


　TVアニメ「やくならマグカップも」は、2010
年に多治見市の有志や企業によって立ち上
げられた“街を元気にしよう”というプロジェク
トの一環として、地元IT企業の株式会社プラ
ネットが2012年より発行を開始したフリーコ
ミック「やくならマグカップも」が原作。

（2021年3月現在33巻まで刊行）

　脱サラした父親とふたり、幼い頃に亡くなった母の故郷、岐阜県多治見市に引っ越してきた豊
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から、ある場所へ誘われる。向かった先は陶芸部！
　そこで初めて母が伝説の陶芸家であったことを知り、姫乃は陶芸の世界に引き込まれていく――。
　個性豊かな仲間たちと繰り広げる、明るく楽しい陶芸ライフ！
　陶芸に魅せられた女子高生たちによる、ゆるかわ陶芸ストーリー！

放送開始！放送開始！放送開始！放送開始！

Story ストーリー

織部学園の一年生。
幼いころに亡くなった、
陶芸家の母の故郷・多治見市に
父親と引っ越してきた。
まったりしているようで、
時々とんでもない事を思いつく。

織部学園の一年生。
陶芸部員ではないが、
いつも部室に入りびたっている
個性派女子。
漫画やゲームなどが大好きで、
姫乃のお父さんのコーヒーの
ファン。
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織部学園の一年生。
姫乃のクラスメイト。
友達想いで、陶芸部の
ムードメーカー。
小さくてかわいいものと
五平餅が大好き。

織部学園の二年生。
有名な陶芸家の祖父を持つ。
陶芸部の部長で、
久々梨三華の幼馴染。
祖父の様な陶芸家を
目指し、日々陶芸と向き合う
努力家。
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　見ていてくださった人、関わった人、すべての縁が特別な作品
だと思います。
　この街も、陶芸も、奥が深くてびっくりすることの連続です。
　これからも元気な物語をお届けできるようがんばります！
　アニメーションの"やくも"は元気でかわいくて感動的です！（確
信）あと、「こみからいず!」もよろしくお願いします。

　１話の見どころは姫乃が三華に部室に連れられ、初めて
陶芸をするシーンです。
　初めて土に触れた姫乃の感想が印象的で、中学の授業
で土から壺を作っていたのを思いだしました。
　すごく楽しく作っていて、気づいたら大きくなっていまし
た。できた壺を持ち帰るのが大変だったなあと。そんな懐か
しさでいっぱいになりました。

「やくならマグカップも こみからいず！」が連載中です！
秋田書店 webマンガ配信サイト「マンガクロス」
にて現在、第3話配信中、第4話は3月25日（木）
に更新予定です。

Interview インタビュー

(株)プラネット

梶原おさむ
さん

幼馴染の推薦で(株)プラネ
ット会長に出逢い、東京より
多治見に移住。9年以上や
くもを描き続けている。

日本アニメーション
株式会社制作

石田祐
ゆう

貴
き

さん

多治見市出身。
社内で「やくならマグカップも」を
提案し、アニメ化のきっかけをつく
った人。

多治見市の取組

市内掲示物の設置

「やくも」と「多治見」をキーワ
ードに商品化部門は37件、夢
のおみやげ部門は96件の応
募がありました。たくさんの応
募ありがとうございました。

原作者へのインタビュー

日本アニメーションで働く地元人、石田さんに聴く「やくも」の魅力

主題歌決定！！
●TVアニメ「やくならマグカップも」
・オープニングテーマ／「扉を開けたら」 
　歌：MUG-MO（豊川姫乃(CV:田中美海)、久々梨三華(CV:芹澤優)、
　成瀬直子(CV: 若井友希)、青木十子(CV:本泉莉奈)）
・エンディングテーマ／「Pale Blue」 歌：内田彩

●「やくならマグカップも-やくもの放課後-」主題歌／「まわる世界に」 歌：まねきケチャ

ラジオも絶賛放送中！！

CBCラジオにて
毎週土曜日22：00〜絶賛放送中！

ラッピング公用車 おみやげコンテスト実施

 NEWS NEWS

駅南北自由通路 豊岡駐車場
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主人公が通う織部学園の陶芸部部室の外観モデル
は、虎渓山町にある水月窯。内観のモデルは住吉町
にある虎渓窯。多治見を訪れた声優さんたちも作
陶体験を楽しみました。

