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市制

周年
企画防災課
TEL 22-1376

これからの多治見市

子 育て世 代 が住みたいと思えるまちづくり、子ども、女

性、高齢者、障がい者など、皆が元気に暮らせるまちづくり

を目指して、中心市街地と郊外地域が連携する
「ネットワー

ク型コンパクトシティ」
の形成、子育て・子育ちを後押しする

施策、広域連携による観光誘客を促す施策などを推進して

いきます。

共につくる。まるごと元気！ 多治見
多治見市は、昭和15年8月1日に市制施行し、今年で80周年を迎えました。
このまちで生まれ育った子どもが、多治見を誇りに思い住み続けたいと思うまち、
市外の人が移住したいと思う魅力あるまちとなるよう、
皆さんと共に実行、実践していきましょう。

多治見市長

古川雅典

2020年8月
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市制80周年

記念商品の紹介
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1多治見市制80周年記念
陶器ランプシェード

23月光グラス多治見市制
80周年記念酒盃と
キーホルダー

4多
 治見市制80周年記念
ピンバッジ
（8角形・丸型）

市制80周年シンボルマー

明るい時には陰影が綺麗

多治見だからこそ完成し

クを絵付けした白磁器のラ

で、暗闇では蓄光の光で幻

たタイルのピンバッジ。市制

ンプシェード。山 愛 窯オブジ

想 的に光る酒 盃 。少しでも

80周年にちなみ縁起の良い

やま あい がま

ェライトの加藤さんが制作。

市制80周年を盛り上げてい

8角形と丸型。多治見の歴史

多治見の歴史を感じてもら

けたらと思い製作しました。

と文化を身に付け、感じてい
ただきたいです。

えたらうれしいです。
はなやぎ

株式会社 華柳
TEL 21-2765

株式会社 片岡ケース製作所
月光工房 TEL 23-3326

有限会社 鈴研.陶業
TEL 090-3582-3705

こちらもぜひご覧ください
連動コラム
『多治見今昔物語』

連携企画『おりべくらぶ® 』

市勢要覧を全戸配布

今年度の広報では多治見の

地域みっちゃく生活情

市制施行以来80

昔を振り返る
「多治見今昔物

と
報誌 ®『おりべくらぶ ® 』

年の歴史や各政策

連携し、市制80周年企画

分野の取組状況を

を掲載しています。

紹介します。

語」
（ 今月は33ページ）
を掲載
しています。

3

2020年8月

Make together Cheerful town Tajimi

健康で元気に暮らせるまちづくり

認 知症 の 人 が 安心して暮らせる
まち を 目指して

Photo : Ryo Kato

shooting place : とうしん学びの丘“エール”

写真は東濃信用金庫新入職員の皆さんです。東濃信用金庫は
「孤立死ゼロ・虐待死ゼロのまち協力隊」
登録事業所です。
撮影は、認知症サポーター養成講座受講後にサポーターの証
「オレンジリング」
を手首にはめて行いました。

TEL

5821

住み慣れた地域で
自分らしく
安心して暮らす

高齢福祉課

性 があります。令 和７年には、 歳 以 上

認 知 症は年を取れば誰もがなる可 能

認知症の人は増えています

- 23

ます。

方を地域で支援する人々」
などを特集し

等みまもりシール交付事業」
や
「認知症の

症への取り組みについて、「認知症高齢者

今 回は、
そんな避けては通れない認 知

る状況です。

いても、認 知 症に関するものが増えてい

包括支援センターに寄せられる相談にお

なった原 因の第１位は認 知 症です。地 域

介 護 保 険 制 度における要 介 護 状 態と

認知症の相談も増えています

われています。

の５人に１人の割合で認知症になると言

６５
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第７次総合計画 / 健康で元気に暮らせるまちづくり

