
①②⑤申込時に連絡、③④土岐川観察館
�①②⑤小学4年生以下は保護者同伴�
④中学生以下は保護者同伴

休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）
開館時間 10：00～17：00

土岐川観察館�TEL 21-2151

　早春に見られるギフチョウの話と観察
会をします。
9：30～11：30�受付9：00～

持ち物 筆記用具、歩きやすい靴

①昆虫観察シリーズ-1
　春の女神ギフチョウ観察会

4/12
（日）

　市内のビオトープの今と昔を展示します。

③かんさつ館展示-2
　魚 多治見市内のビオトープ今昔

5/1（金）
 〜31（日）

　安全確保のためのロープを装着し、高さ5メートル
の壁に挑戦します。
4月18日、5月2日の土曜日
10:00～12:00、13:00～15:00

持ち物 運動できる服装　講師 多治見峰遊会

フリークライミング体験

　口径15ｃｍの屈折望遠鏡で月の表面や星団
を見ます。
4月25日、5月16日の土曜日
19：30～21：00

講師 地球村星倶楽部

サタデースターナイト

三の倉市民の里地球村
TEL 24-3212

　笠原川でアマゴの放流とつかみ捕りを
します。
9：30～11：30�受付9：00～
80人

持ち物 帽子、着替え、水筒、ぬれてもよい靴
申込方法 4月1日（水）�10:00～電話で

②子どもガサガサ探険隊-1
　笠原川 今年もやりますアマゴの放流

4/26
（日）

　もち米の田植え、稲刈り、餅つきを体験します。
5月9日、9月5日、令和3年1月9日(通年、全3回)
の土曜日、10:00～12:00
三の倉体験農園
20人�※中学生以下は保護者同伴

年会費 1,500円/1人
持ち物 農作業に適した服装、帽子、飲み物、タオルなど
申込方法 4月11日(土)9:00～電話または窓口で

　春の里山を歩き山菜を採取しながら、講師の
山野草解説を楽しみます。
4月18日(土)�10:00～12:00
30人

参加料 500円
持ち物 動きやすい服装
講師 多治見植物の会
申込方法 4月4日(土)9：00～電話または窓口で

　かんさつ館展示に合わせ、市内のビオトー
プの始まりと現状について話します。
18：30～20：00�受付18：00～
20人

④かんさつ館講座-2
　魚 多治見市内のビオトープ今昔

5/8
（金）

　多治見市の田園地帯でガサガサをします。
9：30～11：30�受付9：00～

持ち物 帽子、着替え、水筒、ぬれてもよい靴

⑤子どもガサガサ探険隊-2
　姫川 ドジョウは捕れるか

5/10
（日）

田植えから始める！
親子コメコメくらぶ

里山の春を感じる
春の山菜ウオーキング
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国民健康保険料の仮算定額を通知
　令和2年度の国民健康保険料仮算定の納付通知書
（4～6月分）を4月中旬に送付します。
４～６月の国民健康保険料
　令和2年度の住民税が決定していないため、4月1
日現在に加入資格がある方を基準に、平成31（令和
元）年度の年間保険料額の12分の１程度を各月の仮
算定額として賦課するものです。
７月以降の国民健康保険料
　令和2年度の住民税決定後の7月に1年間の保険料
（本算定額）を決定し、仮算定額との調整を行った上
で、納付通知書を送付します。
　同一世帯中に国保加入者がいれば、世帯主が国保
加入者でなくても納付義務者になります。

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の
仮徴収額決定通知書を送付
●４月以降に年金特別徴収となる方・世帯
　国民健康保険料と後期高齢者医療保険料の納付方
法が4月以降、年金特別徴収（年金天引きによる納付）
に変更になる世帯（後期高齢者医療保険料は変更に
なる方）に、4月、6月、8月分の仮徴収額決定通知書を
4月初旬に送付します。
●継続して年金特別徴収の方
　2月分と同額での徴収となり通知書は発送しませ
ん。10月以降の保険料については、令和2年度の住民
税決定後の7月に1年間の保険料（本算定額）を決定
し、仮徴収額との調整を行った上で、納付通知書を送
付します。

�保険年金課�富田、遠藤、虎山�
TEL 23-5746

カモシカ（ニホンカモシカ）について
　近年市内全域でカモシカが目撃されています。カモ
シカはウシ科の動物で、北海道、中国地方を除く本州、
四国、九州に生息しています。かつて毛皮や食肉を目
的とした狩猟が行われていましたが、数が激減したた
め、昭和9年に国の天然記念物、昭和30年に国の特別
天然記念物に指定され、保護されています。
　成獣の体長は1～1.5ｍほどで、体色は黒褐色や灰
褐色が多く、10～15ｃｍほどの角を2本持っていま
す。草食動物で、低
木の葉や芽、樹皮
や草などを食べま
す。基本的におとな
しい動物で、単独で
行動します。春から
初夏ごろには子ど
もを産みます。

カモシカを見かけたときの対応
●�近寄らず静かに様子を見守るか、そっと離れてくだ
さい。しばらくすると帰巣本能で山へ帰っていきま
す。逃げ道はふさがないようにしてください。
●�犬に吠えられると興奮することがありますので、ペッ
トがいる場合はそっと離れてください。
●�カモシカの子どものみがいる場合は、親が近くにお
り威嚇してくる場合がありますので、近づかないでく
ださい。
※�人家や交通量の多い道路上など、人やカモシカに危
険が及びそうな場合、文化財保護センターに連絡
※�カモシカがケガや病気などで動けない場合や死亡
している場合、文化財保護センターに連絡。近寄っ
たり触ったりしない
※�多治見市以外でカモシカを発見した場合、発見した
市町村の文化財担当に連絡
文化財保護センター�TEL 25‐8633

