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７月13日
（水）
土岐津小学校水泳教室

山牛蒡味噌漬

栗のささ巻

味志野・味織部・味黄瀬戸

とっくり陶祖最中

㈱大竹醤油醸造場

㈲虎渓渡辺製菓

㈲虎渓渡辺製菓

㈲虎渓渡辺製菓

甘みのあるみそを使用し
た独特の味が、贈答用や

東濃地方を代表する栗菓
子である栗きんとんに、

ネーミングに美濃焼の技
法を取り入れ、土岐市を

焼き物の街をイメージさ
せる「とっくり型」をし

家庭用に多くの方に親し
まれている。

独自の加工法で味わいを
深くしている。

紹介するものになってい
る。

たもなかがユニークで個
性的。

独自商品を全国にPR
土岐市観光協会 推奨品認定制度

ご当地キャラク

ターやB級グルメ︒

今︑その地域にしかな

い文化や伝統を背景にし

た取り組みが︑人気を呼んで

います︒

今年度︑市観光協会は︑市

の魅力ある産品を全国にPR

しようと﹁推奨品認定制度﹂

の取り組みを始めました︒

14

4月に募集を呼び掛けたと

ころ︑9事業所から 品の申

し込みがあり︑陶磁器組合な

ど事業者の代表のほか︑市茶

華道連盟や地元高校の生徒も

審査会の委員として参加し︑

消費者の立場から︑味やネ

ーミング︑パッケージなどを

審査しました︒

推奨品として認定された

品は︑今後︑統一ロゴシール

が張られ︑市外の物産展など

市観光協会

で土岐市をPRします︒

■問い合わせ

︵☎○ 1131︶
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栗乃伴

ときの味
（乾めん）

こんちきしょう味噌

日吉味噌

山秀製菓舗

㈲日邦食品

㈱大竹醤油醸造場

㈱大竹醤油醸造場

もちと栗きんとんが良く
マッチしている。高級感

珍しい曲がった乾めん
（島
田めん※）に驚き。塩味

名の通り、「こんちきし
ょう」と言いたくなるピ

原料と製造にこだわった
高級感があり、「その日

もあり、贈答品にふさわ
しい。

も良く、帰省の土産にも
人気がある。

リッと辛いおいしさに独
自性がある。

良し」の語呂の名付けも
面白い。

（※）
めんを造る時にできる曲線部分が『島田まげ』に似ていることに由来する。
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た人を笑顔にする魔法の
お菓子のよう。

岐市をPRする商品として
面白い。

横綱巻

竹皮羊羹
うなぎ・季節料理 横綱

池田屋
うなぎを具にしたのり巻
きで、食べやすい。土岐

土岐市を代表する土産品
のひとつ。幅広い年代の
市でしか食べられないの
も魅力。

方に親しまれるお菓子。

陶製ハガキ

うなぎのつくだ煮

ツカモトイコミ夢陶房

うなぎ・季節料理 横綱

INTERVIEW

直︑大人の中に入っての審査だったので緊張しま
したが︑食品は一つ一つ試食して︑味の良さはも
ちろん︑土岐市らしさや推奨品にふさわしいかな
どを基準に︑2人で意見を合わせて評価しました︒
今回は︑主に食品が推奨品になりましたが︑土
岐市は美濃焼の産地なので︑﹃モノ﹄を増やして
いくと︑より土岐市らしさをPRできるのではと
思いました︒また︑まず有名になるものを作って︑
それに関連した食品を作るのも良いのではないで
しょうか︒

うなぎ屋ならではの逸品。
地方発送もあり、PR商

ズとしてユニークさがあ
り面白い。

品として価値が高い。

商ショップ﹂の社長と副社長を務める関係で︑審

査会に参加しました︒

審査会は︑初めは硬い雰囲気でしたが︑次第に

活発な意見が出るようになり︑僕たちも高校生の

目線で商品を見て判断し︑意見を出すことができ

て︑良い経験になりました︒今回の推奨品は食品

が多かったので︑試食もあり︑選んでいて楽しか

ったです︒

審査会のメンバーには︑いろいろな方がいる中

で︑自分たち高校生の意見が聞いてもらえるか心

配でしたが︑しっかり取り入れてもらえたのでう

れしかったです︒

したものを選ぶことができたと思いますので︑ど

今回︑推奨品になった 品は︑どれもしっかり

14

土岐市を有名にするためには︑もっともっと
PRが必要だと思います︒推奨品の取り組みも︑
たくさんの人のいろいろな意見を取り入れ︑何回

陶器のはがきが郵送され、
陶器の街をPRするグッ

僕たちは︑学習の一環で取り組んでいる﹁土岐

ソヨゴの木は市内にも群
生地があり、窯どころ土

学校から推薦されて審査会に参加しました︒正

口に入れた途端消えるよ
うな食感が特徴的。食べ

んどん土岐市をPRして欲しいですね︒
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㈲まる井養蜂園

も続けていくことで︑さらに広がっていくと思い
ます︒

県立土岐商業高等学校 中西拓也さん
（３年） 田中健嗣さん
（３年）

菓子工房オアシス

私たちも選びました。

天然はちみつ

（ソヨゴ・アカシア・サクラ）

県立土岐紅陵高等学校 水野博之さん
（３年） 梶田いづみさん
（３年）

ココ

（メレンゲ菓子）

ペットを飼っている皆さんへ
〜人とペットが仲良く暮らすために〜

最近、市民の方から犬や猫のふん、鳴き声、放し飼いや赤ちゃんの無責
任な放置による苦情が寄せられています。ペットは飼い主を和ませるとて
も愛らしい存在ですが、生活する上では守るべきマナーがあります。
■問い合わせ 環境課（内線252）