認 知症高齢者等みまもりシー ル 交 付 事 業
高齢福祉課 TEL 23-5821

認知症の高齢者や若年性認知症の方が行方不明になっ
た際に、早期発見・保護をするため、令和２年７月から認知症
高齢者等みまもりシール交付事業を始めました。
地域の中でみまもりシール
（ＱＲコード付きラベルシール）
を身に付けている方がいたら、声かけをしつつ、気を付けて
見守るようにしましょう。

利用の流れ
1

登録

2

地域包括支援センターや

みまもりシールを衣服や持ち物に貼る

みまもりシール見本

ケアマネジャーを通じて

主に右側に貼付

高齢福祉課へ申請
(初回500円)

※見本のQRコードでは、発見の流れを動画で紹介しています

行方不明から発見の流れ
「大変！おばあちゃん
がいなくなった！」

「行方不明の方かな？

24時間365日やりとりが

洋服のＱＲコードにアクセ

可能です。電話番号など

スしてみよう」

が相手に伝わることはあ

「おばあちゃんが
みつかった」
保護者

りません。
発見者

伝言板に
アクセス

認知症の方への接し方

認知症の気になる症状があったら早めに受診・相談を！

□ まずは見守る

□ もの忘れが増えた

□ 相手の目線に合わせて優しい口調で

□ 日にちや曜日がわからない

□ 声を掛けるときはひとりで

□ 置き忘れやしまい忘れが増え、
よく探し物をする

□ 後ろから声を掛けない

□ 同じことを何回も言うと、周囲から指摘される

□ 相手のことばに耳を傾けゆっくり対応

□ 今まで楽しかったことへの意欲がなくなった
□ 料理や家事などがてきぱきとできなくなった
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受信
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Make together Cheerful town Tajimi

わ たしたちがいます
～認知症の方を地域で支援する人々～

認知症初期集中支援チーム
認知症の方やその家族をサポートする認知症サポート
医、看護師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専門
職チームです。医療機関に受診できない方や、介護サー
ビスの相談を受けています。お気軽にご相談ください。
各地域包括支援センター
太平 ☎25-1135

南姫 ☎20-2021

精華 ☎25-2511

北栄 ☎27-2211

滝呂 ☎24-5562

笠原 ☎45-0007

認知症サポート医

ケアマネジャー
認知症とは記憶力の

できる事は続けていた

低下に伴い日常生活が

だき、できなくなった事

困難になった状態です。

への介護と、交流や活動

認知症になり孤立してい

などによる進 行 予 防を

る方の手助けになれば

支援しています。

と思っています。

林内科クリニック

林 謙一郎 医師

多治見市ケアマネジャー連絡協議会 副会長

関口 由紀子 さん

共に暮らす安心の施設

認知症の方が季節や自然を感じながら共同生活する中で、
穏やかに過ごせるよう心がけています。
愛の家グループホーム多治見 スタッフと入所者の皆さん

2020年8月

6

第７次総合計画 / 健康で元気に暮らせるまちづくり

つながる地 域
～地域の皆さん一人ひとりが支えていく～
今は認知症になっていない人も認知症を他人事ではなく、自分事として捉え、認知症の人が暮らしやすい地域をどう一緒に
つくり出せるのかが期待されています。認知症の方がなじみの場所でゆっくり過ごせたり、自然体の社会参加活動ができるよ
う考えていきましょう。

認知症地域支援推進員
認知症の方やその家族が地域で安心して暮らせるよ
うに、医療・介護サービス・地域をつなぐコ―ディネーター
として活動しています。みまもりシール交付事業では、私
たちが申請後にお話を伺います。

