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今月の表紙：MiiMo de Dance & Music

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/

令和４年度の一般会計予算を紹介します
歳入
主に個人や法人が納める町
民税、土地や家屋などに課
税される固定資産税が2本柱
になっています。

譲与税や交付金など

道路の整備や公共施設を建
てる目的などで行う町の借
金です。

自主財源
町債

8.2億円
（21％）

その他

1.7億円
2.8億円 （5％）
（7％）

町税

5.9億円
（15％）

その他

国・県支出金
5.8億円
（15％）

使用料や
ふるさと納税など

2.3億円（6％）

歳入総額

38億2,000万円

交付税

19.7億円
（52％）
国や県から使い道を
指定して交付されるお金
です。

依存財源
30.0億円
（79％）

地方自治体ごとの税収の差
を調整するために国から配
分されるお金です。

Ｑ.自主財源と依存財源ってなに？
・自主財源は町が自主的に集めることができるお金。この割合が高いほど、自由度のある財政運営が
できる状態です。
・依存財源は国や県の決定や割り当てなどに基づいて収入するお金。依存財源は、他の要因で増減す
ることもあり、安定した収入確保のためには、自主財源を伸ばす必要があります。
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歳出
予備費
0.4億円
（1％）

借金の返済経費

議会費
0.6億円
（2％）

庁舎管理や戸籍、
徴税経費など

公債費

小中学校運営や
生涯学習経費など

4.1億円
（11％）

総務費

6.7億円
（17％）

教育費
3.0億円
（8％）

消防費

1.7億円（4％）

歳出総額

38億2,000万円
土木費

5.9億円
（15％）

民生費

12.5億円
（33％）

衛生費

道路整備や公園、
町営住宅経費など

商工費

2.8億円
（7％）

農林水産業費

0.1億円
（1％）

0.4億円
（1％）

医療費助成や障害福祉、
高齢福祉、児童福祉経
費など

健診やごみ収集、新型
コロナウイルスワクチ
ン接種経費など

Ｑ.令和４年度予算は例年に比べて多いの？少ないの？
・令和４年度予算は令和３年度予算と比べ1億8,000万円の増額となっています。主な増額の要因は、
小学校校舎の更新に備えた積み立てや町道三宅1号線の道路整備、新型コロナウイルスワクチン接種
の費用によるものです。
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令和４年度

各会計予算の内訳

目的などに応じて「予算」は大きく３種類あります。
予算は収入の種類や使い道などに応じ、一般会計、特別会計、企業会計の3種類に分けています。
複数の「おさいふ」を使い分けて収支を明確にしています。

企業会計

一般会計

民間の会社のように活動し、基本的に自ら
の収益で運営しています。三宅町には現在
「下水道事業会計」があります。

町の基本的な仕事（教育、福祉、ごみ処理、
道路の整備など）を行う予算です。一般
会計のおさいふは１つです。

企業会計

4億6,413万円
（8％）

特別会計

18億3,670万円
（30％）

予算総額

61億2,083万円

一般会計

38億2,000万円
（62％）

特別会計
国民健康保険や介護保険なども町の仕事の一部です。これらは特定の
収入があるため独立した予算で収支を明確にし、一般会計とは分けて
います。三宅町には現在「国民健康保険」「後期高齢者医療保険」「介護
保険」の３つの特別会計があります。

Ｑ.なぜ会計は３つもあるの？
・一部の事業については、会計を「小分け」にして、お金の使途を明確にすることが必要なため、3つ
の会計があります。
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令和４年度
１
①

主な取組み事業

まちづくり
町道三宅１号線道路整備事業

（1億3359万円）

企業立地に向けた
インフラ整備
三河橋の設計と道路改良工事、用地買収を進
め、三宅町道1号線周辺の工業ゾーンプロジェク
トを推進していきます。

②

交通安全対策事業

（412万円）

通学路安全対策の実施
伴堂交差点での待避所の設置、安全柵の交換な
ど、通学路を優先し、交通安全対策を継続的に実
施していきます。

③

地域おこし協力隊サポート事業

（861万円）

地域活性化起業人の活用
三大都市圏に所在する民間企業などの社員を
一定期間受け入れ、民間企業で培った専門知識・
業務経験・人脈・ノウハウを活用し、地域おこし
協力隊の人材募集から採用後のフォローアップ
までの活動の支援を行います。

④

コミュニティ施設等修繕補助

（300万円）

コミュニティ施設などの
修繕補助
地域住民のコミュニティ活動の場として自治
会が維持管理する集会所及びコミュニティ施設
に係る修繕費について補助金を交付します。
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２
⑤

福祉
防犯カメラ・防犯電話補助

（105万円）

防犯電話への補助を新設
防犯カメラ設置補助を継続して実施します。ま
た、新たに防犯電話に対する補助を新設し、特殊
詐欺の被害を阻止し、町民の財産を守る取組みを
行います。

⑥

高齢者一体化予防事業

（275万円）

高齢者保健事業と介護予防
の一体的な実施を検討
高齢者の保健事業と介護予防などを一体的に
実施し、高齢者に対する疾病予防・重症化予防、
生活機能の改善を図る事業を令和４年度に構築
していきます。

⑦

ティーンズLINK事業

（602万円）

10代の居場所づくり
地域おこし協力隊の制度を活用して、10代の
子どもたちの居場所づくりを行い、相談支援や多
世代を繋げていく仕組みづくりを行います。

⑧

総合保育業務支援システム導入（コドモン）

（45万円）

ICT導入による保育・教育の質向上
幼児園にICTを活用した登降園管理や発育・健
康記録、保護者連絡のシステムを導入します。
ICT導入により保育事務の効率化を図り、先生が
子どもと向き合う時間と心のゆとりを確保する
ことで、保育・教育の質の向上を行います。
2022.05
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３
⑨