愛犬の登録をしましょう
犬は︑生後 日以上になったら登録
91

けましょう︒

ことがないよう必ずリードか胴輪を付

故を防ぐために︑犬が自由に動き回る

しょう︒また︑交通事故やかみつき事

けないように︑しっかりしつけをしま

ほえ癖やかみ癖などで周囲に迷惑を掛

地域には︑犬が苦手な方もいます︒

しつけをしましょう

してきれいにしましょう︒

をしてしまったときは︑水で流すなど

万が一︑家の塀や門などにおしっこ

ょう︒

プと袋を持って︑ふんを持ち帰りまし

ように︑散歩に行くときは必ずスコッ

せん︒みんなが気持ち良く利用できる

道路や公園は犬のトイレではありま

トイレマナーをしっかりと

い所に付けてください︒

札や注射済票は︑首輪など分かりやす

受けてください︒登録後交付される鑑

法がありませんので︑必ず予防接種を

狂犬病は発症してしまうと有効な治療

を行うことが義務付けられています︒

病の発生を防ぐため︑年１回予防注射

届けなければいけません︒また︑狂犬

が必要です︒動物病院や市役所などに

（ 犬の飼い主さんへ ）

屋内飼育をしましょう

猫は飼い主の知らないところで︑地

自覚ある行動をしましょう︒

ていけるよう︑飼い主はマナーを守り︑

そうです︒人とペットが仲良く暮らし

れるようになっては︑ペットがかわい

ないで︑地域の人に迷惑を掛けて嫌わ

す︒かわいいからといってしつけをし

ペットがしたことは飼い主の責任で

す︒

の発情期の鳴き声を防ぐ効果もありま

によるけんか︑遠出︑マーキングや雌

勢手術をしましょう︒雄の縄張り争い

幸な命を増やさないために︑不妊・去

飼えなくなって捨てられてしまう不

不妊・去勢手術をしましょう

付けましょう︒

番号や名前を書いた名札を猫の首輪に

あることを示すために︑飼い主の電話

迷子になることを防止し︑飼い猫で

首輪と名札を忘れずに

た︑トイレのしつけも大切です︒

きる限り屋内飼育に努めましょう︒ま

迷惑を掛けているかもしれません︒で

域の皆さんにふん尿やいたずらなどの

（ 猫の飼い主さんへ ）
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結核住民検診（胸部レントゲン撮影）
保健センターでは、下記の通り８月中旬から９月中旬にかけて市内を巡回し、結核住民検診を実施します。
◆対象 昭和47年４月１日以前に生まれた方（勤務先・病院などで受診される方、妊娠中の方は除く）
結核検診対象者として登録されている方には、受診票を個人通知します。受診票のない方で検診をご希望の方
は、最寄りの会場へ直接お出掛けください。
※土岐市は、結核にかかる方が非常に多い地域です。１年に１回は必ず検診を受けましょう。
5５ 2010）
■問い合わせ 保健センター（☎○

実 施 日

実 施 場 所

実 施 時 間

雨沢公民館
（鶴里）

9：00〜 9：20

坂下公民館
（鶴里）

9：40〜10：00

実 施 日

実 施 場 所

（金） 保健センター
9月 2 日

8月18日
（木） 細野農業集落研修センタ−
（鶴里） 10：20〜11：30

8月19日
（金）

住久保公民館
（曽木）

13：30〜14：30

曽木公民館

15：00〜16：00

浅野公民館
（肥田）
若宮神社境内
（下石）

8月22日
（月） 保健センター
8月23日
（火） 駄知体育館駐車場
8月24日
（水）

13：00〜15：00

13：00〜15：00

南公民館
（駄知）
西部支所
（下石）
（土岐津）
8月29日
（月） 古井町公民館
定林寺公民館
（泉）
文化会館
（泉）
（木）
9月 1 日

白寿苑
（駄知）
東鉄西駄知駅前
（駄知）

（水）
9月 7 日

8：30〜10：30

（金）
9月 9 日

（月）
9月12日

9月13日
（火）

9：00〜11：30
9月14日
（水）

9：00〜11：30
9月15日
（木）

9：00〜11：30
13：00〜15：00

道路は普段の生活に欠かせない、皆さんの財産です。皆さ
んで道路と親しみ、触れ合い、常に広く、美しく、安全に、
共に楽しく利用し、次世代に引き継いでいきましょう。
○通行中に落石・倒木などの障害物や道路の陥没などを見つ
けたら、市役所監理用地課までご連絡ください。
○ご自分の敷地から木などが道路上に出ている場合は、通行
の妨げとなり大変危険ですので、伐採していただきますよう
ご協力をお願いします。
■問い合わせ 監理用地課（内線303）
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8：30〜 9：30
10：00〜11：30
13：00〜15：30
9：00〜11：30
13：00〜14：00
14：30〜15：00
9：00〜11：30
13：00〜14：00
14：30〜16：00
13：00〜15：00

