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▲ほたるの広場
マスコットキャラクター「ほたっち」

もくじ・副市長メッセージ

● 問い合わせ

こども課子育て支援係 ☎内線３２８

月
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日
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市民の皆さまへ

藤井浩人美濃加茂市長は、市内の中学校に設置した雨水ろ過機の実証実験の件で、

に名古屋地方検察庁から起訴されました。

市民の皆さまには、多大なるご迷惑とご心配をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

なお、現在は市長の職務代理者を設置し、行政活動や事務処理などを行っています。市民の

海 老 和 允

られています。老朽化が進んでいた旧三和保育園の施設改修工事が終わり、
「子育て支援センター ほたる

皆さまをはじめ、関係各位にご迷惑をお掛けすることのないよう努めてまいりますので、よろ

しくお願い申し上げます。
美濃加茂市長職務代理者
美濃加茂市副市長

役目を終えた園舎にたくさんの思い出が詰まっているように、新しい施設にも、たくさんの想いが込め
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さなぎ

早稲田大学生演劇公演「脱衣する蛹」

新しい美濃加茂市のPR映像が完成しました。
皆さんのご協力ありがとうございました。
携帯カメラで、
左のQRコード
を読み込み、美濃加茂チャンネルへ
URL http://www.youtube.com/user/minokamocity

の広場」として８月１８日月に生まれ変わります。今回の特集では、生まれ変わった「ほたるの広場」につ
いて紹介するとともに、子育てに関する施設やイベントなどについても紹介していきます。
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子育て支援の新空間

「ほたるの広場 」
この三和町に開館する「ほたるの広場」

とになりました。

育園施設を利用して、子育て支援拠点事
では、子育て中の親子が交流できる場を

三和町の里山の中に立地する旧三和保
ほたる

業を行う「子育て支援センター
提供したり、育児の相談援助、子育て講
座などを開催したりするほか、高齢者と

の広場」を開館します。
子育て支援拠点事業とは、子育てをし

例えば、子育て中の親子と地域の人た

の世代間交流や地域の食材を生かした食

現在、市内では子育て支援拠点事業を
ちが一緒にお茶をしながら触れ合った

ている親子が気軽に集い、互いに交流し

行う施設として、総合福祉会館内の「子
り、川遊びや野菜の栽培・収穫、里山の

育を行うことで、親子の育ちの支援をし

サンサンルーム」と加茂野

子育ての不安や悩みを相談できる場所を

育てサロン
散歩にホタルの幼虫観察といった三和町

ていきたいと考えています。

児童館があります。また、今年の３月ま
でしかできない自然と触れ合ったりする

提供する事業のことです。

では太田第二保育園で「地域子育て支援
遊びを、たくさん計画しています。
また、この施設では、持ってきたお弁

センター」を開館していました。
ほたるの広場」
当を食べながら、自然の中で親子でゆっ

「子育て支援センター
は、この太田第二保育園で開館していた

プラス思考で明るく元気な
酒向です。
地元の三和で何ができるか
模索していますが、気負わず、
楽しく心地よい「ほたるの広
場」にしていきたいと思って
います。皆さん、ぜひ遊びに
来てくださいね。
子どもたちとの出会いで気
持ちが明るくなることが多く
あります。その場その場の笑
いの輪、つぶやきすべてが活
力になる毎日。
感動できる子、思いやりの
ある子、やる気が育つ子に…
親子で前進しましょう。

くり一日を過ごすことができるので、と

さこう
まちこ

支援センターを旧三和保育園施設に移し

いいだ

てもお勧めの場所ともいえます。

酒向 千佳子

て開館するものです。

飯田 眞智子

里山を見渡し、澄んだ空気を感じなが

ほたるの広場スタッフ

今年の４月から現在まで、三和交流セ

職員室

ちかこ

ほたるの広場スタッフ

ら子育てを楽しんでもらえる素晴らしい

図書室

NEW SPACE OPEN
「ほたるの広場」で待っています

ンターで、さまざまな行事を行ってきま

開館時間：月～金 午前 9 時～午後 4 時
休館日：土、日、 祝 、年末年始

環境です。ぜひ、多くの皆さんに遊びに

三和町川浦 2556-1 ☎29-1011

したが、旧三和保育園の施設改修が終わ

０歳から５歳児までの子とその保護者ならどなたでもご利用できます

来ていただきたいと願っています。

乳幼児や親向けの
本があり、貸し出
しもします。

◎子育て支援センター ほたるの広場

り、新たな施設として、オープンするこ

子育て親子の交流の場。木のおもちゃなどで子どもを遊ばせながら子育ての悩みなどにつ
いて話すことができます。また、親子教室や親子クッキングなどを実施し、子育てに役立
つ情報も提供します。
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ちょっと一息できる場所。お
友達や地域の人とおしゃべり
が弾みます。子ども用のいす
もあります。

保育園のトイレ
と同じなのでト
イレトレーニン
グに最適です。

サロン

子どもトイレ
ゆったりとしたスペースでおむつ交
換もできます。

親子トイレ
玄関

ホール２
ホール１
調理室

ほたるの広場で開催する教室やイベントにお越しください

ご利用

● 親子教室（対象：０～３歳の子と、その保護者）
● ぐり・ぐらタイム

地域のボランティアのお手伝いをいただいて、季節の食材を利用した家庭でもできる料理（五平餅、おせち料
理など）を紹介します。

● ママ講座

リトミックやエアロビクス、和太鼓などの講師から親子あそびなどを学べる講座を計画しています。

加茂野町鷹之巣 1453

サロンにみえるお年寄りと一緒に、お手玉や凧あげ、こままわしなどをして遊びます。

☎ 28-8878

● 三和の自然を生かしたあそび

春や秋には散歩を楽しみ、夏は水遊び、冬は氷作りなど、三和町の自然に触れ五感を
働かせて楽しく遊びます。

ほたるの広場 オープニングイベント
８月１８日 月 午前１０時 ～ 午後２時

生まれ変わった

●と

市内の子育て支援施設
加茂野児童館

● 昔のあそび

参加料
無料

き
● ところ ほたるの広場
（旧三和保育園）※駐車場は三和交流センター、三和小学校北側をご利用ください

い
くださ

▼

年齢に合わせていろいろな遊びを紹介します。同年齢の子がいるお母さんやお父さんの友だちもできます。

すくすくルーム
山之上町 7559（みのかも健康の森内）
☎ 27-6555（サンサンルーム兼用）

児童クラブ室やホール、園庭で自由に遊

木の香りいっぱいの小さな家です。外遊

べます。保育園と併設しているため、子

びも兼ねて来てください。自然に触れる

どもたちの園生活を見ることもできます。

ことができます。

一時保育（太田第一保育園）
太田本町 5-3-24

サンサンルーム
新池町 3-4-1（総合福祉会館内）

☎ 25-2642

☎ 27-6555

木曽川を眺めることができ、生後８カ月

ゆったりとしたスペースの室内。室内に

から保育できます。事前申込みが必要で

あるボールプールや外にあるかわいい滑

す。こども課へお問い合わせください。

り台が人気で、絵本もたくさんあります。

ほくぶ保育園の子どもたちによる歌や中部学院大学の吹奏楽部による演奏があります。昼食には、三和町で採れた
野菜を使った夏野菜カレーをみんなで食べるほか、三和町産の野菜やママたちの手作りグッズの販売もあります。

ぴよぴよルーム

ファミサポサロン山之上

中部台 6-1-5（中部台公民館）

山之上町 3457-1（山之上交流センター）

☎ 27-6555（サンサンルーム兼用）

ほたるの広場は、毎日育児で忙しいお母さんやお父さんたちが、三和町の自

☎ 25-2111（内線 329）

スタッフは地域のお母さんたちです。地

スタッフはファミサポの会員で、活動は

域の公民館で、ほのぼのとした雰囲気の

毎週水曜日。おしゃべりタイムはお茶を

中遊べます。

いただきながら、ゆったりと過ごします。

然の中でじっくりと子どもと向き合い、子育ての楽しさを再確認してもらうこ
とを目的としています。
子育てをしていると、誰でも迷ったり困ったり、悩んだりすることがありま
す。そんな時は、笑顔の素敵な２人の先生が、育児のノウハウや大切なポイン
トを一緒に見つけてくれます。ほたるの広場では、
子どもの頑張る姿やしぐさに、

子育てルームぱんだ

一時保育（山之上保育園）

太田本町 3-3-31（中山道会館糸遊庵）

山之上町 2812-1

☎ 28-6111
（ 社会福祉協議会）

☎ 25-4555

のんびりと遊んだり、お話したりできま

吹く風が心地よい高台にあり、生後８カ

す。スタッフは地域のお母さんたちです。

月から保育できます。事前申込みが必要

子どもの成長や子どもへの愛おしさを感じることができるほか、地域の人たち

です。こども課へお問い合わせください。

と話をしたり、ほっと一息したりすることができます。
また、ほたるの広場で子育て中の親子と一緒に遊んだり、講座などのボラン
ティアをしていただける人がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。ス
タッフと一緒になって、子育てを応援しましょう。

子育て支援センター長
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さ ご う

や よ い

佐合 弥生

カナリヤの家
本郷町 2-8-25
☎ 25-1260

にこにこルーム
下米田町西脇 1471-1（津田左右吉記念館）
☎ 27-6555（サンサンルーム兼用）

お子さんの発達についての相談を受け付

昔作りの土間や縁側のある家です。畳の

けています。事前に申し込みが必要です

部屋で遊べます。また、親子体操もやっ

ので、お電話でお問い合わせください。

ています。
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年度版）

△ 544

では中長期的な視点に立って公債
費の適正化を図っています。

模施設建設の資金調達の他に、数
十年にもわたって利用する施設の
建設費などを、将来の世代にも平
等に負担していただくためでもあ
ります。
しかし、この市債残高が年々増
加していくと、将来の公債費増加
につながり、福祉や土木、教育な
どに使える財源（お金）が少なく
なります。
こうした事態を避けるため、市

市債（借金）残高の長期展望
市では、平成 年度末時点での
市債残高（約４７５億円）を「
年で１００億円削減」
することを、
市の経営方針に掲げ健全な財政運
営を進めています。
こ れ は、 平 成 年 度 末 時 点 で、
人口と産業構造が当市とよく似て
いる県内他市の住民一人当たりの
市債残高の平均が約 万円となっ
ていたため、当市が１００億円削
減することで約 万円程度となる
ことから目標としたものです。
市債を借り入れる理由は、大規