職務内容 収蔵資料の管理・活用、企画展示の立
案・準備、市民向け文化財講座の企画、ホームペー
ジ作成、文化財の調査など
雇用期間 6月1日～令和3年3月31日
※評定により更新あり
勤務場所 文化財保護センター　 1人
勤務時間 週30時間、月～金曜日週4日勤務、
8：30～17：00※変更する場合あり

採用条件
1�学芸員資格を有するまたは取得する見込みの人
2�大学で史学、考古学または民俗学を専攻していたもしく
はそれと同等以上の知識、技能がある人
3�普通自動車運転免許を取得または取得する見込みの人
4�パソコン操作（ワード、エクセルなど）ができること
報酬月額 185,639円
申込方法 4月17日（金）必着で必要書類（ホ
ームページ参照）を郵送または窓口へ

�文化財保護センター�大中�
TEL 25-8633

15 2 02 0年 4月 防災行政無線の内容はFMたじみ（76.3MHz）でもお知らせしています



人事課 大前、西尾 TEL 22-1394

多治見市職員を募集 令和3年4月1日付けで採用する職員を募集します。

詳細は6月広報でお知らせします

就職セミナーを随時開催 令和3年4月1日付けで採用する職員を対象に
就職セミナーを開催します。

●一般事務職
●保健師
●消防職
●保育士・幼稚園教諭
　など

5月25日（月）～
6月19日（金）
※受験要項は5月中旬
に配布予定

　 7月12日（日）
　　　　基礎能力検査、
適性検査、小論文
※職種により実技試験、
　体力試験あり

試験内容　

セミナー名

4
月

11日（土）

18日（土）

20日（月）

25日（土）

ウィンクあいち

多治見市消防本部

本庁舎

駅北庁舎

マイナビ就職EXPO 名古屋会場

多治見市消防就職説明会

多治見市就職セミナー

多治見市幼保セミナー

全職種

消防職

一般事務職など

保育士、幼稚園教諭

採用職種 申込期間 1次試験

　　　　5月31日（日）まで
　　　　東濃地区交通安全
協会（多治見警察署内）
　　　 670円
　　 東濃地区交通安全協会
TEL 25-0241

表彰種別 章の色 運転経験 無事故無違反
の期間 過去の表彰歴

地区模範章

特別優秀章

緑十字銅章

県表彰

模範章

優良章

優秀章

銀色

緑色

金色

金色

10年以上

5年以上

15年以上

15年以上

20年以上

ー

5年以上

5年以上

5年以上

10年以上

15年以上

無事故10年
無違反5年

地区模範章受章

ー

模範章受章後
2年以上

優良章受章後
2年以上

優秀章受章後
2年以上

優秀章または
特別優秀章受章

受付期間
受付場所

手数料

　今年は「森づくり」をテーマに市内に生息
する希少樹木についての話を聞き、自然環境
学習の補助員として必要な知識を学びます。
　 6月～令和3年1月（全6回）
　 市内在住または在勤の方 　　15人

　市制80周年を記念して、全コース合同で
ため池の外来種駆除の講座を実施します。
ぜひこの機会に参加してみてください。

　自然に関連した施設見学や外来種駆除活動を通し、自
然と社会がどう関わっているかを学びます。
　 7月～令和3年2月（全4回）
　 市内在住または在学の中学生、高校生
　 15人

●各コース出席回数に応じて記念証と記念品あり
●本事業は清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金を受
けて実施
　　　　 4月1日（水）から申込票（各市立公民館などで
配布、市ホームページからダウンロード可）をFAXまた
はＥメール、窓口へ
※定員に達し次第募集終了
　 土岐川観察館
TEL 21-2151　FAX 21-2152
Email tokigawa@ob2.aitai.ne.jp
　 環境課 柏木 TEL 22‐1175

共通事項

①ジュニアコース ③自然マイスターコース

②ユースコース

申込方法

自然体験活動を通して身近な環境問題や環境の大切さについて考え、活動の輪を広げましょう。

　河川体験、他市での野外活動、環境フェアへの参加な
どを通して岐阜県内の自然を学んで遊び尽くします。
　 5月～令和3年2月（全6回）
　 市内在住または在学の小学4～6年生　　 20人

かしわぎ

　3月12日に顕彰を受けた方を紹介します。 
（氏名五十音順・敬称略）

第13回ＪＫＪＯ全日本ジュニア空手道選手権
大会 小学2年男子の部 準優勝 の

野 むら村 
じょう

成
朝永振一郎記念第14回「科学の芽」賞 　　　　
中学生部門 「科学の芽」賞 受賞 ひがし

東 うら裏 
こう

昂 し士
第18回全国女子中学生ウエイトリフティング
選手権大会 49kg級 第３位 ふく

福 はら原 
さえ

彩
第２回日本奏楽コンクール 弦楽器部門 　　　
小学高学年の部 第２位 ほり

堀 お尾 
そ

奏 な名
第73回全日本学生音楽コンクール全国大会 　
声楽部門 高校の部 第１位 まえ

前 だ田 ひより

　 総務課 河野（
いく

郁） TEL 22-1409

朝永振一郎記念第14回「科学の芽」賞 
小学生部門 「科学の芽」賞 受賞 さか

坂 ざき﨑 
のぞ

希 
み

実
第74回国民体育大会 スポーツクライミング　
競技 少年男子リード競技 優勝 た

田 なか中 
ゆう

裕 や也 
第13回ＪＫＪＯ全日本ジュニア空手道選手権
大会 小学3年女子の部 優勝 たま

玉 き木 
みなみ

陽

ともながしんいちろう

「生活情報」「健康情報」の詳細は担当課、市ホームページなどでご確認ください 問い合わせ期日・時間 場所 対象 定員 申し込み
市役所 住所本庁舎・・・〒507-8703 日ノ出町2-15 駅北庁舎・・・〒507-8787 音羽町1-233　0572（22）1111
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駅北庁舎情報

