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ミノヤキセンパイ
児童扶養手当制度
年度末・年度始めの日曜窓口
二宮文化賞・教育文化賞

主な内容

02
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05
06

２月14日
（日）
土岐市消防音楽隊第１回定期演奏会
（文化プラザ）

産業振興課（内線240）

ミノヤキセンパイって？

地方創生交付金を活用して、

中日本高速道路株式会社と共

に土岐市が支援している若手

陶芸作家によるユニット。美

濃焼のまちとして、やきもの

や陶芸に興味のある人が来て

楽しめること、陶芸家を志す

人にとっても陶芸の修業がし

やすいまちであることを
「ミ

ノヤキセンパイ」を通じてＰ

Ｒしていきます。土と炎に青

春をささげる若者を、市は全

力で応援します。

メンバーは？

メンバーは、平成 年４月

ーそれぞれが作成。計 品は

ビアカップを結成時のメンバ

サンマ皿、ごはん茶わん、

第１弾のテーマは
「さんまのある食卓。」

た。

イ」という名前に決まりまし

いをこめて「ミノヤキセンパ

気軽に接してほしいという想

陶芸に関心がない人たちにも

若者らしく青春をイメージし、

月に新加入した中村寿美さん。

アサ佳さんの４人に加え、２

竹下努さん、岡村宜治さん、

の結成時からの田中源さん、

27
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岡村 宜治

PROFILE

おかむら・よしはる

Hajime Tanaka

磁器の白い素材にカ
キオトシ手法で装飾し
た、静で冷たく、うっ
すらと美しい器を中心
ず
に制作。水棲みのカエ
ルと暮らし、ピアノ、
幻想文学、クラシック
カメラ、初音ミク、き
れいなもの集めを愛す。

Tsutomu Takeshita

竹下 努

たけした・つとむ

アサ佳

1986年長野県生ま
れ。中学校の恩師の影
響で陶芸を志す。白い
磁器土に黒い粘土を塗
り、針の様な先のとが
ったもので文様を描く
カキオトシ手法を使っ
た器を中心に制作。

あさか

ASAKA

1985年埼玉県生ま
れ。大量生産の技術で
い こ
ある「鋳込み」を使い、
中身と外身の二重構造
を持つ器を制作。水面
が太陽の光でゆらめく
表情を外身に切り込み、
ポップな色を大胆に取
り入れている。

ホームページやテラスゲート

【放映日時】
３月10日
（木）午後６時～

「まちゆい」内で販売され、

ミノヤキセンパイがぎふチャン
「あなたの街から 土岐市」に出演
します！ぜひご覧ください。

売れ行きは上々との事。待望

【URL】
http://minoyaki-senpai.jp/

の第２弾は、お茶をテーマに

1988年北海道生まれ。中学生の
時に、地元作家の元で陶芸を教わり、
陶芸家を志す。沖縄県立芸大卒業後、
岐阜県にて制作。パーツを装飾し、
下絵の具などで模様を描き、飾って
も楽しい器をつくる。

ミノヤキセンパイ

３月下旬から発売予定です。

PROFILE

中村寿美さん

PROFILE

PROFILE

新加入の紅一点

（なかむら・すみ）

Yoshiharu Okamura

たなか・はじめ

田中 源

PROFILE

1978年神奈川県生
まれ。印花やイッチン
かいゆう
技法などを用い、灰釉
といわれる温かみのあ
る釉薬を使った、日常
生活に使える器を中心
に制作。

児童扶養手当とは
父母の離婚などにより父または母と生計を共にしていない児童
（18歳に達した年度末まで）を養育している家庭（ひとり親家庭
など）を対象に、生活の安定と自立を助け、お子さんの健やかな
成長のために支給する手当です。
支給月額（平成28年３月現在）
▷児童１人の場合…42,000円～9,910円
（全国消費者物価指数の実績値に伴い、手当額の変更があります）
▷第２子加算…5,000円
▷第３子以降の加算…児童1人につき3,000円
※請求者本人と同居の親族（扶養義務者）の所得により支給額を
決定します（所得限度額を超えると手当は支給されません）
。
※毎年８月に「現況届」を受け付け、支給額を見直します。

支給方法
年３回（４月・８月・12月）
、前月までの
４カ月分を振り込みます。
請求方法
必ず本人が申請してください。
申請には、戸籍謄本などの書類が必要です。
※請求する方の事情により必要書類が異なり
ますので、子育て支援課で確認してくださ
い。
請求できない方
事実上婚姻関係
と同様の事情にあ
る方など