教育
小学校施設整備基金積立

（5,500万円）

小学校校舎の更新に
備えた財源の確保
令和4年度から毎年度5,500万円の積立を行
い、小学校の更新のための財源を確保します。

４
⑩

産業
ビジネスサポート事業

（120万円）

中小企業のための経営相談
町内事業者の支援を目的として、令和３年８月
からお金をかけない方法で課題を解決するため
のサポートを行っている「KoCo-Biz」に参加して
おり、令和４年度も引き続き参加します。

５

その他

・屯倉のおいしい発進（発信）事業
→

小学校給食の三宅産農産物活用の充実など

・骨髄バンクドナー助成事業
→

骨髄を提供した方（ドナー）及びドナーが勤務する事業所に対する助成

・大和平野中央プロジェクト推進事業
→

奈良県立大学新設に伴う建設予定地への接続道路の整備に伴う予備設計など

Ｑ．令和４年度予算の特徴は？
・
「自分らしくハッピーにスモール（住もうる）タウン三宅町」の20年後の将来像を実現するための施
策を推進していく予算となっています。
・三宅町は「皆さんの夢を叶えるための「伴走者」であり、
「共創者」として、ともに成長することをミッ
ション（使命）として掲げ、「対話」「挑戦」「失敗」をバリュー（指針）に、事業を行っていきます。
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お知らせ

＼募集件数に達したら締め切り／

住宅の耐震化を支援しています
三宅町では、旧耐震基準（昭和56年5月31日以前）
に着工された木造住宅の耐震化に向けた耐震診断を無
料で行っています。また、耐震診断の結果、「耐震性
がない」と診断された場合には、耐震改修工事の費用
の補助も行っています。
木造住宅の無料耐震診断
▶対象住宅 次の①、②の条件を満たす住宅
①昭和56年5月31日以前に着工された、
町内の木造住宅
②延べ床面積が250㎡以下で、地階を除
く階数が２階建て以下のもの
▶費用
無料
▶募集件数 5棟
▶受付期間 5月6日（金）～31日（火）(土日祝を除く）
▶申込方法 まず土木管理課窓口にご相談ください。
▶注意事項 直接業者に耐震診断を頼まれた方は、助
成の対象外です。

木造住宅の耐震改修工事費補助
▶対象住宅 次の①、②などの条件を満たす住宅
①昭和56年5月31日以前に着工された、
町内の木造住宅
②50万円以上の耐震改修工事
※上記以外にも要件あり
▶補助内容 上限50万円（工事費の23％）
※耐震改修工事に付随しない模様替えの
改装費など、直接耐震改修工事の施工
費以外のものは補助対象外です。
▶募集件数 １棟
▶受付期間 5月6日（金）～31日（火）
（土日祝を除く）
▶申込方法 まず土木管理課窓口にご相談ください。
※事業対象か確認させていただきます。

問 ・ 申 土木管理課（分庁舎内） ☎0745-44-3076

＼１年に１度のお願いです／

特定健診の申込みはお済みですか？
を受診する・受診しないに関わらず返送をお願いして
います。
まだ「特定健診アンケート葉書」をお持ちの方は、
至急ご返送ください。

40～74歳の国民健康保険加入者へ、４月中頃にお
送りしました「特定健診アンケート葉書」の返送はお
済みでしょうか？この「特定健診アンケート葉書」は、
特定健康診査の受診についての意向調査で、特定健診

問 ・ 申 健康子ども課（あざさ苑内）

☎0745-43-3580

広告

タクシーのご用命は

特定健診は約１万円の検査を500円で受診すること
ができます。また、受診したことで、慢性腎臓病や眼
科疾患などが発見された方もおられます。
病気の早期発見・早期治療のためにも特定健診を受
診しましょう！

葬儀一式・寝台車

三宅交通 花吉葬祭
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。

は な

乗
乗務
務員
員
募
募集
集中
中

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
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広報誌 みやけ

8

お知らせ

＼ファミリーマート磯城三宅店前から出発／

国保中央病院への無料送迎バスが運行しています
現在、国保中央病院から田原本町、広陵町、三宅町、
及び川西町において国保中央病院への無料送迎バスが
実証運行しています。実証運行の期間は6月30日まで
です。（7月1日以降の運行は未定です。）
三宅町内のバス停は、「ファミリーマート磯城三宅
町店」に設置されています。平日と第1・3・5土曜日
に1日2便運行しておりますので、国保中央病院への
通院やお見舞いの際に、是非ご利用ください！

6 30

▶実証実験の期間
月
日（木）まで
（7月1日以降の運行については、未定です。）
▶時刻表
（往路）
ファミリーマート磯城三宅店→国保中央病院
8：44発
8：52着
（復路）
国保中央病院→ファミリーマート磯城三宅店
（平 日）11：03発 11：21着
（土曜日）11：10発 11：28着
詳しい情報はこちら
（国保中央病院HP）
問 国保中央病院を拠点とした地域間アクセス向上検

討事業 広域検討委員会（三宅町役場政策推進課）
☎0745-44-3070

＼皆さまの声をお聞かせください／

広報みやけ読者アンケートへの回答をお願いします
広報みやけは、三宅町役場が毎月発行するまちの広
報誌です。役場からのお知らせ、イベントの募集や開
催されたイベントのレポートなどを掲載しています。
今後の広報誌づくりの参考にさせていただきますの
で、皆さまからのご回答をお願いします。

▶回答期限
▶回答方法

広告

医療法人

5月31日（火）まで

アンケートページは
こちらです。

読者アンケートの回答は、QRコードを
スマートフォンで読み取ってアンケート
ページからご入力ください。

※３分程度で終了する簡単なアンケートです。

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

ようこ

山本 容子
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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

