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Information a la Carte 情報アラカルト

今月号の表紙
　表紙は特集にちなんで、自治会
で使用している野球のユニホーム
や、お祭りの法被などを並べ、自
治会という人と人とのつながりの
中で、豊かな人生を歩んでいこう
としている赤ちゃんをイメージし
て撮影しました。

3月編集後記
あっという間の一年
　カメラを持ち、市民の皆さんにインタ
ビューをするようになって1年が経ちまし
た。以前の部署から異動になり、広報係に
配属となりましたが、まるで転職をしたよ
うに以前の仕事とは何もかもが違いました。
　この一年慌ただしく過ぎてきましたが、
市内の多くの場所に出掛けるようになり、
新たな出会いや経験をすることができ、と
ても有意義な一年になったと感じています。
　カメラやインタビューの技術、広報紙の
文章やレイアウトの校正など今も勉強中で
すが、多くの市民の皆さんに手に取っても
らい、市の情報をより分かりやすくお伝え
していきたいと思っていますので、取材の
時にはご協力よろしくお願いします。 （洸）

図書館新着図書の紹介	 New Books Coming up

学生のためのキャリアデザイン入門
中央経済社

渡辺　峻（わたなべ　たかし）
伊藤　健市（いとう　けんいち）／編著

自分の生き方・働き方は自分で決められま
す。大切なのはそれを決める力を身に付け
ること。学生の皆さん、頑張って。

犬になった王子  チベットの民話
岩波書店

君島　久子（きみしま　ひさこ）／文
後藤　仁（ごとう　じん）／絵

穀物の無い国の勇敢な王子が、いくつもの
試練を乗り越えて麦の種を手に入れるまで
の物語。美しい日本画で描かれています。

作家の住まい
平凡社

コロナ・ブックス編集部／編

作家や画家、デザイナーたちが長年暮らし
た住まいを多くの写真と実測図面で紹介。
作家のこだわりや好みが伝わってきます。

あいうえおんせん
くもん出版

林　木林（はやし　きりん）／文
高畠　那生（たかばたけ　なお）／絵

世にもへんてこな温泉が15のテーマに合
わせてたくさんでてきます。75音のゆかい
な言葉遊びが楽しめる絵本です。

休日当番のご案内

防災行政無線の放送内容が
聞き取れなかったときは、
広報みのかもテレホンサービス

0180―99―5501
火災情報

0180―99―5500
※どちらも電話料金が発生します

休日急患歯科診療所
3/2 日 酒向歯科医院 25-2719
3/9 日 あじさい歯科医院 24-1881

3/16 日 まるも歯科医院 25-8148
3/21 祝 すおう歯科 28-2258
3/23 日 高木歯科医院 25-2464
3/30 日 長江歯科医院 26-1952
4/6 日 中島歯科医院 26-0390

※診療は午前9時から午後3時までです

休日急患診療所
3/2 日 野尻整形外科 25-3500
3/9 日 安藤小児科 26-0812

3/16 日 太田メディカルクリニック 26-2220
3/21 祝 木沢記念病院 25-2181
3/23 日 木沢記念病院（診察室） 25-2181
3/30 日 和知すこやかクリニック 43-3001
4/6 日 濃飛ファミリークリニック 53-3111

※診療は午前9時から午後5時までです

各施設のご案内

市役所　8：30〜17：15
休　土・日・祝
〒505-8606　太田町3431-1
☎25-2111（代表）　 fax  25-3917

保健センター　8：30〜17：15
休　土・日・祝
〒505-8606　太田町3425-1
☎25-4145　 fax  28-1108

生涯学習センター　8：30〜22：00
〒505-8606　太田町3425-1
☎25-4141　 fax  28-1109

中央図書館　10：00〜18：00
※土・日・祝は17：15まで
休　毎週月・26日水
〒505-0041　太田町1921-1
☎25-7316　 fax  27-2647

東図書館　10：00〜20：00
※土・日・祝は17：15まで
休　毎週金（21日は開館）・20日木・26日水
〒505-0027　本郷町9-2-22
☎26-3001　 fax  26-3060

