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笠原町　森下公園内射宮子石祠

　この石造物は「射宮子」と彫られており、天正～
慶長年間（1573～1615）の太閤検地で使用した
測量用の縄、杭などを埋めた場所に建てられたと
伝えられています。元は神戸区内に建てられ、境の
神として信仰を集めていました。

◎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27.96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。

しゃ ぐ し

こども・やきもの創造ワークショップ
　こども対象のやきもの体験学習講座です。 
※文化庁支援「多治見市伝統文化伝承事業」

7月29日（木）、30日（金）、8月2日（月）、
3日（火）、23日（月）14:00～16:00 
文化工房 ギャラリーヴォイス
小学3年～6年生
15人　※応募多数の場合抽選

申込方法 7月18日（日）16:00までに
電話、FAXまたは窓口へ

産業文化センター 松永
TEL 25-3111 FAX 25-3231

好きな形の風鈴を作ろう
7月1(木)～31日（土） 
①10：00～ ②13：00～ 
③15：00
各枠4人まで

参加料 1点/1,800円
申込方法 電話で

安土桃山陶磁の里
ヴォイス工房 
TEL 25-2233

陶芸講座（年間講座）
　ロクロや釉掛けなど陶芸の基本を学びます。

火・水・木曜の午前・午後（全6クラス） 
9:30～12:00、13:30～16:00
セラミックパークMINO作陶館
各クラス4～7人（合計36人）※4人以上で開講