4月の駅北庁舎休日開庁日は
（市民課 保険年金課）

開庁時間
8：30～17：15

4月5日日

JR
多治
見駅

自
由
通
路

駅北庁舎駅北庁舎

駅北バス停駅北バス停

駅北立体駐車場

90分
無料

約400台60分
無料

約50台 入口

駅北立
体

駐車場
駅北立

体

駐車場駅北
駐車
場

駅北
駐車
場

入口

駅北庁舎
利用時の駐車場は
駅北立体駐車場を
利用してください。

　高齢者を対象とする、身元保証や日常支援、死後の手続き
などを行うサービスが広まり、契約したのに、期待通りのサー
ビスを受けられなかったという相談が寄せられています。
　契約前に、自分が希望するサービスか、また、費用は生活を
圧迫することにならないかなど、契約内容を十分検討する必
要があります。特に死後の手続きについては自身でサービス
の実施状況を確認することができないため、より具体的に契
約内容を確認しましょう。少しでも不安に思ったら、消費生
活相談窓口に相談してください。契約しているサービス内容
や事業者の連絡先を周囲の人に伝えておく、または見やすい
ところに掲示しておくといざという時に役に立ちます。

問 秘書広報課 小久保 TEL22-1372

　市の基本となる計画を定めたり、条例や規則などを制定・改正したりする場合に、その案を公表し
て広く意見を求めます。資料は、市ホームページや本庁舎1階、担当課で閲覧できます。
　ご意見はEメール、FAX、郵送などの方法で提出してください。ただし、個々の意見には直接回答
はしませんので、ご了承ください。

高齢者サポートサービス契約で
トラブルにならないために

問　くらし人権課 鬼頭 TEL22-1134

狂犬病予防地域巡回注射を行います

環境課 柏
かしわ

木
ぎ

 TEL 22-1175

　動物を飼うことは、その命を預かることです。飼い主は、動物が健康で快適に暮らせる環境を作り、社会や
近隣に迷惑がかからないようルールとマナーを守って大切に飼いましょう。

内　　　容 料 金 窓 口

登録 生後91日以上になった犬は所在する市へ登録が必要です。犬を取得
した日から30日以内に手続きをしてください。 3,000円

環境課

登録の
変更

譲渡…犬を譲り受けたときは飼い主・所在地の変更をしてください
引越…転居先の市で登録の変更をしてください －

注射済票
の交付

年に１度狂犬病予防注射を打ち、市へ注射済証を提出してください。
打ったことを証明するプレートを発行します。
※ 病気や老衰などで打てない事情がある場合は、市役所に相談して

ください
550円

登録の
抹消

飼い犬が死亡または行方不明になった際には、登録時に渡した鑑札
を持参して登録の抹消の手続きをしてください。 －

環境課（電話可）、
市民課、
各地区事務所

その他
注意事項

⃝万が一飼い犬が人を噛んでしまった場合は、すぐに保健所へ届け出てください
⃝散歩のときはリードを付け、ふんの始末をしましょう
⃝飼い主が留守中に無駄吠えしないようきちんとしつけましょう

万が一ペットを飼えなくなった場合には
⃝新しい飼い主を見つけるよう最大限努力してください。
⃝決して野に放したりしないでください。
⃝やむを得ない場合は東濃保健所生活衛生課（TEL 23-1111（代表））に相談してください。

　犬を飼う際には、狂犬病予防法に基づき飼い主に次の手続きが義務付けられて
います。愛犬を迎えた際には忘れず手続きしましょう。

※これらの手続きは一部動物病院でも可能です。かかりつけの病院に問い合わせてください
※ペットショップやブリーダーから購入する際、登録の有無を確認してください

犬を飼っている方へ

⃝室内飼育を心がけましょう
　近隣の庭でふんをしたり迷惑をかけるだけでなく、事故などの

被害にもあいやすくなります。
⃝必要に応じて避妊・去勢をさせましょう
　外に出した際に子猫をつくり、不幸な野良猫を増

やしてしまう可能性があります。
⃝首輪などにより所有者明示に努めましょう
　万が一事故にあってしまった場合、所有者不明に

より飼い主の手元に戻りません。

猫を飼っている方へ その他の動物を飼っている方へ
⃝十分にその動物の飼い方を理解してから飼

いましょう。
⃝外で飼育する場合には近隣の迷惑にならな

いよう注意しましょう。
⃝ワニ、タカなどの特定動物にお

いては飼育に県の許可が必要
な場合があります。
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駅北庁舎情報

4月の駅北庁舎休日開庁日は
（市民課 保険年金課）

開庁時間
8：30～17：15

4月5日日
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駅北庁舎
利用時の駐車場は
駅北立体駐車場を
利用してください。

　高齢者を対象とする、身元保証や日常支援、死後の手続き
などを行うサービスが広まり、契約したのに、期待通りのサー
ビスを受けられなかったという相談が寄せられています。
　契約前に、自分が希望するサービスか、また、費用は生活を
圧迫することにならないかなど、契約内容を十分検討する必
要があります。特に死後の手続きについては自身でサービス
の実施状況を確認することができないため、より具体的に契
約内容を確認しましょう。少しでも不安に思ったら、消費生
活相談窓口に相談してください。契約しているサービス内容
や事業者の連絡先を周囲の人に伝えておく、または見やすい
ところに掲示しておくといざという時に役に立ちます。

