






















①散乱した緑のどんぐり ②ハイイロチョッキリ

青と緑の物語 ～土岐川観察館の自然だより～

　卵から生まれた幼虫は、ドングリの中身を食べて、
外に出て土の中で蛹になり、夏が来ると羽化をして
成虫になり活動を始めます。
　なぜ、ハイイロチョッキリのお母さんは、卵の入った
ドングリを落とすのでしょう。
　“幼虫が、蛹になるのは土の中だから”とか“ドン
グリの木は、かじられると特別な物質を出して、幼虫
の成長を妨げるので、少しでも早く切り落とす”など
と言われています。
　いずれにしても、ハイイロチョッキリのお母さんが、
生まれてくる子どものために行うようです。ハイイロ
チョッキリのお母さんは、子どもを育てることはでき
ません。
　お母さんが、子どものためにできることは、最後
に枝を切ること それだけです。

　秋、里山の林道で、散乱した緑色のドングリを
見かけることがあります。【写真①】
　どれも、2枚ほどの葉っぱとドングリが枝に付いた
まま切り落とされています。
　これは、日本各地に生息している１cm弱の甲虫
の仲間、ハイイロチョッキリの仕業です。
　雌は、細長い口吻でコナラなどのドングリをかじって
穴を開け、その中に卵を１つ産み付けます。【写真②】
そして、最後に枝をかみ切って、ドングリを枝ごと
落とします。

（文 多治見昆虫会 荒木 裕之）

　ドングリをバラまいたのは、だれ？

問 保健センター　続木　☎ 23-5025

問 土岐川観察館　☎ 21-2151

≪作り方≫
①人参は千切りにして電子レンジ（600Ｗ）で３分加熱
　して冷ましておく。
②サニーレタスは包みやすい大きさにちぎっておく
③春巻きの皮にロースハム、スライスチーズ、サニー
　レタス、人参をのせて包む。空気を抜くようにしっかり
　巻きつけ、巻き終わりは水溶き小麦粉でくっつける。
④フライパンに油を熱し、③を両面こんがりと焼く。
⑤斜め半分に切り、盛り付ける。

～効能 ～
　人参のカロテンは表皮の下にもっとも多く含まれて
います。人参に含まれる豊富なカロテンは、免疫力
を高め、皮膚や粘膜を強くしてくれる働きがあります。
カリウム、カルシウムも豊富で、ビタミンＣも含ま
れています。また、人参の葉にもビタミンCやカル
シウムが豊富に含まれています。葉付きのものが手に
入ったら、天ぷら・お浸し・炒め物にして食べてみて
ください。

　～たじみ産野菜レシピ～

エネルギー／1人分 309kcal (食塩相当量 1.5g)

≪材料 （４人分）≫

人参モリモリ春巻き

・春巻きの皮
・人参
・スライスチーズ
・ロースハム
・サニーレタス
・油
・小麦粉

8枚
400g
8枚
8枚
4枚

大さじ3
適宣

たじみ健康ハッピープラン ～毎食野菜を
　　食べよう～

パックン
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市民病院だより ～地域と共に考える医療～

教育最前線

　新年あけましておめでとうございます。本年も
何卒宜しくお願い申し上げます。
　私は今年度４月より多治見市民病院にて初期
研修医としてお世話になっております三宅陽平と
申します。入職してから早くも9カ月目を迎えようと
しておりますが、日々未熟さを噛みしめながら勉強
の日々です。2020年から始まった新型コロナ
ウイルスの流行も波がありながらも継続しており、
心から安心した生活には程遠く、まだまだ予断の
許さない状況が続きそうに思われます。さらに本年
はインフルエンザの流行も予想されており、より
一層の感染対策が求められる季節となりそうです。
　私の育ちは岐阜県ですが、今まで多治見市には
住んだことがありませんでした。この度多治見市民
病院様にご縁をいただきまして、多治見市に移住
いたしました。多治見は大変暑い街と伺っておりま
したが、昨年は梅雨明けからの猛暑には驚きまして、
話に違わず多治見の夏の素晴らしさを噛みしめて
おりました。また、多治見での生活も一段落した
ころに、多治見といえば陶芸ということで陶芸体験

をしたことがあり、そこからうつわへの熱が盛り
上がっておりまして、今では開催される陶器まつり
を心待ちにするようになっております。
　このような魅力あふれる多治見市で、自身の医師
としてのスタートを迎えることができて本当に嬉しく
思います。来年度4月には新たな初期研修医を迎え
る予定で、私も先輩として後輩に指導しつつ少し
でも多くの知識や技能を吸収できるように頑張って
いきます。少しでも市民の皆様から信頼される医師
になりたいと思い、熱い気持ちで日々精進しており
ます。まだまだ未熟な身ではございますが、責任を
持って職務を全うする覚悟ですので、今後とも何卒
よろしくお願い申し上げます。

多治見市民病院 初期臨床研修医

三宅 陽平 Yohei Miyake

　昨年8月から稼働している食育センターへ、市内
すべての小学3年生、計28クラス約800人が施設
見学に来ています。
　施設見学では、調理の様子を見学しながら、
自分たちのもとへ給食が届くまでの間に、様々な
業種の数多くの人々に支えられていることを学び
ます。この他にも、市の給食の6つのねらいや歴史
の説明、手洗い指導、企業の講師による講話、
栄養教諭・調理員への質疑応答、食育センター
現地での給食の実食などによって、給食や食への
理解を深めています。

