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小田町 本土神社内本土神社宝篋印塔

　この宝篋印塔は、元々上野町の御嶽神社に安置
されていましたが、市の有形文化財に指定された
昭和49年に本土神社の境内に移転されました。塔
身だけではなく、基礎の部分にも梵字が刻まれて
いる珍しいものになっています。紀年銘がなく、正
確な制作年代は分かりませんが、形状から14世紀
前半につくられたと推定されています。

◎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26.64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。

ほう きょういん とう

西浦焼
－世界の巨人に挑んだ器たち・加納コレクション－
　明治期、窯業界で世界的にリードしていたアメリカの
ルックウッドやロイヤル・コペンハーゲンの作品を中心
に、西浦焼と対峙させて展示します。

8月29日（日）まで
入館料 一般320円

美濃焼ミュージアム
TEL 23-1191

展覧会「やきものの現在 PartⅩⅧ」
　やきものによる造形表現に焦点を当てた企画
展です。作家7名の作品が並びます。

6月26日（土）～8月1日（日） 
10：00～18：00 ※最終日は15：00まで

シンポジウム「土にかえる」
7月17日（土）13：30～　※要予約

コーディネーター 大
だい

長
ちょう

智
とも

広
ひろ

 氏
（京都国立近代美術館研究員）

パネリスト 出品作家：
井上雅之、荻野由梨、田中知美、柳星太

文化工房
ギャラリー
ヴォイス

TEL 23-9901　
FAX 23-9902

陶製アニマル蚊遣り器を作りましよう！
　粘土をドーム状の型に押し当てて本体を作りま
す。自由にパーツを付けて好きな動物の形に仕上
げます。

6月2日(水)～8月30日（月）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 1体/3,000円
持ち物マスク・ハンカチ・  

タオル
安土桃山陶磁の里 
ヴォイス工房
TEL 25-2233

展示解説「信長朱印状と陶祖の窯」
　信長朱印状や由来書などの古文書につい
て学芸員による展示解説を行います。

6月12日（土）13：00～14：00
15人

申込方法 6月1日（火）8：30～電話で 
※定員になり次第受付終了
文化財保護センター 岩井
TEL 25-8633

▲ ルックウッド 白山谷喜太郎 釉下
彩鷺図花瓶 加納コレクション 
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新型コロナワクチン接種の
予約受付を開始

 多治見市ワクチン接種コールセンター　平日8：30～17：00 TEL 22-1111（内線2450～2455）

ワクチン接種は、本人の意思に基づき実施するものです。
ご自身の治療内容や服薬状況をふまえて、事前にかかりつけ医などに、

ワクチン接種についての相談をしましょう。

予約受付開始は年齢により異なります
新型コロナウイルスワクチンは、65歳以上で接種を希望される方全員に接種できる数量が国より供給されま
す。予約時の混乱を避けるため、年齢区分に応じて予約受付日を設定しています。予約を取りにくい場合も、
日にちを改めるなど落ち着いて予約を取るようにしてください。
○75歳以上の方（昭和22年４月１日以前に生まれた方）：予約受付を開始しています。
○70歳から74歳の方（昭和22年４月２日～昭和27年４月１日に生まれた方）：５月27日（木）～
○65歳から69歳の方（昭和27年４月２日～昭和32年４月１日に生まれた方）：６月上旬以降

市内指定医療機関で予約してください
接種は予約制です。ワクチンを受けたい指定医療機関で予約してください。
※かかりつけ医が指定医療機関に含まれない方は、指定医療機関から選んで予約をしてください。

