


電動アシストで ら く ら く！
　車での移動も楽ですが、自転車で街を巡ってみるのもどうでしょう？
　山に囲まれている多治見の郊外を駆け抜けたり、美味しいものを
探してカフェやレストランを巡ったり、自由気ままに楽しみたい人にサ
イクリングはちょうどいい。
　体力に自信がない人も「たじみレンタサイクル」なら大丈夫。電動
アシストで急な坂道も、長い道のりも涼しい顔で走っていける。これ
がクセになる乗り心地です。

　スタンドには本格的でカッコいいマウンテンバ
イクから、おしゃれな街乗り自転車までそろって
います（全部で8種類）。お出かけの日はあなた
のお気に入りの自転車に乗って、街へ出かけま
せんか？

移動が楽しくなっちゃう！
　「今日はどこで何をしよう？」、多治見でお出かけの予定を立てると
きに、「目的地までどうやっていくか？」も楽しみの一つに加えてほし
いんです。

　街の魅力は観光地などのスポットだけではあり
ません。目的地までの道のりにも魅力がいっぱい
です。建物や道の作り、垣間見える人の生活感か
ら街の素敵な「空気」を感じ取ることができます。

「陶彩の径」動画

ツアー動画

多治見まちづくり㈱ TEL 0572-23-2636
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その先にあるものは？
　街中にはあなたがまだ見たことない景色が隠れてい
ます。
　「この道を曲がったらどこに着くのかな？」「あの坂を
上ったら何が見えるのかな？」「あのお店入ったことない
な」など、そんな興味が湧いたら思い切って予定を変
更！少し寄り道しちゃいましょう。思わぬ魅力との出会
いが待っているかも！？

操作も簡単♪
　電動アシストは手元の
ボタンを押すだけ！走り
出しも軽快、坂道もスイ
スイ進めちゃいます！

　街のタイル工場や窯元でワークショップを体
験できるツアーもあります。移動を楽しみ素敵な
体験ができます！

にならない で
新鮮な空気を吸って、健康習慣！
免疫力を高く保とう！
サイクリングでストレスも ！ 

密 屋 外

発 散

▲七窯社 鈴木タイル店
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Ａ.多治見レンタサイクル　駅北立体駐車場管理室

 〒507-0038　多治見市白山町1-228
 営業時間：8:00-18:30
 定休日:なし
 0572-23-2636
 trc@tajimi-tmo.co.jp

Ｂ.多治見レンタサイクル ヒラクビル店（受付喫茶わに）

 〒507-0033　多治見市本町3-25
 営業時間：10:00-19:30
 定休日:水曜日
 0572-23-2636
 trc@tajimi-tmo.co.jp

まちぐるみで をサポート！自 転 車 旅
　街を巡りやすくなるように25カ所以上の施設にサイクルスタ
ンドを設置、市内の事業者やお店が協力してサービスをお届け！
　観光客の方はもちろん、市内の方にも運動不足解消や地元の
魅力を再発見してもらえるように、安心できる自転車旅をサポー
トしています。

　サイクルスタンド設置施設ではいろいろなサポート
が受けられて安心です。どんなサポートが受けられる
かはマップで確認するか、各サイクルスタンドに貼り
つけてあるサポートアイコンで確認できます。

▲市之倉さかづき美術館 ▲カフェ・ド・ドルチェ ▲永保寺

▲陶都創造館 ▲モザイクタイルミュージアム ▲マルナカストアー ▲とうしん学びの丘エール

▲ヒラクビル ▲ 受けられるサポートが
　スタンドで確認できる

▲まちぐるみサポートアイコン例

タジミスタンドマップは多治見まちづくり株式会社ホーム
ページからダウンロードまたは、
●多治見駅北立体駐車場 ●喫茶わに（ヒラクビル）
●多治見駅観光案内所
で配布しています。
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1.予約

ＱＲコードから予約サイト
へアクセスし、ご利用日と
貸出・返却店舗、車種を選び、お支払をお
願いします。予約完了のメールを受け取っ
たら、当日まで大切に保管してください。
当日、飛び込み受付も空きがある限りＯＫ
です。

