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MiiMoインスタ企画に協力いただいた皆さん

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/

野球グローブ生産100周年記念事業

特別記念対談

鈴木

福

×

野球、グローブとの出会い
お二人の「野球・グローブと
の出会い」はどのようなもので
したか？

鈴木：

森田：

はい。グローブメーカーがいっ

ぱいのこの町は、僕にとって夢

のまちでした。

ありがとうございます。

三宅町出身の駒田さんとグ

小学校５年生の時に野球のドラ
マに出演したことが野球との出

地元にはグローブがどこにで

ローブの出会いはどうでしたか？

駒田徳広：

会いでした。撮影のために練習
したら、とても楽しかった。そ

もありました。小学生のときに、

ど う も 使 い づ ら い。「 自 分 が こ

のことを学校のクラスメイトに

野球は、小学校５年生から中

んなに野球が下手なわけはない。」

親父がグローブをもらってきて

学校３年生までやっていました。

ということから、その時に初め

話すと、野球チームに入ったら

小学生のときに、８，０００円

て自分が左利きだと分かりまし

くれた。ただ、そのグローブは

のグローブを買ってもらいまし

た。
その後、左のグローブをもらっ

と誘ってくれました。

た。次のグローブは、好きだっ

出会われたんですね。

野球をする前に、グローブに

てきてくれて、使っていました。

森田：

た有名メーカーのグローブをプ
レゼントで買ってもらいました。
中学生の時、グローブを探す

のメーカーのグローブを使って

ことを知りました。今は、大阪

本当にいっぱいメーカーがある

痛 い な っ て 思 い ま し た（ 笑 ）。

デッドボールだった。野球って

もらいました。その１打席目は

ときに、草野球チームに入れて

そうですね。小学校３年生の

いますが、そのメーカーを探し

２打席目はレフトオーバーの２

駒田：

ているときに、三宅町を知りま

塁打だった。野球が上手だと上

ためにYouTubeを見て、

した。そこからグローブのおも

後でした。

塁前の内野安打で

僕の初めてのヒットは、半年

級生にも言ってもらいました。

鈴木：

しろさをどんどん知って、今に
至ります（笑）。
福くんは、三宅町のすべての

した。
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森田町長：

鈴木福：

森田：

メーカーも知っていましたね。

1

×

駒田徳広

福

ＥＶＥＮＴ ０１

鈴木

駒田徳広
特別記念対談

ＥＶＥＮＴ ０１

12月４日（土）、三宅町文化ホールに全国から約200名が集まり、野球グローブ生産100周年を締めくくるスペシャルイベ
ントを開催しました。今回は、三宅町出身の元プロ野球選手の駒田徳広さん、俳優の鈴木福さんをゲストにお招きした特別
記念対談の様子を少しだけご紹介します。

三宅町といえばグローブ。グ

んなまち」ですか？

お二人にとって「三宅町はど

三宅町について

森田：

鈴木：

ローブ好きには欠かせない場所

グローブは横に使うんですが、

職人さんがいるので、全部回っ

いろんなところにグローブの

ですね。

これを僕は縦めに使うんです。

グ ロ ー ブ の 最 盛 期 は、 活 気

にも知ってもらいたい。

グローブについては知らない人

いることを、野球が好きだが、

こうやって職人の方が作って

てみたい。

舞台上のグローブは基本は横

いいですか？

職人の皆さんどう説明したら

わかりますか？（笑）

を縦めに使うことです。横型の

こだわりは、横型のグローブ

かせてください。

わり」がありましたら、ぜひ聞

お二人の「グローブへのこだ

グローブへのこだわり
森田：

鈴木：

森田：

駒田：

が あ っ て、 あ っ ち こ っ ち か ら

た。ただ、プロ野球に入るころ

グローブを作る音が聞こえてい
僕は、縦に使います。親指と

態で、ここまできれいで。

これはいいですね。新品の状

るようにしています。

型です。ちょっと縦めにも使え

グローブ職人：

鈴木：
駒田：

から減っていって、さみしい想

三宅町が衰退すると野球も衰

小指をくっつける。はさむイメー
の語源をご存じですか？ミット

退すると思います。ただ、今で

いがあります。
の語源は「ミトン」なんです。

も作っておられるところを知る

ジ。ところで、皆さんはミット

親指が出ている手袋です。グロー

YouTubeチ ャ ン ネ ル で は、
イベントの裏側や鈴木福さんの
グローブ工房見学の様子なども
配信しています！

ととてもうれしいですね。

YouTubeで配信決定

ブはボールを挟むもの。握るも

グローブタウン
みやけ100周年

のではない。挟むもの。そのイ
回貰いました（笑）。

メージでいるとゴールデングラ
ブ賞を

グローブは、ソフトボール用
を最初使っていて、それから海
外のグローブを小さくしたもの
を作ってもらいました。
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ＥＶＥＮＴ ０２

他産地の皮革製品職人による

スペシャルトークセッション

三宅町の野球グローブ職人と全国の皮革製品職人とのトークセッション

皮革製品の職人ならではの話
野球グローブ生産100周年を締めくくるスペシャルイベントの第

イベントに参画した

野球グローブ生産者

２部として大阪市、神戸市、甲府市の皮革製品職人と野球グローブ
職人によるトークセッションを開催しました。会場となったMiiMoホー
ルには、住民の皆さんだけでなく、全国からも野球グローブが好き
な方々が来られていました。
トークセッションの前半では、全国の皮革製品を作られている職
人の想いやそれぞれの取組みをご紹介いただきました。グローブ製
品だけでなく革靴、革小物などの業界の裏話などもあり、参加者の

吉川清商店

皆さんはとても熱心に聞いていました。
トークセッションの後半では、皮革製品の職人ならではの話で会
場は大変盛り上がりました。製品ごとに異なる「良い革の条件」
「革
の裁断の仕方」「しわがないグロ ー ブの作り方」から「製造工程で
出てくる革の端材（切れ端）の活用の方法」まで、色々な意見交換

株式会社LINKS

がされました。
次の100年を目指して
野球グロ ー ブの今後について、「三宅町＝グロ ー ブと言われ
るようにブランデ ィ ングを頑張 っていきたい。」「自分たちでも
YouTubeなどで情報発信をして、ものづくりにも興味を持 っても
らいたい。」「これまでは、メーカーに製品を売ってもらうことが主

アサダスポーツ

だったが、これからは、自分たちで売っていくことに力を入れてい
きたい。」「グローブづくりに興味を持たれた方が全国から三宅町に
来てくださる。そのような方を三宅町で受け入れて、グローブづく
りを学べるような仕組みづくりができれば」と野球グローブ職人の
皆さんから、次の100年に向けた言葉が語られ、スペシャルイベン

