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　武蔵野コミュニティセンター利用団体によるダンス・
舞踊などの発表、生け花・写真等の展示、また武蔵野地
区4自治会・町内会による模擬店の出店などが行われ
ます。皆さまお誘い合わせの上、ぜひご来場ください。

日　時　5月18日㈰ 午前9時40分～午後4時（予定）
場　所　武蔵野コミュニティセンター
開会式　午前9時40分から（会場　ホール）

団　体　名 内　　容 団　体　名 内　　容
【発表部門参加団体（ホール）】

文化連盟　花綱会 日本舞踊
文化連盟　世英会 日本舞踊
杏舞会 新日本舞踊
プア・ウクレレサークル ウクレレ演奏
瑞穂町ハーモニカ同好会 ハーモニカ演奏
さかえ町友好会 ハンドベル演奏
健康体操むさしのCOM 健康体操
フラ・ティアレ フラダンス
フラ ハラウ・カ ヒヴァヒヴァ ナ プア ハワイアンフラ
みずほ社交ダンス交流会 社交ダンス
武蔵野ダンス友の会 社交ダンス
瑞穂ＤＣＢ 社交ダンス
舞フレンド 社交ダンス

文化連盟　華道会 いけ花の展示
文化連盟　瑞穂水墨会 水墨画の展示
瑞穂光画会 写真の展示
ローズの会　おりがみ おりがみ教室
新婦人お茶の実会 DVD上映
みずほ押し花愛好会 押し花額の体験教室
絵手紙「むさし野」 絵手紙の展示
瑞穂墨友会 書道の展示

【展示部門参加団体（展示ギャラリー・学習室他）】

問合せ  武蔵野コミュニティセンター
　　　  　570―0555

■その他催し物（センター駐車場他）

　駐車場は武蔵野コミュニティグランドを臨時に用意して
いますが、お車でのお越しは出来るだけご遠慮ください。

武蔵野地区４自治会・町内会による模擬店の出店
武蔵野地区青少年協議会によるミニＳＬの運行

【第10回】武蔵野コミセンまつり
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 長岡1－51－2　　  557―0018

石畑診療所 石畑207             557―0072

栗原医院 箱根ケ崎61         557―0100

高沢病院　　　二本木722－1　　 556―2311

高水医院 箱根ケ崎282        557―0028

菜の花クリニック 殿ケ谷454           557―7995

丸野医院 長岡1－14－9       556―5280

みずほクリニック　長岡長谷部３１－１　   568―0300

医 療 機 関 所  在  地 電   話

新井クリニック

●抗体検査・予防接種の実施医療機関●
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「これってデートＤＶ？」「これってデートＤＶ？」「これってデートＤＶ？」

　ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）は、夫婦間にだけあるものではなく、中高生や大学生など若い恋人間
にも起きています。これは「デートＤＶ」と呼ばれています。こうしたＤＶは殴る、蹴るといった身体的な暴力
だけではありません。貸したお金を返さない（経済的な暴力）、避妊に協力しない（性的な暴力）、携帯やメー
ルをチェックする、大声で怒鳴る、行動を制限する（精神的な暴力）など、さまざまな形があります。こういっ
たタイプの暴力は、外から見えにくいので、理解されにくい傾向があります。
　このような暴力は自分に関係がないと思っていても、いつ自分や知人の身の回りに起きてもおかしくないこと
です。
　自分が暴力にあっていると気づいたら、我慢したり、一人で抱え込まずに勇気を持って相談しましょう。周り
の人が被害に遭っていたら、批判せずにしっかり話を聞き、公的機関などへの相談をすすめましょう。

暴力を我慢したり、一人で抱え込まないで、勇気を出して相談してください。暴力を我慢したり、一人で抱え込まないで、勇気を出して相談してください。

東京ウィメンズプラザ（女性用）
　　　　03―5467―2455

9:00～21:00（年末年始を除く）

東京ウィメンズプラザ（男性用）
　　　　03―3400―5313

17:00～20:00（祝日および年末年始以外の月・水）

警視庁総合相談センター（男性・女性とも）
　　　　　03―3501―0110

8:30～17:15（土・日・祝日・年末年始を除く）

　問合せ　企画課　
                   557―7469
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　平成26年４月から消費税率が８％となり、所得の低い方や子育て世帯の影響を緩和し、消費の下支えを図る観
点から、臨時的な給付措置として支給するものです。

