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巻 頭

確かに便利ですが、事故の危険性だ
けでなく、まちの風景を見落として
しまい、
人との交流は失われています。
そ ん な 生 活 を 見 直 そ う と、 こ こ
最近では自転車に乗る若者が増えた
り、ランニングやウオーキングをす
ることが、健康とは別の視点から大
切にされ始めています。すれ違う子
ど も た ち と あ い さ つ を 交 わ し た り、
これまで気が付かなかった季節の景
色に出会ったり、道端に落ちている
ごみを拾ってみたりと、車では経験

るのではないでしょうか。一瞬「ヒ

ま す が、 皆 さ ん も 一 度 は 経 験 が あ

れまでに何度か経験したことがあり

とした経験はありませんか。私もこ

皆さんは、車の運転中に「ヒヤッ」

と一緒に考えながら、これからのま

その移動空間や時間について皆さん

「交通安全第一」はもちろんのこと、

の 見 直 し を 大 急 ぎ で 行 っ て い ま す。

できるように、バスなどの公共交通

市では、車でなくても簡単に移動

できないことがあります。

ヤッ」としても、事故にはつながら

ちづくりを進めていきたいです。

運転の際にはご注意を

新

なかったことで「よかった」と安心し
てしまい、次第にその怖さは記憶か
ら薄れていってしまうものです。
事 故 を 未 然 に 防 ぐ た め に は、 そ
の怖さを忘れずにいることが大切だ
と、交通事故の悲惨なニュースを耳
にするたびに再認識させられます。
もう一つ、車の運転をしていて感
じ る こ と は、 新 し い お 店 や 建 物 が、

山 畑 の あ る 風 景 （南 坂）

手付かずの自然の雄大さに感動することがある一
方で、手入れされた野山に安らぎを感じることもあ
ります。近年、機械が入りにくい、山際にある狭い
田畑は見放され、雑木や竹などが占領する場所にな
りました。しかし、市内にはいくつかの地区で山と
共に暮らす里の風景を見つけることができます。
写真の山之上町南坂地区には、今でも代々受け継
がれた山畑が丁寧に下草を刈り手入れされ、野菜を
栽培しながら大切に守られています。山畑は斜面の
ため、水の管理が難しかったり、耕す土が下に落ち
たりします。また、イノシシやサルなどの害獣も出
没し、畑を荒らされることもしばしばあります。山
畑を維持することは苦労の連続です。
かつて、この地区の山畑では、多くの住民がサツ
マイモを栽培し、収穫したものを南坂公民館に集め、
供出していたそうです。この地区だけでなく美濃加
茂市中の山畑でサツマイモを栽培する景色が広がっ
ていたことでしょう。今では山畑を見ることが少な
くなりましたが、ここには昔からの暮らしの風景が
残されています。
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未来への
挑戦

悪質な自転車運転に対する
「 Ｎ Ｏ 」を 明 確 化

道 路 交 通 法（ 道 交 法 ） は、
「道路におけ

る危険を防止すること」
、
「交通の安全と円

滑を図ること」
、
「道路の交通に起因する障

害の防止に役立てること」を目的とした法

律です。

この法律では、自転車は、自動車と同じ

「車両」と定義され、自転車を 運転しなが

ら道交法上の違反行為をすると、罰則の対

象になります。しかし、実際は、交通ルー

ルを守らない自転車運転者がなかなか減っ

ていないのが現状です。

全国で、自転車運転者が加害者になった

り、単独で起こしたりした人身事故は平成

82

件あ

割以上

6

26

年中に約７、
６００件、死亡事故は

りました。これらの事故のうち、

が法令違反によるものといわれています。

PICK UP INTERVIEW

今回改正の道交法は、自転車による重大

事故が多発していることを背景にしたもの

歳以上の人）が、信号無視や酒酔い運

項目の危険行為（下記参照）に

です。自転車の運転者（刑事罰の対象とな

る

転などの

ついて、３年以内に２回以上交通違反など

万円以下の

で警察に検挙された場合に、有料の講習が

義務付けられました。

この義務を怠った場合は、

罰金が科せられるといった厳しい内容と

なっています。

5

14

14

問

防災安全課交通防犯係 ☎内線２７６

講習の対象となる危険行為（14 項目）
①信号無視

②通行禁止違反

③歩行者用道路における義務違反（徐行違反）
④通行区分違反

⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害

⑥遮断踏切立ち入り
⑦交差点安全進行義務違反など
⑧交差点優先車妨害など
⑨環状交差点の安全進行義務違反など

加茂警察署交通課

⑩指定場所一時不停止など

桂川 幸治 課長

⑫ブレーキ不良自転車運転

かつら がわ

こう

じ

自転車は、車両の仲間ですので、

⑪歩道通行時の通行方法違反
⑬酒酔い運転

⑭安全運転義務違反

交通ルールを守らなければなりませ
ん。しかし、実際は交通ルールを守
らない人が多いように感じます。
近年、自転車が主たる原因となる

自転車運転者講習制度の流れ

運転してほしいと願っています。

5
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り、思いやりの心を持って自転車を

自転車運転者が

大人も子どもも、交通ルールを守

近頃の健康志向もあり、自転車を使って通勤したり、サイクリングを
危険行為を繰り返す

と思います。

県公安委員会が

なってしまうことを認識してほしい

自転車運転者に対し

守らなければ、自転車自体が凶器に

講習の受講を命令

ります。自転車でも、交通ルールを

講習の受講

しけがをさせる事故が増加傾向にあ

（約３時間の講習で
手数料は５、
７００円
［標準額］

る事故、特に自転車が歩行者と衝突

（３年以内に２回以上）

事故や、自転車運転者が加害者とな

楽しんだりする人は多いのではないでしょうか？
一方で、最近自転車の危険運転が問題になっています。そうした問題
に対応するため、国は悪質な自転車運転者に対し講習の義務付けを明記
した改正道路交通法を６月１日に施行します。
今月の特集では、改正道路交通法を紹介し、安全な自転車運転につい
て考えていきます。これを機に、今一度、普段の自転車運転や交通ルー
ルについて見直してみましょう。

【写真】交通安全指導員の指導を
受けながら自転車運転をする古
井小学校の児童たち

※受講命令に従わない場合は、５万円以下の罰金が科せられます
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今回の改正道交法で講習の対象となった

を実施し、自転車の安全な乗り方の指導を

市では、小中学校を対象に交通安全教室

広がり、自転車を使う機会が増えます。ま

子どもたちは、年齢とともに行動範囲が

「自転車安全利用五則」を
守るのは必要最小限のマナー

項目の危険行為は、法律の改正前から罰

た、中学生になると、多くの生徒が自転車

遭わないよう自転車を運転してもらいたいですね。

自転車運転の指導を受ける児童
③古井小学校で行われた交通安全指導員
による模範運転

④

④山手小学校でパネルなどを使い自転車
の乗り方を説明する交通安全指導員
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ン機器を使って自転車運転の注意点を確認

②山手小学校に設置された特設コースで

するなど、交通安全の重要性について学ぶ

シュミレーションを体験する西中学校
の生徒

授業を行いました。

①日本ライン自動車学校で自転車運転の

で通学することとなります。

③

安全な自転車運転を実践することは、自

②

分の命を守るということにつながっていま

子どもたちが交通安全教室で学んだこと

は、当然大人も意識しないといけないこと

です。むしろ、大人が子どもたちの見本に

ならなければいけないといえます。

自転車という快適な乗り物を凶器にしな

いためにも、まずは、大人が交通ルールを

守った自転車運転を行いましょう。

今 回 の 改 正 道 交 法 施 行 を、「 ル ー ル が 厳

し く な っ た 」 と 考 え る の で は な く、「 交 通

ルールを守ろう」と思い、実践することで、

私たちのまちが「もっと安全」なまちにな

ることを目指しましょう。

交通ルールを守り
「もっと安全」なまちへ

（山手町：国道 41 号バイパスと市道山手線との交差）

①

子どもたちは交通ルールを
真剣に学んでいます

声を出して周囲の確認をするなどし、交通事故に
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重点的に取り組んでいます。