問 秘書広報課 小久保 TEL22-1372

　市の基本となる計画を定めたり、条例や規則などを制定・改正したりする場合に、その案を公表し
て広く意見を求めます。資料は、市ホームページや本庁舎1階、担当課で閲覧できます。
　ご意見はEメール、FAX、郵送などの方法で提出してください。ただし、個々の意見には直接回答
はしませんので、ご了承ください。

高齢者サポートサービス契約で
トラブルにならないために

問　くらし人権課 鬼頭 TEL22-1134

狂犬病予防地域巡回注射を行います

　狂犬病は、発症したら致死率ほぼ１００％の恐ろしい病気です。現在、日本国内では狂犬病の発生はありませ
ん。しかし、周辺国では依然として発生し続けており、毎年3万5000人から5万人が死亡しています。犬の飼い
主は、万一国内で狂犬病が発生した場合に備え、飼い犬の登録と予防接種を確実に行う必要があります。

地域巡回注射について

手数料 3,200円（予防注射手数料2,650円、予防注射済票交付手数料550円）
※未登録の犬は別途登録費用3,000円が必要

持ち物 手数料、狂犬病予防注射のお知らせハガキ、愛犬登録証

狂犬病予防注射日程（5月）

本庁舎

11日
（月）

10：00～10：30
陶磁器意匠研究所 10：40～11：00
生田三

さ ん

五
ご

六
ろ く

倶楽部 11：15～11：30
TES集会所 13：00～13：15
滝呂台公民館 13：25～13：50
滝呂区民会館 14：05～14：30
国京第三集会所

12日
（火）

10：00～10：15
南姫公民館 10：30～11：20
北小木集会所 11：30～11：35
北丘中央公園 13：00～13：30
根本交流センター 13：40～14：40
西坂町第二集会所

13日
（水）

10：00～10：30
旭ケ丘公民館 10:45～11:25
松風台公民館 11:40～12:00
新明公民館 13:10～13:30
小泉公民館 13:45～14:25
老人憩いの家第二十三区会館 14:40～15:00
小滝苑第２公園

14日
（木）

10:00～10:20
ひばりケ丘第一集会所 10:30～11:00
高田公民館 11:15～11:45
東濃西部総合庁舎 13:10～13:40

環境課 大原 TEL 22-1175

バロー文化ホール 14日
（木）

13:55～14:15
池田町屋公民館 14:30～15:00
上原区公民館

15日
（金）

10:00～10:20
花・水・樹ふれあいパーク 10:30～10:50
笠原体育館 11:05～11:45
(旧)笠原西コミュニティ
センター駐車場 13:10～13:40

梅平団地集会所 13:50～14:20
市之倉ハイランド第一集会所

18日
（月）

10:00～10:30
市之倉公民館 10:45～11:25
多治見苑公民館 11:40～11:50
脇之島公民館 13:00～13:30
大畑町公民館 13:50～14:10
本庁舎 14:20～14:40
昭和小体育館駐車場

19日
（火）

10:00～10:30
諏訪公民館 10:50～11:00
三の倉公民館 11:10～11:20
廿原公民館 11:30～11:40
喜多町公民館 13:00～13:30
根本交流センター 13:50～14:20
※市役所本庁舎及び根本交流センター会場は2回実施します

19 2 02 0年 4月 防災行政無線の内容はフリーダイヤル（0120-311-714）でもお知らせしています



有料広告

有料広告

有料広告

有料広告

有料広告

有料広告

有料広告

有料広告

●収集日は事情により変更になることがあります
●転居、転入、転出などにより、異動が生じた場合…上下水道課へ
●くみ取り依頼など…多治見市衛生公社　TEL 22-6306
　（笠原町以外）、笠原環境クリーン　TEL 43-4455（笠原町）

※下水道供用開始地域のくみ取り世帯は、下水道への切り替え
を早急にお願いします

4月 収集地区
13 月 東栄、大薮、笠原町草口
14 火 高田、大薮

15 水 小名田、大針、笠原町上原156～998・
1028～1263番地

16 木 虎渓山、平井、大針、
笠原町上原156～998・1028～1263番地

17 金 根本、西山、滝呂1・4～7・10・11・15・16、
笠原町上原156～998・1028～1263番地

20 月 北丘、旭ケ丘3～5、旭ケ丘5市営、
笠原町上原1264～1575・1647～2455番地

21 火 小泉、旭ケ丘5市営、旭ケ丘10、
笠原町上原1647～2455番地

22 水 幸、旭ケ丘10、笠原町向島
23 木 大原、音羽、宝、若松
24 金 滝呂2・3・8・9、京、元、市之倉7～13、北小木
27 月 松坂、明和、赤坂、笠原町音羽

