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ひとつまみのやさしさ

特集

このような慌ただしい時期です
が、有意義な生活や仕事をするため
には、
「健康」と「体力」を保つことが
必要不可欠です。健康や体力は、お
金 で 買 う こ と は で き ま せ ん。 ま た、
一朝一夕で手に入れられるものでも
ありません。毎日の食事や運動、生
活習慣を見直し、それらを整えるこ
とは、さまざまな場面で持てる力を
発揮することや、新たなチャレンジ

寒さも少しずつ和らぐ年度終わり

く い い ま す が、 体 が 健 康 で あ れ ば、

思います。心の健康は体の健康とよ

ベーハ小屋のある風景

梨畑や水田が多く広がる、農業が盛んな山之上地
区。山間を走る県道348号沿いには、屋根の上に
もう一段屋根が重なったような不思議な形の建物が
在ります。
これは昭和 年代に建てられた、アメリカ原産の
黄色種の葉タバコ乾燥室です。この中で収穫した煙
草の葉を吊り込みし、数日間火を使い乾燥させるの
です。
「米葉
（米国の葉）
小屋」という意味から、通称
「ベーハ小屋」
とも呼ばれています。
山之上にあるこのベーハ小屋は、瓦屋根と土壁で
造られています。模様が刻まれた土壁の風合いと背
後の山の緑とが調和し、里山の原風景ともいえる美
しい景観をつくりだします。
今、この小屋を描いたのりづきとしおさんの水彩
画を美濃加茂市民ミュージアムで展示しています
（ 月 日まで）
。のりづきさんは、このベーハ小屋
を契機にこの地域の調査を開始し、川辺町鹿塩にも
点在していることを知り、ベーハ小屋を連作で描き
ました。
現代では、乾燥小屋という役目を終え、蔵や倉庫
として使っていることも多いそうです。ベーハ小屋
のある風景は、この地域のなりわいの歴史を伝える
遺産の一つといえるのではないでしょうか。

ひとつまみのやさしさ

第4回ミノカモ学生演劇祭

への力につながると思います。
この時期、４月からの新しい生活

の３月。学校では卒業式をはじめ入

心も強くしてくれると思います。忙

に向けた準備をしている人もいると

学試験や進級の準備、仕事では送別

しい中でも食事や運動を意識してい

心と体を整えて

会や人事異動など、忙しさとともに、

ただき、自分なりの万全な状態で新
年度に向けて歩んでいきましょう。
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寂しさの訪れる季節となります。
市役所でも、会計年度の節目は極
めて重要な時期となります。会計年

市役所からのお知らせ／休日当番
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している様子をイメージし
て撮影しました。
家族や自分の体を気遣う
やさしさが、美濃加茂市の
多くの人に広がってほしい
と思います。
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度とは、市役所のお金の出入りであ
る、収入と支出に区切りを設けて財
政運営の秩序を守るため、毎年４月
１日から３月 日を１年としていま
す。会計年度が終わりを迎えるこの
時期は、市役所ではどの部署も、仕
事の最終チェックと新年度に向けた
準備で何かと忙しくなりますが、や

市長コラム
「未来への挑戦」
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未来への
挑戦

ひとつまみのやさしさ
生活の中で必要不可欠なものが「食事」です。
体は「食事」でできているといっていいほど大切なものです。
普段の「食事」が偏ったものであれば、必ず自分の体に影響してきますし、
もしかしたらこの先、大きな病気になってしまう可能性だって考えられます。

年人口動態統計

日本人の死因別死亡数の割合 厚
(
生労働省平成
)

をサポートするなど、大切な役割
を果たしています。
一方で、料理をするときの代表
的 な 調 味 料 で も あ る た め、 体 に
とっても、食生活にとってもなく
てはならない存在です。
しかし、塩分のとり過ぎには注
意してください。塩分をとりすぎ
ると血液中の塩分濃度が高くなり
ます。血液中の塩分濃度が高くな
ると、体は体内の塩分割合を一定
にするため、体内の水分を増やそ
うとします。水分をとると血管の
中を流れる血液量が増え、心臓は
高い圧力をかけて血液を循環させ
なければならなくなり、これが高
血圧の原因となります。
高血圧状態が続くと血管は常に
張りつめた状態になり、次第に厚
く、硬くなってしまいます。これ
が、 高 血 圧 に よ る 動 脈 硬 化 で す。

るように調整されています。また、

りしても体が弱アルカリ性を保て

保たれ、食事をしたり汗をかいた

塩分は体の中で、一定の濃度に

命に関わる病気になるリスクが高

脳卒中や心筋梗塞、腎不全などの

に な る こ と も あ り ま す。 他 に も、

なり、心臓肥大が起こり、心不全

心臓にムリな負担を掛けることに

また、高血圧状態が続くことは、

胃液などに含まれて他の栄養素の

中に含まれる酸素や栄養素を体

心臓から押し出された血液の

動脈硬化とは

まります。

年可茂の公衆衛生統計）

はどうかというと、第１位は、が

合（平成

美濃加茂市の死因別死亡数の割

消化吸収や筋肉の働き、神経伝達

塩分の取り過ぎにご注意

健康課成人保健係 ☎内線３８７

この特集をきっかけに、自分の食生活を見直して、できることから少しずつ始めてみませんか。

忍び寄る生活習慣病
の 第 １ 位 は、 が ん（ 悪 性 新 生 物 ）

ん（悪性新生物） ．６％ですが、

実は、がんで亡くなる人とほぼ

その血管に必要以上に圧力が加

．８％を占めています。

酒などの生活習慣が不健全な状態
同じ割合で亡くなる疾患がありま

合より１．９％多い状態となって

わったり、
血管の内側にこぶ プ(

で

で積み重なった結果、引き起こさ
す。 そ れ は、「 動 脈 硬 化 」 が 関 係

います。また、美濃加茂市の動脈

心疾患 15.0％

の 隅 々 へ と 運 ぶ の が 動 脈 で す。

れるのが生活習慣病です。この生
する疾患です。動脈硬化が関係す

硬化が関係する疾患の割合を国と

ラーク が
) できて狭くなったり
することで血管が硬くなり、血

( 平成 25 年可茂の公衆衛生統計 )

．５ ％ と な り、 が ん の 割

活習慣病は、現在、日本人の死因
る疾患には、心疾患、脳血管疾患

と 比 べ る と、 市 の 方 が ２．７ ％ 高

とを動脈硬化といいます。
また、こぶがはがれて血の塊
ができたり、細い血管が詰まっ
たり、血管内腔がはがれたりす
ることで、心筋梗塞や狭心症と
いった心臓の病気、脳梗塞のよ
うな脳の病気などが発症する恐
れがあり、死に至ることもあり
ます。

動脈硬化までの流れ

脳血管疾患 10.1％
腎不全 4.4％

26

市の死因別死亡数の割合

る と、

の６割を占めているといわれてい
および腎不全などがあり、 ．８％

心疾患 15.5％

ます。

老衰 9.0％

動脈硬化が
関係する疾患
29.5％
肺炎 8.3％

脳血管疾患 9.3％
腎不全 2.0％

がん
(悪性新生物)
27.6％
その他 25.6％

を占めます。

液をスムーズに運べなくなるこ

食生活、運動、休養、喫煙、飲

25

動脈硬化が関係する疾患を合計す

27

25

いことが分かります。

28
肺炎 9.7％

がん
(悪性新生物)
28.8％
その他 29.2％

動脈硬化が
関係する疾患
26.8％
老衰 5.5％

左 に あ る グ ラ フ に あ る よ う に、

( 厚生労働省平成 25 年人口動態統計 )
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歳のデータから医

74

意外に多い高血圧

歳から

40

本市の国民健康保険に加入して

いる

療の状態をみてみると、生活習慣

44

．
６％を占

「食べる」ことの楽しさを体感し、伝えていく事業も開催していきます。

病 で 治 療 中 の 人 は、

実践することのできる健康教室や健康相談会、講演会などを開催します。また、食育の視点から

めます。その内訳は、高血圧がほ

気は食からプロジェクト」があります。このプロジェクトでは、生活習慣を改善するため、学び、

ぼ半数を占め、
次いで脂質異常症、

その中には、市民の皆さんに多いとされる「高血圧」も含めた生活習慣病の予防を目的とした「元

糖尿病と続きます。

た、計画を実現するために５つのプロジェクトを推進しています。

40

高血圧を性別で比較すると女性

認識し、改善すべきことに前向きに取り組み、心身共に健康をになることを目指しています。ま

代から一気に増加して

では、
『健康づくりは、できることから少しずつ』をスローガンに、市民一人一人が生活習慣を

より男性の患者が多く、年齢では

本市では、平成 27 年度からの 5 カ年計画として第 2 期健康増進計画を策定しました。本計画

男女共に

元気は食からプロジェクト

主な取り組み

新鮮な食材や旬なものを使えば、
香りやうまみがより際立ち、食材本
来の味を楽しむことができます

まもろう腎臓 ! 慢性腎臓病 (CKD) 予防教室
CKD は慢性的に腎機能の低下が続く病気です。
成人の 8 人に 1 人がかかるといわれ、進行すると
人工透析や腎移植などの危険性も高まります。講義
や調理実習で、この『CKD』の理解を深め、予防の
コツを学ぶ教室です。
● ところ
生涯学習センター
● 対
象 健診などで腎機能の低下を指摘されてい
る人(治療中の人を除く)またその家族や腎機能の
低下を心配する人
● 定
員 25 人（先着順）

●

参加料

300 円

酸味やだしを利用する

酢やレモン、鰹節・昆布の出汁な

どを使えば、濃い味にならずに風味
豊かな食事を楽しめます

香辛料を上手に使う
コショウやスパイスなどを使え
ば、調味料の量を控えることができ
ます

調理法を工夫する

焼き目を付けて香ばしさを出した

り、歯ごたえのあるものを加えれば、
料理の食感などが楽しめます

7
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食塩の摂取量を控える
1 日「8 ｇ以下」の塩分摂取量を
目指しましょう

適度な運動をする
ウオーキング、水中ウオーク、サイク
リングなど、
適度な有酸素運動は血液
の循環を良くして、 血圧を下げる効果
があります

野菜、果物を積極的にとる
カリウムを多く含む野菜や果物は、
体内の塩分を体外に排出してくれます

アルコールは控える
適量の飲酒を心掛けましょう
例：ビール 500ml、ウイスキーダ
ブル1杯、
日本酒1合(1日当たり)