小型車限定の無料試走会！全8回

※自転車の車種によって追加料金が発生します ※ヘルメット無料貸し出しあり

3.返却

貸出時に指定し
た店舗へ返却してください。
暗くなったら早めに点灯する
など、安全運転をお願いいた
します。お店に着いたらカギ
の返却、車体チェックを受け
て終了です。

2.来店＆レンタル

受付時間をご確認の上、
動きやすい服装で指定の貸出店舗へ
ご来店ください。店頭にてお名前をお
知らせいただければ、スタッフがご案
内いたします。当日、身分証のコピー
を取らせていただきますので必ずご持
参ください。

料金
1日プラン 半日プラン（4時間まで） 2時間プラン

1,200円
(WEB予約で-200円) 800円 500円

　クセになる電動アシストサイクルの乗り心地を体験してみよう！

※予定は天候などで変更・中止の可能性があります。ご予約の際にご確認ください。

集合場所 駅北立体駐車場 レンタサイクル受付　無料車種 小型電動アシストサイクル（グリッター、オフタイム）
試走コース 多治見駅北立体駐車場～陶彩の径～モザイクタイルミュージアム

5人／回　 身長145㎝以上で自転車に乗れる方
申込方法 たじみレンタサイクル予約サイトまたは電話で
※希望日と対象車種（グリッター・オフタイム）の空きを確認し、予約してください

多治見まちづくり株式会社 TEL 0572-23-2636（受付 平日9：00～18：00）

3月 16日（火）、20日（土）
27日（土）、31日（水） 10：00～11：30

（9：45までに集合）
4月 3日（土）、14日（水）

17日（土）、27日（火）

試走会予約▶

多治見高校の
生徒制作PR動画

▲ 電動アシストの操作方法も教えて
もらえるから安心！

▲ サイクリングの始まりは街の中心か
ら。受付を済ませたら出発！

 LINE公式アカウント
 「@tajimirental-cycle」
 友だち登録でお得な特典プレゼント

特典1
次回利用時Web予約で
20％OFFクーポン！

特典2
2回目以降時間延長
アップグレード！

QRコードから
友だち追加！

友達
募集中
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会計年度任用職員を募集します。

人権標語コンテスト人権標語コンテストのの入賞・入選作品入賞・入選作品
くらし人権課 鬼頭 TEL 22-1128

　岐阜地方法務局多治見支局と多治見市人権擁護委員連絡会では、多治見市内の中学生を対象として、
人権尊重思想の普及高揚を図ることを目的とした人権標語コンテストを実施しました。同コンテストには
768点の応募があり、次の作品が入賞・入選しました。（敬称略）

