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水弘法

　久々利古道（内津から久々利への道）の吉坂という坂
には水に関する昔話が残っています。昔、旅の僧侶が村
人に水を求めましたが断られました。するとそばを流れる
大沢川が干上がり、水無川となってしまいました。吉坂に
さしかかった僧侶が地面を杖で突くと、清水が湧き出て
きたという内容です。ここには今も清水が湧き出ており、
水弘法が祀られています。

大原町9丁目

陶製かぶと手作り講座
　成形と色付けまで出来る全2回講座です。

3月2日(水)～4月10日（日） ※火曜定休
①10：00～ ②13：00～
③15：00～
各枠4人まで 

申込方法 電話で
参加料 3,000円

安土桃山陶磁の里ヴォイス工房
TEL 25-2233

ishokenの造形 
やきものの現在 2022
　活躍されている多治見市
陶磁器意匠研究所の卒業生
７名による展覧会です。

3月20日（日）～5月8日（日）
10:00～18：00

※水曜定休（祝日は除く）、最終日は15：00まで

文化工房ギャラリーヴォイス
TEL 23-9901 FAX 23-9902

パンと器と2022
　「パン」と「器」が約40店舗に点在し「めぐり」ながら楽しめる
マーケットです。

3月21日（月・祝） ※時間等は参加店舗により異なります。
多治見駅周辺、ながせ商店街、本町オリベストリートエリア

※イベント開催は公式Webサイトをご確認ください。
（一社）多治見市観光協会　TEL 51-8156

鈴木藏 美の世界
　鈴木藏 は「志野」の人間国宝であり、現代志野を代表
する作家です。

後期：3月15日（火）～4月17日（日）
※会期中、一部展示替えあり　入場料 一般320円

美濃焼ミュージアム
TEL 23-1191 ▲志野香炉 鈴木藏 個人蔵
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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



新型コロナワクチン３回目接種を始めています
～接種券付き予診票が届いたら予約してください～

問い合わせは 
コールセンターへ

多治見市コロナワクチン接種コールセンター8：30～17：00（平日）
TEL 23-5552（直通）、22-1111（代表）内線2450～2455

１・２回目の接種を受けた医療機関への予約をお勧めします

　接種をした順に3回目の接種券付き予診票を発送していきます。

※接種券付き予診票が届かない場合は、コールセンターへ問い合わせください。
※ワクチン接種は、本人の意思に基づき実施するものです。
※3回目接種は、2回目接種から6カ月以上経過している必要があります。

〇：どなたでも予約可、△：通院中の方のみ予約可 
印なし：１回目、２回目の接種を受けた方のみ接種可

２回目接種終了月 ３回目接種券発送時期（予定）
令和３年9月 令和４年3月上旬
令和３年10月 令和４年4月上旬

No 医療機関名 ☎
1 ○ 安藤クリニック 050-5212-5056
2 池庭医院 22-1819
3 ○ 市之倉診療所 22-3811
4 ○ いちはらこどもクリニック 24-3411
5 ○ いながけ医院 45-0077
6 ○ うすい整形外科 43-3600
7 ○ 太田医院 22-0037
8 おおむらクリニック 25-0166
9 ○ おかざきまりこクリニック 27-1200
10 △ 岡山内科・消化器科クリニック 21-1717
11 ○ 笠原診療所はっとり医院 28-2261
12 ○ かとうだいきクリニック 26-8200
13 ○ 希望ヶ丘クリニック 090-1744-8520
14 こいずみ岸川クリニック 27-2481
15 ○ 後藤医院 43-2014
16 ○ 小西クリニック 43-2188
17 小林医院 27-5312
18 ○ サニーサイドホスピタル 080-3724-2500
19 精華医院 090-9184-3623
20 高羽クリニック 23-5515
21 ○ たじみすいみんクリニック NEW 56-7837
22 ○ 多治見スマートクリニック NEW 21-1770