禁煙を心掛ける

ほんの少しの心掛け

※「血糖」
「脂質」についても同様の教室
を開催しています

新鮮な食材を使う

今の食生活をがらっと変えるのは、どんな人でも難しいことだ

300 円

料

高血圧予防

と思います。今自分でできることを一つでいいので、毎日続けて

● 参加料

無

おいしい減塩調理法

みてはいかがでしょうか。少しずつですが、着実に体は改善に向

い家族のいる人
● 定 員 25 人 ( 先着順 )

生涯学習センター
市内在住の人
● 参加料
40 人 ( 先着順 )
飲み物、運動ができる靴

かいます。今日からでもできる「高血圧予防」や「おいしい減塩

ところ 生涯学習センター
● 対
象 血圧が高めの人、または血圧が高
●

●

調理法」をご紹介しますので、皆さんも一度お試しください。

測定、塩分味覚チェックなども行います。

ところ
対 象
● 定
員
● 持ち物
●

10

いる状況にあります。

健康づくりのコツを学ぶことができる 3 回コース
(1 日のみの参加も可能 ) の楽しい教室で、運動につ
いての講義や実技、食事の講話を行います。

23

ま た、 岐 阜 県 の 県 民 栄 養 調 査

なぜ高血圧がよくないかの理解を講義で深
め、おいしく作る減塩料理のコツを調理実習
で学ぶ教室です。
尿中の塩分量測定や自宅のみそ汁の塩分濃度

平
( 成 年度 に
) よ る と、 １ 日 の
食塩平均摂取量は、男性 ．８ｇ、

誰でもできる ! 健康づくり教室

女性は９．６ｇです。

上手に血圧コントロール教室

こういった状況から、高血圧予

本市では、他にも定期的にさまざまな「健康教室」を開催しています。詳しくは広報みのかも
でご案内しますので、興味のある教室があれば、健康課へ直接または電話でお申し込みください。

防 や 改 善 を 市 の 健 康 課 題 と し て、

定期的な健康教室のご案内

31

「 減 塩 」 に 力 を 入 れ て い き、 平 成

※詳しくは P9 をご覧ください

年度までに、男女とも１日８ｇ

ヘルシーメニューの提供・減塩レシピ集の発行

動脈硬化予防のための減塩対策
食農教育の推進

以下の食塩摂取量を目指します。

食文化継承のための地域活動の推進

ライフステージごとの食育の推進
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減塩料理を始めてみよう

無理なく、楽しく
「減塩」
生活を
1 日1 回でも食事に気を遣って

減塩の第一歩に

減塩レシピ集を発行します
先ほど紹介した「元気は食からプロジェクト」の取り組みの一つで、市内在住・在勤・在学の
皆さんから募集した減塩料理と、食生活改善連絡協議会の推薦する減塩料理を基に「おいしい減
塩レシピ集」を作成しました。
レシピ集には 21 種類の料理とそれぞれの減塩ポイントや塩分量などが掲載されています。
また、皆さんの生活に取り入れやすい、簡単にできる「減塩味噌汁」「漬物」などの作り方や、
塩分を取り過ぎた時のリスク、塩分と生活習慣病の関係などが掲載されています。
多くの皆さんと一緒に作ったレシピで今日

一人暮らしがきっかけで、市の料理教室や健康に関係する講座
に参加するようになりました。おかげで、週末だけですが、イン
ターネットでレシピを検索するなど、減塩を意識しながら自分で
料理をするようになりました。
料理をしない日でも、偏った食生活とならないように、バラン
スのとれた物や減塩商品を選ぶようにしたり、間食はしないよう
にするなど、食べ物に気を付けるようにしています。これからも、

から減塩料理にチャレンジしてみましょう。

●と

き

食材本来の味を楽しんで

3 月 10 日㊍から

今までも、「薄味」にするように気を付けていましたが、市の

● 配布場所

健康課、各連絡所

●対

象

どなたでも

るものは食べ物」ということを再確認して、より一層「減塩」を

●料

金

無

意識するようになりました。料理をする際にも計量スプーンなど

など

健康に関係する講座を受講するようになってからは、「体をつく

料

※数に限りがあり、なくなり次第配布終

を近くに置いたり、しょうゆや塩はなるべく使わず、出汁を使っ

了となりますので、ご了承ください

て料理するようにしています。おかげで体も減塩に慣れ、舌も敏

鈴 木 佐 知 子 さん

り、食べたりするコツが分かれば「薄味でもおいしい」
「使う調味料が減っ
た」という、答えがいくつも返ってきました。ちょっとした工夫で「調
味料の味」から「食材本来の味」を楽しむことができたからだと思います。
楽しく元気で健康な日々を送るためには、生活習慣病予防が大切です。
健康課栄養士

丹羽 恵子
MINOKAMO 2016.3.1

そのためには、適切な塩分量をとることが１番です。毎日の食生活を振
り返り、できることから、少しずつ塩分を控えてみませんか。「ひとつ
まみのやさしさ」で笑顔いっぱいの食卓を囲みましょう。

自分の味覚を確認し、食生
活を振り返ることができま
す。毎週㊊の健康相談 ( 午
前 9 時 30 分 ～ 11 時、 要
予約 ) で測定します。

みそ汁やスープ、雑炊な
ど の 塩 分 濃 度 を 0.01 ％ か
ら 5.0％の範囲で測ること
ができます。毎週㊊の健康
相談 ( 午前 9 時 30 分～ 11
時、要予約 ) で測定します。
※持ち物など、詳しくは予
約の際に説明します

自分の料理や体は大丈夫かな
と思ったらご利用ください

健康教室に参加した人のアンケートからは、減塩でもおいしく作った

験紙を舐め比べることで、

早朝の尿の塩分濃度と尿
量から 1 日の塩分摂取量を
統計的に推計計算します。
塩分摂取の目安として活用
できます。毎週㊊の健康相
談 ( 午前 9 時 30 分～ 11 時、
要予約 ) で測定します。
※持ち物など、詳しくは予
約の際に説明します

汁物塩分濃度測定機

『塩分計』

市では、料理の塩分濃度や尿の塩分量、簡易

ていても、濃い味付けのものをおいしいと感じて食べてしまいます。

さまざまな塩分濃度の試

塩分摂取量簡易測定機

『減塩モニタ』

的な味覚の検査などが簡単にできる道具を用意

持つ人が多いと思います。塩分のとり過ぎは体に良くないことは分かっ

『塩分味覚
チェックペーパー』

今まで以上に料理を楽しいと感じています。

しています。お気軽に健康課までお問い合わせ

「減塩料理」といえば、「味が薄くておいしくない」というイメージを

感になりました。また、食材本来の味を楽しめるようになれたし、

ください。

「調味料の味」から「食材本来の味」へ

9

藤吉 清 さん

病気にならないように健康寿命を長く保っていきたいと思います。
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Minokamo Hot Communication

2016.3.10 − 2016.4.9

赤ちゃんのまなざし

赤 ち ゃ ん が 初 め て 立 っ た、 歩

いた、言葉を話したなど、成長を

感じた時の喜びは周りの大人に

とってこの上ないものですね。

頭 痛、 腰 痛、 耳 鳴 り、 め ま い、

手足のしびれなどの身体症状を

訴ることが多いです。

本 人 も 周 囲 の 人 も「年 だ か ら

しょうがない」と考えて、受診せ

ずに放っておいたり、受診して

も精神症状については医師に話

さず、主に身体症状を訴えたり

することが多いために見過ごさ

れ、重症化してしまうことがあ

ります。また、症状が似ている

ため、認知症と間違われること

高齢者のうつ病にご注意を

年齢を重ねて精神的に安定し

ていると考えられがちな高齢期

ですが、うつ病になることが意

外と多く、認知症と並んで高齢

者に多い病気の一つです。高齢

者のうつ病は、体力や気力の衰

え、健康への不安、退職による

社会的役割の喪失、経済的な不

安、親しい人たちとの死別、一

人暮らしの孤独感など、さまざ

まな不安や喪失体験などがきっ

かけとなって発症することが多

もあります。
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☎内線501

いといわれています。

※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(献血は
除く)