Craftermind

トは幕を閉じました。
2022.01
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三宅マリナーズの子どもたちとの集合写真

キップといわれる貴重な牛革

グローブ工房 新喜製作所

岡西勝利さんのグローブづくりを見学する鈴木福さん

岡西勝利さん

グローブ職人のグローブづくり

三宅町少年野球チーム

三宅マリナーズ

三宅マリナーズの子どもたちとのキャッチボール

特別対談の開始前、グローブ好きの鈴木福さんは、

グローブ工房見学のあと、鈴木福さんは三宅小学校

三宅町のグローブ職人「岡西勝利さん」の工房へ見学

で駒田徳広さんと合流し、三宅町の少年野球チーム「三

に行かれました。一人でフルオーダーの野球グローブ

宅マリナーズ」をサプライズ訪問しました。子どもた

を作っている岡西さんは、三宅町で初の「卓越技能者

ちは、三宅町出身の元プロ野球選手の駒田さんと鈴木

表彰」を受賞されたグローブ職人です。岡西さんの工

さんの突然の訪問に「本物！？福くん？」と、とても

房では、グローブづくりに必要ないろいろな道具や、

驚いていました。駒田さん、鈴木さんは、それぞれ愛

製造途中のグローブづくりの様子を見せていただきま

用のグローブを使って、子どもたちとキャッチボール

した。鈴木さんは、グローブを使う人に合わせて一つ

を楽しみました。

一つのパーツを作り上げていく岡西さんのグローブに
ついて「一つの型で作ると、型どおりにしかならない
が、（岡西さんのグロ ー ブは）無限大ですね。自分の
手の入れ方に合わせて作れますね。」と量販されるグロー
ブとの違いについて、熱心に話を聞かれていました。
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
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＼最新情報をお届けします／

大和平野中央プロジェクトの
お知らせ

大和平野中央プロジェクト、大和平野スーパーシティ構想は始まったばかり。
奈良県と磯城郡３町の10年後を見据えた取り組みをご紹介します。

奈良県と覚書を締結
大和平野中央プロジェクトは、

奈良県立大学
三宅キャンパスを開設
奈良県と磯城郡３町は、令和
２年 月より奈良県立大学工学

展開していくことも検討されて
います。

また、スタートアップヴィレッ

ジでは、学生、大学、起業家や

住民などの交流の機会を創るた

広報誌などでご案内します。
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奈良県と磯城郡三町（三宅町・
川西町・田原本町）での協定（令
系の第２学部の設置と国体開催

レストランなどの機能を有する

め、交流サロン、オープンカフェ、

和３年５月締結）に基づき、協
のためのスポーツ施設の建設な
日に

議をすすめて参りました。
月

このプロジェクトにおいて、

今後の進捗状況については、

知的交流拠点も設置する予定です。

そして、令和３年
プロジェクトの推進」について、

対象地区として、奈良県立大学
工学系の第２学部を核としたス

だけでなく、既存の機関の共同

これらの設備は、新規の設置

援の拠点づくりを進めていきます。

を集積させたスタートアップ支

労支援機関、人材開発機関など

機関、起業・創業支援機関、就

三宅町は奈良県と協力し、研究

業の活性化）というテーマでは、

スタートアップヴィレッジ（産

県立大学を核にした
スタートアップ支援

ます。

づくりを進めていくことになり

の活性化）をテーマとしたまち

こ の 覚 書 で は、「 対 象 地 区 の

ご覧ください。

詳細は奈良県ホームページを

しました。

タートアップヴィレッジ（産業

（左から）小澤町長、森田町長、荒井知事、森町長

位置と区域」などについて合意

結いたしました。

奈良県と三宅町は、石見地区を

は、奈良県庁で「大和平野中央

22

協定の一部を変更する覚書を締

ト」を進めています。

どの「大和平野中央プロジェク

10

サテライトオフィスを設置して

磯城郡３町それぞれの対象地区の位置などについて、合意し、覚書を締結しました。

令和３年 10 月 22 日

内容

日付

10

奈良県との協定締結などの経緯

磯城郡３町の土地を取得してスポーツ施設、教育施設などの整備を進める覚書を締結しま
令和２年 10 月 11 日 した。

磯城郡３町それぞれでテーマを設定したまちづくりを進める協定を締結しました。
（三宅町
令和３年 ５月 27 日 のテーマは、県立大学を核としたスタートアップヴィレッジ（産業の活性化）に決まりま
した。
）

＼いろんな疑問にお答えします／

大和平野中央プロジェクト
にまつわるＱ＆Ａ
なぜ、三宅町で大和平野中央プロ
ジェクトを進めるの？

A

奈良県は、若者の県外流出や新たな雇用の
場の創出、農地とまちづくりの調和と共生な

どが大きな課題となっています。
このような状況の中で、三宅町を含めた磯城郡３

スーパーシティ構想って
なに？

A

スーパーシティ構想は、最先端技術を活用
した生活全般での理想の未来社会「まるごと

未来都市」の実現を国と地域と事業者が一体となっ
て目指していく国が提唱する戦略です。

町の地域は、農地が広範に広がり、京奈和自動車道

奈良県は、この構想の趣旨が大和平野中央プロ

など交通アクセスが良好で、地域経済の発展や雇用

ジェクトの目標と一致するところが多く、国の戦略

創出に向けて高い潜在能力を有することから、課題

推進に寄与貢献できるところから、大和平野中央プ

解決に向け一大プロジェクトが進められることとな

ロジェクトをさらに進化させて、国のスーパーシ

りました。

ティ構想への応募を目指すものとしました。先日よ

このプロジェクトは、三宅町が昨年３月に策定し

り「大和平野中央スーパーシティ構想コンソーシア

た三宅ビジョン達成のためのさまざまな取り組みと

ム会議」が始まり、磯城郡３町も参加しました。今

も合致するところです。今後、三宅町では地域住民

後、町の状況や考え方などについて県と意見交換を

の皆さんのご意見などを踏まえながら、奈良県との

進めます。

協働のもと、「大和平野中央プロジェクト」に取り
組んでいきたいと考えています。

大学はどんな大学になるの？

A

奈良県立大学三宅キャンパスには、情報工
学系の新学部が創設予定です。この学部では、

コンピューター理論、ＡＩ、ＩｏＴ、ロボット、デー
タサイエンス、情報セキュリティなどの教育・研究
を行います。
幅広い教養の知識を基礎として、科学的・論理的

大学はいつ、どこにできるの？

A

大学は、近鉄石見駅の南西側に建設予定で
す。関連施設を含んだ敷地面積は約7.5ヘク

タール、令和13年度の開学を予定しています。
奈良県高等
技術専門校
石見駅

思考を習熟し、高度なデジタルスキルによって課題
を解決できる地域リーダーを育てます。

建設予定地

7
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お知らせ

桜井税務署からのお知らせ
N

桜井税務署

桜井税務署の確定申告会場

サンディ

桜井市商工会館３階
▶期間

桜井市役所

納税協会

桜井市商工会館

２月16日（水）～３月15日（火）
至上本町

（土・日・祝日は除く。）
▶時間

至奈良

■確定申告の会場のお知らせ

桜井駅

９時～17時 （受付は16時まで※）

至名古屋

至高田

165

※当会場では納税はできません。（お近くの金融機関などをご利用ください。）
※会場の混雑状況に応じて早めに相談受付を終了する場合があります。
※上記の期間中は、税務署内では申告相談を行っておりません。
※駐車場は大変混雑します。電車・バスなどの公共交通機関をご利用ください。