保健センター

泉公民館

保健センター

（金） 妻木公民館
9月16日

『ふしぎだね この道歩くと ほっとする』

14：30〜16：00

土岐津町高山本町クラブ

大富上公会堂
（泉）

8月は「道路ふれあい月間」です

9：00〜11：30
13：00〜14：00

9：00〜11：30

上田町公民館
（土岐津）

13：00〜14：30

13：00〜15：00

八王子神社境内隣
（駄知）

上肥田公会堂
（肥田）

13：00〜14：00

15：00〜16：00

（下石）
西部支所
鶴里公民館

11：00〜12：00
13：30〜15：30

保健センター
大洞公民館
（土岐津）

9：00〜11：30
13：00〜15：00

土岐市スポーツセンター
（土岐津） 14：30〜15：30
（泉）
8月30日
（火） 泉が丘一丁目集会所

肥田公民館

13：00〜15：00

門田公民館
（妻木）

旭ケ丘第一町民館
（駄知）

（火） 河合公民館
（泉）
9月 6 日

9：00〜11：30

9：30〜11：30

（駄知）
8月26日
（金） 恵風荘

下肥田公会堂
（肥田）

13：00〜15：00
9：00〜11：30

下石陶磁器工業協同組合
陶元町公民館
（土岐津）

9：00〜11：30

上郷郷土館
（妻木）

8月25日
（木） 保健センター

（月）
9月 5 日

実 施 時 間
9：00〜11：30

9：00〜11：30
13：00〜14：00
14：30〜16：00
9：00〜11：30
13：00〜14：00
14：30〜16：00
9：00〜11：30
13：00〜14：30
15：00〜16：30
9：00〜11：30
13：00〜15：00

平和祈念の黙とうにご協力を
広島市と長崎市では、原爆が投下された日
から66年目を迎える８月６日と９日に、原爆
による死没者の慰霊式と平和祈念式を行い、
原爆投下時刻に１分間の黙とうを捧げます。
本市でも、８月６日
（土）
午前８時15分から
と、８月９日
（火）
午前11時２分から、防災行
政無線で黙とうを呼び掛けます。
また、終戦記念日の８月15日
（月）
にも、正
午から１分間の黙とうを行います。皆さんの
ご協力をお願いします。
■問い合わせ 秘書広報課（内線206）

政 報
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市職員募集
職

種

人

一 般 事 務 職
（高校卒業程度）

一 般 事 務 職
（身体障がい者）

市では、平成24年度新規採用職員を募集します。

員

受 験 資 格

1人程度

学校教育法に基づく高校（短大、高専、専門学校など含む）卒業程度（見込みを含む）
で、昭和61年４月２日以降に生まれた日本国籍を有する方（大学（大学院含む）卒業程
度の学歴を有する方は除く）

1人程度

次のすべての要件を満たす方①学校教育法に基づく高校（これと同等以上の学歴を含
む）以上を卒業（見込みを含む）した、昭和57年４月２日以降に生まれた日本国籍を有
する方②身体障害者手帳の交付を受けている方③自力による通勤ができ、かつ、介護者
なしに一般事務職としての職務の遂行が可能な方④活字印刷文による出題および口頭に
よる面接試験に対応できる方

栄

養

士

1人程度

昭和57年４月２日以降に生まれた方で、管理栄養士資格所有（見込み）者

消

防

職

1人程度

学校教育法に基づく高校（短大、高専、専門学校など含む）卒業程度（見込みを含む）
で、昭和61年４月２日以降に生まれた男子で、採用後土岐市に在住できる方（住所要件
は、在職中原則として継続します） ※救急救命士資格所有者は採点上考慮します。

薬
剤
師
作 業 療 法 士

1人程度
1人程度

昭和56年４月２日以降に生まれた方で資格所有（見込み）者

※いずれの職も、地方公務員法第16条各号（成年被後見人など）のいずれかに該当する方は受験できません。また栄養
士・作業療法士は、資格取得後、採用決定となります。

●試験日程 ▷第１次試験＝９月18日
（日）
午前９時〜
▷第２次試験＝10月下旬（予定）
●試験会場 市文化プラザ（第１次試験）
●試験内容 ▷第１次試験＝教養試験・適性検査（全
職種）、体力試験（消防職） ▷第２次試験＝面接試
験・作文試験（全職種）、体力試験（一般事務職高校
卒業程度、栄養士）
●給料 ▷高校卒業者＝140,100円 ▷短大卒業者＝
149,800円 ▷大学卒業者＝172,200円 ▷薬剤師・
作業療法士＝190,900円（作業療法士の短大卒業者は、

第８回スポーツフェスティバル
子どもからお年寄りまで、誰もが気軽に始められる
スポーツが体験できる、土岐市スポーツフェスティバ
ル。今回は「ぎふ清流国体１年前」にちなんだイベン
トも開催されます。皆さん、ぜひご参加ください。
日時 ８月27日
（土）
午後６時〜８時（雨天中止）
場所 市総合公園全施設
内容 スピードガンコンテストやノルディックウオー
キング、アーチェリー体験など、ご家族で参加できる
コーナーを用意しています。
参加費 無料
●ぎふ清流国体関連イベント
場所 市総合公園・屋外ステージ
内容 ▷国体強化選手による「ウエイトリフティング
競技」のデモンストレーション（ソウル五輪出場選手
による競技の解説付き） ▷ウエイトリフティング競
技体験（ミナモグッズをプレゼント）など
■問い合わせ スポーツ振興課（内線276）

184,500円）※原則として毎年１回定期に昇給します。
また、受験資格より上位の学歴や民間などの職歴があ
る場合は、一定基準により加算されます。なおこの数
字は現行の額であり、国などの改正に準じ改正されま
す。
●受験の手続き 受験申込書（秘書広報課職員係で交
付）に必要事項を記入の上、８月１日から26日（土・
日曜日を除く）までに同係へ提出してください。
■問い合わせ 秘書広報課職員係（内線207）