☎0745-44-3070

＼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。
やまもと

問 政策推進課

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

令和4年度（令和3年分）

＼軽自動車税を口座振替・スマホ決済で納付された方へ／

所得・課税証明書の発行開始日
のお知らせ

車検用の納税証明書を6月に
発送します！

令和４年度（令和３年分）の所得・課税証明書は、
次の日程から発行できます。

給与からの特別徴収の方

5月10日（火）～

公的年金からの特別徴収の方
普通徴収の方

口座振替やスマホ決済で軽自動車税種別割を納付さ
れた方には、６月下旬に納税証明書（ハガキタイプ）
を発送いたします。
それまでに納税証明書が必要な場合は、税務課の窓
口にて納税証明書を取得してください。その際には、
口座振替の場合は、記帳済の通帳またはそのコピーを、
スマホ決済の場合は、アプリの納付画面をご提示くだ
さい。
なお、納期限より前に継続検査を受けられる場合は、
前年度の納税証明書をお使いいただけます。

6月10日（金）～

※給与からの特別徴収の方とは、給与から住民税が天
引きされている方です。
※公的年金からの特別徴収の方とは、公的年金から住
民税が天引きされている方です。
※普通徴収の方とは、本人により納付書や口座振替で
住民税を納付されてる方です。

問 ・ 申 税務課

☎0745-44-3072

問 ・ 申 税務課

☎0745-44-3072

情報公開・個人情報開示の実施状況
令和３年度の情報公開・個人情報開示の実施状況をお知らせします。
情報公開・個人情報保護制度に関する相談や申請は、総務課までご連絡ください。
実施期間
町

長

教育委員会

請求件数

開示決定状況
開示

部分開示

非開示

却下

取下げ

13

6

4

ー

3

ー

3

1

2

ー

ー

ー

※令和３年度に個人情報の開示請求はありませんでした。
問 ・ 申 総務課 ☎0745-44-2001

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。

広告

雑草の悩みありませんか？

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
2022.05
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お知らせ

環境衛生課からのお知らせ
ごみ不法投棄監視ウィークです！

ごみの不法投棄は犯罪です

環境省では、不法投棄などを発生させない環境
づくりをさらに強化していくために、5月30日（ご
みゼロの日）から6月5日(環境の日）までを「全国
ごみ不法投棄監視ウィーク」としています。
三宅町でも、団体などと連携して、監視活動や
啓発活動を一斉に行います。この機会に自分たち
の暮らす地域のごみが適切に処分されているかを
見直し、不法投棄をしない、させない地域を目指
していきましょう。

廃食用油の回収にご協力ください

三宅町は、飛鳥川流域の市町村と連携し、
「水遊
びのできる川づくり！」をスローガンとして、家
庭で使い終わった廃食用油の回収を行っています。
廃食用油は、そのまま家庭の排水として捨てる
と河川・海の水質を汚染します。
一方で、廃食用油を回収し、再利用すれば飼料
や塗料､ 石けんなどに生まれ変わることができま
す。地球環境を守るため、廃食用油の回収など、
自分たちができることからご協力ください。

廃食用油の回収方法

不法投棄には罰金が科されます

ごみの不法投棄は、廃棄物処理法で禁止されて
おり、違反すると罰金などの刑罰が科されます。
5年以下の懲役もしくは1千万円以下（法人は3億
円以下）の罰金となります。
さらに不法投棄未遂についても罰せられること
になります。

不法投棄による罰則の事例

家庭で使い終わった廃食用油は、冷めた状態でペット
ボトルなどの容器にいれて、役場横の回収コーナーへお
持ち込みください。
▶日時
▶持込方法

▶持込不可

（各地方自治体HPより）

他人の土地に食品容器（プラスチックト 罰金
レー）など廃棄物約337gを不法投棄

10万円

路上に一般廃棄物（衣類）

▶場所

平日８時30分～17時15分
天かすなどのごみを取り除いて冷まして
から、ふたのできる容器（ペットボトルな
ど）に入れてご持参ください。
動物性食用油（ラードなど）
常温で個体の油脂（パーム油など）
調味料入りの油（ドレッシングなど）
薬品で固めた油
役場横の回収コーナー

罰金

９㎏を不法投棄

20万円

駐車場に産業廃棄物（雑誌・空き箱・ご 罰金
み入りポリ袋など）23㎏を不法投棄

30万円

産廃業者の事業所前に廃棄物（テレビ） 罰金
18㎏を不法投棄

20万円

冷蔵庫・自転車など約80㎏を用水路に 罰金
不法投棄

30万円

※これらはあくまで一例です。罰則は状況によります。
粗大ごみを処分する場合
には、
電話予約が必要です。
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粗大ごみのリクエスト収集
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。
処理券

廃油をリサイクルしました！

令和３年にみなさんからお持ちいただきまし
た、廃食用油回収量をお知らせします。ご協力あ
りがとうございました。
令和３年 廃食用油回収量

1,570リットル

（令和２年 １,２９４リットル）

問 環境衛生課

浄化槽の管理についてのお願い
保守点検、清掃、
法定検査 が必要です。
磯 城 清 掃 組 合

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。

0745-44-3077
2022.05

問 問い合わせ先

申 申し込み先

☎0745-44-3077

問 環境衛生課

0742-61-5863
090-7754-6959

☎0745-44-3077

お知らせ

×

5月31日は「世界禁煙デー」

5月31日は、ＷＨＯ（世界保健機関）により定められ
た「世界禁煙デー」です。
また、厚生労働省では、毎年5月31日から6月6日を
「禁煙週間」と定めています。

さまざまな生活習慣病予防や肺がんなど、深刻な健
康被害の原因となる「喫煙」
。受動喫煙によって非喫煙
者の健康が損なわれることも問題となっています。自
分のために、大切な人のために禁煙に取り組んでみま
せんか。
禁煙については、医療機関での禁煙治療や薬局で購
入できる補助薬などの力を借りて取り組む方法もあり
ますので、ご相談ください。

