
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

N
o.565

2
0

2
2

.4
ま
ち
の
う
ご
き
世
帯
数
：
3,050世

帯
 （＋
1）　

 総
人
口
：
6,661人（

－
8）

令
和
4年
3月
1日
現
在
 （
　
）内
は
前
月
比

ま
ち
の
う
ご
き

み
 や
 けみ や け広  

報 2022. Apr
NO.565 4

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/

今月の表紙：みぃもでひな祭り



＼令和4年4月から／

役場の窓口の場所が変わります

庁舎１階のレイアウトや窓口が変わります！変更点１

変更点２ 社会福祉、障害福祉が、住民福祉課に移ります。
変更点３ 旧浄水場が分庁舎になります！

三宅町は、令和４年４月より住民サービスの向上と
効率的で機能的な役場にするため、
組織と庁舎などの窓口の配置を見直しました。

個別相談コーナーを
新設します。

分庁舎：三宅町伴堂181

税務課の窓口が変わります。

玄関

「まちづくり推進課」と
「土木管理課」が、分庁舎
（旧浄水場）に移転します。

庁舎１階のレイアウト

分庁舎へのアクセス
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分庁舎２階（旧浄水場）のレイアウト

JA
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令和４年４月からの窓口一覧
 変更前  変更後 

議会事務局 議会事務局
　☎44-3080 議会事務

総務課 総務課
　☎44-2001

情報公開・消防防災・財産管理・自
治会・人権・防犯・選挙管理委員会

産業振興課 産業振興課
　☎44-3071

観光・農業委員会・商工・労働・
統計・ふるさと納税・消費者相談

税務課 税務課
　☎44-3072

住民税・固定資産税・軽自動車税・
町税収納・納税相談

スマイル スマイル
　☎43-0667 子育て世代包括支援センター運営

環境衛生課 環境衛生課
　☎44-3077

ごみ・し尿処理・飼犬管理・墓地・
公害・環境保全

新型コロナウイルス
ワクチン対策室

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種対策室　　
　☎51-5567

新型コロナウイルス
ワクチン接種

会計課 会計課
　☎44-3078

幼児園 幼児園
　☎43-0654 幼児園運営

長寿介護課 保険医療課
　☎44-3074

国民健康保険・後期高齢者医療保険
介護保険・福祉医療・国民年金

まちづくり推進課

まちづくり推進課
　☎44-3075

土木建設工事・都市計画・開発・
地籍調査・企業誘致

大和平野中央ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ用地対策室
　☎44-3075

大和平野中央プロ
ジェクト用地対策

土木管理課

上下水道課

土木管理課
　☎44-3076

道路管理・河川管理・町営住宅・公園・
下水道・防犯灯

教育総務課 教育総務課
　☎44-3079

教育委員会・小中学校・生涯学習・
社会教育・社会体育・文化財

人権センター 人権センター
　☎43-0656 人権センター運営

健康子ども課 健康子ども課
　☎43-3580

健康診査・予防接種・母子保健・
児童福祉

住民保険課 住民福祉課
　☎44-3073

住民票・戸籍・印鑑登録・個人番号カード
社会福祉・障害福祉・高齢者福祉

庁舎３階

あざさ苑１階

MiiMo３階

あざさ苑２階

幼児園

文化ホール

人権センター

庁舎１階

分庁舎２階

公金収納、出納管理、土地開発公社

政策推進課

MiiMo運営室

政策推進課
　☎44-3070

地方創生・広報広聴・地域公共交通
・定住促進・官民連携・財政・ＤＸ

　☎44-3082 ・交流まちづくりセンター管理運営 MiiMo

庁舎２階

問   　 総務課　☎0745-44-2001
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　MiiMo 図書フロアより

■ 図書スタッフの推し本・発掘本

■ 新着図書入りました

● 図書スタッフのつぶやき ●

●蔵書検索
http://www.lib-eye.net
/town.miyake.lib/

●ホームページ
https://www.miimo.jp

　女子大生と噺家・春桜亭円
紫師匠が日常に潜む謎を鋭い
観察力で解いていく。ミステ
リー好きの方必読！人や物の
見方がきっと変わるよ。ドラマ
「ミステリと言う勿れ」が好き
だった方には特にお勧め。短
編集なので読みやすいです。
(あ）

　「気にしすぎ、考えすぎ」な
性格の自分。でも、そういう
視点だから見える「些細ないい
こと」を味わうことや、苦手な
場面での距離の取り方、繊細
タイプ別の「休み方」…肩の力
を抜いて生活できるかな、と
思えました。(ま)

　金に目がない凄腕美女弁護
士が元カレの奇妙な遺言状を
元に一攫千金を企む遺産相続
ミステリー。第19回「このミス
テリーがすごい!」大賞受賞作
品で、４月からＴＶドラマ化さ
れる話題作。現実離れした軽
やかな物語で続編も楽しみで
す。(さ)

　毎朝ベランダから見送ってく
れる母に手をふって学校に行
く姿を友達にからかわれ...思
春期の少年の成長記。お互い
を思いやる人が周りにたくさん
いるほど、子どもは自然と優
しい子に育つんだなぁと。子
どものキラキラした純粋さに
心が洗われます。(ち)

・人に必ず好かれる言葉づかいの図鑑	 ゆうきゆう　宝島社
・70歳が老化の分かれ道	 和田秀樹　　詩想社
・ママがもうこの世界にいなくても	 遠藤　和　　小学館
・死にゆく者の祈り	 中山七里　　新潮社
・よろずのことに気をつけよ	 川瀬七緒　　講談社
・孤鷹の天　上・下	 澤田瞳子　徳間書店
・髪のこと、これで、ぜんぶ。	 佐藤友美　かんき出版
・あんなに　あんなに	 ヨシタケシンスケ　ポプラ社
・ゆめぎんこう	 　　　　　　　　コンドウアキ　白泉社