市養護老人ホーム恵風荘の臨時職員募集
養護老人ホーム「恵風荘」で、支援員（介護員）と
して勤務していただく臨時職員を募集します。
募集人員 ３人程度
応募資格 運転免許をお持ちで、お年寄りと接するこ
とが好きな健康な方
勤務日 週休２日 ※シフト制。宿直勤務あり
勤務時間 午前９時〜午後５時30分
（休憩１時間含む）
賃金 日額7,480円 ※年次有給休暇、賞与有り
申し込み方法 ８月15日
（月）
までに、市販の履歴書に
必要事項を記入の上、恵風荘へ申し
込みください。面談の上、後日決定
します。
その他 夜間支援員（１人）も合わ
せて募集します。詳しくは問い合わ
せください。
59 8538）
（☎○
■問い合わせ 恵風荘

2011.8.1 広報とき
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募 集
ぎふ東濃アートツーリズム２０１１

絵てがみコンテストの作品

する支援員や︑悩みのある児

また︑教室で授業の補助を

通でも応募可能︒
童生徒の対応に当たる教育相

の未発表のものとし︑1人何
※応募作品は返却しません︒

市販の履歴書に必要事項を

談員の登録者も募集していま

の上︑ぎふ東濃アートツーリ

記入の上︑学校教育課へ提出

◆応募方法 作品の裏面に︑

ズム参加施設の窓口またはミ

してください︒必要が生じた

■対象 市内在住・在勤の方
■申し込み方法 ８月５日
（金）
から
各講座開始日の１週間前まで、電話
で勤労青少年ホームへ（火・日曜日、
祝日を除く午後１時〜９時）
。定員
になり次第、締め切ります。
■問い合わせ 勤労青少年ホーム
57 3010）
（☎○

す︒資格は︑原則として教員

ュージアム中仙道﹁絵てがみ

際に︑登録された方へ連絡し

に関する本を自費出版しよう
とする方を対象に︑補助金を
交付する制度を設けています︒
出版をご予定の方は︑ぜひ

万円

印刷製本費の

この制度をご活用ください︒
◆補助金の額

2分の1以内で︑最高

●着付け講座
期 日 ９月14日〜11月16日の毎
週水曜日（全10回）
時 間 午後７時〜９時
場 所 勤労青少年ホーム・和室
定 員 20人
参加費 無料
講 師 堀幸子氏

免許状をお持ちの方です︒

ー

ます︒

徒の指導に当たる常勤・非常

まで︒

月 日
︵日︶
市

●茶道講座
期 日 ９月15日〜11月24日の毎
週木曜日（全10回）
時 間 午後７時〜９時
場 所 勤労青少年ホーム・和室
定 員 20人
参加費 3,000円（10回分）
講 師 松浦黎子氏（表千家）

日時 8月28日
（日）
午前10時〜
午後３時
場所 勤労青少年ホーム・働く
婦人の家
内容 ▷作品の展示（パッチワ
ーク、草木染め、絵手紙、俳句、
陶芸） ▷クラブ発表（Ｊ＆Ｂ、
土岐ウインド、空手、美濃ウイ
ンド） ▷日用品バザー
（午前10
時〜11時30分） ▷ビンゴゲー
ム
■問い合わせ 勤労青少年ホー
57 3010）
ム（☎○

●フラワーアレンジメント講座
期 日 ８月19日〜12月16日の毎
月第３金曜日（全５回）
時 間 午後７時30分〜９時
場 所 勤労青少年ホーム・研修室
定 員 16人
参加費 7,500円（５回分）
講 師 岸上美知恵氏