■年金受給者のための還付申告会場について
会 場 名

田原本町町民ホール
宇陀市役所 ４階 大会議室

開設時間

9時30分～15時30分
（受付は15時まで）

開設日

２月３日(木)・４日(金)
２月８日(火)・９日(水)

※土地・建物や株式等の譲渡、贈与税、相続税の相談は行っていません。

会場での感染症対策にご協力ください
①会場の入場には「入場整理券」が必要です。
②来場者数によっては、早めに相談受付を終了する場合があります。
③ご来場の際は、マスクの着用をお願いします。マスクを着用されていない場合、入場をお断りするこ
とがあります。
④発熱などの症状のある方や、体調のすぐれない方は、入場をお断りします。
⑤ボールペンなどの筆記用具・計算器具などはご持参ください。
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
募集
集中
中

2022.01
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お知らせ
＼24時間いつでも利用でき、待ち時間なし／

■確定申告はスマホで完結！
スマートフォン・タブレットの画面の案内に従い金額などを入力
するだけで、申告書が簡単に作成できます。作成した申告書を、そ
のまま送信することで、自宅からでも確定申告が完了します。
申告会場での待ち時間も不要で、24時間いつでも利用できます。

スマホからの

また、申告したデータはいつでも確認可能です。

確定申告はこちら

ぜひ、スマホでの確定申告をご利用ください。
＼令和４年１月から／

スマホでの確定申告がさらに使いやすくなりました！
源泉徴収票を読み取ると申告書に
自動的に反映！

特定口座による株式等の譲渡所得等が
対象に追加！
スマホ専用画面から確定申告できる対象に、給
与所得、年金収入等の雑所得、一時所得に加えて
新たに、特定口座による株式等の譲渡所得等、上
場株式等に係る繰越損失等の金融・証券税制が加
わります。

スマホのカメラで給与所得の源泉徴収票を読み
取ることで、源泉徴収票に記載されている金額な
どを確定申告書作成コーナーへ自動反映させるこ
とが可能になります。

■国税庁ホームページ「e-Tax」から確定申告
所得税・消費税・贈与税の申告書は、国税庁ホームページから作成でき
ますので、是非ご利用ください。
画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動計算され申告
書などを作成することができます。作成した申告書などをe-Tax送信（「マ
イナンバーカード方式」及び「ID・パスワ ード方式」が利用可能です。）
することで、税務署に行かずに自宅から申告できます。
確定申告期間中は、24時間いつでも利用可能です。
https://www.e-tax.nta.go.jp
問 桜井税務署

国税庁のe-Taxの
ホームページはこちら

☎0744-42-3501

電話での確定申告のお問合せは、自動音声案内に従い「０」を選択してください。

手続き

日

請

１月 ９ 日（ 日 ）

受取り

１月 ９ 日（ 日 ）
１月 26 日（ 水 ）

申

広告

マイナンバーカード休日・夜間窓口のお知らせ
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
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☎0745-44-3073
問 問い合わせ先

申 申し込み先

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

＼国保中央病院では１１月１日から開始／

マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました
マイナンバーカードの活用として、医療機関の窓口でマイナンバーカードを利用した健康保険の「オンライン
資格確認」の本格運用が開始しました。国保中央病院でも、サービス向上を目的としてマイナンバーカードを健
康保険証として利用できるようになりました。

マイナンバーカードを
健康保険証にするとどうなるの？

A

①転職や引っ越しなどで保険証の切り替えが

あっても、新しい保険証の発行を待たずに受診でき
ます。

②高額療養費制度を利用するための限度額

適用認定証などの持参が不要になります。

③マイ

マイナンバーカードを
健康保険証として利用するには？

A

あらかじめマイナポータルのホームページで

健康保険証の利用の申し込み手続きが必要です。詳
しくは、マイナポータルの専用ページよりご確認く
ださい。

ナンバーカードを用いて、薬剤、特定健診の結果、
医療費通知などの情報を閲覧できます。
マイナポータルはこちら

病院の窓口では、どうすればいいの？

A

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、読み取り機での操作が必要になります。

マイナンバーカードの読取

問 国保中央病院

医事課

認証方法選択

顔認証もしくは
パスワードの入力

本人確認完了

☎0744-32-8800

1月

「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）
0742ー61ー5863
090ー7754ー6959

※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
休館日：1日・2日・3日・10日・17日・18日・24日・31日
問 三宅町社会福祉協議会