　ずっと挑戦したかった小型二輪免許の取得。意を決して教習所へ手続きをしたところ、混んでいるため入校は4月末からに。
この広報がお手元へ届く頃には、まだ教習は始まっていませんが、次回の四女のつぶやきの頃には、果たして免許は取
れているのでしょうか…？がんばります！	 四姉妹・四女(ま）

・生を祝う	 　李琴峰　朝日新聞出版
・黒牢城	 米澤穂信　ＫＡＤＯＫＡＷＡ
・ブラックボックス　	 砂川文次　講談社
・塞王の楯	 今村翔吾　　　　集英社
・皆のあらばしり	 乗代雄介　　　　新潮社
・「できない自分」を脳から変える行動大全
	 菅原洋平監修　　扶桑社
・Schoolgirl	 九段理江　　　文藝春秋
・海をあげる	 上間陽子　　　筑摩書房

● 空飛ぶ馬
  北村薫　東京創元社

●「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくな
る「繊細さん」の本　　  武田友紀　飛鳥新社

蔵 書 検 索 　　　　　  は、こちらへMiiMo情報

● 元彼の遺言状
新川帆立　宝島社

※ここに掲載している以外にも届いています。

● ベランダに手をふって　
葉山エミ　講談社

●Twitter
＠MiimoMiyake

●facebook
＠town.miyake.fukugo

●instagram
miimo_miyake

問   　	政策推進課　☎0745-44-3082
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　三宅町内の土地と
家屋の価格が記載さ
れた価格等縦覧帳簿
をご覧いただけます。
お越しの際には、運
転免許証などの本人
確認書類をご持参く
ださい。
※固定資産税が課税されている方とその方から委任を

受けている方が対象となります。

▶期　間　4月1日（金）～5月31日（火）
　　　　　9時～17時　　※土日祝日を除く。
▶場　所　三宅町役場　税務課
▶持ち物　本人確認書類（運転免許証など）

問   税務課　☎0745-44-3072

　近鉄田原本線において自
転車をそのまま車内に持ち
込めるサイクルトレインが
運行されます。
　奈良県内のサイクリング
環境の充実と、サイクリング推進による近鉄田原本線
の利用促進を図るため、奈良県及び近鉄田原本線近隣
各町（川西町、三宅町、田原本町、上牧町、王寺町、
広陵町、河合町）、近畿日本鉄道（株）が協力し実現し
ました。
　なお、奈良県営馬見丘陵公園で開催される『馬見
チューリップフェア』の開催期間に合わせての運行とな
ります。この機会に鉄道利用と併用しながら沿線での
スタイリッシュなサイクリングをお楽しみください！

▶実施期間　４月９日（土）～17日（日）
※馬見チューリップフェアが中止の
　場合は、運行を中止します。

▶対象列車　新王寺・西田原本両駅を
　　　　　　９時台～15時台に発車する列車
　　　　　　※事前予約不要　※輪行袋不要

▶乗車場所　３両編成中、真ん中（２両目）の車両
　　　　　　（下図を参照）

▶利用区間　近鉄田原本線　西田原本駅～新王寺駅
　　　　　　の各駅間（大輪田駅、佐味田川駅除く。）
▶利用可能台数　各列車16台まで

※車内の混雑具合などにより、　自
転車の持ち込みをお断りする場
合があります。

▶追加料金　不要（乗車券のみ）

＼近鉄田原本線の西田原本駅〜新王寺駅／

期間限定のサイクルトレインが運行されます！！

　MiiMo 図書フロアより

　民法改正に伴い、2022年4月から成年年齢が現行
の20歳から18歳に引き下げられます。
　三宅町では成人式の開催について、次のとおり方針
を決定しましたので、お知らせします。

▶方　針　　
その年度に20歳を迎える方を対象として実施

（現行どおり）
▶式典名
　20歳のつどい（仮称）
▶理　由

　対象を18歳とした場合、新成人（18歳）の多くの
方が進路を決める時期と重なり、対象となる新成人
及び保護者への負担が大きくなるため。

問   教育委員会事務局（文化ホール内）
　 ☎0745-44-2210

令和4年（2022年）度以降の
成人式のお知らせ

＼固定資産税の縦覧制度／

土地・家屋の価格などがご覧になれます

※詳細については、下記または、ホームページでご確認ください。
問  	近畿日本鉄道株式会社　大阪統括部　運輸部　営業課　☎06-6775-3514（平日９時10分～18時）

※一般のお客様も乗車可能です。

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。

お知らせ
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　式下中学校PTAでは、PTA活動の一環として「あんぜんマップ」を作成しました。
　「あんぜんマップ」の通学路の危険箇所は、PTA会員から投稿された箇所を地図
に書き入れたものです。危険箇所は、川西町と三宅町で20箇所にもなります。保
護者の方からは「視覚的に危険箇所が確認できた。」「登下校で交通安全に気をつ
けようと思った。」との声も聞かれました。
　「あんぜんマップ」は下のQRコードから確認できます。危険箇所のストリート
ビューも閲覧できますので、サイトにアクセスして子どもたちが毎日登下校する
通学経路をご覧ください。
　この「あんぜんマップ」の活動は、歩行者、運転者の双方が互いに気をつけて安
全を守っていきたいという思いから始まりました。今後も学校とPTA、地域で協
力した安全なまちづくり活動に繋げたいと思います。

　20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入し
なければなりません。学生ご本人の所得が一定額以下
の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付
特例制度」があります。国民年金保険料を納付できな
い場合には、忘れずに学生納付特例制度の申請を行い
ましょう。
▶対象となる方

　学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、
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年以上である課程）に在学する学生などで、
ご本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下
である方。

▶学生納付特例の継続手続
　学生納付特例の承認期間は４月から翌年３月まで
です。次の年度も在学予定の場合、４月初旬に申請
用紙が送られてきますので、引続き制度を利用され
る場合には、必要事項を記入の上ご返送ください。