道路の危険を理解し
常に周囲に注視を
確認の大切さを指導しました。子どもたちには、

7

則を伴う違反行為です。これらの違反行為

お

交通安全教室では、標識への注視や周囲の安全

自転車ともに安全運転を心掛けましょう。

小学校の児童は、市の交通安全指導員か

（御門町：国道 41 号と国道 248 号バイパスとの交差）

然に防ぎます。交通ルールを守り、自動車・

を自動車運転に置き換えれば、どれも重大

ひさ

法や交通ルールなどを学んでいます。

なべ

渡邉 久夫 さん

ワースト１ 新太田橋交差点 ▲

皆さんの交通安全に対する意識が事故を未

14

ルールを守って安全に自転車に乗りたいです。

わた

（太田町：国道 41 号バイパスと国道 248 号バイパスとの交差）

ら指導を受けながら、周囲の安全確認の方

５．子どもはヘルメットを着用

指導員の人に教えてもらいました。これからは、

な事故につながることは想像できます。

● 交差点での信号順守と一時停止・安全確認

る余裕がなく、標識を見落としたことを交通安全

警察庁は、自転車に乗るときに守るべき

● 夜間はライトを点灯

交通安全教室で自転車に乗ったとき、周りを見

市交通安全指導員

ワースト３ 太田町交差点 ▲

す。そのことを子どもたちに知ってもらう

● 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止

交通教室を終えて － INTERVIEW －

ワースト２ 山手町交差点 ▲

また、西中学校の一年生は、日本ライン

192 件（前年比 62 件減）でしたが、死者数は

４．交通ルールを守る

ルールのうち、次の五則を特に重要なもの

３．歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

ためにも、市では交通安全教室により一層

２．車道は左側を通行

自動車学校の協力で、自転車事故の原因を

１．自転車は、車道が原則、歩道は例外

と し て 掲 げ、
「自転車安全利用五則」の順

ま

ルールを守ることの
大切さを学びました

市内で平成 26 年中に発生した人身事故は

ている交差点を下記のとおり紹介します。

しょう

大畑 翔馬 さん

平成 26 年中、市内で 192 件もの
人身事故が発生しました

特に、物損事故も含め、交通事故が多発し

はた

力をいれていきたいと考えています。

古井小学校３年
おお

4 人と前年と比べ 3 人増えました。

自転車安全利用五則

検証するビデオを見たり、シュミレーショ

交通安全トピックス

守を呼び掛けています。

交通教室を終えて － INTERVIEW －

6
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雨はともだち

梅雨のこの時期は、雨の日が

多く、大人だけでなく、外で元

気に走り回ったりして遊ぶこと

ゆううつ

が大好きな子どもたちにとって

歳以上の高齢者の７人

65

また道に迷っているように見

いつまでも安心して暮らせるまち

今や

まったり、服装がちぐはぐな様

子の人を見かけたら、まずはゆっ

くり近づいて、相手の視野に入っ

に１人が認知症といわれており、 える人や、同じところに立ち止

身近な話題になっています。

認知症の人はできないことや

分からないことが増え、とても

であいさつをし「私は○○
（氏名）

と言いますが、どこへ行かれま

すか」などと目線を合わせ、ゆっ

くり簡潔に話し掛けると認知症

の人も安心できます。認知症の

不安な気持ちで過ごしています。 てから声を掛けましょう。笑顔

辛い、悲しい、うれしい、楽し

いなどという感情はずっと残っ

ていて、褒められたり、役割を

果たせることで生きがいが持て

ることは誰しも同じです。

人は言葉がすぐに出ないことも

ありますので、焦らず待つ姿勢

も大切です。

認知症について理解し、お互

※未掲載の健診については、個人に通知します
※会場は、
全て保健センターです
（こころの相談室、献血は除く）
※全て市内在住の人が対象です

ひけつ

健康相談

時間:午前9時30分〜11時
対象:市内在住の人

いが上手に付き合うことが、住

母子健康手帳の交付

受付:午前10時〜10時15分
対象:市内在住の人

み慣れた地域で安心した生活を

時間:午前9時30分〜正午
午後1時15分〜4時
場所：市役所

長く続けられる秘訣です。

献血

認知症の症状としては、最近

受付:午前9時15分〜9時30分
対象:Ｈ27.1月生まれの子の保護者

☎内線501

のことも忘れてしまう、何度も

もぐもぐ離乳食教室

同じことを繰り返す、時間や日

8日㊌

にちが分からないなどがありま

受付:午後1時30分〜1時40分
対象:妊娠16週以降の妊婦もしくは
生後2カ月までの子の保護者

すが、できないことを怒ったり

予防接種すっきりスタート勉強会

長寿福祉課

叱ったりしないで、できること

July

L o ng e vity

いきいき長寿の知恵ぶくろ
を褒めることがポイントです。

時間:午前9時〜10時45分
対象:0歳〜就学前の子の保護者
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も少し憂鬱な気分になってしま

多めにとるなど、ちょっとしたコツで減塩に取り組むことができます。このよ

S c hool

フロム-0歳プラン掲示板
学校教育課

☎内線340

日常を大事にしていくことで生まれる伝統
双葉中学校

■ 富加町羽生990

☎54-3077

双葉中学校の一日の生活の中で、
「自慢の時間帯」が二つあります。

乳幼児相談

9

う季節かもしれません。

また、外食では麺類や汁物の汁を控えたり、セットものを選んで野菜類を

う。家族がいつまでも元気に健康でおいしく食べられることが一番の幸せです。

30日㊋

毎週㊊

しかし、雨の日はそんなに悪

ものと交互に食べることなどです。

時間:午前9時30分〜11時
対象:メタボリック・シルバー・
おたっしゃ健診受診者

毎週㊊

いものでしょうか。雨の日が多

出汁のうまみを生かして調理をすること、食べる時は塩気のあるものと無い

健診事後相談

2日㊍

いこの時期だからこそ楽しめる

例えば、和食の良さである旬で新鮮な食材を選ぶことや調味料に頼らず、

29日㊊

7月

ことはたくさんあります。

をしていけば、減塩することはそんなに難しいことではないはずです。

うな、いろいろなコツを上手く利用して、無理のない減塩生活を楽しみましょ

時間:午前9時30〜正午
午後1時15分〜4時
場所:アピタ美濃加茂店

保 育 園 で は、 小 雨 の 日 に は 外

献血

に出て「雨の日散歩」をしていま

28日㊐

す。子どもたちが色とりどりの

受付:午前9時20分〜9時35分
対象:Ｈ25.5月生まれの子

傘や長靴を身に付けて、普段と

2歳児歯みがき教室

は雰囲気の違った雨の園庭へ探

25日㊍

は減塩の食事そのものです。私たちがもう一度、和食の良さを見直して食事

検に出掛けます。 子どもたちは、

受付:午後1時30分〜1時40分
対象:妊娠16週以降の妊婦もしくは
生後2カ月までの子の保護者

水 溜 ま り を の ぞ き 込 み、 自 分 が

予防接種すっきりスタート勉強会

を使い、素材のよさを引き立たせ、薄味で調味料に頼らない料理です。これ

映っていることに声を上げて喜ん

23日㊋

ユネスコの無形文化財に登録されたことで注目が集まる「和食」は、
「うまみ」

だ り、 雨 粒 が 落 ち て 水 面 に 輪 が

時間:午後1時30分〜4時30分
場所:生涯学習センター

広がる様子をじっと見つめてい

こころの相談室

しています。

た り し て、 普 段 で は 味 わ え な い

22日㊊

度までに1日の塩分摂取量を現状より約2ｇ減らして8ｇ以下にすることを目標と

雨の日を存分に楽しんでいます。

受付:午前9時20分〜9時40分
対象:Ｈ26.8月生まれの子

からプロジェクト」の取り組みを始めています。このプロジェクトでは平成31年

大人にとっては気が重い雨の

9カ月児あそびの広場

市では3月に策定した
「もっと健康・もっと元気プラン」で設定した
「元気は食

☎内線328

日も、子どもたちにとっては新

18日㊍

こども課

たな発見を与えてくれる遊び相

受付:午前9時20分〜9時40分
対象:Ｈ26.11月生まれの子の保護者

減塩生活を送りましょう

C hi l d

子育てを楽しもう

びで、心も体もたくましく育っ

６カ月児育児相談

☎内線387

てほしいと願っています。

June

6月

健康課

手です。そんな楽しい雨の日遊

2015.5.10 − 2015.6.9

17日㊌

H e alth

保健センター通信

保健行事カレンダー

一つは、歌声が聞こえてくる朝の
会と帰りの会の時間帯です。その時
間帯になると、各学級から合唱が校
舎に響き渡ります。各学級が歌うこ
とに集中し、声を合わせようとして
いる姿がイメージできます。思春期

双葉中学校3年

に差し掛かっている子どもたちです

おり

から、歌うことが好きな生徒ばかり
ではありません。しかし、合唱の中
心となる文化委員の願いを分かり合

▲黙働清掃に取り組む生徒たち

い、みんなと歌うことの意味や価値

の手で美しい環境にしていこうとい

を見い出し、日々取り組んでいます。

う生徒の思いが姿で示されていると

もう一つは、掃除の時間帯です。
本校は
「黙働清掃」に取り組んでいま

かさ

折笠

感じています。
こうした姿は、一朝一夕にできた

す。時間になると、シーンとした中、

ものではありません。これまでの卒

生徒は黙々と掃除に向かいます。膝

業生や生徒会の皆さんが大事にしな

を着き床を磨く姿、ほこりが立たな

がら築きあげてきた大きな財産であ

いよう細かくほうきを動かす姿など、

り、双葉中の伝統として引き継がれ

自分の持ち場をきれいにするため

てきたものです。これからも
「双葉中

に、時間いっぱい掃除に取り組む姿

の自慢できる時間帯」として、大事に

に出会うことができます。自分たち

していきたいと思います。

あおい

蒼 さん

私たちは「全校全員の笑顔
があふれる双葉中学校」を目
指して活動しています。思いや
りを持って仲間と関わること
ができるよう、執行部が「良
さ見つけ活動」をリードしてい
きたいです。私自身は後輩が
憧れるような先輩になれるよ
う、どんなことにも進んで挑
戦し、粘り強く取り組んでいき
ます。さらに質の高い双葉中
学校を目指していきます。
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Information Board

、 の表示がある情報は手話通訳・要約筆記者等派遣制度が利用できます。希
望する人は開催日の一週間前までに、各担当課または福祉課 ( ☎内線 325 524-

美濃加茂市役所 ☎0574-25-2111 50574-25-3917
http://www.city.minokamo.gifu.jp

行政情報

administrative information

図書館利用のお知らせ
図書館では、7月・8月の夏期2
カ月間、中央・東図書館の開館時
間を午前9時30分に繰り上げます。
また、家族の団らんや親子の絆
を深める
「ノーテレビデー」
を推進す
るため、7月と8月の毎週㊏は、中
央・東図書館の視聴覚コーナーの
利用をお休みします。
問中央図書館
東図書館

☎25-7316

☎26-3001

0290) へ。また、表示がない行事などで情報保障を希望する人は直接福祉課へ。

国の緊急経済対策を受け、市内の商業活性化などを目的に20％のプレ
ミアムがついた商品券を7月14日㊋から文化会館および市内の各金融機関
（郵便局を除く）
で販売します。
◦内