問 健康子ども課（あざさ苑内） ☎0745-43-3580

奈良県広域消防組合の消防職員募集
奈良県広域消防組合では、令和5年4月1日採用予定
の消防職員を募集します。
▶募集区分
大学区分・短大区分・救命士区分
▶募集案内
５月中旬に組合のホームページに掲載予定です。
http://www.naraksk119.jp
問 ・ 申 奈良県広域消防組合

消防本部人事企画課人事係
☎0744-20-1119

広告

川 口 整 骨 院
交通事故・各種保険取り扱い
午前
午後

受付時間
9:00-12:00
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

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。

2022.05

P有
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お知らせ

三宅幼児園での一時保育を再開しました！

新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、停止していました「幼児園での一時保育」を５月２日より
再開します。一時保育は、「未就園児」を対象とし、利用を希望される方は、事前登録が必要ですので、幼児園
までお問い合わせください。
▶対象
生後６ヶ月～就学前の児童
▶利用できる時
①仕事・職業訓練・就学など
②病気・入院・災害・事故・出産・看護・介護・冠
婚葬祭
③リフレッシュ・自己研修など
▶実施日と時間
月曜日～金曜日の８時30分～16時30分

▶申請
利用の一週間前までに、幼児園の窓口へお越しくだ
さい。※緊急の場合は要相談。
▶利用人数
１日あたり５人まで
▶利用料
８ 時30分～10時30分
450円
10時30分～12時30分
450円
12時30分～14時30分
450円
14時30分～16時30分
450円
※別途給食費 200円

なお、新型コロナウィルス感染症拡大に伴い急遽、事業ができなくなる場合もありますのでご了承ください。
問 ・ 申 三宅幼児園

0745-43-0654

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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2022.05

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。

＼ 肩 こ り の 予 防 ・改 善 に 役 立 つ ／

肩周りのストレッチ方法をご紹介

を高め、
血行を改善することが挙げられます。もちろん、
首から肩にかけて凝り固まった筋肉をほぐす効果も期
待できます。どれも特別な道具を使用せずに簡単に取り

理学療法士 赤松綾子

組めるものです。パソコン作業中になりがちな猫背の改
善にもなります。テレワーク中の息抜きとして、取り入

自宅の勤務で眼底疲労や肩こりに

れてみてはいかがでしょうか。

新型コロナウィルス感染症が猛威を振るい、長期間に
わたり誰もが行動制限を余儀なくされる事態となりま
した。そんな中、勤務形態の選択肢の一つとして、テレ
ワークが取り入れられるようになりました。テレワーク
は、自宅など勤務地以外の場所で勤務できる柔軟性があ
る一方で、長時間のパソコン作業が眼精疲労や肩こりに
つながり、
疲労感の原因となることが懸念されています。
肩こりは、長時間同じ姿勢を保つことにより、首から肩
にかけての特定の筋肉が働き続けて疲労すること・血行
が悪くなることにより引き起こされます。
肩こりの予防・改善につながるストレッチ
そこで、今回は肩こりの予防・改善に役立つ肩周りの
ストレッチをいくつかご紹介します。
ストレッチの主な効果として、筋肉や関節の柔軟性

問 国保中央病院

☎0744-32-8800

消費生活相談

間は無償でのサービス扱いとするもの。または、１回

脱毛エステでの中途解約・精算での
トラブルが多発しています

サービスとなるなどと設定されているものなど、中途

【事例】
３年間 30 回の脱毛エステのコースを契約。１年半
後、中途解約を申し出たら、「契約期間は１年だから
中途解約しても返金できない」と言われた。契約書に
は契約期間は１年と書かれているが、「施術有効期間
は３年間」と書かれており、３年間中途解約が可能だ
と思っていた。
【アドバイス】
エステや一部の美容医療の契約は、契約期間が１ヶ
月を超え、金額が５万円を超える場合、契約から８日
間はクーリング・オフができ、それ以降でも決められ
た違約金と施術を受けた分の代金を支払えば中途解約
ができます。
しかしながら、契約期間とサービスを受けられる期
間にギャップがあり、中途解約を受け付けてもらえな
いというケースが多発しています。勧誘の際「○年間
回数無制限」「通い放題」などと説明されても、契約
書には契約期間が１年や数ヶ月となっていて残りの期
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。

当たりの単価を非常に高額に設定しそれを超えた分は
解約しづらくしているケースが散見されます。

トラブルを防ぐポイント
契約期間、回数、単価を確認しましょう！
１回あたりの施術料がいくらなのか、中途解約が可
能な期間はいつまでか確認しましょう。
分割払いの場合、支払い期間・回数を確認しましょう！
エステの契約期間と支払いの期間は一致しません。
契約終了後も支払いが続く場合もあります。
長期にわたる契約は、解約するときを想定して慎重に
都度払いができるコースやエステ店も検討してみま
しょう。
消費者
相談窓口

三宅町

川西町

日

時

5月10日、24日
10時～15時

5月6日、17日、31日
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

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

問 産業振興課

2022.05
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自転車は車両の仲間です！
自転車は、幅広い世代が利用でき、環境にも優しい
乗り物ですが、自転車による事故は後を絶たず、また、
高額な賠償請求事案も発生しています。
自転車に乗るときは、ヘルメットを着用し、自転車
保険に入りましょう！
【奈良県自転車条例での義務】
・65歳以上のヘルメット着用は努力義務
・自転車保険は義務化
【自転車安全利用五則】
１ 自転車は車道が原則、歩道は例外
２ 車道は左側を通行
３ 歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行
４ 安全ルールを守る
・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止、安全確認
５ 子どもはヘルメットを着用
問 ・申 奈良県交通安全協会 天理支部