▶申請　
　郵送または、桜井年金事務所または、三宅町役場
保険医療課の窓口へお越しください。

問  ・申   桜井年金事務所　　　　☎0744-42-0033
　　　	三宅町役場保険医療課　☎0745-44-3074

式下中学校PTAで「あんぜんマップ」を作成しました！

＼学生は国民年金保険料の納付が猶予されます／

国民年金の学生納付特例制度のお知らせ

牛　肉
豚　肉中尾精肉店

三宅町上但馬187-5

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！

☎0745-56-2501
お気軽に

あんぜんマップは
こちら

マイナンバーカード休日・夜間窓口のお知らせ

※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、
住民福祉課へお電話ください。

問 ・申 住民福祉課　☎0745-44-3073

手続き 日　　時

申　請 4月10日（日）	　９時～12時30分

受取り
4月10日（日）	　９時～13時00分
4月27日（水）　17時15分～19時

広
告

学生納付特例の対象となる前年所得の計算式
前年所得 ≦ 128万円＋（扶養親族などの数×38万円）

お知らせ
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環境衛生課からのお知らせ

＼飼い主には予防注射の義務があります／

狂犬病予防集合注射を行います

　狂犬病予防法では、生後91日以上の犬は毎年１
回狂犬病予防注射を接種することが義務づけられ
ています。狂犬病は、「人畜共通感染症」で、咬ま
れることで人にも感染し、麻痺やけいれんなどの
症状があり、命を失う危険性があります。海外で
は、毎年３万人～５万人が亡くなっている感染症
です。狂犬病を日本に入れない、広めないために
も狂犬病の予防注射をすることが大切です。

　三宅町では、次の日程で狂犬病予防集合注射を
行いますのでご利用ください。

▶日程　　5月13日（金）
　人権センター （10時～10時30分)
　交流まちづくりセンターMiiMo （11時～12時）
　石見公民館 （13時15分～14時15分）
　東屏風体育館 （14時30分～15時）
▶料金　3,400円
　　　　（注射代2,850円＋注射済票交付手数料550円）

※登録されている方には、狂犬病予防集
合注射の案内を通知します。

▶注意事項
・首輪、リードは確実で安全なものをして下さい。
・咬む恐れのある犬については、口輪をつけるな

どの処置をして下さい。
・町内で飼われている犬に限ります。
▶犬の登録
・犬の登録が済まされていない方は、会場で登録

することができます。登録についても狂犬病予
防法によって義務づけられています。

・登録手数料　3,000円

犬の飼い方のマナーを守りましょう！　
　人と犬がともに暮らすには、飼い主が責任を
持ってしつけをし、ご近所からの理解を得られる
ような気配りが大切です。愛情を込めて世話をし、
犬にとって一番の飼い主になってください。

　粗大ごみのリクエスト収集粗
大
ご
み
を
処
分
す
る
場
合

に
は
、電
話
予
約
が
必
要
で
す
。 0745-44-3077

環境衛生課へ予約の電話をします。

収集日時と予約番号をお伝えします。

収集日に訪問して収集します。

粗大ごみ処理券を購入し、貼り付けます。処理券

当日午前8時30分までに収集場所へ

飼い主のマナー
●ふん・尿の後始末をしましょう

　散歩のときは、ふんを入れる袋と水を
持って行きましょう。そして、ふんは必
ず持ち帰り、尿は水で流してください。

●飼い犬にはリード（引き綱）をつけて散歩する
　事故防止のために、飼い犬には必ずリー
ドをつけて犬を制御できる人が散歩する
ようにしましょう。

●不妊手術をおすすめします
　自分では飼えない子犬が生まれてし
まったとき、すぐに新しい飼い主が見つ
かるとは限りません。繁殖を望まない場
合は不妊手術を行うようにしましょう。

ごみ出しの時間にご注意を！
　いつもゴミ出しについて、みなさまにご協力
いただき、スムーズな収集作業ができているこ
とに感謝いたします。連休を迎えるにあたり、
あらためてごみ出しの時間について確認してい
ただき、決められた時間までに収集場所にごみ
を出していただきますようお願いいたします。

浄化槽の管理についてのお願い

0742-61-5863
090-7754-6959

 磯 城 清 掃 組 合

保守点検、清掃、
法定検査 が必要です。

問  	環境衛生課　☎0745-44-3077

問い合わせ先 申し込み先問 申

お知らせ
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農作業による泥汚れは道路に残さないで

　奈良県広域消防組合では、奈良県立医科大学附属病
院と協働し、医師、看護師が救急車に同乗するドクター
カーを運行しています。このドクターカーは、１分１
秒でも早く重症患者に医師と看護師による治療を開始
して、救命及び後遺症の軽減に繋げることを目的にし
ています。
　ドクターカーが重症患者を病院搬送する救急車と合
流することで、救急現場でいち早く医師などによる高
度な治療を提供することが可能になります。
　ドクターカーと救急車が合流する時には、コンビニ
エンスストア、店舗などの駐車場、空地に車両２台が
並んで救急活動を行うことがあります。施設の関係者
の方々には、駐車場や空地の利用については一声掛け
させていただきますので、重症患者を救うドクター
カー活動にご協力をお願いします。

 