受講料 61,000円
講師 加藤景

かげ

嗣
つぐ

 氏（美濃焼伝統工芸士） 
申込方法 7月1日（木）～30日（金）に住所、氏名、
電話番号、希望クラスを電話で

（公財）セラミックパーク美濃　TEL 28-3203

企画展
「古代の多治見―古墳と集落遺跡―」

7月5日（月）～12月24（金） 
9:00～17:00（入館は16:30まで）

文化財保護センター 篠　TEL 25-8633

転写シートで風鈴を作ろう
7月10日（土）、11（日）、
18日（日）①10：00～
12：00②13：00～15：00

参加料 950円
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

移動展
信長朱印状と陶祖の窯

7月7日（水）～9月20日（月・祝）
入館料 一般320円

美濃焼ミュージアム TEL 23-1191

▲ 多治見市有形文化財 信長朱印状
　多治見市教育委員会蔵

◀︎ 虎溪山一号古墳 
出土須恵器  
皮袋形瓶 

（多治見市教育
委員会蔵）

2 021年 7月13



募 集

介護家族交流会

　紙パンツの上手な使い方を学びます。
7月28日（水）10：00～11：30
ふれあいセンター姫 2階多目的工作室
介護中の方や関心のある方など
10人程度

申込方法 7月21日（水）までに電話で
南姫地域包括支援センター 伊藤 
TEL 20-2021

募 集 たじみ認知症サロン
さんあいカフェ

7月14日（水)10：00～11：30
北栄地域福祉協議会 ふれあい北栄
認知症に関わりのある方や地域住民
20人

申込方法 7月9日（金）までに電話または窓口へ
北栄地域包括支援センター 中村 
TEL 27-2211

募 集 多治見国際交流協会 
ジュニアクラブ 参加者募集

7月18日（日）10：30～12：00
子ども情報センター
小学3～6年生　 15人

講師 黄
ファン

 戴
チェ

和
ファ

 氏（韓国人講師）
申込方法 電話で
協会年会費 1,000円

文化スポーツ課 佐藤、田中 
TEL 22-1193

募 集

フリーマーケット出店者募集

①8月14日（土） ②8月28日（土）
10：00～13：00 ※小雨決行

陶都創造館 前庭（20小間）
運営協力金 1小間 500円
申込方法 7月15日（木）までに郵便番号、住所、氏
名、電話番号、販売品目、希望日を往復はがきで

陶都創造館 加藤（本町5-9-1） 
TEL 26-8509

募 集

不登校の悩みを聞きます

7月14日（水） 10：00～12：00
不登校に悩む保護者

申込方法 7月7日（水）までに電話で
教育相談室 TEL 23-5942

募 集

さわらびほっとタイム

　不登校や登校しぶりについての悩みや不安
をさわらび学級の職員に話してみませんか。

①7月7日（水） ②7月21日（水）
10：00～12：00
①さわらび学級 ②旭ケ丘公民館
不登校に悩む保護者　申込方法 電話で

さわらび学級 TEL 0120-51-7
な

8
や

6
む

7
な

募 集 たじみ子ども会議☆
子どもスタッフ会議

7月18日（日）10：00～12：00
ヤマカまなびパーク 5階学習室
小学4年生～高校3年生 ※体験参加可

申込方法 申込書(ホームページか
らダウンロード可、開催当日に記入
も可)を郵送、FAXまたは窓口へ

くらし人権課 遠藤 
TEL 22-1128 FAX 25-7233

募 集 環境フェア2022（展示部門）
出展団体募集

令和4年2月19日（土）、20日（日） 
9：00～16：00

ヤマカまなびパーク
主に市内で環境活動を
行う団体や企業

展示スペース パネル（縦120cm×横180cm）
１枚と会議机１脚程度
※申し込み状況により展示スペースの変更あり 
※営利や政治、宗教活動を目的とした展示不可 
※申し込み多数の場合は選考
申込方法 7月23日（金）までに申込書（窓口で配布
またはホームページからダウンロード可）を窓口へ

環境課 真鍋 TEL 22-1175

2 021年 7月 14

生活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変更する場合があります



募 集 廃棄物減量等
推進審議会委員募集

応募期間 市内在住の方
任期 令和3年10月１日～令和5年9月30日
報酬８千円/回 ※2～3回/年開催予定
募集人数 1人
申込方法 8月2日（月）までに、応募理由、住所、
氏名、電話番号を記載し、「私が考える廃棄物減
量策について」800字以内にまとめ、メール、郵
送または窓口へ 
※応募者多数の場合は、選考のうえ決定

環境課 坪山 TEL 22-1580
Email kankyo@city.tajimi.lg.jp

募 集 男女共同参画推進審議会
委員募集

応募資格 市内在住の方
任期 令和3年10月1日～令和5年9月30日
募集人数 3人以内
申込方法７月30日（金）必着で住所、氏名、年齢、
職業、電話番号を記載し、「多治見市における男
女共同参画についてご自身が考えること」を
400字程度にまとめ、メール、郵送または窓口へ
※応募者多数の場合は、選考のうえ決定

くらし人権課 佐藤 TEL 22-1128 
Email kurashi-jinken@city.tajimi.lg.jp

募 集 多治見市地区
赤十字奉仕団員の募集

活動内容 地域の防災訓練への参加、炊き出し訓
練、寝たきりや一人暮らしの高齢者世帯への訪問
など

福祉課 水野 TEL23－5812

募 集 絵画コンクール作品募集「みんな違って
おもしろい ぼくの絵 わたしの絵 2021」

テーマ「たのしく・じぶんを大切に・みんなと仲
良く」
応募期間 7月1日(木)～9月3日（金）まで

18歳未満の方（高校3年生を含む）
申込方法 八つ切り画用紙（約39
㎝×27㎝）の裏面に、作品の題
名、氏名、園・学校名、学年を記入
し、所属する園・学校へ提出または
くらし人権課へ郵送で
※ 最優秀作品は、令和3年度のたじみ子どもの

権利の日PRポスターに使用
くらし人権課 水谷 TEL 22-1128

募 集 風景絵画コンクール作品募集
あなたが見つけた「たじみの夏の風景」

市内に住んでいる小学生・中学生
申込方法 9月3日（金）までにＡ４用紙にテーマに
沿った絵画を学校へ提出
※郵送は都市政策課へ提出（折り曲げ厳禁）
※ 絵画の裏面に、作品票（作品

名、絵にした場所、この風景を
選んだ理由、学校名、学年、氏
名を記入したもの）を貼付

都市政策課 西尾 TEL 22-1321

募 集 自然展観察画作品募集
「よく見て描いたら こんな発見！」

　身近な自然から植物・昆虫・魚・小動物などを
観察して描いてみませんか。
申込方法 ①9月7日（火）～10日（金）の間に園・
学校へ（幼保小中の部）、②9月4日（土）～11日

（土）にバロー文化ホールへ持込み（一般の部）
※用紙の大きさ：約27㎝×約38㎝程度

環境課 林 TEL 22-1175サマージャンボ宝くじなどを発売

　この宝くじの収益金は市町村の明るく住
みよいまちづくりに使われます。

7月13日（火）～8月13日（金）
全国の宝くじ売り場
公益財団法人 岐阜県市町村振興協会 
TEL 058-277-1153

7月4日（日）8：00～（1時間程度）
市内全域　※小雨決行。雨天中止の場

合は、7：30に防災無線で放送、7月11日へ
の延期はありません

環境課 坪山 TEL 22-1580

市内一斉清掃の実施について

2 021年 7月15

I N F O R M AT I O N 新型コロナウイルス感染症の影響により掲載内容を変更する場合があります

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



募 集

モーニング婚活参加者募集

①8月14日（土）②8月28日（土）
10：00～12：00（受付9：30～）
GOOD DAYS COFFEE

（太平町4-50グリュックリヒ･ファミ-リエ1階）
結婚を希望する未婚の方で
①40歳以下の方 ②年齢不問
各回男女5人ずつ（応募多数の場合は抽選）

参加料 1,000円（飲み物・お菓子代）
申込方法 8月2日（月）までに申込用紙（ホーム
ページからダウンロード可）をメール、郵送（当
日消印有効）、ＦＡＸまたは窓口へ

