P17〜21 市民意識調査

P26 令和2年 国勢調査のお願い

Make together Cheerful town Tajimi

8月1日からスタートしています

～ 美濃焼等販売促進支援 ～
産業観光課 TEL 22-1250

購入対象商品

参加店舗の美濃焼
（美濃焼

と共に購入する美濃焼に

付随する雑貨品を含む）

※参加店舗などの詳細はホームページ

をご覧ください

※参加店舗も募集しています

予算額に達した時点で終了します

期間

※予算額 2千万円
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「 頑 張ろう！みんなの街 。
応 援しよう！ やきものの街 」

新 型コロナウイルス感 染 症の拡 大 は 、地 元の産 業に

大きな影響を及ぼしています。多治見市の風物詩である

「陶器まつり」
や
「茶碗まつり」
などのイベントが中止され

ただけでなく、休業を余儀なくされた飲食店、
レストラン

における食器類の需要低迷により地場産業はひっ迫した

状 況にあります。このような中 、地 場 産 業の支 援 策とし

て、
８月１日から
「美濃焼GＯ」
をスタートしました。

これは、市内小売店などで美濃焼の陶磁器やタイルを

ご購入いただいた際に、最大 ％
（1200円上限）
を多

40

治 見 市 が支 援する制 度です。この機 会にぜひ、美 濃 焼を

け。その場で割引

購入し
「やきものの街 多治見」
を応援しませんか。

参加店舗にてメッセージカードを書くだ
利用方法

第７次総合計画 / にぎわいと活力のあるまちづくり

参加店舗数

75 店

（R.2.8.15 現在）

うつわや多治見
（美濃焼GO参加店舗）
でお気に入りの器と生活雑貨
（テー

[ 取材協力 ]

本町オリベストリート 陶都創造館1階

うつわや多治見

ブルクロス）
を購入

TEL 0572-26-8509
住 岐阜県多治見市本町5-9-1
○
営 10:00～17:00 ○
休 年末年始など
○

千三百年もの長きにわたり、
やきものの産業と文化が息づくこの地
は、陶土に恵まれ、器やタイル、ニューセラミックスまで幅広い美濃焼
が生産され、作家や窯元、商社や関連企業が集う世界有数のやきも
の産業の一大生産地です。
そして今、受け継がれてきた文化と技術に時代をとらえた柔軟性と
多様性を融合させ、
さらなる挑戦と創造の系譜を宿すこの地を
「セラミ
ックバレー」
と名付け、国内外に向けて情報を発信していく取り組みを
始めています。
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Make together Cheerful town Tajimi

オリベストリート
5
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TEL 0572-26-8509
営 10:00～17:00
○
休 年末年始
○
※一部テナントによる
本町オリベストリートにあ
る美濃焼ショップからギャ
ラリーまで集まった複 合
施設。
1階
うつわや多治見
多治見市PRセンター

2階
へいせい義塾館高等学院
3階

五 いづつ
○

ギャラリーヴォイス

陶芸機材オックス

博物館多治見商人物語

本町陶貨店＋sui-n*

有効期限/2020.9.30 地元応援クーポン券

産業観光課 TEL 22-1250
はなやぎ

[ 取材協力 ]多治見陶磁器卸商業協同組合、
株式会社華柳

わははの喫茶店

うつわや多治見 記念品進呈券
（2,000円以上お買い上げの方）

～はなやぎのまち ～

❶ 陶都創造館

オリベストリートさんぽ
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明 治 初 期から昭 和 初 期にかけて建てられた商 家や蔵が残る多 治 見 市 本 町 。

1

美 濃 焼や雑 貨 、グルメなど新 旧の多 彩な魅 力に触れられる場 所です 。

伝 統を新しい力に。個 性が集 う 、そんなまちを散 歩してみました。

土岐川

わははの喫茶店 アイスクリーム無料券
（小学生以下対象、同伴で飲食の方）
有効期限/2020.9.30 地元応援クーポン券

五 いづつ 記念品進呈券
○
（2,000円以上お買い上げの方）

有効期限/2020.9.30 地元応援クーポン券

ギャラリーヴォイス
上絵付け体験料10％OFF券
有効期限/2020.9.30
地元応援クーポン券
2020年9月
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❷ 智結蔵/ギャラリー仙太郎(桃山陶・作家作品)

❸ やままつ
（器の店）

志野・織部・黄瀬戸を中心にやきものの素晴らしさを紹介、販売してい
ます。

美濃焼を知り尽くす明治９年創業の老舗。歴史ある陶磁器卸問屋とし
て多彩な器が揃います。

TEL 0572-25-5567

TEL 0572-22-9258

営 10:00～16:00 ○
休 月曜日など
○

営 10:00～17:00
○

❹蔵
（五平、田楽、麦とろなどの和定食）

❺ 織部うつわ邸
（器・和雑貨・家具）

TEL 0572-23-8608

TEL 0572-25-3583

明治に建てられた蔵を利用した店。五平餅や特製辛口カレーなど豊
富なメニューでおもてなし。
営 11:00～13:30
休 日曜日など
○
（L.O） ○

❻ 井ざわ
（手打ちそば・そば懐石）

挽きたて、打ちたて、茹でたてを提供。美濃
焼が随所に見られます。夜は日本酒や一品
で乾杯を。
TEL 0572-25-6668
営 11:30～14:30
○
（L.O）17:00～20:00
（L.O）
休 火曜日など
○