28 火 上野、平和、美坂、前畑、宮前、大日、虎渓、
昭栄、生田、山吹、東、光ケ丘、笠原町音羽

30 木 滝呂12～14、田代、緑ケ丘、大正、平野、
星ケ台、上山、大畑、坂上、小田、笠原町栄

5月 収集地区

1 金
大畑、姫2・3、下沢、本、上、金山、中、新、御幸、
広小路、栄、新富、山下、笠原町西ケ平、
笠原町平園

7 木 姫4～7、十九田、喜多、弁天、精華、白山、
住吉、笠原町平園

8 金 市之倉1・2、姫2市営
11 月 市之倉3・4、姫1市営、笠原町富士

12 火 市之倉5・6、金岡、長瀬、高根、姫1、
笠原町富士、笠原町釜

13 水 高根、旭ケ丘1・2・6～9、大薮、笠原町神戸

14 木 廿原、諏訪、月見、富士見、三の倉、脇之島、
池田、東栄、大薮、笠原町神戸

15 金 東栄、大薮、笠原町草口

2021 2 02 0年 4月 202 0年 4月地域で興味のあることを市職員が説明する「おとどけセミナー」をぜひご利用ください



健康情報
全国健康保険協会(協会けんぽ)
岐阜県支部加入者へ
＜令和2年3月分（4月納付分）からの利率＞
●健康保険料率：9.92％（0.06％引き上げ）
●介護保険料率：1.79％（0.06％引き上げ）
※詳細はホームページで
�全国健康保険協会（協会けんぽ）�
岐阜支部�TEL 058-255-5155

バス献血のお知らせ（400mL献血限定）
4月26日(日)�9:30～11:30、13:00～16:00
バローショッピングセンター多治見店駐車場
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週間経過後
岐阜県赤十字血液センター�TEL 058-272-6927

自死遺族の方へ
＜思いを語り合える～分かち合いの会～＞
奇数月の第4日曜日�13:30～16:00

＜相談窓口～サポートスペースれんげ草～＞
毎月第1水曜日�10:00～11:30

※4、5月は第2水曜日
�岐阜県精神保健福祉センター�
〒502-0854�岐阜市鷺山向井2563-18�
TEL 058-231-9724

5月3～5日の歯科医院診療体制（9：00～15：00）
5月3日(日) 5月4日(月) 5月5日(火)
みどり歯科
明和町5-12-1
TEL 29-5350

梶田歯科
田代町2-22
TEL 23-5121

川地歯科医院
大畑町1-53
TEL 24-0722

　自閉症の人たちは、脳の発達の仕方の違いから、
「他の人の気持ちや感情を理解すること」「言葉を
適切に使うこと」「新しいことを学習すること」など
が苦手で、周囲の人たちには理解できない行動を
取ることがあり、そのために偏見や誤解が生まれる
ことがあります。
　自閉症の人たちに接す
るときは、抽象的な表現
を避け、分かりやすい言
葉で、具体的に話してく
ださい。
　自閉症の人たちが生き生きと暮らせるよう、穏や
かに根気よく接してください。
福祉課�水野�TEL 23-5812

４月２日(木)～８日(水)は発達障害啓発週間
　発達障害啓発週間に合わせ、駅北庁舎をシン
ボルカラーの青色にライトアップします。

＼ 4月2日（木）は ／

世界自閉症啓発デー
新入学生を持つ保護者の皆さまへ

～子どもを交通事故から守るために～
　子どもは成長とともに行動範囲が広がっていき
ます。交通ルールを守る習慣を身に着けていない
と大変危険です。

【道路の安全な渡り方】
①�道路を横断するときは近くの横断歩道を渡りま
しょう。横断歩道がない場合は、見通しの良い
場所を選びましょう。
②�道路を横断する前に一度立ち止まり、左右の安
全をしっかり確認しましょう。
③�道路を横断する前に、ドライバーとアイコンタク
トをして互いに意思の疎通を図りましょう。
④�道路横断中でも、左右の安全を確認しながら渡
りましょう。また、横断歩道がない場所を横断す
る場合は斜めに横断することのないようにしま
しょう。
多治見警察署�TEL 22-0110

市公式インスタグラムで
魅力を発信しませんか

皆さんが投稿した写真をリポストします

１． 多治見市のとっておきの写真を撮影
２． インスタグラムで「#taj imihot」をつけて
写真を投稿

３． 市公式アカウント「＠taj im i _offic ia l」を
フォロー

投稿方法

インターネットで広報や観光
などの情報を見ることができます。
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軽スポーツ用具を貸し出します
貸出用具 グラウンド・ゴルフ、ディスゲッター9、キンボール、公
式ワナゲ、ストラックアウト、ドッチビー、ペタンク、ボッチャなど
貸出申込・返却方法
①�用具の空き状況を電話で確認後、申込書（ホームページ
からダウンロードまたは窓口で配布）を窓口またはFAXで
②�使用後、用具に破損や不足がないか確認し、借りた場所
へ返却
星ケ台管理事務所�TEL 22-2564�FAX 22-2151
文化スポーツ課�TEL 22-1191�FAX 25-6213

グラウンドゴルフ
交流会

�4月25日（土）�
9：00～12：00
星ケ台競技場

参加料 200円/人
持ち物 運動のできる
服装、運動靴、飲み物、
タオル、スティック（あ
れば）
�星ケ台管理事務所�
TEL 22-2564

TOKYO2020 パラリンピック正式種目
「ボッチャ」の貸し出しが始まりました。
　ボッチャは比較的重い障がいのある
人のために考案されたパラリンピック特
有の球技です。新しい軽スポーツとして
誰でも楽しめます。（多治見市スポーツ
推進委員�河