問   奈良県広域消防組合　警防部救急課
　 ☎0744-26-0116

　トラクターなどでの農作業の際、田や畑から公道へ
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

ドクターカーによる医療活動を行っています

広
告タクシーのご用命は

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

乗務員
募集中
乗務員
募集中

三宅交通
葬儀一式・寝台車

三宅町伴堂５５１　☎４４－０２３２　 FAX ４４－１３７９

花吉葬祭
光ホール 三宅町屏風１０３－１　

☎ ４２－１０２７　FAX ４２－１０２８

は　な き　ち

お知らせ
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＼早期の手続きをお願いします／

安全・安心な水の安定供給のために
　人口減少などによる水需要の減少、老朽化施設の更新や耐震化対応による投資費用の増大、熟練職員の退職に
よる技術力の低下や人材不足が大きな課題となっており、全国の多くの自治体において、将来的な水道料金の大
幅な値上げや、安定した水道事業経営持続の困難化が懸念されている状況です。
　磯城郡３町においても、同様の事情により、今後、給水収益が減少傾向となることは避けられず、また、石綿
管や老朽化施設の更新、管路の耐震化などのために将来的に多額の費用負担が見込まれています。　
これらの問題の解決に向けて、磯城郡３町では、奈良県とともに、平成26年から水道事業の統合に向けた取り
組みを進めてきました。そしてこの度、磯城郡水道企業団として、３町の水道事業の経営を一体化することがで
きました。
　これからも、安全・安心な水の安定供給のため、住民の皆様に信頼される水道事業の運営に職員一丸となって
取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。

磯城郡水道企業団　企業長　森　章浩

広
告

磯城郡水道企業団、事業スタート！

しみ取りレーザー
ケミカルピーリング
イオン導入

皮膚科 新設オープン医療法人池田医院
診療時間

皮膚科

皮膚科  9：00～12：00

●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

●　●　ー　●　●　ー
月　火　水　木　金　土

NEW 美容皮膚科
●シミ
●肝斑
●肌のザラつき
●シワ　など

皮膚科専門医
アレルギー専門医

皮膚科往診いたします。

山 本  容 子
やまもと　ようこ

●くすみ
●ニキビ

NEW

☎0745-44-1818 〒636-0204　奈良県磯城郡川西町唐院 398-1
　　　　　　https://www.ikeda-i.com/ホームページ

医療法人

内科・小児科・消化器内科・腎臓内科

池田医院

☎0745-44-1818 〒636-0204　奈良県磯城郡川西町唐院 398-1
　　　　　　https://www.ikeda-i.com/ホームページ

診療時間

名誉院長

内科・小児科

院　　長

内科 午前  9：00～ 12：00　 
内科 午後 17：00～ 19：00　 
腎臓内科　 9：00～ 12：00　 

呼吸器科医学博士

＼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

●かぜ　　●発熱
●生活習慣病
　（高血圧、高脂血症、
　　糖尿病）など

消化器内科
●胃の痛み
●げっぷ・胸やけ
●吐き気や嘔吐
●下痢・軟便　など

腎臓内科
●慢性糸球体腎炎
●急性腎不全
●ネフローゼ症候群
●血尿・尿蛋白　など

胃カメラ
鼻からカメラを入れて
楽に受けられます。
胃がん検診対応できます。

●　●　ー　●　●　●
ー　●　ー　●　ー　ー
ー　ー　ー　●　ー　ー

月　火　水　木　金　土

池田  富一
いけだ　とみかず

池田  大輔
いけだ   だいすけ

池田  夏子
いけだ　 なつこ

NEW NEW

　令和４年４月１日より、磯城郡３町の水道事業が経営を一

体化し、磯城郡水道企業団として生まれ変わりました。

　今後も企業団に関する情報を、広報紙や磯城郡水道企業団

ホームページを通してお知らせしていきます。

問   　	磯城郡水道企業団　☎0744-32-2516

【広域化に関するＱ＆Ａ】
水道管の漏水修理
はどうすればいい
の？

「敷地内の漏水」は、磯城郡水道企業団が指定している指定給水装置工事事業者へ依頼してください。「道
路上の漏水」は、磯城郡水道企業団へご連絡をお願いします。
なお、指定給水装置工事事業者一覧については、企業団ホームページをご参照ください。
　https://www.shikigun-suido.jp/top/visitor/riyou/kyusui/list/

水道を新設したい
場合は？

磯城郡水道企業団が指定している指定給水装置工事事業者へ依頼してください。
（工事事業者一覧は、上記ホームページを参照ください。）

口座振替が可能な
金融機関は？

南都銀行、奈良中央信用金庫、奈良県農業協同組合、りそな銀行、大和信用金庫、ゆうちょ銀行・郵便局（全
国）です。
　口座振替の手続きは、使用水量のお知らせ又は上下水道料金等納入通知書、通帳及び印鑑をご持参
のうえ、上記の取扱い金融機関の窓口へお申し込みください。

納入通知書はどこ
で支払えるの？

納入通知書の裏面に記載されている金融機関またはコンビニでお支払いください。
※役場の窓口では、支払いができません。

( 左から）小澤町長、森町長、森田町長

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
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▶対象者
１．町内在住の満65歳以上で、①～③のいずれか
に該当する方

　　①自動車運転免許証を所持していない方
　　②自動車を所有していない方
③病気、その他の事由により２ヶ月以上継続して
自動車を運転できないと認められる方
※③の方は「かかりつけ医の証明」が必要です
ので、必ず申請前にご相談ください！

２．出産予定があり、母子健康手帳の交付を受けた
町内在住の方

　　※申請時に母子手帳の持参が必要です。　

▶申請場所　役場２階　政策推進課

▶申請期間　令和５年2月28日まで（土日祝を除く）
▶使用期間　4月1日～令和５年3月31日
　　　　　　　　　　　　　　

　広報３月号の折込チラシでもお伝えしましたとおり、３月１日よりタクシー補助券の申請を受け付けています
が、４月１日以降は申請時に本人確認書類を持参した方に限り、申請後すぐにタクシー補助券を交付します。
　申請の際は、本人確認書類をご持参の上、三宅町役場政策推進課窓口までお越しください！