所得限度額
な
ど
の
数

扶
養
親
族

本

人

孤児などの養育者

全部支給

一部支給

配偶者・扶養義務者

0

19万円

192万円

236万円

1

57万円

230万円

274万円

2

95万円

268万円

312万円

3

133万円

306万円

350万円

4

171万円

344万円

388万円

5

209万円

382万円

426万円

〈注意〉手当の一部支給停止措置について
お子さんが８歳以上、かつ、受給開始
から５年を経過するなどの場合、月額手
当の２分の１が減額されます。ただし、
就職や就職活動などをしている方、また
は働くことができない理由がある方は、
届け出をすることで減額されません。
子育て支援課（内線154）

バイク・軽自動車などの廃車・譲渡手続きはお早めに！
原動機付自転車・二輪車・軽自動車などに対する軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者
に課されます。
毎年、納税通知書を発送すると、
「廃車して車はないが、税金を納めなければいけないか？」といった問い合わせを
受けることがありますが、これは、４月１日までに廃車などの手続きが済んでいないためです。
３月後半は窓口が混み合います。廃車・譲渡などをした方は、車両の種類に応じて下記の機関で早めに手続きをし
てください。
車両の種類
原動機付自転車（125cc以下）
小型特殊自動車

手続機関
市税務課税政係

☎�1111
（内線183）

125cc超の二輪車

中部運輸局岐阜運輸支局
☎050 ― 5540 ― 2053

軽自動車（軽三輪、軽四輪）

軽自動車検査協会岐阜事務所
☎050 ― 3816 ― 1775

税務課（内線183）
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保健センターが行う各種検診は登録が必要です
各種検診の個別通知を希望する方は、３月18日
（金）
までに登録が必要です
検 診 名

内

容

30歳代健診

身長・体重・腹囲測定、
血圧測定、血液検査、尿検査、
診察

結核・肺がん検診

問診、胸部Ｘ
（エックス）
線撮影
かくたん
喀痰細胞診
（喫煙状況による）

大腸がん検診

問診、便潜血検査
（２日法）

胃がん検診

問診、胃部Ｘ線検査

けい

平成28年度 対象者

（職場・病院などで検診を受ける機会のない下記の方）
30～39歳の方
（昭和52年４月１日～昭和62年４月１日生まれ）

※平成28年度中に30歳または35歳になる方には受診票を郵送します。
申し込みは不要です。

40歳以上の方
（昭和52年４月１日以前生まれ）

※胃がん検診は、がん検診実施のための指針が改正されたことにより、
平成29年度以降、対象要件を変更する可能性があります。

20歳以上の女性
（平成９年４月１日以前生まれ）

子宮頸がん検診

問診、視診、内診、細胞診

乳がん検診

問診、視触診
（希望者のみ）
、
乳房Ｘ線検査
（マンモグラフィ）

40歳以上の女性
（昭和52年４月１日以前生まれ）

前立腺がん検診

問診、血液検査

50歳以上の男性
（昭和42年４月１日以前生まれ）

※平成27年度に受診した方を除く。
※平成27年度に受診した方を除く。

※平成27年度中に検診の個別通知が届いた方と市の検診を受診した方は、保健センターから平成28年度の各種検診の
個別通知を発送します。ただし、すでに登録している方で、過去５年間
（平成23～27年度）
に１回も受診していない
検診の個別通知は行いません。
※上記以外の方で、今後、市の検診の個別通知を希望する方は、３月18日
（金）
までに保健センターへ申し込みくださ
い。
保健センター（☎�2010）

～引っ越しの多い年度末・年度始め～

市役所の日曜窓口を開設します
市では、転入・転出が多い年度末と年度始めの日曜日に次の窓口業務を行いますので、
ご利用ください。※市民課住民係での日曜窓口業務は、年間を通して（年末・年始を除く）行っています。

開設日時

３月27日・４月３日の日曜日 午前８時30分～午後５時

市民課
…国民健康保険・後期高齢者医療保険
転入・離職などに伴う資格取得手続き、転出・就職
などに伴う資格喪失手続き、保険証の交付、保険料
の納付相談、高額医療費の申請など
…国民年金
加入・喪失・免除手続きなど
福祉課…福祉医療
受給者証交付申請書、受給資格喪失届の受付、受給
者証の交付 ※子どもの福祉医療は子育て支援課
子育て支援課…児童手当
認定請求書および消滅手続き

5
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高齢介護課…介護保険
転入・転出に伴う資格取得届・喪失届などの受付、
高額介護サービス費の申請など
水道課…上下水道
使用者・所有者変更届の受付
電気の使用開始・廃止手続きもお忘れなく
３月・4月は電話が混雑します。早朝深夜
でも手続きできるインターネット窓口が便
利です
中部電力 お引っ越し

市教育委員会は２月16日
（火）
、二宮文化賞と教育文化賞の授賞式を行い、二宮文化賞で伊藤イチさん
（下石町）
を、
教育文化賞で校長や児童・生徒など17人と３団体を表彰しました。