自 分 自 身 が 不 安 を 感 じ た り、

※3月21日はお休みします
受付：午前9時30分〜11時

高齢者の心身の不調に気が付い

毎週㊊ 健康相談

L o ng e vity

いきいき長寿の知恵ぶくろ

た場合は、なるべく早く、かか

※3月21日はお休みします
受付：午前10時〜10時15分

☎内線340

みんなが集まる大イチョウ
太田小学校

■ 太田本町5-4-39

23

☎25-2604

「大イチョウ」
。秋には、紅葉でまっ

うつ病の症状としては、無気

毎週㊊ 母子健康手帳の交付

学校教育課

本校のシンボルとしてそびえる

よる育児相談も行っていますのでお気軽にご相談ください。

力になり、今まで好きだったも

受付：午前9時20分〜9時40分
対象：H27.6月生まれの子

で も、 赤 ち ゃ ん は 突 然 歩 い た

あります。市では精神保健福祉士による相談会「こころの相談室」や保健師に

のに関心を示さなくなることな

9カ月児すくすく発達教室

り、話し始めたりはしません。歩

「消えてしまいたいと思う」などです。産後うつ病は、誰もがかかる可能性が

どがありますが、高齢者の場合、 りつけ医や精神科、心療内科に

7日㊍

く前には「ハイハイ」や「つかまり

責めてしまう」
「不安で頭がいっぱいになる」
「自分が価値のない者に思える」

長寿福祉課

April

立ち」
、
「伝い歩き」など歩くため

きない」
「ささいなことにイライラする」
「悲観的に考え、自分を必要以上に

S c hool

フロム-0歳プラン掲示板

欲不振または過食」
「不眠または過眠」
「身の回りのことや子どもの世話がで

そのような精神症状が目立たず、 相談してみましょう。

4月

の練習をしています。

性もあります。
「気分が落ち込む」
「物事を楽しく感じることができない」
「食

28日㊊

時間：午後1時30分〜4時30分
場所：生涯学習センター

言 葉 も 同 じ で す。 知 ら な い も

しかし、次のような症状が２週間以上強く続く場合は、産後うつ病の可能

時間：午前9時30分〜正午、
午後1時15分〜4時
場所：アピタ美濃加茂店

こころの相談室

のを見たとき、怖いことがあった

献血

ときなどは、母親や身近な大人の

27日㊐

方を向いて、
「何？」
「怖いよう」

受付：午前9時20分〜9時35分
対象：H26.2月生まれの子

と目で思いを伝えてきます。

2歳児歯みがき教室

これに対し、大人は「そうね、

24日㊍

族や周囲の人たちに積極的に協力してもらいましょう。

ブーブーね」
、
「あれは、ワンワン

時間：午前9時〜10時45分
対象：0歳〜就学前

よ」
、
「怖かったね。でもママがい

乳幼児相談

るから大丈夫」などと言葉で返し

22日㊋

とが多いものです。頑張りすぎて1人でストレスを抱え込んでしまう前に家

てあげましょう。

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

ります。子育ては、お母さんがどんなに頑張っても思い通りにはいかないこ

赤ちゃんは言葉を話す前に、人

予防接種すっきりスタート勉強会

産後は、赤ちゃん中心の生活リズムになり、心身の状態も出産前とは異な

に思いを伝える練習をしている

受付：午前9時20分〜9時40分
対象：H27.8月生まれの子

的に起こることで、２週間ほどで回復するといわれています。

のです。赤ちゃんは言葉を返して

6カ月児育児相談

います。産後のホルモン分泌の急激な変化などが影響し不安定な状態が一時

もらったことで
「伝わった」
ことが

15日㊋

産後、気分が落ち込み元気が出なくなる状態を「マタニティブルーズ」とい

☎内線328

分かり、また、目で思いを伝えて

受付：午前9時20分〜9時40分
対象：H27.8月生まれの子

くれます。
「赤ちゃんのまなざし

6カ月児育児相談

マタニティーブルーズと産後のうつ病

C hi l d

子育てを楽しもう

こども課

を受け止め、言葉で返す」
、この

10日㊍

☎内線387

繰り返しの中で赤ちゃんは言葉

March

健康課

を学んでいくのです。

3月

H e a l th

保健センター通信

保健行事カレンダー

黄に染まった「大イチョウ」の下で、
子どもたちが元気に飛び回っていま
す。その光景は、一枚の感動的な絵

▲イチョウの実を収穫する子どもたち

を見ているようで、実に心地よい瞬
間です。
学校の敷地内にはイチョウの木が

太田小学校6年

多くあり、秋にはたくさんの実を付

わたなべ

けます。この実にはギンコール酸な

▲落ち葉掃除をする子どもたち

どが含まれ、皮膚炎を引き起こす場

あいの日」に一袋100円で販売した

合があるので、子どもたちは手袋な

りします。また、販売した収益金で、

どで完全防備して実の収穫に臨み、

ボールや花の苗などを購入していま

作業の後には、落ち葉掃きをして環

す。今年度は、子どもたちから「収

境を整え、冬支度に入ります。

益金の一部を茨城県常総市で行った

収穫した実は、職員が種だけを

じょうそう

水害の義援金に」という意見が出て、

取り出した後、子どもたちの手によ

PTAの募金と合わせて、１月27日

り１週間ほど天日干しをして、ギン

に藤井浩人市長に常総市へ届けてい

ナンができあがります。その後、園

ただきました。

芸委員を中心に袋詰めをして商品
にします。
ギンナンは、普段お世話になって
いる地域の人に届けたり、
「ひびき

落ち葉、枯れ枝などで学校周辺の
皆さまにはご迷惑をお掛けしていま
すが、
「イチョウの木」から子どもた
ちは多くのことを学んでいます。

ひろひで

渡 邉 弘 英 さん
昨年、鹿児島県で開催され
た全日本少年サッカー大会に、
県代表チームの一員として出
場しました。僕は小さいころ
からボール遊びが好きで、3
年生から今のチームに入り、
全国大会出場を目標に、チー
ム一丸となって頑張ってきま
した。全国の強いチームと戦
うことができ、大変良い勉強
になりました。これからも上
を目指して努力を続けます。
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行政情報

administrative information

機構改革に伴い、
４月から市役所の組織などの一部が変わります
◦組織の変更・新設内容

市民課休日開庁

日曜日に窓口業務を実施
就職、転勤などにより1年で最
も転入や転出が多くなる時期に、
混雑の緩和などを図るため、日曜

市民協働部

日に窓口業務を行います。
◦と

き

3月27日㊐、4月3日㊐

健康福祉部

午前8時30分〜午後5時15分
◦ところ

市民課
（市役所1階）

◦取扱業務

総務部

・住民異動届
（転入、転出、転居、
世帯変更など）
の受け付け
・印鑑登録
（市民カード）申請の受
け付け
（暗証番号の登録や青い手帳

経営企画部

から市民カードへの切り替えを含む）
・外国人住民に関する申請の受け
付け
・戸籍の届け出の受け付け
・住民票、印鑑証明、戸籍謄抄本
などの証明書の交付
※広域による近隣市町村の証明書
の交付はできません
・個人番号カードの交付・公的個
人認証の手続き
（受け付けは午後

備考

課

担当業務

地域振興課

公共交通、
多文化共生業務など

まちづくり課
(新設)

自治会、
地域協議会業務など

国保年金課
(新設)

国民年金、国民健康保険、
高齢者医療保険業務

介護保険課
(新設)

介護保険業務

税務課

課税業務

収税課(新設)

収税業務

企画課(新設)

重要政策の企画立案、
広聴業務など

施設経営課
(新設)

公共施設の再配置や
新庁舎建設推進業務など

財政課(新設)

財政業務と契約業務

秘書広報課
(新設)

秘書業務と広報業務など

人事課(新設)

人材育成や人事業務など

これまでの「地域振興
課」を「地域振興課」
と
「まちづくり課」
に分け
ます
これまで の「 保 険 課 」
を「国保年金課」と「介
護保険課」に分けます
これまで の「 税 務 課 」
を
「税務課」と
「収税課」
に分けます

◦その他
○市営住宅の業務を
「総務課」
から
「都市計画課」
に移します
○発達支援の窓口を文化の森にある
「教育センター内」
に設置します
※現在の
「総合戦略室」
「保険課」
「行政経営課」
「市政情報課」
「秘書課」
は廃止します
問行政経営課行政経営係

☎内線247

な届出は、平日の業務時間内に
再度来庁いただく場合があります
・証明書の種類によっては、即日
交付できない場合があります
・パスポートの申請や受け取りはで
きません
・通訳は配置していません
・手続きに必要なものなど不明な
点は事前に問い合わせください
問市民課市民係

☎内線225
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「基本チェックリスト」に代えて「心と体の健康チェック票」を実施します
これまで介護予防事業の案内などをするために実施してきた「基本チェッ
クリスト」は、制度改正により別の目的で使用することから、新たに「心と
体の健康チェック票」
を実施します。
要支援・要介護認定を受けていない人の中で、対象となる人には3月初
旬にチェック票が郵送されますので、必要事項を記入していただき、3月
18日㊎までに返送してください。なお、対象者の年齢は次のとおり変更
となっています。
◦対象年齢

解体・名義変更・盗難などの異動がある場合は、必ず3月31日㊍まで
に異動手続きをしてください。
※手続きや必要書類など詳細については、それぞれの登録機関へお問い
合わせください
車

種

手続きの窓口

原動機付自転車（125cc以下）、
小型特殊自動車（農耕用車両など）

税務課市民税係
☎内線212

二輪車（125ccを超えるもの）

中部運輸局岐阜運輸支局
☎050-5540-2053

軽自動車（三輪、四輪）

軽自動車検査協会岐阜事務所
☎050-3816-1775

問税務課市民税係

☎内線212

変更前：70歳から89歳

変更後：75歳から84歳

※介護予防事業には65歳以上であればどなたでもご参加いただけます
問長寿福祉課長寿福祉係

☎内線502

美濃加茂市役所 8:30〜17:15
毎週㊏・㊐、
㊗
〒505－8606 太田町3431‐1
☎25-2111（代表）525-3917

保健センター 8:30〜17:15

毎週㊏・㊐、
㊗
〒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
中央図書館 10:00〜18:00

※㊏、
㊐、
㊗は17:15まで
毎週㊊(21日は開館)、
22日㊋、
30日㊌
〒505－0041 太田町1921-1
☎25-7316 527-2647

東図書館 10:00〜20:00

平成28年度の土地価格や家屋価格などの縦覧を行います
自己の土地や家屋の価格を、他の土地や家屋の価格と比較することが
できます。
◦と

※㊏、
㊐、
㊗は17:15まで
毎週㊎、
30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

き

4月1日㊎から5月2日㊊

午前8時30分〜午後5時15分

※㊏、㊐、㊗を除く
◦ところ

種

◦注意事項
ど、他市区町村との照合が必要

日現在の所有者に課税されます。

税務課(市役所西館1階)

類

記載内容

縦覧できる人

土地価格等縦覧帳簿

所在、地番、
地目、地積、価格

市内に土地を所有
している納税者

家屋価格等縦覧帳簿

所在、家屋番号、種類、
構造、床面積、価格、建築年

市内に家屋を所有
している納税者

※所有者の氏名および住所、非課税地は記載されていません
※納税義務者でない場合または法人の場合は、納税義務者からの委任状
が必要です
※免税点未満により固定資産税が賦課されていない人は縦覧できません
※納税通知書および課税明細書は4月上旬に発送します
◦手数料

無

◦持ち物

本人確認ができる書類
（運転免許証、健康保険証など）

料
（写しの交付は行いません）

問税務課固定資産税係

☎内線515

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

◦縦覧帳簿

4時まで）
・本籍地が他市区町村にある場合な

Regional Public Facility

原動機付自転車、軽自動車、二輪車などの軽自動車税は、毎年4月1

変更・新設

部

各施設のご案内

原付・軽自動車などの異動手続きはお早めに

毎週㊊(21日は開館)、
22日㊋
〒505－0004 蜂屋町上蜂屋3299-1
☎28-1110 528-1104

文化会館 8:30〜22:00

毎週㊊(21日は開館)、
22日㊋
〒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 528-6110

太田宿中山道会館 9:00〜17:00
毎週㊊(21日は開館)、
22日㊋
〒505－0042 太田本町3-3-31
☎23-2200 523-2201

みのかも健康の森 9:00〜16:00
毎週㊌
〒505－0003 山之上町7559
☎29-1108 529-1108
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募集

消防団員の皆さんをサポートするための制度をご紹介します
▪消防団協力事業所表示制度認定事業者を募集
「消防団協力事業所表示制度」は、事業所の消防団活動への協力が社会貢献として広く認められるとともに、
事業所の協力を通じて、地域防災体制の充実強化を目的とした制度です。
本制度の認定を受けた事業所は、交付された表示証を社屋などへの掲示や自社ホームページなどで広く公
表することができ、地域に貢献する事業所として社会的信頼性の向上やPRにつながります。
◦認定基準

