
たじみまちづくりナビ
未来へ受け継ぐ絵本制作
「お寺ライブ実行委員会」

身近にある消費生活のお話
消費生活相談窓口

　消費生活相談窓口では、消費者であれば誰でも、
「無料」「秘密厳守」で相談でき、専門の相談員が
相談や苦情をお聞きして解決するためのお手伝いを
しています。商品・サービス契約時や購入時の
トラブルのほか、架空請求詐欺などについても
ご相談いただけます。
　トラブルの解決には、何よりも「早めの相談」が
大切です。少しでも不安を感じた場合は、必ず、
契約前、購入前、支払前に、消費生活相談窓口
にご相談ください。

夜間在宅当番医・休日急病診療
7月の夜間在宅当番医

問合せ　くらし人権課　奥村　TEL 22 1134
　  消費者ホットライン   TEL 188
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●時　　間　土曜…19：00～21：30（受付は21：00まで）
　　　　　　日・祝…13：00～17：00（受付は16：30まで）
●診療場所　多治見市民病院　救急外来診察室
　※あらかじめ電話で連絡してください。　TEL 22 5211

土曜と日曜、祝日の休日急病診療

●時　間　10：00～12：00、13：00～16：00
　　　　　（原則、予約制）
●相談料　無料

消費生活相談窓口のご案内

●診療時間　19：00～21：30（受付は21：00まで）
　※気象状況、諸般の事情により、急きょ休診となる
　　場合があります。　
　※夜間診察料が加算されます。
　※あらかじめ電話で連絡してください。　

●診療時間外はこちらへお問い合わせください
救急医療情報センター　TEL 23‒3799

市民活動交流支援センター
（ぽると多治見)
TEL/FAX 22-0320

問合せ

多治見市豊岡町1 55ヤマカまなびパーク6階住　所

　「お寺ライブ実行
委員会」は気軽に
芸術に触れる機会
を作るため、地域の
ランドマークである
お寺を活用し、郷土
愛を育む活動をして

います。命や人を大事にする尊さを後世に残る形で
伝えたいという思いから多治見市まちづくり活動
補助金を活用し、CD付き絵本を作成します。
　亡くなられた方と今生きている方が向き合う場所
として虎渓山徳林院において9月18日(日)に『お寺
ライブ10周年』で絵本のお披露目をします。また
市内保育園、幼稚園などの児童施設に絵本を寄贈し、
その際には絵本に込めた想いを直接届ける為に読み
聞かせイベントも行います。絵本を通して豊かで
幸せ溢れる街になるような活動を行っていきます。 

問合せ
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注意：このカラーカンプは、カラーコピー機によって出力されたものです。
　　  実際の印刷された製品とは、再現性が若干異なりますので予めご了承ください。

Health＆Sports健康・スポーツ情報
※新型コロナウイルス感染症の影響により掲載内容を中止・延期など変更する場合があります。

新型コロナウイルス感染症防止のため、検診などを受ける場合は必ずマスクを着用してください。会場に行く前に必ず体温を測定、37.5度以上の発熱が
ある時や、咳、痰などの症状がある場合は参加を控えてください。

◆第10回一斉ラジオ体操会
　平成23年8月に開催したNHK巡回ラジオ体操を
記念して毎年実施しています。

◆バス献血のお知らせ

■日　時  8月6日（土）　6：15～6：45　※雨天中止
■場　所 星ケ台競技場
■対　象 どなたでも 
■問合せ　文化スポーツ課　冨士　TEL 22ー1191

■日　時  8月6日（土）　10：30～12：00
■場　所 マインキッチンスタジオ（笠原ショッピングプラザマイン内） 
■対　象 小学生と保護者  
■定　員 ５組10人程度　※応募多数の場合は抽選 
■参加料 200円/人  
■持ち物  筆記用具 
■申込方法 7月20日（水）までに参加する親子の氏名、子どもの学年、
　　　　 住所、電話番号をＥメールで    ※件名「食育講座申込」 
■問合せ　食育推進課　宇野、菊永　TEL 29ー1662　E-MAIL shokuikusuishin@city.tajimi.lg.jp 

■受講料  500円　　■対　象　高校生以上
■持ち物 運動できる服（ジーンズ、スカート不可）
　　　　  室内用シューズ
■申込方法 電話または窓口へ（7月1日（金）9:00～） 
※開始10分前には着替え、受付を済ませてください