■二宮文化賞

■教育文化賞

初代市長の故二宮安徳氏の遺志により、
その寄付金をもとに、昭和62年に創設
された、毎年本市の教育文化の向上に功
績のあった個人または団体に贈られる賞
です。
今年は、公民館や病院などの公共施設
そうきょく
で箏曲の演奏活動を積極的に行うととも
に、指導者として地域の後継者育成に尽
力されるなど、音楽活動を通して本市の
芸術文化の振興に貢献された伊藤イチさ
んが受賞されました。

本市の教育の発展に貢献された教員や学校、スポーツ・文化などの
分野で優れた実績を挙げられた児童・生徒などに贈られます。
教育文化賞の受賞者は、次の皆さんです。〈敬称略〉
▷教育功労賞
山田弘子
（泉西小校長）
▷学校教育賞
土岐津小学校 肥田小学校
▷文化賞
柳生泰杜
（妻木小） 中島慶乃
（駄知小） 髙木秀真
（泉小）
早川咲葵
（西陵中） 木股快斗
（肥田中）
▷スポーツ賞
（個人）
神谷ひな
（土岐津小） 神谷もも
（土岐津小） 神谷そら
（土岐津小）
安藤虎二郎
（下石小） 小田唯斗
（泉小）
船澤南
（土岐津中）
髙山昂太
（西陵中） 伊藤健人
（西陵中） 小栗大和
（駄知中）
酒井宣透
（駄知中） 河添幹斗
（泉中）
▷スポーツ賞
（団体）
土岐市ミニバスケットボールクラブ
水野吟研、中村利和、佐藤大輝、市瀬零、植田悠太、成瀬遥哉、
齋藤拓磨、纐纈拓人、松尾仁之介、土本樹仁、酒井駿、山田統也、
神谷秀飛、浅野天良、遠藤大和

二宮文化賞…庶務課（内線262）
教育文化賞…教育研究所（内線282）

全ての中学校で２学期制を始めます
４月から、これまで一部の中学校で実施していました
「２学期制」を市内の全ての中学校でスタートします。
２学期制になることで、次のメリットが期待できます。

３学期

【２学期制】
後

期

冬休み

期

夏休み

前

◎一つの学期が100日余りとなり、見通しを持った
教育活動を展開することができます。

３月

冬休み

夏休み

２学期

２月

１月

12

月

11

月

10

月

９月

８月

１学期

７月

６月

５月

４月

【３学期制】

２学期制導入のメリット

※10月第２月曜日
（体育の日）
の翌日から後期となります。
※小学校は、これまで通り３学期制です。
学校教育課（内線266）

◎夏休みと冬休みが、学期終了後の休みではなく、
学期中の継続的な学習の期間となります。この期
間も課題を持って学習などに取り組み、学力や体
力の向上を目指します。

◎生徒会活動や学級組織の活動など、
前期・後期で行っている教育活動に
合わせ、学習と生活を一体化した仕
組みで取り組むことができます。

2016.3.1 広報とき
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第30回二宮文化賞・第37回教育文化賞

土曜授業を実施しています
市では、地域の方々のご協力によりさまざまな教育活動を行っています。普段はできない活動を取り入れたり、子
どもたちの学習に対する意欲を高めたりすることを目的とした「土曜授業」に取り組んでいます。
■主な取り組み
▷授業参観と陶芸展のコラボ

▷ひびきあい集会

▷保護者による読み聞かせの会 ▷歌声交流会
▷親子での芸術鑑賞、音楽鑑賞 ▷夢と絆のつどい
▷生き方教室
（先輩と語る会）

◁濃南中「中馬街道の歴史を学ぶ」

学校教育課（内線266）

◁駄知小「ようこそ先輩」

▷地域の方や講師を招いての交流会や講演会

■土曜授業の成果
▷学校行事に積極的に参加しようとする考えが広がり
参加者が増え、親子の会話のよい機会となった。
▷地域のさまざまなボランティアの方が参加しやすく
なった。
▷地域の方に学校の子どもたちの様子を見ていただく
良い機会となった。