次のいずれかの要件を満たしていること

・従業員が美濃加茂市消防団員として1人以上入団し、かつ従業員の消防団活動への配慮に積極的に取り組
んでいること
・災害時または訓練時などに事業所の資機材を消防団に提供するなど消防団活動に協力していること
・その他消防団活動に協力することが、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していると市長が特に認めること
◦申

込

防災安全課または市ホームページにある申請書に必要事項を記入し、次の書類を添付して直接防災安全課へ
・事業所の概要が分かる書類(会社案内、パンフレットなど)
※本制度の認定は、岐阜県が行う「消防団協力事業所支援減税制度」の第1要件なっていますが、当市が行う本
表示制度と岐阜県が行う「消防団協力事業所支援減税制度」とは、認定、審査などの基準が異なります。当
市で表示制度の認定を受けていても、岐阜県の減税制度の要件を満たさないことがありますのでご注意く
ださい

県内の消防団員の8割は被雇用者です。消防団に入団しやすく、活動しやすい環境づくりを行うためには、
事業主の皆さんの消防団活動に対する一層のご理解とご協力が必要です。
県では、消防団の活動に協力する事業所などを有する法人などを支援するため、事業税減税による優遇措
置を導入し、平成28年4月1日から施行します。

掲載広告を募集

学習活動を通して、他校の子どもたちと交流したり、講師の特色ある

市の財源確保のため、広報紙に
有料広告の掲載を行っています。
また、まちの元気につなげようと、

◦法人事業税：平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に終了する各事業年度
◦個人事業税：平成29年度から30年度(平成28年から29年の所得に対して課税)
◦控除内容

次の要件の全てを満たし、知事の認定を受けた法人(資本金もしくは出資金が
１億円以下)または個人
・県内に事業所などを有し、かつ当該事業所などの全てが、市町村が定める「消防
団協力事業所表示制度」
の表示証の交付を受けていること
・県内の事業所などにおける使用人などのうち、消防団員が1人以上いること
・消防団活動について配慮した規定(就業規則など)を整備していること
防災安全課消防係

毎週㊏の午前9時30分〜11時30分(年間46回程度)
対

①普通広告
平成28年5月1日号から平成29
年4月1日号
（全12号のうち希望号）
平成28年7月1日号、10月１日
号、12月１日号、
（全4号のうち希望号）
での掲載

蜂屋交流センター

下米田、古井、山之上、
山手、三和小学校区の新小学1年生

牧野交流センター

定

員

各20人

※定員を越えた場合は抽選とし、入会決定者には後日連絡します
◦教材費

年間2,000円(保険料など)、講座1回/100円

※特別講座の場合は別途交通費などの実費が必要となります
込

3月17日㊍必着で、はがき(〒505-8606

太田町3425-1)に

住所、電話番号、保護者・児童氏名(ふりがな)、児童の学校を記入し、
生涯学習課へ
問生涯学習課

☎25-4141

※②は、掲載号ごとに広告が12
枠に満たない場合は掲載しない
こ と と し、 広 告 が28枠 に 満 た
ない場合は優先する12枠のみ

みのかも文化の森

◦広告枠サイズ

文化の森で活動するボランティアを募集します。「歴史やアートに関
てみたい」、そんな皆さんをお待ちしています。

縦50㎜×横86㎜
※希望により、最大２広告枠（縦

◦活動内容
・展示ガイド …展示室の案内や地域の歴史、文化の調査など
・ア

ー

ト …美術分野の講座や美術の企画のサポートなど

・生 活 体 験 …生活体験館(まゆの家)・民具展示館などで、昔の暮ら
しを伝える講座・イベントのサポートや企画
・学 習 支 援 …文化の森での児童・生徒の体験学習のサポート

◦掲載位置
紙面の中で市が指定する位置
◦色

彩

◦申

込

ボランティアを募集

心がある」、「子どもたちと一緒に活動したい」
、「新しく、何かをはじめ

広報紙と同様の色彩

発行日の1カ月半以上前までに、
直接、代理店へ

・イ ベ ン ト …「森のコンサート」を中心と
◦資

格

18歳以上の人

◦申

込

直接、または電話で文化の森へ

※4月2日㊏の午前10時から説明会を行います

☎092-716-1404
市政情報課広報係

・伝承料理の会 …伝承料理の研究や講座のサポートや企画
したイベントのサポート

問代理店 ㈱ホープ
☎内線272

開講場所

※対象児童の学年は、平成28年4月時点です

◦申

平成29年3月1日号

象

太田、蜂屋、加茂野、伊深小学校区
の新小学1年生

直接、代理店にお尋ねください

◦認定基準

☎058-272-1122

き

◦募集内容

◦掲載月

◦掲載料

(消防団員数が使用者などの1割を超える場合は200万円を限度)

◦と

ています。

50㎜×横180㎜）まで掲載可能

事業税額の2分の1に相当する額を控除(100万円を限度)

講座を受けたりしませんか。

クーポン付きの有料広告も募集し

掲載

◦適用税目と期間

15 MINOKAMO 2016.3.1

提供する「楽習ひろば」の新１年生の参加者を募集します。

広報みのかも

※①は、掲載号ごとに最大8枠ま

▪
「 岐阜県消防団協力事業所の支援のための事業税の課税の特例に関する条例 」
を4月1日から施行

新1年生の参加者を募集

算数や国語、科学実験、読み聞かせ、野外体験活動などの学びの場を

②クーポン付き広告

・消防団活動への協力内容が具体的に分かる書類

問岐阜県危機管理部消防課

楽習ひろば

invite information

☎内線241

問文化の森

☎28-1110
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募集

invite information

みのかもバンドフェスタVol.9

出演者を募集

近隣で活動しているアマチュア
バンドを募集し、それぞれの個性
を生かしたライブステージを演出
します。広いステージで気持ち良
く演奏してみませんか。
今年は、プロのバンドによる演
奏も予定しています。

平成28年度「みのかも定住自立圏つながる事業」への参加を募集
みのかも定住自立圏では、「住み続けたい」「住んでみたい」と感じる
▪説明会

を行っています。

①4月8日㊎

午後7時〜9時

②4月10日㊐

午後2時〜4時

（午後0時30分開場）
◦対

象

市民または市内・近隣で活動し
ている団体
◦内

容

演奏時間1枠20分

（ジャンル・世代問わず）
◦参加費

1バンド10,000円

（チケット20枚と引き換え）
◦申

込

3月27日㊐から応募用紙に必要
事項を記入し、4月24日㊐まで

※事業への応募を検討している人は、必ず参加をお願いします
▪事業概要

※応募の際は、デモテープ
（CD音

事業者
・5人以上の会員で、かつ会員の半数以上が、圏域市町村に居住、通勤
または通学していること
・補助金の請求時に、美濃加茂市内に居住、通勤または通学している人
が1人以上いること

さい
※応募用紙は文化会館にあるほ
か、文化会館ホームページから
もダウンロードができます
※申し込み多数の場合は選考し、
出演の可否は後日通知します
問文化会館

☎25-1108
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3人

もの
（観光、大学への入学、語

◦報

酬

年間5〜6万円程度

学研修などは除く）
◦対

岐阜県在住・在学・在勤または

込

3月25日㊎までに、直接または

岐阜県出身者で、昭和60年4月

電話で健康課へ

2日 か ら 平 成10年4月1日 ま で
◦人

数

2人以内

◦申

込

5月6日 ㊎ ま で に、 専

用の申込書に必要事項を記入

国際感覚を養うとともに、貴重

市内在住で母子保健に熱意があ

な経験により青年が大きく成長す

り、不定期な依頼に対応できる人

ることを目的とした遊学支援を行

◦内

に生まれた人（高校生は不可）

☎内線389

ニューヨークへの遊学を支援

象

容

し、（公社）岐阜県青少年育成県
民会議へ
※ 詳しくは、( 公社 ) 岐阜県青少年育成

います。

・乳児のいる家庭への訪問

◦期

（月2〜3回）

間

県民会議のホームページ (http://www.
平 成28年7月 か ら9月

までのうち、1カ月程度

・乳幼児健診、育児相談への協力

◦内

（それぞれ月2〜3回）

象

ip.mirai.ne.jp/~g-ikusei/) をご覧ください
問岐阜県青少年育成県民会議

容

☎058-268-0302

40万 円 を 上 限 と す る 渡 航 費、

生涯学習課

☎25-4141

・対象事業を実施し、完了することができること
・政治活動、宗教活動または公益を害する活動でないこと
・暴力的不法行為者、圏域市町村の一般競争入札の参加制限者、圏域市
町村の税などの滞納者でないこと
◦補助種類
事

ちゅうたいクラブ第1期
（4月〜6月）
会員を募集
◦ところ プラザちゅうたい
◦申

込

業

補助金額の上限(１年目)