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意を！

○町や厚生労働省等がＡＴＭ（銀行、コンビニエンスストア等の現金自動支払機）の操作をお願いすること
は、絶対にありません。

○町や厚生労働省等が、給付金を支給するために、手数料等の振込みを求めることは絶対にありません。
※ご自宅や職場等に町や厚生労働省等をかたった不審な電話や、郵便が届いたら、迷わず、町や福生警察署
（　 551―0110）、または警察相談専用電話（♯9110）にご連絡ください。

臨時福祉給付金 子育て世帯臨時特例給付金
支給対象者　
　平成26年度分の住民税が課税されていない方。
ただし、課税されている方に扶養されている場合や生
活保護を受給している場合は除きます。
給付額　
　１人につき１万円
（また、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金
等の受給者や児童扶養手当、特別障害者手当等の
受給者等には５千円が加算されます）。

支給対象者　
次のどちらの要件も満たす方が対象です。　
①平成26年１月分の児童手当（特例給付を含みます）の受給者。
②平成25年中の所得が児童手当の所得制限額に満たない方。
対象児童
　支給対象者の平成26年１月分の児童手当（特例給付を含
みます）の対象となる児童。ただし、左記の臨時福祉給付金の
対象および生活保護を受給している児童は対象外。
給付額　対象児童１人につき１万円

　支給対象者は、平成26年1月1日時点の住所地の区市町村に対して、支給の申請を行います。
　町の申請期間等は次のとおりです。
申請期間　　7月1日㈫～9月30日㈫　　申請場所　　町民会館１階
支給時期　　７月下旬～12月
※詳しくは、「広報みずほ」６月号に折り込まれるパンフレットをご覧ください。

問合せ  福祉課 　557－7620（臨時福祉給付金）
　　　　　　　 　557－7624（子育て世帯臨時特例給付金）

民生委員・児童委員とは
　厚生労働大臣から委嘱され、乳幼児から高齢者までの誰もが安心して暮らせるよう、生活上の悩みなど福祉全
般にわたる身近な相談相手です。
　民生委員は児童委員も兼ねており、町では現在36名の民生委員・児童委員が活動していて、うち34名がそれぞ
れ担当地区をもち、皆さんの相談などをお受けしています。ほかの２名は担当区域を持たず子どもに関する問題
を専門に担当する主任児童委員として活動しています。
民生委員の活動とは
　

相談したい場合には
　お住まいの区域を担当する民生委員・児童委員の氏名・
連絡先については「広報みずほ」１月号をご覧になるか、
福祉課へお問い合わせください。

こんなときにはご相談を
相談内容に応じて町や関係機関への
パイプ役となります

高齢者の1人暮らしで
生活が不安…

子育てが大変で相談したい…

病気で失業して、
今後の生活が不安…

近所で虐待が起きている
かもしれない…

５月１２日は民生委員・児童委員の日です

　地域の皆さんと町や福祉関連機関を繋ぐパイプ役として活動
しています。委員には「守秘義務」があり、相談の秘密は守ら
れます。安心してご相談ください。ご相談に応じて問題解決に
向け、町の担当窓口や関係機関を紹介し、必要なサービスが受
けられるよう支援します。また「近所に困っている人がいる」
などといった、地域の方からの情報もお受けします。

問合せ  福祉課  　557－7620
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問合せ　企画課　　557―7468

　計画により一層ご理解をいただき、愛着を持っていただけるよう、候補作品の投票を実施し、954票もの投票があ
りました。その投票結果を基に、町長を会長とする「水・緑と観光を繋ぐ回廊計画推進協議会」で次の愛称とロゴ
マークが決定しました。皆さまのご協力ありがとうございました。

　5月11日㈰の「残堀川ふれあいイベント」で表彰式と披露を行います。最優秀作品は、今後、若干の修整をし、町の
広報物や案内看板で活用します。また、住民の方にも使用していただけるようにルール化します。ぜひ、ご活用くだ
さい。

※町ホームページで、カラーのロゴマークを掲載していますので、
　ぜひご覧ください。

　狭山池上流部や「さやま花多来里の郷」、新たに建設する郷土資料館と狭山丘陵などの自然環境資源を結び付
けることにより、回遊性を高め、観光の振興を図ることを目的として、平成24年３月に「水・緑と観光を繋ぐ回廊
計画」を策定しました。

「水・緑と観光を繋ぐ回廊計画」
愛称・ロゴマーク

　瑞穂町の地域の特徴である日光街道、狭山
遺跡、五輪様の柿の木など多くのきらめく歴
史的資源や狭山丘陵や狭山池、残堀川、さやま
花多来里の郷などの水辺や緑のきらめく自然
環境を象徴するイメージです。