天理警察署内
田原本警察庁舎内

☎0743-62-0110
☎0744-33-0110

バリアフリー

優良運転者等表彰申請のお知らせ
奈良県交通安全協会天理支部では、優良運転者など
を選考し、秋の交通安全県民運動期間中に表彰します。
▶受付期間

5月9日（月）～31日（火）

▶受付場所 奈良県交通安全協会天理支部
▶表彰を受けられる資格
①天理警察署管内に住所を有する運転免許保有者
②自動車などの運転を継続して行っていること
▶表彰の種別・基準
①支部表彰 ６年以上無事故・無違反、かつ運転免
許停止処分を受けていないこと
②ベストドライバー顕彰 上級顕彰受賞後１年以上
経過し、10年以上無事故・無違反で
あること
③その他
緑十字銅章及び近畿交通栄誉章など
▶申請手続
①窓口にある申請書、②申請日から
１ヶ月以内に自動車安全運転センター
が発行した無事故・無違反証明書、③
運転免許証のコピーを添えて、申請し
てください。

ー 人権コラム ー

障がい者や高齢者が暮らしやすいように、あらゆる障壁（バリア）を取り除く
こととしてバリアフリーという言葉があります。ハード面ではスロープや段差の
解消、ノンステップバスや点字、手すりなどの整備があり、差別や偏見の根絶や
バリアフリー啓発などのソフト面についても取り組みが進められています。日本
では1990年代に定着し始め、物理的障壁、制度的障壁、文化・情報面での障壁、
意識上の障壁除去について用いられています。
以前、妹たちと外食をするとき、車椅子で入れる店を探していました。前日に
予約をしようと電話をしたのですが、１軒目、２軒目、・・・それぞれのお店に
「車椅子は無理だ。」ということで断られてしまいました。諦めかけた６軒目で「大
丈夫ですよ。お待ちしています。」という返事が返ってきてホッとしたのを覚え
ています。さまざまな分野でバリアフリーの取り組みが進んできていると考えて
いただけに、現実の厳しさを実感した出来事でした。
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問 問い合わせ先