No 医療機関名 住所 TEL No 医療機関名 住所 TEL
1 安藤クリニック 豊岡町3-65 22-9388 22 中央クリニック 日ノ出町1-17 22-3530
2 池庭医院 宮前町2-16 22-1819 23 ときわぎ診療所（往診のみ）喜多町5-36 24-4036
3 市之倉診療所 市之倉町8-114 22-3811 24 豊岡医院 豊岡町1-61 21-2868
4 いちはらこどもクリニック 小田町5-10 24-3411 25 仲西クリニック 明和町6-32-15 29-1181
5 いながけ医院 滝呂町17-77-7 45-0077 26 中村こどもクリニック 前畑町3-76-4 24-1717
6 うすい整形外科 滝呂町12-214-1 43-3600 27 西尾クリニック 金岡町1-70 24-0689
7 太田医院 明治町1-47 22-0037 28 根本外科医院 高根町2-99-2 27-2821
8 おおむらクリニック 宝町10-14 25-0166 29 のむら・笠原クリニック 笠原町2200-162 45-1020
9 おかざきまりこクリニック幸町3-6-1 27-1200 30 浜田・浅井医院 太平町1-5 22-0522
10 笠原診療所 笠原町2837-2 来院時予約 31 林かつひこ内科・循環器科 明和町4-4-9 20-2002
11 希望ヶ丘クリニック 希望ケ丘4-58 090-1744-8520 32 林内科クリニック 栄町1-36 25-7755
12 こいずみ岸川クリニック小泉町8-128-1 27-2481 33 はら内科クリニック 大畑町西仲根3-7 28-3223
13 後藤医院 笠原町3110-1 43-2014 34 光ヶ丘クリニック 光ケ丘2-50-1 21-0510
14 小西クリニック 笠原町1966-1 43-2188 35 前川ファミリークリニック錦町1-21-2 090-7735-3538

15 小林医院 旭ケ丘8-29-5 27-5312 36 まえかわペインクリニック広小路2-63 28-2010
16 サニーサイドホスピタル 小名田町西ケ洞1-648 25-8110 37 松下クリニック 根本町3-93-1 26-7890
17 精華医院 白山町1-233 090-9184-3623 38 水田クリニック 音羽町1-28 090-8283-3158

18 高羽クリニック 太平町3-17 23-5515 39 むらせクリニック 三笠町1-10 22-8499
19 多治見市民病院 前畑町3-43 来院時予約 40 横田耳鼻咽喉科 太平町4-53-1 21-2133
20 タジミ第一病院 小名田町西ケ洞1-648 22-5131 41 わたなべクリニック 明和町5-57-5 26-8666
21 たじみ内科 広小路2-12 22-2333 42 かとうだいきクリニック 平和町4-66-1 26-8200

市内指定医療機関　　※№4、26の小児科でも高齢者の接種を受付しています
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医療機関で接種を受けるには
【ワクチン接種の流れ】
①市から送付された接種券（クーポン券）がお手元にあるか確認してください。
②接種を受けられる医療機関へ予約してください。
　※�ワクチンの効果を十分得るために、同じ種類のワク
チンを3週間後に接種する必要があります。

③予約した日に自宅で体温を測定してください。
　※�明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、
予約した医療機関に連絡してください。

④予診票に記入し、持参してください。
⑤�当日は、肩を出しやすい服装で、予約した医療機関へ
お越しください。

【クーポン券はご自身で大切に保管してください】
　クーポン券は、２回分の「接種券」や「予防接種済証」が１枚になっています。２回目の接種までご自身で保管し、
切りはなさず台紙ごと保管してください。

【その他】
�○多治見市外（住民票のない場所）での接種が必要な方は
　・�入院・入所中の医療機関や施設で接種を受ける方�➡ 医療機関や施設でご相談ください。
　・�基礎疾患で治療中の医療機関で接種を受ける方�➡ 医療機関でご相談ください。
　・�お住まいが住所地と異なる方�➡ 実際にお住まいの地域で接種を受けられる場合があります。
　※実際にお住まいの市町村の相談窓口にお問い合わせいただくか、コロナワクチンナビでご確認ください。
　※ワクチンの接種は原則、住民票のある市町村（住所地）で受けます。
　※多治見市外の医療機関は接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」サイトでも確認できます。
　※コロナワクチンナビで直接予約することはできません。

集団接種の予約受付を開始
【70歳以上の方】�•••••••••••••5月27日（木）から予約受付開始
【65歳から69歳の方】�••••6月上旬以降予約受付開始
　指定医療機関での個別接種を受けられない方は集団接種を受けることができます。
場所 駅北庁舎4階・本庁舎2階・市民病院7階
　詳細は、5月下旬以降�対象（65歳～74歳）の方に個別の案内（ピンク色の封筒）でお知らせします。75歳以上
の方は、かかりつけ医での接種をお勧めしていますが、集団接種を希望される方は、多治見市ワクチン接種コー
ルセンターまでお尋ねください。
　※新型コロナワクチンは1回目の接種後、3週間の間隔で2回目の接種を受ける必要があります。
　※�1回目の接種と2回目の接種は同じ時間で予約を受け付けます。1回目のみ、2回目のみの接種を予約することはできません。
①70歳以上の方（昭和27年4月1日以前に生まれた方）
②65歳から69歳の方（昭和27年4月2日～昭和32年4月1日に生まれた方）