精華
大内真理子さん

太平
伊藤みさきさん

滝呂
高橋加代子さん

「孤立死ゼロ・虐待死ゼロのまち協力隊」事業所

※認知症地域支援推進員は、多治見市内３カ所の地域包括支

援センター
（太平・精華・滝呂）
で認知症に関する相談に応じ

ています

警察署の見守り

東 濃 信 用 金 庫は、協

警察活動を通じた地

力隊に加盟し、高齢者の

域の見守りを行っていま

見守り事業に参加・協力

す。管内行方不明の約６

させていただいておりま

割が認知症高齢者です。

す。

早期発見のためには地
域の見守りが重要です。

東濃信用金庫 人事部人材開発課 課長補佐

多治見警察署 生活安全課

地域で認知症の知識を普及

包括主催の「認知症カフェ」
「相談会」を開催

さち こ

横山 幸子 さん

ばん

坂 幸典 さん

どなたでも来ていただける喫茶レストランです。認
映画会や認知症予防教室を開催しています。
ねもと地域力
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認知症サポート検討部会の皆さん

2020年8月

知症の方や家族で気軽にお越しください。
ゆう か

喫茶レストラン慶 竹腰 裕香 さん

mini special feature

8月1日スタート予定

美濃焼 GO
～ 美濃焼販売促進支援 ～
産業観光課 TEL 22-1250

市内小売店で美濃焼を購入すると市が
最大４割を負担
（上限1,200円）
します。
Photo : Ryo Kato
Shooting place :
うつわや多治見
器の店 やままつ
IRISE antique
多治見市PRセンター

2020年8月

「 頑 張ろう！みんなの街 。
応 援しよう！ やきものの街 」

わたしたちの街は、1 3 0 0 年の

伝 統 ある 美 濃 焼の歴 史 や 技 を 受 け

継ぐまちです。古くから陶 磁 器やタ

イルなど美濃焼の産地として発展し

てきました。

窯 元では陶 芸 家や 職 人 が 手 仕 事

の器を作り続けています。また、全国

から若 者たちが学 びに訪れ、新 鋭 作

家として活躍しています。

新 型コロナウイルスの影 響を受け

ている 地 場 産 業 をこの
「 や きものの

※値引き分を多治見市が負担します。

街 多治見」
で美濃焼を購入すること

①市 内で美濃焼を扱う登録小売店舗
へGO
②美 濃焼を購入する際にメッセージカ
ードを記入
③美濃焼を1000円以上購入
1000円以上・
・
・400円引き
2000円以上・
・
・800円引き
3000円以上・
・
・1200円引き(上限)

で一緒に応援しましょう。

美濃焼GOの仕組み
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多治見市任期付職員募集

市職員の育児休業期間
（最大3年間）
の代替職員
（任期付職員）
を募集します。
採用
区分

職種区分

受験資格
（下記の要件をすべて満たすこと。性別は問いません）

名簿登録
人数

一般事務

●学校教育法に基づく高校
（これと同等以上の学歴を含む）
を卒業した人

１人
程度

保育士・ ●学校教育法に基づく高校
（これと同等以上の学歴を含む）
を卒業した人
任期付
職員※１ 幼稚園教諭 ●保育士および幼稚園教諭の両資格を取得している人

６人
程度

保健師

１人
程度

●保健師資格を取得している人

※１任期付職員は、任期の条件を除き給与や勤務条件は正規職員と同じ。試験合格者は10月以降、市職員の育児休業取得に合わ
せて採用
※２詳細は、多治見市ホームページ掲載の受験要項をご覧ください
（本庁4階人事課、駅北庁舎1階、地区事務所窓口でも配布）

試験日 9月13日
（日）基礎能力検査、適性検査、口述試験
試験場所 ヤマカまなびパーク

申込期間 7月27日
（月）
～8月21日
（金）
消印有効

申込方法 受験要項に記載のある提出書類を郵送

人事課 岡安、西尾 TEL 22-1394

▲採用ページ

▲採用動画

認知症への取り組みを紹介します
高齢福祉課 TEL 23-5821

たじみ認知症サロン さんあいカフェ

介護家族交流会
「ケアカフェ」

生のバンド演奏があります。日
頃の悩みを相談し、気分をリフレ
ッシュしませんか。

オムツの種類やあて方などを
一緒に学びませんか。

8月26日
（水)13：30～15：00
養護老人ホーム多容荘ホール
認知症の人や家族、関心のあ
る方
15人

申込方法 8月21日(金)までに電話または窓口で

北栄地域包括支援センター 中村
TEL 27-2211
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8月26日
（水）
13：30～15：00
精華地域包括支援センター 2階
介護をしている方や、介護について知りたい方