申 申し込み先

てんいち先生

議会報告
第１回定例会

正理由と同様に引き下げる。また

職の職員の給与に関する条例の改

正する条 例の制 定について（一 般

年４月から磯城郡水道企業団とし

する条 例の制 定について（令 和 ４

◇三宅町職員定数条例の一部を改正

条例が、令和４年４月より磯城郡

て指定されている三宅町水道給水

水装置設置奨励金の交付要件とし

◇三宅町商業施設等立地促進条例の

による改正）

水道企業団給水条例に変わること

に関わる公営企業の事務局部の職

て運営されることに伴い上下水道

令和３年度に引き続き減額を行う

員の定数が変更となるための改

町長・副町長・教育長の給料額を、
ための改正）

て（給水装置設置奨励金の交付要

日間

◇三宅町公募型プロポーザル方式等

件として指定されている三宅町水

16
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令和４年
日までの

令 和 ４ 年 三 宅 町 議 会「 第 １ 回 定 例
会」が３月２日から
する条例の一部を改正する条例の

による委託業務事業者選定委員会

道給水条例が、令和４年４月より

一部を改正する条例の制定につい

開会日の３月２日には、森田町長が
制 定について（一 般 職の職 員の給

設置条例の一部を改正する条例の

磯城郡水道企業団給水条例に変わ

正）

提出案件について説明を行い、同日に、
与に関する条例の改正理由と同様

制 定について（令 和 ４年 ４月より

◇三宅町議会議員の議員報酬等に関

予算審査特別委員会が設置され、
７日、
に議会議員の期末手当の支給割合

◇三宅町下水道事業に地方公営企業

８日にわたり付託された議案について

こと、公共下水道事業が特別会計

ることによる改正）

◇職員の特殊勤務手当に関する条例

本町の水道事業管理者が無くなる

その他各議案についても各常任委員会

法の全部を適用することに伴う関

について（令 和 ４年 ４月 １日から

から公営企業会計に移行となるた
◇三宅町国民健康保険税条例の一部

公共下水道事業を特別会計から公

の一部を改正する条例の制定につ
のための経済対策」の基づく保育

を改正する条例の制定について

営企業会計に移行する下水道事業

日

に付託され慎重に審議され、３月

士の処遇改善として、保育手当の

（ 令 和 ４年 ４月 １日 よ り 未 就 学 児

に地方公営企業法の規定の全部を

係条例の整備に関する条例の制定

引き上げを行うための改正）

の均等割保険税の軽減措置を講ず

適用するための条例設置）

めの改正）

に閉会しました。

議決事項

◇職員の分限に関する手続き及び効

るとともに、令和６年度の県内統

計予算について

◇令和４年度三宅町介護保険特別会

特別会計予算について

◇令和４年度三宅町後期高齢者医療

別会計予算について

◇令和４年度三宅町国民健康保険特

ついて

◇令和４年度三宅町一般会計予算に

算

果に関する条例の一部を改正する

◇三宅町放課後児童健全育成施設設

●予

一国民健康保険水準に向けた保険
人事評価または勤務の状況を示す

置条例の一部を改正する条例の制

税の引き上げのための改正）

の一部を改正する条例の制定につ

事実に照らして、勤務実績が良く

定について（三 宅 学 童 保 育クラブ

条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き、

いて（令 和３年８月 人 事 院 勧 告に

ないと認められる場合の手続き及

の実施場所を、三宅交流まちづく

法第

よる国家公務員の給与改定に準じ

び効果を定めるための改正）

改 正する条 例の制 定について（給

◇三宅町企業立地促進条例の一部を

することに伴う改正）

て、期末手当の支給割合を令和４

要件について所要の改正）

て（非常勤職員の育児休業の取得

一部を改正する条例の制定につい

り セ ン タ ー「MiiMo」に 移 転

及び旅費に関する条例の一部を改

◇特別職の職員で常勤のものの給与

正）

◇職員の育児休業等に関する条例の

◇一般職の職員の給与に関する条例

●条例の改正・制定

た内容は次のとおりです。

会期中に審議され、承認・可決され

22

年 ４月より引き下げるための改

28

条 例の制 定について（地 方 公 務 員

い て（「 コ ロ ナ 克 服・ 新 時 代 開 拓

を引き下げるための改正）

21

審査が行われました。さらに、会期中、

の日程で開かれました。

22

◇令和４年度三宅町下水道事業会計
予算について
●予算の補正

●専決処分の報告
◇令和３年度三宅町一般会計第８回
補 正 予 算について（子 育て世 帯 等
臨時特別給付金事業に伴う予算）
回

補 正 予 算について（新 型コロナウ

◇令和３年度三宅町一般会計第

補正予算について（戸籍住民基本
イルスワクチン接種事業に伴う予

回

台帳費、小学校の感染症対策事業、
算）

◇令和３年度三宅町一般会計第

基金積立、操出金等の増額及び各
事業確定に伴う事業費減額等に伴
う予算）
◇令和３年度三宅町介護保険特別会
計 第 ２回 補 正 予 算について（事 業
確定に伴う予算）
◇令和３年度三宅町公共下水道事業
特別会計第２回補正予算について
（事業確定に伴う予算）
◇令和３年度三宅町水道事業会計第
４回 補 正 予 算について（事 業 確 定
に伴う予算）
●専決処分の承認
◇令和３年度三宅町一般会計第９回
補正予算について（住民税非課税
世帯等臨時特別給付金事業に伴う
予算）

◇三宅町予算審査特別委員会委員の
選任について
◇三宅町政治倫理審査会委員の選任
について（委 員 １名の欠 員による
選任）
◇三宅町公平委員会委員の選任につ
いて（任期満了による選任）
◇三宅町公平委員会委員の選任につ
いて（任期満了による選任）
◇三宅町公平委員会委員の選任につ
いて（任期満了による選任）
◇副町長の選任につき議会の同意を
求めることについて
●議員発議
◇三宅町政務活動費の交付に関する
条例の一部を改正する条例の制定

回

補正予算について（損害賠償命令

ページにて公表）

について（収 支 報 告 書の町ホーム

う予算）

請求事件における弁護士選任に伴

◇令和３年度三宅町一般会計第

●人事

10

◇三宅町議会の議員の定数を定める

について（議 員 定 数を １０人から

条例の一部を改正する条例の制定

松本健議員

について

営について、令和４年度予算編成方針

☎０７４５ー４４ー３０８０

議会事務局

いて

ついて、難聴者の補聴器購入補助につ

隊の住民基本台帳の一部写しの閲覧に

て、公共交通サービスについて、自衛

和平野中央スーパーシティ構想につい

新型コロナ感染症対策について、大

池田年夫議員

使用について

ＭｉｉＭｏ の大階段と安全対策及び

松田晴光議員

スについて

ついて、コロナ対策買い物支援サービ

大和平野中央スーパーシティ構想に

渡辺哲久議員

プビレッジについて

公共施設等管理計画、スタートアッ

９人とする改正）
◇保育士の抜本的な処遇改善を求め
る意見書
◇日米地位協定の見直しを求める意
見書
◇ロシアによるウクライナ侵攻につ
いての対応を求める意見書
●その他
◇令和３年度三宅町水道事業会計の
利益の処分について
◇三宅町過疎地域持続的発展計画の
変更について
◇奈良県広域消防組合規約の変更に
ついて

一般質問
３月４日には６人の議員が町政全般
について、一般質問されました。
●一般質問された議員及び内容
瀬角清司議員
庁舎において案内の必要性につい
て、ＭｉｉＭｏ の利用予約ついて
森内哲也議員
請願「三宅町内における危険な交差
点の安全確保」はどのようになってい
るのか、住民主体でのＭｉｉＭｏ の運

問 問い合わせ先

2022.05
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問

12
11

入賞した皆さんの夢が実現しました！
たくさんのご応募ありがとうございました

三宅町交流
大賞 MiiMoでひなまつり
入賞 私の大切な書籍交換会
まちづくりセンター
３月５日
（土）
、住民の皆さんのご自宅か
3月26日
（ 土 ）27日
（ 日 ） の ２ 日 間、
らお借りしたたくさんのひな人形をMiiMo MiiMo２階の屋外テラスで、住民の皆さん
ホールいっぱいに飾りつけた
「MiiMoでひな が大切にしていたたくさんの書籍の交換会
祭り」を開催しました。子どもたちの撮影 が開催されました。
会や和楽器の演奏もあり、和の雰囲気でひ
参加者の声
（ひなまつり）
な祭りを楽しみました。
大階段に並べるイメージで

でしたが、天候を考えると
ホールでできて良かった。
子どもたちのかわいい思い
出の写真を撮っていただけ
ました。
こどもの日のイベントも企
画して欲しい。
参加者の声
（書籍交換会）
天 候が悪い中でも20名を
超える出展者が集まってい
ただけた。
夢が叶ってうれしいです。
またやって欲しい。
次はテーマ別なんかもいい
かも！

第２回MiiMo夢コンテストも開催予定です。
次の初夢はどんなものが出て来るか楽しみです。乞うご期待！！

5月

問 政策推進課

☎0745-44-3083

マイナンバーカード休日・夜間窓口のお知らせ

「あざさ苑」からのお知らせ

手続き
申

♨

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：2日・9日・16日・17日・23日・30日
問 三宅町社会福祉協議会

請

☎0745-43-2078

受取り

日

5月 8

日（ 日 ）

5月 8 日（ 日 ）
5月 2 5 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、
住民福祉課へお電話ください。

問 ・申 住民福祉課

☎0745-44-3073

2022.05
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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
● こすってあそべる！ポケモンはみがき
カナヘイ とづかみほ 小学館