くらし人権課 鬼頭
TEL 22-1128 FAX 25-7233
Email kurashi-jinken@city.tajimi.lg.jp

募 集

かたり部の戦争の話

ヤマカまなびパーク 6階 
参加料 各回100円 ※高校生以下無料
申込方法 電話または窓口へ

市民活動交流支援センター
（ぽると多治見） 田中 TEL 22-0320

募 集 令和３年度
「里親を知ろうの会」

7月25日（日）10：00～15：00
内容 第1部 10:00～ 制度説明会

第2部 11:00～ 里親の体験談を聞く会
第3部 13：00～ 個別相談会（要予約）

東濃子ども相談センター
（上野町5-68-1） 
TEL 23-1111（内線403）

その１「多治見空襲を知っていますか？」
7月11日（日）13:30～15:30　 20人

講師 鬼
き

頭
とう

佳
よし

嗣
つぐ

 氏（『多治見空襲を知ってい
ますか?』著者）

その２「ヒロシマ原爆のお話を聴こう」
 8月1日（日）13:30～15:00　 10人

講師 梅
うめ

岡
おか

昭
あき

生
お

 氏（岐阜県原爆被爆者の会）

募 集 開放講座「水と街道」
第23期会員募集

9月9日、10月14日、11月11日、12月9日
の木曜日（全4回）
多治見砂防国道事務所、管内工事現場

※現地へはマイカーによる移動
18歳以上の全講座に参加可能な方
10人程度　受講料 350円（保険料）

申込方法 7月26日までに氏名（フリガナ）、郵便
番号、住所、電話番号、年齢、性別、応募動機を
記入のうえ、はがき、FAXまたはメールにて

〒507-0023 小田町4-8-6 
国土交通省多治見砂防国道事務所 
開放講座「水と街道」事務局 FAX 25-7994 
Email cbr-s853030@mlit.go.jp
国土交通省多治見砂防国道事務所 
総務課 中田 TEL 25-8020

講 座

子育て支援員研修

県内において、保育や子育て支援分野に従
事することを希望する方
※研修資料代別途徴収する場合あり

岐阜県子育て支援課 
TEL 058-272-1111（内線2684）

講 座 求職者支援訓練
（就職氷河期世代支援）受講者募集

訓練科名：パソコン・総務・経理事務科
9月21日（火）～12月20日（月）の平日
9：20～16：00 ※託児あり
多治見美濃焼卸センター協同
組合会館２階（旭ケ丘10-6）
早期就職を希望する方など
15人 ※選考あり

申込方法 8月26日（木）までにハローワーク多
治見窓口へ

GETビジネス学習舘 TEL 058-240-5202

募 集 令和4年度入隊の
自衛官等を募集

防衛省自衛隊 恵那地域事務所 國田
TEL 0573-26-4310

2 021年 7月 16
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講 座

認知症サポーター養成講座

7月31日（土）10：00～11：30
精華地域包括支援センター
市内在住・在勤・在学の方　 15人

申込方法 7月16日（金）までに電話で
精華地域包括支援センター 大内
TEL 25-2511

講 座 BPプログラム
～赤ちゃんが来た～

8月20日～9月10日の金曜日（全4回）
13:00～15:00
駅北親子ひろば
2～5カ月（第１子）とその母親

講師 BPJ認定 BPファシリテーター
10組　参加料 1,100円（テキスト代含む）

申込方法 参加する親子の氏名、子どもの生年月
日、住所、電話番号を電話またはEメールで

NPO法人まぁーる TEL 090-3836-6050 
Email npo.maaru.tajimi@gmail.com
子ども支援課 渡辺（舞）、木村
TEL 23-5958