最優秀賞

１点
肌の色 違っていても 誰もが平等 南姫中学校 大

おお
竹
たけ

 由
ゆ

季
き

乃
の

優秀賞

6点

あいさつは 心のとびらを ひらくかぎ 平和中学校 大
おお

島
しま

　美
み

優
ゆう

自分の心 相手の心 どちらの心も大切に 陶都中学校 工
く

村
むら

　柚
ゆ

茉
ま

思いやり 人と人との 赤い糸 多治見中学校 品
しな

川
がわ

　結
ゆう

香
か

絶対ダメ ネットでの悪口 ナイフだよ 北陵中学校 川
かわ

﨑
さき

　愛
あ

音
のん

泣いてるよ ＳＮＳでの悪口は絶対やったらダメなこと 小泉中学校 加
か

藤
とう

　紗
さ

杏
き

２ｍ自分を守るディスタンス でも近づけようよ心の距離は 小泉中学校 水
みず

野
の

　さら

入 選

8点

思いやる あなたの心が すてきだな 平和中学校 柳
やなぎ

原
はら

　亜
あ

美
み

人それぞれの個性を否定する権利は誰にもない 陶都中学校 前
まえ

田
だ

　琉
る

衣
い

それはダメ 本音を言える それが友達 陶都中学校 松
まつ

尾
お

　直
なお

輝
き

「大丈夫？」私が一声かけて 助けるよ 多治見西中学 多
た

治
じ

見
み

 友
ゆ

南
な

落とさない 人の心に ばくだんを 多治見中学校 原
はら

田
だ

　歩
あゆ

夢
む

ありがとう こころがおどる あいことば 多治見中学校 笠
かさ

木
き

　　直
なお

いやがらせ 見て見ぬふりが 最悪だ 多治見中学校 千
せん

田
だ

　康
こう

誠
せい

ありがとう その一言も 思いやり 小泉中学校 竹
たけ

中
なか

 海
み

唯
ゆ

希
き

人権標語コンテスト人権標語コンテストのの入賞・入選作品入賞・入選作品

任用期間 令和3年4月1日から12月31日まで
申込期間 3月12日（金）まで（必着）　※詳しくはホームページ参照

職 種 スクール・サポート・スタッフ
職務内容 市内小中学校の学校事務補助・校内の消毒
募集人員 21人
就業時間 月～金曜日 8:30～11:30（応相談）
報 酬 時給930円 ※期末手当支給対象外
採用条件 ●普通自動車運転免許を取得していること ●パソコン操作（ワード、エクセルなど）ができること
申 問 教育推進課 伊藤 TEL 23-5904
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募 集 BPプログラム
～赤ちゃんが来た～

　初めて子育てをしてい
るママの仲間づくり、親子
のふれあい遊び、子育ての
スキルなどを学びます。

4月16日～5月7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法人まあーる TEL 090-3836-6050
Email maaru0405@ezweb.jp
子ども支援課 中島、木村 TEL 23-5958

募 集 たじみ認知症サロン 
さんあいカフェ

　認知症の人や家族同士が日頃の思いを自由
に話せるカフェです。

3月19日（金） 13：30～15：00
養正公民館 2階研修室
認知症に関わりのある方や地域住民
10人程度

申込方法 3月16日（火）までに 電話または窓口へ
滝呂地域包括支援センター 高橋
TEL 24-5562

行 政 高齢者を対象とした
粗大ごみの戸別収集

　粗大ごみ（長さ1m以下、重さ50kg以下）の
戸別収集を始めます。

4月1日から
世帯員が75歳以上の高齢者のみの世帯

費用 粗大ごみ1個につき粗大ごみシール（520
円）が必要
申込方法 電話または窓口へ

高齢福祉課 今井 TEL 23-5821

行 政 3月1日～7日は
春の火災予防運動週間

　昨年は37件の火災が発生し、令和元年より
15件増加しました。火災の発生しやすい時季が
続くため、火の取り扱いには十分注意してくだ
さい。

予防課 久保田 TEL 22‐9233

募 集 子どものサロン＆
子どもスタッフ会議

　年齢や学校の違う子ども同士で市のまちづく
りについて話をしませんか。

3月21日（日） 10：00～12：00
ヤマカまなびパーク 5階学習室
小学生～高校生

※体験参加可
※スタッフ登録は小学4年生以上
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 水野
TEL 22-1128 FAX 25-7233

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10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

不登校を考える会

　不登校や登校しぶりについて抱えている悩
みや不安を教育相談員が聞きます。

3月17日（水） 10：00～12：00
不登校に悩む保護者

申込方法 3月10日（水）までに電話で
教育相談室 TEL 23-5942
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行 政

