ
ケとして「牛すじコロッケ（ 円）、
カ レ ー コ ロ ッ ケ（ 円 ）、 牛 メ ン
チ カ ツ（ 円 ）や、 と り メ ン チ カ
ツ（ 円）などの商品も店内で作っ
ています。とりメンチカツは、ヘ
ルシーで食べごたえもあり、女性
に人気です！」とスタッフのあき
さん。ご近所の方や高校生もよく
買いに来られるそうです。
「 現 在 は、 コ ロ ナ の 影 響 で お 肉
を卸していた焼肉屋さんへの販売
や大人数での焼肉の機会も少なく
なっています。みんなが来てくれ
るだけで嬉しい。そのため、まち
に活気が戻り、皆さんが少しでも
元気になればとお店を続けていき
ま す。」と 中 尾 さ ん。 と て も 優 し
い笑顔で答えてくれました。

中尾精肉店

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

申 申し込み先

問 問い合わせ先

2021.09
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80

特売日のお知らせチラシを発行さ
れています。

50

カレー用からすき焼き、ステーキ
用の国産和牛から、豚肉、鶏肉ま
で品ぞろえ豊富なお肉が並びます。

三宅町上但馬で精肉店をされ
て い る 中 尾 精 肉 店 は、 創 業 し て
１００年以上、地域に愛されてい
るお肉屋さんです。今回は４代目
の 店 主 中 尾 た い ぞ う さ ん と、 ス
タッフのあきさんにお話しを伺い
ました。
「曾祖父が創業した当時には自
転車で近隣へ移動販売をしていた
と聞いています。私も少し前まで
は移動販売車で十津川村へも行っ
ていました。現在も、橿原市や桜
井市などで移動販売に行っていま
す。」と中尾さん。
中尾精肉店のお肉は、国産和牛
を扱われています。値段もお買い
求めやすい価格です。特にホルモ
ンにはこだわって、新鮮なものだ
けを仕入れています。種類も、ふ
く、ハチ、ミノ、センマイ、白レバー
など様々。他の店にも置いていな
いようなホルモンも揃えているの
売れ筋のコロッケやメンチカツ。
お肉を食べたい方には、牛カツや
フクの天ぷらもおすすめ！

中尾精肉店

中尾
中尾精肉店の店主中尾たいぞうさん（中央）とスタッフの皆さんとその子どもたち（下段）。（上段左から）
ともみさん、あきさん、かおりさん、中尾泰造さん、ちほさん、としみつさん、ひとしさん。

＼インスタフォローしてね♪／

子育てひろば
子育てに関する情報を
お届けします。

三宅幼児園
Instagram

スマイル
Instagram

９～11ヶ月健診の対象となっている
お子さんの写真をご家族に撮っていただきました。

うのちゃん

ゆみちゃん

パパママのところに
来てくれてありがとう

楽しいこと大好き！
これからも笑顔いっぱいあそぼ
うね

きょうかちゃん
たくさん笑って、
食べて、元気に育ってね

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。

りつきちゃん
これからも可愛い笑顔
たくさん見せてね♡♡

2021.09
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子育て掲示板

問 健康子ども課（あざさ苑内）

☎0745-43-3580

ド
プラン
スキッ

ど
うらん
ふくろ

離乳食のおはなし

ヒヤリハット！
こんな時はどう対応する？

～子どもの成長に合わせた進め方～

～子どもの事故・ケガ予防＆心肺蘇生・応急手当法～

管理栄養士に聞いてみよう！
▶日時

磯城消防署員によるお話・実演指導が受けら
れます。

9月9日（木）10時～11時30分

（受付：９時30分～）
▶対象 妊娠中のママ～生後１歳頃までのお
子さんと保護者
▶持ち物 母子健康手帳・バスタオル

▶日時

9 30

月
日（木）10時～11時30分
（受付：９時30分～）
▶対象 １歳すぎ～幼児園就園前のお子さん
と保護者
▶持ち物 母子健康手帳・バスタオル

＊参加申し込みは9/8（水）午後5時まで。
（先着10組程度）

＊参加申し込みは9/17（金）午後5時まで。
（先着10組程度）

●健診相談

対象

日程

受付時間

３～５か月児健診

9/7

13時30分
~14時10分

(誕生日：R3.3.9～R3.6.7）

６～８か月児相談

(誕生日：R2.12.17～R3.3.15）

(火)

