市内小中学生の夏休みの作品を展示

◆会期 10月 5 日（日）まで

する「科学作品展」と「発明くふう展」

◆場所 岐阜県陶磁資料館

を開催します。

◆入館料

科学作品展は、子どもたちの『夏休

00円

大人 300円

大学生 2

高校生以下無料

税務職員を装い、現金自動預け払い
機（ＡＴＭ）を操作させ振り込みを行

みの研究』の理科分野の作品のうち、

※15人以上の団体は、 2 割引。優待券

わせるなどの「振り込め詐欺」による

各学校を代表する優れた作品（約250

（ 1 年間、何度でも入館可）1,000円

被害が発生しています。税務職員が納

点）を展示します。時間をかけてじっ

◆会期中の休館日 無休

税者の皆さんに電話で問い合わせをす

くり取り組んだものばかりです。

◆開館時間 午前 9 時30分〜午後 5 時

る場合は、提出していただいた申告書

（入館は、午後 4 時30分まで）

などを基に、その内容をご本人に確認

発明くふう展は、アイデアを凝らし
た楽しい作品（くふうの部）と、未来
の世界や科学の夢を描いた絵画作品（絵

詳しくは、
（ 財）岐阜県陶磁資料館へ
どうぞ。

することを原則としています。
また、税務署や国税局では、 税金
の還付を行う際には、事前に還付の通

画の部）を展示します。
いずれも、子どもらしい豊かな発想

知書を送付しています。 納税者の皆

の秀作ばかりです。ぜひ、ご家族連れで、

さんが申告書に記載した受取場所に還
付金を振り込みます。 電話で、「医

お出掛けください。
◆会期

市民総合体育大会・夏季大会のカヌー

療費の還付金がある」「○年分の税金

◆時間 午前 9 時〜午後 5 時

競技、水泳競技が 8 月17日（日）に土岐

が納め過ぎです」などと持ち掛け、納

◆場所 セラトピア土岐・大ホール

川と市民プールでそれぞれ行われ、各

税者の皆さんを金融機関などのＡＴＭ

◆入場料 無料

町が熱戦を繰り広げました。

に誘導することはありません。 「０

9 月13日（土）・14日（日）

詳しくは、教育研究所へどうぞ。

各町の成績は、次の通りです。
●カヌー競技 ①肥田町 ②妻木町
③泉町 ④土岐津町

泉町の北部丘陵の北畑池上流のおよ
そ 8 haの湿地に、5,000株以上（推定

１２０」で始まるフリーダイヤルの電
話は設置していません。
上記の内容を求める不審な電話があ

●水泳競技 ①泉町 ②土岐津町 ③駄

った場合は、指示された電話番号に連

知町 ④曽木町 ⑤肥田町 ⑥下石町

絡することなく、税務署までお問い合

⑦妻木町 ⑧鶴里町

わせください。

詳しくは、スポーツ振興課へどうぞ。

詳しくは、多治見税務署総務課へ。

7,000株ともいわれる）のシデコブシ
が自生し、市の天然記念物として保護
されています。近年、岐阜大学や森林
総合研究所などの研究機関がシデコブ
シや湿地を対象に調査を実施し、実態
が明らかになりつつあります。そこで、
貴重な湿地の保護に対して多くの皆さ
んにご理解いただくため、調査報告会
を実施します。
◆日時

9 月21日（日）午後 1 時30分〜

4時
◆場所 セラトピア土岐・大会議室
◆発表 ①「北畑池湿地の現状とそこ
に生育する希少植物たち」肥後睦輝氏
（岐阜大学地域科学部准教授） ②「絶
滅危惧種シデコブシの現状と管理の可
能性」石田清氏（森林総合研究所）
◆入場料 無料
詳しくは、文化振興課へどうぞ。