住所︑氏名︑年齢
︵学年︶
︑職

コンテスト﹂係︵〒５０９

■問い合わせ

は県東濃振興局振興課︵☎○

◆応募規定

勤講師の登録者を募集してい

◆申込期限

■申し込み・問い合わせ

すてきな自分づくり各種講座の受講生募集

第17回 勤労青少年ホー
ム・働く婦人の家まつり
勤労青少年ホーム・働く婦人の家

業
︵学校名︶
︑電話番号を明記

６１３３瑞浪市明世町戸狩３

︵内線２６５︶

学校教育課

３１︶へ郵送してください︒

を図り︑郷土に関する資料の

市では︑地方文化の活性化

ふるさと土岐の資料づくり

応援します

※ぎふ東濃アートツーリズム

http://art-touri

参加施設など詳しくは︑ウェ
ブサイト︵
︶をご覧く
sm.sakura.ne.jp
ださい︒

月 日
︵水︶

出版活動を奨励するため︑土

◆申込期限

■問い合わせ ミュージアム

﹁ぎふ東濃アートツーリズ

中仙道︵☎○ ０５０５︶また

訪れた際の思い出や道中の景

１１１１・内線２０７︶

員︑教育相談員などの登録者

小・中学校の講師︑学校支援

色などのイラストに︑家族や
友達に伝えたい言葉を添えた
年齢・住所は不

絵手紙を募集します︒
◆応募資格

問︒コンテスト入賞者は︑平
成 年1月に発表予定︒
ズ︵１００×１４８㎜ ︶の用

ます︒資格は︑勤務される校

20

市教育委員会では︑児童生

紙を使用し︑用紙の材質︑絵

種の教員免許状をお持ちの方

30

郵便はがきサイ

の具︑クレヨン︑版画など︑

10

図書館︵☎○ １２５３︶
55

68

です︒

岐市の歴史や地理︑文化など

ム推進連合﹂では︑ぎふ東濃

23

http://www.city.toki.lg.jp

アートツーリズム参加施設を

30

☎54 − 1111（代表）
市役所

描画材料は自由︒作品は本人
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習慣病予防のための健診を実

ドローム︶に着目した︑生活

肪症候群︵メタボリックシン

ものです︒一人一人の保険料

会全体で支えていこうとする

した生活を送れるように︑社

要になった方が安心して自立

※介護保険制度は︑介護が必

窓開き封筒に入った納付書

▽納付書で納める方＝緑色の

■問い合わせ 市農業委員会

︵市議会議員︶

加藤隆一︵泉町︶︑宮地順造

町︶︑渡邉和男︵肥田町︶︑

任された委員＝安藤登︵駄知

年第３回市議会定例会で選

古林長俊︵肥田町︶ ▽平成

佐治良三 ▽農協推薦委員＝

濃さつき会・澤野さん︵☎○

■問い合わせ NPO法人東

◆参加費 無料

語り合う︒

しての接し方を学び︑思いを

◆内容 DVDを見て家族と

ター︵ 聖 十 字 クリニック 2 階 ︶

このため︑市では︑内臓脂

国民健康保険に加入してい
は大切な財源です︒

ご 案 内

〜 歳の方には︑６月に

８月 日
︵火︶
午後1

健康相談・禁煙相談︑
成人歯科健診
■日時
特定健診の受診券を郵送しま

る

お願いします︒
■問い合わせ

福祉課介護保

険係︵内線１５７︶

新しい農業委員会委員
が決まりました

事務局︵内線２４３︶

県求職者総合支援センター

東濃支所
﹁ジョブライフたじみ﹂

駄知町字松本２０４９番3

◆物件︵土地︶ ▽所在地＝

ター東濃支所︵ジョブライフ

行う︑県求職者総合支援セン

活相談と職業紹介を一体的に

離職された方や求職者の生

外１筆 ▽現況＝宅地 ▽面

たじみ︶が開設されました︒

国有財産の売却
︵先着順売り払い︶

㎡ ▽金額＝

︵火︶
※問い合わせ時
９月 日

◆受付期間

３５９万円

付けは午後6時まで︶

前 時〜午後7時︵相談受け

◆開設時間 月〜土曜日の午

テラ４階

積＝４２３．
市農業委員会委員選挙は︑無

に売却済みの場合があります︒

5人の選任委員と合わせ︑
人の新委員が決まりました︒

︱

たじみ︵☎○ ００５７︶

■問い合わせ ジョブライフ

回開催しています︒

の就労支援セミナーを︑月1

労相談など ※再就職のため

談 ▽就活ノウハウなどの就

への住宅情報の提供および相

多治見駅前プラザ・
投票で 人の当選が決まり︑

■申し込み・問い合わせ 東

◆内容 ▽離職などで住宅を

２４７
︱

︵水︶
午後1
８月 日

ホーリークロスセン

◆場所

任期は8月1日から平成

海財務局岐阜財務事務所売却

◆日時

東濃さつき会︵精神障
がい者家族会︶勉強会

２５２︶

担当︵☎０５８

８月１日
︵月︶
〜

年7月 日までの3年間です︒

７月３日
︵日︶
に告示された

９６２８︶

時 分〜２時 分
した︒受診期限は︑９月 日
︵金︶
までです︒
また︑ 〜 歳の方には︑

特定健診を受診して︑年に

金係︵内線１３３︶

平成 年度の介護保険
料
歳以上

失った方または恐れのある方

◆新委員の皆さん︵敬称略︶

▽肥田

▽曽木町＝

時〜4時
◆場所

68

23

４

の方全員に介護保険料の納入

▽土岐津町＝中野典昭︑渡邉

二

▽下石町＝安藤喜久夫

忠彦︑中嶋洋次

利勝
翌月の発送となります︒

梅村德幸︑田中勝郎

今年中に

蓄積が原因となっていること

●納付方法により通知書が異

▽妻木町＝水野金市︑曽根省

が多く︑肥満に加えて高血糖︑

なります

▽鶴里町＝土屋功︑長江

高血圧といった状態が重なっ

町＝楓忠夫︑鈴木貞夫︑加藤

ついては︑誕生月またはその

歳になられる方に

通知書を発送します︒また︑

8月4日
︵木︶
に︑

皆さんのご理解とご協力を

■場所 保健センター
●健康相談・禁煙相談
※禁煙相
今月末に受診券を郵送します︒

市民の方

談をご希望の方は︑事前に電
受診期限は︑ 月までです︒

◆対象
話で申し込みください︒相談
日以外でも受け付けます︒
１回は生活習慣病の予防やチ
ェックを行いましょう︒

保

市民課保険年

●成人歯科健診
歯科健診・相談︑歯

■問い合わせ

磨き指導

◆内容

◆対象 市民の方 ※予約制

◆内容 血圧測定・尿検査

12

▽年金天引きの方︑口座振り

▽泉町＝澤田好彦︑伊

10

︵金︶
◆申込期限 8月 日
■申し込み・問い合わせ
健センター︵☎○ ２０１０︶

特定健診を受診して生活
習慣病を予防しましょう

23

た場合には︑脳血管疾患など

征史

20

30

40

替えの方＝３つ折りはがき

生活習慣病は︑内臓脂肪の

20
26

30 30

の発症リスクが高くなります︒

25

65

26

99

10

65

55

15

31

74

64

65

15
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いつでも学び だれでも習う

生涯学習課（内線273）

土岐市公民館だより
乳幼児学級の受講生募集

（昨年の様子）

乳幼児期のしつけや言葉、食事や遊び、けがの対処など、専門の
先生の話を聞いたり、共通の悩みや不安を持つ親同士で仲間づくり
をしませんか。
今年度も乳幼児学級を開講します。託児もありますので、ぜひ、
お子さんと一緒にご参加ください。
対象 ３歳までの乳幼児を持つお父さん・お母さん
時間 午前10時〜正午
定員 各学級20人
（応募者多数時は抽選）
参加料 無料
申込期限 ８月19日(金)
■申し込み・問い合わせ 生涯学習課公民館係（内線273）※土・
日曜日を除く午前８時30分〜午後５時15分
期
回