接種費用 無料（全額公費）
持ち物 ①接種券�②予診票�③本人確認書類（健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード等）

※①②は４月上旬に緑色の封筒で送付済
申込方法 電話またはインターネットで
予約専用ダイヤル�TEL 23-5552　
多治見市ワクチン接種コールセンター　平日8：30～17：00�TEL 22-1111（内線2450～2455）

当日の持ち物
　□接種券（４月上旬に緑色の封筒で送付済）
　□予診票（４月上旬に緑色の封筒で送付済）
　□本人確認書類（健康保険証、運転免許証、
　　マイナンバーカードなど）
※複数の医療機関を受診している方は「お薬
手帳」を持参されることをお勧めします。

肩を
出しやすい
服装で
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［  令和３年度  ］

地区懇談会を
延期します

　国の「まん延防止等重点措置」区域に
指定されたこと、変異株の拡大など、新
型コロナウイルス感染症の状況により、
令和３年５月17日（月）～６月25日（金）
に13回予定していた地区懇談会を延期
します。
　開催時期につきましては、改めてお知
らせします。





募 集 たじみ認知症サロン 
さんあいカフェ

　日頃の思いや悩みを話し、リフレッシュしませ
んか。

6月23日（水）13：30～15：00
かさはら福祉センター
認知症に関わりのある方や地域住民
20人程度

申込方法 6月18日（金）までに電話または窓口へ
笠原地域包括支援センター 高橋 
TEL 45-0007

募 集

フリーマーケット出店者募集

①7月10日（土） ②7月24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  6月15日（火）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

　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。

6月16日（水） 10：00～12：00
不登校に悩む保護者

申込方法 6月9日（水）までに電話で
教育相談室 TEL 23-5942

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市のまちづく
りについて話をしませんか。

6月27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

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。

①6月9日（水） ②6月23日（水） 
10：00～12：00
①脇之島公民館和室 ②小泉公民館研修室大
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

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。
内容スポーツ（バドミントンなど）

6月11日（金） 10：00～14：30
笠原体育館 第1競技場
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 TEL 0120-51-7

な

8
や

6
む

7
な

第71回 社会を明るくする運動 
テーマ『#生きづらさを、生きていく』
　犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの
更生には、本人を取り巻く地域社会の理解
と参加が不可欠です。
　「誰一人取り残さない」社会の実現に向
け、地域の連帯や家族の絆を取り戻し、互い
に支え合い、安全で安心して暮らせる明る
い地域づくりのための運動を実施します。

【セレモニー】
7月4日（日）9：30～10：30
駅北庁舎東玄関屋外広場

多治見保護区保護司会 TEL 51-1881

多治見保護区 保護司会の活動
① 全国「社会を明るくする運動」作文コンテ

ストに市内小中学校の応募作文を推薦
② 市内の全中学校を訪問し、更生保護女

性会の「手づくり押花しおり」を贈り、非
行や犯罪に巻き込まれないよう啓発

③ 小中学校で薬物乱用防止教室などを開催

2 021年 6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 市営住宅の入居者を募集
（障がい者向け）

入居できる方 次の全てを満たす方
● 市内に在住または在勤で住宅に困っている方
● 基準内の所得で市税を滞納していない方
● 同居する親族がある方(入居予定日から3カ

月以内に結婚する方を含む)
● 入居者の中に、身体障害者手帳交付者(下肢

障がい、体幹機能障がい、視覚障がい)、要支
援または要介護認定者がいる方

入居募集住宅
団地名 構造・間取り 戸数
旭ケ丘
第2

中層耐火構造4階建 3DK
※募集は１階の部屋 ２戸

家賃 所得に応じて決定
入居予定日 7月１日(木)
申込方法 6月1日(火)～8日(火)に
申込書（窓口で配布。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
抽選日 6月11日(金) 