詳しくは、ＮＨＫ岐阜放送局営業部（

0120-151515または

058-264-4612）へ。

◆募集人員

2 人程度

◆期日 ① 9 月16日（火） ②平成21年

◆資格 保健師免許・普通自動車運転

1 月29日（木）

免許を有する方

◆時間 午後 1 時〜 4 時

12日・19日の日曜日、午前10時〜正午

◆任期 10月 1 日〜平成22年 3 月31日

◆会場 東濃西部総合庁舎

（全 5 回）

◆勤務時間 午前 8 時30分〜午後 5 時

◆対応

◆日時

9 月14日・28日、10月 5 日・

①弁護士、消費生活相談員

◆場所 市総合公園・ウッディードーム

15分までのうちの 6 時間

②司法書士、消費生活相談員

◆対象 市内在住・在勤の方

◆賃金 日額8,040円

◆相談方法 面接（30分予約制）

◆参加費 3,000円（保険料含む）

◆採用方法 面接

◆定員 各12人（先着順）

◆締め切り

◆手続き 市販の履歴書に必要事項を

◆相談料 無料 ※秘密厳守

記入の上、 9 月19日（金）までに、保健

※予約は、① 9 月 9 日（火）、②平成21

9 月12日（金）

申し込みなど詳しくは、市アーチェ
リー協会・水野洋一さん（〒509-5132
泉町大富52-1、 ・

54 4634、Ｅメー
○

センターへ提出してください。

年 1 月22日（木）の午前 8 時30分から電

詳しくは、保健センターへどうぞ。

ル：pamsleo@yahoo.co.jp）へどうぞ。

話で受け付けます。
詳しくは、県環境生活政策課（
058-272-8204）へどうぞ。

県では、県民の将来的な生活習慣病
平成21年 5 月21日から裁判員制度が

の悪化防止や発症予防を図るため、家

スタートします。模擬裁判員になって、 庭や地域（事業所・各種団体・サーク

◆テーマ 「わたしのふるさと」

裁判官と一緒に裁判員を体験してみま

ルなど）における食事や運動など生活

◆応募資格 市内小学校に通学する児童

せんか。

習慣病予防の取り組み事例を募集し、

◆規格

4 つ切り画用紙・描画材料自由

◆日時 10月 5 日（日）午後 1 時〜 4 時

県民に紹介します。

◆応募方法 各小学校を通じて提出

30分

◆締め切り

◆賞

◆場所 岐阜地方裁判所多治見支部

◆応募方法 所定の応募用紙に必要事

の図書カード

◆対象 成人の方

項を記入の上、郵送またはＦＡＸ（〒

千円分の図書カード

◆定員 30人（先着順）

500-8384 岐阜市薮田南5-14-12

◆締め切り

268-6015）してください。※応募用紙

9 月18日（木）

申し込みなど詳しくは、岐阜地方裁
判所総務課庶務係（

058-262-5121・

内線206）へどうぞ。

9 月30日（火）必着

058-

最優秀賞（ 1 人）＝ 1 万円分
優秀賞（ 2 人）＝ 5
入選（10人程

度）＝ 1 千円分の図書カード
◆締め切り 11月 4 日（火）

はホームページ（http://www.kenkou

詳しくは、県東濃振興局振興課（
23 1111・内線208）へどうぞ。
gifu.or.jp/）からダウンロードできます。 ○
また、選定された方には、図書カード
を進呈します。
詳しくは、（財）岐阜県健康長寿財
団（ 058-273-1456）へどうぞ。
9 月22日（月）は、認証局の秘密鍵更

◆日時 11月16日（日）午前10時30分〜

新作業のため、市役所の窓口で、電子

午後 3 時（受け付け＝午前10時〜）

証明書の発行・失効を行うことができ

◆場所 シェ・モア（瑞浪市西小田町）

ません。有効期間満了に伴う更新手続

◆対象 独身の男女（年齢、居住地は

きも行うことができません。

不問）

本件についてご不明な点がございま

◆定員 各30人

◆期日 11月26日（水）

◆参加費 3,000円

取扱所

◆内容 自己紹介、ゲームなど

◆場所 東濃西部総合庁舎

◆締め切り 10月15日（水）

◆受付期間

申し込みなど詳しくは、瑞浪市役所
市民課（

68 2111・内線105）へ。
○

午前＝給油

午後＝一般
9 月12日（金）〜26日（金）

◆受講手数料 4,700円（県収入証紙）
詳しくは、市消防本部へどうぞ。

したら、下記までご連絡ください。
●連絡先
（財）自治体衛星通信機構公的個人
認証サービスセンター（Ｅメール：j-in
fo@lascom.or.jp）
詳しくは、市民課住民係へどうぞ。