学習テーマ

日

と

会

場

北部学級
南部学級
（肥田公民館） （妻木公民館）

１

開講式、オリエンテーション

9月6日
（火）

9月8日
（木）

２

子育ては３歳未満までが勝負
（講義・話し合い）

9 月13日
（火）

9 月15日
（木）

9 月20日
（火）

9 月22日
（木）

9 月27日
（火）

9 月29日
（木）

みんなで一緒に歌って踊って
３ （親子で一緒に踊ったり、歌を歌う）
※託児はありません

４

楽しみましょう おやつ作り
（講義・調理実習）

５

美容と健康
インナーマッスルを鍛えよう

10月 4 日
（火） 10月 6 日
（木）

６

歯のバイキンさんバイバイしようね
（専門医による講義・質疑）

10月11日
（火） 10月13日
（木）

７

いざというとき慌てないでね
（消防職員による救急救命法）

10月18日
（火） 10月20日
（木）

乳幼児学級の託児スタッフ募集
内容 乳幼児学級参加者の子ども（０〜３歳）の託児
日時 各学級開催日の午前９時30分〜正午（全６回）※北部学級
は９月20日
（火）
、南部学級は９月22日
（木）
を除く。特別の理由が
ない限り、全日程の参加をお願いします。
募集人員 １開催につき20人（先着順）
謝礼 １開催につき1,500円
その他 ご自分のお子さんを連れての託児はご遠慮ください。
申込期限 ８月19日
（金）
■申し込み・問い合わせ 生涯学習課公民館係（内線273）

9
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下石公民館
７月のミニコンサート
『ちびっこ音楽会』
かわいい音楽家たちが、学校で習っ
た歌や音楽を演奏します。
日時 ８月13日
（土）
午後６時開演
場所 下石公民館
（楽習舎）
ジョイホー
ル
入場料 無料 ※申し込み不要
57 5727）
（☎○
■問い合わせ 下石公民館

Nature & Experience

いきものふれあいの里
「陶史の森」だより
59 5144
土岐市ネイチャーセンター ☎○

鳥の子育て

陶史の森のネイチャーセンターに
設置してある巣箱にヤマガラが6個
の卵を産み︑かわいいひなが誕生し
ました︒親鳥はひなにせっせと餌を
運んで子育てをし︑ひなは無事に巣
立っていきました︒雨の日も風の日
も愛情をたっぷり注いで子育てをす
る姿を見て︑けなげで立派だと感心
しました︒
しかし︑中には子育てをまるっき
りほかの鳥任せにするものがいます︒
それはホトトギスです︒ホトトギス
はウグイスなどの巣に自分の卵を産
み︑代わりに︑そこにあった卵を1
つ放り出します︒また︑ウグイスよ
りも早くかえることの多いホトトギ
スのひなは︑ほかの卵をすべて巣の
外へ押し出してしまいます︒何も知
らないウグイスは︑自分より大きな
ホトトギスのひなを一生懸命育てる
のです︒このような子育ての仕方を
たくらん
﹁托卵﹂といいます︒
一般的には﹁トッキョ キョカキ
ョク﹂と聞こえるといわれるホトト
ギスの鳴き声が︑時々﹁︵托卵の︶
トッキョ キョカキョカ﹂と鳴いて
いるようにも聞こえます︒しかし︑
これはホトトギスの話︒私たち人間
が自分の子どもを誰かに託し︑育児
放棄をするなんて許されるはずもあ
りませんね︒
二十四節季ではもうすぐ立秋︒夏
鳥のホトトギスは︑間もなく南へ帰
って行きます︒
の

記

日

ミツバチ教室 6月19日（日）

梅雨の合間を縫って、ミツバチ教室が行われました。30家族
約100人の方が参加され、東濃西部養蜂組合長の小木曽さんの説
明に、身を乗り出して聞き入っていました。その後、ネットの付いた帽子をか
ぶって森の中に設置してあるミツバチの巣を観察したり、みつを遠心分離器で
搾ったりしました。搾りたてのみつをパンに付けて味わった参加者の皆さんは、
幸せそうな表情に包まれました。

羊の赤ちゃん、陶史の森へ 6月21日（火）
加茂郡白川町から陶史の森へ、かわいい２頭の子羊がやって来ました。雄と
雌の１頭ずつで、チェビオットとコリデール、シェットランドの雑種です。２
は
頭は広い羊牧場でのびのびと草を食んだり、じゃれ合って遊んだりしています。
ぜひ見に来てください。

教室のご案内

８月

９月

昆虫教室（要申込・定員20人）

秋の虫の音教室（要申込・定員20人）

８月７日
（日）
午前９時〜11時30分
昆虫採集と観察、標本作り
バードウオッチング（自由参加）
８月28日
（日）
午前９時〜11時30分
夏の野鳥を観察
（雨天中止）

９月３日
（土）
午後７時〜９時
秋に鳴く虫を探し、音を楽しむ
草木染め教室（要申込・定員20人）
９月18日
（日）
午前９時〜11時30分
植物を使って自然の草木染めをする
バードウオッチング（自由参加）
９月25日
（日）
午前９時〜11時30分
秋の野鳥を観察（雨天中止）

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。

2011.8.1 広報とき
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TOKI 学 Time

土岐市教育 夢 ☆ 絆 MYヨウチエンレポート
このコーナーでは、市内の幼・小・中学校の取り組みをレポートします。

土岐津幼稚園

ごっこ遊びを通してはぐくむ力
土岐津幼稚園では、１つの遊びをみんなで考えて発展させる楽しさを、ごっこ遊びを通し経験してほしいと願い、年間
の計画に組み入れています。
友達と気持ちが通じ合った喜びを感じたり、けんかをしたり我慢したりする中で、友達への親しみや信頼感、仲間意識
がはぐくまれ、そのことがこれからの生活の力となっていくよう期待しています。