令和3年多治見市成人式

　延期しました令和3年
成人式を開催します。
※ 新型コロナウイルス感

染状況によって、式典
の中止や内容の変更
もあり
5月4日（火・祝） 受付12：00～

【大ホール】13：00～【小ホール】13：30～
バロー文化ホール 大ホール・小ホール
平成12年4月2日～平成13年4月1日生ま

れの方
持ち物 案内はがき
※会場を中学校区で分けて開催
※対象の方には、3月上旬に案内はがきを送付
※ 出席を希望する方で、多治見市に住民登録

のない方や、案内はがきが届いていない方
は、当日の会場受付で対応

※ 手話通訳、要約筆記を希望する方は、4月20
日（火）までに要連絡

文化スポーツ課 佐藤、村瀬
TEL 22-1193 FAX 25-6213

募 集 インクルーシブ
教育推進委員の募集

　「インクルーシブ教育推進たじみプラン」を推
進するため委員を募集します。
任期 令和3年4月1日から令和5年3月31日
※委員会は年間3回開催
募集人数 2人
申込方法 3月15日（月）までに「多治見市のイン
クルーシブ教育に期待すること」を800字程度
にまとめ、住所、氏名（フリガナ）、年齢、性別、電
話番号を記載し、郵送、FAXまたはEメールで
※書類選考後、3月末日までに結果を通知

教育相談室 後藤
TEL 23-5942 FAX 23-5862
Email kyo-soudan@city.tajimi.lg.jp

令和4年成人式
令和4年1月9日（日）
平成13年4月2日～平成14年4月1日生

まれの方

行 政 介護保険住宅改修費
受領委任払制度を開始します

　「償還払い」に加え、「受
領委任払制度」を開始し
ます。

4月1日から
受領委任払いとは
　被保険者は費用の自
己負担分のみを施工業
者に支払い、保険給付分
は被保険者から委任を受けた施工業者へ市が
直接支払うこと
※ 市に登録された受領委任払取扱事業者が住

宅改修を行う必要あり
※ 事前に高齢福祉課へ要相談

高齢福祉課 加藤、伊藤 TEL 23-5211

行 政 2021年度版環境家計簿付
エコカレンダー配布開始

　家庭のエネルギ
ー使用量を記録し
て、省エネに取り組
みましょう。エコカレ
ンダー「かぞくコー
ス」、「こどもコース」

（応募用紙付）や「お手軽！電気コース」（メール
限定）の応募者には、もれなくうながっぱグッズ
などプレゼントします。
※このカレンダーは4月始まり
配布場所 環境課、駅北庁舎1階ロビー、各地区
事務所、ヤマカまなびパーク1階総合受付
※なくなり次第終了

環境課 真鍋 TEL 22-1175

募 集 市都市計画審議会委員
（市民委員）を募集します

任期 委嘱の日から2年間
市の都市計画に興味がある市内在住の方

募集人数 4人
申込方法 3月15日（月）までに「私が考えるまち
づくり」を800字程度にまとめ、住所、氏名、年
齢、職業、連絡先を記入の上、郵送または窓口へ

都市政策課 藤田 TEL 22-1321
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行 政 うながっぱ着ぐるみ貸出 
事前調整受付

　令和3年度に着ぐるみの使用を希望される方
は申請書を提出してください。
※貸出希望日が重複した場合のみ抽選会を実施
※事前調整後は先着順で受け付け

4月1日（木）～令和4年3月31日（木）の間に
着ぐるみの使用を希望する方
申込方法 3月16日（火）12：00必着で申請書

（ホームページよりダウンロード可）を郵送、
FAXまたは窓口へ

※ 新型コロナウイルス感染症の影響で貸し出し
の可否について変更する場合があります

産業観光課 荻原、小林 TEL 22-1250

行 政 環境学習講座に
森林環境税を活用

　「清流の国ぎふ森
林・環境税」を活用
し、身近な自然環境
やその大切さについ
て学ぶ環境学習講座

「たじみエコカレッジ」を毎年実施しています。
県民の方々に納めていただいた森林環境税を
生かし、ふるさとの美しい森づくり・川づくりを
担う人財の継続的な育成を目指します。令和3
年度は4月から受講生を募集します。

環境課 真鍋 TEL 22-1175

行 政 剪定した枝木は適正に
処理してください

　家庭で剪定した枝木を道路の法面下や空き
地に投棄する行為は「不法投棄」にあたり法律
で禁止されています。
　剪定した枝木は指定ごみ袋に入れて「ごみス
テーション」に出すか、三の倉センターに持ち込
んで適正な処理をしてください。