講 座 Nobody’s Perfect 
～完璧な親なんていない～

9月3日～10月8日の金曜日
10：00～12：00 ※全6回（無料託児有）
バロー文化ホール、総合福祉センター
おおむね1歳から3歳の子どもを持つ母親

（原則全回参加できる方）
講師 NPファシリテーター　 12人
申込方法 電話または窓口へ

NPO法人Mama’s Café TEL 26-9992
子ども支援課 渡辺（舞）、木村 TEL 23-5958

講 座 たじみ景観塾
「親子寄せ植え教室」

8月6日（金）10:00～12:00
喜多緑地管理棟
市内在住の小学生とその保護者

講師フラワーハンド（風景づくり団体）
10組（小学生10人まで）

参加料 500円（材料費）
持ち物 水筒、タオル、マスク、園芸
用手袋、持ち帰り用の袋
申込方法 7月7日（水）9:00～ 電話で
※1回の申込で1組まで。先着順

都市政策課 小林 TEL 22-1321

講 座 令和3年度
子どもの権利セミナー

基調講演「子どもの権利保障を実現するために
～わたしたちができること～」

8月2日(月) 9:30～11:25
バロー文化ホール 大会議室
18歳以上の方

講師 全国こども福祉センター理事長 
中京学院大学 専任講師 荒井和樹 氏

70人
申込方法 7月21日(水)17:00までに住所、氏名、
電話番号をメール、電話または窓口へ

くらし人権課 水谷 TEL 22-1128 
Email kurashi-jinken@city.tajimi.lg.jp

子育てアプリ配信中子育てアプリ配信中
　お出かけ情報や子育て情報などがギ
ュッと詰まっています。ぜひ登録してくだ
さい。

子ども支援課 
丹羽、渡辺（舞） 
TEL 23-5958

アナログシンセサイザー音製作講座
【第１回】7月31日（土）、8月7日（土）
【第２回】8月14日（土）、21日（土）
13：00～15：00
産業文化センター2階 
大会議室
高校生、中学生　 各回6人

申込方法 7月24日（土）までにメールで
Cassini Sound Lab 代表 奥山久雄 
TEL 090-1284-7942
Email info@cassinisoundlab.com

2 021年 7月17
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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



行 政 うながっぱうちわを
配布します

7月24日(土)～8月24日(火)のうち
①「4」の付く日…JR多治見駅南駅前広場
②「9」の付く日…駅北虎渓用水広場
各回9：00～配布

各回200枚　※先着順
産業観光課 片山、荻原 
TEL 22-1250

行 政 創意工夫功労者賞候補の
推薦について

市内の事業所に勤務され次の条件全てに該当する方
① 優れた創意工夫によって各職域における技

術の改善、向上に貢献した方
② 令和4年4月1日時点で同一会社に継続して

5年以上勤務している方
③ 最終学歴が高等学校卒業以下の方。ただし、

短大・高等専門学校・文科系の大学卒業者、就
業中に夜間の大学を卒業した方は対象とする

※ 上記の他にも条件がありますので、詳しくは
問い合わせください

申込方法 7月16日(金)までに書類一式(問い合
わせをいただいた方に配布)を提出
※事業所でとりまとめて提出

産業観光課 山本 TEL 22-1252

行 政 笠原町神戸・平園地区
地籍調査説明会

①7月24日（土）19:00～ 
②7月25日（日）10:00～
笠原中央公民館 アザレアホール

※9月下旬から実施。対象者へは個別に通知
開発指導課 中山、安井 TEL 22-1341

催 し みんなでてりゃあ
夏まつり2021

7月22日（木・祝）
①10：00～ バロー文化ホール
②14：00～ 虎渓用水広場

内容 ①子どもパーク　
②ミニござっせ 他

文化スポーツ課 佐藤 TEL 22-1193

行 政 国民健康保険限度額
適用認定証の更新手続き

　8月1日からの国民健康保険限度額適用認定
証が必要な方は、更新手続きをしてください。

7月16日（金）から
国民健康保険加入者で医療費が高額になる方

※ １カ月間のうち1カ所の医療機関の自己負担
が限度額を超えない方は更新の必要なし

※ 利用予定のない方は更新は控えてください
申込方法 保険証、印鑑、マイナンバーカードな
ど本人確認書類を持参し窓口へ

保険年金課 佐々木 TEL 23-5762

行 政 じん肺認定者への
見舞金など支給

過去に粉じん作業に従事していた方で、次の
いずれかに該当する方

① 労働局から「じん肺健康管理区分管理４」の
決定を受けた方

② じん肺の合併症により労災保険の給付を受
けている方
申込方法 事前に電話連絡のうえ、9月17日(金)
までに申請書、同意書（窓口で配布）、「じん肺管
理区分管理４」または「じん肺合併症であること」
を示す書類、印鑑を持参し窓口へ
※令和2年度までに支給を受けた方は申請不要