事業の例

A. 社会貢献サービス型

補助対象経費の9/10
（限度額20万円）

食を通じた多文化交流、
子育てサポート事業など

B. ソーシャルビジネス
はじめる型

補助対象経費の9/10
（限度額200万円）

休耕地活用による地域
活性化、特産品開発に
よる地域づくりなど

※事業に対する補助金額の割合と限度額は、選考・審査の評価得点によ
り異なります
問定住自立圏推進室

☎内線447

◦参加料

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ので、本人または家族が申し込みください
種目

源）とバンドの写真または画像
データも合わせて提出してくだ

集

遊学支援希望者を募集

日㊏まで

・圏域市町村で活動しているか、これから活動を考えている団体または

動のスキルアップを目的とした

期

採 用 の 日 か ら 平 成30年3月31
◦対

ティア体験、企業研修、芸術活

◦募

問健康課母子保健係
◦任

・国または他の地方公共団体から補助金などを受けていない事業

ビジネスに役立つ活動、ボラン

※活動回数により異なります

4月6日㊌までに、電話で定住自立圏推進室へ

に 直 接 ま た はFAX（25-1100）
で文化会館へ

※専門的な資格・技術の習得など

◦申

次の要件を全て満たしていること

午後1時開演

母子保健推進員を募集します。

込

◦対象団体

7月17日㊐

による事業のお知らせ（それぞ

修会への参加（年5回程度）

いずれも生涯学習センター201号室
◦申

滞在費、保険代などの遊学支援

・イベントなどの行事や会議、研

このような事業に協力いただく

◦とき・ところ

・育児教室での託児、電話や手紙
れ月5〜10件）

「こんにちは赤ちゃん訪問」や乳幼
児健診、相談事業や育児教室など

圏域の課題解決に取り組む事業

き

市では、親と子の健康を願い、

まちを目指す住民や事業者の皆さんの意欲的な活動を支援します。

◦対象事業

◦と

母子保健推進員を募集

曜日

時間

定員

対象

受付開始日時

軽体操

㊋

１９：３０～２１：００

４０

小学１～６年生

３月２６日㊏ ８：３０～

卓球Ａ

㊌

１０：３０～１２：３０

２０

１６歳以上

３月３０日㊌ ８：３０～

卓球Ｃ

㊋

１９：３０～２１：３０

２５

中学生以上

３月２９日㊋ ８：３０～

寿卓球Ａ

㊋・㊎

８：３０～１０：３０

７０

５０歳以上

４月 １日㊎ ８：１５～

寿卓球Ｂ

㊋・㊎

１０：３０～１２：３０

７０

５０歳以上

４月 １日㊎ １０：１５～

バドミントン

㊍

１９：３０～２１：３０

７５

１６歳以上

３月３１日㊍ ８：３０～

ソフトバレー

㊏

１９：３０～２１：３０

３０

中学生以上

３月２６日㊏ ８：３０～

硬式テニスA

㊐

１０：００～１２：００

２５

１６歳以上

３月２７日㊐ ８：３０～

ジュニアテニス

㊐

１０：００～１２：００

３０

小学３～６年生

３月２７日㊐ ８：３０～

硬式テニスＢ

㊏

１０：００～１２：００

３５

中学生以上

３月２６日㊏ ８：３０～

ジュニアバドミントン

㊏

８：３０～１０：３０

４０

小学４～中学３年生

３月２６日㊏ １０：３０に集合

健康体操
（スポーツ教室）

㊎

１０：３０～１２：３０

５０

１６歳以上

３月２５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
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講座

lecture information

ていねいな暮らし講座

春を染める

子での参加も大歓迎です。
き

3月12日㊏

午前9時30分〜正午
※午前9時から受け付け
◦ところ

文化の森生活体験館

◦対

象

どなたでも

◦定

員

20人

◦参加料

1,000円

◦持ち物

エプロン

問文化の森

のんびり里山観察会

里山の四季

国登録有形文化財

吉田家住宅主屋と太田宿の魅力を訪ねて

1年を通して、それぞれの季節

江戸時代、中山道太田宿は五街道の宿場町としてにぎわいをみせてい
はたご

春の草木で絹布を染めます。親
◦と

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。

☎28-1110

お茶の間ゼミナール

造る〜くらしのなかで〜
家も庭も家具も調度品もほとん

ました。しかし、当時の旅人が宿泊する旅籠は現在の太田宿にほとんど
残っていません。

はたご

・10月1日㊏ 秋の里山

宅主屋(旧小松屋)」の魅力に触れてみま

・平成29年3月4日㊏

せんか。

		

3月19日㊏

午前9時30分〜午後1時

吉田家住宅主屋(太田本町)
みぞぐち

まさ と

◦講

師

溝口 正人さん(名古屋市立大学芸術工学研究科 教授)

◦定

員

20人

◦申

込

3月11日㊎(必着)までに直接またはメール(文化の森ホーム

◦参加料

無

料

ページ講座申込専用フォーム)、はがき（必着）に、住所・氏名・電話番号・
講座名を記入して文化の森へ
問文化の森

☎28-1110

どが手作りという小野木さんから
お話をうかがいます。
き

◦と

3月17日㊍

午後7時〜9時
◦ところ
◦講
お

の

師
ぎ

太田宿中山道会館
とみ お

小野木 富夫さん
（造形家）
◦定

員

60人

◦参加料
1,000円
（飲み物付き）
問太田宿中山道会館 ☎23-2200
産業振興課営業戦略係
☎内線251

吉村ケンのゆったりライブ

◦と

き

3月27日㊐

午後1時30分〜3時
◦ところ

◦対

象

小学生以上

◦定

員

20人

◦参加料

各回100円

◦持ち物

おにぎりなどの軽食、

午後の部：午後2時〜4時
※雨天の場合は、当日午前9時以

吉村 研さん

◦定

員

50人

◦ところ

500円
（当日徴収）

◦内

込

不

要

問大八文庫
（古藤） ☎26-1734
産業振興課営業戦略係
☎内線251
MT夢クラブ21

気軽にテニスを体験しませんか。

容

ム)、はがきの場合は、住所・氏

MT夢クラブ21の指導

名・電話番号・講座名を記入し

◦対

象

市内および富加町に在住の幼児
（年中）から高校生まで
員

◦参加料

30人
無

3月21日㊗

午前の部：午前10時〜正午

※定員に余裕のある場合に限り、

料

※雨天中止
◦ところ

をしましょう。

市内各地(初回は文化の森)

☎28-1110

◦とき・内容

◦対

象

高校生以上

◦定

員

20人

14日㊊

お手玉の広場

◦参加料

100円/各回

16日㊌

音楽の広場

◦持ち物

おにぎりなどの軽食、

28日㊊

中国の健康体操

3月11日㊎

すこやかリズム体操

飲み物、筆記用具、帽子（動き

4月 ５日㊋

やすい服装で参加してください）

7日㊍

ヨーガ教室

8日㊎

すこやかリズム体操

◦申

込

4月10日㊐(必着)までに直接ま

いきいき椅子体操

いずれも

たはメール(文化の森ホームペー

午後1時30分から1時間程度

ジ講座申込専用フォーム)、はが

◦ところ

きの場合は、住所・氏名・電話

◦対

番号・講座名を記入して文化の

総合福祉会館

象

市内在住の60歳以上の人

森へ

◦参加料

無

料

込

不

要

※申し込み多数の場合は抽選

◦申

問文化の森

問社会福祉協議会

☎28-1110

筋肉貯めて健康長生き

☎28-6111

ちょきん

みのかも貯筋応援団養成講座

元気に長生きするために、「貯筋」の大切さを学んでいただき、健康
づくりや仲間づくりをお手伝いしていただく「みのかも貯筋応援団」を
養成する講座を行います。
精度の高い身体スキャン機器「インボディ」による、部位別の筋肉バ
ランスなどの測定も行いますので、ぜひご参加ください。
◦とき・ところ
期

間

曜日

4月4日から
9月29日

大人のための植物観察会

タオル、飲料水、ラケット

楽しく体を動かして健康づくり

講座当日先着順に受け付け
問文化の森

◦持ち物

市内をゆっくり歩きながら、1

時

間

㊊

午後1時30分～

㊌

午前9時30分～

㊍

午前9時30分～

㊍

午後1時30分～

ところ

生涯学習
センター

定

員

各15人

※貸しラケットもあります

年を通して四季折々の表情を観察

◦内

容

週1回の教室(エアロバイク、筋トレ、講話など)

※スポーツができる服装、シュー

していきます。

◦対

象

運動や健康づくりに興味があり、受講後に貯筋応援団として

◦と

き

活動していただける市内在住の40歳以上の人

5月21日㊏、6月18日㊏、

◦参加料

3月13日㊐までに、直接または

7月16日㊏、10月15日㊏、

◦申

電話でプラザちゅうたいへ

11月19日㊏、

問長寿福祉課長寿福祉係

◦申

曲などを通して地域活動にかかわ

て文化の森へ
※申し込み多数の場合は抽選

ズで参加してください

き

4月10日㊐(必着)までに

前平テニスコート

者によるジュニアテニス教室

◦定

◦と

込

ムページ講座申込専用フォー

けん

師

◦申

◦申

合わせください

よしむら

◦講

◦参加料

やすい服装で参加してください）
直接またはメール(文化の森ホー

演奏活動、音楽プロデュース、作
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平成記念公園北部未利用地

降にプラザちゅうたいへお問い

ク・イン・テンボ」
を主宰して30年。

お届けします。

◦ところ

太田宿中山道会館

市内で音楽スタジオ「ミュージッ

る吉村さんによるトークとライブを

※雨天中止

飲み物、筆記用具、帽子（動き

ジュニアテニス教室
大八講座

冬、早春の里山

いずれも

午後2時〜3時30分
◦ところ

◦とき・内容
・7月 2日㊏ 夏の里山

残っている国登録有形文化財「吉田家住

き

実施します。
・5月 7日㊏ 春の里山

歴史ある街並みに当時の旅 籠として

◦と

に合わせた自然を観察する講座を

高齢者の健康教室

いずれも午前10時〜午後1時

込

問スポーツ振興課

☎26-3241

込

1,000円/月
3月24日㊍までに、直接または電話で長寿福祉課へ
☎内線502

平成29年3月18日㊏
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◦テーマ

講座

lecture information

◦講

師

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。

働き盛りのうつ病予防
うす い

臼井 潤一郎さん

（のぞみの丘ホスピタル地域支援部長）

マタニティクラス

◦対

健やかなマタニティライフを過ご
すため、仲間と一緒に妊娠・出産・
育児について学ぶ教室です。
お気軽にご参加ください。
◦とき・内容

象

どなたでも

◦参加料

無

料

込

不

要

◦申

問健康課成人保健係

マタニティヨガ、妊婦交流会

加茂川周辺で、ツクシやヨモギ
☎内線387

食会、栄養士のお話、妊婦交流会

①3月17日㊍

妊産婦交流会

・実習「心と身体にやさしいヨガ」

・骨密度測定（簡易）

◦ところ

・調理実習「健康と美容の強い味
方！〜大豆イソフラボン・カル

③総合福祉会館

シウムをとりいれるコツ〜」

市内在住の妊娠中の人
※③のみ妊娠中〜産後3ヶ月の人
無

◦参加料

①は無料、②は300円

込

各講座開催日の前日ま

◦申

直接または電話で健康課へ
問健康課母子保健係

☎内線389

こころの健康づくり講演会
「眠れない」や「食欲がない」
、
「一
日中気分が落ち込んでいる」などと
いったことが続いていませんか。
大切な家族や友人のため、そして
自分のためにもぜひご参加ください。
3月18日㊎