■日　時  7月31日（日）　9：30～16：00 
■場　所 バロー多治見店駐車場
■対　象 400mL献血限定、体重50kg以上、薬を   

飲んでいる方は薬品名必要
　　　　 ※海外渡航歴のある方は、どこの国でも4週間  

　あけてください
■申込み　岐阜県赤十字血液センター
  問合せ TEL 058ー272ー6927

■日　時  7月18日（月・祝）　15：00～18：00 
■場　所 笠原体育館　第３競技場 
■対　象 小学6年生以下（3年生以下は保護者同伴） 
■参加料　50円/1時間（大人の付添いは参加料不要） 
■問合せ   笠原体育館　TEL 43ー6285

　お散歩の途中の川辺で、石投げや笹船作りなど夏らしい遊びをします。

　SDGs（持続可能な開発目標）と、食品ロスについて、親子で学びます。
　残った野菜をおいしく食べる調理デモ＆レシピ紹介！ 

◆ニコニコ親子さんぽ

■日　時  7月7日（木）　10：00～（約１時間）  ※雨天中止     
■集合場所　感謝と挑戦のTYK体育館駐車場
■持ち物 飲み物、帽子、タオル、マスク   ※ベビーカー可　
■問合せ　保健センター　島原　TEL 23ー5960

【トレーニング室利用者講習8月 ※要事前申込】

場・申・問 定 員時　間

TYK体育館
TEL 22-4111 随時受付毎日実施

※状況により休講日
　あり

2人
/1回

10：00～11：00
13：30～14：30 4人

/1回
2日(火)、19日(金)
29日(月)

19：00～20：00夜間：奇数日
笠原体育館
TEL 43-6285 

　鉄棒、跳び箱の特訓が気軽にできます。 
◆鉄棒・跳び箱の日

◆親子で食品ロスについて考えてみよう
～未来志向の視点を持つ子を育む食育講座～

先生からの
特別アドバイス

※申込不要
16：00～17：00

森 裕子 氏
もり  ゆうこ

講師
（名古屋グランパス
栄養アドバイザー）

自由研究に役立つワークシート付き！
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注意：このカラーカンプは、カラーコピー機によって出力されたものです。
　　  実際の印刷された製品とは、再現性が若干異なりますので予めご了承ください。

information

育児休業職員の代替職員（任期付職員）の募集

■問合せ　産業観光課　TEL 22 1250

市職員の育児休業期間（最大３年間）の代替職員（任期付職員）を募集します。

採用区分 職種区分 名簿登録人数

任期付職員

一般事務 ２人程度

２人程度保育士・
幼稚園教諭

・学校教育法に基づく高校
　（これと同等以上の学歴を含む）を卒業した人

・学校教育法に基づく高校
　（これと同等以上の学歴を含む）を卒業した人
・保育士および幼稚園教諭の両資格を取得している人

受験資格 （下記の要件をすべて満たすこと。
  学歴は最終学歴。性別は問いません。）

※ 任期付職員は、任期の条件を除き給与や勤務条件は正規職員と同じ。
　 試験合格者は令和４年９月上旬以降、市職員の育児休業取得に合わせて採用。
※ 詳細は、受験要項をご覧ください。（ホームページからダウンロードしてください。
　 ダウンロード出来ない方は、本庁舎４階人事課、駅北庁舎１階、地区事務所窓口までお越しください。） 

■申 込 期 間
■一次試験日
■試 験 場 所
■試 験 内 容
■申 込 方 法
■問 合 せ

６月20日（月）～７月15日（金） 17:15 ※必着
７月31日（日）
ヤマカまなびパーク
受験要項をご確認ください
受験要項に記載のある提出書類を郵送で
人事課　 岡安、葉名尻　TEL  22 1394

コロナ収束を願い、多治見の心をひとつに、明日への希望につなげよう！

　昨年度に引き続き、市民の皆さまに元気になっていただきたく、コロナ禍でも開催できる方法を検討
してまいりました。
　今年度も、コロナ収束に向け「がんばろう！多治見」をスローガンに7月31日に打ち上げます（土岐川
河川敷では行いません）。

花火の内容
について

開催の
案内

・夜数分、市内数カ所で同時打ち上げ

・雨天決行（荒天除く）、順延なし

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、詳しい打ち上
げ場所は公表しません。打ち上げ場所および周辺に近づくこと
のないようお願いします。ご理解ご協力をよろしくお願いします。