※「３月中に申請された方」、「本人確認書類をお持ちでない方」、「代理人申請の方」は、後日、町が本人確認を行い、
郵送で補助券を交付します。

▶本人確認書類
〇１点で確認できるもの
マイナンバーカード・住民基本台帳カード・運転免
許証・運転経歴証明書（H24年4/1以降交付のもの）・
旅券・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳（写
真付）・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書

〇２点必要となるもの
国民健康保険証・健康保険証・後期高齢者医療保険
証・共済組合員証・介護保険証・母子手帳・年金手帳・
年金証書・医療受給者証・社員証（写真付）・学生証（写
真付）

代理で申請ができます！
役場に行くことができない場合には、
ご家族、ご近所の方でも本人に代わって
代理で申請することもできます。
（委任状は不要です。）

＼本人確認書類を持参した方のみ／

４月１日からタクシー補助券の即日交付をはじめます

問  ・申  	政策推進課　☎0745-44-3070

広
告快適な環境づくりを応援します

だるま美装（株）
建物管理

三宅町小柳４１５
☎（0745）４３-０７００（代）　

　daruma-biso@star.ocn.ne.jp

建築物環境衛生管理技術者免状

防除作業監督者

空気環境測定実施者

危険物取扱者免状（乙種４類）

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
㈱勝井農機

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

☎（0745）44-2881

除草剤・農薬・肥料の販売

雑草の悩みありませんか？
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！

即日交付の流れ

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。

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
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＼ 早 期 の 手 続 き を お 願 い し ま す ／

　チャレンジゴルフ
は、 グ ラ ウ ン ド ゴ
ルフ・ゲートボール
などの要素を盛り込
んだ、三宅オリジナ
ル競技です。ひと味
違ったゴルフに挑戦
しませんか？初心者の方も大歓迎！みなさま奮ってご
参加ください。

▶日　　時　5月14日（土） 9時30分～12時00分
　　　　　　　　　　　　　　(受付9時～)

▶場　　所　三宅健民運動場
▶定　　員　40名（先着順）
▶対　　象　どなたでも(年齢制限なし）
▶参 加 費　無料
▶申込期間　4月11日(月)～5月6日(金)（土日祝を除く）
▶申込方法　教育委員会事務局窓口
　　　　　　（電話・メール申込可）
▶持 ち 物　動きやすい服装、タオル、マスク、飲み

物、帽子、グラウンドゴルフ用クラブ（お
持ちでない方は事務局で用意します。）

▶主　　催　三宅町スポーツ推進委員
　　　　　　三宅町教育委員会

　橿原青年会議所主催で、小学生の子どもたちを対象
にした「わんぱく相撲　橿原場所」を開催します。「目
指せ未来の琴裕将関」をキーワードに国技である相撲を
通じて、子どもたちの様々な学びの機会となることを
期待しています。小学生の皆さん、ぜひご参加ください。

▶日　時　5月29日（日）

▶場　所　奈良県立橿原公苑　相撲場
▶参加費　無料
▶対象者　橿原市・高市郡・磯城郡の小学生１～６年生
▶定　員　100人（１学年18人程度）
▶持ち物　タオル・水筒・着替え
▶申　込　4月15日から5月9日までに小学校で配布

されるチラシに氏名、年齢、住所、電話番
号を記入の上、FAXまたは郵送にてお申込
みください。詳細は、橿原青年会議所へお
問合せください。

＼2022年も開催します！／

みやけチャレンジゴルフフレンドシップカップ参加者を募集します！

＼小学生１〜６年生が対象です／

わんぱく相撲　橿原場所を開催します！

問  ・申   橿原青年会議所事務局（〒634-0063　橿原市久米町652-2　橿原市商工経済会館２階）
　　		☎0744-28-4800　℻0744-28-4848

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

交通事故・各種保険取り扱い

川 口 整 骨 院
休診日受付時間

午前　9:00-12:00
午後　5:00-7:00

土曜午後
日曜・祝日

三宅町石見478　近鉄石見駅西前
☎0745-27-2030 　P有

4月 「あざさ苑」からのお知らせ「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
休業日：4日・11日・18日・19日・25日

問     三宅町社会福祉協議会　☎0745-43-2078

ホームページ

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。

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。問い合わせ先 申し込み先問 申

お知らせ
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地域支援センター　社会福祉士　阪本　由

入院すると様々な困りごとが出てきます
　骨折した時にしばらくしてギプスを外しても、思い通
りに動かなくて驚いたという経験はありませんか？若
い方はリハビリをすると再び日常生活を送ることがで
きます。しかし、高齢者は、病気やケガにより入院する
と身体が以前の状態に戻るまでに時間がかかる、物忘れ
が進む、自分でできない事が増える、誰かの助けや介護
が必要になるなど様々な困りごとが出てきます。

退院後の生活への様々な支援を行います
　退院時には『気持ちの準備・書類の準備・サービス
の準備』が必要になります。そのため、地域支援セン
ターでは、まず退院後の生活について患者様・ご家族
のご意向や困りごとのご相談をお受けしております。
さらに状況に応じて医療保険、介護保険、社会保障制
度などの説明をさせていただきます。その上で、地域
の医療機関、介護サービス事業所などについての情報
を整備し、関係機関、関係職種などとの連携の下に、

患者様・ご家族の状況に応じたサービスの利用方法を
検討します。
　例えば、介護保険制度の利用が予想される場合、制
度の説明をし、利用の支援を行います。また、患者様・
ご家族にご了承いただいた上でケアマネージャーなど
と連携を図り、入院中から、退院準備について関係者
と相談や協議を行います。また、当院には訪問看護ス
テーションがございますので、医療処置が必要な方へ
の支援や介護相談、アドバイスをしながら自宅での療
養生活をサポートさせていただくことも可能です。自
宅退院が困難な場合は、転院のための医療機関や利用
可能な地域の介護施設（介護老人保健施設や特別養護
老人ホーム、有料老人ホームなど）のご案内をさせて
いただきます。