環境課 坪山 TEL 22-1580

抽選会
3月23日（火）13:30～
本庁舎 1階第2会議室

募 集

ふるさと納税の返礼品を募集

　「元気な多治見!うながっぱ寄附金（ふるさと
納税）」の返礼品を提供いただける事業者を募
集します。
応募要件
　市内に事業所を有する法人または個人で、市
税その他の諸納付金に滞納がないこと
対象となる返礼品
　次の1～3のいずれかに該当するもの
1 市内で製造、加工、栽培などをしているもの
2 市内の原材料を主に使用しているもの
3 市内で提供されるサービス
返礼品の主な条件
●発注から7日以内に寄附者に発送できるもの
●配送に耐えられるもの
● 飲食物の場合、賞味期限が発送日から5日以

上あるもの
申込方法 3月15日（月）までに「ふるさと納税返
礼品募集案内希望」連絡を電話またはEメール
で。後日、募集案内、申込書をEメールまたは郵
送で配布

総務課 金子 TEL 22-1409
Email soumu@city.tajimi.lg.jp

募 集 多治見国際交流協会
ジュニアクラブ 会員募集

　日本に住んでいる外国人との交流を通じて、
世界各国の遊びや文化を学びます。

4月～令和4年3月（年5回開催）
10：30～12：00または13：30～15：00
子ども情報センター ほか
小学3～6年生　 30人

参加料 3,000円（多治見国際交流協会年会費
1,000円含む）
申込方法 3月8日（月）～電話で

文化スポーツ課 佐藤、猪
い

野
の

 TEL 22-1193

文 化 四季のコンサート
～ピアノ演奏～

3月5日（金） 12:15～12:45
駅北庁舎 2階ロビー

出演者 名古屋音楽大学 学生
文化スポーツ課 佐藤、柴田 TEL 22-1193
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募 集

桔梗大学 学生募集

　65歳以上の方のための生涯学習講座です。
　各種学習のほか、参加任意のクラブ活動があ
ります。

ヤマカまなびパーク
65歳以上

参加料 入校金年額4,000円
※別途クラブ活動費（年額4,500円～8,500
円）が必要
申込方法 3月9日（火）～4月28日（水）に申込書

（窓口で配布）と参加料を窓口へ
※月曜日休館

学習館 長谷川、和田 TEL 23-7022

募 集

ききょうバス車内広告募集

対象バスききょうバス中心市街地線３台（坂上
ルート、前山ルート、宝町ルート）
広告料 3,000円/月×3台×契約月～令和4年3
月までの月数
掲載期間 契約日～令和4年3月31日（木）運行
終了まで
募集枠 2枠（B3サイズ）
申込方法 申請書を窓口へ
※事前に要相談
※ 広告の掲示に

は 、市 の 広 告
審査委員会の
承認が必要
都市政策課
岩下
TEL 22-1321

行 政 福祉の仕事ミニ就職フェア
開催のお知らせ

3月19日（金）まで
開催方法
● 特設ページで福祉・介護の事

業所などを紹介
● ZOOMなどオンラインの方法

を中心に、採用・人事の担当者と面談ができ
ます
福祉の仕事に関心のある方
岐阜県社会福祉協議会 岐阜県福祉人材総
合支援センター（岐阜市下奈良2-2-1）
TEL 058-276-2510
Email kyujin@winc.or.jp

募 集 地域での美しいまちづくり活
動を応援 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

広告枠広告枠

▲車内広告枠イメージ

高田町１丁目高田陶祖碑

人
人
人

109,416
53,325
56,091

世帯47,303

人口と世帯数の動き
2021年2月1日現在

総人口

（前月比 世帯）

世帯数

男

女

（前月比 人）
（前月比 人）
（前月比 人）

-31
-9
-22

+13

◎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27.19円で42,000部制作しています。

　高田は古くからのやきものの町です。現在のや
きもの産業の礎を築いたのは、元和２年（1616）に
大平（可児市）から移り住み高田で窯を開いた加
藤与左衛門景直とされています。景直は小名田を
含む共栄地区の陶祖として毎年４月の陶祖祭でそ
の偉業が讃えられています。
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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