● バッグも帽子も小物も100パーセント
自分サイズで手作りしました
津田蘭子 ワニブックス

歯についた黒い汚れが指で
こするとあら不思議！どんどん
取れていく！カナヘイ（イラス
トレーター） のポケモンがあ
ちこち描かれていて、 歯磨き
を応援してくれる可愛い仕掛
け絵本。 隠れているポケモン
をたくさんゲットしてね。 (あ)

● アヒルと鴨のコインロッカー
伊坂幸太郎

タイトルを見た瞬間、私のほ
しかった洋裁本！とうれしくな
りました。
「自分サイズ」 がう
れしいです。この服かわいいの
にサイズが合わなくて…もうちょっ
と大きい鞄なら荷物が全部入
るのに…シンプルなシロウト洋
裁でお悩み解決しましょ。 (さ)

● 街どろぼう

東京創元社

二つの時間軸で進んでいく
物語。徐 々に「現在」に近づ
いてくるものの、何がどう繋
がるのかなかなかわからず…
現在と重なった瞬間、頭に電
気が走るようでした。その瞬
間、この二人の関係も終わっ
てしまうのかな、という切な
い気持ちにもなります。 (ま)

junaida

福音館書店

山の上で一人寂しく暮らす
巨人が、ある晩、街の一軒の
家をこっそり持ち帰って…大切
な人は１人いれば、じゅうぶん
なんだ。 と、 小さな幸せに気
づかされる物語です。 青い色
が綺麗で、 アート好きな大人
の方にもお勧めの絵本です。
(ち)

■ 新着図書入りました

※ここに掲載している以外にも届いています。

・ペッパーズ・ゴースト
伊坂 幸太郎 朝日新聞出版
・はじめてのおうちモンテッソーリ
北川 真理子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
・呉越春秋 湖底の城 四～六
宮城谷 昌光 講談社
・小説 ゆずのどうぶつカルテ ８・９ 伊藤みんご 講談社
・豊璋 藤原鎌足の正体
関 裕二 河出書房新社
・イケメン英会話フレーズ
神林 サリー 西東社
・六人の嘘つきな大学生 浅倉 秋成 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

・スモールワールズ
一穂 ミチ 講談社
・おふろにはいろ
三浦 太郎 童心社
・100円たんけん
中川ひろたか くもん出版
・子どもは「親の心配」をランドセルに入れて登校しています
桑原 朱美 ＷＡＶＥ出版
・今はちょっと、ついてないだけ
伊吹 有喜 光文社
・夜が明ける
西 加奈子 新潮社
・地下鉄のサバイバル１
ゴムドリco. 朝日新聞出版

● 図書スタッフのつぶやき ●
MiiMo図書フロアが開館してから早いもので９カ月となりました。そして新しい試みが２つ。１つ目は子ども新聞、
奈良新聞が閲覧できるようになったこと。2つ目は電子書籍貸し出しサービスが始まったことです。すごく楽しくなった
でしょ？これからもどんどん進化していく図書フロアから目が離せませんよ！

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

問 MiiMo運営室
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☎0745-44-3082

イベント・募集

＼体 験 無 料 で す !／

三宅町体育館

スポーツ教室を開催します

教室名

対象

肩こり腰痛解消
予防教室Ⅱ

三宅町在住・在勤で
16 歳以上の方

健康ヨガ
（肩こり解消）

▶申込期間

開催日

5 月 14 日（土）

開催時間
9：30 ～ 10：20
10：30 ～ 11：20

5 月 1 日（日）～ 13 日（金）

（休館日を除く）
▶申込方法
▶受 講 料
▶定

員

▶持 ち 物

三宅町体育館の窓口または、
電話にてお申込みください。
無料

各８名まで（先着順）

運動のできる服装、上履き、
スポーツタオル、飲料水

＼おひとりから３人グループまで／

テニス個人レッスンを開催します
教室名

対象

開催日

開催時間

三宅町在住・在勤で

毎週木曜日

13：00 ～ 17：00

テニス

個人レッスン

▶受 講 料

受講者１名

1,000 円／ 50 分

受講者３名

2,000 円／ 50 分

受講者２名
▶申込方法
▶申込期限

16 歳以上の方

（７月 21 日まで開催）

のうち 50 分

1,500 円／ 50 分

三宅町体育館の窓口または、電話にて
予約してください。

受講希望日の１か月前まで予約できます。

問 ・ 申 三宅町体育館

☎ 0745-44-1777 （毎週水曜日休館、９～ 17 時）

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。

2022.05
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まちの話題

PHOTO

NEWS

3月18日
卒業式で野球グローブの革で作った卒業証書レプリカを贈呈

３月18日、三宅小学校で卒業証書授与式が行わ

れました。卒業生には、記念品の一つとして野球グ
ローブの革で作った卒業証書レプリカが贈呈されま
した。

このレプリカは、2021年に野球グローブの生産

が始まって100周年を迎えたことから2018年の卒

業生から贈呈されており、生まれ育った三宅町の伝
統ある産業に関心と誇りを持ってもらいたいという
願いが込められています。

卒 業 証 書 レ プ リ カ を 手 に し た 卒 業 生 か ら は、

「おぉーすごい！」、「グローブ！三宅やなぁ～」な
ど驚きや喜びの声が上がっていました。

野球グローブの革で作った卒業証書レプリカ

2月10日〜28日
小学校給食で三宅町産の野菜などを積極的に使う取り組みがスタート
子どもたちは「どれがサトイモ？」「こんなサト

イモ料理食べたことない！」とおいしそうな様子で
給食を食べました。

また、４月より小学校と奈良県農民運動連合会

(奈良県農民連)が連携し、給食に三宅町産の農産物
を積極的に取り入れる取組みが本格的に始まりまし
た。この取組みにより、三宅町の農家の皆さんが生
三宅小学校で三宅町産のサトイモを使った給食が

