
平成30年11月10日（土）多治
見駅南北通路において、強調月
間のオープニングセレモニーを
行いました。多治見西高等学校
附属中学校ギター部の演奏でス
タートし、セレモニー終了後、
少年指導員と中学生・高校生で
啓発活動を行いました。

11月は、内閣府：子ども若者育成支援強調月間

黄色いベスト・黄色い帽子のお
じさん・おばさんが、青少年の育
成支援と、挨拶など気軽な声かけ
をしながら、若者との程よい関係
づくりに努めています。

火曜日から土曜日の 10時から 17時の時間帯で電話相談を
受け付けています。祝日も受付けています。また、メールでの
相談は 24時間受付けています。気軽に相談を！！

安心コール　0120－873－246
安心メール　anshin55@crux.ocn.ne.jp

東濃西部三市にある高等学校と
特別支援学校の 11 校が、JR 駅
周辺で啓発活動を行っています。
これからの社会を築いていく若者
に、積極的に社会に歩み寄る機会
としています。「使ってください」
「よろしかったらどうぞ」

少年指導員による少年指導員による
声かけ活動声かけ活動

高校生による高校生による
啓発活動啓発活動

東濃西部少年センター職員による東濃西部少年センター職員による
相談活動相談活動
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「東濃西部広域だより」は、東濃西部の３市（多治見市、瑞浪市、土岐市）が
共同処理する事務を行う「東濃西部広域行政事務組合」が、その事業内容
を圏域の皆さんに知っていただくために発行している広報紙です。年に２
回（10月と3月）発行しています。

「東濃西部広域行政事務組合」は、東濃看護専門学校の管理運営、青少年の健
全育成及び非行防止、消費生活相談、広域の産業及び観光の振興、医師確
保奨学資金等の貸付、犬の登録及び狂犬病予防などを行っています。

多治見市 瑞　浪　市 土　岐　市 計

人　口（人） 110,470 37,432 58,174 206,076

世帯数（戸） 46,777 15,337 24,606 86,720

構成市の状況

（人口、世帯数は R1.8.1 現在）
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事業者との契約トラブルは、誰にでも起こりうる身近な問題です。物を
購入したり、サービスを利用する際に不安に感じたり、気になることがあ
れば気軽に相談して下さい。

相 談 無 料 秘 密 厳 守

月～金曜日  多治見市役所／22-1134（直通）
火曜日  瑞浪市役所／68-9748（直通） メールでの相談 ／kouiki@tono-seibu.org

金曜日  土岐市役所／54-1111（内線172）

各市の消費生活相談窓口 時　間／ 10:00 ～ 16:00　相談料／無料
相　談／予約制　　　　　予　約／住民登録地の窓口

※原則、相談は住所地の
窓口をご利用ください。

消費者ホットライン。局番なしの 188　土日も対応。お近くの相談窓口に繋がります。

相談は資格を持った専門相談員が３市の各市役所でお話をおうかがいしています。

どんな相談を受けているの？
・消費者と事業者との契約トラブル
の相談

・多重債務の相談
・製品事故に関する相談

談談 無無 料料 秘秘 密密 厳厳 守守 どんな相談を受けているの？

消消費費生生活活 相相談談窓窓口口

窓口へはあらゆる年代の方から相談が寄せられます。その中でも、高齢者の消費者トラブルは、他の相談と違い、
本人以外の方からの相談が多いのが特徴です。高齢者の消費者被害の未然防止、早期解決のためには、高齢者の
まわりにいる人の「気づき」が何より大切です。その「気づき」を消費生活相談窓口に「つなぐ」ことで速やか
な被害の救済や拡大防止が実現されます。
「気づき」や「つなぐ」に繋がる「見守り」は地域や家族などの身近な存在の協力が不可欠です。「気づき」「つなぐ」
ための見守りチェックポイントを活用して、みんなで消費者被害のない安心できる地域づくりを実現しましょう。

出典：公益社団法人 全国消費生活相談員協会「みんなで見守り 気づいて つなごう！」

【会話や表情での気づき】
□お金をあまり使わなくなった
□羽振りのいい話が多くなった
□急に親しい人ができた
□いつもより表情が暗く
元気がない
□投資や祈祷など特定の話題に、
急に詳しくなった

【近所で見かけた気づき】
□ポストに数種類の新聞が
配達されている
□宅配便が頻繁に届いている
□表札やガスメーターに不審な
目印がある
□見慣れない人（作業員など）が
度々出入りしている（屋根工
事や外壁塗装工事など頻繁に
工事をしている様子がある）

【家の中での気づき】
□見慣れない商品や、
段ボールがある
□電話が切れなくて
困っている
□同じような商品が
必要以上にある
□夜、眠れていない様子がある
□カレンダーに集金日・配達日な
どが書かれた印がついている
□テーブルの上に、不審な封筒やカタログ・請求
書などが置いてある

顔の表情や会話
の話題がいつも
と違うときは要
注意です。

普段と違う行動を見か
けたときは、事業者の
前で声をかけて、皆さ
んの存在をアピールし
てください。

家の中の変化に早く気づ
くことで、被害を未然に
防止したり、最小限にす
ることができます。

寸劇や勉強会を通じて、消
費者トラブルの手口や対処方
法をお伝えします。講師は消

費生活相談員です。最近の手口を知り、トラブルか
ら身を守りましょう。
また「気づき」へのつな
がりになりますので、是非
ご活用ください。

出前講座を
ご利用ください

寸劇の様子寸劇の様子

高齢者を消費者被害から高齢者を消費者被害から
守りましょう‼―「気づき」－

生活のちょっとした異変に「気づく」ことが、高齢
者を消費者トラブルから守る第一歩です。

見守りチェックポイント見守りチェックポイント
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※You Tube へは「セラミックバレー」で検索