募
管理栄養士

集

募集人員 １人程度

おたのしみ農園の利用者
市農業委員会では、お楽し
―

み農園を新しく開園します。
場所 泉島田町２
１区画（約 坪）当

区画数 ７区画
契約料
たり年間千円～１５００円
※随時募集しています。
市農業委員会（産業

（５月） ▽東濃夏の交流会、
月） ▽東

焼津交流
（８月） ▽秋季大会、
運動適性テスト
（
濃駅伝交流会
（
月） ▽東濃

スケート交流会
（１月）
スポーツ振興課（内線２
７７）

東濃特別支援学校
パート職員
■スクールバス添乗員

午前６時 分、７

所属団

︽共通︾

から７時間（４交代制）

時 分、８時 分または９時

・

４月 日～平成 年

同校事務部（☎４

牛たん焼き（宮城県）

平泉（岩手県）

・
振興課内・内線２３８）

スポーツ少年団の団員

募集人員 ２人
勤務時間

昭和 年に日本体育協会が
創設した日本最大級の青少年

よび午後３時 分～５時 分

管理栄養士の資格

所有者で４月から勤務可能な方

スポーツ団体。全国で約３万

採用条件
１カ月の内３、４

午前７時～９時お

勤務形態

募集人員 ２人

■調理補助員

４千団、団員数約

勤務時間

▽土岐津野球スポーツ少年団

採用期間

万人、土

日勤務（１日３～４時間）

岐市においても７団、１６２

▽下石野球スポーツ少年団

３月 日まで
（更新の場合あり）

※通

人の仲間が所属しています。

時給１３４０円

勤務場所 保健センター
賃金

▽妻木野球スポーツ少年団

勤務日 学校開校日

勤賃金あり
の履歴書に管理栄養士免許証

▽駄知野球スポーツ少年団

勤務場所 東濃特別支援学校

日
（火）
までに市販

の写しを添えて保健センター

▽肥田野球スポーツ少年団

１０）

保健センター（☎２０

３月

へ提出してください。

▽泉野球スポーツ少年団

賃金 時給１０７０円
▽春季大

▽ 土岐市空手道スポーツ少年団
年間スケジュール

８２１）

秘書広報課秘書係（内線203）

税務課（内線171）

20
29

大内宿（福島県）
土岐市HP
トップページ≫観光･文化･スポーツ≫国内・国際交流

国税庁キャラクター・イータ君

74

会
（４月） ▽東濃春の交流会

所得税および復興特別所得
税の申告と納税は、３月15日
︵火︶までです。
各種控除を追加する方や給
与収入以外の収入がある方な
ど、ご注意ください。

11

30

東日本大震災からおよそ５年が経過し、被災地では徐々
に活気を取り戻しつつあります。しかし、特に甚大な被害
を受けた岩手県、宮城県、福島県の三県に対する風評被害
が少なからず残っているという情報もあります。市では、
被災地の正確な情報を知ってもらうため、被災地三県
の観光情報などを市のホームページでお伝えして
います。ぜひご覧ください。

３月15日
（火）
まで

16
10

12

20

15

１

30

31

東北被災三県を応援します

確定申告は
お済みですか？

37

情報
ひろば
22

8

●

2016.3.1 広報とき

ご 案 内
ディスクゴルフ教室
日
（日）
午前９時

ＮＰＯ法人東濃さつき会
心の病の集い
日時 ３月 日
（土）

正しく知ろう
ハンセン病

気です。

することが、極めてまれな病

ハンセン病は、感染し発病

▽講演会＝午後１時～３時
元患者の方々の身体の変形

▽交流会＝午後３時～４時
場所 セラトピア土岐１階・

は後遺症にすぎません。早期

日時 ３月
和展示室

に治療すれば、身体に障がい

分 ※雨天決行
演題 「ソーシャルスキルト

が残ることはほとんどありま

陶史の森・せせらぎ公
レーニングを学んで、家族で

場所
園

せん。正しく理解し、偏見や

１０）

保健センター（☎２０

差別をなくしましょう。

サポートをしよう」小屋氏

参加費 無料

対象 一般の方

（愛知県立城山病院看護師）

内容 ルール説明、実技練習、
競技
（上位成績者は景品有り）
昼食、飲み物、タオ

参加費 無料（要申込）
持ち物

うさぎ３

ドリームプラザ（☎９

うさぎ２

ひよこ３

ル、傘・かっぱ（雨天時）

ひよこ２

第２・４木曜日

３２２）

第１・３水曜日

フライングディスク

うさぎ１

・

ひよこ１

意

第２・４火曜日

善

次の方から寄付をいただき
ました。ありがとうございま

11：00～正午

協会東濃支部・小栗さん（☎
０９０ ―７０４４ ―１９１２）

第 回市民総合体育大会・
冬季大会の結果

した。
■土岐津飛翔の会様から

日
（土）
にクリスタル

パーク恵那スケート場でスケ

▽土岐津幼稚園に

１月

ート競技が開催されました。

ダー１台
（５万円相当）

地元弁護士による
無料法律相談会
全ての法律問題に、東濃地

なお、スキー競技は雪不足の

打楽器セ
万

陸上運動

ット、専用保管ケース
（
円相当）
▽土岐津中学校に

用ハードル 台
（ 万円相当）
■長谷川義昭様から福祉向上
のため ３万円

象 ０～１歳児の幼児と保護者
（ひよこ組）
２～３歳児の幼児と保護者
（うさぎ組）
※１年間通える方
募集人数 ひよこ組・うさぎ組とも45組
（15組×３学級）
日時とクラス名

