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人口と世帯数の動き
2021年8月1日現在

総人口

（前月比 -15世帯）

世帯数

男

女

（前月比 -93人）
（前月比 -61人）
（前月比 -32人）

明和町2丁目元三ヶ根1・3・5号墳

　国道248号「多治見西高校前」信号から可
児方面へ300mほど先の道路沿いに、明和町
地内にあった古墳が3基移築されています。こ
れらは6世紀中頃～7世紀前半にかけて築造
された円墳で、南から3・1・5号墳の順で移築
されています。3号墳からは須恵器の他に、2本
の刀や馬具の鞍金具なども出土しています。

◎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部あたりの単価は26.64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。

募集内容 子どもたちを応援する標語や、未来に向
けての子どもたちからのメッセージとなる標語
申込方法 8月1日(日)~9月30(木)までに、郵送、

FAX、Eメールまたはホームページから
公益財団法人 児童育成協会(〒102-0081
東京都千代田区四番町2-12)
TEL 03-5357-1174  
FAX 03-5357-1809
Email hyogo@kodomono-shiro.jp

明治・美濃 超絶三人展
-加藤五輔・西浦圓治・成瀬誠志の世界-

9月3日(金)~12月26日(日)
入館料 一般320円

美濃焼ミュージアム TEL 23-1191

陶製ハロウィンアロマポットを作ろう
　ひも状の粘土を積み重ねて
作る、手びねりで成形します。

9月1(水)~10月10日(日)
　 ①10:00~ ②13:00~ 
　 ③15:00

各枠4人まで 参加料 1点/3,000円 
申込方法 電話で

安土桃山陶磁の里ヴォイス工房  TEL 25-2233

「美濃からの発信 
 やきものの現在」展
　第12回国際陶磁器フェスティバ
ル美濃の協賛催事です。

9月4日(土)~11月7日(日)

文化工房ギャラリーヴォイス  TEL 23-9901

上絵付教室
　現役職人が上絵の基礎から高度な技法まで教
えます。お気に入りの陶器に絵付けができます。

9月8日、22日、10月6日、20日、11月10日、
24日、12月8日、22日の水曜日
14:00~16:00
ボイス・オブ・セラミックス1F(富士見町)

参加料 2,000円/回
申込方法 電話で

多治見陶磁器上絵加工工業協同組合
TEL 22-2635191

▲染付リボン耳付花瓶 
　加藤五輔 個人蔵

こども日本舞踊親子体験教室令和4年度　「児童福祉週間」 標語募集

やきもの講座
9月18日(土) 13：30〜 ※要予約

講師 伊村俊見 氏、中島晴美 氏、前田昭博 氏
申込方法 電話またはホームページから

10月3日~12月5日の日曜日(計8回)10:00~12:00
小学1年~6年生および保護者(男女問わず)

講師 五條流師範、師範代
20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  9月19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
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募 集

市営住宅の入居者を募集

次の全てを満たす方※判定基準日は申込日 
・  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)
※ ２ＤＫまでの住戸については、高齢者、障が

い者などは単身入居可能

入居募集住宅

家賃 所得に応じて決定
抽選日 9月16日（木）
入居予定日 11月1日（月）
申込方法 9月1日（水）～8日（水）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

建築住宅課 小木曽 TEL 22-1312

募 集 ボランティア袋の
協賛金を募集

9月16日（木）～30日（木）
協賛金１口５万円
募集数 4口 ※募集数に達し次第締切
申込方法 窓口へ

環境課 坪山 TEL 22-1580

行 政

司法書士会無料相談

10月2日（土）10：00～16：00
セラトピア土岐（土岐市土岐津町高山4）
３階会議室

申込方法 9月24日（金）までに電話で
※平日10：00～15：00

岐阜県司法書士会
TEL 058-246-1568

団地名 構造・間取り 募集予定

旭ケ丘
第２

中層耐火4階建 3DK ２戸

簡易耐火2階建 3DK 1戸

簡易耐火2階建 2DK ２戸

国京 中層耐火3階建 3DK 1戸

募 集

不登校の悩みを聞きます

9月15日（水） 10：00～12：00
不登校に悩む保護者

申込方法 9月8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。

①9月8日（水） ②9月22日（水）
10：00～12：00
①精華交流センター 会議室 
②さわらび学級 相談室
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