講師 橋本龍 氏
（介護福祉士）

20人

持ち物 動きやすい服装

申込方法 8月21日
（金）
までに電話または窓口で

精華地域包括支援センター 森
TEL 25-2511

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
行 政

児童扶養手当現況届の受付

児童扶養手当の受給者へ
「現況届のお知ら

せ」
を送付します。期間中に必ず受給者本人が
手続きをしてください。

8月3日
（月）
～31日
（月）8：30～17：00

（土・日曜日、祝日除く）

※8月6日
（木）、11日
（火）、13日
（木）、20日
（木）
、27日
（木）
は20：00まで

募 集

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。
8月26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

募 集

不登校を考える会

TEL 23-5732

手に取ってもらえる！
チラシデザイン講座

講 座

プロのデザイン講師からアドバイスを受けら

れる実践的な2回連続講座です。

9月1日
（火)、29日
（火) 14:00～16:00

不登校についての悩みを抱えている保護者

が集まり、不安や焦りを分かち合う少人数の会

です。

8月26日
（水）10：00～12：00

不登校に悩む保護者

子どものサロン＆
子どもスタッフ会議

募 集

10人

参加料 500円/回
ひ

だ かず あき

講師 肥田和明 氏
（㈱SMC-POWER代表取締

役社長)

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)
か すみ

香住 TEL 22-0320
募 集

モーニング婚活参加者募集

①10月10日
（土）
②10月24日
（土）
10：00～12：00
（受付9：30～）

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。

8月23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

GOOD DAYS COFFEE

TEL 22-1128 FAX 25-7233

（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 9月11日
（金）
までに申込

用紙
（ホームページからダウンロー

ド可）
を郵送
（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

な や む な

さわらび学級 TEL 0120-51-7867

ヤマカまなびパーク 6階視聴覚室
市民活動のチラシ作りを担う方

な や む な

さわらび学級 TEL 0120-51-7867

※8月30日
（日）
は9：00～17：00
（休日開庁）
保険年金課 福井、岩井

さわらびほっとタイム

行 政

多治見市総合防災訓練

訓練内容 避難所感染症対応受付、
ペット同行避

難、ボランティア体験、伝言ダイヤル体験、
マン

ホールトイレ展示ほか

8月29日
（土) 8：30～9：30
感謝と挑戦のＴＹＫ体育館

第10区、第37区 ※参加者はマスク着用
企画防災課 小島 TEL 22-1378

2020年8月
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I N F O R M AT I O N
講 座

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

ちょこっとまなぶ NPOカフェ
「クラウドファンディング最新情報①」

8月20日
（木) 13:00～13:55

ヤマカまなびパーク 6階美術室
20人

講師 ぎふNPOセンター スタッフ

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)
か すみ

香住 TEL 22-0320
講 座

第２回 甲種・乙種
防火管理講習

行 政

店舗やビル、事務所などに必要な、防火管理

者の資格講習会を開催します。

9月7日
（月)、8日
（火) 9：00～16：00
消防本部庁舎 ３階講堂

市内在住または在勤の方

30人
（甲種、乙種合わせて）

受講料 3,800円
（テキスト代)

持ち物 筆記用具

Nobody’s Perfect
～完璧な親なんていない～

ママが元気になる、自分に合った子育ての方

申込方法 8月17日
（月)～28日（金)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)と受講料を各消防署窓口へ
予防課 久保田 TEL 22-9233