生涯学習課（内線272）

※日程などが変更になる場合もあります。

シュレッ

区の弁護士が無料で相談に応

▽土岐津小学校に

点） ③駄知

①肥田町（
点） ④土岐津町（

スポーツ振興課（内線２

点） ⑤妻木町（９点）

町（

点） ②泉町（

スケート競技

結果は次の通りです。

ため中止となりました。

日
（土）
午後１時

にぎわいプラザ６階

３月

じます。※完全予約制
日時
～３時
場所

パーク法律事務所・

（中津川駅前）
・

安藤弁護士（☎９１１０）

７５）

10

・

９：30～10：30

時間

期日

12

68
14

間 ５月～平成29年２月
所 生涯学習館
容 学級活動
（子育て講話、調理実習、体操など） ６回
音楽活動
（歌、リズム、手遊びなど） 12回
参 加 費 無料
講
師 大学教員、日本音楽療法学会認定音楽療法士 ほか
申込期限 ３月15日
（火）
※応募多数時は抽選（第１子の方を優先）
※２歳以上のお子さんを含む２人以上のお子さんで参加する場
合は、うさぎ組で申し込みください。

対

30

19

58

10

61

30

52

期
場
内

子育てって、ひとりじゃない。みんなで悩んで、ちょっ
と前向いて。子どものてくてく
（歩み）
に合わせた子育てを、
みんなで一緒に楽しく学びませんか？

27

26

問い合わせ
申込方法
Ｅメール

情報ひろば

乳幼児学級てくてく

と

き

め

き

の

瞬間

１

27

仲間と共に、何事にも挑戦！

一流のスポーツ選手が子どもたちと交流する
「夢の
教室」
が土岐津小学校で開かれ、５年生児童81人が参
加しました。
この日の
「夢先生」
は、女子サッカー元日本代表の大
谷未央さん。全員で協力して課題をクリアするゲーム
や、小学校から始めたサッカーで日本代表選手になる
までの自身の体験談などを通じて、子どもたちに 苦
しいときに助けてくれる仲間の尊さ や、 夢を諦めず
に挑戦し続けることの大切さ を伝えました。

２

７

一年間の無病息災を願って

泉町の久尻神社で、弓矢で鬼を払う神事
「追儺式」
が
節分に合わせて行われました。地元住民ら多くの観客
と祈りを捧げた後、
が見守る中、
「天下太平、五穀豊穣」
目の前の巻きわらに向けて
「ええい」
と鋭い声を上げて
矢を放つと、観客から拍手が起こりました。
その後、厄年の方などによる豆まきが行われ、多く
の家族が笑顔で豆やお菓子などを拾っていました。

2016.3.1 広報とき
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Photo sketch
１

28

牛乳からチーズを作ろう

食への感謝、食の大切さなどを学ぶ
「明治食育セミ
ナー・みるく教室」
が泉西小学校で開かれ、５年生児
童43人が参加しました。児童らは、牛乳がどのように
作られているのかや、牛乳に含まれるカルシウムと骨
との関係などを学んだほか、グループに分かれて、牛
乳からカッテージチーズを作る体験をしました。
授業の最後には、児童ら全員に ミルクマスター の
認定証が手渡されました。
１

30

もっと身近に エネルギーの事

土岐市女性連絡協議会主催による講演会「未来のエ
ネルギーと先端医療技術」が文化プラザで行われ、同
協議会のメンバーら約50人が参加しました。この講演
会は、未来のエネルギーについて学ぶことで、女性の
観点から地域社会に寄与できることがないかを考えよ
うと行われました。将来のエネルギー問題は、決して
他人事ではないという講師の言葉に、受講者らは真剣
な様子で耳を傾けていました。
２

７
〜 14

故郷への思いを込めた作品展

土岐市出身の日本画家、石原進さんから作品が寄贈
されたことを記念して、石原さんの絵画展が文化プラ
ザで開催されました。この絵画展では、今回寄贈され
を含む８点の作品が飾られま
た日展最新作
「邂逅の池」
した。今回展示された作品は、
「ヒトツバタゴ」
や
「土
岐川発電所」
など地元を描いたものが多く、会場を訪
れた市民らは、それぞれの作品に込められた故郷への
温かな思いを感じ取っているようでした。
２

16

どう考える？未来のまちづくり

魅力あるまちづくりを進めるための
「土岐市まちづ
くり団体と土岐商業高等学校生徒による意見交換会」
が文化プラザで開催され、関係者ら約60人が参加しま
した。まず始めに生徒らが、
「旧駄知線」
に着目した地
域活性化の研究成果や、土岐市について各々が感じる
事などを発表。その後、各団体関係者との意見交換が
行われ、若者ならではの視点や柔軟な発想で、積極的
に発言していました。