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。

①9月8日（水） 13:30～15:00
②9月24日（金） 10:00～14:30
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、ボードゲームなど 
②軽スポーツなど

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

募 集

フリーマーケット出店者募集

①10月9日（土） ②10月23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 9月15日（水）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

2 021年9月13

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



募 集 たじみ子ども会議☆
子どもスタッフ会議

9月26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 多治見国際交流協会 
第２回ジュニアクラブ開催

　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。

9月11日(土) 13：30～15：00
子ども情報センター　 小学3～6年生

講師 宮本 レオナルド 氏（ブラジル人講師）
15人　参加料 1,000円（初回の方のみ年会費）

申込方法 電話で
文化スポーツ課 佐藤、田中 
TEL 22-1193

募 集 多治見国際交流協会 
在住外国人とのボーリング大会

10月24日（日）10：00～12：00
パークレーンズ（大畑町5-156）
小学生以上（小学生未満は保護者同伴）
60人

参加料 500円（非会員）※外国人は無料
申込方法 9月6日（月）～電話で 
※定員になり次第締切

文化スポーツ課 佐藤、田中　TEL 22-1193

募 集

市営霊園の使用者を募集

募集区画 平和霊園5区画、北市場霊園5区画、
森下霊園1区画

令和3年4月1日以前から市内在住で、親族
の遺骨をお持ちの方。ただし次のいずれかに
該当する場合は申込不可
① 市内墓地、納骨堂などに埋葬されている

遺骨
②分骨した遺骨（予定も含む）

申込方法 9月13日（月）～10月8日(金)の9:00～
17:00に申込書（9月6日（月）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・日曜日、祝日除く　※郵送不可

※ 北市場霊園合葬式墓地は随時募集
環境課 大原 TEL 22-1580

講 座 たじみ景観塾
「カラー講座」初級・中級

①ガイダンス:９月21日（火）10:00～12:00
②初級講座③中級講座：10月19日、11
月2日、16日、30日、12月14日の火曜日 
10:00～12:00（全5回）
ヤマカまなびパーク
市内在住または在勤の方
①②各10人、③５人

※5人まで託児（託児１人1回につき700円）あり
講師 カラーコーディネーター
テキスト代 ①無料 ②4,235円 ③3,850円
申込方法 9月6日（月）9：00～電話で
※①のみの受講可
※②③は、５回連続して受講できる方優先

都市政策課 小林 TEL 22-1321

行 政

必ずチェック！最低賃金

　10月1日から岐阜県最低賃金が時間額880
円(現行より28円アップ)に改正されます。

岐阜労働局賃金室 TEL 058-245-8104

応募多数の場合の抽選について
11月6日（土）13：00～
産業文化センター3階大会議室

宝くじの助成金で整備しました
　宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじ
の受託事業収入を財源として実施している
コミュニティ助成事業
で第38区が夏祭りなど
の備品を購入しました。

文化スポーツ課 
岡田（紗） 
TEL 22-1193

2 021年9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



講 座

犬のしつけ方教室

10月20日（水）14:00～16:00 ※雨天中止
喜多緑地 管理棟
市内在住・在勤・在学の方
犬同伴あり：５組（必ず２人で参加）
犬同伴なし：５人

講師 家庭犬しつけインストラクター
垂
たる

谷
たに

 智
とも

子
こ

 氏
申込方法 9月21日（火）から電話または窓口へ

環境課 坪山 TEL 22-1580

講 座 手にとってもらえる！
チラシデザイン講座

9月9日(木)、30日(木) 13:30～15:30
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　 10人