　食育推進の拠点 “食育センター”施設見学

　実際に調理場の様子を見た児童からは、「調理員
さん達がこんなに苦労して、給食を作っているなんて
びっくりした。」「苦手な給食が出てもひと口は絶対
に食べる！」「給食を大切に作ってくれているから、
もっと大切に、作ってくれている人のことを考えて
食べたい」などの感想がありました。
　食育センターでは今後も、施設見学や調理員との
交流を通し、子ども達が、食に関する興味・関心を
高め、心身の健康や感謝の気持ちを育む食育を
実施していきます。

問 市民病院　☎ 22-5211

問 食育推進課　☎ 29-1662
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S N A P  a t  T A J I M I - 2 0 2 2

10月31日（月）
「ねんりんピック
かながわ2022」出場

11月7日（月）
2022ゼット旗争奪リトルリーグ
野球西日本選手権大会出場

11月7日（月）
2022年
少林寺拳法全国大会
inOSAKA出場

11月7日（月）
全日本中学生都道府県対抗

11人制ホッケー選手権大会出場

10月31日（月）
第16回JKJO全日本ジュニア

空手道選手権大会出場

11月7日（月）
多治見市食生活改善推進員の
若尾友枝さんが
厚生労働大臣表彰を受賞

11月1日（火）
多治見駅南地区市街地

再開発事業竣工

11月11日（金）
市内在住の

金子力さんから
福祉施策に100万円寄付

11月7日（月）
歌手の佐藤梓さん、

イラストレーターの宮崎はこさん、
画家の木全靖陛さんが出版した絵本
「みんなみんないのちちゃん」を寄贈

やすのり

全国大会出場おめでとうござ
います！

ペデストリアンデッキ
「親子3世代」渡り初め

竣工式

ブロンズ像除幕式
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そのほか、
マイタウンホットニュースは
ホームページで公開しています

11月12日（土）
バスまつりを
ピアゴ多治見店駐車場で開催

11月15日（火）
養正小学校で
開校150周年記念行事を開催

11月19日（土）
日本ハンドボールリーグ・
豊田合成ブルーファルコン

ホームゲーム開催

11月26日（土）
グリーンフェスタ2022
～食と農と健康の
市民農業祭～開催

11月27日（日）
「やくならマグカップも」
放送1周年記念
特別講演会開催

11月3日（木）
第50回多治見まつり

ハイ
 チー
ズ！

開校150周年！

3年ぶりに開
催
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暑い街多治見で、日本一クールな
タイ料理店のオープン！

～自家農園のタイ野菜と地元農家の野菜を
ふんだんに使い、本場の味と雰囲気が楽しめる～

No.1
横溝 渚
伊藤 琴也

多治見市を岐阜県の発信地に。
～岐阜県ならではの　　　　　
　　　　ライフスタイル提案～

No.2

山内 崇寛

オタク活動から人が集まる
活気ある町づくりの発信

No.3
QUESTAR
株式会社
浅井 一輝

AIを活用した
地域経済の活性化支援事業

No.4
太田 龍希
伊藤 悠真
長崎 由人

日　時
場　所
問合せ

1月28日（土）　9:00 ～16:00
セラミックパークMINO 国際会議場
産業観光課 古田、浅野　☎ 22-1252 （ダイヤルイン）

多治見の大自然の中で遊ぼう。
新たなお出かけスポットの提案

No.6
寺西 正憲
寺西 弥生

No.5

THE FINAL
たじみビジネスプランコンテスト第

５
回

厳正なる１次審査を通過したファイナリスト8名による
公開プレゼンテーション形式の最終審査会を開催します。

ファイナリスト紹介

TAJICON ハイスクール ファイナリスト紹介

奥山 久雄

東濃地域の再生可能エネルギーを利活用。
燃料コスト削減！

バイオマスという「新しい選択肢」

No.7

宮地 健太郎

RNWN（ランワン） 多治見西高等学校
Welcomeラッシャイ！足湯カフェ
RNWN（ランワン） 多治見西高等学校
Welcomeラッシャイ！足湯カフェ

No.4M4 多治見西高等学校
47都道府県のおにぎり販売
M4 多治見西高等学校
47都道府県のおにぎり販売

No.3

井上依美沙 名古屋国際高等学校
多治見発のアパレルブランド「minon.」の設立
井上依美沙 名古屋国際高等学校
多治見発のアパレルブランド「minon.」の設立

No.2Corineze 名古屋国際高等学校
多治見市の魅力を集めたコリラゼーション施設の提案
Corineze 名古屋国際高等学校
多治見市の魅力を集めたコリラゼーション施設の提案

No.1

teamタジコウ 多治見高等学校
BOWlinGINZA
teamタジコウ 多治見高等学校
BOWlinGINZA

No.5 No.6 昭和出発平成経由令和行き 多治見高等学校
昭和と令和の旅をしよう！！
昭和出発平成経由令和行き 多治見高等学校
昭和と令和の旅をしよう！！

No.8

井戸 涼叶

セラミック筐体による
アナログレコードプレーヤー用MC
カートリッジ用ヘッドアンプ開発

おにぎり屋「おむすび すずや」
幅広い世代に愛される

古民家風のお店を目指します！

1/28 開
催
！土

9:00 開会・TAJICON発表スタート

12:10 TAJICON発表終了

13:00 ハイスクール発表

14:40 ハイスクール発表終了

15:30 審査結果発表・表彰

当日スケジュール（予定）

き業展も同時開催。
詳細は17ページをご確認ください。

令
和
5年
1/1発

行

2023
No.2360

1

Google play

多治見市
緊急メール

App Store

多治見市
防災アプリ
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 〒
507 -8703 岐

阜
県
多
治
見
市
日
ノ
出
町
2 -15　

【
開
庁
時
間
】8：
30～

17：15 
【
TEL】0572 -22 -1111 【

FAX】0572 -24 -3679
【
E-M
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city.tajim
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HP】https://w
w
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