














生活情報 Information

文化財み～つけた　市之倉陶祖碑（市之倉町8丁目）
国道248号線市之倉2丁目交差点北側の小高い丘上に市之倉陶祖碑があります。この

陶祖碑は大正6年（1917）に建てられたもので、市之倉の陶祖・加藤与左衛門常政が祀ら
れています。常政は妻木城主に許され、元和5年（1619）に市之倉の広見山に窯を建て、
やきものを焼いたとされています。また、常政の曽孫与市郎とその子長七は中興の祖とされ、
陶祖碑にその名が刻まれています。

■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。広報たじみは植物性インキ、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部あたりの単価は26.82円■「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。

　11月26日（土）開催の第32回穴
窯フェアで作品が焼ける「穴窯作陶
コース」。白土、赤土から粘土を選び、
自由な作品づくりが楽しめます。

　やきものによる造形表現に焦点を
当てた企画展。作家 6 人の作品が
並びます。

第32回『穴窯作陶コース』参加者募集

美術・文化情報

申場 問 安土桃山陶磁の里ヴォイス工房
大辻　☎ 25-2233

問場
文化工房ギャラリーヴォイス　田中　
☎ 23-9901　FAX 23-9902

意匠研ギャラリー 佐藤雅之展

佐藤雅之公開特別講義

日時　9月1日（木）～10月31日（月）
　　　 ※火曜定休。各枠 4人まで
　　　①10：00～　②13：00～　③15：00～
参加料　2点、粘土2kg ／4,000 円
　　　　1点、粘土1kg ／3,000 円
申込方法　電話で

　第38期卒業生の佐藤雅之氏による展覧会を開催します。

申場 問 陶磁器意匠研究所　駒井　☎ 22-4731

日時　9月9日（金）～10月16日（日）　9：00～17：00　会期中無休
場所　本館1階 ishoken gallery

セラミックスラボ前期制作展
　第20期セラミックスラボ研究生による展覧会を開催します。
日時　9月9日（金）～10月16日（日）　 9：00～17：00　会期中無休　場所　本館2階

日時　10月7日（金）　13：30～15：00（外部聴講定員15人、要申込）

日時　9月23日（金・祝）～
　　　12月18日（日）
　　　10：00～18：00
　　　 ※水曜定休。
　　　 最終日は15：00まで

展覧会「やきものの現在
－土から成るかたち－PartXIX」

陶磁器意匠研究所での展覧会情報

佐藤雅之「殻の巣＜地＞」

さとう まさゆき
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生活情報 Information

　少しずつ活発になってきたお子さんと一緒に親子の
ふれあい遊びや体を使った遊びを学びます。
日時　10月7日（金）、14日（金）　9：30～11：00（全2回） 
場所　駅北親子ひろば　定員　10組　
対象　令和3年10月生まれ
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
　　　　　  ※定員に達した場合は、抽選
　　　　　  ※参加の可否は、10カ月健診受診月の月末までに
　　　　　　  メールで通知

募集 不登校の悩みを聞きます

日時　9月21日（水）　10：00～12：00 
対象　不登校に悩む保護者
申込方法　9月14日（水）までに電話で
申場 問 教育相談室　☎ 23-5942

募集 市営住宅の入居者を募集

対象　次の全てを満たす方 ※判定基準は申込日
　　　①市内に在住または在勤で住宅に困っている
　　　②収入基準内の所得で市税を滞納していない
　　　③同居する親族がいる（入居予定日から3カ月
　　　　以内に結婚する場合を含む）
※2ＤＫまでの住戸は、高齢者、障がい者などの単身入居可能
入居募集住宅

家賃　申込者の所得に応じて決定
申込期間　随時（先着順）　※土日・祝日を除く
入居可能日　申請から約1カ月後
申込方法　申込書（窓口またはホームページからダウン
　　　　　 ロード可）に必要書類を添えて窓口へ
問 建築住宅課　小木曽　☎ 22-1312