お店屋さん

いらっしゃいませ！

劇場ごっこ

これから歌を
歌います

怖くするには
どうしたらいい？

遊びの相談

おばけやしき
おばけだぞ〜

給食センター掲示板
視察や試食会などで好評をいただいています！
新しくなった給食センターに、保護者や関係団体など、たくさんの方々が視察や試食に来てくださいます。視察された
方は、最新式の設備や徹底した衛生管理に感心され、給食の試食でも、
「ご飯がふっくらしておいしいね」
「サラダが冷た
くておいしいね」など、うれしい感想を話してくれます。今後も新しい施設に安心することなく、安全・安心でおいしい
給食作りに、精いっぱい頑張っていきます。
また、各学校においても、試食会や食育講話、調理実習などを実施していただいています。
「食」について、保護者の
方々が興味・関心を深めていただけることを、とてもうれしく思っています。

泉西小学校母親委員会センター視察・試食会

ごちそうさま
でした！
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生活学校センター視察・試食会

市内にお住まいの方から、「ぜひ
子どもたちに食べてもらいたい」と、
新鮮でとてもおいしいレタスをいた
だきましたので、レタスサラダにし
ました。地元で作られたレタスと知
って、子どもたちは一層、目を輝か
せて食べてくれました。

下石小学校調理実習

VOL.85

男性︑子どもにとって
の男女共同参画

み作りなどが重要だと考えら
れています︒そして︑子ども
にとっての男女共同参画につ

間のささいな問題﹂ととらえ

あるいは﹁家庭や職場の男女

男女共同参画を﹁女性の問題﹂

した︒これは︑多くの男性が

な重点分野として追加されま

っての男女共同参画﹂が新た

計画では︑﹁男性︑子供にと

れた第３次男女共同参画基本

見本となる私たち大人も︑男

見て育つ﹂といわれますが︑

か︒昔から﹁子は親の背中を

ことも大切ではないでしょう

んから自然な形で伝えていく

に︑家庭でお父さんやお母さ

など︑教育が担う分野ととも

階に合わせた性に関する指導

教育・学習の充実や発達の段

いては︑男女平等を推進する

ているため︑男性も一緒にな

女共同参画についての理解を

年 月に閣議決定さ

って取り組む男女共同参画が

深め︑普段の生活の中で実践

平成

進んでいないという点と︑今

そのため市では︑お子さん

していくことを心掛けていき

次代を担う子どもや若者世代

と一緒に過ごす時間の多い夏

後の社会全体における男女共

の一人一人が︑男女共同参画

休みに合わせて︑２年前から

たいですね︒

への理解を深めることが重要

ご家族が一緒に読めるコラム

同参画を推進するためには︑

であるという点に着目したこ

﹁夏休みこども版

では︑どういった取り組み

発行しています︒今回は本号

読もう！いきいきコラム﹂を

みんなで

とによります︒
が必要なのでしょうか？男性

に折り込みをしていますので︑
この機会が︑お子さんと一

にとっての男女共同参画につ
ための広報・啓発などはもち

緒に男女共同参画を考える良

ぜひご覧ください︒

ろんのこと︑男性が家庭や地

いきっかけになるよう願って

いては︑男性への理解促進の

域活動に積極的に参加できる

います︒

昨年９月から今年の２月にかけて、運動教室「リズ
ムに合わせてシェイプアップ！〜始めよう！楽しくメ
タボ予防〜」を開催しました。
教室では、健康運動指導士の丹羽恵美氏を講師に招
き、メタボリックシンドロームの予防・改善を目的に、
いすやマットを使った体操やエアロビクスなど、音楽
に合わせて楽しく体を動かしました。運動を始めたい、
メタボを予防・改善したいという多くの方が参加され
ました。

12

ような職場環境の改善や仕組

保健センターで実施した運動教室の様子を紹介します。

参加者の感想
・教室に参加して、体を動かすことを意識するように
なりました。
・動かすことで体が軽くなり、ウキウキとした気持ち
で活動できました。
・体が軽くなり、体重が減りました。
・お腹周りが少しすっきりした気がします。
・自宅でも体操を取り入れています。参加して大変プ
ラスになりました。
・体を動かすことが楽しくなりました。
・普段、手や足を思いっきり動かすことがなかったの
で、良い機会になりました。楽しかったです。

運動で心も体もリフレッシュ！

22

23年度運動教室のご案内
今年度も運動教室の開催を予定しています。楽しく
体を動かし、運動を始めるきっかけとして教室に参加
してみませんか？
開催日程、申し込み方法など、詳しくは本紙９月１
日号でご案内します。
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健康ガイド

55 2010
保健センター
（すこやか館内）☎○
健康に関する情報は、市ホームページでもご覧になれます。

乳幼児健康相談・食事相談・みそ汁の塩分測定
対
日

象：乳幼児の保護者、市民
時：①８月26日
（金）午前10時〜11時30分
②８月29日
（月）午前10時〜11時30分
午後 １ 時30分〜 ３ 時
場
所：保健センター
相 談 員：保健師、管理栄養士
※みそ汁の塩分測定を希望の方は、当日朝の「みそ汁」を
50ml程お持ちください。