提供されました。学校給食における地産地消を推進

する目的で提供されたメニューは、「サトイモの彩
りあんかけ」、「親芋の手作りかき揚げ」、「サトイモ

と鶏肉の甘酒みそ煮」、
「サトイモと豚肉の甘辛炒め」
です。
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問 問い合わせ先

申 申し込み先

産した三宅町産の農産物を奈良県農民連を通じて小
学校へ納品することができるようになりました。
問 奈良県農民連

☎0742-85-0408

☎090-8577-9751

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。

子育てひろば

＼インスタフォローしてね♪／

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

＼生後６か月～小学６年生が対象です／

病児保育・病後児保育のお知らせ
仕事などの都合により、病気中・病気回復期の乳幼児や児童を
家庭での保育ができない場合には、病児保育・病後児保育を利用
することにより、乳幼児や児童を預けることができます。
病児保育
対

象 生後６か月以上の乳幼児から小学６年生までの児童

利用には事前登録が必要です。
申込方法
詳しくは、利用する事業所にお問合せください。

病後児保育
生後 ６か月から就学前まで
の児童（病気の回復期のみ）
利用には事前登録が必要で
す。 三宅町役場健康子ども
課または、 事業所に申込く
ださい。

事業所

病児保育室ぽっぽ
香芝市旭ヶ丘３丁目2-2
☎0745-44-3715
保育時間

病児保育園ぞうさんのおうち こどもの森 阪手保育園
大和高田市日之出町13-3
田原本町阪手931-1
☎0745-24-3120
☎0744-34-1612

８時30分～18時
８時～18時
８時30分～16時30分
（土日祝、年末年始を除く。）（土日祝、年末年始を除く。） （土日祝日、
年末年始を除く。
）
日額

2,000円

利 用 料
※所得により減免制度があります。

日額 2,000円
＋ おやつ代100円
（必要な方のみ）
※所得により減免制度があります。

日額

2,000円

※所得により減免制度があります。

※詳しくは三宅町ホームページをご覧ください
問 ・ 申 健康子ども課（あざさ苑内）☎ 0745-43-3580

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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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

子どもの発達

～子どもの成長に合わせた進め方～

子どもの発育発達のために、大事なことって
な～に？
公認心理師に聞いて見よう！

管理栄養士に聞いてみよう！
▶日時

5 12

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

対象

日程

１歳６か月児健診

5/17

(誕生日：R2.8.2～R2.10.22）

3歳８か月児健診

(火)

(誕生日：R3.12.9～R4.3.7）

9時30分～11時
(複数に分けて)

R1.12.17～
R2.3.15生

12/8（木）

9時30分～11時
(複数に分けて)

R2.3.16～
R2.6.8生

3/16（木）

9時30分～11時
(複数に分けて)

R2.6.9～
R2.9.16生

（複数に分けて）

・参加のみなさまは感染防止対策にご協力ください。

スマイル広場

要申込

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！

スマイルパーク

要申込

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。

5月は「芝生で遊ぼう・誕生会」を開催します。

いちご組

満６か月～１歳児

10時～12時

※必ず、来所前に検温・体調確認をしてください。

スマイル

子育て支援センター

5/18（水）

対象
R1.10.1～
R1.12.16生

9/15（木）

・最近転入されて通知が届かない方はご連絡ください。

２～５歳児

受付時間
9時30分～11時
(複数に分けて)

13時30分
~14時20分

・詳細は個別に郵送している通知をご確認ください

ぶどう組

日程

6/16（木）

・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

令和4年度から
2歳6か月児歯科健診を始めます
詳細は個別にお知らせします。

13時30分
~14時20分

（複数に分けて）

6/7
(火)

＊参加申し込みは5/25（水）午後5時まで。
（先着10組程度）

（複数に分けて）

5/24

(誕生日：H30.6.9～H30.9.24） (火)

3～５か月児健診

受付時間
13時30分
~14時20分

5 26

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5/11（水）午後5時まで。
（先着10組程度）

●健診・相談

パート１

～ことばと自我の芽生え～

5/25（水）
10時～12時

毎週金曜日 10時～11時30分
おはなし広場
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）

リズム遊び
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）
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問 問い合わせ先

申 申し込み先

▶対
象
町内在住の満6ヶ月から未就学児とその保護者、
妊婦(里帰り出産を含む) 。

問 ・ 申 スマイル（交流まちづくりセンターMiiMo３階）
☎0745-43-0667
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
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まちのうごき 世帯数：3,046世帯（−4） 総人口：6,557人（−18） 令和４年４月1日現在（

子どもたちとアートをつなぐ
ワークショップフェスティバルを開催しました！
3月6日（日）、三宅町交流まちづくりセンターMiiMoで「子どもたちとアートをつなぐワークショップフェス
ティバル」を開催しました。アートや音楽などのワークショップは何と10種類以上！屋内で、屋外で、多彩なアー
ティストやクリエイターが子どもたちに体験や学びの場を提供していました。
縦1.8メートル、横5.5メートルの巨大キャンパスが用意された小澄源太さんのライブペイント（写真：上）には、
子どもたちもノリノリ！子どもも大人も、創作活動を楽しんでいました。

ＭiiＭｏホールで開催したワークショップ。こわい～！！でも、見たい ！！と、子どもたちも衝撃を受けた谷内一光さんのパフォーマンス（写真中央）
いっしょにキャンパスに描きたい！！という子どもたち。コロナが落ち着いたら，みんなでキャンパスに向かって発散しようね。

「まちアート三宅町」って？
「まちアート三宅町」は、アートを通じて子どもたちの感じる力、考
える力、表現する力などの「生きる力」を育むために、2019年から
三宅町とアーティストが一緒に始めた取り組みです。
「子どもが主役のまち三宅町」をキャッチフレーズに、様々な分野の
アーティストとの交流を通じて子どもたちが新たなことにチャレン

）内は前月比

ジする機会を提供できるイベントをこれからも開催していきます。