東濃西部 3市共通の産業である「美濃焼」を PRするため、美
濃焼が出来上がるまでの歴史とロマンを感じさせる PR映像が完
成しました。

美濃焼発祥の地である多治見、瑞浪、土岐、可児市（総称して「セラミックバレー美濃」）へ国内外の方々がお
越しいただけるよう様々なイベント等で放映を行って参りますので、是非ご覧下さい。

美濃焼ＰＲ映像
「セラミックバレー美濃」完成

狂犬病は、人を含め、犬、猫など全ての哺乳類に感染するウイルス性の感染症です。狂犬病は、人を含め、犬、猫など全ての哺乳類に感染するウイルス性の感染症です。
一度、発症すると治療方法は無く、100％死亡する恐ろしい病気です。一度、発症すると治療方法は無く、100％死亡する恐ろしい病気です。

予防するためには、人への感染源のほとんどが犬であることを考えると、犬の狂犬病流行を防ぐことがまず
重要です。そのため犬の飼い主の方は、毎年必ず、飼い犬に重要です。そのため犬の飼い主の方は、毎年必ず、飼い犬に狂犬病予防注射（毎年 1回）狂犬病予防注射（毎年 1回）をしましょう。をしましょう。
また、万一狂犬病が発生した場合、迅速な対応をとるためにも、どこで何頭犬が飼われているかを把握してまた、万一狂犬病が発生した場合、迅速な対応をとるためにも、どこで何頭犬が飼われているかを把握して
おくことも重要です。犬を飼われた方は、おくことも重要です。犬を飼われた方は、飼い犬の登録（生涯 1回）飼い犬の登録（生涯 1回）を必ず行ってください。を必ず行ってください。
※犬の登録（生涯 1回）と狂犬病予防注射（年 1回）は法律で義務付けられています。※犬の登録（生涯 1回）と狂犬病予防注射（年 1回）は法律で義務付けられています。
これらに違反すると、20万円以下の罰金の対象になります。これらに違反すると、20万円以下の罰金の対象になります。

狂犬病とは

問い合わせ先
東濃西部広域行政事務組合　☎ 22-7150（直通）　瑞浪市役所　環境課　　　☎ 68-9806（直通）
多治見市役所　環境課　　　☎ 22-1580（直通）　土岐市役所　生活環境課　☎ 54-1328（直通）

狂 犬 病 予 防 注 射 は お 済 み で す か ？

高齢者を消費者被害から高齢者を消費者被害から
守りましょう‼守りましょう‼  －「つなぐ」－－「つなぐ」－

被害の回復、防止には適切な機関への「つなぐ」が
大切です。
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東濃看護専門学校キャンパスライフ

令和２年度　東濃看護専門学校入学生募集

☆第108回（平成30年度）　看護師国家試験合格率　100％（全国平均　89.3％）

本校では、看護師として必要な技術を得る事は
もちろん、やさしく頼りがいのあるナースとして
活躍できる看護師の育成を目指し、教員と学生
が一丸となって頑張っています。特に 3年生は、
看護師国家試験合格に向け仲間と共に勉強してい
ます。平成30年度の国家試験には、31名が受験
して全員が合格しました。そして新たな看護師と
して全員が病院等で働き始めました。
授業では積極的にシミュレーション教育を取り
入れ、臨床経験豊かな教員が実践的な教育をして
います。勉強ばかりではなく、10月には 6時間
リレーマラソン（教育研修）や学校祭、2月には予
餞会などでリフレッシュができます。
看護師を目指している皆さんへ。私たちと学ぶ
楽しさを味わいませんか？

看護学校への進学をお考えの准看護師の皆さま、この学校で国家資格である看護師を目指してみませんか。
昼間定時制の学校なので、働きながら学ぶことができます。

※推薦入学試験と一般入学試験（一次募集）の合格状況によっては、二次募集は行いません。
※出願・受験に関する詳細、入学後の諸費用等は本校のホームページ（http://tono-seibu.org/to-no-n.c/）を
ご覧下さい。

入学式

学校祭

演習風景

国家試験全員合格

課　　程 看護学科（2年課程　昼間定時制　修業年限 3年）　　　　定員 40名

募集人員 推薦入学試験 ：20名以内　　　一般入学試験 ：推薦入学試験と合わせて 40名

受験資格

准看護師免許を有する者（令和2年3月までに取得見込み者を含む）で次のいずれかに該当す
る者
①高等学校又は中等教育学校の卒業者以外で、准看護師免許取得後 3年以上看護業務に従事
した者及び令和2年3月までに 3年以上従事見込みの者

②高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び令和2年3月までに卒業見込みの者など学校教
育法第90条第 1項に該当する者（高等学校卒業程度認定試験又は大学入学資格検定合格者
及び合格見込み者を含みます）

試験区分 願書受付期間 試験日 合格発表日

推薦入学試験 令和元年10月28日（月）～
令和元年11月6日（水） 令和元年11月20日（水） 令和元年11月28日（木）

一般入学試験
（一次募集）

令和元年12月3日（火）～
令和元年12月20日（金） 令和2年1月15日（水） 令和2年1月24日（金）

一般入学試験
（二次募集）

令和2年2月14日（金）～
令和2年2月25日（火） 令和2年3月3日（火） 令和2年3月5日（木）
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