参加料 500円/回
　　　（ぽると多治見登録団体は300円/回）
講師 肥

ひ

田
だ

和
かず

明
あき

 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) 田中 TEL 22-0320

講 座 想いつなげる講座inぎふ 
～終活＆相続手続のススメ～

10月6日（水） 
①13:00～15:15 ②15:30～17:30
土岐市文化プラザ（中濃・東濃会場）ほか

内容 ①終活、公正証書などについての講演 
② 相続登記、自筆証書遺言書などの相談

申込方法 9月1日（水）から電話で
岐阜地方法務局総務課 
TEL 058-245-3181

行 政

不動産無料相談会

10月1日（金）13：00～15：00
本庁舎 3階第3会議室

申込方法 9月30日（木）までに電話で
岐阜県不動産鑑定士協会
TEL 058-201-2411 

講 座 令和３年度
甲種防火管理再講習

10月26日(火) 9:00～11:00 受付8：30～
消防本部庁舎 ３階講堂
市内の対象事業所の方
20人程度 ※申し込み多数の場合は抽選

受講料 1,500円(テキスト代：当日持参)
申込方法 9月27日（月）10：00～10月8日（金）
17：00までに申込書（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）をEメール、FAXまた
は郵送で

予防課 梶田
TEL 22-9233 FAX 21-0022
Email yobou@city.tajimi.lg.jp

講 座 BPプログラム
～赤ちゃんが来た～

10月8日～10月29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法人まぁーる TEL 090-3836-6050
Email npo.maaru.tajimi@gmail.com
子ども支援課 渡辺（舞）、木村
TEL 23-5958

子育てアプリ配信中
　５月１日より配信がスタートした「多治見
市子育て支援アプリ」から、市内のイベント
がまとめて確認できます。ぜひ登録してくだ
さい。

子ども支援課 
丹羽、渡辺（舞） 
TEL 23-5958

2 021年9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

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



①③⑤申込時に連絡、②④土岐川観察館
①③④⑤小学4年生以下は保護者同伴

　※①③④⑤　要予約（①③は9月1日から）
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

　さつま芋、里芋の収穫体験です 。
10月2日(土) ①10:00~ ②10:45~
 ③11:30~ ④15:30~ ※小雨決行
各回12組

参加料 1口600円（さつま芋5株または里芋2株）
※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 9月4日(土) 9:00~ 電話または窓口へ

秋の食べ物 ほれ取れ祭り秋の食べ物 ほれ取れ祭り

9月18日(土)、10月2日(土)
各日10:00~12:00、13:00~15:00

持ち物 運動できる服装 講師 多多
た じ みた じ み

治見治見峰
ほうゆうかい

遊会

9月18日(土)、10月2日(土) 19:00~20:30 
※雨天・曇天中止
各30人 講師 地球村星倶楽部 申込方法 電話で

　1000匹調査結果から土岐川の状態を紹
介します。

18:30~20:00 受付18:00~　 10人
講師 山本真行 氏(土岐川観察館 館長)

10/15 
（金）

　土岐川河川敷で虫探しとバッタ釣りをし
ます。

9:30~11:30 受付9:00~　 10人
持ち物 着替え、ぬれてもよい靴、帽子、飲み物

10/23 
（土）

三の倉市民の里地球村 TEL 24-3212

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、

タオル

9/26 
（日）

　1000匹調査結果から土岐川の状
態を紹介します。

10:00～17:00

 10/1（金）
 〜10/31（日）

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、

タオル

10/3 
（日）

フリークライミング体験会フリークライミング体験会

サタデースターナイトサタデースターナイト

水道メーターの取替
　計量法に基づき検定満期「8年」の水道メーター
を無料で交換します。該当世帯には委託業者から
事前に案内があります。

市内全域
期間 令和4年3月31日(木)まで 8:30~17:00

※作業中は10分程度断水
※市内の委託業者(多治見市管工事協同組
　合)が実施。作業者は胸に証明書を着用
※不在時でも立会い無しで作業を実施
※メーター交換後は1分程度捨水が必要

工事課 加藤(洋) TEL 22-1213

　受水槽(貯水槽)の設置者は、衛生管理のため、
水槽の清掃や点検、水質検査などを年に1回は定
期的に行う必要があります。
　衛生管理が正しく行われていない場合には、水
道水に臭いがしたり、濁ったりすることがあります。
※点検結果や水質検査結果は、工事課へ報告をし