プラザちゅうたい　8：30〜22：00
休　毎週月
〒505-0041　太田町1916-1
☎26-3241　 fax  26-3242

みのかも文化の森　9：00〜17：00
休　毎週月
〒505-0004　蜂屋町上蜂屋3299-1
☎28-1110　 fax  28-1104

文化会館　8：30〜22：00
休　毎週月
〒505-0025　島町2-5-27
☎25-1108　 fax  25-1100

総合福祉会館　8：30〜16：30
休　毎週日・祝
〒505-0031　新池町3-4-1
☎28-6111　 fax  28-6110

太田宿中山道会館　9：00〜17：00
休　毎週月
〒505-0042　太田本町3-3-31
☎23-2200　 fax  23-2201

みのかも健康の森　9：00〜17：00
休　毎週水
〒505-0003　山之上町7559
☎29-1108　 fax  29-1108

証明書自動交付機をご利用ください
設置場所　休日夜間受付窓口（市役所本庁舎玄関横）
利用時間　午前8時〜午後8時（年末年始を除く）
※印鑑登録証明書、住民票の写しがとれます
※交付機を利用するには、「市民カード」が必要です

「市民カード」（印鑑登録証）の取得方法
平日の午前8時30分から午後5時15分までに、登録する
本人が市民課または各連絡所へお越しください

　「地産地消」をテーマ
に、今回は三和町で採れ
た「シイタケ」を使った料
理を紹介します。
　一晩キノコ類をラム酒
で漬け込むことで、香り
が染み込み、シャキシャ
キの食感が楽しめます。

食生活改善連絡協議会

①レーズンとキノコ類は細かく切って、さっ
と下ゆでし、三温糖（40g）を混ぜて、電
子レンジで2分加熱する。冷めたらラム酒
を加えて一晩おく。

②マーガリンをクリーム状に練り、三温糖
（100g）を3回に分けて加えて混ぜる。

③②に、溶きほぐした卵を少しずつ加え、
空気を含ませるようによく混ぜる。

④③に、Aを加え、さらにBをふるったもの
を、ゴムべらで切るように混ぜる。

⑤④の粉っぽさがなくなったら、①を加え
て混ぜ合わせる。

⑥⑤を器に入れて、オーブンに入れ190℃
で5分、その後180℃で20分焼き、冷やす。

■1個分の栄養価
　エネルギー／186kcal　塩分／0.2g

材料（10個分）
エノキ茸……………………… 1袋
シイタケ……………………… 4枚
ブナシメジ…………………… 1袋
レーズン………………………30粒
三温糖……………………… 140g
ラム酒…………………… 大さじ1
マーガリン…………………… 70g
卵……………………………… 1個
　　バニラエッセンス……… 少々
　　牛乳…………………… 50ml
　　スキムミルク……… 大さじ2
　　薄力粉………………… 125g
　　ベーキングパウダー 小さじ1
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B

キノコを使った　ラム酒が香るマドレーヌ
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休日の水道当番
3/1 土 ワタナベ設備㈲ 26-2889
3/2 日 大塚設備 28-9555
3/8 土 桂川電気産業㈱ 26-3225
3/9 日 ㈲安田管工 26-5610

3/15 土 ㈲アテインムライ美濃加茂営 54-3831
3/16 日 塚原設備  美濃加茂営 26-7621
3/21 祝 ㈱和泉 28-5411
3/22 土 木下設備工業 26-9415
3/23 日 ㈲米田住宅設備 25-5146
3/29 土 ワタナベ設備㈲ 26-2889
3/30 日 中濃瓦斯㈱ 26-3148
4/5 土 大塚設備 28-9555
4/6 日 桂川電気産業㈱ 26-3225

美濃加茂市のメール配信サービス。緊急災害情報、防犯・防災情報、
子育て情報など暮らしに結びつく情報を配信します。まだ登録して
いない人は、登録用メールアドレス（minokamo@sg-m.jp）に空メー
ルを送信して、ぜひご活用ください。
※空メールは、右のQRコードの登録用ページからも送信できます
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