9/15
(水)

子育て家庭の
三宅町子ども
親と子のほけん室
お悩み相談室
家庭総合相談窓口
（保健師）
（公認心理師・社会福
（代表電話）

9時30分
~11時10分

・最近転入されて通知が届かない方はご連絡ください。
・参加のみなさまは感染防止対策にご協力ください。

祉士）

0745-43-3580 090-9726-0568 080-5724-6212
相談受付時間：平日8時30分～17時15分

（複数に分けて）

・詳細は個別に郵送している通知をご確認ください

子育て支援センター

三宅町子ども家庭総合相談窓口

（複数に分けて）

・大切な健診なので、必ず受けましょう。

みやけ
子育てサイト

個別の身体計測や子育て相談は、随時対応してい
ますので、気軽に保健師までお電話ください！
TEL：0745-43-3580（健康子ども課）

保健師・公認心理師・社会福祉士の専門職が連携し、
出産前後の母と子へのサポートや、育児やしつけなどの子育
て相談、発達や子どもの困った行動などの相談、ひとり親家
庭相談など様々な子育てに関する相談をお受けしています。
お気軽にご相談してください。

スマイル

問 スマイル（三宅幼児園内）

☎0745-43-0667

スマイルは未就学児とその保護者、妊婦さんが交流するスペ－ス♪
子どもだけでなく大人もキラキラ輝き、ゆったりと過ごせる場です。
スマイル広場（午前10時～12時） ★事前にお申込ください
満６カ月～１歳児
（いちご組）
２～５歳児
（ぶどう組）

9/7（火） ママYoga
9/21
（火）

どろんこ遊び
誕生日会（雨天時）新聞紙遊び

9/2（木） ママYoga
9/16
（木）

どろんこ遊び
誕生日会（雨天時）新聞紙遊び

リトミック（午前10時～12時） ★申込は不要です。
２歳児 （ぴょんぴょん組）

9/8（水）

０・１歳児 （よちよち組）

９/15（水）

対

19

象

利用時間

町内在住の満6ヶ月から就学前の
在宅児とその保護者・妊婦(里帰り出産を含む。)
10時〜16時（月〜金曜日）＊土日祝日、年末年始除く

場

子育て支援センター“スマイル”（三宅幼児園内）

所

広報誌 みやけ

※上記のイベントの時間は、対象者のみの利用となります。

2021.09

問 問い合わせ先

申 申し込み先

気軽にご参加くださいね。お待ちしています。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、記載
のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。
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光のパレード2021

編集・発行 / 三宅町役場 政策推進課
〒636-0213 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂689番地
TEL.0745-44-2001（代） FAX.0745-43-0922

今年は、グローブ100周年です。
どんな光のパレードになるかお楽しみに～♪

まちのうごき 世帯数：3,062世帯（＋1） 総人口：6,717人（−5）

11 21日（日） 18時点火～20時終了予定

日時 令和３年
月
場所 三宅小学校グラウンド

※ 雨天中止

※ コロナウイルス感染症対策として、会場での長時間の滞在はご遠慮ください。

後日、動画配信しますので、ご自宅でもお楽しみいただけます。

＼皆さまへのお願い／
ガラス瓶募集します！

令和３年８月1日現在（

ジャムやコーヒーなどの空きガラス瓶
を募集します。
お手数ですが、ラベルを剥がし、洗っ
たものをお持ちください。

「光のパレード」サポーター募集！
5㎝

▶募集期間

▶期間

９月13日（月）～10月29日（金）

▶募集

ガラス瓶で、口径（瓶のくち）が５㎝以上
※小さいとキャンドルを入れることができません。

▶持込先

まちアート事務局（健康子ども課内）

「光のパレード」の準備を一緒にしていただくサポーター
を募集します。今年は約1,000個設置予定です。

９月13日（月）～９月30日（木）

▶サポーターのお仕事
①ランタンの配置デザインの打合せ（10月予定）
②ガラス瓶の設置・点火作業等（当日）

▶応募要件

小学生以上の方

約20名（予定）

）内は前月比

問 ・ 申 まちアート事務局（健康子ども課内） ☎0745-43-3580