募 集 ちょこっとまなぶ NPOカフェ
「NPOあるある話」

3月18日(木) 13:00～13:55
ヤマカまなびパーク 6階美術室
20人

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

セラパーク楽々市

　陶器、雑貨、洋服、手作り作品などが並ぶ「あ
きんど市」、産直野菜やこだわりの加工品販売

「青空マルシェ」、生活骨董から美術品まで豊
富な品揃えの「骨董市」を開催します。

3月27日(土)、28日（日） 10：00～16：00
セラミックパークMINO

※マスク着用
（公財）セラミックパーク美濃
TEL 28-3200

行 政 家畜を飼養している方は
報告が必要です

　口蹄疫、鳥インフル
エンザなどの家畜伝
染病の発生を予防す
るため、飼育状況を
報告してください。

家畜1頭（1羽）以上の飼養者で次の家畜を
飼養している方

報告方法 毎年4月15日（鶏・アヒ
ルなどは毎年6月15日）までに
報告書（様式は家畜保健衛生所
または県庁家畜防疫対策課で
配布。県庁ホームページからダ
ウンロード可）を提出

岐阜県東濃家畜保健衛生所（恵那総合庁舎内）
TEL 0573-26-1111（代） 内線395

牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚（ミニ豚、イ
ノブタを含む）、いのしし、鶏（ウコッケイ、チャ
ボを含む）、ウズラ、アヒル（アイガモを含む）、
キジ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
※畜産だけでなく、展示用、ペットも対象

行 政

進級制作展2021

　第63期デザインコース・技術コースの研究生
7名による進級課題制作の展覧会です。

3月12日(金)～26日（金）9:00～17:00
※土・日曜、祝日は休館

陶磁器意匠研究所 土井
TEL 22-4731

募 集

陶製鯉のぼり手作り講座

　鯉のぼりは粘土を
伸ばして胴体を作り、
パーツを付けるなどし
て形を作ります。焼成
後色付けをして仕上
げます。（全2回）

3月1日(月)～4月11（日）
①10：00～ ②13：00～
③15：00 ※要予約
各4人　参加料 3，000円/1体（金太郎付き）

持ち物マスク、ハンカチ、タオル
申込方法 電話で

安土桃山陶磁の里ヴォイス工房
TEL 25-2233

募 集 （続）わが桃山陶
―館収蔵品物語―

4月18日（日）まで
入館料 一般320円

美濃焼ミュージアム
TEL 23-1191

行 政

不動産無料相談会

4月1日（木）13：00～15：00
本庁舎 3階緑の会議室

申込方法 3月25日（木）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 21-0620

▼志野織部向付 
電燈所た禰

　コレクション
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採用区分未定
受付期間 3月1日（月）～4月8日（木）
第一次試験 5月9日（日）
合格発表７月中旬

採用予定日 令和4年4月1日
採用人員 AⅡ 男性 50人程度

AⅡ 女性 15人程度
多治見警察署 TEL 22-0110

①３月20日（土） ②4月3日（土）
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

　桜並木を眺めながら散策します。
10：00～14：30 受付9：30～

持ち物 昼食、飲み物、帽子、歩きやすい靴
15人

4/10 
（土）

　多治見で確認される野鳥全てを紹介します。
10：00～17：00

4/1（木）
 〜30（金）

　多治見で一番高い山を登ります。
10:00～14:30 受付9：30～

持ち物 昼食、飲み物、帽子、歩きやすい靴
20人

4/4 
（日）

②④⑤申込時に連絡　①③土岐川観察館
②③④⑤小学4年生以下は保護者同伴

申込方法 ②③④⑤窓口または電話で ※要予約
　　　　※②④３月２日（火）～申込開始
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