もぐもぐ
（離乳食）
教室
対
象：４か月児健診を受けたお子さんの保護者
日
時：８月22日
（月）午後１時〜３時30分
場
所：保健センター
持 ち 物：エプロン、三角巾、筆記用具
定
員：20人（先着10人まで託児可能）
締め切り：８月18日
（木）

１歳すくすく教室
対
象：平成22年７月生まれのお子さん
日
時：８月30日
（火）午前10時〜11時30分
場
所：保健センター
内
容：食事・おやつの話、試食、絵本の読み聞かせ
持 ち 物：母子健康手帳、筆記用具、お子さん用のお茶
定
員：12人
（先着順）
締め切り：８月26日
（金）

第１期 麻しん・風しん混合予防接種
（医療機関での個別接種)

★注

対 象：平成22年８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、
対象ではありません。

ジフテリア・破傷風混合トキソイド
（医療機関での個別接種）

★注

対 象：小学校６年生
(平成11年４月２日〜平成12年４月１日生まれ)
幼児期に、ジフテリアを含む混合ワクチンを２回以上接種
したことがある児童
※対象となるお子さんには、個別に通知します。

３種混合予防接種〔初回・追加〕
〈ジフテリア・百日せき・破傷風〉
（医療機関での個別接種）

★注

対 象：生後３カ月〜７歳半未満のお子さん
内 容：
〔初回〕
７歳半未満のお子さんで、３種混合予防接
種を３回接種したことがなく、今までに申し込み
をされていない方
〔追加〕
平成22年８月までに３種混合予防接種を
３回接種終了されているお子さん
※百日せきと診断されたことがある場合は、保健センター
へご相談ください。

日本脳炎予防接種〔１期初回・追加〕
〔２期〕★注

（医療機関での個別接種）

ぱくぱく幼児食教室
対
象：３歳児健診を受けたお子さんと保護者
日
時：９月２日
（金）午前10時〜午後1時
場
所：保健センター
内
容：幼児食の話、親子で実習
持 ち 物：筆記用具、エプロン、三角巾
参 加 費：200円
定
員：10組
（先着順）
締め切り：８月26日
（金）

こころの健康相談
対
日
場
備

象：不眠・ふさぎ込む・怒りっぽい・認知症などで
お悩みの方
時：８月23日
（火）午後１時〜３時
所：東濃保健所
23 1111・内線362）
考：要予約 東濃保健所 （☎○
または保健センター

献 血
対
期
時
場
持
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象：16歳以上〜69歳以下の方 ※献血方法により、
年齢・体重で献血基準が変わります。
日：８月31日
（水）
間：①午前10時〜午後１時
②午後2時30分〜4時30分
所：①市役所 ②三起屋
ち 物：献血手帳または献血カード

広報とき 2011.8.1

対 象：
〔１期〕平成20年７月以前に生まれたお子さん
※７歳半から９歳未満のお子さんも受け付けます。
〔２期〕平成７年６月から平成14年８月生まれの
お子さん
内 容：
〔１期初回〕
今までに日本脳炎予防接種を一度も受
けていないお子さん（６〜28日間隔で２回接種）
〔１期追加〕
初回接種（２回）終了から、おおむね
１年経過しているお子さん（１回接種）
〔２期〕
平成７年６月から平成14年８月生まれの
お子さんで、これまでに日本脳炎予防接種１期を
３回接種していないお子さん
※中学１・２年生で幼児期に４回接種していない
方も受け付けます（ただし、４回目の接種は3回
目の接種終了後おおむね5年の間隔を置くことが
望ましい）
。
※接種回数・接種時期は、これまでの接種歴により
異なりますので、不明な点は問い合わせください。
★注

※個別予防接種の申し込みは、８月15日
（月）
までに、保健
53 0095・送信後の電話確認をお願いし
センターへFAX
（○
ます）
、市のホームページまたは直接窓口にて申し込みく
ださい。
※接種は９月からですが、
８月25日
（木）
以降に、
申し込みさ
れた医療機関で接種日時を予約の上、接種してください。
※接種前には、市が配布した「予防接種と子どもの健康」
をよく読み、予診票に必要事項を記載し母子健康手帳を
持ってお出掛けください。

Photo Sketch

ときめきの 瞬間

街で出会った
ときめきの瞬間を
お届けします

7月の「青少年の非行・被害防止全国強調月間」に
合わせ、JR土岐市駅で街頭啓発活動がありました。活
動には、市内の６中学校から各校２人の代表が１日保
護司として参加。緑の帽子をかぶった生徒たちは、
『１日保護司』と書かれたタスキを肩に掛け、行き交
う人に「社会を明るくしましょう」と呼び掛けました。

広報
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発行
・
編集

美濃焼セットに真心込めて

きれいな歯で ニコッ

７月７日
（木）

2011
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7月7日
︵木︶

東日本大震災の被災地を支援するプ
ロジェクトの出発式が市役所でありま
した︒市シルバー人材センターの皆さ
んがボランティアで詰め合わせた︑市
内の陶磁器業界提供による茶わんや皿
な ど ︑ 約 １千 の 美 濃 焼 セ ッ ト が ︑ 宮 城
県内2市1町の仮設住宅の入居者に届
けられました︒

明るい社会をつくりましょう

７月14日
（木）
歯の優良児童審査会が保健センターで行われ、市内
の９小学校から男女１人ずつ選ばれた６年生18人が
審査に臨みました。歯並びや歯茎の状態のほか、染め
出し液を使って歯磨きが上手にできているかを歯科医
みちとき
師が審査した結果、最優秀賞には、江口宙辰さん
（鶴
はる か
里小）
と高木悠加さん
（土岐津小）
が選ばれました。

土岐市役所秘書広報課広報広聴係
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
54 1111・内線185
☎○