容

1枚1,000円の商品券12枚
（12,000
円分）
1セットを10,000円で販売しま
す。うち6枚
（6,000円 分）は 大 型 店
での利用はできません。また、多子
世帯に対しては、1セットを8,000円
で7月7日㊋から先行販売します。
※商品券は、市内取扱店で7月14日㊋から12月31日㊍まで利用できます
◦対

接種履歴をご確認ください
日本脳炎の予防接種は、旧ワク

チン接種後に重い病気になった事
例があったため、平成17年度から
平成21年度までは接種の案内をし
ていませんでした。現在は新しいワ
クチンで接種ができます。 年少と

象

回）
が不足している人で、接種を希
望する人は、指定医療機関で接種
を受けられますので、母子健康手
帳を持参し、直接保健センターに
お越しください。
日本脳炎は夏場に流行する感染

※対象者には、商品券が購入できる証明書類を事前に送付します
・一般向け：市内在住および在勤・在学の人
（1人5セットまで/市内在住

象

から大学1年生相当）
の人
※20歳以上の人は対象外です
問健康課母子保健係

☎内線389
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らかにすること
・いじめの防止および解決を図るための基本的な事項を定めること
・子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境を作ること
き

6月10日㊌から7月9日㊍

問美濃加茂商工会議所 ☎24-0123 産業振興課商工振興係 ☎内線261

7月9日㊍までに、直接または郵送
（〒505-8606

で、ご意見・住所・氏名・電話番号を記入し学校教育課へ
問学校教育課

☎内線340

募集

空白行も１行とします)

invite information

◦応募資格
一 般(大学生、高校生を含む)

文芸祭の作品を募集

◦出品料

17回目を迎えた文芸祭に向けて

空き地の適正な管理をお願いします
雑草や木々が勢いよく成長する季節となりました。
草や木を生い茂ったままにすると、ゴミなどの不法投棄や害虫の発生な
どにつながります。除草や伐採をして、適正な管理に努めましょう。
また、薬剤を散布しての除草時には、周辺の土地や環境への影響に気
を配り、周辺住民の迷惑にならないよう適切に行ってください。
☎内線307

各部門の作品を募集します。 入選
作・者は作品集に掲載されます。
自作の文芸作品の発表の場とし
てぜひご応募ください。
◦部

門

問い合わせ先となっている東図書館の電話番号に間違いがありました。正し
くは、☎26-3001です。お詫びして訂正いたします。

料

※入賞・入選者には結果を通知
◦作品展示

文化会館

10月20日㊋から24日㊏
◦表彰式

文化会館

◦応募方法

午後２時〜

7月20日 ㊊までに郵

・短歌… 1人2首以内、題材自由

送で文化会館内「美濃加茂市文

・俳句… 1人2句以内、当季雑詠

芸祭」係(〒505-0025 島町2-5-

・川柳… 1人2句以内、題材自由

27)へ(当日消印有効)

のぞ

・狂俳…… 1人2句 以 内、 題「望 み」
、1題1句
「漲るまち」

4月1日号30ページでお知らせした「視聴覚教材・機材の貸出」について、

無

10月24日㊏

みなぎ

お詫びと訂正

太田町

1900）
、FAX
（28-1129）
、メール
（goiken2@city.minokamo.lg.jp)

※詳細は、後日ポスターや市のホームページなどでお知らせします

問環境課環境政策係

午前8時30分〜午後5時15分

※㊏、㊐、㊗は除きます
◦提出方法

・俚謡…1人2章以内、
「故郷創生」
(1字以上詠み込み、有季無季随
意)
・現代詩…1人2編以内、題材自由、
本文30行以内(1行20字以内で、

※詳細は文化会館、生涯学習セン
ター、みのかも文化の森、各図
書館、各連絡所にある応募要項
をご覧ください
※ 応 募 要 項は文 化 会 館 のホーム
ページからもご覧いただけます
問文化会館

美濃加茂市役所 8:30〜17:15

㊏・㊐
〒505－8606 太田町3431‐1
☎25-2111
（代表）525-3917

㊏・㊐
〒505－8606 太田町3425‐1
☎25-4145 528-1108

生涯学習センター 8:30〜22:00

〒505－8606 太田町3425－1
☎25-4141 528-1109

▪制定に向けた基本的な考えの閲覧

※商品券は、無くなり次第終了となります

平成7年4月2日から平

成19年4月1日生まれ
（小学3年生

・市、学校、保護者、子ども、市民および事業者などの責務や役割を明

◦と

Regional Public Facility

保健センター 8:30〜17:15

・子どものいじめの防止に係る基本理念を定めること

の人は同居家族の人数分まで購入が可能）

症です。早めに接種しましょう。
◦対

次のことを目的として制定するものです。今回はこの基本的な考えについ

トまで購入可能）

相当の年齢で1回接種します。
確認していただき、接種回数
（全4

この条例は、いじめ防止対策推進法
（平成２５年法律第７１号）
を踏まえ、

◦ところ 学校教育課（市役所分庁舎3階） ※市ホームページでも閲覧できます

年中相当の年齢で3回、小学4年生
母子健康手帳などで接種履歴を

「美濃加茂市子どものいじめ防止対策推進条例」の制定に向け
た基本的な考えについて意見を募集します

て、ご意見を募集します。

・多子世帯向け：中学生以下の児童が3人以上いる世帯の人
（1世帯5セッ
日本脳炎予防接種

各施設のご案内

「美濃加茂プレミアム商品券」
を販売します

中央図書館 10:00〜18:00
※㊏・㊐は17:15まで
毎週㊊、24日㊌
〒505－0041 太田町1921-1
☎25-7316 527-2647
東図書館 10:00〜20:00
※㊏・㊐・㊗は17:15まで
毎週㊎、24日㊌
〒505－0027 本郷町9-2-22
☎26-3001 526-3060
プラザちゅうたい 8:30〜22:00
毎週㊊
〒505－0041 太田町1916－1
☎26-3241 526-3242

みのかも文化の森 9:00〜17:00

毎週㊊
〒505－0004 蜂屋町上蜂屋3299-1
☎28-1110 528-1104

文化会館 8:30〜22:00

毎週㊊
〒505－0025 島町2-5-27
☎25-1108 525-1100

総合福祉会館 8:30〜16:30

毎週㊐
〒505－0031 新池町3－4－1
☎28-6111 528-6111

太田宿中山道会館 9:00〜17:00

毎週㊊・7月5日㊐
〒505－0042 太田本町3-3-31
☎23-2200 523-2201

みのかも健康の森 9:00〜17:00
毎週㊌
〒505－0003 山之上町7559
☎29-1108 529-1108

☎25-1108
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、 の表示がある情報は手話通訳・要約筆記者等派遣制度が利用できます。希
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募集

invite information

0290) へ。また、表示がない行事などで情報保障を希望する人は直接福祉課へ。

ちゅうたいクラブ第2期(7月〜9月)会員を募集

平成28年4月1日採用の美濃加茂市職員を募集

◦ところ プラザちゅうたい

◦採用予定職種・人員など
温かい家庭の雰囲気を

試験区分

「三日里親」
を募集

県内の児童養護施設で生活して
いる子どもたちに、温かい家庭の
雰囲気を体験してもらうため、三日

資

格

年

採用予定
人員

齢

６人程度
平成元年
４月２日
大学卒業(見込)者
以降生まれ
の人
土木・建築
各１人程度

事務職
上級

間預かっていただける里親を募集し
ます。
◦と
◦申

き ８月１日㊏から３日㊊
込

事務職

6月19日㊎までに印鑑

を持参し、家庭児童相談室へ
※三日里親として決定した人には、

中級

７月上旬に「子ども委託通知書」

保育士

を送付します
問家庭児童相談室

☎25-1110

中濃子ども相談センター
☎25-3111

一次試験内容
教養試験、
小論文試験、
事務適正試験
教養試験、
小論文試験
専門試験、
事務適正試験

平成３年
短大・専門学校卒 ４月２日
１人程度
以降生まれ
業(見込)者
の人

教養試験、
小論文試験、
事務適正試験

平成元年
４月２日
３人程度
以降生まれ
の人

教養試験、
小論文試験
専門試験、
事務適正試験

保育士資格取得者
（平 成28年3月31
日までに取得見込
みの人含む）

◦募集戸数

3戸

◦入居資格

次の①〜⑤の項目全

てに当てはまる人
①現在同居している、または同居し
ようとする親族がいること(単身
者の場合は別に要件があります)
②現在住宅に困っていることが明ら
かなこと
③市町村税を滞納していないこと

込

1種目につき1,500円
（別途保険料300円が必要です）

受付開始日から随時、プラザちゅうたいで受け付けます。本人または家族がお申し込みください

種 目
軽体操
卓球Ａ
卓球Ｃ
寿卓球Ａ
寿卓球Ｂ
バドミントン
ソフトバレー
硬式テニス A
ジュニアテニス
硬式テニスＢ

曜

ジュニアバドミントン
健康体操

日
㊋
㊌
㊋
㊋・㊎
㊋・㊎
㊍
㊏
㊐
㊐
㊏
㊏
㊎

時 間
19：30 〜 21：00
10：30 〜 12：30
19：30 〜 21：30
8：30 〜 10：30
10：30 〜 12：30
19：30 〜 21：30
19：30 〜 21：30
10：00 〜 12：00
10：00 〜 12：00
10：00 〜 12：00