専門職のチームでサポートします
　現在、地域支援センターでは、看護師・社会福祉士・
相談員が窓口対応をしております。退院後も安心した
生活を送れるよう医師・看護師・リハビリスタッフな
どと共にチームでサポートし、退院に向けてのお手伝
いをさせていただきます。

問 国保中央病院　☎0744-32-8800　　　　　　　

マッチングアプリがきっかけ

暗号資産の詐欺

【事例】
　マッチングアプリで外国の男性と知り合った。その
人に海外の投資サイトを紹介されたので試してみるこ
とにした。現金 10万円を暗号資産にかえ、そのサイ
トに送金。10 万円はすぐ 13 万円に増えた。その後
もっと高額での投資を勧められ、今度は 100 万円を
暗号資産にかえ送金。数日後、送金した暗号資産を引
き出す手続きを男性に頼んだら、「保証金を支払う必
要がある。」と言い出した。支払いを拒んでいたら、
男性と連絡が取れなくなってしまった。
【アドバイス】
マッチングアプリや出会い系サイトで知り合った人
に暗号資産の儲け話をもちかけられ投資したが、返金
されない、出金できない、連絡が取れないといった相
談が続発しています。

　　

問 産業振興課　☎0745-44-3071
　	三宅町消費生活相談専用ダイヤル　
　 ☎0745-43-3588

国保中央病院における退院支援

消費生活相談

消費者
相談窓口 三宅町 川西町

日　時 4月12日、26日（火）
10時～15時

4月5日、19日（火）
10時～15時

場　所 役場庁舎3階
第2会議室

役場庁舎2階
図書室

仮想通貨が詐欺に利用される場合があります。
　仮想通貨が投資の勧誘に利用されている詐欺のパタ

ーンが多くあります。今回の事例の海外サイトも見せ

かけだけの架空のものであると思われます。

儲け話には冷静に確認しましょう。
　一度儲かったように見せて信じさせ、その後大金を

振り込ませるのが目的の場合があります。連絡が取れ

ない相手からお金を取り戻すことは困難です。儲け話

には制限がないかなどしっかり確認して冷静に判断す

ることが大切です。

トラブルを防ぐポイント
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春の交通安全県民運動を行います
　令和3年は、県下の交通事故死者数は39人と前年対
比14名増加となりました。依然として、交通事故死
者に占める高齢者の割合が高く、車両相互による正面
衝突や出会い頭事故、歩行者が優先されるべき横断歩
道上における死亡事故件数が前年を上回りました。
　期間中は、交通事故が多発する地域で重点的な交通
指導取締りや交通安全施設の点検を実施するなど、交
通事故の防止活動を強化します。
　住民の皆さんやドライバーの皆さんも交通安全意識
を高めていただき、交通事故防止に取り組んでください。

▶期間　4月6日（水）～4月15日（金）
※4月10日は、交通事故死ゼロを目指す日です。

▶重点的な活動
①子どもなどの歩行者の安全確保
②歩行者保護や飲酒運転根絶などの安全運転意識の

向上
③自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保

　④二輪車、原付車の交通事故防止（奈良県）　

マナーアップ大和路2022を実施しています

▶実施期間　12月31日（土）まで
▶推進事項　交通安全「やまとじ」の実践　

夜間に目立つ反射材、
前照灯の早め点灯と上向き点灯

待った、飲酒運転。
ハンドルキーパーで安全・安心

止まってゆずろう、横断歩道は歩行者優先

自転車は車の仲間、ルールを守って安全運転

「SDGs」を知っていますか？

　テレビやインターネット上でSDGs（エスディージーズ）の言葉やマークが毎
日のように登場するようになりました。SDGsは2030年までに世界中の諸問題
を「一人も残さない」ように17の目標を設定して解決する取り組みです。
　そして、2020年度から具体的な活動が世界中でスタートしました。
　17の目標の中には、国や企業が果たすべき課題が数多くありますが、私たち
にできることもあります。例えば、
　　　・節電・節水をする　　　　・マイバッグやマイボトルを使う
　　　・フードロスを減らす　　　・リサイクルを積極的に行う
　　　・公共交通機関を利用する　・家事を平等に分担する　　　　などです。
　最近、スーパーマーケットの割引シールを貼る時間帯が早くなったのにお気づ
きでしょうか。スーパーマーケットもSDGsに取り組んでいます。今日から少しず
つ取り組んでみてはどうでしょうか。

私たちにできること　　　　　　 ー  人 権 コ ラ ム  ー てんいち先生

や

ま

と

じ問    天理警察署　☎0743-62-0110
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イベント・募集

広
告

▶対　象　三宅町在住の障害者手帳を持っている方　
▶回　数　年間10回　（5月～令和5年3月）
　　　　　※送迎あり
▶受講料　1,000円（申込時にいただきます。）

※教室開講後、納付いただいた受講料は返
金致しませんのでご了承ください。

※教室の道具・花代・コピー代などの消耗
品は自己負担となります。

▶定　員　10名
　　　　　※定員を超えた場合は、後日抽選します。
　　　　　※抽選結果は４月15日までに連絡します。
　　　　　※申込者数が４名以下の場合、開講しません。

▶申込期間　４月４日（月）～４月11日（月）
　　　　　　８時30分～17時（土日祝を除く）
▶申込方法　三宅町社会福祉協議会までお越しください。
　　　　　　※申込時に受講料の納付が必要です。