建築住宅課 小木曽 TEL 22-1312

講 座 NPOカフェ「すきま時間にちょこっと
だけできるNPO」～働いていてもOK！～

6月12日(土) 13:30～15:30
ヤマカまなびパーク6階視聴覚室　 20人

講師（特非）ぎふNPOセンター事務局長 
野
の

尻
じり

智
とも

周
ひろ

 氏
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

講 座

第１回 甲種防火管理新規講習

6月23日（水）9:00～17:00
6月24日（木）9:00～12:00　※２日間
消防本部庁舎 ３階講堂
市内在住または在勤の方
20人

受講料  3,800円（テキスト代）
申込方法 6月1日(火)～11日(金)10:00～17:00
に申込書(ホームページからダウンロード可また
は各消防署で配布)と受講料を予防課へ

予防課 梶田 TEL 22-9233

募 集 うながっぱうちわの
協賛企業募集

　うちわの裏面にスポンサーとして企業名を掲
載します。

市内に事業所を設置している企業・団体
7社（先着順）　協賛金 1社につき10万円

申込方法 6月1日（火）～11日（金）に申込書（ホ
ームページからダウンロード可）
に企業または団体概要を添えて
窓口または電話で
※電話の場合は書類を後日提出

産業観光課 荻原、片山 TEL 22-1250

募 集 第15回「企業お見合い」
発注企業募集

　お互いのニーズを十分に把握し
た上で臨む１対１の商談会です。

10月22日（金）10：00～17：20
産業文化センター 5階大ホール

申込方法 6月11日（金）までにホームページの
エントリーフォームを送信、または申込書（ホー
ムページからダウンロード可）に必要事項を記
入してメールまたはFAXで

産業観光課 山本、林 
TEL 22-1252 FAX 25-3400 
Email omiai@gw.city.tajim.gifu.jp

講 座 たじみ景観塾
パーソナルカラー講座

6月29日（火）10：00～12：00
ヤマカまなびパーク
市内在住もしくは在勤の方

※託児あり（１人700円、5人まで）
講師カラーコーディネーター　 10人程度
申込方法 6月4日（金）9：00から電話で

都市政策課 小林 TEL 22-1321

催 し

セラパーク楽々市

6月19日(土)、20日（日）
10：00～16：00
セラミックパークMINO

（公財）セラミックパーク美濃 TEL 28-3200

2 021年 6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



行 政

児童手当現況届の受付

　手続が必要な方へ現況届の案内を6月初旬
に送付しますので、早めに手続きをしましょう。
申込方法 6月30日（水）までに、現況届など必要
書類を郵送または窓口へ

保険年金課 岩井、岩田 TEL 23-5732

行 政 子育て世帯生活支援給付金の
申請開始

　ひとり親子育て世帯への生活を支援するた
め、国が定める要件を満たす世帯に対する給付
金の申請受付を始めます。

令和３年３月時点でひとり親であり、児童扶
養手当認定を受けることができる方
申込方法 6月1日（火）～令和4年2月28日（月）
までに、申請書、収入または所得状況の分かる
もの、身分証明書の写しなどを窓口へ

保険年金課 岩井、岩田 TEL 23-5732

行 政

アスベスト対策事業補助制度

　アスベストの飛散による健康被
害の予防、生活環境の保全を図る
ため、建築物の所有者が行うアス
ベスト含有調査費用の一部を助成します。

次の全てを満たすこと 
● 建築物に使用されている吹付け建材のアス

ベスト含有調査
● 岐阜労働局に登録された作業環境測定機関

が実施する調査
● 建築物石綿含有建材調査者が実施する調査
申込方法 申請書を窓口へ　※事前に相談してください

開発指導課 今川（誠）、松井（久） TEL 22-1336

行 政 地籍調査 
地籍図案と地籍簿案の閲覧

　令和元年度地籍調査の結果が確認できます。
6月17日（木）～7月6日（火）9:00～17：00
旭ケ丘公民館

※対象地域は明和町４丁目・６丁目
開発指導課 中山、安井 TEL 22-1341

行 政 6月6日～12日は
「危険物安全週間」

　令和3年度の安全標語は「事故ゼロへ トライ
重ねる ワンチーム」です。ガソリン・灯油などの
石油類は皆さんの生活を豊かにする一方、貯蔵
や取り扱いを誤れば爆発や火災などを引き起こ
す危険性があります。危険物の特性を十分に理
解し、法令を遵守し安全に取り扱いましょう。