8：30 〜 10：30
10：30 〜 12：30

定員(人)
40
20
25
70
70
75
30
25
30
35
40
50

対 象
小学 1 〜 6 年生
16 歳以上
中学生以上
50 歳以上
50 歳以上
16 歳以上
中学生以上
16 歳以上
小学 3 〜 6 年生
中学生以上

小学 4 〜中学 3 年生
16 歳以上

受付開始日時
6 月 27 日 ㊏ 8：30〜
6 月 24 日 ㊌ 8：30〜
6 月 30 日 ㊋ 8：30〜
7 月 3 日 ㊎ 8：15〜
7 月 3 日 ㊎ 10：15〜
6 月 25 日 ㊍ 8：30〜
6 月 27 日 ㊏ 8：30〜
6 月 28 日 ㊐ 8：30〜
6 月 28 日 ㊐ 8：30〜
6 月 27 日 ㊏ 8：30〜

6 月 27 日 ㊏ 10：30に集合
6 月 26 日 ㊎ 10：00に集合

※種目によっては別途、消耗品代金が必要となります
（テニスは、ボール代として500円が必要）
問スポーツ振興課

☎26-3241

▪一次試験
◦と

き

7月26日㊐

午前9時30分〜

◦ところ 生涯学習センター

※午前9時から受け付け

◦受付期間 6月19日㊎まで(㊏・㊐を除く)

※受付終了日近くは大変込み合いますので、お早めにお申込みください

三和住宅の入居者を募集

◦申

◦参加料

◦申

込

受付期間内の午前8時30分から午後5時15分までに、申込書

に必要事項を記入し、写真(4.5㌢×3.3㌢)2枚を添えて、本人が直接秘
書課へ(受け付け時に簡単な面談を実施)
※事情により本人が直接提出できない場合は、事前にご相談ください
※申込書は秘書課で配布しているほか、市ホームページからダウンロード
できます(郵送希望の人は、120円切手を貼った宛名明記の返信用封筒
(A4サイズ)を同封し、試験区分明記して秘書課職員係へ
※採用試験の詳細については、試験案内をご覧ください
（試験案内は市ホームページに掲載するほか秘書課でも配布します）
問秘書課職員係

☎内線238

「おん祭MINOKAMO2015夏の陣」
ボランティアを募集
▪花火ボランティア
◦ところ

木曽川緑地ライン公園

◦募集内容
内

容

と き
7月31日㊎ 午前9時～正午
7月31日㊎ 午後 1時～ 4時
8月 1日㊏ 午前9時～正午
8月 1日㊏ 午後1時～ 4時

花火会場設営・清掃
花火イベント準備
花火会場片付け・清掃

◦対

象 どなたでも

◦申

込

8月 2日㊐

人 数
40人
15人
20人
20人

午前9時～正午

50人

7月3日㊎必着で、ハガキに住所・氏名(学生の場合は学校名と学年を明記)・電話番号・希望する日

時を記入し、産業振興課(〒505-8606太田町3431-1)へ
▪イベント会場のごみ拾い「”絆”ボランティア」

④暴力団員でないこと

◦と

き

容 おん祭開催中の清掃など

8月1日㊏

午後6時から8時まで

◦ところ

木曽川緑地ライン公園

⑤一定の収入基準に当てはまること

ワー完備の庭付き戸建てタイプ

世帯の収入に応じて決定します

◦内

※計算方法などについては、総務

で、環境も良く子育てに適した

(今年度家賃：16,600円〜)

※当日の午後6時以降に木曽川緑地ライン公園内の花火会場にある絆ボランティアテントで受け付けます

課へお問い合わせください
◦所 在 地 三和町川浦1418番地1
◦構

造

木造2階建て
（平成8、9年度建設）
◦間取り

3LDK

※3点給湯
（台所・洗面・浴室）
でシャ
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住宅です
◦入居時期

◦申

込

6月11日㊍から6月30日

㊋ の 午 前8時30分 から午 後5時

7月17日㊎までに入居決定者に

15分までに、申込書に必要書類

通知し、手続き完了後、入居と

を添えて本人または書類の内容

なります

を説明できる人が直接総務課へ

◦家

賃

問総務課財産管理係

☎内線356

◦対

象

※ごみ袋と軍手を配布します

18歳以上(高校生不可)

▪おん祭MINOKAMOへの個人協賛を募集
・1口1,000円から10口以上で桟敷席をご用意します
・50口からメッセージ花火を、150口以上でスターマイン(ナレーション付)を打ち上げられます
問美濃加茂商工会議所

☎24-0123

産業振興課営業戦略係

☎内線251
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0290) へ。また、表示がない行事などで情報保障を希望する人は直接福祉課へ。

アートな1日講座「陶芸」

講座

lecture information

手びねりの技法またはろくろを
使って簡単な器を作ります。 出来

みのかも里山整備体験ツアー
市内の里山は、人の手が入らな
くなることにより荒廃が始まってい
ます。 荒廃した里山を利用できる
山に変えるために必要な森林整備
の方法を、里山整備体験を通して
学びます。 美しい里山を一緒に取
り戻しましょう。
午 前8時〜午 後1時

（午前7時45分から受け付け）
オリエンテーション、
山之上富士で下刈り体験
②8月下旬
人工林と作業道の整備体験
③10月初旬
人工林での間伐体験と天然林で
の除伐体験

◦と

き

6月28日㊐

午後1時〜4時

※午後0時30分から受け付け
◦ところ

文化の森陶芸室

◦対

象 どなたでも

◦定

員

20人
1,000円

◦持ち物 エプロン、
タオル
問文化の森

☎28-1110

四季を食べる講座
◦とき・内容
①6月21日㊐ 午前10時〜午後1時
・梅干し
梅干し作りの基本を学び、自分
好みの梅干しを作れるようになり
ましょう。

④１月下旬
間伐材の玉切りとまき割り体験
とシイタケの菌打ち体験
◦ところ
①、②、④はみのかも健康の森
③は、平成記念公園北部未利用

②7月7日㊋ 午前10時〜午後1時
・池まつりとうどん１６パイ

☎28-1110

ていねいな暮らし講座

真綿づくり

蚕の繭から真綿を作り、真綿の
用途を学びます。
◦と

き

6月20日㊏

午前10時〜正午

※午前9時30分から受け付け
◦ところ

文化の森生活体験館

◦申

健やかなマタニティライフを過ご
すために、仲間と一緒に妊娠・出産・
育児について学ぶ教室です。
①7月7日㊋
妊娠中のお口の健康と生まれて
くる赤ちゃんの歯について、助
産師のお話
妊娠期の過ごし方について、マ
タニティヨガ
③9月2日㊌
妊娠中の栄養について、マタニ

◦定

員

20人
（先着順）

事故予防について

200円

①、②は午後1時30分〜

問文化の森

☎28-1110

盆踊り講習会
夏 の 盆 踊りシーズンに向けて、
この地域の盆踊りをマスターして
みませんか。

◦定

員

◦参加料

600円/1回

◦参加料

◦申

6月26日㊎までに、直

◦持ち物 エプロン、三角巾

接 また はメー ル
（nousei@city.

◦申

20人

（午後1時15分から受け付け）
③は午前9時30分〜
（午前9時15分から受け付け）
◦ところ

保健センター

◦対

市内在住で妊娠中の人

象

※お父さんもぜひご参加ください
◦定

員

15人
（先着順）

◦参加料 ①②は無料、③は300円
◦申

込

直接または電話で健康課へ
問健康課母子保健係

300円

込

minokamo.lg.jp）
、FAX
（27-

①は、当日の午前9時30分から

3863）
で氏名、年齢、住所、連

受け付け

絡先を表記し農林課へ

②は、6月16日㊋必着で、直接

※申し込み多数の場合は抽選とな

またはメー ル
（文 化 の 森ホーム
ページ講座申込専用フォーム）
、

ります
☎内線331
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は がき
（必 着）に、 住 所・氏 名・

◦と

☎内線389

認知症サポーター養成講座

き

7月1日㊌

午後7時〜9時

◦ところ
生涯学習センター201号室
◦講

師

◦対

象 どなたでも

美濃加茂踊り保存会

※小学生以下は保護者同伴
◦参加料

無

料

※当日、直接会場にお越しください
問産業振興課営業戦略係
☎内線251

問長寿福祉課包括支援係

認知症の症状や認知症の人の対
応方法について、寸劇を交えて楽
しく学べる講座です。 将来に備え
て、家族や地域で支え合う知識を
身に付けてみませんか。
◦と

き

6月12日㊎

昼の部：午後1時30分〜3時
夜の部：午後7時〜8時30分
◦ところ
◦対

総合福祉会館研修室１

象 どなたでも

◦参加料

無

料

あじさいエコパーク(加茂野町)
◦内

容

65歳 以 上 の 人 の 体 力

に合わせたトレーニングや体操

☎内線506

※初回と修了時に体力測定を実施
まちかどセミナー

初めてのスマホ講座
これからスマートフォンの購入を

パソコンが無くても簡単にタッチパ
ネルで楽しめるスマートフォン
（アン
ドロイド）
の使い方を紹介します。

ティクッキング、子どものケガと

◦持ち物 タオル

直接または電話で長寿福祉課へ

考えているシニアの人を対象に、

②8月5日㊌

象 どなたでも

◦参加料

◦ところ

込

◦とき・内容

◦対

文化の森生活体験館

20人

問農林課里山再生係

問文化の森

もありました。

象 どなたでも

込

ます

昔、うどんを打って食べた地域

◦対

員

※申込み多数の場合は抽選となり

加茂野町に今もある”
池まつり”
。

◦ところ

象

里山整備に関心のある人
◦定

化の森へ

マタニティクラス

いずれも

地
（山之上町）
◦対

（送付の場合有料）

◦参加料

◦とき・内容
①7月5日㊐

上がった作品は後日お渡しします。

電話番号・講座名を記入し、文

◦と

き

6月24日㊌

午前10時〜正午

◦ところ
生涯学習センター301号室
◦内

容 スマートフォンの基本操

作、インターネットの使い方など
◦講

師

◦対

象 市内在住で70歳までの人

携帯電話アドバイザー

※スマートフォンをお持ちでない人
◦定

員

16人
（先着順）

◦受講料

無

◦持ち物

筆記用具

料

※スマートフォンはこちらで準備します
◦申

込

6月10日㊌から、直接

または電話で生涯学習課へ
問生涯学習課

☎25-4141

◦対

象

市内在住で65歳以上の人
◦定

員

20人(先着順)