11
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From Readers

市民の皆さんと作るページ
今月 の お 題

卒
業

月丘夢子

一恵

足立昌代

大人には 卒業できぬ 事ばかり

学生服 明日から背広 社会人

人生の 卒業近し 襟正す

チロ

早乙女勇樹

見て後悔 嫁の卒アル 手術前

卒業や 翼広げし 夢目指す

ラン

宮部木偶

森本千代美

卒業後 希望に満ちた 社会人

人生の 最後の卒業 悟る日々

気楽だよ 人生卒業 八十歳

４月１日号の投稿募集
お題は「ぽかぽか」です（１人１句）
。
締め切りは３月17日
（木）
です。

■応募方法
住所・氏名またはペンネームを明記し、直接または郵送、Ｅメー
ルで秘書広報課広報広聴係へ。

ときめきスナップ

「雪の仲森池」

「肥田川の白鷺」

散歩での１枚。カモの群れが冷たい池から土手を
登り、雪のない大きな木の下へ急いでいました。

肥田川に氷が張った朝、じっとたたずんでいた１羽のシ
ラサギが獲物を見定めたのか、ゆっくりと歩き始めまし
た。空の青さが水に映え、とても美しい朝でした。

ＫＡ さん（泉町）【撮影場所】泉町

M.Kato さん（肥田町）【撮影場所】肥田川

皆さんのお気に入りの写真を募集します
■テーマ 風景・イベント（被写体本人などの
承諾を得てください）など最近１年
以内に市内で撮影した写真

■応募方法 写真のタイトル、コメント
（60字程度）
、撮影場所
（町名）
、
住所、氏名またはペンネームを明記し、直接または郵送、
Eメールで広報広聴係へ。
※写真の返却はできません。

応募・問い合わせ 川柳・スナップ共通
広報広聴係 〒509-5192（住所不要）
koho＠city.toki.lg.jp
※応募多数の場合は採用されないことがあります。

54 1111（内線185）／
☎○

55 7763
○

2016.3.1 広報とき
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夢★絆 ＭＹヨウチエンレポート

土岐市教育
肥田小学校附属幼稚園

友達
（異年齢）
とかかわって遊ぶ子

肥田小学校附属幼稚園では、異年齢の交流に力を入れて取り組んできました。年少の友達を助けてあげようと
いう感情が芽生えたり、お姉さん・お兄さんに憧れの気持ちをもったりする中で、自己発揮できるたくましい子
の育成を目指しています。

〈泥んこ遊び〉

〈表現遊び〉

３・４・５歳児が入り乱れて遊んで
います。
「ここに道を作ろう」
「 ここに水を流
そう」
「 僕が水をくんできてあげる」
な
どと言いながら、樋を使って水を流し、
その先をスコップで掘り進める水路作
りを楽しみました。

５歳児の２クラスで
「踊り」
「 楽器」
「 ペープ
サート」
「 オペレッタ」
の混合グループを作っ
て活動しました。

〈お店屋さんごっこ〉
４歳児が、３歳児に喜んでも
らえるようお店に招待しました。
「こっちに並んでね」
「 これは
どう？」
とやさしく接する４歳
児。３歳児からお礼を言われる
と、満足そうな笑みを浮かべて
いました。

１グループは11人。意見の違いでトラブ
ルになることもありましたが、折り合いを付
けることを経験しながら、
「何がしたい？」
「○
○を作るのはどう？」
「 私がやろうか？」
と声
を掛け合う姿が多く見られました。

給食センター掲示板

54 6195）
給食センター
（☎○

給食マイスターが考えた給食を実施しています
毎年、県内全ての小学校６年生が
「食育マイスター」
に任命されます。食育マイスターの任務は、
「学校で食に関
することを学ぶ」
「家庭で食事作りに挑戦する」
「楽しく食事をする家族団らんの時間を工夫する」
の３つです。
給食センターでは食育マイスターの力を発揮してもらおうと学校給食の献立を募集したところ、栄養や料理の
バランスの良いメニューなどたくさんの応募がありました。その中から各学校１つの献立を、２月・３月のメニ
ューに取り入れています。
泉小食育マイスター考案メニュー
（２月４日）
胚芽食パン
バジルチキン
海藻サラダ
ミネストローネ
みかんゼリー
牛乳

３月

【食育マイスター考案メニュー】

肥田小 ３月７日（月）

泉西小

味ごはん、マグロのか
ら揚げ、きんぴらごぼ
う、かき玉汁、一食大
豆、牛乳

麦ごはん、野菜入り焼き肉、
ニンジンサラダ、日吉みそ汁、
果汁グミ、牛乳

駄知小
妻木小 ３月15日（火）

普段はなかなか食べない胚芽を取
り入れました。それ以外はみんな
の大好きなメニューにしました。
※下石･土岐津･濃南小学校の食育マイスター考案
メニューも２月に実施しました。