午後7時〜8時30分
◦ところ

生涯学習センター

21 MINOKAMO 2016.3.1

員

50人（先着順）

◦参加料
300円（小学生以下は100円）
◦申

市内在住で30代〜60代の女性
員

象

込

3月10日㊍から、電話

でNPO法人 みの か もグリーン

◦定

料

◦定

象

15人
（先着順）

込

き

◦対

生涯学習センター

25人

ネット事務局へ
※受付時間は毎日、午前10時か
ら午後3時までです
問NPO法人みのかもグリーンネット

でに直接または電話で健康課へ
問健康課成人保健係

☎内線386

☎28-2160
環境課環境政策係

☎内線304

介護や認知症、地域づくりなどについてお茶を飲みながら語り合え
る場です。理学療法士による認知症予防の体操も行います。
き

◦対

象

3月17日㊍ 午後1時30分〜3時

◦ところ 文化の森 研修室

介護を受けているご本人やその家族、想ひ出カフェに興味のある人
◦参加料
◦申

込

500円(お茶代・菓子代)
直接または電話で中部長寿支援センターへ

問中部長寿支援センター

※午前8時40分から受け付け
◦ところ

三和小学校集合

◦コース

三和コース（7.0キロ）

◦参加料

100円
（18歳未満無料）

問スポーツ振興課

☎49-8591

☎26ｰ3241

自治会親善

レディースソフトボール大会
き

4月17日㊐

午前9時〜

※雨天時は4月24日㊐に順延
◦ところ
◦対

前平グラウンド

象

市内在住で、自治会に加入して
い る20歳（平 成8年4月1日 以 前
に生まれた人）以上の女性
◦チーム編成

自治会単位

※編成困難な場合は、近隣自治会
との合同チームでも出場可能
◦登録人数
監督1人、選手30人以内
※監督が選手として出場する場合
は、選手の登録も必要です
◦参加料
◦申

想ひ出カフェ

◦と

4月9日㊏

※雨天決行

◦と

市内在住・在勤・在学の人

①②保健センター

◦ところ

3月20日㊐

◦ところ
◦対

※午前9時45分から受け付け

象

き

文化の森・まゆの家とその周辺

午前10時〜午後1時

午前10時〜正午

き

てください

つきなどを行います

②3月22日㊋

いずれも

◦と

加し、飲み物などは各自持参し

※雨天の場合は、生活体験館で餅

・講話「更年期とっておき講座」

しく健康づくりをしましょう。

※ウオーキングに適した服装で参

午前9時30分〜午後1時

おっぱい相談会、助産師のお話、

◦と

さんと餅つきをしたりします。

◦と

午後1時30分〜4時

③4月26日㊋

◦申

を採ったり、「伝承料理の会」の皆

化を知り、健康でイキイキと過ご
◦とき・内容

◦参加料

ウキウキつくし採り

女性応援キラメキ健康教室

妊娠中の栄養について、食事の試

員

季節を感じながら、みんなで楽

すヒントを学びましょう。

②4月8日㊎

◦定

event information

女性ならではの病気や心身の変

①4月6日㊌

◦対

ウオークみのかも

イベント

じゅん い ち ろ う

込

2,000円/1チーム
3月29日㊋までに、申

込書に必要事項を記入し、自治
会長の承認を受けてプラザちゅ
うたいまたは各連絡所へ
※申込書は、プラザちゅうたいま
たは各連絡所にあります
※4月8日㊎の午後7時から代表者
会議と審判講習会をプラザちゅ

ゴーヤーなどのつる性植物を利用して作る緑のカーテンは、夏の強い
日差しを和らげ室内の温度を下げる効果があります。省エネとCO2削
減に取り組む「緑のカーテンプロジェクト」事業として、ゴーヤーの『種』
を配布します。
また、緑のカーテンを各家庭に普及させることを目的に、今年も「緑
のカーテンコンテスト」を開催します。家庭や学校、会社などで育てた
緑のカーテンの写真をご応募ください。
入賞された人には素敵な景品を贈るほか、参加された人全員に参加賞
を贈ります。
なお、応募作品は、環境フェアで展示する予定です。
◦と

き

◦ところ

4月11日㊊から
市役所環境課、中央・東図書館、各連絡所の窓口

※配布は、種が無くなり次第終了します
※緑のカーテンコンテスト参加申込書、募集要項はゴーヤーの種の配布
場所に置いてあります。また、市のホームページからもダウンロード
できます
▪緑のカーテン講習会を開催します
ゴーヤーの育成方法、うまく育てるためのコツなど緑のカーテン作りの
ヒントを学びましょう。
◦と

き

4月4日㊊

☎26-3241

午後1時〜2時

◦ところ

東図書館視聴覚ホール

◦内

容

緑のカーテンの作り方

◦対

象

どなたでも

◦申

込

不

要

問環境課環境政策係

☎内線304

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

森の朗読会
みのかも「声のドラマ」の会の皆

示場です。

さんによる朗読です。

◦ところ

◦と

シティプラザ
◦出

展

3月19日㊏

◦ところ
◦内

美濃加茂市美術連盟会員
◦3月の作品

うつみ

文化の森緑のホール

容 「じゃがいも畑」

内海

りゅういちろう

隆一郎/作、

いし だ

い

ら

「夕日に続く道」 石田 衣良/作

油彩画部門

◦定

無

問文化会館

き

午後2時〜3時

（シティホテル美濃加茂１階）

◦入場料

うたいで行います
問スポーツ振興課

緑のカーテンでエコライフ ゴーヤーの「種」
を配布します

料
☎25-1108

員

◦入場料

120人

問文化の森

無

料
☎28-1110
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イベント

数奇な運命・皇女和宮を取り巻くかわら版展

event information

江戸時代に世の中の面白い事、不思議な事を絵と文章でリアルタイム

各務原浄化センター供用開始25周年

「感謝のつどい」
コンサート

に伝えたのが「かわら版」
。そこから見えてくる和宮を取り巻く環境を紹介
しています。

木曽川右岸流域の皆さんに感謝

◦と

き

の気持ちを込めてコンサートを開催

◦対

象 どなたでも

します。豪華なソリストたちの共演

問太田宿中山道会館 ☎23-2200

をお楽しみください。
◦と

午後2時〜4時

◦入場料

※雨天の場合は4月10日㊐開催

ソリストの集まり「アンサンブル・

◦ところ

ソロイスツ」の皆さんが素敵なア

◦出

演

にしき お り

錦織

もり

森

各務原浄化センター

ま

◦と

けん
き

◦出

料

公社ホームページ
（http://www.
gifu-jyousuikousha.or.jp）をご覧
いただき、お申し込みください
問(公財)岐阜県浄水事業公社

演

アンサンブル・ソロイ

問文化会館

無

料
☎25-1108

美濃加茂少年少女合唱団
定期演奏会
子供たちの元気いっぱいの歌声

☎内線422

と美しい響きをお楽しみください。

市民特別割引

美濃加茂市では、犬山市、各務原市、可児市、坂祝町と連携し、広域
今回は、博物館 明治村からイベント「明治探偵GAME〜明治連続神隠
しの怪
（7月24日㊐まで）〜」の開催にあたり入村特別割引のご案内です。
き

平成28年4月30日㊏まで

◦ところ

博物館明治村（犬山市）

◦入村料

大

人（18歳以上）

1,500円（通常1,700円）

高校生

800円（通常1,000円）

小・中学生

500円（通常 600円）

☎0568-67-0314

産業振興課営業戦略係

産業振興課営業戦略係 ☎内線251
合同ステージではオリジナル

だけるコンサートです。

☎内線251

◦と

き

◦ところ
◦内

文化会館ホール

プラン

「ながら」
2号ラ
ンチプラン

「ながら」
2号
スイーツプラン

運行日

㊎・㊏・㊐・㊗

㊏・㊐・㊗

㊎

内容

容

ずいずいずっころばし

発：郡上八幡駅
午後2時23分

発：郡上八幡駅
午後2時12分

着：郡上八幡駅
午後0時16分

着：美濃太田駅
午後3時49分

着：美濃太田駅
午後3時23分

シティホテル
美濃加茂の料理

リストランテ雀の庵
（郡上市）
の料理

中庄(郡上市)
のスイーツ

ほか

「ながら」
1号・2号
ビュープラン

ランチ・ス
イーツプラン
と同日、同
時間に運行

・合同ステージ

5,000円
※当日のフリー
きっぷ付き

◦申

☎25-1108

0575-46-8021)で「ながら予約センター」へ
※㊏・㊐・㊗も受け付けています

要

問地域振興課多文化共生係
☎内線362

市内一年間の交通事故死０に
昨年1月から12月までの1年間
に、市内で発生した交通事故にお
いて死亡した人は0人でした。

この功績をたたえ、街頭での交
通安全指導や自転車点検、各地区
の法令講習など、日ごろから交通

部に対し、美濃加茂市長と加茂警
察署長の連名で、感謝状を贈呈し

3月26日㊏
◦映

不

加茂地区交通安全協会美濃加茂支

き

◦ところ

込

◦申

安全啓発活動に取り組まれている

無料の映画会です。
◦と

料

午 前10時 か ら 午 後4時 ま で に 電 話(予 約 専 用 ダ イ ヤ ル ☎

※詳細については、長良川鉄道㈱ホームページをご覧ください

土曜映画会

無

乗車券+
座席指定券
(500円)

つかスターを夢見て〜
500円

◦相談料

年ぶりとなります。

※ゴールデンウィーク、夏休みなどにも運行を予定しています

◦入場料

象 どなたでも

は、昭和42年に記録して以来48

We Love Musical 2016〜 い

込

総合福祉会館

38人

大 人 12,000円
小 人 10,650円
※各ランチプランは2日間有効
(当日を含む)フリーきっぷ付き

料金

◦ところ

午後1時〜4時

この「1年間交通事故死者ゼロ」

25人

ほか

・低学年ステージ
ドミソはハーモニー

発：美濃太田駅
午前10時40分

定員

・高学年ステージ

ビュープラン

「ながら」
1号ラ
ンチプラン

午後4時開演（午後3時30分開場）

ました。

午前10時〜

これを機会に市民の皆さんも改

東図書館視聴覚ホール

画

『赤ずきん』、『ぶんぶく茶釜』、

▲食堂専用車両の内装デザイン

『三年寝太郎』ほか

問長良川鉄道㈱ ☎0575-46-7420 地域振興課地域政策係 ☎内線249

問生涯学習課
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ランチ・スイーツプラン

き

4月6日㊌
◦対

景、伝統文化や食文化を列車の中で楽しむことができます。

発着
時間・駅

3月20日㊐

▲観光列車
「ながら」

長良川鉄道沿線の四季折々の自然や風

様から大人の方まで楽しんでいた

い悩みを抱えている人は、一人で
◦と

を手掛けた水戸岡鋭治さんです。

ミュージカルを公演します。お子

セクハラやいじめなど人に言えな
抱え込まずぜひ相談してください。

だれでも気軽に参加できる入場

シニア（65歳以上）・大学生 1,100円（通常1,300円）

問博物館明治村

料

問文化会館

での観光振興を図っています。

◦と

「ながら」は、ランチやスイーツが食べら
なっており、デザインは九州の「ななつ星」

文化会館ロビー

◦入場料

☎058-386-8330
上下水道課経理係

太田宿中山道会館

3月11日㊎

スツ美濃加茂

込 （公財）
岐阜県浄水事業

博物館 明治村

き

◦ところ

※事前申し込みが必要です
◦申

長良川鉄道が4月下旬から観光列車
「ながら」
の運行を開始します。
れる食堂専用車両と観光車両の2両編成と

午後7時〜8時

健さん (テノール歌手）
無

無

人権擁護委員による

悩み事相談

長良川鉄道観光列車
「ながら」
乗車券予約受付のご案内

ンサンブルをお届けします。

麻季さん (ソプラノ歌手)