◦参加料

3,600円

◦申

6月18日㊍までに、直

込

接または電話で長寿福祉課へ
問長寿福祉課長寿福祉係
☎内線502

活き生き元気塾
いつまでも元気で自分らしく過ご
すために、元気な人も元気なうち
から、支援が必要な人も自分ので
きることから「自分でできる介護予
防」
を始めませんか。
◦と

き

7月2日 か ら30日 ま で

の毎週㊍(全5回)
いずれも
午前9時30分〜11時30分
※7月30日は午後0時30分まで
◦ところ
◦内

生涯学習センター

容

体力測定、自宅でできる簡単筋
トレ、お口の健康、元気をつく

転ばぬ先の運動教室
同世代の仲間と一緒に体を動か
しながら、生活の中に運動を取り
入れる習慣を身に付けます。
体を動かす機会の少ない人でも
取り組みやすい体操を中心として
いるので、運動初心者や体力に自
信のない人でも参加できます。
◦と

き

6月25日 か ら10月29

日までの毎週㊍
（全18回）
いずれも午前9時30分〜11時

る食生活、認知症予防などにつ
いての講義や実習
（7月30日は調 理 実 習を行 いま
す）
◦対

象

市内在住で65歳以上の人
◦定

員

25人(先着順)

◦参加料

300円(材料費)

◦申

6月25日㊍までに、直

込

接または電話で長寿福祉課へ
問長寿福祉課長寿福祉係
☎内線502
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講座

lecture information

0290) へ。また、表示がない行事などで情報保障を希望する人は直接福祉課へ。

初めての要約筆記

ＭＴ夢クラブ21

アーチェリー教室

チャレンジ講座

ＭＴ夢クラブ21の指導者による

要約筆記についての初めの一歩を踏み出しませんか。

脳の健康教室
脳がよく活性化するといわれる
簡単な音読や計算を行い、脳の若
返りを図るための教室です。
◦と

き

7月2日 か ら11月26日

◦と

き

7月5日から8月9日までの毎週㊐
（全6回） 午後１時〜３時

◦ところ

生涯学習センター

◦定

員

20人
（先着順）

◦申

込

直接または電話で福祉課へ

問福祉課障がい係

◦対

象

◦参加料

アーチェリー体験教室です。

市内在住・在勤・在学の人

無

料

もうすぐパパ・ママ教室
はじめてパパ・ママになる人を対象に、教室を開催します。
◦と

き

7月12日㊐

◦内

容

妊娠・出産について、リラクゼーション法や沐浴実習など

◦対

象 初めて親になる市内在住の夫婦

◦参加料

☎内線325

無

料

午前9時〜正午

◦申

問健康課母子保健係

込

◦ところ

保健センター

もくよく

員

◦定

12組
（先着順）

6月29日㊊から直接または電話で健康課へ

☎内線389

までの毎週㊍
（8月13日を除く）
前半：午後1時20分〜2時20分
後半：午後1時40分〜2時40分
◦ところ
◦内

容

総合福祉会館
読み書き、簡単な計算

の教材を使用した学習
※教室日以外の日は、持ち帰り教
材で一日10分程度の自宅学習を
継続します
◦対

象

市内在住で65歳以上の人
◦定

員

◦参加料
◦申

込

30人
2,300円/1カ月
6月18日㊍までに、直

接または電話で長寿福祉課へ
※送迎の相談も受け付けています
問長寿福祉課長寿福祉係
☎内線502

文化の森の夏休み子ども講座
▪夏の里山
◦と

き

夏の里山の植物や生き物を見に行ってみよう。
7月19日㊐

◦ところ
◦対

象

き

午前9時30分〜正午

平成記念公園北部未利用地
（山之上町）
小・中学生

▪はたおり
◦と

◦定

簿記検定試験
（3級）の合格を目
指し、簿記知識を身に付けます。
◦と

き 6月25日から11月12日

◦ところ
◦定

員

文化の森生活体験館
各5人

◦参加料

き 7月31日㊎ 午前10時〜正午

◦対

象

小学生以上

◦と

き

◦ところ
◦対

象

8月8日㊏

◦定

▪石の不思議

込

直接または電話で商工会議所へ
問美濃加茂商工会議所 ☎24-0123
産業振興課商工振興係 ☎内線262
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文化の森陶芸室

◦参加料

500円

午前9時30分〜正午
◦定

員

20人

午前10時〜正午
◦定

員

20人

◦参加料

100円

◦ところ

文化の森

◦参加料

100円

込

6月30日㊋までに、直接またはメール
（文化の森

ホームページ講座申込専用フォーム）
、はがき
（必着）
で、
住所・氏名・学校名・学年・電話番号・講座名を記入し、
文化の森へ
（申し込み多数の場合は抽選となります）
問文化の森