かわ
村
むら
�親
ちか
子
こ
）

スポーツ情報

感謝と挑戦のTYK体育館�TEL 22-4111　※火曜日休館

感謝と挑戦のＴＹＫ体育館 コース型教室（4月）のご案内

子ども向け教室
教室名 料金

わくわく体操教室
幼保育園児 金曜日

16：30～17：20 週1回�全3回
4,400円
※1カ月クール小学生 金曜日

17：30～18：20

セイリュウヒーローズ
バスケットボール教室

幼保育園児
年中～年長

水曜日
16：30～17：30

週1回�全3回�5,830円
※1カ月クール

キッズダンス 年長～
小学3年生

金曜日
17：30～18：20

週1回�全8回�6,500円
※2カ月クール

申込方法 電話または窓口へ（感謝と挑戦のＴＹＫ体育館は4月10日（金）10：00～、笠原体育館は4月1日（水）9：00～）

　トレーニング室の利用には、各体育館の利用者講習会の受講が必要です。希望者は事前に申し込みをしてください。
高校生以上　持ち物 運動のできる服（ジーンズやスカートは不可）、室内用シューズ　受講料 500円

感謝と挑戦の
TYK体育館

TEL 22-4111

毎日実施
※施設運営状況により休講の場合あり

10：10～10：50
5人14：10～14：50

19：10～19：50

笠原体育館
TEL43-6285

10日（日） 10：00～11：00

4人30日（土） 14：00～15：00
5日（火祝）、20日（水）、30日（土） 18：15～19：15
5日（火祝）、15日（金）、25日（月） 19：45～20：45

5月のトレーニング室利用者講習会

あつまれちびっ子ボールdeあそぼ！！
�4月18日（土）※予備日なし�
5月9日（土）※予備日5月30日（土）

※両日とも9：00～11：00�※雨天中止
星ケ台運動広場　 20人
野球経験のない年長～小学4年生以下の児童

持ち物 運動のできる服装、運動靴、帽子、飲み
物、タオル�※グラブ、バット不要
星ケ台管理事務所�TEL 22-2564

卓球の日
4月18日（土）13：00～17：00
笠原体育館�第3競技場

参加料 1時間110円（高校生以下50円）
笠原体育館�TEL 43-6285

13：00～15：00
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※場所の記載のないものは駅北庁舎3階で実施

保健センター（駅北庁舎 3階）
母子保健　 TEL23-6187
健康づくり TEL23-5960
地域医療　 TEL23-5025

健診・相談 など 内容、申込方法など

母子健康手帳交付 毎週火曜日
（祝日除く）

受付／
13:00～13:15 妊婦

妊娠中の手続きや生活の話
持ち物 妊娠届出書、マイナンバーカード（個人番
号カード）または通知カードと免許証などの本
人確認書類、ボールペン

乳幼児健康相談 毎週月曜日
（祝日除く）

受付／
9:00～11:30 乳幼児と家族

発達、発育、育児、母乳育児、栄養など
持ち物 母子健康手帳
相談員／保健師、管理栄養士、助産師

マタニティセミナー
（食事コース） 4月14日（火） 9:30～11:30 妊婦

赤ちゃんが元気に育つため、ママや家族が健や
かに生活できるための食事について学びます。
試食も用意しています。
持ち物 母子健康手帳、ママパパ読本、マタニティ
食事レッスンの冊子
申込方法 電話で　TEL 23-6187

マタニティセミナー
（子育てコース） 5月8日（金） 13:30～15:30 妊婦

赤ちゃんのお世話や産後の生活の話など赤ちゃ
んのいる生活を具体的に学びます。産後数か月
の赤ちゃんとそのママとの交流もします。
持ち物 母子健康手帳、ママパパ読本
申込方法 電話で　TEL 23-6187

発達相談 申し込み時に説明 就学前の子どもの言葉や発達・
育児について心配のある方

相談員／発達相談員
申込方法 電話で　TEL 23-6187

離乳食教室
（はじめてクラス） 4月22日（水） 9:00～12:00 4～6カ月児の家族 離乳食（初期5～6カ月頃）の話と調理実習

申込方法 電話で　TEL 23-6187

集団胃がん検診
（バス検診）

6月2日（火）
根本交流センター

受付／
8:30～11:15
※バロー文化
ホールのみ
9:00～

40歳以上
※�国の指針は50歳以上推奨
※�次に該当する方は医療機関
での受診をお勧めします
①便秘がひどい　②よくむせ
る・飲み込みが悪い・誤飲しや
すい　③以前にバリウム検査
を受けて体調が悪くなったこと
がある　④高齢（７５歳以上）
(腸の運動機能が低下している
ため)　
※検査当日の朝に服薬が必要
な方、ペースメーカーを挿入し
ている方は、かかりつけ医に
ご相談ください

バリウムによるレントゲン検査
検診料 900円
持ち物健康手帳または検診手帳（あれば）、受診券
（あれば）
※検診前日の21:00以降は絶食、0:00以降は絶
飲食、禁煙
申込方法 電話で
TEL 23-5025、23-5960、23-6187
※予約時に時間を指定
※申込は4月6日（月）8:30から開始

6月6日（土）
本庁舎

（日ノ出町）
6月17日（水）

バロー文化ホール
6月21日（日）

本庁舎
（日ノ出町）
6月22日（月）
滝呂区民会館
6月25日（木）
ＴＹＫ体育館

集団乳がん検診
（バス検診）

6月9日（火）
根本交流センター

受付／
9:00～15:30

40歳以上の女性で令和元年度
に市の乳がん検診を受けてい
ない方
※ペースメーカーやシリコンを
入れている方、妊娠中・授乳
中の方は受診不可

※生理開始前後は痛みを感じ
る場合がありますので、受診
を避けて下さい

乳房Ｘ線検査（マンモグラフィ）
※国の指針により視触診は不実施
検診料 1,000円　持ち物 健康手帳または検診手
帳（あれば）、受診券（あれば）
※髪の長い方はゴムなどでまとめ、上半身が脱ぎ
やすい格好で受診
申込方法 電話で�
TEL 23-5025、23-5960、23-6187
※予約時に時間を指定
※申込は4月6日（月）8:30から開始