令和４年度三宅町障害者生け花教室受講生を募集します！

《障害者生け花教室》

問・ 申 三宅町社会福祉協議会（あざさ苑内）　 ☎0745-43-2078（担当：下谷・渡邊）

※気象警報及び新型コロナウイルス感染拡大防止の為、延期・変更・中止となる場合があります。

曜　日 時　間 定員 受講料 回数
第３水曜日 ９時 30 分〜 11 時 30 分 10 名 1,000 円 10 回

大和まほろば圏域ニュース 田原本町

←奈良県ローラースポーツ連盟の
担当者がスタッフとして常駐して
いるので、安心して練習できます。

スケートボードは、安全に楽しく続けられ
るスポーツです。ぜひ、やってみませんか。

問   田原本町役場　生涯教育課　スポーツ振興係
　 ☎0744-33-5882

　東京2020オリンピックでの国内金メダリスト
誕生など、盛り上がりを見せるスケートボード。
　田原本町には、初心者も、経験者も楽しく練
習できるスケートボードパークがあります。ぜ
ひ、お越しください。

▶利用料　　圏域市町村在住　　１日300円
　　　　　　その他市町村在住　１日600円
 
※詳しくは、ホームページを
　ご覧ください。

田原本町スケートボードパーク

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。

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。 14広報誌みやけ2022.04



イベント・募集

　生涯スポーツとしてのグラウンド・ゴルフを楽しむ
人が増えています。ルールは簡単で広場があれば、い
つでもどこでもできます。
　初心者の方大歓迎！ご興味のある方は、体験講習会
に参加してみませんか。参加資格はなく、男女・年齢
は問いません。あなたもグラウンド・ゴルフを一緒に
始めてみませんか。
 

▶開催日　4月23日（土）９時～
▶参加費　無料
▶集合場所　三宅健民運動場
　　　　　　（野外トイレ付近）
▶持ち物　動きやすいシューズ、帽子、タオル、飲み

物、マスク着用
※用具はグラウンド・ゴルフ部で用意します。

▶申　込　事前にグラウンド・ゴルフ部　部長　辰巳
まで連絡ください。なお、事前に連絡がで
きない方は、当日の8時50分に集合場所に
お越しください。

問・ 申 グラウンド・ゴルフ部　部長　辰巳
　　　 ☎090-2281-3450

＼どなたでも参加可能です！／

グラウンド・ゴルフ競技体験講習会を開催します！

自衛官などの採用試験

問・ 申 自衛隊奈良地方協力本部　橿原地域事務所
　　 　☎ 0744-29-9060
　　 　HP    https://www.mod.go.jp/pco/nara/

　陸・海・空の幹部自衛官となる者を養成します。一
定期間の教育を受けた後（歯科・薬剤科は免許取得
後）、幹部自衛官となります。
▶資　格　一般（大卒程度試験）

：22歳以上26歳未満（20歳以上22歳未満
は大卒(見込含む)、修士課程修了者等(見
込含む)は28歳未満）

一般（院卒者試験）
：修士課程修了者等(見込含む)で、20歳　

以上28歳未満
▶受　付　4月14日(木)まで
▶試験日　4月23日(土)・24日(日)（1次）
　※歯科・薬剤科についてはお問合せください。

　部隊の中核である曹を養成するコース。陸・海・空
の各部隊で経験を積み、入隊後、２年９ヶ月以降、選
考により曹へと昇任します。
▶資　格　18歳以上33歳未満
▶受　付　第１回：5/10(火)まで
　　　　　第２回：7/1(金)～9/5(月)
▶試験日　第１回：5/20(金)～29(日)※（１次）
　　　　　第２回：9/15(木)～18(日)※（１次）
　　　　　※いずれか1日を指定します。

　陸は2年、海・空は3年の任期制隊員コース。入隊
して3ヶ月間は自衛官候補生として経験を積み、その
後、2等陸・海・空士に任命されます。
▶資　格　18歳以上33歳未満
▶受　付　年間を通じて受け付けしています。
▶試験日　受付後に指定

幹部候補生

一般曹候補生

　予備自衛官への道を公募制にした制度です。採用さ
れると規定の教育訓練を受け予備自衛官に任官します。
▶資　格　一般：18歳以上34歳未満
　　　　　技能：18歳以上で、保有する技能に応じ
　　　　　　　　53～55歳未満
▶受　付　4/8(金)まで
▶試験日　4/11(月)～17(日)　　
　　　　　いずれか1日を指定します。

予備自衛官補

自衛官候補生

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。

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。問い合わせ先 申し込み先問 申15 広報誌みやけ 2022.04



イベント・募集

　子どもたちのために、あなたの知識や技術をお貸し
ください！三宅町では子どもたちの教育活動支援をし
ていただけるボランティアを募集しています。

▶活動内容　授業のお手伝い(家庭科・プール監視な
ど)、図書整理、読み聞かせ、登下校の
見守り　など

▶活動場所　三宅小学校内など
▶対象　　　町内在住の方であればどなたでも可
▶申込期間　4月1日(金)～28日(木)　（土日祝を除く）
▶申込先　　下記の窓口または電話にてお申込みくだ

さい。
▶その他　　・人数・日程などの都合で希望に添えな

い場合もあります。
・団体・個人は問いません。
・ボランティア保険には加入しますが、

活動に対する報償はございません。

　小学生への学習支援の取り組みとして、放課後子ど
も教室を実施しています。そこで学習をサポートして
いただける方を広く募集します。免許・資格等の要件
はありません。
　みなさまのご協力をお願いします。

▶活動内容　小学2年生～6年生（15人程度）の宿題や
プリント教材などの個別指導

▶報酬　　　有償ボランティアとしての報酬を支給し
ます。

▶活動場所　三宅町交流まちづくりセンターMiiMo
　　　　　　3Ｆ　コミュニティルーム２
▶活動日時　毎月第2・4火曜日の16時～17時
　　　　　　（5月～令和5年3月末）
▶申込期間　4月1日（金）～22日（金）（土日祝を除く）
▶申込先　　下記の窓口または電話にてお申込みくだ