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。

☎0745-43-2078
2022.01

広報誌 みやけ

10

お知らせ
環境衛生課からのお知らせ

動物たちの命の大切さを考えましょう
動物愛護管理法をご存じですか？

動物たちは、私たちと同じ命を持っています。そし

て、その命にも尊厳があります。むやみに虐待したり、
命を奪ってはいけません。

この動物たちを護り、私たちと共生できる社会をつ

くっていくために「動物の愛護及び管理に関する法律」
があります。 この法律では「動物をみだりに殺し、傷
つけ、又は苦しめることのないようにする」とともに

「人と動物の共生に配慮しつつ、その動物の習性を考

安楽死処分のほとんどが、所有者不明猫＝ノラ猫です

動物は言葉を話しません。私たちがよかれと思って

主はいないが、誰かがエサをあげているので増え続け

慮して適正に取り扱う」ことが義務付けられています。
やっていることで、動物の習性を脅かしていることも
あるかもしれません。

動物の飼い主の方は、動物たちの習性を考えてみま

しょう。

所有者不明猫とは、みなさんの周りにいる猫で飼い

ている猫をいいます。

奈良県だけで、1年間に545頭の動物が安楽死処分

されています。そのうち、約94％の512頭が猫の安
楽死処分の件数です。

そして、ほとんどの猫が所有者不明猫＝ノラ猫です。

動物たちの命と向き合う取り組み
奈良県中和保健所動物愛護センター（うだ・アニマ

ルパーク内）では、
「動物と楽しく暮らせるみんなの街」
をスローガンにして動物との共生を目指した取り組み
を行っています。

引き取った動物の命を守っていくために255頭もの

動物たちを新たな飼い主などの元へ届けています。し

他には、ペットブームが続いている中、途中で飼えな
くなった動物たちも含まれています。

動物たちは、可愛らしく、癒される存在です。だか

らこそ、なついたらかわいい、エサをあげたい、触れ
たい、そうやって動物たちと接していくことは、動物
との共生につながります。

ただし、その行為には、動物の命と行動に最後まで

かし、一方で残念ながら安楽死をさせなければならな

責任を持つという義務があるということを忘れないで

このような安楽死をしなければならない動物たちが

と言われています。エサをあげる前に、その猫すべてに

い動物たちがいるのも現実です。

いなくなるように、皆さんのご協力をお願いします。

ください。特に猫は、1年間に10匹～15匹の子猫を産む
責任を持って飼うことができるのかを考えましょう。
年間 545 頭の動物たちが
安楽死処分されています

ペットは家族です！
ペットは大切な家族です。

346

大切な家族を飼い主さんがまもってください。

【飼い主のみなさんへのお願い】

①犬も猫も家の敷地内で飼いましょう。

②犬に関しては町で登録を行い、狂犬病の
予防接種を受けましょう。

6
27

環境衛生課

0745-44-3077
2022.01

問 問い合わせ先

安楽死

返還・譲渡

申 申し込み先

子犬

成猫

子猫

13
38

（Ｒ2 年度奈良県）

☎0745-44-3077

環境衛生課へ予約の電話をします。

粗大ごみを処分する場合には、電話予約が必要です。

広報誌 みやけ

173
31

問 環境衛生課

粗大ごみのリクエスト収集

11

166

成犬

③できるだけ去勢・避妊手術をしましょう。

年間 255 頭が新しい飼い
主へ届けれられています

収集日時と予約番号をお伝えします。
処理券

粗大ごみ処理券を購入し、貼り付けます。
収集日に訪問して収集します。

お知らせ

水道管や浄水器などの悪質な訪問販売にご注意下さい
最近、訪問販売のトラブルが増えています

相談窓口

最近、悪質な業者が上下水道課職員や町に委託され

特定商取引に関する法律により、給水管清掃に対し

た業者と偽って住宅を訪問し、浄水器を売りつけよう

てもクーリングオフが適用される場合があります。訪

としたり、「近くで水道の工事をしているので水道管

問販売等の被害にあったときは、次の窓口か三宅町役

の点検をします」と言って、水道の給水管の清掃を勧

場上下水道課へご相談ください。

めたり、水まわりの修理工事契約を結ぼうとしてくる
といった相談・苦情が急増しています。
上下水道課では、水道管の清掃、浄水器などの奨励

問 奈良県消費生活相談センター

☎0742-36-0931

９時～16時30分

は一切行っておりません。また、皆さまから依頼のな

年末年始、土・日曜・祝日を除く

い水質検査、物品の販売、工事契約、個人情報を聞く

奈良県警察本部

アンケートなども一切行っておりません。

☎0742-24-9441

悪質業者の勧誘にはくれぐれもご用心を！！

年末年始、土・日曜・祝日を除く

不審に思われたときは、職員証の掲示をお求めにな
るか、三宅町役場上下水道課へお問い合わせください。

三宅町役場

悪徳商法110番
９時～16時30分

上下水道課

☎0745-44-0140

８時30分～17時15分

年末年始、土・日曜・祝日を除く

磯城郡水道企業団のホームページができました

川西町、三宅町、田原本町の上水道事業の経営が統
合され、令和４年４月１日から「磯城郡水道企業団」

今後は、企業団に関する情報は、磯城郡水道企業団
ホームページや各町の広報紙でお知らせしていきます。

が３町の上水道事業を実施する予定です。それに先立
ち、磯城郡水道企業団のホームページを開設しました。

磯城郡水道企業団ホームページ
https://www.shikigun-suido.jp

問 磯城郡水道企業団事務局

☎0744-32-2506 （令和4年4月以降の電話番号は広報紙等で後日お知らせします。）

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

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

葬儀一式・寝台車

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！

2022.01
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お知らせ

＼冬の水道管にも防寒着を!／

冬の水道管対策にご注意ください
マイナス４℃以下で破裂する場合も

水道管が破裂した時

冬になって、気温がマイナス4℃以下になると、水道水
が凍り膨張するため水道管が破裂することがあります。
特に破裂が多いのは、次のような水道管です。

最初に止水栓をしめて、破裂した部分に布かテープ
をしっかり巻きつけてから業者に修理を依頼してくだ
さい。
（屋外にある蛇口の防寒対策の例）

〇むき出しになっている水道管
○建物などの日陰にある水道管

①

〇風当たりの強いところにある水道管
防寒のしかた
水道管や蛇口の部分に保温材（毛布・布など）を巻
き、その上からビニールテープを隙間なく巻いて保温
材が濡れないようにします。蛇口が破裂しやすいの
で、蛇口の根元まで完全に包んでください。

②

（右の図を参照ください。）
蛇口が凍って水が出ない時

①毛布などの保温材になるもので巻きビニールで包む

蛇口を開け、凍った部分にタオルか布をかぶせ、蛇

②水が入らないよう端をテープでしっかり巻く

口の方からゆっくりと「ぬるま湯」をかけて溶かしま
す。ただし、熱湯はかけないでください。

☎0745-44-0140

問 上下水道課

介護保険料の納付証明書を送付します
令和3年1月から12月までの間に納付された介護保
険料について、1月下旬に納付証明書を送ります。
この証明書は、確定申告などにおいて社会保険料控