花火を通じて、多治見のまちを元気に。
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問合せ 保健センター　続木　TEL 23 5025たじみ健康ハッピープラン

問合せ 土岐川観察館　TEL 21 2151 青と緑の物語 ～土岐川観察館の自然だより～

・豚ひき肉
・玉ねぎ

・なす
・卵
・パン粉
・ナツメグ
・塩、こしょう
・油

・プチトマト
・ピーマン
・ホールコーン
・ピザ用チーズ
・ケチャップ
・粉パセリ

16個
1/2個
大さじ2
30ｇ

小さじ2
適宜

250ｇ
100ｇ

（1/2個）
1/2本
1個

大さじ4
少々
少々

大さじ1

≪作り方≫
① 玉ねぎはみじん切り、なすは細かく刻む。
② フライパンに油を熱し①を炒めて、こしょうを振っ
　 ておく。
③ トッピングのピーマンはみじん切りにする。 
④ トッピングのプチトマトは半分に切る。 
⑤ 豚ひき肉に塩、こしょうをして、粘りが出るまで練る。 
⑥ ⑤に②、卵、パン粉、ナツメグを入れて混ぜ合わせる。 
⑦ ⑥を８等分にして１cmの厚さに丸く広げる。 
⑧ フライパンに油をしき、⑦を両面焼く。 
⑨ ⑧にケチャップを塗り、プチトマト・ホールコーン・
　 ピーマン・ピザ用チーズをのせる。 
⑩ オーブントースターでチーズが溶けるまで焼く。
⑪ 粉パセリを振る。 

私たちの太陽系は渦巻きの中心から1/3くらいのとこ
ろにあります。そこから中心の方向を見ると、星がた
くさん重なって見え、その上や下を見ると星はあまりあ
りません。つまり天の川は私たちが所属する銀河系を
横から見たときに見える星の集まりなのです。夏の星
空は、中心方向を見ているので濃い天の川が見え、反
対方向は冬の星空になり、星がちょっと少なくて薄い
天の川になるのです。これからの季節、海や山へ行っ
て夜空に天の川が見えたら、それは私たちの所属する
巨大な銀河系の姿を見ているのだということを思い出
してください。ちょっと壮大な気分になりませんか？ 

　天の川を見たことがありますか？多治見ではよほど
空の暗い所へ行かないと見えないのが残念ですね。
さて、天の川の正体は何なのでしょう。天の川を双眼
鏡で見てみると、細かい星がたくさん見えてきます。
そうです。天の川は星の集まりなのです。ではどうし
て星がたくさん川のように見えているのでしょうか。
それには、私たちの太陽系が所属している星の集まり、
銀河系について知る必要があります。 
　銀河系は、太陽のような星、２千億個の大集団。
その２千億個の星が、直径９兆５千万kmの１０万倍も
ある巨大な渦巻きの姿をしています。この渦巻きは
図１のようにまるで目玉焼きのような形をしており、 （地球村星倶楽部　井戸 英夫）

図1

～トマトの効能 ～
　トマトは加熱するとおいしさがアップします。トマト
は日本では付け合せやサラダとして利用が多いですが、
欧米では加熱調味料的に使われます。トマトの酸味や
ペクチンが肉・魚類の脂っこさを和らげてくれます。
　また、トマトは加熱することで甘みやうまみがグッと増します。
ビタミンＣは減少するもののトマトに含まれるリコピンは、
加熱することで細胞壁が壊れ、油に溶けやすい性質もあい
まって吸収率が３～４倍にアップするといわれています。

　～たじみ産野菜レシピ～

)g6.0 量当相塩食（ lack033　分人1/ーギルネエ
≫）分人４（ 料材≪

～毎食野菜を
　　食べよう～

ハンバーグの夏野菜ピザ
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問合せ 市民病院　TEL 22-5211 