産業観光課 古田 TEL 22-1252

行 政 養正・坂上機能統合計画
現状報告会

①7月28日（水）19:00～20:30
②7月29日（木）19:00～20:30
③7月30日（金）10:00～11:30
①③養正公民館1階大ホール
②坂上児童館 遊戯室
公共施設管理課 宮本、澤村 TEL22-7133

行 政

法テラス無料電話相談会

8月6日(金) 10:00～15：30 ※30分間/人
27人 ※先着順

申込方法 7月12日（月） 10:00～電話で
法テラス岐阜 TEL 050-3383-5471

2 021年 7月 18

生活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変更する場合があります



①②⑤⑥⑦申込時に連絡 ③④土岐川観察館　 ①②④⑤⑥⑦小学4年生以下は保護者同伴 
※⑥⑦は親子または子ども　要予約 ①②④⑤⑥⑦ ※②⑤7月1日（木）から受付開始 ※⑥7月18日

（日）まで受付、20日（火）抽選発表 ※⑦7月1日（木）～25日（日）受付、27日（火）抽選発表
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

　午前中は虫取り、午後からはトンボの標本
作りに挑戦します。

7月18日(日)10：00～15：00
小学生（２年生以下は保護者同伴）
15人　参加料 600円

持ち物 弁当、水筒、虫取り網、虫かご
講師 多治見昆虫会
申込方法 7月3日(土)9:00～電話で

昆虫採集と標本づくり教室昆虫採集と標本づくり教室 　望遠鏡で夏の星団などを観望してみましょう。
7月31日(土) 20：00～21：30 ※雨天・曇天中止
30人　講師 地球村星倶楽部　申込方法 電話で

サタデースターナイトサタデースターナイト

8月12日(木)21:00～ ※雨天・曇天中止
講師 地球村星倶楽部　 100人
持ち物 ピクニックシートや寝袋など、虫よけ、飲み物、軽食
申込方法 7月17日(土)9:00～電話で

ペルセウス座流星群観測会ペルセウス座流星群観測会

7月17日（土）、8月7日（土） 
各日10:00～12：00、13：00～15：00

持ち物 運動できる服装　
講師 多

た

治
じ

見
み

峰
ほ う

遊
ゆ う

会
か い

フリークライミング体験会フリークライミング体験会

9：30～11：30 受付9：00～　 15人
持ち物 釣り道具、エサ、帽子、飲み物、

タオル

7/18 
（日）

　笠原川に棲む外来種を捕獲します。
9：30～11：30 受付9：00～　 15人

持ち物 着替え、ぬれてもよい靴、帽子、
飲み物、タオル

7/24 
（土）

　土岐川の上流でガサガサ探険をします。
9：30～11：30 受付9：00～

持ち物 着替え、ぬれてもよい靴、帽子、
飲み物、タオル

20人

8/7 
（土）

　土岐川の終点、藤前干潟に行きます。
8：30～17：00 受付8：00～

持ち物 昼食、タオル、帽子、着替え、飲み物、
長靴またはぬれてもよい靴、入れ物

（持ち帰る場合）
20人 ※申し込み多数の場合抽選

8/11 
（水）

10:00～17:00

 8/1（日）
 〜8/31（火）

三の倉市民の里地球村 
TEL 24-3212

　カメの視点から多治見の生物多様性
を考えます。

18:30～20:00 受付18：00～
10人

講師 田村ユカ 氏（土岐川観察館）

8/6 
（金） 　土岐川源流の湿地を見てみましょう。

8：30～16：30 受付8：00～
持ち物 昼食、タオル、帽子、着替え、飲み物、

長靴、ぬれてもよい靴、入れ物（持ち
帰る場合）、歩きやすい靴（山登り用）

10人 ※申し込み多数の場合抽選

8/15 
（日）

2 021年 7月19

新型コロナウイルス感染症の影響により掲載イベントを中止・延期など変更する場合があります

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







　新型コロナウィルス感染症に関する市税（市県民税、固定資産税など全ての税目）、国民健康保険、後期高齢者医
療保険、介護保険、国民年金の各種申請についてご案内します。なお、具体的な内容が調整中のものもあるため、最
新情報は担当部署に問い合わせするか、随時更新する市ホームページを確認してください。（令和３年６月11日時点）

1.保険料の減免
　国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険
料、国民年金保険料は、新型コロナウィルス感染症の影
響により納付が困難となった場合、減免できる場合があ
ります。詳細は市ホームページをご確認ください。