（平成

財政のはなし

※市ホームページからダウンロードが可能

平成 年度末の市債残高は、約
３ ８ ６ 億 円 と な り、 ８ 年 間 で 約
億円の削減をしました。
この残高を市民一人当たりで換
算すると、平成 年度末は約 万
円となっていましたが、平成 年
度末では約 万円となり、８年間
で約 万円の削減ができたことに
なります。
今後も、計画的に市債を抑制し
ていくことで、平成 年度末には
市民一人当たり約 万円まで減少
すると予測しています。

８年間で市債残高を
約 億円削減

→
約 18 億 1,100 万円
収支不足額
←

※市民一人当たりの換算に用いた人口は、
平成 年度は平成 年国勢調査人口、
平成 年度と平成 年度予測は平成
年４月１日人口で計算しています

26

美濃加茂市

△ 344

30

じて変動するものです。

市役所行政経営課窓口

△ 375

17

61

30 17

まな分野に積極的に参加していただきたいと考えています。そこで、平成 19 年から中期財政

配布方法

△ 548

70

本市では、行政に関する情報を可能な限り公表することで、多くの市民の皆さんに、さまざ
■

0

支出

問い合わせ 行政経営課財政経営係 ☎内線 434
●

収支不足額は
約 億１、１００万円
平成 年度は景気回復の兆
しが見られたことにより、市
税収入が増加する見込みで
す。しかしながら、個人市民
税や法人市民税などは景気の
影響を受けやすく、今後の大
幅な市税の増加は見込めない
状況です。
支出では、公債費（市債の
返済に要する経費）や人件費
はこれまでどおり計画的に減
少しますが、扶助費は少子高
齢化などの影響により今後も
増加していくと予測していま
す。
こうした状況の中、平成
年度までの収支不足累計額は
約 億 １、１ ０ ０ 万 円 と 見 込
まれ、各年度の収支不足額は
積立基金（貯金）を取り崩し
て充てなければなりません。
このため、業務の一部を民

18

こ れ ま で 見 て き た よ う に、
歳 入 の 増 加 が 見 込 め な い 中、
子どもやお年寄りなどに対す
る生活支援や生活保護などに
使われる扶助費や国民健康保
険会計、介護保険会計などの
予算は今後も増加していくこ
とが予測されます。
また、本市には、教育、文
化などに関する公共施設や道
路、下水道など多くのインフ
ラ資産があります。これらの
資 産 の 機 能 的 な 耐 用 年 数 は、
通常の補修を前提とすれば
年から 年となっており、今
後大規模改修や更新を計画的
に行っていくための財源確保
も大きな課題となります。
こ う し た 状 況 に あ っ て も、
本市が将来にわたって健全な
財政を維持していくために
は、中長期的な視点に立って
歳入と歳出のバランスを考え
た財政運営を行っていかなけ
ればなりません。
今後も「まぁるいまち」の
実現に向け、市民の皆さんと
共に考え、協力し合いながら
「将来にわたって健全財政を
保ち続けるまち」を目指して
いきます。

健全な
財政運営に向けて

間に委託するなど組織のスリ
ム化による人件費の削減を行
い、選択と集中による重点施
策に対応した予算の執行に努
め、積立基金（貯金）に頼ら
ない財政運営を目指していき
ます。

18
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7,615
3,417
3,053
0
1,000
2,024
17,109
2,344
3,836
3,227
1,663
1,680
1,000
3,903
17,653

89

30

50

7,763
3,417
2,999
0
1,000
2,024
17,203
2,344
3,739
3,272
1,691
1,610
1,000
3,891
17,547
収入

26

60

7,731
3,417
3,041
0
1,100
2,024
17,313
2,423
3,631
3,301
1,715
1,532
1,200
3,886
17,688
25

積立基金の残高 ２４億４千８百万円
26 億 3,900 万円
積立基金の残高
25 91

7,630
3,467
3,066
0
1,200
2,024
17,387
2,465
3,523
3,264
1,725
1,462
1,600
3,896
17,935
収 支（ 収 入 － 支 出 ）

7,672
3,023
3,161
754
1,084
2,076
17,770
2,523
3,403
3,165
1,943
1,392
1,537
3,806
17,770
市
税
地方交付税等
国・ 県 支 出 金
繰
入
金
市
債
そ
の
他
合
計
人
件
費
扶
助
費
補
助
費
公
債
費
繰
出
金
投 資 的 経 費
一般行政経費等
合
計

平成 30 年度
（当初予算）

（平成 26 年 8 月現在）

【単位：百万円】

中期財政計画

平成 29 年度

21

10

平成 28 年度

25 17

らせするものですが、将来の予算編成を拘束するものではなく、国の動向など予測の前提に応
65

平成 27 年度

89

今回の見直しは、平成 26 年度予算を基本として、平成 30 年度までの財政の見通しをお知
17

17

70

平成 26 年度
市では、分かりやすい財政状況の公表に努め
ています。一般的に数字が多く分かりにくいと
言われる財政情報を、イラストなどを多く使用
し、平成 26 年度の当初予算を家計簿に置き換
えるなどの工夫によって、市民の皆さんに分か
りやすくお知らせしています。

計画（見通し）として、公表時点から 5 年間の基本的な財政の枠組みをお知らせしています。
26

特集 2

将来にわたって健全財政を保ち続けるまち

※中期財政計画についての詳細な内容は、市ホームページでご覧になることができます

青少年の等身大の思い
6月21日土

生涯学習センター
（太田町）

少年の主張美濃加茂大会が開催され、本市と富加町
の4中学校からそれぞれ選ばれた代表2人が未来への夢
や希望、家庭や学校生活で心に感じ考えたことなどを
発表しました。最優秀賞には「かけがいのない命」を発
表した西中学校の鈴木花那さんが選ばれました。

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。

電気をOFF、キャンドルをON

訓練で培った消防技術を披露

地球温暖化の防止と東日本大震災の復興支援を呼び
掛ける「キャンドルナイトコンサート」が開催されまし
た。約200個のキャンドルの明かりで幻想的な空間が演
出される中、バンド演奏やフラダンスが披露され、来
場者は初夏の夕べを楽しみました。

第59回美濃加茂市消防操法大会と第35回美濃加茂市
消防団競練会が開催されました。
この大会は、消防団員の消防技術の向上と士気の高
揚を図り、迅速適切な消防活動に役立てることや、災
害発生時における消火および救助活動が適確できるよ
う、実戦に即した技術の習得などを目的に毎年開催し
ています。
出場団員は日頃の訓練の成果を発揮するため、懸命
に取り組んでいました。

す ず き

6月21日土

か

な

牧野交流センター
（牧野）

誰もが訪れたくなる場所へ
6月22日日

NEWS & TOPICS

御殿山キャンプ場
（三和町）

6月15日日

牧野ふれあい広場（牧野）

市内外から多くの人に訪れてもらおうと、三和まち
づくり協議会のメンバーや地域住民ら約40人が御殿山
キャンプ場の清掃活動を行いました。場内の草を刈っ
たり枯れてしまったナラの木を薪 にしたりするなどし
て、キャンプ場を整備していきました。
まき

力を込めてスパイク

遠くまで飛ばすぞ

第24回市民ソフトバレーボール大会（女子の部）が開
催され、優勝を目指し、23チーム、155人が熱戦を繰り
広げました。
大会は予選リーグと決勝リーグが行われ、「ピュア」
が優勝しました。

地域教育推進事業の一環としてプロペラ飛行機作り
が行われ、市内の児童63人が参加しました。
児童らは中日本航空専門学校の学生からアドバイス
を聞きながら真剣に部品を組み立てました。完成した
飛行機が高く飛ぶと大きな歓声を上げていました。

暑い、熱い、迫力のステージ

和気あいあいと布ぞうり作り

7月6日日

7月6日日

プラザちゅうたい
（太田町）

文化会館
（島町）

「第7回みのかもバンドフェスタ」が開催され、市内外
で活動する13グループが迫力あるライブを繰り広げま
した。出演したバンドは、ロックやポップス、オリジ
ナル楽曲などさまざまなジャンルの曲を演奏。集まっ
た約370人の観客を楽しませていました。
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6月14日土

6月17日火

牧野交流センター（牧野）

太田交流センター（太田本町）

地域の人たちと触れ合う楽しさを感じてもらおうと
「布ぞうり作り」が開かれました。
参加者は専用の木の道具を使いながら、家で不要に
なった布を編み込んだり、ねじったりして、参加者同
士和気あいあいと、布ぞうり作りに取り組みました。
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保健センター通信
保健行事カレンダー
8月

8

10

9

9

August

11日月
健診事後相談 要申込み

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

20日水
もぐもぐ離乳食教室 要申込み

受付：午前９時15分〜９時30分
対象：H26.2月生まれの子の保護者

25日月
健診事後相談 要申込み

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

こころの相談室 要申込み

時間：午後１時30分〜４時30分
場所：生涯学習センター

26日火
乳幼児相談 要申込み

受付：午前９時〜10時45分
対象：０歳〜就学前の子

28日木
２歳児歯みがき教室

受付：午前９時20分〜９時35分
対象：Ｈ24.7月生まれの子

予防接種すっきりスタート勉強会

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

29日金
６カ月児育児相談

受付：午前９時20分〜９時40分
対象：Ｈ26.1月生まれの子

31日日
献血

September

４日木
９カ月児あそびの広場

受付：午前９時20分〜９時40分
対象：Ｈ25.11月生まれの子

毎週月
健康相談 要申込み
時
対

間：午前９時30分〜11時
象：一般

母子健康手帳の交付
時
対

健康課

☎内線387

妊娠前から健康的な生活習慣を

間：午前10時〜10時15分
象：一般

※未掲載の健診については、個人に通知
します
※会場は、すべて保健センターです（ここ
ろの相談室と献血は除く）
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もっと活力 企業掲示板