▶送付対象者
・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

納付された方
・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

②普通徴収及び特別徴収（年金天引き）の両方により

除の適用を受けるための添付書類です。
なお、介護保険料納付証明書は窓口でも交付できま

納付された方

すので、希望される方は、本人確認ができる運転免許

※特別徴収のみの方は、日本年金機構などの年金保険

書などの本人確認書類を持参のうえ、長寿介護課（④

者が発行する証明書（公的年金等の源泉徴収）をご

窓口）にて申請してください。

利用ください。
問 ・ 申 長寿介護課

広告

医療法人

池田医院
月

診療時間

皮膚科 9：00〜12：00

皮膚科

●

火

水

●

ー

木
●

皮膚科
金
●

美容皮膚科

NEW

●アトピー性皮膚炎
●皮膚そう痒症
●爪白癬（水虫）
●帯状疱瘡 など

土
ー

新設オープン

しみ取りレーザー
ケミカルピーリング
イオン導入

NEW

●シミ
●くすみ
●肝斑
●ニキビ
●肌のザラつき
●シワ など

やまもと

ようこ

山本 容子

広報誌 みやけ

2022.01

ホームページ

月
内科 午前 9：00 〜 12：00 ●
内科 午後 17：00 〜 19：00 ー
腎臓内科 9：00 〜 12：00 ー
とみかず

池田 大輔
いけだ

なつこ

池田 夏子
奈良県磯城郡川西町唐院 398-1
https://www.ikeda-i.com/

問 問い合わせ先

申 申し込み先

池田医院

診療時間

いけだ だいすけ

〒636-0204

☎0745-44-3074
＼毎日やってます／

経鼻胃カメラ（苦しくない胃カメラ）
を入れました

腎臓内科新設オープンしました！

内科・小児科・消化器内科・腎臓内科

いけだ

皮膚科専門医
アレルギー専門医

☎0745-44-1818

医療法人

池田 富一

皮膚科往診いたします。

13

・

①普 通 徴 収（現金納付、または口座振替納付）により

火
●
●
ー

水
ー
ー
ー

木
●
●
●

金
●
ー
ー

土
●
ー
ー

名誉院長

呼吸器科医学博士

院

内科認定医・消化器科専門医
内視鏡専門医
内科認定医・腎臓専門医
透析専門医

長

☎0745-44-1818

〒636-0204
ホームページ

内科・小児科

消化器内科

●かぜ
●発熱
●胃の痛み
●生活習慣病
●げっぷ・胸やけ
（高血圧、高脂血症、 ●吐き気や嘔吐
糖尿病）など
●下痢・軟便 など

腎臓内科

NEW

胃カメラ

NEW

鼻からカメラを入れて
●慢性糸球体腎炎
楽に受けられます。
●急性腎不全
胃がん検診対応できます。
●ネフローゼ症候群
●血尿・尿蛋白 など

奈良県磯城郡川西町唐院 398-1
https://www.ikeda-i.com/

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

＼はたちの献血キャンペーン／

あざさ苑に献血バスがやってきます！
▶日時

2月2日（水）14時～16時30分

たちの献血」キャンペーンを開催しています。新たに

▶場所

あざさ苑

成人を迎える「はたち」の若者をはじめ、住民の皆さ

▶対象

400ｍL献血のみ

んに献血のご協力をお願いします。

※400ｍL献血基準は、
「男性17歳以上・女性18歳以上、

献血者が減少しがちな冬期において安全な血液製剤
の安定供給を確保するため、毎年1月から2月まで「は

献血していただいた血液は、血液の80％以上が抗
がん剤や白血病により、自力で血液が作れず、輸血が

正面玄関前

男女とも50kg以上」です。
※安全のために医師による問診があります

欠かせない病状の患者さんのために毎日使われていま
す。
「いのちのリレー」となる「献血」にご協力をお願い
します。

問 奈良県赤十字血液センター

☎0743-56-6100

＼新成人の皆さんへ／

20歳から国民年金へ加入します
20歳以上60歳未満の学生・農林漁業者・自営業者・
無職の方は、国民年金への加入が義務付けられていま
す。国民年金への加入手続きは、原則不要です。20
歳になってから概ね２週間以内に、日本年金機構より
「国民年金加入のお知らせ」などが郵送されますので、
ご確認ください。

国民年金のポイント
①将来の大きな支え

国民年金は、国が責任をもって運営するため、年金
の給付は生涯にわたって保障されます。
②万が一の障害年金や遺族年金の保障

③社会保険料控除
国民年金で納めた保険料全額が、社会保険料控除と
して所得金額から控除されます。

「学生納付特例制度」
所得が一定額以下の学生の場合、申請により国民年
金保険料の納付を猶予する制度があります。
特例の対象となる学生は、学校教育法に規定する大
学（大学院）、短大、高等学校、高等専門学校、専修
学校及び各種学校（修業年限１年以上の課程）に在学
する学生などです。

「保険料免除・納付猶予制度」

国民年金には、老後に受け取ることのできる老齢基

学生でない50歳未満の方で、ご本人・配偶者・世帯

礎年金のほか、障害基礎年金や遺族基礎年金もありま

主の所得が一定額以下の場合には、申請により国民年

す。障害基礎年金は、病気や事故で障害が残ったとき

金保険料の納付が免除又は猶予される制度があります。

に受け取ることができる年金です。また、遺族基礎年
金は、加入者が死亡した場合、その加入者により生計
を維持されていた遺族（「子のある配偶者」や「子」）が

問 ・ 申 桜井年金事務所

三宅町役場

☎0744-42-0033

住民保険課

☎0745-44-3073

受け取ることができる年金です。
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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イベント・募集

令和4年 成人式開催のご案内

屯屯大学校 歴史学習講座 参加者募集！

万葉集を学ぶ「うち日さつ 三宅の原」
現存する日本最古の歌集である

『万葉集』には、「三宅」を詠んだ

歌が収められています。これらの

歌を入り口として、『万葉集』や日
本の古代文化についてお話しいた
だきます。
▶日時

▶場所
▶対象
▶定員
▶費用
▶講師
▶申込

2月17日（木） 13時30分～15時30分
三宅町交流まちづくりセンターMiiMo

▶日時

屯屯大学校生（随時登録可）

▶場所

無料

▶対象

1階

MiiMoホール

▶内容

50名（先着）

奈良県立万葉文化館
指導研究員

井上

さやか

三宅町文化ホール

式典、記念講演、記念撮影

平成13年4月2日から平成14年4月1日まで

宅町に住民登録をされている方

さん

※対象の方には、案内状を送付しておりま
す。案内状が届いていない方は教育委員

窓口で申込用紙に必要事項を記入のうえ、

会事務局までお問合せください。

お申し込みください。（電話申込可）

☎0745-44-2210

10時開式（受付：9時30分から）

に生まれた方で、 令和3年12月1日現在三

1月14日～1月28日(土日祝を除く）

問 ・ 申 教育委員会事務局（文化ホール内）

1月10日（月・祝）

問 教育委員会事務局（文化ホール内）

☎0745-44-2210

もし家族が精神疾患になったら・・・

第10回磯城郡精神保健福祉講座を開催します
統合失調症などの精神疾患は、本人の自覚が乏しいことが少なくありません。そのため、治療につながることが

難しいという特性があります。そのような状況で、本人の変調に気づくのは一番身近にいる家族です。

もし、自分の身近な家族が精神疾患になったら…。子どもの闘病に寄り添う家族のお話と家族会の活動について

学びましょう。

▶日
▶場
▶内

時
所
容

▶講

2月9日（水）

２階サークル室

（磯城郡川西町結崎32－１）
家族が精神疾患になったら

～闘病を支える親の話と家族会の歴史～
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問 問い合わせ先

奥田

和男氏

（奈良県精神障害者家族会連合会 事務局長）

▶参加費

13時30分～15時00分
川西文化会館

師

申 申し込み先

▶定

員

無料

40名（先着順）

※事前の申込みは不要
問 生活支援センターいろは

☎0744-32-7753

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。

1月26日は文化財防火デーです
磯城消防署では1月23日から1月29日までを文化財防
火週間として、町内の重要文化財を対象に、立入検査
を行います。
町内にも多数の文化財がありますので、文化財の防
火について関心を高めていただき、火災予防にご協力
をお願いします。
問 磯城消防署予防課