法を学ぶ体験学習講座です。

9月4日～10月9日の金曜日

たじみ景観塾
カラー講座ガイダンス

講 座

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

参加料 無料

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 木村、中島 TEL 23-5958
募 集

BPプログラム
～赤ちゃんが来た～

風景づくり、暮らしなどに欠かせない色彩の

基本を学びます。

9月8日
（火）10:00～12:00

ヤマカまなびパーク

市内在住または在勤の方
（託児有り）
10人

講師 カラーコーディネーター

※5人まで託児
（託児１人につき700円）
あり
持ち物 筆記用具

申込方法 8月7日
（金）
9：00～電話で

都市政策課 小林 TEL 22-1321

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。

8月28日～9月18日の
金曜日
（全4回）

13:00～15:00

障がい者福祉タクシー
利用乗車券の更新手続き

障がい者がタクシーを利用した場合にその

運賃の一部を助成します。対象者へ8月中旬に
申請書類を送付します。

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

20組

在宅で、次の障害者手帳をお持ちの方

①身体障害者手帳1～3級

②身体障害者手帳4級
（下肢、体幹機能障害ま
たは視覚障害が4級に該当する方）

参加料 1,100円
（テキスト代含む）

③療育手帳Ａ、
Ａ１、
Ａ２、
Ｂ１

月日、住所、電話番号を電話またはEメールで

※自動車税種別割、軽自動車税種別割の減免

申込方法 参加する親子の氏名、子どもの生年

NPO法人まぁーる TEL 090-3836-6050
Email maaru0405@ezweb.ne.jp

子ども支援課 木村 TEL 23-5958
11

行 政

2020年8月

④精神障害者保健福祉手帳１～２級
措置を受けている方は対象外

※今回から対象者に一部変更あり
福祉課 田中 TEL 23-5806

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

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
行 政

都市計画変更説明会

（都）
市之倉線の都市計画の変更に係る説明

会を開催します。

8月21日
（金）
19：00～20：30
市之倉公民館 大ホール

都市政策課 石山 TEL 22-1321

多治見都市計画区域区分等の
変更案の縦覧

行 政

縦覧内容

①岐阜県主催…都市計画区域区分の変更、都
市計画区域マスタープランの変更、白地地域

大学奨学資金を給付
（返還不要）

募 集

次の全てを満たす方

①大学、短期大学に入学予定で高校卒業後２
年以内の方

②健全で品行方正であり、学業成績が優秀で

ある方またはスポーツ、文化活動に卓越した
成績を挙げた方

③保護者が住民税所得割非課税であり、市税
などを滞納していない方

④令和2年4月1日時点で保護者が１年以上市
内に在住し、大学または短期大学の修業期間
中引き続き市内に在住予定である方
4人

の建築形態規制の変更

給付額 25,000円/月
（返還不要）

9月3日
（木）
～17日
（木）8:30～17:15

的には4年間。申請は毎年必要）

②多治見市主催…用途地域の変更
※土・日曜日、祝日除く

①岐阜県都市政策課
（岐阜県庁内）
TEL 058-272-8648

①②都市政策課 TEL 22-1321
募 集

「新たな日常」
対応宿泊施設
応援補助金

募集期間 7月13日
（月）
～8月31日
（月）

4月1日
（水）
～令和3年2月1日
（月）
までの間

給付期間 正規の修業期間
（大学生の場合、一般
必要書類 ①申請書②推薦書③成績証明書④

家庭状況調書⑤世帯全員の住民票の写しを10

月14日
（水）
17：00までに申請者本人が窓口へ
※①②④の様式は教育総務課で

配布。ホームページからもダウ

ンロード可

※③は出身高校で取得
※⑤は市役所で取得
※申請時に面接あり

教育総務課 山本、野村 TEL 23-5856

に感染拡大防止対策を行う宿泊事業者

補助率 補助対象経費の3/4以内
（上限あり）

※詳細は問い合わせてください
東濃県事務所振興防災課

TEL 23-1111
（内線209）
募 集

Ｚｏｏｍ活用セミナー

Zoomの使い方を解説