More Dynamic-Business Board

おいしいみのかも産の素材を活かした地産地消

産業振興課

☎内線260

（有）
早川青果

Health Center Message

妊娠中のお母さん、妊娠を計画している女性の皆さん、最近は小柄で産ま
れる赤ちゃん（低出生体重児）が増えていることをご存じですか。
世界中で低出生体重児が増加しているのは、日本と韓国だけです。
その原因は、
・妊娠前から痩せすぎの女性が多い
・喫煙（本人だけでなく、家族の喫煙も含む）による影響
・食事の偏り（お菓子が主食代わりになっている人やマーガリンやラードな
どの油脂をよく摂取する人の増加）
などが根拠にあると言われ、特に注意が必要です。
妊娠中は、バランスの良い食事を摂ることや禁煙はもちろんのこと、妊娠
前の体重によって望ましい体重増加の目安があります。体型などを気にして
体重をあまり増やさないことは、お腹の赤ちゃんの成長に影響するとも言わ
れています。
妊娠中に妊娠前の生活を急に変えることは難しいことです。妊娠を考えて
からといわず、思春期のころから生活習慣を整え、健康な体づくりをしてい
くことが、元気な赤ちゃんを産むことにつながります。

◦事業内容

青果物流通卸・販売

◦歴史・沿革

昭和中ごろ、この地域は岐

阜県の指定産地として里芋

◦こだわっていること

秋から冬にかけて市内では里芋が収穫されていま

す。地産地消の一品として掘りたてで鮮度の高い原
料を使用し商品化する事で、質の高い商品を作り出
しています。

の生産が盛んでした。おいし

◦特徴ある取り組み

出荷されていました。

合わせ、多種多様な野菜のカット加工商品を製造し

ただこうと、先代は土を落とし皮を取り、手間無く

んやシルバー人材

い里芋として名古屋方面へ
このおいしい里芋をより多くの皆さんに食べてい

調理できる洗い里芋の出荷を昭和56年ごろから始
めました。

名古屋・岐阜・富山・高山・新潟の青果市場へ出荷、

同時期に帰りのトラックに飛騨の高原野菜を積み込

み可茂公設市場などに卸売り青果物流も始め、昭和

カット加工の技術力を生かし顧客の使用ニーズに

ています。今年初秋には三和町地内で三和町の皆さ
センターの皆さん
が栽培されたマコ
モダケを加工する
予定です。

60年に
（有）
早川青果を設立しました。

健康課からのお知らせ
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、実習・体験形式を中心とし
た教室を開催します。
◦と き ９月７日日 午前9時～正午
◦ところ 保健センター
◦内 容 妊娠・出産について、父親の役割について、夫婦で行う妊
婦体操とリラクゼーション法、沐浴実習など
◦対 象 初めて親になる市内在住の夫婦
◦定 員 12組（先着順） ◦参加料 無 料
◦申込み ８月25日月から、直接または電話で健康課へ
◦問い合わせ 健康課母子保健係 ☎内線389
も く よ く

時間：午前９時30分〜正午
午後１時30分〜午後４時
場所：アピタ美濃加茂店

９月

Health Center News

婦人検診を受けましょう
「がん検診推進事業」の対象者は、婦人検診を無料で受けることがで
きます。まだ検診を受けていない人は、この機会に受診しましょう。
◦対 象
・子宮頸部がん検診…20歳～40歳（一部除く）
・乳がん検診…40歳～60歳（一部除く）
いずれも、過去5年間未受診の人
※対象年齢は、平成26年４月１日現在の年齢
※クーポン券の有効期限（12月20日土）を過ぎると、今年度の検診を
受けることはできませんのでご注意ください
※対象者にはすでに検診票を送付しています。紛失などの場合は再発
行をしますので、本人確認ができるものを持って保健センターへ
◦問い合わせ 健康課成人保健係 ☎内線387

学校給食や産業給食、幼稚園や保育園、食品加工

会社などへの納品業務を行っています。

所在地：牧野1093番地

ＵＲＬ：http://www.hayakawaseika.com

豊かな暮らしのパートナー
◦事業内容

LPガス・石油製品配送、レンタカー、エコツーラ

イト
（尿素水）
製造販売

則竹運輸
（株)
また、お客様とのコミュニケーションを大切にす

べく、明るいあいさつ、ハキハキした言葉使いに努
めています。

◦歴史・沿革

◦特徴ある取り組み

加茂ガスの配送部門から

は、環境に配慮し、ディーゼル車が排出する排気ガ

以来、美濃加茂市や加

れている大型トラック・バスは全てこの尿素水を使

当社は昭和50年に美濃

独立し設立しました。

茂郡を中心にLPガスの配送を行っています。また、
平成５年には美濃太田駅前にてレンタカー事業、平
成26年からはエコツーライト
（尿素水）
の製造販売を
始めました。

◦こだわっていること

私たちが主に配送しているLPガスは、皆さまの生

活に密着したエネルギーです。日々、安心してご使

用いただけるよう、配送時の保安点検には細心の注
意を払っています。

本年から始めましたエコツーライト
（尿素水）
事業

スを浄化するために使用されるもので、現在生産さ
用しています。

近い将来、小型トラックや農機具などでも尿素水

の使用が予想される
中、 需 要 家 の 皆 さ ま

に高品質で安価な尿
素水を製造しお届け
してまいります。

所在地：太田町2570番地1
ＵＲＬ：http://www.noritake-corp.com/
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☎内線307

五・七・五に織り込まれた人生劇場

が集まり、本も出版されるほ

市 で も、 昨 年 度「み の か も

高齢化が進む中、高齢者が

らす姿は、地域に明るさと希

シ ル バ ー 川 柳」と し て、 敬 老

どの人気となっています。

望をもたらしてくれます。そ

㌧

◦問い合わせ
長寿支援センター長寿福祉係 ☎内線501

意識の向上と明るい高齢社会
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㌧

平成26年5月の生活系可燃ごみの排出量は、784.2トンでした。これは、前年同月
と比べると8.3トンの減量となりました。
リサイクルできるペットボトルや食品トレイをごみとして捨てていませんか。リサ
イクルできるものとできないものをしっかりと分別して、引き続きゴミの減量化にご
協力ください。

うしたことから、高齢社会を

平成26年５月

792.5
784.2

生活系可燃ごみ排出量の前年同月比較

※応募作品は、10月25日土に総合福祉会館で開催予定の「第
20回健康・福祉すこやかフェスティバル」の会場で展示す
るほか、11月上旬から市役所玄関ロビーでも展示予定です
※その他の詳細については、各窓口に設置してある募集要項
でご確認ください

の実現を目的に募集をしたと

平成25年５月

排出量

※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

課、総合福祉会館、各連絡所で配布しているほか、市ホー
ムページからもダウンロードできます

☎内線501

前向きに捉えようという活動

月

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

長寿支援センター

ころ、１３２句の作品が寄せ

・

各施設のリサイクル共通回収品目

※自作で未発表のものに限ります
◦申込み 応募用紙に必要事項を記入し、９月30日火まで
に、長寿支援センター、保険課または各連絡所へ
※応募用紙は、市役所玄関ロビー、長寿支援センター、保険

91

歳、最年少

年

◦と き 毎月第 2 、第 4 日 午前 9 時〜11時
◦ところ 牧野西会館駐車場（牧野）

※年齢制限はありません
◦応募規定 １人３句まで

られ、最高齢は

下記比較 8.3㌧の減

牧野エコひろば

◦テーマ 高齢者の日々の
生活や高齢社会など高齢
者に関すること全般
◦対 象 市内在住の人

「シルバー川柳」もその一つ

美濃加茂市のごみ

牧野エコひろば

心温まる作品やユーモアあふれる作品、60周年にちなんだ
作品など、たくさんのシルバー川柳をお待ちしています。

9

歳と、幅広い世代の人か

※環境課では、あなたの周りのエコな人
（企業や
団体含む）
を募集しています

◦ところ 中之島公園（御門町）

みのかもシルバー川柳募集

は

毎日の生活の中で、自分でできる
範囲でエコ活動をしています。省エ
ネ対策として、自宅ではなるべく冷
房より扇風機を使ったり、庭で緑の
カーテンを育てたりしています。特
に西日の当たる我が家では緑のカー
テンの効果は大きいです。今後も自
分にできるエコ活動を進めていきた
いです。

みのかもきらきらエコハウス NPO法人みのかもグリーンネット
◦と き 毎週水 午前 9 時30分〜正午

ら応募していただきました。

市川 幸子さん

市制施行60周年記念

で、シニア世代の日常や高齢

こ

社会を題材にしたものです。

ゆき

「高齢社会」というテーマに

かわ

美濃加茂市生活学校

◦と き 毎月第 1 日 午前 9 時〜11時
◦ところ 中之島公園（御門町）

野笹町在住
いち

▪市民団体による資源回収
リサイクルステーション

川柳とは、俳句と同じよう

− Vol.40 −

ごみの減量に皆さんのさらなるご協力をお願いします

沿って川柳を作ることは、身

エコなひと

リサイクルで資源の活用を

に「五・七・五」の音のリズムで

interview

▲美濃加茂自然史研究会による説明

近な高齢者やその暮らしのこ

▲観察の様子

詠むものです。俳句と異なる

くれました。

と を 考 え る き っ か け と な り、

もたちはたくさんの意見を聞かせて

の は 季 語 な ど の 制 限 が な く、

ですね。

頭の体操にもなります。ご家

にしたいと思いました」など、子ど

規律にとらわれない言葉遊び

い発見ができたら嬉しい

族の中でお互いをテーマに詠

驚いた」
「私たちの川の環境を大切

の要素が大きいことが特徴

まで気付かなかった新し

み合うのも面白いでしょう。

「近くの川にこんな生き物がいて

で、さまざまなテーマで幅広

れ合ってみましょう。今

今年度も、昨年度に引き続

ができたようでした。

い世代に親しまれています。

て、身の回りの自然と触

いて募集を行いますので、日

調べ、川の環境について新しい発見

ごろ言えない感謝の気持ちや

が、早朝や夕方など、上手に時間を使いながら外に出

機知やユーモアに富んだシ

の生き物の名前や特徴などを真剣に

ルバー川柳の作品には、高齢

今は夏休みの真っ最中です。暑い日が続いています

軽い愚痴、高齢者の日常など

子どもたちは夢中になって川の生き物を採取し、そ

者本人の暮らしぶりや思いが

大切さを改めて実感しました。

を、面白おかしく川柳にして、

の小学生を対象に行いました。

伝わる作品もあれば、家族か

いくため、子どもたちが、身近な自然に触れる機会の

どんどん応募してください。

らも美濃加茂の美しい環境を守り、未来に引き継いで

ていくことの大切さを学んでもらおうと、今年も市内

Longevity News

ら高齢者に対する思いなどを

ウオッチング」
。自分たちの住む地域の環境を知り、守っ

表現した作品もあり、高齢社

境も少しずつ変わってきているのでしょうか。これか

会を取り巻くさまざまな情景

ることで、その川の水質を知ることができる「カワゲラ

が浮かんできます。こうした

できました。あのころと比べると、私たちの周りの環

ことから、全国有料老人ホー

川の生き物を採取し、どんな生き物がいるかを調べ

ム協会が敬老の日に合わせて

楽しみながら身の回りの水質環境について学ぶことが

募集をしているシルバー川柳

小学生のころ、私もカワゲラウオッチングを行い、

いきいき長寿通信
には、毎年１万を超える作品

美しい自然を守っていこう

環境課

人生の円熟期を生き生きと暮

Environment News

が全国的に広がっています。

環 境 だ よ り

interview

いきいき長寿の

応援者

− Vol.16 −

美濃加茂市文芸連盟会長
とお

やま

遠山

のぼる

登さん

昨年度、応募があった作品の中に
は、高齢者の生活を前向きに捉えた
作品や高齢者への愛情を感じる作品
が数多くありました。こうした取り
組みから長寿社会への理解や支援が
深まると嬉しいですね。