☎0744-33-2461

文化財防火デーは、昭和24年1月26日に世界最古の
木造建築物である法隆寺金堂の火災により、壁十二面
に描かれた世界的な遺産の仏画の大半が焼失したこと
から、文化財への防火意識の高揚を図るため定められ
ました。

消費生活相談
「カニを買ってください」という勧誘電話
【事例】

の事業者の連絡先へ送付しました。
また、消費生活相談窓口からも事業者へ電話し、相
談者がクーリング・オフすることを伝え、今後勧誘を
希望していないので電話しないこと、電話番号をデー
タから消去することを要請しました。

先月、知らない業者から電話がかかってきた。「あ
なたは以前、うちからカニを買う約束をした。だから、
約束通りカニを買ってください。」と言われた。しか
し、私にはそんな約束をした覚えはない。購入を拒否
しても、「証拠はある。約束を守らないなら出るとこ
ろに出る。」と言われた。そのため、仕方なく注文した。
相手の名前や電話番号を聞いたが、
「商品が届いたら
わかる。」と言って、答えてくれなかった。来週届く
予定だが断りたい。
【解説】
事業者からの勧誘電話によってモノやサービスを契
約させる「電話勧誘販売」は、契約の書面を受け取った
日から８日以内であればクーリング・オフが可能です。
事例での相談者には、商品が届いたら送り状に記載
している相手の事業者の連絡先を写真に撮ってから、

トラブルを防ぐポイント
一方的に送り付けられてきた商品は処分できます

断ったのに一方的に商品が送り付けられてきた場合に
は、消費者は商品を直ちに処分することができるように
なりました。（令和3年特定商取引法改正）

誤って代金を支払った場合でも返還請求できます

一方的に送り付けられてきたにもかかわらず誤って代
金を支払ってしまった場合には、代金の返還請求ができ
ます。
困ったときは、早めにご相談ください。

消費者
相談窓口
日

時

場

所

三宅町

川西町

1月11日、25日（火） 1月4日、18日（火）
10時～15時
10時～15時

問 産業振興課

役場庁舎3階
第2会議室

役場庁舎2階
図書室

☎0745-44-3071

受け取りを拒否してもらいました。その後、クーリン

三宅町消費生活相談専用ダイヤル

グ・オフをするための書面（はがき）を作成し、相手

☎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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知ってますか？「110番の日」
警察では、110番通報の適切な利用を促進するため、
毎年1月10日を「110番の日」と定めています。事件や
事故のときにスムーズに通報がつながるように110番
通報の適切な利用をお願いします。
＼まずは、落ち着いて連絡を／

110番通報のための６つのポイント

＼使い分けよう2つの110番／

①何がありましたか？
事件なのか、事故なのか、何があったのかをわか
りやすく話して下さい。
②どこでありましたか？
事件、事故のあった場所や目標となるものを教え
て下さい。
③いつごろですか？
何時頃あったのか、何分くらい前のことなのかを
教えて下さい。
④犯人は？
どんな人相、服装、どちらへ逃げたのか。年齢は
何歳くらい、身長は何センチくらい、逃走した車の
色やナンバーなどを覚えている範囲で教えて下さい。

もっと知って欲しいワン‼
「補助犬」を知っていますか？
新聞に「補助犬育成ピンチ 援助を」
の記事が掲載されていました。
「盲導犬
は知ってても補助犬って・・・・。」
補助犬とは、盲導犬、聴導犬、介助
犬の３種類を指します。一番よく知ら
れているのが盲導犬でしょうか。街中
で障害物を避けたり曲がり角を教えた
りして、視覚に障がいのある人の歩行
をサポートします。聴導犬は、聴覚に
障がいのある人の耳の代わりをします。
例えば、屋内だと携帯の通知音ややか
んの音。屋外だとクラクションや銀行
などで名前が呼ばれたことを知らせま
す。介助犬は、物の運搬や衣服の着脱
など、体が不自由な人の日常生活をサ
ポートします。
法律で介助犬・聴導犬も認められました
身体障害者補助犬法が制定された当
時、盲導犬はすでに道路交通法で法的
に認められていました。しかし、介助
犬と聴導犬には法的な定めはなく、ま
盲導犬は胴体にハーネスをつ
けており、介助犬と聴導犬は、
それぞれ「介助犬」「聴導犬」
という表示をつけています。
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問 問い合わせ先

⑤今どうなっていますか？
けが人がいれば、けがの程度、盗まれた物があれば、
盗まれた物の特徴などをお話し下さい。
⑥あなたの連絡先は？
通報された方の住所、名前、電話番号（携帯電話）

不要・不急の110番は控えてください
「110」
事件・事故などの緊急の通報は「110番」をご利用く
ださい。
「＃9110」
相談ごとは、警察相談ダイヤル「♯9110」を活用
して下さい。
事件・事故発生時に110番がスムーズにつながる
よう皆さんのご協力をお願いします。
天理警察署
☎0743-62-0110

ー 人権コラム ー

だペットの扱いでしかありませんでし
た。この法律によって、介助犬と聴導
犬が初めて法的に認められることにな
りました。
安心して補助犬と生活できるように
身体障害者補助犬法では、公共施設
や公共交通機関はもちろん、ホテルや
レストランなどの不特定多数の人が利
用する施設は補助犬の受け入れを拒ん
ではならないと定めています。しかし、
補助犬がどのような仕事をしているの
か、この法律があることを知らない人
が多いのが現状です。そのため、施設
の利用を拒否をされる事象が後を絶ち
ません。
利用者が安心して補助犬と生活でき
る社会。それを実現するためには社会
全体が補助犬への理解を深め、その普
及に取り組むことが不可欠ではないで
しょうか。
身体障害者補助犬法とは