13
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わかめごはん、ワカサ
ギのから揚げ、大根サ
ラダ、湯葉入りすまし
汁、豆乳デザート、牛乳

３月９日
（水）

３月16日
（水）

カレーライス、とんかつ、ゴ
ボウサラダ、ハッサク、牛乳

55 2010）
保健センター
（☎○

予防接種
種

類

ヒブ

小児用肺炎球菌

対

象

者

接種方法

初回 （27〜56日間隔で３回接種）
生後２カ月以上５歳未満のお子さん
追加 （１回接種）
初回接種終了から７カ月経過している５歳未満のお子さん
初回 （27日以上の間隔で３回接種）
生後２カ月以上５歳未満のお子さん
追加 （１回接種）
初回接種終了から60日経過している1歳〜５歳未満のお子さん

４種混合
ジフテリア
百日せき、破傷風
不活化ポリオ

初回 （20〜56日間隔で３回接種）
３種混合ワクチンおよびポリオワクチンのいずれも接種していな
い、満３カ月以上７歳半未満のお子さん
追加 （１回接種）
初回接種終了から１年経過している７歳半未満のお子さん

水痘ワクチン

水痘にかかったことがない１歳以上３歳未満のお子さん（３カ月以
上の間隔で２回）

麻しん・風しん
第１期

平成27年３月以前に生まれた２歳未満のお子さん
※麻しん・風しん両方に、確実にかかったことがある方は対象外

麻しん・風しん
第２期

平成21年４月２日〜平成22年４月１日に生まれたお子さん
※第２期は、平成28年３月31日まで。４月以降は接種できませ
ん。
※麻しん・風しん両方に、確実にかかったことがある方は対象外

日本脳炎

１期初回（６〜28日間隔で２回接種）
平成25年２月以前に生まれた７歳半未満のお子さん
１期追加（１回接種）
初回接種
（２回）
終了から、おおむね１年経過している７歳半未満
のお子さん
特例対象者
平成７年４月２日〜平成19年４月１日生まれの方
※20歳未満の方は、公費で４回接種できます。
※接種回数・時期はこれまでの接種歴により異なります。

○医療機関へ直接、接種日時
を予約してください。
※保健センターへの申し込み
は不要です。
※麻しん・風しん第１期は、
４月１日以降に予約してく
ださい。
①３月18日
（金）
までに次のい
ずれかの方法で申し込みく
ださい。
▷保健センターまたは支所
窓口
▷保健センターへ FAX
53 0095）
（ ○
▷市ホームページ
②４月１日以降に、申し込み
をした医療機関へ接種日時
を予約してください。
③予診票と母子健康手帳を持
ってお出掛けください。

３月は自殺対策強化月間
心のサイン、感じたら。
みんなが、誰かのゲートキーパー。
ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気付き、声を掛け、
話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のこと

気づき

家族や仲間の変化に気付いて、声を掛ける

傾

本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける

聴

つなぎ

早めに専門家に相談するよう促す

見守り

温かく寄り添いながら、じっくりと見守る

全国一斉こころの健康相談統一ダイヤル
☎0570-064-556

よりそいホットライン
（24時間受付）
☎0120-279-338

2016.3.1 広報とき
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市立総合病院のスタッフが
健康に関する情報をお届けします