市の高齢者統計
7月１日現在

人

口

高齢化率

65歳以上

11、695人

21.14％

75歳以上

5、655人

10.22％

100歳以上

22人

0.04％
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心に残る風景
年目を迎えたホタルの保

三和小学校
幼 虫 は 約500匹。 昨 年 度 の
倍です。子どもたちが、毎

母さんも体験した、世代を越
抜いた証です。そのホタルの

日の当番活動を粘り強くやり

護活動。児童のお父さん、お
える活動です。
幼虫が成長し、復活したビオ
トープで乱舞する風景や、そ

月 上 旬、
「三 和 の ゲ ン ジ

ボ タ ル を 守 る 会」の 皆 さ ん に
れを見る子どもたちの顔を想

観察を終えた親子と先生たち

「ほたる研究室」にあるポン
がら、命の営みが脈々と続い

で、温かな人たちに守られな

ふるさと三和の大自然の中

動きを大きく映し出すことで手本を示す

年生以上

た。三和の植物や川石などを
は学校のビオトープに向かっ

プのスイッチを押すと、川浦
ています。ほたるの学校の物

利用して、発表者のノートや裁縫などの

ご指導いただき、
像すると、それだけで楽しく

使い、ホタルの幼虫とカワニ
て い ま し た。
「春 に 復 活 さ せ

川の水がビオトープに勢いよ
語は、まだまだ続きます。

また、書画カメラとプロジェクターを

数年ぶ

の児童が協力して、
なってきました。
月中旬、川浦川での上陸

りにプール横のビオトープを

ナが共生するビオトープが再
たばかりだから、まだ無理だ

復活させることができまし

び動き始めたのです。
ろ う な」と、 ビ オ ト ー プ で の
上陸観察は半ばあきらめてい
ました。 と こ ろ が …。
「あ っ、
光 っ て る」男 の 子 が 叫 び ま し
た。先生たちも驚きです。
「ど
こ、 ど こ」 匹 の ホ タ ル が 水
ゴケに上陸し、背中を光らせ
ています。今年復活させたば
かりのビオトープで、ホタル
の光が見られるとは思いませ

く 流 れ 始 め ま し た。
「ほ た る

る予定です。

んでした。

研 究 室」で 越 冬 し た ホ タ ル の

黒板、書画カメラ、デジタル教科書などを含む教員用セットを各６セット導
これにより、パソコン教室に移動しな

魚獲り

でいます。

ミノカモっこ

上の絵に書かれた文章
上
｢段 ｣

く

初夏の浅瀬に
てんからを流す
上る小鮎や
白ハエが獲れる
種類 菜種
蚊頭など

とろ

たりするなど、意欲的に学習に取り組ん

ズームイン

（資料三品、酒向両氏）
下
｢段 ｣

今年度は、夏休みの期間を利用して加茂野小学校と下米田小学校に導入す

ことが可能となりました。この取り組み

は全国的にも先進的で、県内外から注目

け ばり

※今回の講座・イベントは事前申し込み不要です

ますあみ

インターネットを利用して課題を追究し

三和小学校6年

くても、普通教室でパソコンを利用する

を集めています。

夏、川は、泳いだり魚獲りをしたりする子どもの絶好の遊び場でし
た。
生活絵巻には、竹竿に糸をつけた手作りの釣り具で、てんから釣り
をしている様子が描かれています。
釣り竿を川底に刺して流れに任せて魚を待ちます。文中にある「菜
種」や「蚊頭」は、毛鉤の種類のことです。毛や重りの色がさまざまで、
それぞれ名前が付きました。また、ウエという竹で円形に細長く編ん
だ漁具を川の中に沈め、魚やカニ、ウナギなどを獲りました。夕方に
しかけておき、朝方見に行くと掛かっていました。
その他、川や田んぼの水の落ちるところで「かえどり」をしました。
石や泥でせきを作って、魚が逃げないようにし、水をバケツでくみ出
して小魚やドジョウ、エビなどを捕まえました。「獲る」ということが
何より楽しい遊びであり、そこには豊かな自然がありました。
川へ水くみに行き、その水で風呂を沸かすと、ときどき湯船にメダ
カが浮いていることがあったそうです。

ています。

▲タブレットパソコンを使った授業

など、さまざまな実践が各学校で行われ

▲導入したタブレットパソコン
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子どもたちは、先生から送信された画

石原 綺来々 さん
いしはら きらら

に児童用タブレットパソコンを各40台、プロジェクターやマグネット式電子

今年「ホタル」と「希望の
ひまわり」をテーマにうち
わを制作しました。６年生
が中心となって、デザイン
や川柳を考えました。
制作したうちわを遠くか
ら三和のホタルを見に来た
人たちに手渡したところ、
すごく喜んでくださいまし
た。私たちのうちわで、暑
い夏を乗り越えてもらえれ
ばと思います。
森の材料を使って、音の出るおもちゃを
作ります。
◦と き ９月６日土、7日日
午前10時30分〜11時30分
◦ところ 文化の森エントランスホール
◦対 象 年少〜中学生
◦参加料 無 料
※材料がなくなり次第終了

（はやめが瀞）
ほうろくの下で

四季を食べる講座

手作り豆腐

鱒網を五月から
六月にかけて張って
鱒漁をやった

みのかも「声のドラマ」の会の元講師、故
山内雅人さんらの朗読ビデオを上映します。
◦と き ８月16日土 午後２時〜３時
◦ところ 文化の森緑のホール
◦定 員 120人
◦入場料 無 料

像をもとに自分の考えを組み立てたり、

森の音づくり講座

2

生活絵巻

やまうちまさ と

昨年度までに、太田小学校、山手小学校、古井小学校、蜂屋小学校の４校

5
5

森の朗読会

入しました。
◦と き ９月２日火
午前10時〜午後１時
※午前９時30分から受け付け
◦ところ 文化の森生活体験館
◦対 象 どなたでも（先着順）
◦定 員 20人
◦参加料 300円
◦持ち物 エプロン、三角巾

▲三和小学校に復活したビオトープ

鎌を竹に結びつけて、風を追います。
◦と き ８月30日土〜９月15日 祝
◦ところ 文化の森生活体験館
◦観覧料 無 料

04
▪タブレットパソコンを使った授業

3
20

高橋余一の

二百十日
年中行事

教育委員会からのお知らせ
不動の人気講座です。一度、本当の豆腐
を味わってみませんか。

38

4

文化の森の講座・イベント

☎内線340
学校教育課
From Zero-Years-Old Plan Board

FROM-0歳プラン掲示板
☎28−1110
文化の森
Museum News

森 の た より

美濃加茂市役所

Information Board

募集

☎0574−25−2111 fax 0574−25−3917
http://www.city.minokamo.gifu.jp▶

食生活改善推進員養成講座

栄養教室

application for event

適切な食生活や健康に関する知
識を学び、地域で食生活改善推進

東図書館での展示者を募集
より多くの人に図書館を利用し
ていただくために、東図書館の玄

員として活動していただくために、
養成講座の受講生を募集します。
「料理が好き」、「ボランティア

関ロビーを展示スペースとして開
放します。
多くの人に自分の作品を発表し

に興味がある」、そんな皆さんの
参加をお待ちしています。
◦と き ９月２日から平成27年
３月３日までの毎月第１火（全７回）
午前９時30分～
※各回ごとに終了時間は異なります
◦ところ 生涯学習センター
◦内 容 食生活を中心とした健
康づくりの講話、調理実習（第
１回と第７回は講話のみ）
◦講 師 管理栄養士、保健師など
◦対 象 市内在住の人
◦定 員 20人（先着順）
◦参加料
3、
200円
（教材費、食材料費など）

てみませんか。
◦と き 10月１日から平成27
年３月31日の間で、図書館が

指定する期間
◦ところ 東図書館玄関ロビー
◦内 容 絵画、書、俳句、写真
など、自作の作品
◦対 象
個人または団体10組（先着順）
◦申込み ８月11日月から直接
または電話で東図書館へ
◦問い合わせ
東図書館 ☎26−3001

お知らせワイド

◦ 申 込 み ８ 月19日 火 ま で に、
直接または電話で健康課へ
◦問い合わせ
健康課成人保健係

☎内線386

◦と き ９月14日日 午前９時～
◦ところ
美濃加茂中学高等学校グラウンド
◦対 象 市内に在住・在勤・在
学・在クラブに所属している人

◦申込み

大人
小・中学生

家庭用廃棄物処理機器購入費の２分の１を助成します
ごみの減量化を図るため、一般家庭から出される廃棄物（生ごみ、庭木など）を処理する機器を購入し設置
した人に対し、購入費の2分の1を助成します。
◦対

市民陸上競技大会

◦参加料

Information Wide

200円
100円

９月７日日までに申込用紙に必
要事項を記入し、直接プラザ
ちゅうたいまたは各連絡所へ
※大会要項は市ホームページ、プ
ラザちゅうたいまたは各連絡所
で確認してください
◦問い合わせ
スポーツ振興課 ☎26−3241