師 可茂アーチェリークラブ

◦対

象

市内および富加町の小

学5年生以上
◦定

員

20人
（先着順）

※小学生は、できれば親子同伴で
◦参加料
◦申

込

無

6月14日㊐までに直接

問スポーツ振興課

☎26-3241

初心者ミニテニス教室
市民の皆さんを対象にルール説
明と体験教室を行っています。
き

毎月第3㊎
（6月〜10月）

いずれも
午後7時30分〜9時30分
◦ところ プラザちゅうたい
◦講

師

市スポーツ推進委員

◦対

象

市 内 在 住 で18歳 以 上

の社会人の人

☎28-1110

◦参加料
◦定

員

◦申

込

100円/1回
30人
（先着順）

開催日の１週間前までに電話ま
たは直接プラザちゅうたいへ
問スポーツ振興課

event information

☎26-3241

みのかも「声のドラマ」の会の皆
さんによる朗読です。

ドリームコンサート
チェンバロやパイプオルガンの音
色から、さまざまなジャンルの楽曲
をお楽しみいただけます。
◦と

き

6月12日㊎
◦ところ

料

※中高年の人の参加も大歓迎です

いずれも
◦申

◦講

◦と

足元の石の不思議を、お話やミニ実験で確かめよう。

小・中学生

◦申

16人

◦ところ

古墳や遺跡、博物館へバスで出掛けます。

小学生以上

象

21,600円（テキスト代込）

員

午前10時〜午後3時
◦ところ プラザちゅうたい弓道場

森の朗読会

イベント

6月21日㊐

または電話でプラザちゅうたいへ

市内、加茂郡にある遺跡や古墳、博物館など

◦対

◦受講料

小学3年生以上

200円

◦と

いずれも午後7時から9時
20人
（先着順）

象

◦対

き

お願いします

「ホンモノのまが玉」
を触りながら、アクセサリーを作ります。

8月9日㊐

員

100円

▪さわってつくろう！古代のアクセサリー

き

◦定

◦参加料

午後の部：午後1時〜3時

◦と

商工会議所

20人

7月24日㊎ 午前の部：午前9時30分〜11時30分

までの毎週㊍
（全20回）
◦ところ

員

はたおり機でオリジナルの布を織りましょう。

▪いってみよう、古墳

簿記講習会

◦と

◦出

演

午後7時〜8時

文化会館ホワイエ
HIROMI&KISU

やまだひろみ

き

す こういち

（山田広美、木須康一）
◦入場料

無

問文化会館

料
☎25-1108

キャンドルナイトコンサート
キャンドルの明かりとバイオリン

法話をお楽しみください。
き

6月20日㊏

午後7時開演

（午後6時30分開場）
◦ところ
◦出

演

牧野交流センター
やまもと

山本

しょうけん

正憲さん
（バイオ

リン法話僧・洞興寺
（御嵩町）
住職）
大

人

◦ところ
◦定

500円
（当日600円）

高校生以下

無

員

◦入場料

※チケットは牧野交流センターで販

120人
無

料
☎28-1110

ゴールデンアート劇場
「世界・美の旅〜ラ・トゥール〜」
（上映時間約30分）の繰り返し上映
を行います。
き

6月21日㊐
◦ところ
◦定

員

◦入場料

午前10時〜正午

文化の森緑のホール
各回120人
無

問文化の森

料
☎28-1110

土曜映画会
誰でも気軽に参加できる入場無
料の映画会です。
き

6月27日㊏
◦ところ

料

午後2時〜3時

文化の森緑のホール

問文化の森

◦と

◦入場料

き

6月20日㊏

◦と

チャリティ

◦と

◦と

◦映

午前10時〜

東図書館視聴覚ホール

画 『ミニワールドのアリと

キリギリス』、『夢を買った男』、

売しています
問牧野交流センター

☎28-5234

環境課環境政策係

☎内線304

『牛の嫁入り』ほか
問生涯学習課

☎25-4141
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Information Board

、 の表示がある情報は手話通訳・要約筆記者等派遣制度が利用できます。希
望する人は開催日の一週間前までに、各担当課または福祉課 ( ☎内線 325 524-

美濃加茂市役所 ☎0574-25-2111 50574-25-3917
http://www.city.minokamo.gifu.jp

イベント

0290) へ。また、表示がない行事などで情報保障を希望する人は直接福祉課へ。

想ひ出カフェ

event information

市民ゴルフ大会

毎日が介護で追われている人や
介護を受けるご本人が、お茶を飲

美術連盟展

みながら共に語り合える場です。

絵画、書、写真、彫塑、工芸など、
市美術連盟会員の作品を展示する
ほか、特別展「福井弘

書展」を開

催します。

ほっとひと息ついてみませんか。
◦と

き

6月11日㊍
◦ところ
◦対

午前10時〜正午

象

太田宿中山道会館
介護者と介護を受ける

人、想ひ出カフェに関心のある人
◦参加料
◦申

飲み物代

き

6月14日㊐から21日㊐

午前9時〜午後5時
※最終日は午後4時まで
◦ところ

文化の森企画展示室

◦入場料

無

問文化の森

料

☎28-1110

込

問長寿福祉課包括支援係
☎内線504

美濃加茂アートギャラリー
どなたでも気軽に立ち寄れる展
示場です。

ジサイをお楽しみください。

◦ところ シティプラザ
（シティホテル美濃加茂1階）
◦6月の作品
◦出

展

◦入場料
問文化会館

き
午前10時〜

健康の森
（あじさいの池周辺）
容

アジサイの苗の無料配

布(先着200人)と写真撮影会

午前10時〜午後3時
（㊊は休館）

俳句部門

市文芸連盟会員
無

料

☎25-1108

問みのかも健康の森

☎29-1108

農林課里山再生係

☎内線331

七夕かざり

七夕をかざり、畑のなりもの
（野
菜）
を供えます。
◦と

き

◦ところ
◦観覧料
問文化の森

6月20日㊏から7月7日㊋
文化の森生活体験館
無

料

☎28-1110
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※午前7時30分受け付け
※雨天決行
◦ところ

法仙坊ゴルフ倶楽部

◦競技方法

18ホールストローク

プレーダブルぺリア方式
象

市内在住・在勤の20歳以上の人
◦定

員

◦参加料

100人(先着順)
11,500円

込

6月25日㊍までに、直

接プラザちゅうたいへ
問市ゴルフ協会(小原)
☎26-3201
スポーツ振興課

☎26-3241

少年の主張美濃加茂大会
未来への夢や希望、家庭や学校

◦ところ

山之上小学校集合

◦コース

山之上コース
（5.0キロ）

◦参加料

100円(18歳未満無料)

※ウオーキングに適した服装で参
加し、飲み物などは各自持参し
てください
問スポーツ振興課

☎26-3241

◦と

き

7月5日㊐

はいかい

高齢者が万一徘 徊して帰宅でき
午前9時〜

◦ところ プラザちゅうたい
◦対

象

市内在住・在勤の20歳

以上の女性
（学 生を除く）が5人
以上で構成するチーム
◦参加料

(代表者会議で徴収します）
◦申

ない場合を想定し、早期に無事保
護につなげる訓練を行います。

込

◦ところ
容

記の方法でお伝えしますので、

☎26-3241

6月14日㊐

6月20日㊏

午後1時30分〜3時35分
◦ところ
生涯学習センター201号室
◦内

容

市内中学校の代表生徒

による作文の発表
◦入場料

無

問生涯学習課

料

◦情報伝達方法

事前の自治会配

布チラシ、すぐメールみのかも
(下米田地区登録者）
問長寿福祉課包括支援係
☎内線504

☎25-4141

日㊋までに直接各連絡所または
産業振興課へ
問産業振興課営業戦略係
☎内線251

男女共同参画週間
6月23日㊋から29日㊊までの1
週間は、男女共同参画週間です。

について考えてみませんか。
◦と

き

6月16日㊋から6月30日㊋
◦ところ

中央図書館

問地域振興課多文化共生係

家庭や仕事、介護、ＤＶ、セク
ハラなど、どこに相談したらよいか

出場時間

ポンプ車操法

出場時間

小型ポンプ操法

9:00

①第6分団

9:10

②第3分団

9:20

③第8分団

9:30

④第4分団

9:45

⑤第2分団

9:55

⑥第5分団

10:05

⑦第1分団

10:15

⑧第6分団

10:40

⑨第3分団

10:50

⑩第2分団

11:00

⑪第4分団

11:10

⑫第1分団

11:20

⑬第5分団

11:30

⑭第8分団

☎内線272

紙に必要事項を記入し、6月16

男女共同参画プラザ「相談窓口」

牧野ふれあい広場

問防災安全課消防係

各連絡所にある申込用

☎内線362

午前8時〜 ※雨天決行

※競練会の出場順位は、当日抽選します

込

います。この機会に
「男女共同参画」

◦出場順位 ポンプ車操法と小型ポンプ操法を交互に行います

き

◦申

長寿福祉課(☎24-7371)までご

※雨天時には、中之島公園に変更する場合もあります

◦と

踊り保存会を派遣します。

これに関連して、ミニ展示を行

美濃加茂市消防操法大会・消防団競練会
き

各地区の盆踊り大会に美濃加茂

見掛けた人は本人に声を掛け、
連絡ください

7時から、プラザちゅうたいで行
います

道に迷った高齢者役の

て回ります。 高齢者の特徴を下

記入し、6月14日㊐までにプラ
※代表者会議は6月26日㊎の午後

下米田地区

人が下米田町・牧野地内を歩い

所にある申込用紙に必要事項を
ザちゅうたいへ

6月22日㊊

午後2時30分〜3時45分

プラザちゅうたいまたは各連絡

問スポーツ振興課

き

◦と

◦内

1,000円

◦ところ

6月14日㊐

※雨天決行

行方不明高齢者探索模擬訓練

の交流を深めましょう。

などを中学生が発表します。

歩きましょう。
き

手軽にできるソフトバレーボール

◦と

健康づくりのために、みんなで
◦と

others information

生活の中で心に感じ、考えたこと

ウオークみのかも

※午前8時40分から受け付け

年中行事

午前8時30分〜

◦ところ
◦内

◦開館時間

き

7月2日㊍

◦申

園内に咲き誇る、約6,000株ア

6月21日㊐

◦と

女子の部

を通じて、健康を増進し、お互い

（プレー料金、昼食、賞品代込）

あじさいまつり

◦と

を深めましょう。

◦対

直接または電話で長寿福祉課へ
◦と

ゴルフを通して市民同士の交流

美濃加茂踊り保存会を派遣

その他

市民ソフトバレーボール大会

分からない時は、男女問わずどな
たでもお電話ください。
あなたのプライバシーは固く守
られます。男性専門電話相談も行っ
ていますので詳しい日時はお問い
合わせください。
◦と

き

毎週㊐から㊍、毎月第1・第3㊏
(㊗・年末年始は休み)
午前9時〜正午、午後1時〜5時
◦電話相談専用ダイヤル
☎058-278-0858
問地域振興課多文化共生係
☎内線362
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産業振興課

☎内線260

技術と知恵で世界に広がる情報流通のエクセレントカンパニーを目指して
私たちNTT西日本グループは、次のCSR活動の3つの柱にこ
だわりをもって業務を行っております。
１．
「コンプライアンス
（法令順守）
の徹底」
２．
「安心・安全な社会づくり」
３．
「事業を通じた価値創造」
また、NTT西日本グループが目指すこととして、人々の暮ら
しや働き方を変えるような、新しい文化を創造するサービスを
生み出したいと願っています。これまで叶わなかったことや未

NTT西日本

中濃営業支店

◦太田町1903-2 ☎26-9923
http://www.ntt-west.co.jp/

Information Board

B u siness B ord

企業掲示板

来の可能性の実現に向けて、素晴らしい技術やノウハウなど、
さまざまな「強み」をお持ちであるパートナーの皆さんと共に歩
んでいきます。

AXAはグローバルブランドランキング 6年連続保険ブランド世界第1位
(インターブランド社 「BEST GLOBAL BRAND 2014」
)

美濃加茂市役所 ☎0574-25-2111 50574-25-3917
http://www.city.minokamo.gifu.jp

その他

0290) へ。また、表示がない行事などで情報保障を希望する人は直接福祉課へ。

電話相談所の開設

いじめなど、誰にも打ち明けるこ
とのできない悩みを抱えている人

目に関する相談会
目について心配な人の学習や生
活支援を目的に開催します。
◦と き 7月4日㊏
午前10時〜午後4時
※午前9時30分から受け付け

総合福祉会館
無 料
6月22日㊊までに電話

で県立岐阜盲学校見え方の相談
支援センターへ
問県立岐阜盲学校見え方の相談支援センター
☎058-262-1271
学校教育課 ☎内線340

の相談を、電話で応じます。
相談は無料で、秘密は厳守しま
すので、安心してご利用ください。
◦と き
6月22日㊊から6月28日㊐
・平日は、午前8時30分から午後

7時まで
・㊏・㊐は、午前10時から午後5
時まで
◦電話番号 0120-007-110
（フリーダイヤル）
問地域振興課多文化共生係
☎内線362

農作業に伴う道路の泥汚れ防止にご協力ください
トラクターなどでの農作業を行う場合は、田や畑から公道へ出る前に泥

アクサは1817年にフランスで生まれた、世界59の国と地域
で約１億300万人のお客様から信頼をいただいている世界最大
級の保険・資産運用グループです。現在アクサ生命は全国514
カ所の商工会議所の99％に当たる510カ所(2014年12月現在)

を落としてから走行するようお願いいたします。万が一、泥で汚してしまっ
た場合は速やかに清掃するなど、道路を利用する皆さんが安全に走行で
きるように心掛けましょう。
問農林課農業振興係