募集 親子ふれあい教室

申

問

NPO法人まぁーる　☎ 090-3836-6050
E-MAIL npo.maaru.tajimi@gmail.com
子ども支援課　武井、宮原　☎ 23-5958

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話して
みませんか。
日時　①9月7日（水）　②9月14日（水）　②9月28日（水）
         10：00～12：00 
場所　①南姫公民館 和室　②さわらび学級　
　　　③精華交流センター 会議室　
対象　不登校に悩む保護者　申込方法　電話で

申 問

募集 チャレンジさわらび

　学校に行きづらさを感じている児童生徒の皆さんと
一緒に楽しむ活動です。
日時　①9月7日（水）　13：30～15：00
　　　 ②9月30日（金）　10：00～14：30 
場所　①さわらび学級　②笠原体育館第1競技場
内容　①カードゲーム、工作など 
　        ②ソフトバレーボール、軽スポーツなど　
対象　市内在住の不登校や登校しぶりの小・中学生
申込方法　電話で

さわらび学級　☎ 0120-51-7867
なやむな

申 問

募集 たじみ子ども会議☆
子どもスタッフ会議

　年齢や学校の違う子ども同士でたじみ子ども会議に
向けた準備を行います。
日時　9月25日（日）　10：00～12：00
場所　ヤマカまなびパーク　5階学習室   　
対象　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　中上
☎ 22-1128　FAX 25-7233

旭ケ丘第２
２戸程度

６戸程度

4戸程度

1戸程度

高根

国京

簡易耐火２階建・２ＤＫ

中層耐火４階建・３ＤＫ

中層耐火４階建・３ＤＫ

中層耐火3階建・２ＤＫ

団地名 構造・間取り 募集戸数

すぐ買える  当たりがわかる  クイックワン  

宝くじ

宝くじ
公式サイト

 
公式サイトで
発売中！  

 
宝くじの収益金は、私たちの街の公共事業等に役立てられています。 

公益財団法人岐阜県市町村振興協会 
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※新型コロナウイルス感染症の影響により掲載内容を
　中止・延期など変更する場合があります。

　体験を通して防災の知識やスキルを手に入れよう。
日時　9月11日（日）　11：00～15：00
場所　三の倉市民の里 地球村　※申込不要 ※雨天決行

募集 市営霊園の使用者を募集

対象　令和4年4月1日以前から市内在住で、現に埋蔵し
　　　ようとする焼骨をお持ちの方。ただし、次のい
　　　ずれかに該当する場合は申込不可。
　　　①墓地、納骨堂などの使用権を持っている場合
　　　②分骨した遺骨（予定も含む）による場合
募集区画　平和霊園4区画、北市場霊園5区画、森下霊園
　　　　　1区画
申込方法　9月12日（月）～30日（金）の9：00～ 
               17：00に申込書（9月1日（木）から窓口で配布
　　　　     またはホームページからダウンロード可）を
　　　　　窓口へ ※土日、祝日を除く

日時　10月29日（土）　13：00～ 
場所　駅北庁舎 4階大ホール

応募多数の場合の抽選について

申 問 環境課 加納　☎ 22-1580

もしもに備えて体験
防災フェスタin地球村

介護家族交流会
～こんな介護食あったんだ～

問
市民活動交流支援センター(ぽると多治見)　田中
☎ 22-0320

日時　10月12日（水）
　　　14：00～16：00
場所　南姫公民館　
講師　垂谷 智子 氏 (家庭犬しつけインストラクター)
定員　実技5組（大人2人で参加）、講義のみ20人
申込方法　9月16日(金)までに住所、氏名、連絡先
　　　　　（実技のみ犬の種類、名前、年齢）を電話、
　　　　　Eメール、FAXで