予防課 森 TEL 22-9233

行 政 建物などへの
美濃焼タイルの施工を補助

次の全てに該当するもの 
● 市内の住宅や店舗などの新築、増築、改築、

改修であること
● 住宅の場合5㎡以上、店舗などの場合20㎡

以上美濃焼タイルを使用すること
補助額 施工費用の2分の1を補助
※ 補助限度額：住宅10万円、店舗な

ど30万円、併用住宅40万円
（自宅分＋店舗分）

※予算額に達し次第終了
※ 申請した年度の3月20日ま

でに完了する工事が対象
申込方法 タイル施工10日前ま
でに申込書（窓口で配布。ホームページからダウン
ロード可）を窓口へ　※詳細はホームページ参照

産業観光課 森谷、花井 TEL 22-1250

行 政 6月23日～29日は
「男女共同参画週間」

　令和3年度のキャッチフレーズは「女だ
から、男だから、ではなく、私だから、の時
代へ。」です。皆さんもこの機会に性別に
かかわらず活躍できる社会について考えてみましょう。

くらし人権課 佐藤 TEL 22-1128

催 し

四季のコンサート

６月14日（月）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 岡田（紗） TEL 22-1193

2 021年 6月 16

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



①⑥⑦申込時に連絡 ②③④⑤⑧土岐川観察館　 ①②⑥⑦⑧小学4年生以下は保護者同伴　
※⑥は親子または子ども　※①②⑥⑦⑧ 要予約（②⑦6月1日（火）～受付開始）
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

　初夏の実り、ジャガイモの収穫体験です。
6月19日(土) ①10:00～ ②10:30～ ③11:00～ 
④11:30～ ※雨天決行　 各回15組

参加料 1口（5株）600円 ※１組5口まで
持ち物 農作業のできる服装、持ち帰りの袋
申込方法 5月29日(土)9:00～ 電話で
※受付、駐車場は三の倉神社

初夏のジャガジャガ祭り初夏のジャガジャガ祭り

　草木、昆虫、野鳥などを楽しむ観察会です。
6月26日（土） 
10：00～11：30
20人（小学3年生以下は保護者同伴）

講師 安江務 氏（NACS-J自然観察指導員）

地球村自然観察会の日地球村自然観察会の日

　地球村天文台の望遠鏡による星の観望会です。
6月19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

　実際に土岐川へヤゴの抜け殻を拾
いに行って標本を作ります。

9：30～11：30 受付9：00～
10人

持ち物 歩きやすい靴、ビニール袋

6/19 
（土）

　メダカの飼育の仕方を実践に即し
て解説します。※メダカの配布あり。

10:30～12:00 受付10：00～
10人　持ち物メダカの入れ物

6/27 
（日）

　親子で参加。釣りの楽しさを勉強します。
 9：30～11：30 受付9：00～
20人　持ち物 釣り道具、エサ

7/3 
（土）

　笠原川でナマズを探しましょう。
9：30～11：30 受付9：00～　
20人

持ち物 着替え、ぬれてもよい靴、帽子、水筒、
タオル

7/4 
（日）

　市民の方によるメダカの飼育の仕
方を実践に即して解説します。

10:00～17:00

 7/1（木）
 〜8/31（火）

　地元で見られる昆虫から生態系と進化を紹
介します。

10:00～17:00

4/4 
（日）
 7/1（木）
 〜31（土）

サタデースターナイトサタデースターナイト 6月19日（土）、7月3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

　地元で見られる昆虫から生態系と進化を紹
介します。

18:30～20:00 受付18：00～　
10人

講師 横井洋文 氏（多治見昆虫会）

7/9 
（金）

　多治見メダカを育てて増やしましょう。
10:00～17:00

持ち物 入れ物（必ず）
※1人5匹または家族10匹まで

 7/1（木）
 〜8/31（火）

三の倉市民の里地球村 TEL 24-3212

2 021年 6月17

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

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
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