▲ アニメ部室内

▲ アニメ部室外観

部室（水月窯・虎渓窯）
　まさに「やくも」のロケ地が記された宝の地図。
ロケ地巡りの前にぜひ手に入れたいアイテム。
これを見れば、ロケ地看板のありかも一目瞭然！！

設置場所
●多治見駅観光案内所
●多治見市PRセンター（陶都創造館内）
●多治見市役所（本庁舎・駅北庁舎）

　「やくも」のキャラクターたちが多治見の街をご
案内。スマートフォンアプリ「Radiotalk」をダウン
ロードしてアニメや実写のロケ地へGO！
　GPSと連動して、そこでしか聴くことのできな
い音声コンテンツが楽しめます。

ロケ地マップ1 ロケ地マップ

アプリ「Radiotalk」2 アプリ「Radiotalk」

▲ 虎渓窯内観

▲ 安土桃山陶磁の里 ヴォイス工房
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主人公・姫乃のお父さんは、本町オリベストリートで
「ときしろう」という喫茶店を営んでいる設定。実
写パートでは、多治見ならではの美濃焼風鈴に感動
するシーンも！

「ながせ」の赤いゲートもアニメに登場。「やくも」で
は、学校帰りにかっぱ広場に立ち寄る場面がありま
す。ローズ理容の壁面にあるモザイクタイルアート
はアニメの第２話で登場します。

▲ 姫乃の友人・直子の家が営むビューティーサロンな
るせのモデル

はここここ 舞台舞台！が

本町オリベストリート ながせ商店街

ここここ 舞台舞台
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ワクチン接種は、本人の意思に基づ
き実施するものです。ご自身の治療
内容や服薬状況をふまえて、事前に
かかりつけ医などに、ワクチン接種
についての相談をしましょう。

※�３月12日時点の情報です。最新の情報につきましては、多治見市ワクチン接種コールセンター（22-1111（代））にお尋ねいただくか、
ホームページで確認してしてください。

多治見市ワクチン接種コールセンター�
平日�8:30〜17:00�TEL 22-1111（代）

新型コロナワクチン新型コロナワクチン
接種接種についてについて
新型コロナワクチン
接種について

　ワクチンの供給量が限られていることから、4月以降は
高齢者施設の入所者などへの接種から順に開始します。

市内医療機関での接種予約は 
5月以降に開始する予定です。
対象の方には3月下旬にクーポン券と予診票を発送します。（緑色の封筒）

予約開始日や予約方法は後日、個別にお知らせします。 
しばらくお待ちください。
●�ワクチン接種は、原則住民票がある市町村(住
所地)で受けます。入院・入所中の方、市外のか
かりつけ医で基礎疾患について治療中の方は、
入所施設や医療機関に相談してください。

●�安心・安全に接種いただけるよう、市内のかかり
つけ医(４２医療機関)での個別接種(予約制)を
お勧めします。

予約方法 医療機関へ電話で(接種できる医療機
関は後日、個別にお知らせします)
※予約は次の順に行う予定です。

①7５歳以上の方②６５歳以上７５歳未満の方
※�医療機関での予約の混乱を防ぐため、ご協力ください。

 接種に当たり注意が必要な方 
次に該当する方はかかりつけ医へ事前に相談してください。

●抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
●過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
●�過去に予防接種を受けて、接種後２日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状が
出た人
●過去にけいれんを起こしたことがある人
●本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こる恐れがある人

６５歳以上の方 ※昭和３２年４月１日以前に生まれた方

ホームページは
こちらのＱＲコードから

コロナワクチン

　接種予定のワクチンは、ファイザー社製のワクチンで
す。通常、３週間の間隔で筋肉内に２回接種します。
　ワクチンの効果として、ワクチンを受けた人が受けてい
ない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が
少ないということが分かっています(発症予防効果は約
95％と報告されています)。
　接種の主な副反応は、接種部位の痛み、頭痛、関節や筋
肉の痛み、疲労、発熱などがあります。どんなワクチンにも
副反応が起こる可能性があります。まれに起こる重大な
副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。
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※�３月12日時点の情報です。最新の情報につきましては、多治見市ワクチン接種コールセンター（22-1111（代））にお尋ねいただくか、
ホームページで確認してしてください。

多治見市民病院の取り組み
「市民の健康と安全に貢献」
　33ページに多治見市民病院�
今井病院長のコラムを掲載して
います。また、動画により新型コロ
ナウイルス感染症について今井
病院長がわかりやすく解説してい
ます。ぜひご覧ください。