6月13日（土）
本庁舎

（日ノ出町）
6月19日（金）
小泉公民館

6月29日（月）
バロー文化ホール

骨密度測定
4月10日（金) 午前（予約時に指定）

20歳以上の方
超音波骨密度測定(かかとで測定）
所要時間／40分程度　 40人
申込方法 電話で　TEL 23-59604月28日（火) 午後（予約時に指定）

健康相談 4月17日（金） 13:30～15:00
健康診断などの結果で相談
のある方、血圧、血糖、コレステ
ロール、肥満などが気になる方

体内成分測定（内臓脂肪・筋肉量など）あり
相談員／医師、保健師、栄養士
医師相談の受付は14:00まで（要予約）
申込方法 電話で　TEL 23-5960

こころの相談

4月21日（火）
東濃保健所

13:00～14:30 うつ、イライラ、認知症、アルコール依存、眠れないなど

相談員／精神科医、保健師　 4人
申込方法 電話で　TEL 23-5960
※4月21日分は東濃保健所
　（TEL 23-1111）へ

5月8日（金）
保健センター
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防災行政無線の内容はFMたじみ（76.3MHz）でもお知らせしています

相談（ は電話相談も可） （ は市役所）

法律相談

1日（金）13:00～16:00
※予約4月24日（金）8:30～ 本庁舎 くらし人権課 TEL 22-113415日（金）13:00～16:00
※予約5月8日（金）8:30～
20日（水）13:00～15:00
※予約5月13日（水）8:30～ 総合福祉センター 社会福祉協議会 TEL 25-1131

行政相談 18日（月）13:00～15:00
※予約5月11日（月）8:30～ 本庁舎 くらし人権課 TEL 22-1134

高齢者就業相談 8日（金）13:30～15:00

総合福祉センター

社会福祉協議会 TEL 25-1131
福祉相談 月～金曜日（祝日除く）8:30～17:15

身体障がい者更生相談 11日（月）13:00～16:00
福祉課 TEL 23-5812

知的障がい者なやみごと相談 7日（木）13:00～15:00

介護保険制度苦情相談 月～金曜日（祝日除く）9:00～16:00
※前日までに予約を 駅北庁舎 2階 高齢福祉課 TEL 23-5821

乳幼児心配ごと相談 月～金曜日（祝日除く）9:00～16:00 双葉保育園 同左 TEL 23-8771

育児相談
月～金曜日（祝日除く）8:30～16:30
土曜日　8:30～12:00（池田保育園のみ）

地域子育て支援センター
（共栄・池田・笠原保育園内）

共栄保育園 TEL 23-2199
池田保育園 TEL 24-7117
笠原保育園 TEL 44-1971

月～木曜日(祝日除く）9:30～16:30 駅北親子ひろば 同左 TEL 23-5551

教育相談 月～金曜日（祝日除く）9:00～16:00
駅北庁舎 3階 教育相談室 TEL 23-5942

さわらび学級 同左 TEL 24-3470

心の悩み相談室 7日、14日、21日、28日の木曜日
9:00～12:00　※前日までに予約を

本庁舎、駅北庁舎、
さわらび学級など 教育相談室 TEL 23-5942

ひとり親家庭相談 月～金曜日（祝日除く）8:30～17:15 総合福祉センター 母子・父子福祉センター
TEL 25-1133

ひとり親家庭相談

月～金曜日（祝日除く）9:00～16:00 駅北庁舎 3階 子ども支援課 TEL 23-5609女性相談

家庭児童相談

子どもの権利相談 火～金曜日　13:00～19:00
土曜日　12:00～18:00

ヤマカまなびパーク 4階
子どもの権利相談室 子どもの権利相談室

TEL 23-8666または
TEL 0120-967-866子どもの権利出張相談

13日（水）15:30～17:00 旭ケ丘児童センター

23日（土）15:30～17:00 太平児童センター

人権こまりごと相談 20日（水）13:00～15:00 本庁舎 くらし人権課 TEL 22-1128

常設人権相談 月～金曜日（祝日除く）8:30～17:15 法務局多治見支局 同左　TEL 0570-003-110

交通事故相談 7日（木）10:00～12:00、
13:00～15:00 ※前日までに予約を 本庁舎 県民生活相談センター

TEL058-277-1001

犯罪被害者相談 13日（水）11:00～15:00 本庁舎駐車場　移動相談車内 ぎふ犯罪被害者支援センター
TEL 0120-968-783

ＮＰＯ専門相談 21日（木）14:00～16:00
※前日12:00までに予約を

市民活動交流支援センター
（ヤマカまなびパーク 6階） 同左 TEL 22-0320

消費生活相談
月～金曜日（祝日除く）8:30～17:15
※前日までに予約を
※10:00～12:00、13:00～16:00は、
　広域消費生活専門相談員による相談可

本庁舎
くらし人権課 TEL 22-1134

結婚相談※ 10日（日）、24日（日）
10:00～12:00、13:00～15:00 総合福祉センター

お詫びと訂正
広報たじみ3月号25ページ「4月の相
談窓口」法律相談、高齢者就業相談の
欄で期日に誤りありました。お詫びし
て訂正します。

「法律相談」（総合福祉センター） （訂正前）17日(金)13:00～15:00　※予約4月10日(金)8:30～
　　　　　　　　　　　　    ➡ （訂正後）15日(水)13:00～15:00　※予約4月8日(水)8:30～