リハビリテーション部技師長

リハビリテーション部は︑理
われたりする恐ろしい病気です︒

のコミュニケーション能力が失

山本 明徳

学療法士︑作業療法士︑言語聴
脳卒中の患者さんは 歳以上の

リハビリテーション部の仕事

覚士という３つの異なる職種で
構成されています︒理学療法士

方が多く︑加齢により若い頃の
％程度筋力が低下しています︒

がいを抱える人や身体能力が衰
こ と ︶な ど の 手 術 が 必 要 な 場 合

ま た ︑ 開 頭 術︵ 頭 蓋 骨 を 開 け る

は︑病気や事故などで身体に障
え た 高 齢 者 の 基 本 動 作︵ 座 る ・
も多く︑術後に一定期間の安静

リハビリテーション部では︑

立 つ ・ 歩 く な ど ︶の 回 復 を サ ポ

抱える方の日常生活に必要な能

医師や看護師などとの連携を密

を強いられるため︑一層の筋力

力︵ ト イ レ 動 作 ・ 食 事 動 作 ・ 更

にして︑超早期治療の後すぐに

低下を招きます︒

衣 動 作 な ど ︶を 高 め ま す ︒ 言 語

ベッド上での生活から離脱させ︑

ートします︒作業療法士は︑病

聴覚士は︑生まれつきまたは脳

基本動作や日常生活動作の訓練

気や事故などで身体に障がいを

機能の障がいにより︑話したり

早く日常の生活に復帰できるよ

を行います︒また︑必要に応じ

当院は︑昨年１月に脳卒中セ

う回復を支援しています︒重度

聞いたりすることが不自由な人

ンターを開設したことにより︑

の後遺症が残る患者さんに対し

てコミュニケーション能力や︑

近隣地区からも患者さんが搬送

ても︑介助者の介助量軽減のた

に対して︑言語能力や聴力を回

されるため︑脳卒中の患者さん

めの訓練や説明を行い︑患者さ

摂 食 ・ 嚥 下︵ 食 物 を 口 か ら 食 べ

の割合が高くなりました︒脳卒

んが住み慣れた地域で可能な限

胃 へ 送 る こ と ︶の 訓 練 を 行 い ︑

中 は ︑ 脳 の 血 管 の 詰 ま り︵ 脳 伷

り自立した生活を営めるよう︑

復させるリハビリテーションを

塞 ︶や 出 血︵ 脳 出 血 ︶に よ り ︑ 一

日々努力してサポートしていき

行います︒

瞬のうちに半身の自由が失われ

たいと思います︒

各分野において、優れた業績を残された皆さまの
そのたゆまぬ努力と研さんはまさに市民のかがみで
あり、あらためてここに深く敬意を表するものです。
皆さまにおかれましては、その豊富な識見と貴重
な経験を十分に生かしていただき、本市発展のため
に一層のご尽力をいただきますようお願い申し上げます。
土岐市長 加藤靖也

70

たり︑話すことや聞くことなど
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２月７日
（日）

市長の部屋から

20

平成27年度土岐市功労者表彰式で、さまざまな分野で本市に貢献いただいた方々を表彰いたしました。
また、本市発展のため貴重なご寄付を頂いた方々に感謝状を贈呈いたしました。
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地味ですが…
春を告げるチョウです！
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春のチョウといえば、４月上旬に羽化する色鮮やか
な
「ギフチョウ」
が有名ですが、少しずつ春めいてきた
この時期にも遊歩道を舞うチョウがいました。
「テン
グチョウ」
です。よく見ると、二本ある触角の内側に顔
から突き出したような突起部分があります。これがて
んぐの鼻のように見えるので、この名前が付きました。
翅の裏側には、葉脈のような模様があり枯れ葉そっ
くりです
（写真上）
。てんぐの鼻のような突起は、葉の
茎のようにも見えます。天敵となる鳥類などに見つか
りにくく、食べられないための自然の護身術なんでし
ょうね。
暖かな日差しいっぱいの時には、地面に降りて翅を
広げて休みます
（写真下）
。翅を広げた際の大きさは５
㎝ほど。翅の表側には、茶色地に黄色の模様がありま
す。
テングチョウは、６月頃に羽化し、真夏には休眠し
ます。そして秋に目覚め、成虫のまま越冬するのです。
翅の先、特に左側の後翅に注目してください。ボロボ
ロで大きく欠けています。右側もかなり痛んでおり、
越冬の過酷さを象徴しています。厳しい冬に体をさら
し、少し暖かくなってくると私たちの前に姿を現して
くれるため、 春告げチョウ とも呼ばれています。

森の
日記

教室 の ご案内

木橋修繕完了！ 通行止め解除！

崩落した木橋を修繕している様子を１月号で紹介し
ましたが、このたび、全２カ所の修繕が完了し、無事
「通行止め解除」
となりました。長い間ご不便をお掛け
しましたが、どうぞ陶史の森の遊歩道散策をお楽しみ
ください。
展望台からは、雄大な 御嶽山 、はるかにかすむ
岐阜城・金華山 、並び立つ 名古屋駅前高層ビル群 や
三国山のアンテナ群 など見どころいっぱい。空気が
澄んで強い風が吹く寒い朝はチャンスですよ。

３月
シイタケ教室（要申込・定員30人）
３月６日
（日）午前９時〜11時30分
原木にシイタケの菌を打ち、育て方を学び
ます。※原木は１家族１本
自然教室（自由参加）
３月13日
（日）午前９時〜11時30分
春を待つ木の芽や草の芽を調べます。
バードウオッチング（自由参加、雨天中止）
３月27日
（日）午前９時〜11時30分
春の野鳥を観察します。

４月
ギフチョウ観察会（自由参加）
４月３日
（日）午前９時〜11時30分
羽化したギフチョウを放ち、観察します。
ヒツジの毛刈り
４月22日
（金）午前10時〜
６頭のヒツジの毛刈りをします。
バードウオッチング（自由参加、雨天中止）
４月24日
（日）午前９時〜11時30分
春の野鳥を観察します。
陶史の森は自然環境保護地域です。動植物や石などは絶対に採らないでください。また、ペットの同伴はご遠慮ください。