さい。

＼三宅小学校でお手伝いしませんか？／

学校支援ボランティアバンク登録者を募集します！

＼放課後に子どもたちの学習を支援しませんか？／

放課後子ども（学習支援）教室のサポートスタッフを募集します

問・ 申 教育委員会事務局（文化ホール内）　☎0745-44-2210

問・ 申 教育委員会事務局（文化ホール内）　☎0745-44-3079

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。

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。

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。

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。 16広報誌みやけ2022.04



　２月17日（木）、文化ホールにおいて奈良県立万
葉文化館　指導研究員の井上さやか氏を講師にお招
きし、「万葉集を学ぶ」を開催しました。
　「三宅」を詠んだ歌や日本の古代文化について分
かりやすく解説していただき、27名の参加者は興
味深く熱心に聴いておられました。

屯屯大学校　歴史学習講座

「万葉集を学ぶ」を開催しました。

副町長の退任と就任

2月17日

4月1日

　令和２年４月１日より町政の発展にご尽力された
金井壮夫副町長が３月３１日付で退任されました。
金井副町長の退任に伴い、新たに副町長として喜多
豊氏が４月１日付で就任いたしました。

退任のご挨拶
　在職中は町民の皆様方をはじめ、関係各位の温か
いご理解とご協力をいただきましたことに深く感謝
を申し上げます。

三宅町前副町長　金井　壮夫

就任のご挨拶
　このたび、令和４年三宅町議会第１回定例会にお
きましてご同意いただき、４月１日付で三宅町副町
長に就任いたしました。三宅町の発展のため、もと
より微力ではございますが、誠心誠意全力を尽くし
て参る所存でございます。皆様のご指導とご鞭撻よ
ろしくお願いいたします。

三宅町副町長　喜多　豊

　一般財団法人自治総合センターが実施する宝くじ
の助成金を活用して三河自主防災会が防災用の資機
材を購入しました。この助成事業は、宝くじの社会
貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源
として実施しているコミュニティ助成事業です。町
では、自治会などがこの助成事業を活用することで
様々な自治会活動を活発化させて、地域のコミュニ
ケーション及び団結力の向上に取り組んで頂ければ
と考えています。

宝くじ助成事業を活用しました

（左から）喜多副町長　、金井前副町長

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。

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。

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。

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。問い合わせ先 申し込み先問 申
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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。

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。

子育てに関する情報を
お届けします。

＼インスタフォローしてね♪／
子育てひろば子育てひろば

三宅幼児園
Instagram

スマイル
Instagram

公認心理師に聞いてみよう！

▶日時　4月7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
　　
＊参加申し込みは4/6（水）17時まで。（先着10組程度）

▶日時　4月21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4/20（水）17時まで。（先着10組程度）

子どもの成長ってすごい！
～子どもの健やかな成長のために
ママ・パパができること～

親子で体を動かそう！
ふくろ

うらん
ど

スキッ
プラン

ド

問 ・申 健康子ども課（あざさ苑内）　☎0745-43-3580
子育て掲示板子育て掲示板

・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。

健診・相談などに来られる際には、
自宅で必ず、検温・体調確認をしてく
ださい。

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。

健診・相談

新型コロナウイルス感染対策のお願い

三宅町子ども家庭総合相談窓口対象 日程 受付時間

９～11か月児健診
(誕生日：R3.4.12～R3.7.5）

4/5
(火)

13時30分
~14時20分

（複数に分けて）

三宅町子ども
家庭総合相談窓口
（代表電話）

親と子のほけん室
（保健師）

子育て家庭の
お悩み相談室

（公認心理師・社会福祉士）

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

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、気軽に健康子ど
も課や保健師までお電話ください！
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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。

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。

問 ・申 スマイル（交流まちづくりセンターMiiMo３階）
　　　　☎0745-43-0667

子育て世代包括支援センター子育て世代包括支援センタースマイルスマイル

▶対　　象　　
　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。)  

親子で季節ならではの遊びを楽しみます。
子育て講座も開催予定！

4月は「室内あそび・誕生会」を開催します。

ぶどう組　
２～５歳児 

いちご組
満６か月～１歳児 

4/20（水）
10時～12時

（毎月第1・3　水曜日開催）

4/27（水）
10時～12時

（毎月第2・4　水曜日開催）

スマイル広場

親子で歌や音楽に合わせて歌ったり、踊ったり、簡単な楽
器を使ったりして遊びます。

5/10（火）10時～12時
（毎月第2火曜日開催）

リズム遊び

三宅幼児園の園庭までお出かけして、遊具や砂場で遊びま
す。雨天時は、スマイルの部屋で遊びます。

4/22（金）10時～11時30分
（4月22日以降は、毎週金曜日開催）

スマイルパーク

子育ての不安や悩みはありませんか？随時窓口や電話で
相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

随時実施

育児相談

さまざまなグループやサークルでの活動など、
保護者同士の交流の場として、
スマイルの部屋を貸し出します。
自宅や友だちの家では活動がしにくい場合などは、
スマイルを利用しませんか。

※職員による子どもの保育は行いません。
※貸出の条件などは、お問合せください。

毎週月曜日　10時～12時
毎週木曜日　10時～16時

子育てフリーRoom

スマイルの担当職員のおすすめ絵本や紙芝居の紹介や、
読み聞かせを行います。

5/17（火）10時～12時
（毎月第3火曜日開催）

おはなし広場

スマイルの部屋を自由に開放しています。
おうちの方と一緒に遊びに来ませんか。
お弁当やお菓子の持ち込みもできます。
毎週月曜日、金曜日　13時～16時
　　　　事業日以外　10時～16時

（土・日・祝日を除きます。）

スマイルDay

スマイルにある絵本やおもちゃを貸し出ししています。
子どもにどのような絵本やおもちゃを与えればいいのか
迷ったときは、お気軽にご相談ください。

随時実施

貸し出しについて

要申込

要申込

要申込

問い合わせ先 申し込み先問 申19 広報誌みやけ 2022.04
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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/

今月の表紙：みぃもでひな祭り