「高齢者就業相談」(訂正前)12日(日)13:30～15:00
　　　　　　  ➡ (訂正後)10日(金)13:30～15:00

※結婚相談へは履歴書1通、スナップ写真2枚、身分証明書（運転免許証など写真付きのもの）を持参してください
※「気軽に福祉相談」は今年度実施しません
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バロー文化ホール情報 bunka@tajimi-bunka.or.jp
問申 火曜日（祝日を除く）休館日

Eメール
　　 23‒2600TEL バロー文化ホール情報 bunka@tajimi-bunka.or.jp

問申 火曜日（祝日を除く）休館日
Eメール

　　 23‒2600TEL

5月の夜間在宅当番医 4月の夜間在宅当番医 

日本最大の陶磁器産地「東美濃地域」で3年に1
度開催している「世界最大級の陶磁器の祭典」。「土

と炎の国際交流」
をメインテーマに、
陶磁器のデザイン
と文化の国際的な
交流を通じて、さら
なる陶磁器産業の
発展と文化の高揚
を目指しています。
1986年に第1回を
開催し12回目とな
る今回は、9月18日
（金）から10月18日
（日）の31日間、セ

ラミックパークMINOを主会場として開催します。
メインイベントである国際陶磁器展美濃は国際的に
認知された陶磁器コンペティションで、今回は64の国と
地域から約2,400作品の応募がありました。「やきもの
のゆくえ」をテーマとした世界中の作品が一堂に会す展
覧会となります。
また、来場した方が美濃焼の歴史や魅力、地域の風
土を存分に感じ、楽しむことができる、東美濃地域の産
業・地域・文化に密着した事業を多数開催します。陶磁
器の一大産地「セラミックバレー」と世界の陶磁器の展
示、環境に配慮した「Re-食器」と地
元の食材を使った料理、本格的な茶
室での呈茶サービスなどさまざまな
イベントを開催し、皆さまの来場をお
待ちしております。

　 国際陶磁器フェスティバル美濃実行委員会事務局 赤塚 TEL 25-4111

9月18日（金）～10月18日（日）／セラミックパークMINO ほか

国際陶磁器フェスティバル美濃とは？

り　  しょっき

ていちゃ

おかあさんといっしょ	
ガラピコぷ～がやってきた！！
　「おかあさんといっ
しょ」で人気の「ガラ
ピコぷ～」の仲間たち
が繰り広げる楽しい
ステージです。
�7月19日（日）�
①13：00�開演�
②15：30�開演

料金 �全席指定��
2,750円

※�1歳以上有料、0歳児も座席が必要な場合有料
発売日 �たじともClub会員先行4月11日（土）～15日（水）�

一般4月26日（日）

ふらっとコンサートvol.	33
春を誘う名曲の花束
　気軽に聴けるロビ
ーコンサートを開催
します。
�4月24日（金）
19:00�開演
大ホールロビー

出演
長
は

谷
せ

川
がわ

美
み

央
お

（ソプラノ）
秀
ひで

平
ひら

雄
ゆう

二
じ

（ピアノ）
※未就学児入場可

昭和の歌声喫茶
　懐かしの歌をピアノ伴奏で歌いませんか。
4月25日（土）13：00～14：15
大ホールロビー　料金 200円（お茶付き）

講師 羽
は

山
やま

園
その

美
み

（ボーカル）、藤
ふじ

掛
かけ

幹
み

奈
な

子
こ

（ピアノ）
※未就学児入場可

1
じゅう
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	出演・出店団体募集
9月12日（土）11：30～17：30

申込方法 5月31日（日）17：00まで
に申込用紙（ホームページからダウ
ンロード可）を郵送、または窓口へ
●�バンド出演
出演時間 1バンド20分（機材の設
置・撤去時間は別）
参加料 5,000円
●�マルシェ・ワークショップ出店
ハンドメイド作品やお菓子の販売・
ワークショップ開催。
出店料 2,000円～4,000円

スタインウェイピアノを弾こう
　コンサートさながらのステージ環境で最高級のグラ
ンドピアノを演奏できます。
5月22日（金）10：00～16：00（1時間ごと）

料金 1,000円
申込方法 4月19日（日）10：00～窓口で、12：00～電話で
※�小学生以下保護者同伴
※�個人練習として利用可（営利目的の指導練習不可/
連弾・アンサンブル可）

やってみよう！バンド入門講座
　バンド経験者が初心者に楽器演奏の初歩を伝授。
�5月14日、28日、6月19日、7月2日、9日、16日、
30日、8月6日（全8回�19：00～21：00）

料金 6,000円
中学生以上

募集楽器ドラム、ベース、エレキ
ギター、アコースティックギター
各5人

申込方法 4月11日（土）�13：00
～�窓口または電話で
※令和元年度受講者は4月18日（土）�13：00～

※この情報は3月13日現在の情報で今後変更する場合あり

休館日 火曜日（祝日を除く）
令和3年5月使用の予約調整日
令和2年5月1日（金）9:00～
令和3年5月の休館日、使用できない日

【休館日】11、18、25日
【使用できない日】
大ホール…14～16、21～23、29～30日
小ホール…15～16、22～23、29～30日
※最新の施設予約可能状況はホームページをご覧ください

▲ガラピコぷ～

※表記のない場合、場所は大ホール
※車いす席についてはお問い合わせください
※チケット発売初日はインターネット7:00～、窓口
9:00～、電話予約12:00～開始
※たじともClub会員先行は、たじともClub会員に
適用。たじともClub会員料金の表記がない場合
は一般と同額。詳細は問い合わせください
※ マークの公演は、駅北立体駐車場の2時間無
料サービスがあります

▲（左から）長谷川美央、秀平雄二

▲前回の様子

▲前回の様子
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