◦参加料

人
人
人
人

◦ところ

この地域を拠点に活動している

つどいの広場（各務原市）

大 人
（18歳以上）
1,500円
（通常1,700円）
（通常1,300円）
シニア
（65歳以上）・大学生 1,100円
800円
（通常1,000円）
高校生
500円
（通常 600円）
小・中学生
有効期限 平成28年4月30日㊏まで

5月8日㊐まで

ドリームコンサート

き

4月9日㊏

博物館明治村
市民特別割引

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。

☎25-4141

▲観光車両の内装デザイン

めて交通ルールを守り、安全運転
に心掛けましょう。
問防災安全課交通防犯係
☎内線277
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Information Board

B u siness B o ard

企業掲示板

産業振興課

☎内線260

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

手造り天然醸造のお味噌・お醤油専門店
昭和23年に初代がこうじ屋を開業。2代目が独自の味噌を開
発し、現在3代目共々3年ものの天然醸造生揚醤油に力を注いで
います。
製造直売の商品は全て手造り・天然醸造で何も加えない本物
の味を追求しています。おいしいことはもちろんのこと、安心
してご利用いただける商品をご提供したいと思っています。ま
た、味噌に関しては委託加工も行っています。
お客さまの味噌作りのお手伝いをさせていただいております

天然醸造

ので、オーダーメイドのお味噌に、ぜひ挑戦してみてください。

浅野や

◦牧野2784 ☎25-2595
http://asanoya-miso.com/

お味噌作りの講習会なども行いますので、お気軽にお声掛けく
ださい。

others information

行方不明高齢者探索模擬訓練
はい かい

高齢者が万一徘徊して帰宅でき
ない場合を想定し、早期に無事保
護ができる地域のネットワークづ
くりを目的に訓練を実施します。
認知症になっても安心して暮ら
せるまちを目指して、多くの人の
見守りや声掛けのご協力をお願い
します。
◦と

◦ところ
容

◦対

象

一

◦定

員

8人(先着順)

※相談時間は、1人30分程度
問都市計画課都市計画係

行政書士による相続や遺言、農
許認可手続などの無料相談です。

込

総合福祉会館相談室2
事前に、電話で岐阜県

行政書士会へ

昭和10年に飯田京染店として現在の場所に創業いたしまし

しますので、見掛けた人は本人

☎058-263-6580

た。昭和53年からは、賃貸マンション経営の事業を展開し、平

に声を掛け、長寿福祉課まで連

総務課法令係

ルームなど各種類ご用意しています。お値打ちは当然のこと、
壁の色や床なども、お客さまのご要望にきめ細かく対応させて
に取り組んでいます。
また、物件周辺の環境にも配慮して、常にごみを片付けるよ
うに取り組んでいます。

布チラシ、すぐメールみのかも
(加茂野地区登録者のみ）
問長寿福祉課包括支援係
☎内線506

土地に関する無料相談会を開催

パソコンの場合は、FMららのホームペー

Storeから、AndroidはGoogle Playから「FMらら」を検索しイン

ジ
（http://fm768.jp）
に専用バナーがある

ストール
（無料）
してください。インストール後、端末のトップ画面

ので、それをクリックすると放送を聞くこと

に「FMらら」という上記のようなアイコンが表示されるので、それ

ができます。

をタップすると放送を聞くことができます。

※スマートフォンなどは、利用契約の状況により料金が発生することがあります

25-2181

※診療は、午前9時から午後5時までです

休日急患歯科診療所
月 日

医療機関

電話番号

3 6 たけのこ歯科医院

42-6073

13 ファミリー歯科

25-0055

20 カモ歯科クリニック 24-4181
21 おおともデンタルクリニック 28-0418
25-2719

4 3 大手町デンタルクリニック 28-8241

tax・premium information

◦国民健康保険料

12期分

☎内線228

◦介護保険料
問保険課介護保険係

12期分
☎内線319

※診療は、午前9時から午後3時までです

休日の水道当番
月 日

担当企業

3 5 ㈱和泉

電話番号
28-5411
26-9415

※納付には、便利な口座振替をご利用くだ

12 ㈲米田住宅設備

25-5146

13 中濃瓦斯㈱

26-3148

19 ワタナベ設備㈲

26-2889

20 大塚設備

28-9555

21 桂川電気産業㈱

26-3225

お詫びと訂正

26 ㈲安田管工

26-5610

2月1日号6ページでお知らせした「特集01 いつまでも、このまちで」の総合事業利用までのフ
ローチャートについて、一部間違いがありました。介護保険を希望した場合の認定結果が
「要介護」
となった場合、介護給付を受けられる人は、
「要支援1〜5の人」ではなく、
「要介護1〜5の人」と
なります。お詫びして訂正いたします。
また、11ページでお知らせした「特集02 税の申告」についても、関税務署への問い合わせ期
間に間違いがありました。正しくは、
「3月15日㊋まで」
です。お詫びして訂正いたします。

27 ㈲アテインムライ

54-3831

します。
き

さい。また、納期限内であれば、コンビ

午後1時〜3時

◦ところ
生涯学習センター501・502号室

ニエンスストアでも納付できます

※毎月第4㊐の午前9時から正午まで、保
険料の納付相談を行いますので、お気軽
にご利用ください

パソコンで聞く

スマートフォンやタブレット端末の場合は、iPhoneはApple

4 3 木沢記念病院

6 木下設備工業

4月1日㊎

スマートフォンやタブレット端末で聞く

27 カブチ山田クリニック(七宗町) 46-0035

納期限は、3月31日㊍です

◦と

パソコンやスマートフォンで
「FMらら」
を楽しむことができます

21 和知すこやかクリニック(八百津町) 43-3001

27 酒向歯科医院

納期

問保険課収納係

不動産鑑定士による無料相談会

25-2181

4 2 塚原設備

26-7621

3 （株）
和泉

28-5411

9 マルワ
（株）

24-1650
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本券を窓口に提出してください
※本券1枚につき、4人まで使用可
※シニア・大学生・高校生は要証明
※他の割引券との併用・団体利用は不可 ※コピー、転売不可
※美濃加茂市民に限り有効

いただいており、良い環境で安心してお住まいいただけるよう

☎内線274

絡してください
事前の自治会配

3 6 木沢記念病院

電話番号

3月25日㊎

午後1時〜4時
◦申

医療機関

20 いこまファミリークリニック 54-1233

行政書士による無料相談

き

月 日

13 太田メディカルクリニック 26-2220

☎内線256

◦と

Holiday Shift

休日急患診療所

般

問岐阜県行政書士会

部屋もお客さまのライフスタイルに合わせて、3LDK、3DK、1
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借、有効利用など

◦ところ

◦情報伝達方法

休日当番

不動産の価格、売買交換、賃貸

齢者の特徴を次の方法でお伝え

経営する賃貸物件には、マンションおよびアパートがあり、

☎25-2273

加茂野地区

野地区内を歩いて回ります。高

成6年に有限会社飯田を設立して現在に至っています。

◦下米田町小山65番地

3月15日㊋

道に迷った高齢者役の人が加茂

住みやすい環境を目指して

飯田

き

容

地転用・開発許可、外国人雇用、

午後2時45分〜3時45分
◦内

有限会社

◦内

その他

Minokamo Hot Communication

3月14日〜20日

広報立ち読みチェック

3月21日〜27日

春を染める

3月28日〜4月3日 みのかも自然さんぽ
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

農林課 ☎内線３３１

減塩レシピに挑戦！

里 山 千 年 構 想

3月 7日〜13日



市役所から市民の皆さんへ大切な情報をお届けします。

みのかも里山日記帳

HOTエリアみのかも番組案内

山之上町にある
「みのかも健康の森」
の東側の山林で、所有者の皆さ

３月から４月は引っ越し

シーズンといわれ、賃貸住宅

を退去する際の原状回復費用

や敷金の精算をめぐるトラブ

ルの相談が多く寄せられる時

期でもあります。

トラブルを未然に防止する

ため、契約時には退去の際の

修復範囲や敷金の返還条件な

どを確認しましょう。また入

居時・退去時は当事者が立ち

会って室内の現状を確認する

ことも大切です。

国 土 交 通 省 が 作 成 し た「原

状回復をめぐるトラブルとガ

イドライン」
は、法的拘束力は

ないものの原状回復の考え方

の指針となっています。万一

トラブルになってしまったら、

このガイドラインをもとに 話

し合うことをお勧めします。

話し合いでの解決が難しい

場合は民事調停や少額訴訟な

どの手続きもあります。不明

な点があれば広域消費生活相

談室までご相談ください。

賃貸住宅の退去時の
トラブルについて

CCNet
（ケーブルテレビ）
で放送中
（デジタル12ch）

んのご協力のもと、美濃加茂市が掲げる
「里山千年構想」
に基づいた里

☎内線462

11

山の整備・維持管理、里山の活用を実現するためのフィールド整備を

問広域消費生活相談室

進めています。この山林は、昨年の 月に楽天株式会社と「森林づく

市政情報番組information

りに関する協定」を結び、
「楽天の森」と名付けました。これからこの

みのかも健康の森東側にある
「楽天の森」

森を、隣接する
「みのかも健康の森」
と合わせて、森林・環境教育の場

生涯学習センター
☎058-248-1715

にしていこうと考え、３年計画で除・間伐作業や歩道整備など里山の

※3月22日㊋までに、電話予約が必要
（予約受け付け時間：平日13:00〜16:00）

整備を進めています。

司法書士
無料相談

3月27日㊐
13:30〜16:30

また、今年度の整備が終了予定の場所では、３月に森林・環境教

☎66-1200 566-1199

育の第１弾として
「森のようちえん」
を開園する予定です。これからは

(古井・下米田小学校区在住)

この森を地域の皆さんと一緒になって、子どもたちが安心して遊ぶこ

☎49-8591 549-8592
東部長寿支援センター

と、学ぶことができる場にして

社会福祉協議会
☎28‐6111 528-6110

三和小学校区在住)