補助犬を使う身体障害者が自立と社会参
加することが促進されるための法律です。
2002年5月29日に公布されました。

奈良県内での補助犬の実働頭数は

盲導犬15頭 聴導犬6頭 介助犬0頭

申 申し込み先

です。

てんいち先生

イベント・募集

＼ 入団説明会・活動体験会を開催 ／
ボーイスカウト磯城第1団の隊員を募集します！
ボーイスカウトは、仲間たちと自然の中で行動する

ことにより学び、協調性や社会性を育むことで将来の
良き社会人を育てる活動です。小学生以上の男女が入
団できます。入団説明会および活動体験会を開催しま
すので、ご興味のある方はご参加ください。
▶日時

▶場所

1月23日（日）14時～

三宅町交流まちづくりセンターMiiMo
1階

MiiMoホール

問・申 城戸（じょうと）☎0744-32-0997

＼ 参加者募集します！ ／
生涯スポーツ教室 「ピラティス教室」
▶講
▶場
▶定

師
所
員

▶申込期間
▶費
「ピラティス」はインナーマッスルを鍛える運動で、

用

▶持 ち 物

姿勢の改善、ケガの予防につながります。ピラティス
教室は、親子・ご家族・初心者の参加も大歓迎です！
▶日

時

1月18日（火）・25日(火)
2月1日（火）・8日(火)
10時～11時30分 （受付9時30分～）
一日のみの参加もOK！

どんな除草剤が効くか分からない・・
・
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
☎（0 7 4 5 ）4 4 -2 8 8 1

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。

三宅町文化ホール
各回30名まで

1月4日(火)～1月14日(金)

（土日祝を除く）
無料

動きやすいシューズ・タオル・マスク・
飲み物・ストレッチマット（バスタオル

▶申込方法

で代用可）

教育委員会事務局窓口

（電話・メール申込可）
問・申 教育委員会事務局(文化ホール内)

☎0745-44-2210

shakai@town.miyake.lg.jp

広告

雑草の悩みありませんか？

村上陽子さん

快適な環境づくりを応援します
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
2022.01
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まちの話題

PHOTO

NEWS

1月11日〜1月31日
＼ パブリックコメントを募集します ／
三宅町公共施設等総合管理計画改訂版素案
この計画は、これから更新時期を迎える三宅町が所

有する公共施設の全体像を把握し、建て替え、統廃合

や長寿命化などを長期的・計画的に行うことにより、
財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設の最
適な配置を実現するための計画です。

今回は、計画を改訂するためのパブリックコメント

を行います。皆さんからの多数のご意見をお待ちして
おります。

▶パブリックコメントとは

▶募集案件
三宅町公共施設等総合管理計画改訂版

※計画の詳細につきましては、町のホームページ又
は政策推進課窓口にて閲覧いただけます。

▶公表方法・場所

①町ホームページ

②政策推進課窓口での閲覧

（土日祝を除く8時30分～17時15分）

▶意見の募集期間

パブリックコメントは、町民の皆さんと情報を共

有し、町の政策形成の中に町民の皆さんの意見を反
映させることにより、行政運営の公正・透明性の確

1月11日（火）～1月31日（月）17時15分（必着）

▶提出先

保と協働のまちづくりを図るための制度です。この

【郵

計画を改訂する意思決定を行います。また、皆さん

【メール】seisaku@town.miyake.lg.jp

制度で皆さんから寄せられた意見などを考慮して、
よりいただいた意見は、内容ごとに整理して、意見
に対する町の考え方と併せて公表いたします。

便】〒636-0213
三宅町役場

問 政策推進課

磯城郡三宅町伴堂689

政策推進課

☎0745-44-3070

11月13日
子ども体験教室
「三宅町でバードウォッチング」を開催しました
みやけまちづくりの会のみなさんにご協力いただ

き、9名の子どもたちが三宅町でバードウォッチング
を行いました。

伴堂杵築神社や伴堂池を巡り、ヒヨドリやカワウな

ど合計13種類の野鳥を観察することができました。

普段何気なく見ている野鳥の姿を双眼鏡や望遠鏡越し

に見ることで、「こんな色をしているんだ！」といっ
た発見がありました。

広告

川 口 整 骨 院

LINE ＆ note ＆
Facebook で

情報発信中！

@miyake_town
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交通事故・各種保険取り扱い
@miyake.town

@town.miyake.nara

問 問い合わせ先

申 申し込み先

受付時間
午前 9:00-12:00
午後 5:00-7:00

三宅町石見478

休診日
土曜午後
日曜・祝日

近鉄石見駅西前

☎0745-27-2030

P有

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。

まちの話題

PHOTO

NEWS

11月21日

太子道クリーンキャンペーンを
実施しました
11月21日(日)、太子道沿いで清掃活動を行い、沿

道の散乱ゴミの収集や除草作業を行いました。当日は
90人のボランティアの方が参加され、まちをきれい

にする活動に取り組んでいただきました。これからも
地域住民の皆さんと協働し、きれいな景観を守ってい
きます。

黒田駅前での集合写真

清掃活動の様子

屏風杵築神社での様子

11月26日

大人用紙おむつの選び方と付け方
講座を開催しました
11月26日（金）、高田紙業有限会社、株式会社リブ

ドゥコーポレーションにご協力いただき、６名の方が
大人用紙おむつの選び方と付け方を学びました。紙お
むつは失禁の対処方法として介護に欠かせないもので

あり、使っている方はたくさんおられますが、選び方
や付け方は意外と知らないものです。

当日は、基本的な使い方や、快適な紙おむつの使い

方について、実演を交えながらお話していただき、参
加者の皆さんは熱心に耳を傾けていました。

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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まちの話題

PHOTO

NEWS

11月6日
＼2021年／
みやけチャレンジゴルフ フレンドシップカップを開催しました
11月６日（土）、天気にも恵まれ、秋空のもと

下は９歳から上は90歳まで、43名の方々がみや
けチャレンジゴルフにご参加いただきました。

グラウンドゴルフ・ゲートボール・ゲートゴル

フなどの要素を混ぜ込んだ三宅町オリジナルの

コースに皆さん苦戦しながらも、和気あいあいと
スコアを競い合いました。

今年のフレンドシップカップでは、１位から３

位の表彰のほかにも、ブービー賞の表彰もあり、
大変盛り上がりました。

＼おめ

でとう

ござい

ます／

大会結果
優勝

武田

典子

さん

40点

準優勝

西川

禎嗣

さん

44点

第３位

吉岡

裕昭

さん

44点

（同点の場合は年齢順）

21

広報誌 みやけ

2022.01

問 問い合わせ先

申 申し込み先

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。

MiiMo 図書フロアより
■ 図書スタッフの推し本・発掘本
● ロボット・イン・ザ･ガーデン
デボラ・インストール

小学館

● 心とカラダを整える おとなのための１分音読
山口謠司 自由国民社

近未来のイギリス。 だめ男

昨今のマスク生活で口を動

とポンコツロボット「タング」

かすことも減り、 なんだか口

の旅と友情を描いた楽しい物

元の張りがない…。 さあ、 大

語シリーズの第 1作です。 二

きく顔全体の筋肉を使って明

宮 和 也 主 演 で 映 画 化 され、

るく元気に声を出して音読し

2022年夏公開予定の話題作。

てみませんか？おなじみの名

図書フロアにタングがいるよ！

文を１分読めば心と体にいい

会いに来て！

こといっぱい。

(あ)