多治見市の取り組み・スケジュール

１月21日 ワクチン接種推進本部開設

３月１日 ワクチン接種コールセンター開設

３月中旬 市内医療従事者などへの接種開始

３月下旬 ６５歳以上の高齢者の方へクーポン券発送

４月 一部高齢者施設などでの接種開始予定

５月以降 高齢者の接種予約を順次開始予定

多治見市医師会の協力のもと、
全庁的な体制によりワクチン
接種を推進

※28ページ健康情報で厚生労働省からの新型コロナワクチンに関する情報も掲載しています。

　高齢者接種が一定程度進んだ後、クーポン券と予診票を送付する予定です。
しばらくお待ちください。
※高齢者の次に、基礎疾患を有する方が優先される見込みです。�
※基礎疾患を有する方の診断書などは必要ありませんが、かかりつけ医に接種について相談してください。

基礎疾患を有する方
1.  以下の病気などで通院・入院中の方
●慢性の呼吸器の病気
●慢性の心臓病(高血圧を含む)
●慢性の腎臓病
●慢性の肝臓病(肝硬変など)
●インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病
●血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く)
●免疫機能が低下する病気(治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む)
●ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
●免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
●神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害など)
●染色体異常
●重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態)
●睡眠時無呼吸症候群

2.  基準（ＢＭＩ３０以上）を満たす肥満の方

６５歳未満の方 ※昭和３２年４月2日以降に生まれた方
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弁天町3丁目 虎渓公園石仏群

　虎渓公園には約140体の石仏が並んでいます。昭和
10年に虎渓新四国八十八ヶ所霊場として、札所の本尊
を模した石仏とともに弘法大師像も山中に安置され
ました。それが昭和43年に現在の場所に集められて
います。4月21日の弘法大師の縁日には、お守をする家の
人々が石仏の脇でお菓子を配ることも行われています。

人
53,280人
56,048人

109,328

47,301世帯

人口と世帯数の動き
2021年3月1日現在

総人口

（前月比 - 2世帯）

世帯数

男

女

（前月比 - 88人）
（前月比 - 45人）
（前月比 - 43人）

◎広報たじみは、市内の公共施設、郵便局、医療機関、銀行、コンビニ、バロー多治見店にあります。　◎市政情報や緊急時の放送は、ＦＭたじみ（７６・３ＭＨＺ）でも放送しています。 広報たじみ
は植物油インキ、印刷用の紙へリサイクルできるAランクの資材のみを使用しています。1部あたり27.19円で42,000部制作しています。

◎「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。一部のＱＲコードはアクセス解析のためにCookieを使用しています。アクセス解析は匿名で収集されており、個人を特定するもので
はありません。この機能はCookieを無効にすることで収集を拒否することができますので、お使いのデバイスのブラウザの設定をご確認ください。

トッテのある形 Part3
　陶芸を中心に、ガラス・金属 
など、全国から集まった364名 
の作家による「トッテ」をテーマに
した小品展です。

4月3日（土）～6月6日（日）
10：00～18：00
※最終日は15：00まで

   ワークショップ
   「松永泰樹のトッテのある形」
   4月24日（土）13：30～※要予約
   申込方法 電話またはホームページから

文化工房ギャラリーヴォイス
TEL 23-9901　FAX 23-9902

陶製アマビエさま手作り講座
　成形と色付けにより陶製
のアマビエさまを手作りする
全2回の講座です。

4月1日(木)～30（金）
火曜定休
①10：00～②13：00～
③15：00～
各枠4人まで

参加料 1体/3,000円
持ち物 マスク、ハンカチ、タオル　申込方法 電話で

安土桃山陶磁の里 ヴォイス工房
TEL 25-2233

西浦焼 －世界の巨人に挑んだ器たち・加納コレクション－
　明治期、世界の陶磁器会社に挑んでいった西浦焼の姿を紹介
します。

4月24日（土）～8月29日（日）
入館料 一般320円

美濃焼ミュージアム　TEL 23-1191

美濃 陶芸作家展2021
　人間国宝の鈴木藏氏、加藤孝造氏をはじめ、美濃で 
活動する126名の陶芸家の作品が一堂に集結します。

5月2日(日)～4日(火･祝）
1部9：00～12：00 ２部13：00～16：00　※今回は事前予約制

入館料 事前予約300円、当日500円(予約に空きがある場合のみ)
（公財）セラミックパーク美濃　TEL 28-3200

▲ 釉下彩芥子図花瓶
　 加納コレクション
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