超えて」人々をお守りする。それが私たちの使命であり、今の
時代に合ったサービスを提供できるよう、努力を重ねています。

アクサ生命保険株式会社 東濃営業所美濃加茂分室
◦太田本町1-1-20 ☎27-3984
http://www.axa.co.jp/

美濃加茂市においては美濃加茂商工会議所様と締結した福祉
団体定期保険「あじさい共済」を美濃加茂商工会議所会員の皆さ
まにご提供しています。

さまざまな団体の活動支援をしている北村隆幸さんを市民活動アドバイ
ザーとして迎え、相談デスクを開設します。
地域のために活動したい人、活動をする中で悩みがある人や団体、地
域貢献したい企業など、どなたでもご気軽にご相談ください。
き

◦内

容

◦応対者
◦対

・洗面所で…歯磨きや洗顔時に、水を出したままにしない
・風呂場で…浴槽の水を洗濯、掃除、植木の水やりなどに再利用する
・台所で……食器は汚れを先に拭き取り、洗いおけを活用する

①宅地内にある全ての蛇口を閉めます
②水道メーターのパイロット
（銀色の水車）
が
回転しているかどうかを確認します
③もしパイロットが少しでも回転していれば、
どこかで漏水している可能性があります

◦相談料
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生涯学習センター303号室

※漏水の可能性がある場合には、市の指定を受けた施工事業者へ調査・修理を依頼してください。
費用は個人負担となりますが、水道料金などを減免できる場合もあります

休日当番
Holiday Shift

休日急患診療所
月 日

医療機関

6 7 野尻整形外科

電話番号

25-3500

14 田原医院
（川辺町）

53-5588

21 木沢記念病院

25-2181

◦申

込

月 日

28-8899

医療機関

電話番号

6 7 高木歯科医院

25-2464

14 中島歯科医院

26-0390

21 長江歯科医院

26-1952

28 かもの歯科医院

28-2341

7 5 ふくた歯科クリニック 24-0606

NPO化の支援、運営資金や広報の悩み、法律税制相談など
きたむら

北村
無

たかゆき

隆幸さん
（せき・まちづくりNPOぶうめらん代表理事）

料

事前に、直接または電話・FAXでみのかも市民活動サポート

センターへ
問みのかも市民活動サポートセンター

休日の水道当番
月 日

象 どなたでも

■水道メーターによる漏水の発見方法

漏水は、簡単に確認できますので、定期的に点検を行いましょう。

※毎月第 4 日の午前 9 時から正午まで、市税・
国民健康保険料などの納付相談を行います
ので、お気軽にご利用ください

※診療は、午前9時から午後3時までです

（みのかも市民活動サポートセンター）

■水道水を大切に…家庭でできる工夫があります

■水漏れはありませんか

※納付には、便利な口座振替をご利用ください。
また、納期限内であれば、コンビニエンスス
トアでも納付できます

※診療は、午前9時から午後5時までです

地域活動のお悩みをお聞きします サポートセンター相談デスク

◦ところ

・日ごろから…蛇口は、
目いっぱい開けないようにする

納期限は、6月30日㊋です

休日急患歯科診療所

◦と

問上下水道課 ☎内線324

◦市県民税 1期分
問税務課収納係 ☎内線512
◦国民健康保険料 3期分
問保険課収納係 ☎内線228
◦介護保険料 3期分
問保険課介護保険係 ☎内線319

7 5 林クリニック

☎内線333

毎週㊎
（第5㊎、㊗は除く） 午後0時30分〜4時30分

暑い夏を迎える前に〜水の大切さについて考えてみましょう〜

tax・premium information

28 太田メディカルクリニック 26-2220

と提携し、アクサ生命の各種保険を制度として提供しています。
人々の安心でよりよい人生の実現に貢献するため、
「保険を

納期

「子どもの人権110番」
強化週間

others information

◦ところ
◦相談料
◦申 込

、 の表示がある情報は手話通訳・要約筆記者等派遣制度が利用できます。希
望する人は開催日の一週間前までに、各担当課または福祉課 ( ☎内線 325 524-

☎528-1979

担当企業

電話番号

6 6 アテインムライ美濃加茂（営） 54-3831
7 塚原設備 美濃加茂(営) 26-7621
13 ㈱和泉

28-5411

14 木下設備工業

26-9415

20 ㈲米田住宅設備

25-5146

21 中濃瓦斯㈱

26-3148

27 ワタナベ設備㈲

26-2889

28 大塚設備

28-9555

7 4 桂川電気産業㈱

26-3225

5 ㈲安田管工

26-5610
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Minokamo Hot Communication

里 山 千 年 構 想

❷

農林課 ☎内線３３１

みのかも里山日記帳

今月は山の恵み
「山の幸」
についてお話をします。

里山には、タラの芽やフキノトウなどの山菜、まきや炭などにする

ための樹木など、さまざまな種類の
「山の幸」
が豊富に存在しています。

そして、そこに住んできた人たちは、その豊富な「山の幸」の恩恵を受

けてきました。昔は、人が毎日のように里山に入り、その日の必要な

分だけの「山の幸」をいただいていました。里に住む人たちは「山の幸」

市内の里山に芽吹くタラ

に感謝しながら暮らしていました。

生涯学習センター
☎058-248-1715

最近では、里山に人が入らなくなり、そういった風景もなかなか見

社会福祉協議会
☎28‐6111 528-6110

られなくなりました。その一方で、市が掲げる里山千年構想のように、

（弁護士無料相談） 総合福祉会館

※6月23日㊋までに、電話で予約してください
（予約受け付け時間：平日13:00〜16:00）

以前の里山の風景を取り戻そうとする動きが出てきました。整備され

司法書士
無料相談

※当日の8：30〜12：00に電話にて受け付け

6月28日㊐
午後1時30分〜午後4時30分

ていく里山も増え、一度失ってしまった「山の幸」が、再び芽生え始め

☎66-1200 566-1199

た里山もでてきました。

(古井・下米田小学校区在住)

そんな里山で、付近一帯のタ

ラの木が根元から切られている

☎49-8591 549-8592
東部長寿支援センター

市政情報番組information
問広域消費生活相談室

☎内線462

国や市などの行政機関の名

をかたる還付金詐欺が多発し

ています。この還付金詐欺で

は
「医療費や保険料、税金の還

付 金 が 発 生 し て い る」と 電 話

を掛けてきます。払いすぎた

お金が返還されるかのように

偽 り、 最 寄 り のATMで 言 葉

巧みに本人が気が付かないよ

うに、犯人の口座にお金を振

り込ませるという手口です。

行政機関が電話で還付金な

どの受け取りを依頼すること

は、絶対にありません。その

ような電話が掛かってきたら

それは詐欺です。すぐに、市

の担当課や最寄りの警察署に

連絡してください。

また、電話でその家に住む

人の個人情報などを聞き出す

事案も後を絶ちません。むや

みに個人の情報を発信するこ

とは、次の犯罪の温床となる

かもしれません。不審な内容

の電話には、返答しないよう

に注意してください。

行政機関をかたる還
付金詐欺にご注意を

広域消費生活相談室だより

CCNet
（ケーブルテレビ）
で放送中
（デジタル12ch）

HOTエリアみのかも番組案内
市役所から市民の皆さんへ大切な情報をお届けします。

6月 8日〜14日 広報立ち読みチェック
6月15日〜21日 森のコンサート
「ＨＯＴ ＮＯＴＥ」
わたなべ すみき

6月22日〜28日 躍人「NPO法人みのかもグリーンネット代表 渡 邉 須美樹さん」
6月29日〜7月5日 体験リポート「四季を食べる講座 大豆は大事」
放送時間／6:30〜・7:30〜・12:00〜・14:00〜・18:15〜・20:00〜
※番組の内容や時間は変更することがあります
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悲しい場面に遭遇しました。こ

うなってしまうと、もうタラの

木は育ちません。昔はその日必

要な分だけを採って、次の日の

三和小学校区在住)

6月10日㊌・24日㊌
心配ごと 13：00〜16：00

相談

ため、他の誰かのために残して

毎週㊏
9:00〜12:00
結婚相談 総合福祉会館
社会福祉協議会
☎28‐6111 528-6110

いました。みんな「思いやりの

☎25‐1110

心」があったのです。自分だけ

☎24-7370 524-7447

高齢者 中部長寿支援センター
介護相談 (山 手・山 之 上・蜂 屋・伊 深・

毎週㊊〜㊎
9:00〜16:00
教育相談 文化の森2階
教育センター
☎25‐3999 528-3255

家庭児童 8:30〜17:00
母子寡婦 生涯学習センター
福祉相談 家庭児童相談室

のためといったマナー違反は素

(太田・加茂野小学校区在住)

敵な里山には似合いませんね。

毎週㊊〜㊎

毎週㊊〜㊎
8:30〜17:15
西部長寿支援センター

皆さんも里山に入った時は

毎週㊊〜㊎
8:30〜17:15
消費生活
市役所西館２階
相談
広域消費生活相談室
☎内線462

「思いやりの心」をもって「山の

6月26日㊎
9:00〜11:30
行政相談 総合福祉会館
総務課
☎内線273 525-3917

幸」
を感じてみてください。

ひとりで悩まず相談してください

FMららで放送中
（76.8MHz）

みのかもHOTスタジオからお届け
毎朝㊊〜㊎ 8:05〜8:07：みのかもヘッドライン

平日、毎朝決まった時間に、今日の美濃加茂市の動きを放送します。

毎週㊋ 12:09〜12:19：e（エキスパート）-ナビ

保健師や学芸員、司書などの専門的職員が、それぞれの持つ知識を皆さんに提供します。

毎週㊍ 12:09〜12:19：まぁるいまちの情報番組 まるナビ
広報係職員が出演し、フリートークを交えながら行政情報を楽しく提供します。

毎月第４㊍ 12:20〜12:40：ヒメナビ

姫Bizのメンバーが、プロジェクトの進行状況やまちの話題を提供します。

※上記の番組以外にも、災害発生時には緊急放送を行います
※番組の内容や時間は変更することがあります
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Minokamo Hot Communication