し、ビジネスの活用法に

ついてアドバイスします。
8月19日
（水）


産業文化センター
市内外事業者

申込方法 電話で

要約筆記者養成講座
受講生募集

話の内容
（音声）
をその場で要約し、文字にし

て伝える
「要約筆記」
の知識と技術を学びます。
9月8日～令和3年10月12日の毎週火曜日

（全50回）10:00～12:00

※年末年始・お盆は除く
総合福祉センター

市内在住で、要約筆記を学び、

活動することを目指す方
10人程度

講師 全国要約筆記問題研究会ほか

14：00～15：30
3Ｆ中会議室

募 集

参加料 3,670円
（テキスト代）

20人

産業観光課 細江 TEL 22-1252

申込方法 8月3日
（月）
～21日
（金）
に申込書
（窓

口で配布。ホームページからもダウンロード可）

を窓口または郵送で

福祉課 田中、加藤 TEL 23-5812
2020年8月
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I N F O R M AT I O N
文 化

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

収蔵品展 やきもの入門
－多治見の古代中世編－

文化財保護センターに

こども日本舞踊親子体験教室

9月13日～11月29

収蔵されているやきもの

日の日曜日
（計8回）

の中で、古代から中世まで

10：00～12：00

小学１～6年生および

の資料を展示します。

8月3日
（月）
～12月25

▲志野向付

日
（金）
9:00～17:00

※土・日曜日、祝日除く

文化財保護センター 篠 TEL 25-8633

講 座

講 座

たじみえきキタビアガーデン

保護者
（男女問わず）

講師 五條流師範、
師範代

10人 ※応募多数の場合抽選

持ち物 稽古用ゆかた、
足袋

申込方法 8月30日
（日）
16:00 ま

でに窓口、電話またはFAXで

産業文化センター 松永

TEL 25-3111 FAX 25-3231

7月3日
（金）
～9月5日
（土）
ま

での毎週金、土曜日

陶製たぬきの置物手作り講座
全2回

講 座

17：00～22：00

虎渓用水広場

参加料 入場料・席料無料

手びねりで成形し、焼成

※飲食物の持ち込み不可

申込方法 日時、
人数、代表者の氏名、電話番号

をEメールまたは電話で

木本 TEL 090-3459-5286

Email tajimibg@gmail.com
行 政

コロナ対策事業者に
ステッカーを配布

後絵の具で色付けします。

8月1日
（土）
～31日
（月）
①10：00～②13：00～
③15：00～
各4人

参加料 3,000円/1体
申込方法 電話で

 安土桃山陶磁の里

ヴォイス工房 TEL 25-2233

岐阜県は、新型コロナウイルス感染予防対策

を実施している事業者向けにステッカーを配布

代官坂﨑源兵衛と根本焼
＜開催期間延長＞

文 化

しています。

市内のすべての事業者

申込方法 8月31日
（月）
までに申込書および宣

言書
（窓口で配布。ホームページからもダウン

ロード可）
を窓口へ

産業観光課 TEL 22-1250

岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部
TEL 058-272-1111

根本町で幕末

から昭和中期にか
けて生産されてい

た
「根本焼」
を紹介

します。

9月2 7日（日）

まで 9：00～17：00
（入館は16：
30まで）

入館料 一般320円

110mm

13

2020年8月

美濃焼ミュージアム
TEL 23-1191

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

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
行 政

花火大会・夏まつりの
中止について

9月21日
（月・祝）
に予定していた
「多治見市

制記念花火大会」
および「たじみ夏まつり」
は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中
止します。

もり や

文 化

シンポジウム
「変貌するガラス、変容する素材」

展覧会
「ガラスの変貌Ⅳ」
の関連催事です。
8月8日
（土) 13：30～ ※要予約

コーディネーター

金島隆弘 氏
（アートプロデューサ

＜花火大会＞ 産業観光課 森谷

ー/芸術学研究員)