　春の星団などを望遠鏡で観望してみま
しょう。

①3月20日(土) 19：00～20：30
②4月10日（土） 19：30～21：00

　 ※②のみ要予約
　 ※雨天・曇天中止

30人
講師 地球村星倶楽部
申込方法 ②3月24日(水)9:00～電話で

サタデースターナイトサタデースターナイト

「令和3年度 警察官募集（予定）」

岐阜県警察
採用情報

三の倉市民の里地球村
TEL 24-3212

　多治見で確認される野鳥全てを紹介します。
18：30～20：00 受付18：00～
10人

講師 富田増男 氏（日本野鳥の会・岐阜）

4/9 
（金）

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

持ち物 歩きやすい靴　 10人

4/11 
（日）

　高校進学などを前提に、中学生の学びの場を提
供します。参加者一人一人の目標に合わせ、学習
支援員がていねいに勉強を教えます。

４月9日から毎週金曜日（年48回）18：30～20：30
ヤマカまなびパーク
ひとり親家庭などで学習意欲がある中学生

　（学習環境に困難を抱える家庭に限る）
18人程度

申込方法３月18日（木）までに申込書を窓口へ
　※希望者多数の場合は上の学年の子を優先

子ども支援課 渡辺、中島
TEL 23-5958

学習支援事業
～中学生に分かりやすく勉強を教えます～
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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

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







問 秘書広報課 水野 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。

駅北庁舎情報
3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

3月28日日
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路
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入口

駅北立体駐車場を
利用してください。

※4月の休日開庁日
　4月4日（日）です

濵谷麻衣子

サ責
川上

主任ケアマネ
井澤

西尾相談員
各務

愛知県弁護士会・岐阜県弁護士会・三重弁護士会
静岡県弁護士会・第一東京弁護士会所属

美和勇夫法律事務所
東東濃濃新新報報

美和勇夫法律事務所

で弁護士美和のブログ

で事件依頼は、
楽しく為になる
ホームページを
ご覧下さい。 （おもしろく読めます）

岐阜県弁護士会所属

多治見市上野町4-29

弁護士 美和勇夫 弁護士 吉村光太

例えば・・・

☎☎００５５７７２２－－２２３３－－３３９９００４４

▷離婚・相続・遺言・
　破産などの民事法律問題

▷逮捕・弁護などの刑事事件

４「「弁弁護護士士日日記記」」連連載載４５５年年

岐阜県多治見市本町5-9-1 陶都創造館2階

通信制高校サポート校

s-tajimi@mild.ocn.ne.jp

住宅用火災警報器の交換をしましょう

　住宅用火災警報器は設置から10年を目安に
交換が必要です。点検ひもをひくか、点検ボタン
を押してみて、音が鳴らない、電池切れの合図が
ある場合は交換時期です。
まだ住宅用火災警報器が設置されていないお
宅は早期の設置をお願いします。
問 予防課 三宅　TEL 22-9233

182 021年3月
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月 後半の予定3 月4 前半の予定

●収集日は事情により変更になることがあります
●転居、転入出など異動が生じた場合…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

3月 収集地区

15 月 東栄、大薮、笠原町上原156～998番地、
1028～1263番地

16 火 高田、大針、笠原町上原156～998番地、
1028～1263番地

17 水 小名田、大針、笠原町上原156～998番地、
1028～1263番地

18 木
虎渓山、平井、滝呂1・4～7、
笠原町上原1264～1575番地、
1647～2455番地

19 金 根本、西山、滝呂10・11・15・16、
笠原町上原1647～2455番地

22 月 北丘、旭ケ丘3～5、旭ケ丘5市営、笠原町向島
23 火 小泉、旭ケ丘5市営、旭ケ丘10
24 水 幸、旭ケ丘10
25 木 大原、音羽、宝、若松
26 金 滝呂2・3・8・9、京、市之倉7～13、北小木、