作品 作者 作品の意図

【愛称】

【愛称】

○最優秀賞

みずほ・きらめき回廊 濱口 温男さん
（高知県高知市）

　みずほの「み」をモチーフに「水・緑と観
光を繋ぐ回廊計画」を象徴的に表現しまし
た。ブルーは、狭山池、残堀川の清流。グ
リーンは、狭山丘陵やさやま花多来里の郷
などの豊かな緑。ピンクは、町の花つつじ
を表しています。中央の笑顔は、住民や観
光に訪れる人々を表し、瑞穂町の未来のた
めに自然環境を大切にする願いが込めら
れています。

作品 作者 作品の意図

濱口 温男さん
（高知県高知市）

作品 作者

○優秀賞

【ロゴマーク】

【ロゴマーク】

○最優秀賞

○優秀賞

みずほ水と緑の夢回廊 小寺 光雄さん
（愛知県名古屋市）

作品 作者

重田 律子さん
（神奈川県川崎市）

決定！
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募集職種 　　　　　　受　験　資　格

事務職員 大学卒業者
昭和59年4月2日から
平成4年4月1日までに生まれた人

○受験資格
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　町立小・中学校の校長先生を紹介します。町ホームページ内「教育委員会」の中でも、紹介しています。

小・中学校の校長先生

瑞穂町スポーツ推進委員

（敬称略）

問合せ　指導課　　557―7058

問合せ　社会教育課
　　　　　 557―7071

小林　源久（写真後列左から１番目）
澤﨑　彰一（写真後列左から２番目）
武藤　和裕（写真後列左から３番目）
地引　平    （写真後列左から４番目）
日野　元信（写真後列左から５番目）
田邊　靖夫（写真前列左）
渡辺　政彦（写真前列右）

学校名　 氏　　名

　青少年に遊びの楽しさや創造の
喜びを体験する場を提供し、青少年
の健全育成に努めるとともに、子ど
も会の支援等の活動をしています。

瑞穂町青少年委員

問合せ　社会教育課　　557―6695
任　期　平成26年4月1日～平成28年3月31日

任　期　平成26年4月1日～
　　　　平成28年3月31日

（敬称略）
担当地区 氏　　名

殿ケ谷地区 風間　美奈

石畑地区
古川　多加

山田　敏行
箱根ケ崎地区

岡部　禎子
八木　秀子

元狭山地区 髙島　勝
海老原　剛

田中　啓夫

細渕　正子

武蔵野地区
成澤　藤江
村田　佳子
前田　哲弘

長岡地区
白石　渚　

　各種スポーツ教室を実施するとともに、ニュースポーツの周知・普及
を図り、町のスポーツ振興のため活動しています。

　瑞穂町文化財保護条例に基づき、文化財保護行政に関する諮問
機関として、町指定文化財の指定等の取り組みを実施しています。

任　期　平成26年4月1日
　　　　～平成28年3月31日

（※）任　期　平成26年5月1日～平成28年3月31日

（敬称略）
担当地区 氏　　名

殿ケ谷地区
石畑地区

箱根ケ崎地区

長岡地区

元狭山地区

武蔵野地区

土橋　賢一
牧野　壽義

片倉　あけみ
関谷　一慶

福井　いくみ
中井　明

坂本　佳子
西村　元
小山　宏（※）

竹嶋　一茂
天野　進
大屋　敬則

深堀　豪
村田　憲一

担当地区 氏　　名

瑞穂町文化財保護審議会委員 問合せ　郷土資料館
　　　

（敬称略）

地区 氏　　名

長岡地区

箱根ケ崎地区

殿ケ谷地区
臼井　和子

久保田　吉範
神山　安夫
瀧澤　千代子

平山　和治大澤　利夫

村山　美春

丹生　豊春

元狭山地区

石畑地区
古川　嘉勇　

渡辺　和俊

地区 氏　　名

一小
二小
三小
四小
五小
瑞中
二中

568―0634

新任委員　任　期　平成26年4月1日～平成28年3月31日 新任以外の委員　任　期　平成27年3月31日まで

瑞穂町健康づくり推進委員 問合せ　健康課　　

（敬称略）
担当地区 氏　　名

長岡地区

箱根ケ崎地区

箱根ケ崎地区殿ケ谷地区
井上　敦子（新任）

猪俣　裕子
長澤　陽子（新任）
青木　由加

清水　ちえみ（新任）鳥海　裕子

髙橋　幸恵（新任）

金井　容子（新任）

元狭山地区

元狭山地区

石畑地区
村野　美佐子　

池谷　秀子

担当地区 氏　　名

557―5072

担当地区 氏　　名

井上　明子（新任）

髙橋　惠子（新任）

吉﨑　尋江

町田　孝江
島田　美世子　

武蔵野地区
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