ワクチン接種後も
感染予防をお願いします

　ワクチン接種後も、マスク着用、手洗
い・消毒など基本的な感染対策の徹底の
継続をお願いします。

市外で接種してから転入した方
　他市区町村が発行した接種券で２回目の接種
を受けた後に多治見市へ転入した方は、３回目接
種用接種券の交付を申請してください。詳しくは
ホームページをご覧ください。

【市内指定医療機関で予約】

【公共施設等での集団接種で予約】
電話またはインターネットで予約してください。（受付時間は予約時に指定）
①コールセンターへ電話 平日8：30～17：00
　TEL 23-5552(直通)、22-1111(代表)内線2450～2455
②インターネット 予約サイト：https://www.v-rev-tajimi.jp/

No 医療機関名 ☎
23 タジミ第一病院 22-5131
24 ○ たじみ内科 22-2333
25 中央クリニック 080-9726-3214
26 豊岡医院 21-2868
27 ○ 仲西クリニック 29-1181
28 ○ 中村こどもクリニック 24-1717
29 ○ 西尾クリニック 24-0689
30 根本外科医院 27-2821
31 ○ のむら・笠原クリニック クリニックホームページから
32 ○ 浜田・浅井医院 22-0522
33 ○ 林かつひこ内科・循環器科 20-2002
34 ○ 林内科クリニック 25-7755
35 はら内科クリニック 28-3223
36 ○ 光ヶ丘クリニック 21-0510
37 ○ 前川ファミリークリニック 22-0682
38 まえかわペインクリニック 28-2010
39 ○ 松下クリニック 26-7890
40 水田クリニック 090-8283-3158
41 ○ むらせクリニック 22-8499
42 ○ 横田耳鼻咽喉科 21-2133
43 わたなべクリニック 26-8666
44 ○ 水谷心療内科 NEW 23-8411
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募 集

不登校の悩みを聞きます

3月16日（水） 10:00~12:00
不登校に悩む保護者

申込方法 3月9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。

3月9日（水） 10:00~12:00
旭ケ丘公民館 研修室
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

3月20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

風景づくり団体募集

　美しい風景づくりを推進することを目的とし
て組織され継続的に活動している団体を認定
し、支援します。

次の全てを満たす団体
・  団体の規約があり、地域における風景づくり（美

しいまちづくり）に有効な活動を行っていること
・  多くの地域住民に支持されていること
・  活動が関係者の所有権などの財産権を不当に

制限しないこと
助成額 経費の2分の1以内（上限20万円/年、
申請は年1回のみ最大5年間）
※詳細は問い合わせください

都市政策課 小林 TEL 22-1321

募 集

若年性認知症カフェ

　若年性認知症のご本人とご家族が集まり、日
頃感じていることを話してみませんか。

3月21日（月・祝） 13:30~15:30
総合福祉センター 4階会議室
若年性認知症のご本人と家族　 10人

申込方法 3月11日（金）までに電話または窓口へ
滝呂地域包括支援センター 関谷 
TEL 24-5562

募 集 たじみ認知症サロン
「さんあいカフェ」

　カフェで日頃の思いを自由に話しませんか。
認知症の相談もできます。

3月13日（日） 13:30~15:00
総合福祉センター 1階 ママズカフェ
認知症のご本人や家族　 10人程度

申込方法 3月11日（金）までに電話で
※飲み物代実費

太平地域包括支援センター 伊藤
TEL 25-1135

募 集

桔梗大学 学生募集

　高齢者のための生涯学習講座です。全体学
習や、月に1、2回のクラブ活動を、年間を通じて
行います。つながりを大切に楽しく活動します。

ヤマカまなびパーク　 65歳以上
参加料 入校金 年額3,500円 ※別途クラブ活
動費用が必要（年額4,500〜7,500円）
申込方法 3月18日（金）~申込書（窓口で配布）
と参加料を窓口へ ※月曜休館

ヤマカまなびパーク 長谷川、和田 
TEL 23-7022

行 政

不動産無料相談会

4月1日（金） 13:00~15:00
本庁舎 3階第3会議室

申込方法 3月25日（金）までに電話で
※相談時間は30分以内

岐阜県不動産鑑定士協会 TEL 058-201-2411
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