笠原町音羽
29 月 元、赤坂、笠原町音羽
30 火 松坂、明和、赤坂
31 水 上野、平和、美坂、前畑、宮前、大日、虎渓、

昭栄、生田、山吹、東、光ケ丘、笠原町栄

4月 収集地区

1 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、
笠原町西ケ平、笠原町平園

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

5 月 姫4～7、十九田、喜多、弁天、精華、白山、
住吉、笠原町富士

6 火 市之倉1・2、姫2市営、笠原町富士、笠原町釜
7 水 市之倉3・4、姫1市営、笠原町神戸
8 木 市之倉5・6、金岡、長瀬、高根、姫1、笠原町神戸
9 金 高根、旭ケ丘1・2・6～9、姫1
12 月 廿原、諏訪、月見、富士見、三の倉、脇之島、

池田、東栄、大薮、笠原町草口
13 火 東栄、大薮
14 水 高田、大薮、笠原町上原156～998番地、

1028～1263番地
15 木 小名田、大針、笠原町上原156～998番地、

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

1028～1263番地

19 2 021年3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



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
※予約時に時間

を指定
乳幼児と家族

発達、発育、育児、母乳育児、栄養などオンライン
でも相談できます。詳細はお問合せください。
相談員／保健師、管理栄養士、助産師
持ち物 母子健康手帳、バスタオル
申込方法 電話またはLINEで　TEL 23－6187

【オンライン】
マタニティセミナー
（出産＆母乳マタニ
ティヨガコース）

3月22日（月） 13：30～15：00 妊婦

マタニティヨガ、お産に必要な呼吸法やリラック
ス法、母乳育児についての話
用意するもの ママパパ読本、水分、タオル、動き
やすい服装
申込方法 電話またはLINEで　TEL 23－6187

【産後】
心と体のケアクラス

3月8日（月）
3月15日（月）

※いずれか1日
13：30～15：00 2～9カ月の赤ちゃんとそのママ

産後のママの心と体を整えるリラックスヨガ、赤
ちゃんとの絆を深めるタッチケアなど。オンライ
ンでも開催します。詳細はお問合せください。
持ち物 母子健康手帳、動きやすい服装
申込方法 電話またはLINE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 電話またはLINEで　TEL 23－6187

離乳食教室
（はじめてクラス） 3月24日（水）

① 9：00～10：00
②10：00～11：00
③11：00～12：00
※いずれか1回

4～6カ月児の家族 離乳食（5～6カ月頃）の話
申込方法 電話またはLINEで　TEL 23-5025

離乳食教室
（モグモグクラス） 3月17日（水）10：00～11：00 3月に7カ月になる児の家族 離乳食（7～8カ月頃）の話

申込方法 電話またはLINEで　TEL 23-5025

健康相談 3月19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

相談員／医師、保健師、栄養士
医師相談(予約制)の受付は14:00まで
体内成分測定（内臓脂肪・筋肉量など）ができます
TEL 23-5960

こころの相談

3月16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　　　
申込方法 電話で　TEL 23-5960　 4人
3月16日分は東濃保健所へ　TEL 23-11114月9日（金）

保健センター

骨密度測定 3月18日（木）午後(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。
申込方法 電話で　TEL 23-5960

新型コロナウイルス感染予防のため、自宅での検温とマスク
着用にご協力ください。咳、くしゃみ、発熱などの症状がある方は見合わせてください。
※場所の記載のないものは駅北庁舎3階で実施

ID : @138dbbdi

【保健センター母子保健アカウント】
　乳幼児健診や各教室・乳幼児相談の予約、
保健師や助産師、栄養士の訪問依頼など、 
質問や問い合わせができます。

お問合わせや相談日程の確認は 
LINEでもできます

その2 「子どもの周りでの禁煙」
　子どもは大人に比べ、タバコによる身体的な影響
を受けやすいものです。そこで、健康増進法では、20
歳未満の喫煙エリアへの立入を禁止しています。加
えて、条例では、お店だけでなく、
家や車などすべての場所におい
て、子どもの周りでの禁煙に協力
してもらうことになっています。

多治見市 望まないタバコの被害から
市民を守る条例　ミニ知識

2 02 021年3月