＜夏まつり＞ 文化スポーツ課 村瀬

作家/愛知教育大学教授)・中島晴美 氏
（作家/

TEL 22‐1250
TEL 22-1193

募 集

パネリスト 佐々木雅浩 氏
（出品

陶磁器意匠研究所所長)

申込方法 電話またはホームページから

はた

文化工房ギャラリーヴォイス 籏

第18回
「き」
業展出展者募集

市内外の元気印企業などが一

TEL 23-9901 FAX 23-9902

たじみクールアースデ－2020
～うながっぱの打ち水大作戦！～

行 政

堂に会するビジネスフェア
「き」
業
展の出展者を募集します。

申込方法 9月30日
（水）
17：00ま

多治見市は平成19

でに申込書
（ホームページからダウンロード可）

年 8月1 6日に当 時の

参加料 1ブース1万円

を記録しました。この日

をFAXまたはEメールで

※2ブース目以降1ブースにつき2万円
＜
「き」
業展＞

令和3年1月29日
（金）
10：00～17：00
令和3年1月30日
（土）
10：00～16：00

セラミックパークMINO

産業観光課 林、市野、久田
TEL 22-1252

Email kigyoten@gw.city.tajimi.gifu.jp

募 集

第14回
「企業お見合い」
受注企業募集

高密度型商談会「企業お見合

い」
の受注企業を募集します。

申込方法 9月11日
（金）
までに申

込書
（ホームページからダウンロ

ード可）
をFAXまたはEメールで
＜企業お見合い＞

10月23日
（金）
10：00～17：20

産業文化センター 5階大ホール
産業観光課 林、市野、久田
TEL 22-1252

Email omiai@gw.city.tajimi.gifu.jp

国内最高気温40.9度

を
「たじみクールアース

デー」
と名付け、
うながっぱと一緒に打ち水をし

ます。

8月17日
（月）9：30～
本庁舎 正面玄関前

※先着100人にうながっぱうちわを配布
打ち水のポイント

●地面や壁などに少量ずつまきましょう

●風呂の残り湯や雨水などを利用しましょう

●早朝や夕方など涼しい時間帯に行いまし
ょう

環境課 林 TEL 22-1175
文 化

「NEW 土で時計を作ったよ！
Part5」
展

子どもたちが作った個性豊かな

オリジナル時計、43点が会場に並
びます。

8月15日
（土）
～23日
（日）
10：00～18：00

※最終日は15：00まで

す やま

文化工房ギャラリーヴォイス 陶山
TEL 23-9901

2020年8月
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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変更する場合があります