図書館より
新刊情報

親孝行できるかな？

離れて暮らすシルバー世代の両親に、
「親孝行したい」
「喜ばせたい」と思って
はいるけれど、どうしたらいいのかいま
いちコツが分からない。 そんな人にお
ススメします。
海外旅行に連れ出したり、実家をリ
フォームしたり、と三重県出身の人気イ
ラストレーターの著者があの手この手で
奮闘する様子はおかしくもあり、切なく
もあります。
親思う心に勝る親心、という言葉が
ありますが、子どもだって負けてはいま
せんよ。

ヤマネのナノのぼうけん

わたしのかさはそらのいろ

岩崎書店
かみおか

上岡

ひろし

裕／文

福音館書店
あまん きみこ／作

むらかみ ひとみ／絵

たるいし

ま

こ

垂石 眞子／絵

雨 の 季 節、 い ろ
いろな色の傘があり
ますが、どの色が好
きですか。お母さん
に買ってもらった青
い傘は、とても不思
議で素敵な傘です。

生まれて初めて
街に行ったヤマネの
ナノは、たくさんの
明 かりにびっくり。
ナノと一緒に自然エ
ネ ル ギ ーにつ い て
学べる絵本です。

毎月入る新刊の中から
図書館司書がセレクトした

本をご紹介します

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
たかぎ なおこ／著

ネットの危険を正しく知る
ファミリー・セキュリティ読本
原書房

いちだ

かずき

一田 和樹／著

安全性か利便性
か。ネットは便利な
反 面、さまざまな
危険をはらんでい
ます。 何が危険か
を正しく知ることか
ら始めませんか。

美濃加茂市の動き

お詫びと訂正：4月1日号で掲載した「火災発生件数」について間違いがありました。
正しくは、負傷者2人です。また、5月1日号で掲載した「交通事故発生件数」につい
ても間違いがありました。正しくは、人身事故14件です。お詫びして訂正いたします。

number information

人口と世帯数の動き

香ばしさと酸味を生かした

File.074

サバを香ばしく焼き、酢とトマトの酸味をプラスして、減塩でもおいしくいただけます。
トマトビネガーソースはどんなものにもよく合いますので、色々なメニューに応用して、減塩料理を
おいしく仕上げましょう。

■調理品の材料（２人分）

生サバ(切り身)… ……… 2切れ
塩………………… 小さじ1/2
トマト… ………………… 1/2個
新タマネギ……………… 1/4個

Ａ

焼きサバのトマトビネガー

塩… ………… 小さじ1/8
マスタード……………少々
オリーブオイル… 大さじ1
酢… …………… 大さじ1

男性
女性
合計
世帯数

前月比
65
24
89
77

4月異動
出生
死亡
転入
転出

人数（外国人）
39
（ 4）
38
（ 0）
348
（105）
262
（ 87）

前月比
-20
-1
-108
-243

市の高齢者統計
65歳以上
75歳以上
100歳以上

人口
12,050
5,824
24

高齢化率
21.72％
10.50％
0.04％

火災の発生件数

火災種類
建物火災
上記以外の火災
死者
負傷者

※人口と世帯数の動き・高齢者統計は5月１日現在です

生活系可燃ごみの排出量
※下記比較16.34トンの減少

年・月
平成26年3月
平成27年3月

排出量
700.94t
688.61t

4月中
0件
2件
0人
0人

交通事故の発生件数
交通事故種類
死亡事故
人身事故

2015年累計
4件
2件
0人
2人

3月中
0件
13件

2015年累計
0件
42件

環境課

☎内線307

①サバに塩を振り、30分置いておく。

②トマト、新タマネギ、パセリはみじん切

市民団体による資源回収

りにする。
③Ａをボウルに入れよく混ぜ、②のトマト
と新タマネギを入れ、混ぜ合わせる。
④①のサバをキッチンペーパーで水分を
拭き取り、グリルなどで両面をこんが
り焼く。
⑤器に④を乗せ、③のソースをかける。
⑥②のパセリを添える。

■調理品の栄養価（１人分） エネルギー／231kcal
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人・世帯

人口・世帯（外国人）
27,444
（1,917）
28,036
（2,053）
55,480
（3,970）
21,060
（1,762）

塩分／1.0ｇ

問食生活改善連絡協議会事務局（健康課） ☎内線386

ごみの減量に皆さんのさらなるご協力をお願いします

美濃加茂市生活学校

リサイクルステーション（中之島公園）

毎月第１㊐

NPO法人みのかもグリーンネット

みのかもキラキラエコハウス（中之島公園）

毎週㊌

牧野エコひろば

牧野エコひろば（牧野西会館駐車場）

毎月第２、第４㊐

午前9時から11時まで

午前9時30分から正午まで
午前9時から11時まで

各施設の共通回収品目
新聞、チラシ、雑誌・雑紙、段ボール、紙容器、牛乳パック、使用済み食用油、アルミ缶、ペットボトル、
発泡スチロール・食品トレイ、蛍光灯、使用済み乾電池、ペットボトルキャップ、使用済小型家電
（専用の回収ボックスの投入口に入る
ものに限ります） ※天候などにより資源回収を中止する場合は
「すぐメールみのかも」
でお知らせします
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美濃加茂 Annual2015

5

森のオープンスタジオ

1-3 現代アートを自然と共に感じて

蜂屋町にあるみのかも文化の森で、森の豊か
な自然の中で多くの作品に触れてもらおうと、
「美濃加茂 Annual2015」が開催されました。

NEWS & TOPICS

森の中に若手作家たちが現代アートの作品を
展示するこの取り組みも今年で 7 回目。東海地
方を中心に活動する若手作家 52 人が創りだし

市内各地で行われたイベントやまちの話題をお届けします。
また、取材した行事はブログ
「みのかも取材日記」
（http://plaza.rakuten.co.jp/machi21minokamo/）でも紹介しています。

た作品が、約９ヘクタールの森などに展示され、
訪れた人たちの目を楽しませていました。

5

第 41 回美濃加茂市体育協会体育大会

3

4

スポーツを通して、健康と交流を

美濃加茂市消防団教養訓練

19 地域の安全を支える存在を目指して

太田町にあるプラザちゅうたいで、市体育協

西町にある西総合運動場などで、消防団員と

会体育大会開会式が行われ、大会には 26 団体の

しての規律厳正な諸制式を身に付けるための教

約 3,000 人が参加しました。同協会の佐 合隆 治

養訓練が行われ、新入団員を 51 人を含む 200 人

副会長が「スポーツを通じ健康の維持や人との

が参加しました。団員は中消防署員の指導を受

つながりを作りましょう」とあいさつ。クレー

けながら、真剣な表情で取り組みました。

さ ご う たかはる

たてばやしまさゆき

射撃協会の館林優行さんが選手宣誓を行いまし

また、消防機器の取り扱い方や DVD による消

た。5 月上旬を中心に、16 競技、15 会場で熱戦

防活動の実践についても学習し、1 日を通して防

が繰り広げられました。

災についての教養を深めました。

5

すずき

鈴木のりたけさん講演会

9

4

絵本の魅力を体感しました

アベマキの木を使ったシイタケの菌打ち体験

26 里山資源の新たな活用方法を体験

本郷町にある東図書館で、
「子どもの読書の

山之上町にあるみのかも健康の森で、里山の

日」にちなみ、子どもが読書に親しめるように

資源を活用しようと、市内に多く生えているア

と、絵本作家の鈴木さんの講演会が行われ、103

ベマキを原木にした、シイタケの菌打ち体験が

人の市民が参加しました。

行われ、親子連れなど約 100 人が参加しました。

この日、新幹線運転士の制服姿で登場した鈴

この日は約 150 本の原木が用意され、参加者

木さんは、イラストのコツを歌にして紹介した

は地元のボランティアスタッフなどからアドバ

りしながら「人は仕事をすることで誰かの役に

イスを受けながら、原木に開けられた穴にシイ

立っています」と参加者に笑顔で話しました。

タケの菌を丁寧に打ち込みました。

編 集 後 記

取材後の葛藤

かつらがわ

今月の特集「私とルールと自

こうじ

転車と。
」で、加茂警察署の桂川

幸治交通課長へ取材したときの

ことです。

桂川さんから「子どものとき

に一生懸命交通ルールを学ぶの

に、年齢を重ねるとともに交通

ルールが守れなくなっていく傾

向にあるのが残念ですね」と言

私は、自転車を運転するとき

われ、私は絶句しました。

は「できるだけ止まりたくない」

という気持ちを持っていたこと

を思い出しました。そして「
『止

まれ』の標識で一時停止をして

いたか」
、
「歩行者を妨害するよ

うな自転車運転をしていたので

は」などと思い起こし、子ども

たちが私の自転車運転を見て「大

人は交通ルールを守っていない」

と感じたとしたらとても恥ずか

しいことだ、と思いました。

自転車運転に限ったことでは

なく、交通ルールを守ることは、

自分の命を守るためであり、子

（明）

どもたちの見本になるためにも

大切だ、と感じました。

4

三和小学校でホタルの幼虫を放流

26 小さな光がたくさん舞うことを願って

ホタルの保護活動に取り組んでいる三和小学
校の児童が、同町にある川浦川に、市の天然記
念物であるゲンジボタルの幼虫を放流しました。
この日は、三和ゲンジボタルを守る会会長の

ひらのかおる

平野薫さんの指導で、児童全員で育てたホタル
の幼虫約 500 匹や、ホタルの餌となるカワニナ
を、
「６月にホタルの光がたくさん舞ってほしい」
などと話しながら放流していました。
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