問合せ 教育総務課　小久保　TEL 23 5856

市民病院だより ～地域と共に考える医療～

教育最前線！

　今年の４月から内科後期研修医1年目として勤務
している青山栞奈と申します。愛知県春日井市の
名古屋徳洲会総合病院で初期研修を2年間終えた後、
消化器内科を中心とした内科全般を学び、消化器
内視鏡技術の習得のため、縁あって多治見市民病
院を選択しました。徳洲会病院では研修医1年目
の時から内科外来、救急外来、胃カメラを学び、
2年目からは大腸カメラを中心とした消化器系メ
インの研修をしておりました。また、初期研修最
後の2ヶ月間は徳之島という、人口1万人の小さな
島の病院で僻地医療の最前線に立っていました。
　今この原稿を書いているのは着任して１ヶ月過
ぎた頃ですが、多治見市民病院では内視鏡(胃、大腸、
ERCP、大腸ステント)だけでなく、救急科、内科
外来を通して色んな患者さんと接しております。
初期研修の2年間、そして多治見市民病院に来て
からの１ヶ月と、色んな患者さんに接し、皆さんの
生命を預かってきた中で、自分が常に心がけて
いることが3つあります。

　「謙虚さ」：どんな方からも学べることは沢山あ
ります。
　「声かけ」：お薬だけではなく、「安心」を求めて
病院を受診される方が多いと感じます。どんな言葉
が、その人にとって一番いい声かけなのか、常に
考えながら診療をしております。患者さんや家族の
方が安心して笑って帰ってくれると私も嬉しいです。
　「しんどい時こそ相手の気持ちも考える」：毎日で
はありませんが、立て続けに緊急内視鏡検査や緊急
入院依頼があり、しんどいと思う日はあります。
しかし、そんな時こそ、なるべく相手（患者さん）の
ことも考えて行動するようにしています。

　地域の皆さま、開業医の先生方、介護施設の方、
救急隊員の方々、今後とも宜しくお願い致します。

多治見市民病院 内科医
青山 栞奈 Kanna Aoyama

令和４年(2022)年度

多治見市教育行政主要施策 ～マニフェスト～

教育長　渡辺 哲郎

詳しくは
ホームページを
ご覧ください♪

多治見市がめざす子ども像
～第２次多治見市教育基本計画～
・自らの力で未来を切り拓き、自立して生きる子ども
・自他の良さや違いを理解し、共生する子ども

コロナ禍での学びの保障
安全、安心な環境の下での学び（学力、体力）の継続

上記を目標にし、今年度の多治見市教育行政主要施策を
明確にし、岐阜県教育環境ナンバー１を目指します。
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令和4年度文部科学大臣表彰創意工夫功労賞受賞した
明和工業株式会社の皆さんが受賞の喜びを市長に報告
しました。

5月17日（火）
日常生活のアイデアから考案

配食型見守り活動で高齢者救命に寄与した、社会就労
支援センターけやきへ感謝状を授与しました。

5月18日（水）
孤立死ゼロ／虐待死ゼロのまち協力隊

東美濃6市1町（多治見市、中津川市、瑞浪市、
恵那市、土岐市、可児市、御嵩町）と日本郵便
株式会社東海支社が連携・協力して地域の
活性化や住民サービスの向上などを図ること
を目指します。

5月24日（火）
広域包括連携協定締結

2020年7月から約2年間かけて再現した16世紀の大窯の窯焚き2日
目の様子を取材しました。
※白天目とは、抹茶用茶碗であり、鉄釉をかけたものが多くある天目
の中でも灰釉や長石釉をかけた白色系の天目の呼び名です。国の
重要文化財となっている二碗は瀬戸・美濃窯で焼かれたと考えられ
ています。

5月19日（木）
昔ながらの方法で白天目を焼く

表 紙

窯出しされた白天目



※予算に達し次第終了となります。

※画像はイメージです。

美濃焼等販売促進支援美濃焼等販売促進支援

対象商品購入の場合

体験の場合

1 市内の参加店舗へGO

2 購入、体験する際にメッセージカードを記入

3 対象商品や作陶体験がお得に！

問合せ　産業観光課　TEL 22 1250

参加店舗など詳細は
こちらをチェック
※7月中旬更新

参加店舗も募集中！
問合せ　多治見陶磁器卸商業協同組合（明治町２－４） TEL 25 5588

今回はタイル名称統一100周年に
焦点をあてて実施します。
作陶などの体験も対象です！

今回はタイル名称統一100周年に
焦点をあてて実施します。
作陶などの体験も対象です！

美濃焼（陶磁器、タイル）、美濃焼に付随して同時
購入する雑貨品（箸、箸置き、スプーン、フォーク、
ランチョンマットなど）

作陶体験、絵付け体験、
モザイクタイルワークショップなど

1,000円以上購入で

1,000円以上で

2,000円以上で

30%OFF

1,000円OFF
500円OFF

（3,000円上限）

（上限）

仕組み

7月30日（土）
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