象

美濃加茂市民で、市税を滞納していない人（粉砕機は自治会その他の公共団体も対象）

機器名

構

堆肥化容器
（コンポスト）
生ごみ処理機

造

1基補助金限度額

・耐水性・耐久性に優れたもの
・底部が無く、水分が地中に浸透するもの
・悪臭、害虫などを発生させないもの

4、500円

１世帯につき２基まで

・分解型または乾燥型
・電気などの動力を使用したもの

20、000円

１世帯につき１基まで

・剪定した小枝・葉などを粉砕するもの

20、000円

１世帯または１団体につき１基まで

せんてい

粉砕機
水切りバケツ

補助要件

・ふたにより密閉できるもの
・水分と固形物を分離して取り出せるもの
・ぼかしの使用に支障のない素材のもの

2、000円

１世帯につき２基まで

※以前の申し込みから水切りバケツは3年、他の機器は5年を経過した後、新たに購入した場合は再度助成します
※補助金額の100円未満は切り捨てです
◦申込み 環境課または各連絡所にある申込書に必要事項を記入し、領収書（生ごみ処理機、粉砕機は保証
書の写しも必要）を添えて、環境課または各連絡所へ（申込書は市ホームページからもダウンロードできます）
◦問い合わせ

環境課環境政策係

☎内線304

Information Wide

新しい農業委員が決定しました
新しい農業委員が決定しましたので、お知らせいたします。
◦任

みのかもクリーン作戦
美濃加茂市まちを美しくする運動推進会議では、今年も「みのかもクリーン作戦」を実施します。「自分た
ちのまちは自分たちの手で美しく」を合い言葉に、自治会に加入・未加入に関わらず、また外国人も含めた
子どもから高齢者まで市民全員で地域の清掃活動に参加しましょう。
◦と

き

９月７日日

午前７時～

※地域によって開始時間が異なる場合があります

◦ところ 市内全域
※自治会未加入などによりクリーン作戦への参加方法が分からない人は、環境課へお問い合わせください

※収集したごみは「燃えるごみ」「缶類」「びん類・ガラス類」「金属類」「がれき類」に分別してください
※スプレー缶などは、必ず穴をあけてガスを抜いてください
※家庭や自治会のごみは、クリーン作戦の収集対象ではありません。家庭のごみは指定の収集日に各自で出
してください
※中止の場合は、当日の午前６時45分に同報無線でお知らせします

▪みのかもクリーン作戦のボランティアを募集
◦と き
◦ところ
◦申込み

９月７日日 午前８時～正午
申込者に別途通知します
８月22日金までに、直接または電話で環境課へ

※応募の際は、氏名、年齢、住所、電話番号をお知らせください
◦問い合わせ

環境課市民生活係
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☎内線306

期

平成26年７月20日～平成29年７月19日

地区名

太
し みず

清水
氏

名

田
ゆき

古
お

幸夫

井

わたなべ

としひこ

渡邉
ひ

び

山之上

俊彦
の

日比野

まなぶ

学

さ

こう

ふく

た

酒向

蜂

みつる

つね

農業委員会

加茂野

伊
ほっ

た

重德

しげのり

酒向

木村

き むら

みのる

大矢

おお

や

伸司

しん

朝日

さ こう

康夫

ほり

べ

光洋

みつひろ

間宮 子

お

坂井

さか

い

敏彦

としひこ

さ こう

孝雄

たか

酒向

お

三

堀田

堀部

福田 恒夫

深

すず

滿

酒向

◦問い合わせ

（敬称略）
屋
ま

みや

こ

實

やす

お

じ

さ こう

あさ

ひ

和

下米田

紘一

こういち

西垣

にしがき

忠憲

おさむ

加納

か のう

きよし

おおすぎ

邦彦

修

大杉

ただのり

くにひこ

☎内線335

Information Wide

浸水危険区域内で実施する浸水対策工事に補助金を交付します
市では、草笛町、加茂川町および深田町地内の浸水危険区域において、建物の浸水被害を防止するために
浸水対策工事を実施する場合に、工事費に対して補助金を交付します。
◦対
象 浸水危険区域内で浸水対策工事を行う建物の所有者で、市税の滞納をしていない人
◦対 象 工 事 ①建物嵩上げ工事 ②浸水防止施設工事
◦補助金の額 ①建物嵩上げ工事
補助率１／２ 限度額300万円
②浸水防止施設工事 補助率１／２ 限度額 50万円
かさ

かさ

◦問い合わせ

都市計画課建築指導係

☎内線252

お詫びと訂正：7月1日号20ページでお知らせした「国民年金保険料の免除および納付猶予制度」に関する記事について、免除期間に間違いが
ありました。正しくは、「7月1日〜平成27年6月30日」です。お詫びして訂正いたします。
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Information Board

美濃加茂市役所

情報かわら版

☎0574−25−2111 fax 0574−25−3917
http://www.city.minokamo.gifu.jp▶

市民お手玉遊び美濃加茂大会
◦と き ８月30日土
◦競技種目

◦ところ

午後1時～５時

◦個人戦
部門

種

application for event

総合福祉会館ふれあいホール

みのかも発明くふう展作品募集

◦団体戦
目

参加料

部門

両手２個ゆり

小 学 生
片手２個ゆり
の部
両手３個ゆり
片手２個ゆり

種
１番手

無

料

目

参加料

両手２個ゆり

30秒間

２番手 頭に１個乗せ両手２個ゆり

小 学 生
の部
３番手
（高学年）
４番手

１分間

片手２個ゆり

30秒間

片手２個ゆり

１分間

５番手

両手３個ゆり

１分間

１番手

両手２個ゆり

30秒間

一般の部 ジャグリング（小学生以下も参加可）
両手３個ゆり

５番手

片手２個ゆり

無

料

30秒間

◦申込み 団体戦は、８月23日土までに、文化の森、総合福祉会館、生涯学習センター、文化会館、プラザちゅ
うたい、図書館、各連絡所にある申込書に必要事項を記入し、直接またはFAX（28−1104）で文化の森へ
※個人戦は、当日、会場で申し込みをしてください
美濃加茂お手玉の会会長（石原） ☎26−9456

文化の森

☎28−1110

みのかも市民まつり出店
（展）
者およびイベント出演者・展示者募集
「みのかも市民まつり」を今年も開催します。まつりへの出店（展）者と文化や芸術、音楽などのイベント出
演者・展示者を募集します。
◦と き 11月８日土、９日日 いずれも午前9時～午後4時
◦ところ 日本昭和村
◦出店
（展）
者条件
・商工業者は市内に拠点を有した美濃加茂商工会議所の会員で、日常的に事業を営んでいること
・農業者は市内に拠点を有したJAめぐみのの会員で、日常的に事業を営んでいること
・上記以外は、市内で１年以上の活動実績を持ち、かつ共催団体を通じて申請されること

・公的機関および公的機関が認めた団体、福祉関係団体、社会奉仕団体
・出店
（展）
要項および誓約書の事項を遵守できること
◦イベント出演者・展示者条件
・市内に拠点を有し、そこで日常的に活動していること
・募集要項および誓約書の事項を遵守できること

・営利を目的としないこと
・個人の宣伝活動を行わないこと
・公共性が認められること
◦申込み ９月12日金までに、商工業者は美濃加茂商工会議所（☎24−0123）、農業者はJAめぐみの（☎28

−1211）
、それ以外の出店（展）者は産業振興課、イベント出演・展示者は日本昭和村（☎23−0066）へ
※詳細は市ホームページをご覧ください
※申し込み多数の場合は抽選となります
※募集要項と誓約書は、それぞれの申込先にあります。また、市ホームページからもダウンロードできます
◦問い合わせ

産業振興課商工振興係
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☎内線262

皆さんの力作を楽しみにしてい
ます。
◦部 門
①小・中学生の部
・作品の部

２番手 両手２個ゆり
１分間
小 学 生
の部
３番手 頭に１個乗せ両手２個ゆり 30秒間
（低学年）
４番手 頭に１個乗せ両手２個ゆり １分間

◦問い合わせ

◦対

募集

（小・中学生のアイデア作品）
・絵画の部
（小・中学生が描いた「未来の科

学の夢や未来の世界」）
②一般・高校生の部
・作品の部
※①の優秀作品と②の作品は
「岐
阜県発明くふう展」に出品します
◦申込み
①小・中学生の部
夏休み明けに各学校へ
②一般・高校生の部
８月29日金までに産業振興課へ
※発明くふう展は、９月６日土、
７日日に文化の森で開催します
◦問い合わせ
産業振興課商工振興係
☎内線261

講座

course information

子どもと大人の

夏休み図書館講座
「外来種問題」を知り、地域の自
然を生かしたまちづくりを考えよう。
◦と き
８月10日日 午後１時30分～

◦ところ 東図書館視聴覚ホール
◦内 容
①講演 「地域の自然に何が起きて
いるか～外来種の影響について～」
②美濃加茂自然史研究会による
フィールドワーク
◦講 師 向井 貴彦さん
むか い

たかひこ

（岐阜大学地域科学部 准教授）

象

◦定 員
◦参加料
◦申込み
◦持ち物

相談してください

どなたでも
100人
無 料
不 要

10

9

9

行政相談

筆記用具、タオル、水筒

▪関連展示
美濃加茂市に生息する川魚のミ
ニ水族館をオープンします。
◦とき・ところ
・８月19日火まで

東図書館ロビー
・８月20日水から26日火まで
中央図書館１階カウンター前
◦問い合わせ
東図書館 ☎26−3001

ごみ減量実践講座
家庭から出る生ごみや、身近に
ある落ち葉などから有機肥料を作
り、実際に野菜作りに活用するこ
とで、ごみの減量やリサイクルに
ついて学ぶ全３回の講座です。
ぜひ、ご参加ください。
◦とき・内容
① ８月30日土 午前10時～正午
ダンボールコンポスト講座
②10月25日土 午前９時～正午
落ち葉を使った腐葉土作り
③11月 ８ 日土 午前９時～正午
堆肥を冬野菜作りに活用しよう
◦ところ
①②みのかも健康の森

③福祉農園（牧野ふれあい広場）
◦対 象 市内在住、在勤の人
◦定 員 20人（先着順）
◦参加料 1、
500円（材料代など）
◦持ち物 ゴム手袋、マスク
※作業のできる汚れてもよい服装