いきたいと考えています。

（弁護士無料相談） 総合福祉会館

そのため、整備後の維持管理

※当日の8：30〜12：00に電話にて受け付け

が 継 続 で き る よ う に す る た め、

里山整備講座やボランティア活

動を計画しています。

☎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・

広域消費生活相談室だより

27 MINOKAMO 2016.3.1

子どもたちが森の中で目を輝

相談

かせながら歩き回る姿がこれか

3月23日㊌
心配ごと 13:00〜16:00

らいつでも見ることができるよ

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

う、楽天の森や平成記念公園北

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

(太田・加茂野小学校区在住)

部未利用地など、市内の各地で

毎週㊊〜㊎(㊗は除く)
8:30〜17:00
家庭児童相談
生涯学習センター
母子相談
家庭児童相談室
☎25‐1110

毎週㊊〜㊎(㊗は除く)
8:30〜17:15
西部長寿支援センター

「森のようちえん」を始めとした

毎週㊊〜㊎(㊗は除く)
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

イベントを開催していきますの

3月25日㊎
9:00〜11:30
行政相談 総合福祉会館
総務課
☎内線273 525-3917

で、皆さんもぜひ、ご参加くだ

ひとりで悩まず相談してください

さい。

毎月第3㊌
13:00〜16:00
発達相談支援
文化の森2階
あじさい相談
※対象は中学生まで
カナリヤの家 ☎25-1260

※番組の内容や時間は変更することがあります

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1㊌ 12:09〜12:19：藤井市長の「未来への挑戦」
藤井浩人市長自らが出演し美濃加茂の「今」を皆さんに伝えます。

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。
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Minokamo Hot Communication

あなに

手間いらずで初心者でも楽しめる

インドア・グリーン

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

仕立て屋のおじいさんは、昔自分の結婚式のた
めにコートを作りました。大切に大切に着たその
コートは、やがてベストとなり、ネクタイとなり、
孫のおもちゃとなり…。コートは小さくなっていき
ますが、家族の思い出は膨らんでいきます。
イディッシュ語の民謡「ぼくはすてきなコートを
持っていた」を元に生まれたお話。移民としてアメ
リカに渡り、たくましく生きた人生が生き生きと描
かれています。
移民の人たちの生活に教えられる、質素でてい
ねいな暮らし。次の世代に伝えられるものを大切
にしたいですね。

図書館より
新刊情報

おじいちゃんのコート

ほるぷ出版
ジム・エイルズワース／作
バーバラ・マクリントック／絵
ふくもと
ゆ み こ
福本 友美子／訳

Minokamo Hot Communication

ファミリーヒストリー
家族史の調べ方・まとめ方

解放出版社
は せ がわ
しゅう へ い
長谷川 集平

双葉社 む さ し
エフジー武蔵/編

WAVE出版
みや
とおる
宮 徹/著

男の子が二人、夢
中になってキャッチ
ボールをしていまし
たが、ボールが穴
に落ちてしまいまし
た。「あ なに」に込
められた思いにじん
ときます。

部屋の中に植物
が あるとな んだか
和みませんか。
植 物に合 わ せる
鉢や 周りを飾る雑
貨を選ぶのもきっと
楽しいでしょうね。

家系図では見え
にくいご 先 祖 の 実
像。 戸籍、手紙や
写 真などからそれ
を知り、 子 孫に伝
えていく。
きっと家 族 の 絆
が深まるでしょう。

美濃加茂市の動き
number information

人口と世帯数の動き

アサリとたっぷり野菜のうまみで

File.083

春野菜とアサリのチャウダー

春の香り漂うアサリと野菜のうまみがギュッと詰まったスープで、薄味でもおいしく

頂け、ニンジンやブロッコリーなども入って色鮮やかな料理です。
バケットを添えて、おしゃれにおもてなし料理を作ってみませんか。

■調理品の材料
（２人分）

アサリ(殻つき・塩抜きしたもの)…80g
タマネギ……………………1/4個
ニンジン……………………1/5本
シロカブ…………………… 小1個

ブロッコリー… ………………40g
ベーコン……………………1/2枚
サラダ油………………… 小さじ1
牛乳………………………100㏄
粒コショウ……………………少々

男性
女性
合計
世帯数

前月比
21
24
45
35

2月異動
出生
死亡
転入
転出

人数（外国人）
52
（ 7）
41
（ 1）
239
（119）
213
（ 71）

前月比
7
1
-8
-2

市の高齢者統計
65歳以上
75歳以上
100歳以上

人口
12,300
5,954
30

高齢化率
22.03％
10.66％
0.05％

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2月１日現在です

生活系可燃ごみの排出量
※下記比較20.49トンの減少

年・月
平成26年12月
平成27年12月

排出量
828.49トン
808.00トン

1月中
0件
0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

12月中
0件
17件

2016年累計
0件
0件
0人
0人

2015年累計
0件
170件

①野菜は1㎝角、ベーコンは5㎜幅に切る。
②アサリを水ゆでして、アサリの口が空い

市民団体による資源回収

たら火を止め、アサリを取り出す。
③深鍋にサラダ油を熱し、ベーコン、ニ

ごみの減量に皆さんのさらなるご協力をお願いします

環境課

☎内線307

ンジン、タマネギ、カブの順に炒め、
しんなりしたら、 ②のゆで汁を入れ、
弱火で10分煮込む。
④③に牛乳、ブロッコリーを入れ、沸騰
直前にアサリを入れ、一煮立ちしたら、
器に盛り、塩コショウをふる。

水…………………………400㏄

⑤焼いたフランスパンを添えて完成。

フランスパン……………… 2切れ

■調理品の栄養価
（1人分）
エネルギー／122kcal 塩分／0.7ｇ

29 MINOKAMO 2016.3.1

人・世帯

人口・世帯（外国人）
27,628（2,035）
28,216（2,106）
55,844（4,141）
21,339（1,827）

問食生活改善連絡協議会事務局（健康課） ☎内線386

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

みのかもきらきらエコハウス(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に入るものに限ります、
また、牧野エコひろばは牧野交流センターで回収）
※天候等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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2

みのかも里山千年構想「学校机プロジェクト」

1

新１年生に贈る「山之上産」のアベマキ机

美濃市の県立森林アカデミーで、山之上小学
校の 6 年生児童が机の天板作りを体験しました。
市北部に多く自生しているアベマキを使い、

NEWS & TOPICS

新一年生が学校で使用する机を 6 年生が作る「学
校机プロジェクト」の一環として行われたもの
で、児童は同アカデミースタッフから、材木の

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。

貼り合わせや、サンドペーパーで表面をきれい
にするサンディング作業などを学んでいました。

2

2

6

学びとボランティアの祭典「まんまるフェスタ」

7

1

参加者が一丸となり、大きな「まる」に

山之上富士山頂の休憩所造りと周辺整備

23 より多くの人に山頂からの絶景を

太田町の生涯学習センターで「まんまるフェ

山之上町にある富士山（標高 357. 2 ｍ）山頂の

スタ」が行われ、同センターを拠点に活動して

休憩所造りが始まり、地域住民ら約 40 人が参加

いるサークルやボランティア団体など約 80 の団

し、資材運搬や遊歩道の整備を行いました。

体や個人が、日ごろの成果を発表しました。

この日は、山の麓から資材を背負いながら約

また、関連企画として、議場や公室などをめ

450 m 続く遊歩道を山頂まで歩いて運んだり、

ぐる「市役所探検ツアー」や、子育て世代を対象に

遊歩道の距離を測ったりする作業を実施。参加

した「まんまる子育て講演会」なども行われ、2 日

者は、苦心しながらも助け合って作業を進めて

間で 2,000 人以上の市民らが会場を訪れました。

いました。
この休憩所は 3 月中旬に完成予定です。

2

まちかどあいさつコンサート in 美濃加茂市役所

8

1

まちじゅうに広がれ「あいさつ」の歌

伊深小学校の全校児童 60 人が市役所を訪れ、

もっとみのかも夢大使委嘱交付式

26 陸上の井戸アビゲイル風果さんに夢大使を委嘱

市の魅力を全国に発信してもらうとともに、

玄関ロビーでミニコンサートを開催しました。

市を挙げて活動を応援していこうと、陸上競技
い ど

これは、同校のあいさつをテーマにした合唱

ふう か

で活躍中の井戸アビゲイル風果さん（西中学校 2

曲「咲かせよう笑顔の花を」を各地で歌い、あ

年）に「もっとみのかも夢大使」を委嘱しました。

いさつの輪を広げていこうと行ったもので、庁

この日市役所で開催した交付式では、藤井浩

内には児童たちの元気な歌声が響き渡りました。

人市長が委嘱状を交付。井戸さんは、
「いろいろ

合唱後、児童らは歌の歌詞が入ったティッシュ

な大会で結果を出して市をPRし、2020年の東京

も配り、元気なあいさつを呼び掛けました。

五輪へも出場したい」と抱負を語りました。

編 集 後 記

自分なりの減塩

今月特集した「減塩」
。自分に

とって、とても耳の痛い言葉で

す。私は十代で一人暮らしを始

めてからは、味の濃いものが大

好きで、
「減塩」とは真逆の生活

を送ってきました。結婚をして

からは、妻が体調を考えた食事

を作ってくれていますが、間食

やたまの外食では、味の濃いも

のをついつい食べ過ぎたりして

しまいます。

特集の取材でインタビューを

させていただいたお二人は、
「減

塩」に積極的に取り組まれてい

ることはもちろんですが、「減塩」

を楽しみながら生活していると

いうことがとても印象的でした。

では、自分がその立場だったら

どうだろうと考えてみましたが、

「ちょっと難しいかも」と思って

それでも、健康的に生活する

しまったのが本音です。

こ と は、 自 分 の た め で も あ り、

家族のためでもあります。何か

一つでもいいので毎日続けられ

（洸）

る、自分なりの減塩生活を始め

たいと思います。

1

三和まちづくり協議会「空き家リフォームワークショップ」

31 新たな移住・定住者の促進に向けて

人口減少や空き家対策が課題となっている三
和町の廿屋地区にある空き家で、実際にリフォー
ムを体験するワークショップが開催されました。
あさ ひ もり

お

この日は、同町で大工仕事をしている朝日盛

夫さんがバールや丸のこぎりなどの道具の使い
方を説明し、床の解体や基礎直し作業を実施。
参加者は悪戦苦闘しながらも、地域住民と交流
を深めながら作業を進めていました。
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