(さ)

● 仏像イラストレーターがつくった
仏像ハンドブック
田中ひろみ ウェッジ

● ぼく モグラ キツネ 馬
チャーリー・マッケジー 飛鳥新社

仏像のこと、 お寺と神社の

世界で100万人の心を癒や

違い、参拝の仕方、お寺で目

した奇跡の一冊と言われる人

にするものの名称など、 イラ

生寓話絵本。 ペン１本で描か

ストと端的な説明がわかりや

れた美しいイラストと心に響く

すいです。 千手観音の手それ

珠玉の言葉たち。 人生に疲れ

ぞれに持っているものとは？

たとき、 この物語のあたたか

この本片手に、 まずは奈良

さと強さに救われます。 (ち)

国立博物館へ足を伸ばしてみ
ませんか。

(ま)

■ 新着図書入りました
・彼岸花が咲く島

李琴峰 文藝春秋

・まめうしとまめじい

・ケーキの切れない非行少年たち

宮口幸治 新潮社

・ちいさなうさこちゃん ブルーナ・ディック 福音館書店

・カレンの台所

滝沢カレン サンクチュアリ出版

・護られなかった者たちへ

中山七里 宝島社

・ナイフみたいにとがってら３

・#名画で学ぶ主婦業

和田明日香 主婦の友社
・教えない子育て正解のない時代に「実践できる子」
を育てる

・症状で見分ける家庭医学事典
福井次矢 監修 文響社

田中久美子 宝島社

・１０年かかって地味ごはん。

反抗期男子観察日記

月野まる ＫＡＤＯＫＡＷＡ

あきやまただし ＰＨＰ研究所

河村京子 日本法令

このほかにも、まだまだ新着図書あります！

● 図書スタッフのつぶやき ●
小さな町の小さな図書フロアですが、四季折々の季節感あふれる居心地のいいフロアにしようと、私たち「図書四
姉妹」は誓いました。力を合わせて手づくりしていきます。遊びに来てね。

蔵書検索
は、こちらへ
MiiMo情報
●蔵書検索
http://www.lib-eye.net
/town.miyake.lib/

四姉妹・長女(あ）

●ホームページ

●Twitter

https://www.miimo.jp

＠MiimoMiyake

●facebook

●instagram

＠town.miyake.fukugo

miimo_miyake
2022.01
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子育てひろば

子育てに関する情報をお届けします。

子育て掲示板

問 ・ 申 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

子育て支援アプリの活用方法
～うまく使って、子育てを楽しもう！～

～子どもの成長に合わせて進めていこう～
管理栄養士さんに、相談してみよう！
▶日時

「アプリをダウンロードはしたけど、使い方
がわからない？」ってことないですか？

1 13

月
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

1 27

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

＊参加申し込みは1/12（水）午後5時まで。
（先着10組程度）

＊参加申し込みは1/26（水）午後5時まで。
（先着10組程度）

健診・相談

三宅町子ども家庭総合相談窓口
対象

日程

9～11か月児健診

1/11

(誕生日：R3.1.6～R3.4.11）

受付時間

(火)

13時30分
~14時20分

三宅町子ども
親と子のほけん室
家庭総合相談窓口
（保健師）
（代表電話）

（複数に分けて）

0745-433580

・大切な健診なので、必ず受けましょう。
・詳細は個別に郵送している通知をご確認ください
・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。

090-97260568

子育て家庭の
お悩み相談室

（公認心理師・社会福祉士）

080-57246212

相談受付時間：平日8時30分～17時15分

保健師・公認心理師・社会福祉士の専門職が連携し、

電子母子手帳アプリ「みやけっこ」

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。

子どもの成長記録や予防
接種スケジュール管理に
活用しましょう。

スマイル

問 スマイル

☎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（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）

誕生日会
お正月遊び

1/11（火）
1/21（金）

おうた紙芝居・手遊び歌
（ぶどう組と合同）

2歳児（ぴょんぴょん組）

1/12（水）

0，1歳児（よちよち組）

1/19（水）

誕生日会
お正月遊び

1/6（木）
1/21（金）

リトミック（10時～12時、事前にお申込ください。）

おうた紙芝居・手遊び歌
（いちご組と合同）

スマイルの利用について
▶対

23

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

三宅町交流まちづくりセンターMiiMo

広報誌 みやけ

所

※イベントの開催時は、対象者のみ

2022.01

問 問い合わせ先

３階

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。

みやけ

三宅町シェア・コンシェルジュ活動レポート

2022.1
No.562

つながるひろば

ご参加いただいた沢山の親子の皆様、オバケ役

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

をこころよく引き受けてくださり子どもたちへお
ハロウィンパレード＆
菓子のプレゼントもいただきました「みやけまち
リ体験会
仮装コンテストを実施しました
！ づくりの会」の皆様、心より感謝いたします。

第1回三宅町ハロウィン仮装コンテスト 大賞発表！（敬称略）
1位

アヤキチ

2位

まちのうごき 世帯数：3,035世帯（−6） 総人口：6,654人（−17） 令和３年12月1日現在（

あいとん／しょうま

ひな

開催の様子
動画はこちら

ひかり

（YouTubeが開きます）

3位

はな／ぺこちゃん／たくいと／れいかandそうすけ／りお・あきフラペチーノ

今後も毎年ハロウィン企画を継続していけたらと考えています！
お菓子をもらった子どもたちが、いずれお菓子をあげる側の大人になっ
ても続けていけるよう、皆様の積極的な参加をお待ちしています。
ハロウィンのように、季節の行事や皆さんが交流できる場を盛り上げて
くれるメンバー（シェア・コンシェルジュ）も大募集中です！

シェア・コンシェルジュ
次回の認定研修は

1月19日（水）9:30～12:00
三宅町交流まちづくりセンターMiiMo
三宅町在住・在勤の方に限り、認定料の
3,000円を町が負担するため無料です！

1月29日（土）つなぐマルシェin MiiMo 開催決定！
詳しくは三宅町アプリを要チェック！！！
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。

）内は前月比

運営：株式会社 AsMama

http://www.asmama.jp

iPhone

無料
ダウンロードは
こちら

info@asmama.co.jp ／三宅町 健康子ども局 健康子ども課

Tel

Android

0745-43-3580