でご参加ください
◦申込み
８月11日月から22日金までに、
直接または電話で環境課へ
◦問い合わせ
環境課環境政策係

8

☎内線304

８月22日金 9：00〜11：30
総合福祉会館
総務課 ☎内線273
fax 25−3917

消費生活相談

毎週月〜金（ 祝 は除く） 8：30〜17：15
市役所西館 2 階
広域消費生活相談室
☎内線462

教育相談

毎週月〜金（ 祝 は除く） 9：00〜16：00
文化の森 2 階
教育センター
☎25−3999
fax 28−3255

家庭児童相談・
母子寡婦福祉相談

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

高齢者介護相談

毎週月〜金（ 祝 は除く） 8：30〜17：15
※電話相談は、年中無休・24時間対応
市役所分庁舎 3 階
長寿支援センター
☎24−7370・24−7371
fax 24−7447

結婚相談

毎週土 9：00〜12：00
総合福祉会館
社会福祉協議会
☎28−6111
fax 28−6110

心配ごと相談（弁護士無料相談）

８月13日水・27日水
13：00〜16：00
※当日の8：30〜12：00に電話にて受け付け
総合福祉会館
社会福祉協議会
☎28−6111
fax 28−6110

司法書士無料相談

８月24日日 13：30〜16：30
※８月19日火までに、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）
生涯学習センター
受付専用電話
☎058−248−1715

MINOKAMO 2014.8.1 20

Information Board

講座

course information

ノーバディズパーフェクト

サンサンルーム子育て学習会
初めから完璧な親なんていませ
ん。戸惑ったり不安を感じたりし
ながらの子育ては、あなただけで
はありません。
子育て中の仲間とおしゃべりを

美濃加茂市役所

◦ところ
◦対 象

保健センター
２歳児とその保護者
（初めての人を優先）
◦定 員 ８組
◦参加料 300円
◦申込み
直接または電話で健康課へ
※教室中は託児を行います
◦問い合わせ
健康課母子保健係

☎内線389

誰でもできる！ 健康づくり教室

上手にダイエット編
◦と き
９月４日から10月９日までの毎
週木
（全６回）
午前10時～正午
◦ところ 総合福祉会館
◦講 師
NP-J認定ファシリテーター
◦対 象 ０歳から３歳までのお
子さんを育てている人で、なる
べく全回参加できる人
◦定 員 12人
（先着順）
◦参加料 600円（初回に集金）

健康運動指導士による講話と運
動実習を中心に、健康づくりのコ
ツを学ぶ教室です。
皆で、楽しく体を動かしましょう。

※全回とも託児があります
◦問い合わせ
サンサンルーム ☎27−6555
こども課子育て支援係

◦ところ
生涯学習センター201号室
◦内 容 運動についての講話や
実技、食事のミニ講話

☎内線329

わんぱく食育教室
２歳前後から出てくる「イヤイ
ヤ期」
。お子さんの成長段階を理
解しながら、幼児食について学ぶ
料理教室です。
◦と き ８月27日水
午前10時～午後１時
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市民のための健康講座
高血圧は放置すると動脈硬化や
狭心症や心筋梗塞、脳卒中などを

起こす恐れがあります。
高血圧になりやすくする要因
は、遺伝や肥満、ストレス、喫煙
などがあり、これらを多く持って
いる人ほど、高血圧になりやすい
といえます。この機会に予防法を
しっかり身に付け、健康な生活を
送りましょう。
◦と き ８月26日火

しながら、自分にあった子育てを
探してみませんか。

◦申込み ８月11日月から、直接
または電話でサンサンルームへ

情報かわら版

☎0574−25−2111 fax 0574−25−3917
http://www.city.minokamo.gifu.jp▶

午後７時～８時
◦ところ
生涯学習センター404号室
◦内 容 「高血圧専門医のよく
わかる高血圧のお話」
◦講 師 青山 琢磨さん
（木沢記念病院循環器病センター長）
◦対 象 市内在住または在勤の人
◦参加料 無 料
◦申込み 不 要
◦問い合わせ
健康課総務係 ☎内線388
あおやま

たく ま

高齢者の健康教室
◦と き
９月５日金、19日金、26日金
いずれも、午前10時～正午

※血圧測定を行いますので、早め
にお越しください

◦対
◦定

象
員

市内在住の人
40人（先着順）

◦参加料 無 料
◦持ち物 飲み物、運動できる靴
◦申込み
直接または電話で健康課へ
※都合のよい教室のみの参加も可
能です
◦問い合わせ
健康課成人保健係

☎内線387

楽しく体を動かして健康づくり
をしましょう。
ぜひ、この機会にご参加を。
◦とき・内容

８月12日火 中国の健康体操
18日月 お手玉の広場
27日水 音楽の広場
９月 １ 日月 ヨーガ教室
２ 日火 いきいき椅子体操
９ 日火 中国の健康体操
いずれも、午前10時30分から
1時間程度

◦ところ 総合福祉会館
◦対 象
市内在住の60歳以上の人
◦参加料 無 料
◦申込み 不
◦問い合わせ

要

社会福祉協議会

☎28−6111

ぴんぴん元気教室

◦講 師
塚本 一英さん（理学療法士）
つかもと

足腰に不安はありませんか。
老いは足からやってくるともいわ
れます。いつまでも元気に過ごす

ため、理学療法士の指導で、仲間
と一緒に体力づくりをしませんか。
◦と き
９月９日から12月９日までの

毎週火(全14回)
いずれも午後2時～3時45分
※９月23日は会場の都合により
前日の22日月に実施
◦ところ 総合福祉会館
◦内 容
家庭でできる筋力アップ体操など

◦定

かずひで

員

25人(先着順)

◦対 象
市内在住の概ね65歳以上の人
◦参加料

2、
000円（教材費込・全14回分)
◦申込み ８月29日金までに直接
または電話で社会福祉協議会へ
◦問い合わせ
社会福祉協議会

☎28−6111

介護者のつどい
同じ悩みを持つ人や経験者同士
で交流し、介護疲れを癒しませんか。

◦と き ８月19日火
午前10時～午後２時

◦ところ 総合福祉会館
◦内 容
介護にやさしい食生活教室

◦対 象
市内在住で現在介護をしている
人、介護や福祉に関心のある人

◦定 員 20人（先着順）
◦参加料 1、
000円（昼食代など）
◦申込み ８月11日月までに、直接
または電話で長寿支援センターへ
※午前中のみの参加も可能です
◦問い合わせ
長寿支援センター包括支援係
☎内線504

つながる輪！ 太鼓
市制60周年記念「市民企画事業」に決定した、「つながる輪！ 太鼓」を開催します。太鼓チームの演奏に加
え、世界的な音楽家、喜多郎さんのトークショーと美濃加茂版千人太鼓を行い、市制60周年を盛り上げます。
また、シンガーソングライターのオユンナさんや俳優の天野鎮雄さんも出演します。
き

た ろう

あま の しず お

◦と き ９月６日土 正午～午後３時
◦ところ 文化会館
◦参加料 300円（前売り）
※チケットはアピタ美濃加茂店、まちづくりセンター、牧野交流センターなどで販売しています
◦持ち物 バケツや鍋のふたなど身近にある打楽器の代わりになるもの
◦問い合わせ

文化会館

☎25−1108

孫悟空と妖怪の知恵比べ

影絵「西遊記」

大型スクリーンを変幻自在に飛び交う人形たちと動物の皮を使った影絵劇。
人形は牛皮に細かく彫刻し、多彩な色を施した美しい人形で、従来の黒い影ではなく、息をのむような美
しい色の影絵になります。
演目は「西遊記」。孫悟空と妖怪の知恵比べと千万変化の数々を大迫力でお楽しみいただけます。
◦と き 10月11日土 午後２時開演（午後１時30分開場） ◦ところ 文化会館ホール
◦入場料 大 人 1、
000円
中学生以下 500円
※親子割りあり（大 人 1、
000円
中学生以下 200円）
※３歳以上は有料。２歳以下でも席が必要な場合は有料となります
※全席指定
※チケットは、８月23日土から文化会館、文化の森、生涯学習センター、各連絡所（太田連絡所は除く）な
どで販売します
※託児については、対象年齢が６カ月以上で１人につき
300円です。希望する人は、10月４日土までに文化会
館へ申し込みください
◦問い合わせ

文化会館

☎25−1108
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イベント

つなぐ つなげる 未来へと おん祭MINOKAMO2014夏の陣
◦と

き

8 月 16日土

◦ところ

event information

木曽川緑地ライン公園

ダボ市派遣生帰国報告会

▪タイムテーブル（17：00〜23：00）
17：00〜
17：10〜
18：10〜

コアラミーティング

開会宣言
市民ステージ音祭（on fes）
牧野太鼓、森山太鼓

19：30〜
20：00〜
21：00〜

姉妹都市ダボ市（オーストラリ
ア）への青少年派遣事業に参加し

た中・高生による帰国報告会「コ
アラミーティング」を開催します。
ダボ市や国際交流に興味のある

御神火太鼓、大蛇伝説、手筒花火
市民花火大会
盆おどり大会

人など、どなたでも歓迎します。

※上記内容は変更になる場合があります
※午後５時から木曽川緑地ライン公園内へ入場できます
※花火を打ち上げる付近（木曽川緑地ライン公園周辺）では、花火の燃えカスなど
が落下し、着衣などが損傷する恐れがありますのでご注意ください
※堤防沿いでの座り込みによる花火観覧は通行の妨げになるためご遠慮ください
◦当日の交通規制
16：00〜22：00
17：00〜22：00

美濃太田駅前通り（太田本町 1 交差点〜堤防道路交差点）
中山道（古井町下古井神明堂交差点〜太田本町祐泉寺付近）
国道21号・41号より南の中山道周辺道路・木曽川堤防道路
18：00〜22：00 美濃太田駅前通り（太田駅前交差点〜太田本町 1 交差点）
※午後10時から、美濃太田駅から太田駅前交差点までの区間で交通制限をすることがあります
◦当日のシャトルバス
◦区 間 ①加茂野小学校（加茂野町）⇔美濃太田駅北口
②日 本 昭 和 村（山之上町）⇔美濃太田駅北口
◦時 間 午後 3 時30分〜午前 0 時
※ 1 時間間隔で運転