犬のしつけ方教室

申 問 環境課 犬塚　☎ 22-1580　FAX 22-1186
E-MAIL kankyo@city.tajimi.lg.jp

たるたに ともこ

日時　9月20日（火）　10：00～11：30
場所　精華地域包括支援センター 2階
対象　介護されている方や、介護について知りたい方
講師　今川 智子 氏 (管理栄養士)　定員　20人
申込方法　9月14日（水）までに窓口または電話で

募集

申 問 精華地域包括支援センター 日東　☎ 25-2511

不動産無料相談会

日時　10月3日（月）　13：00～15：00
場所　本庁舎　3階緑の会議室
申込方法　9月26日（月）までに電話で
申 問 岐阜県不動産鑑定士協会　☎ 058-201-2411

いまがわ ともこ

日時　9月30日（金）　13：30～15：30
場所　旭ケ丘公民館 研修室
講師　小境 和久 氏
         (ダンボールコンポストアドバイザー)
定員　15人　参加料　200円
申込方法　電話または旭ケ丘公民館にある申込書で

生ごみ堆肥化入門講座

申 問
ＮＰＯ法人シニアネット多治見ダンボール
コンポスト研究会　代表　小境和久
☎ 090-7609-3714

こざかい かずひさ

　坂上児童館の老朽化・耐震性能不足への対応として、
養正公民館を増改築し、児童館機能を移転・統合する
計画について説明します。
日時　9月25日（日）　10：00～11：00
　　　 9月27日（火）　19：00～20：00
　　　 ※各回とも説明内容は同じ ※申込不要

場所　養正公民館 1階ホール

養正公民館・
坂上児童館機能統合説明会

問 公共施設管理課 宮本、澤村　☎ 22-7133

　県では、皆さまの1日の行動などを参考に今後のまち
づくりを検討するため、交通に関する調査を9月から12月
に実施します。無作為に抽出した世帯に、案内はがきを
お送りします。

第6回中京都市圏パーソントリップ
調査にご協力をお願いします

問
中京都市圏パーソントリップ調査サポートセンター
☎ 0120-052-133

※北市場霊園合葬式墓地は随時募集
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生活情報 Information

日時　10月8日（土）、22日（土）
　　　10：00～14：00　※雨天時は館内で開催
場所　陶都創造館 前庭(20小間)　
運営協力金　1小間 500円
申込方法　9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

　今回で55回目。市民の優れたアイディア、発明考案品を
一同に展示します。
日時　9月10日（土）、11日（日）　9：00～17：00 
場所　産業文化センター 5階大ホール
問 産業観光課　浅野　☎ 22-1252

申 問
陶都創造館(本町5-9-1)　向井
☎ 080-5290-7248

問 岐阜労働局賃金室　☎ 058-245-8104

問 文化スポーツ課 佐藤　☎ 22-1193

募集 フリーマーケット出店者募集 2022年多治見市
発明くふう展開催

日時　9月25日（日）　10：00～14：30 
場所　笠原中央公民館タイル広場
問 笠原町商工会　曽我　☎ 43-3241

かさはら陶器まつり・
産業フェスタ

第52回四季のコンサート
フルート二重奏

笠原中央公民館
大規模改修工事説明会

日時　9月13日（火）　12：15～12：45 
場所　駅北庁舎 2階ロビー
出演者　石橋博美 氏、𠮷川まな美 氏
問 文化スポーツ課　佐藤　☎ 22-1194

募集

日時　11月2日（水）～令和5年4月26日（水）
場所　ポリテクセンター岐阜　対象　求職中の方
定員　CAD／CAM技術科 20人、電気設備技術科 16人
申込方法　8月15日（月）～10月7日（金）に最寄りの
　　　　　 ハローワークへ
申 問 ポリテクセンター岐阜　訓練課　☎ 54-3162