求職者支援訓練（就職氷河期
世代支援）
受講者募集

募 集

医療事務スタッフに求

行 政

中小企業退職金共済制度

中小企業退職金共済法に基づ

められる知識や資格を身

く中小企業で働く従業員のため

職を目指す職業 訓 練の

制度の特色

に付け、早期に正社員就
受講者を募集します。

※訓練科名：医療事務科

9月23日
（水）
～11月20日
（金）
の平日9：30

～16：00

ニチイ学館多治見校（音羽町2-15-1陶都ビル）
早期就職を希望する方など

※就職氷河期世代以外の方も受講可能
15人 ※選考あり

の国の退職金制度です。

①掛金の一部を国が助成

②掛金は全額非課税。手数料も不要
③社外積立で管理も簡単

④パートタイマーや家族従業員も加入できる
中小企業退職金共済事業本部
TEL 03-6907-1234

知的財産に関する課題の
無料相談

行 政

申込方法 ハローワーク多治見で相談のうえ、
8

月31日
（月）
までにニチイ学館多治見校へ

ニチイ学館多治見校 TEL 21-3016

養正公民館と坂上児童館の
機能統合説明会

行 政

坂上児童館の老朽化・耐震性能不足への対

毎月第１金曜日 10：00～17：00
産業文化センター ２階

県内の中堅・中小・ベンチャー企業および個

人事業主 ※開業予定を含む

申込方法 前日の正午までに電話で

応として、養正公民館の一部を増築・改修し、児

TEL 058-213-0372

童館機能を移転・統合する計画案について説明

します。

人材確保育成事業「店舗スタ
ッフ」
講習会受講者募集

講 座

①8月24日
（月）15：00～16：30

②8月25日
（火）19：00～20：30
③8月27日
（木）19：00～20：30

10月15日
（木）
、16日
（金）

①③養正公民館 1階大ホール

バロー文化ホール

①③50人 ②25人

10人

②坂上児童館 遊戯室

※三密を避けるため、入場規制あり

公共施設管理課 澤村 TEL 22-7133

講 座

県内在住で60歳以上の方

申込方法 9月30日
（水）
までに申込書
（窓口で配

布）
を郵送またはFAXで

（公社）
岐阜県シルバー人材センター連合会
〒500-8145 岐阜市雲井町3-12

岐阜県屋外広告物講習会

TEL 058-249-0228

FAX 058-248-9730

9月30日
（水）9：30～17：00 受付9：00～
岐阜市生涯学習センター ２階大研修室

屋外広告物の表示および掲出物件の設置に

関する業務に従事する方または従事しようとす

る方

申込方法 8月3日
（月）
～12日
（水）
に申込書を

郵送または窓口へ

岐阜県広報美術業協同組合
TEL 058-245-4472
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かわ い たかし

INPIT岐阜県知財総合支援窓口 河合孝

募 集

セラパーク楽々市

8月22日
（土)、23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

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

Jアラート

8 月5 日

全国一斉伝達訓練

弾道ミサイル情報や緊急地震速報など対処に

特別定額給付金（1人10万円給付）の
申請期限は
です

時間的余裕のない事態に関する情報を、国から住

現在、特別定額給付金
（1人10万円給付）
の

民まで瞬時に伝達するための全国一斉伝達訓練を

申請を受け付けています。期限を過ぎた場合、

行います。

いかなる理由があっても申請を受け付けること

8月5日
（水）
11：00

はできません。申請書が届いていない場合は、

※気 象警報などの状況によっては、予告無く変更

電話で相談してください。

する場合があります

訓練放送内容

申請方法 8月13日
（木）
までに、郵送またはオン

防災行政無線で、
チャイムと合成音声
（男声）
のメッセージを流します。
「これはJアラートのテストです
（３回繰り返し）
」

ラインで

※郵送の場合は消印有効
企画防災課 特別定額給付金担当

TEL 22-1111
（内線2450、2451）

企画防災課 柴田 TEL 22-1378

令和2年

国勢調査のお知らせ
事前調査として、
８月中旬ごろから調査員が皆さまの地域へお伺い

します。

調査書類の配布は9月14日
（月）
から始まります。生活環境の改善

や防災計画などさまざまな施策に役立てられる大切な調査です。ご
協力をお願いします。

国勢調査って何？

国勢調査は、統計法に基づいて実施する国の最も重要な調査です。10月1日を基準日として全国

一斉に実施されます。日本に住む全ての人が対象です。大正９年から５年ごとに行われており、今回で
21回目となり実施100年を迎えます。

何に利用されるの？

国勢調査の人口は、選挙区の区割り・地方交付税算定の基準などの法定人口として利用されます。

また、災害時に必要なものを必要な場所に備えたり、保育所の新設を計画するなどさまざまなことに
活用されています。

忙しいので回答が難しいのですが？

国勢調査は統計法という法律に基づき、全ての人に回答の義務があります。24時間いつでも回答

ができる、パソコンやスマートフォンによるオンライン回答がとても便利です。ぜひご利用ください。

調査項目について

● 世帯員の数、氏名、男女、続き柄、出生の年月、国籍、仕事の種類など全16問
● 収入や家の床面積の調査はありません。
国勢調査多治見市実施本部 山本、小林、藤井 TEL 22-1111
（内線1231、1232）
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