山手小学校
至関

長良川鉄道

◦当日の駐車場

美濃太田駅

至岐阜

至関
至岐阜

至高山

美濃太田駅

JR高山本線
田島飛鹿線

至多治見

大垣共立銀行

十六銀行
交通規制区間

ちゅうたい

プラザ

JA
めぐみの

21

太田小学校

まちづくり
センター

太田病院
21

至岐阜・名古屋

41

交通規制区間
午後4時〜10時

至名古屋

太田宿 脇本陣
中山道会館

至関

21

ハロー
フ−ヅ

21

41

可茂総合庁舎 加茂警察署

41

248

至高山

太田本町
郵便局

文化会館

中之島公園
駐車場
至多治見

※当日の会場周辺道路は大変混み合います。必ず、係員の指示に従い指定された駐車場に駐車してください
※悪天候などによる開催の可否は、電話で☎0180−99−3210（自動音声式・当日のみ）にてご確認ください
◦問い合わせ

おん祭美濃加茂実行委員会（産業振興課営業戦略係） ☎内線251
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美濃加茂国際交流協会へ
◦問い合わせ
美濃加茂国際交流協会
☎24−7771
地域振興課多文化共生係
☎内線362

至土岐・高山

至岐阜・名古屋

時

美濃加茂市役所

41

至岐阜

午後6時〜

NTT

至土岐・高山

41

中山道

10

中町公園

至高山
JR高山本線

シャトルバス発着場

長良川鉄道

至関

至高山

248

◦と き ８月30日土
午後７時～午後９時
◦ところ
生涯学習センター201号室
◦内 容
現地でのホームステイや体験談
など、派遣生からの成果報告と
座談会
◦参加料 無 料
◦申込み
電話またはFAX（24−7771）で

江戸の千両箱展
「千両箱には夢がある。一生に一
度はお目にかかりたいものだ」と

江戸の庶民は思ったことでしょう。
一度、その手応えを味わってみ
ませんか。
◦と き 11月３日 祝 まで

◦ところ
◦対 象

太田宿中山道会館
どなたでも

◦入場料 無 料
◦問い合わせ
太田宿中山道会館
☎23−2200

産業振興課営業戦略係
☎内線251

中山道太田宿盆踊り大会
夏の夜の太田宿で盆踊り大会を
お楽しみください。
◦と き
①８月23日土
②
24日日

午後５時～
午後６時～

※いずれも午後10時まで
◦ところ 太田宿中山道会館
◦内 容
①ジュニアダンス（BE-POP）・
フ ラ ダ ン ス（メ レ モ エ フ ラ
サークル）・盆踊り
（御神火太鼓）
・盆踊り
②太鼓演奏
◦問い合わせ
太田宿中山道会館
☎23−2200
産業振興課営業戦略係
☎内線251

◦内 容
・第1ステージ（合同）
「We Love Musical」ほか
・第2ステージ（低学年）
「Loveをプレゼント」ほか
・第3ステージ（高学年）

「未来」ほか
・第4ステージ（合同）
「大 切 な 人 へ 届 け た い！〜 胸
キュンソング〜」ほか
◦入場料 500円
◦問い合わせ
文化会館

☎25−1108

土曜映画会
入場無料の映画会です。
◦と き
８月23日土 午前10時～
◦ところ
東図書館視聴覚ホール
◦映 画
「世界の童話 白鳥のみずうみ・
ねむりの森のひめ・つるのおん
がえし」

「日本昔ばなし
こつ惣兵衛」
そう べ

美濃加茂少年少女合唱団

サマーコンサート

今年のテーマは、
「大切な人に届
けたい！～胸キュンソング～」
。恋

の歌や家族を想う歌など、胸がキュ
ンとなる素敵な歌をお届けします。
皆さんがよく知っている歌も
いっぱいです。私たちと一緒に素
敵な時間を過ごしましょう。
ぜひ、お待ちしています。
◦と き ８月24日日
午後４時開演

（午後３時30分開場）
◦ところ 文化会館ホール

い

◦問い合わせ
生涯学習課

三枚のお札・そ

☎25−4141

美濃加茂アートギャラリー
気軽に立ち寄れる展示場です。
◦ところ シティプラザ
（シティホテル美濃加茂１階）
◦出 展
美濃加茂市美術連盟会員
◦８月の作品
◦入場料 無
◦問い合わせ
文化会館

漢字・篆刻部門
料

☎25−1108
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◦申込み

イベント

夏の北部分室まつり
どんな絵本がお好きですか。人
気絵本の世界をアレンジして楽し
みましょう。
◦と き ８月19日火
午前９時30分～正午

リトルワールド 美濃加茂市民優待入館割引券

大 人 800円（通常1、
700円）
、シルバー（65歳以上） 600円（通常1、
300円）
高校生 500円（通常1、100円）
、小中学生
300円（通常 700円）
幼児（3歳以上）150円（通常 300円） 有効期限：平成26年8月31日日まで

大人（中学生以上） 500円（通常1、
100円）
子ども（２歳以上） 500円（通常 600円）
有効期限：平成26年8月15日金まで

人
人

日本モンキーパーク 美濃加茂市民優待入園割引券

◦ところ
三和交流センター（北部分室）
◦内 容

８ 月15日 金 ま で に、

電話または図書館にある申込用
紙に必要事項を記入し、直接図
書館または三和交流センター

event information

(☎29−1001)へ

◦持ち物

図書貸し出しカード

◦問い合わせ
中央図書館

☎25−7316

その他

other information

「ティッシュde工作」や「願いが
叶う！
“ミサンガ”作り」、
「デコ・
ゼリーづくり」など
◦定 員 30人
◦参加料 150円
◦対 象 どなたでも

情報かわら版

☎0574−25−2111 fax 0574−25−3917
http://www.city.minokamo.gifu.jp▶

◦ところ
生涯学習センター505号室
◦内 容 不動産取引や土地境界
など不動産に関する相談
◦相談員 岐阜県宅地建物取引業
協会中濃支部の役員
◦対 象 どなたでも（先着順）
◦申込み 不 要
※相談時間は、1人30分程度
◦問い合わせ
都市計画課都市計画係
☎内線256

８月15日金まで
◦ところ 日本モンキーパーク（犬山市）
大人
（中学生以上） 500円（通常1、
100円） 子ども（２歳以上） 500円（通常

600円）

▪野外民族博物館リトルワールド入館特別割引
◦入館料
高校生

８月31日日まで

◦ところ

野外民族博物館リトルワールド（犬山市）

大 人 800円（通常1、
700円） シルバー（65歳以上） 600円（通常1、
300円）
500円（通常1、
100円） 小中学生 300円（通常700円） 幼児（３歳以上）150円（通常300円）

◦問い合わせ 日本モンキーパーク ☎0568−61−0870 野外民族博物館リトルワールド ☎0568−62−5611
産業振興課営業戦略係 ☎内線251
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◦入場料

無

※表彰式は９月７日日の午後１時30分から文化の森緑のホー
ルで開催します
※今年度から科学作品展において「岸義人賞」を設置しました

◦問い合わせ

料

教育センター

☎28−3255

美濃加茂市では、「美濃加茂市」らしさが感じられる原動機付自転車などのナンバープレートの導入を目指
し、デザインを募集しました。応募いただいた146点のうち、選考を経て、最終候補となった下の６点を対
象に、市民投票を行います。多くの皆さんからの投票をお待ちしています。

▪日本モンキーパーク入園特別割引

き

９月５日金から７日日 午前９時～午後５時
文化の森企画展示室・美術工芸展示室

オリジナルナンバープレートデザインの市民投票を実施

岐阜県宅地建物取引業協会中濃
支部では、不動産に関する無料相
談会を開催します。
◦と き
８月19日火 午後１時～４時

美濃加茂市では犬山市、各務原市、可児市、坂祝町と連携した観光プロモーションを実施しています。
今回は、日本モンキーパークと野外民族博物館リトルワールドが市民特別割引を行います。

◦と

◦と き
◦ところ

不動産に関する無料相談会

日本モンキーパーク・野外民族博物館リトルワールド 市民特別割引

◦と き
◦入園料

児童生徒 科学・社会科作品展

◦締
切 ８月20日水
◦資
格 市内在住、在勤の人
※１人１票のみ
◦投票方法 市役所や連絡所など市の各公共機
関にある投票用紙に必要事項を記入し、設置
してある投票箱に入れてください（市のホー
ムページからも投票可能）
※投票結果については広報紙や市ホームページ
でお知らせします
※採用されたデザインに投票された人の中から
抽選で、「市制60周年記念缶バッチ」をプレ
ゼントします
※詳細については、市ホームページでご確認く
ださい
◦問い合わせ

税務課市民税係

◦最終候補作品
①

②

③

④

⑤

⑥

☎内線212
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その他

中濃地域障がい者就職合同面接会

other information

８月は「食品衛生月間」です
毎年８月に、食中毒事故の防止
と衛生管理の向上を図るため、全
国一斉に普及啓発活動を展開して
います。
可茂食品衛生協会美濃加茂支部
でも、月間中に食中毒予防の街頭
キャンペーンなどを行います。家
庭でも毎日の生活の中でできる予

電話相談所の開設

人口・世帯
（外国人）

人・世帯
前月比

男性

27,311（1,909）

7

女性

28,006（2,093）

26

火災の発生件数
火災種類

6月中

2014年累計

２件

９件

上記以外の火災

１件

13件

者

０人

０人

者

１人

２人

合計

55,317（4,002）

33

死

世帯数

20,853（1,841）

26

負

６月異動

人数
（外国人）

前月比

出生

41（ 4）

4

死亡

36（ 0）

−7

転入

216（83）

8

死亡事故

０件

１件

転出

185（78）

−22

人身事故

13件

77件

※人口と世帯数の動きは ７ 月 1 日現在です

傷

交通事故の発生件数
交通事故種類

5月中

2014年累計

お詫びと訂正：７月１日号で掲載した
「人口と世帯数の動き」
について異動月に間違いがありました。正しくは、
「５月異動」
です。また、６月１日号で掲載した
「火災の発生件数
（４月分）
」
についても間違いがありました。正しくは、建物火災３件、
上記以外の火災２件です。お詫びして訂正いたします。

◦国民健康保険料 ５期分
保険課収納係 ☎内線228
◦介護保険料 ５期分
保険課介護保険係
☎内線319

９月１日月 です

納期限は、

※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
※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