てください
工事課 加藤(洋) TEL 22-1213

受水槽の定期点検を忘れずに

162 021年9月

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



認知症になっても住み慣れた
地域で暮らしていくには…

総合福祉センター
MCI（軽度認知障害）、認知症等と診断を受けた
方やご家族の方

申込方法 電話で
太平地域包括支援センター 国立 TEL 25-1135

認知症になっても地域で安心して暮らせる
まちづくりを目指して

認知症への取り組みを紹介します

　MCI（軽度認知障害）、認知症等と診断を受け
た方やご家族の方がこれからの生活を安心して
過ごせるよう認知症について学びます。

高齢福祉課 前原 TEL 23-5821

　認知症は年を取れば誰もがなる
可能性があります。
　令和7年には、65歳以上の5人に
1人の割合で認知症になると言われ
ています。

認知症サポーター養成講座
　認知症を正しく理解し、認知症の人がいたら
見守り、手助けができる。そんな人がたくさん地
域にいることを目指して講座を開催しています。
　一般向け： 年6回、各地域包括支援センター

で開催
　団体向け： 市内の企業、自治会、各種団体な

ど10人以上の受講申し込みで随
時開催

9月29日（水) 13：30～15：00
かさはら福祉センター 研修室
市内在住・在勤・在学の方
15人

申込方法 9月24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 宮島
TEL 45-0007

　地域の誰もが関心を持ち、
正しく理解し、みんなで支える
ことが大切です。

認知症を
予防しましょう

早期発見・
早期受診が
大切です

認知症初期集中支援チーム
複数の専門家が認知症の疑いのある人を訪問し、初期の支援
を行い、自立をサポートします。
地域包括支援センターへ相談してください。

●生活習慣病（高血圧、脂質異常症、糖尿病など）対策
●若いころからの運動習慣

たじみ認知症サロン さんあいカフェ
　認知症の人や家族
が気軽に出かけて話
せる場所。認知症の
相談ができる場所。
地域の人が認知症の
理解を深める場所。
どなたでもお気軽に
お越しください。
※年10回実施

9月14日（火） 13：50～15：00
養護老人ホーム多容荘
認知症に関わりのある方や地域住民の方
20人

申込方法 9月10日（金）までに電話で
北栄地域包括支援センター 中村 TEL 27-2211

1クール：9月8日、15日、22日（水） 10：00～11：30
2クール：11月12日、19日、26日（金） 10：00～11：30

認知症とともに「けせらせら教室」

認知症の人は増えています

17 2 021年9月 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



日 曜日 当番病・医院名 住　所 TEL
1 水 倉知眼科 平和町7 22-5515
2 木 夏目整形外科医院 錦町3 23-4720
3 金 わたなべクリニック 明和町5 26-8666
6 月 たじみ内科 広小路2 22-2333
7 火 まえかわペインクリニック 広小路2 28-2010
8 水 前川ファミリークリニック 錦町1 22-0682
9 木 あいざわ整形外科 平和町7 23-3700
10 金 たじみ陶都眼科 前畑町4 44-9777
13 月 ももいクリニック 前畑町5 28-1011
14 火 たかだアレルギーとこどものクリニック 白山町5 28-1101
15 水 まもる耳鼻咽喉科 白山町1 22-8733
16 木 幸クリニック 幸町7 20-2055
17 金 のむら・笠原クリニック 笠原町字権現2200 45-1020
21 火 小西クリニック 笠原町1966 43-2188
22 水 池庭医院 宮前町2 22-1819
24 金 中央クリニック 日ノ出町1 22-3530
27 月 根本外科医院 高根町2 27-2821
28 火 松下クリニック 根本町3 26-7890
29 水 浜田・浅井医院 太平町1 22-0522
30 木 精華医院 白山町1 22-3623

土曜日と日曜日、祝日の休日急病診療
土曜日…19:00～21:30（受付は21:00まで）

　 日・祝日…13:00～17:00（受付は16:30まで）
診療場所 多治見市民病院  救急外来　診察室
●あらかじめ電話で連絡してください TEL 22-5211

※診療時間外は下記連絡先へ問い合わせください
救急医療情報センター　TEL 23–3799

診療時間 19:00～21:30（受付は21:00まで）
●気象状況、諸般の事情により、急きょ休診となる場合が

あります。受診する場合は、当番医にあらかじめ電話で
連絡してください

●夜間診察料が加算されます　
保健センター　水野（祥

しょう

）　TEL 23-5025

9月の夜間在宅当番医 

182 021年9月