土岐でハロトレ

日時　9月24日（土）、25日（日）　10：00～16：00 
場 問 セラミックパークMINO　☎ 28-3200

セラパーク楽々市

人口と世帯数の動き 2022年8月1日現在

47,420世帯 （前月比+2世帯）
52,282人（前月比-27人）男 55,172人（前月比-42人）女

107,454人 （前月比-69人）総人口 世帯数

　中小企業で働く従業員のための国の退職金制度です。
制度の特色
①掛金の一部を国が助成
②掛金は全額非課税で手数料も不要
③外部積立型で管理も簡単
④パートタイマーさんや家族従業員も加入できる
※一部対象外あり

中小企業退職金共済制度

問 中小企業退職金共済事業本部
☎ 03-6907-1234　FAX 03-5955-8211

　令和5年度（予定）の改修内容を説明します。
日時　9月30日（金）　19：00～20：30
　　　10月4日（火）　13：30～15：00
場所　笠原中央公民館 視聴覚室 

　10月1日から岐阜県最低賃金が時間額910円(30円
ＵＰ！) に改正されます。

必ずチェック 最低賃金

いしばし ひろみ よしかわ まなみ
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対象者　おおむね65歳以上の安否確認が必要な方
申請方法　申請書、身体状況等調査票(ホームページからダウンロード可）を窓口へ
　　　　　　※身体状況等調査票の作成はケアマネジャー、地域包括支援センターへ相談

弁当を配達する時に高齢者などの安否を確認します

※QRコードを読み取るとインターネット上の
　伝言板を介して保護者と連絡がとれます

1.配食型見守りサービス事業

対象者　おおむね65歳以上のひとり暮らしの方で見守りが必要な方など
申請方法　申請書、身体状況等調査票(ホームページからダウンロード可）を窓口へ
　　　　　　※身体状況等調査票の作成はケアマネジャー、地域包括支援センターへ相談

緊急時に消防本部(119番)へつながる機器を貸し出します
2.緊急通報システム

対象者　65歳以上のひとり暮らしの方
申請方法　申込書(ホームページからダウンロード可）を窓口へ。民生委員に申込も可

かかりつけ医、家族の緊急連絡先などの情報を入れるキットを配布します。
※キットは冷蔵庫で保管し、救急搬送時に救急隊が持ち出します

3.救急医療情報キット

対象者　在宅で65歳以上の要介護4または5の認定を受けている非課税世帯の方
申請方法　申請書(ホームページからダウンロード可）を窓口へ
 　　　　　  ※ケアマネジャーなどに常時おむつを使用していることを証明してもらう必要があります。

おむつやその他の介護用品(防水シーツ、使い捨て手袋など)を購入できる券(月額5,000円分)を支給します
4.寝たきり高齢者等介護用品購入助成事業

対象者　65歳以上の行方不明のおそれがある方など
申請方法　申請書、身体状況等調査票を窓口へ

65歳以上の行方不明のおそれがある方などを早期に発見するために、
衣服などに貼るQRコード付のみまもりシールを交付します。

5.認知症高齢者等みまもりシール交付事業

高齢者の虚弱状態をフレイルといいます。家でできるプチ運動を学んでフレイルを予防しましょう。
フレイル予防運動教室

高齢者支援のサービスがあります

10月21日（金）13：30～15：00

12月 2日（金）13：30～15：00

令和5年2月3日（金）13：30～15：00

9月1日（木）

11月2日（水）

令和5年1月6日（金）

TYK体育館 第4競技場

駅北庁舎4階第2、第3会議室

駅北庁舎3階親子研修室

1

2

3

時間 場所 申込開始日

対象　多治見市在住の75歳以上の方で後期高齢者医療制度に加入の方　講師　TYK体育館インストラクター
定員　30人　持ち物　運動のできる服装、靴、飲み物、タオル　申込方法　電話で

感謝と挑戦のTYK体育館（総合体育館）　☎ 22-4111申

保険年金課 佐々木　☎ 23-5762問

高齢福祉課 伊藤　☎ 23-5821問

▲ 省電力型ワイヤレス
  リモートスイッチ5
  (送信機)

▲ 緊急通報装置
  「SL-10号 BOX」
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	名称未設定