擁護委員、岐阜地方法務局職員
◦問い合わせ
地域振興課多文化共生係
☎内線362

直接または電話で健康課へ
◦問い合わせ
健康課母子保健係

☎内線389

動物の遺棄や虐待は犯罪です

・ハローワークに障がい者として仕
事探しの申し込みをしている、ま

たは申し込みを予定している人
・来春学校卒業予定の人で就職を
希望する障がい者手帳をお持ち
の人、または取得予定の人
◦参加料 無 料
◦申込み
直接または電話でハローワーク
美濃加茂へ
◦問い合わせ
ハローワーク美濃加茂
☎25−2178
福祉課障がい福祉係
☎内線325

子どもすこやか相談
お子さんの発育・発達に不安があ

る人を対象にした相談会です。小児
科医と理学療法士が相談に応じます。
◦と き
９月５日金 午後２時～４時
◦ところ
◦対 象
◦定 員

保健センター
市内在住の人
５組（先着順）

最近、市内の山などに猫や犬を
遺棄する（捨てる）行為が見受けら
れます。ペットを遺棄したり、虐
待する行為は、「動物の愛護及び
管理に関する法律」で禁止された
行為です。法律に違反した場合は、
厳しい罰則（愛護動物を遺棄、虐
待した場合は、100万円以下の罰
金）を受けることになります。
動物の遺棄は、罰則があるだけ
でなく、地域の人たちにも多大な
迷惑を掛けることになります。そ
うした行為は絶対にやめましょ
う。万が一、遺棄や虐待をしてい
る現場を見かけた場合は、下記ま
でご連絡ください。
◦問い合わせ
加茂警察署 ☎25−0110
中濃保健所 ☎25−3111
環境課市民生活係 ☎内線303

広報みのかも掲載広告を募集

☎内線462

オレオレ詐欺
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息子の実名を名乗り「お金の入ったかばんを落とした。駅までお金を持って来て!」というオレオ
レ詐欺の電話が掛かってきた事案がありました。
事前に遠い親戚の者だと偽って高齢者宅を訪問し、個人情報を聞き出した上でオレオレ詐欺の電
話を掛けてきたものと思われます。
被害に遭わないために、①不用意に家族の名前や個人情報を言わない、②判断・行動は一人で行
わない、③必ず家族や警察に相談する などに注意しましょう。

◦広告枠サイズ 縦50㎜×横86㎜
◦掲載する位置 「情報かわら版」ページ下段
◦色

彩 白黒表現

◦問 い 合 わ せ 代理店㈱ホープ ☎092−716−1404
市政情報課広報係 ☎内線241
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※本券１枚につき、５人まで有効
※コピー、転売不可

建物火災

◦市県民税 ２期分
税務課 ☎内線512

◦ところ わかくさ・プラザ多目
的ホール（関市）
◦対 象

料

※美濃加茂市民のみ有効
※他の割引券との併用は不可
※本券を窓口に提出して下さい

人口と世帯数の動き

高齢者や障がいのある人で、誰
にも打ち明けることのできない悩
みを抱えている人は、お気軽にご
相談ください。相談は無料で、秘
密は厳守します。
◦と き ９月８日月から14日日
※平日は午前８時30分から午後
７時まで、土、日は午前10時
から午後５時まで
◦相談番号 ☎0570−003−110
◦相談担当者
岐阜県人権擁護委員連合会人権

る企業28社の参加を予定しています。
◦と き ９月26日金
午後０時45分～４時30分

無

※プール・世界サル類動物園は別途料金が必要
※美濃加茂市民のみ有効
※本券１枚につき、５人まで有効
※他の割引券との併用や団体利用は不可
※コピー、転売不可
※本券を窓口に提出して下さい

防に心掛け、健康で安心できる食
生活を送りましょう。
◦問い合わせ
健康課総務係 ☎内線388

障がいのある人を対象とした就職
面接会を開催します。 中濃地域にあ

◦参加料
◦申込み

情報アラカルト

Information a la Carte

休日当番のご案内
休日急患診療所
8/3 日 木沢記念病院

25-2181

8/10 日 和知すこやかクリニック（八百津町） 43-3001
8/17 日 粕谷医院（八百津町） 43-0035
8/24 日 木沢記念病院（診察室） 25-2181
8/31 日 太田メディカルクリニック 26-2220
9/7 日 木沢記念病院

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
8/3 日 中島歯科医院

26-0390

8/10 日 かもの歯科医院

28-2341

8/17 日 松村歯科医院

26-2221

8/24 日 ふくい歯科

26-2266

8/31 日 ふくた歯科クリニック 24-0606
9/7 日 たけのこ歯科医院

42-6073

※診療は午前9時から午後3時までです

美濃加茂市の特産を使って

8/2 土 ワタナベ設備㈲

26-2889

8/3 日 中濃瓦斯㈱

26-3148

8/9 土 大塚設備

28-9555

8/10 日 桂川電気産業㈱

26-3225

8/16 土 ㈲安田管工

26-5610

8/17 日 ㈲アテインムライ美濃加茂営 54-3831
8/23 土 塚原設備 美濃加茂営 26-7621
8/24 日 ㈱和泉

28-5411

8/30 土 木下設備工業

26-9415

8/31 日 ㈲米田住宅設備

25-5146

9/6 土 中濃瓦斯㈱

26-3148

9/7 日 ワタナベ設備㈲

26-2889

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
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図書館新着図書紹介

New Books Coming up

里芋………………………… 120ｇ
水……………………………… 75㏄
上新粉……………………… 120ｇ
砂糖…………………………… 60ｇ

甘納豆………………………… 適量

▪調理品の栄養価（10等分にした場合）
エネルギー／85kcal 塩分／0g

8：30〜17：15

休 土・日・ 祝
〒505-8606 太田町3431-1
☎25-2111
（代表） fax 25-3917

かるかんは山芋を使っ
た鹿児島県の貴重な特産
で し た が、 明 治 時 代 に
なって白砂糖が普及する
と、一般家庭でも作られ
るような身近なお菓子に
なりました。
今回は、山芋の代わり
に「里芋」を使ったレシピ
を紹介します。地域産の
食材を使い、おやつの一
品にいかがでしょうか。

▪調理品の材料（流し缶１個分）

各施設のご案内
市役所

Fil e. 06 4

卵白………………………… １個分

休日の水道当番

里芋かるかん

保健センター

南極観測隊のしごと

観測隊員の選考から暮らしまで
成山堂書店

国立極地研究所南極観測センター／編
「南極観測」を職業とし、観測を支え、牽引
している現場の人たちの姿がリアルに伝わ
ります。南極隊員を目指す人にオススメ。

英国ポタリーへようこそ

カントリー・スタイルの器と暮らし
世界文化社

井坂

浩一郎
（いさか

こういちろう）
／著

ポタリーとは窯元のこと。欧州随一の陶芸
大国である英国で、手作りの暮らしを楽し
む陶芸家たちの作品をお楽しみください。

①里芋は皮をむき、水と一緒にミキサーに
かける。
②①に、砂糖、上新粉を混ぜる。
③ボウルに卵白、砂糖大さじ２
（分量外）を
入れ、硬めに泡立て、②に加えてさっく
り混ぜ合わせる。

こころとしんぞう

32日間行われたFIFAワールドカップブ
ラジル大会も、ドイツの優勝で幕が下ろさ
れました。日本代表は残念な結果となりま
したが、他国の試合も見応えがあり楽しく
観戦できました。
私はひょんな縁で市内にあるスポーツカ
フェに通わせていただきました。お店の常連
さんのうんちくも面白く、有意義な時間を
過ごせました。いろいろお世話になりました。
「ワールドカップ観戦は時差による寝不
足がつきもの」と思っていましたが、40歳
を過ぎると仕事との両立も大変。４年後の
開催地はロシアだったと思いますが、時差
はどれくらいあるのかな。
いやいや、まずは新しい日本代表がどの
ようになるかを注目しないとね。 （明）

保育社

村上

中川 ひろたか／文
康成
（むらかみ やすなり）
／絵

「しんぞう」がドキドキするのはどうしてだ
ろう。子どもたちに心と体の不思議を分か
りやすく教えてくれる絵本です。

びじゅつかんへいこう
国土社

スーザン・ベルデ／文 ピーター・レイノルズ／絵
なかがわ ちひろ／訳
子どもは芸術作品を見ると、どんなふうに
感じとっているのでしょうか。子どもの心
をのぞいてみたくなりますよ。

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、住民票の写しが発行できます
※交付機を利用するには、「市民カード」が必要です

４年に１度の祭典が終わりましたね

「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

今月号の表紙
「ほたるの広場」で行われた川遊
びでの１コマ。三和町の大自然の
中で、親子でおもいっきり遊ぶ姿
に心が和み、シャッターをきりま
した。この場所は、何にも代える
ことができない素敵な遊び場。い
つまでも大切にしたいですね。

8：30〜22：00
〒505-8606 太田町3425-1
☎25-4141 fax 28-1109

中央図書館

9：30〜18：00
※土・日・ 祝 は17：15まで
休 毎週月・27日水
〒505-0041 太田町1921-1
☎25-7316 fax 27-2647
9：30〜20：00
※土・日・ 祝 は17：15まで
休 毎週金・27日水
〒505-0027 本郷町9-2-22
☎26-3001 fax 26-3060

⑤蒸し上がったら食べやすい大きさに切っ
て、出来上がり。

８月編集後記

生涯学習センター

東図書館

④甘納豆を③に入れて混ぜ、流し缶に入れ
て、蒸し器にかけ、強火で20分くらい蒸
す。

◦問い合わせ
食生活改善連絡協議会事務局
（健康課）
☎内線386

8：30〜17：15

休 土・日・ 祝
〒505-8606 太田町3425-1
☎25-4145 fax 28-1108

× 美濃加茂市公式ブログ
「みのかも取材日記」
多くの皆さんに美濃加茂市の話題を伝えていこうと、市の広報
担当が取材させていただいた行事などを、ブログ「みのかも取材
日記」として写真と記事で紹介しています。美濃加茂市のホット
な情報を発信していきますので、皆さんのクリックをお待ちして
います。ブログへは、右のQRコードからもアクセスできます。

プラザちゅうたい

8：30〜22：00

みのかも文化の森

9：00〜17：00

休 毎週月
〒505-0041 太田町1916-1
☎26-3241 fax 26-3242

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

みのかも健康の森

9：00〜17：00

休 毎週月
〒505-0042 太田本町3-3-31
☎23-2200 fax 23-2201

休 毎週水
〒505-0003 山之上町7559
☎29-1108 fax 29-1108

http://plaza.rakuten.co.jp/machi21minokamo/
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