❷智結蔵/ギャラリー仙太郎 記念品進呈券
（2,000円以上お買い上げの方）

❼ IRISE
（アンティーク）

営 10:00～17:30
○

休 無休
○

❽ やまよね
（和菓子）

一番人気は、
もっちりふんわり食感の麩まん
じゅう。

TEL 050-1396-9753
営 11:00～17:00
○
休 不定休
○

TEL 0572-22-5787
営 8:30～18:00
○
休 水曜日・第3火曜日
○

多治見市PRセンター

本町オリベストリートだけでなく、多治
見には、まだまだ伝えきれない魅力がた
くさんあります。詳しくは（一社）多治見
市観光協会ホームページをご覧いただ

くか、多治見市ＰＲセンターにお問い合わせください。

❸やままつ プチ美濃焼進呈券
（2,000円以上お買い上げの方）

TEL 0572-23-5444

有効期限/2020.9.30 地元応援クーポン券

有効期限/2020.9.30
地元応援クーポン券
2020年9月
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情緒あふれる旧商家を利用し、庭園と茶室がある店。地元窯元の個性
的な作品や和雑貨を販売。

アンティークのセレクトショップで掘り出
し物をみつけて。

有効期限/2020.9.30 地元応援クーポン券

❹蔵 記念品進呈券
（お食事・テイクアウトの方）

休 不定休
○

❺織部うつわ邸 記念品進呈券
（2,000円以上お買い上げの方）
有効期限/2020.10.31 地元応援クーポン券

❽やまよね うながっぱどら焼き1個進呈券
（2,000円以上お買い上げの方）
有効期限/2020.9.30 地元応援クーポン券

本町陶貨店＋sui-n* オリジナル小皿と
ドリンク券
（1,000円以上お買い上げの方）
有効期限/2020.9.30 地元応援クーポン券

Make together Cheerful town Tajimi

安全・安心で快適に暮らせるまちづくり

迫る地 震 に 備えましょう
－命を守る備えと行動－
企画防災課 ☎ 22-1378

30年以内に70～80％、50年以内に90％と高い
確率での発生が予測されている南海トラフ地震は、
市内で最大震度6弱、全壊の家屋が269棟、半壊が
2,344棟と大きな被害が予想されています。
いつ地震が起きても被害を最小限に抑えられるよ
うに、今からできる備えをしましょう。

命を守る「安全対策」の例
家の中
●家具は壁に固定するなどの対策をする
●寝室や子ども部屋などにはできるだけ家具
を置かないようにし、置く場合は背の低い家
具を選ぶ
●窓ガラスや食器棚などのガラスが飛び散ら
ないよう、飛散防止フィルムを貼る。または、
強化ガラスに替える
●家具の上など、高いところに重い物を置かな
いようにする

地震の時の行動 １０のポイント
①ぐらっときたら身の安全を確保する
②揺れがおさまってから消火、火の始末をする
③室内のガラスの破片に注意する
④窓や戸を開け、逃げ道を確保する
⑤落下物に注意し、あわてて外に飛び出さない
⑥避難の前に電気・ガスなどの安全確認をする
（ブレーカーをＯＦＦにする。ガスの元栓を閉める）
⑦狭い路地や塀には近寄らない
⑧隣近所の安否を確認する
⑨協力し合って救出・救護する
⑩正しい情報に従い、行動する

家の周り
●屋根瓦がずれたり、アンテナが不安定になっ
ていたら補強する
●物干し、植木鉢、エアコンの室外機などはし
っかり固定する
●玄関の周りには自転車や植木鉢などの出入
りの支障になるものを置かないようにする
●ブロック塀が老朽化していたら修理する
2020年9月

6

第７次総合計画 / 安全・安心で快適に暮らせるまちづくり

避難所での新型コロナウイルス感染症の
感染拡大を防ぐために
避難について考えましょう
●自宅での安全確保が可能な方は感染リスクを負ってまで避難所に
行く必要はありません
●自宅が危険な場合は、可能であれば安全な親戚や友人・知人の家
などへの避難を検討してください

避難時に気を付けること
●マスクを着用して避難しましょう
●避難所に持っていくものを確認しましょう
（マスク、せっけん
（消毒
液）
、体温計、
タオル、
スリッパ、
ビニール手袋、常備薬など）

避難所で気を付けること
●避難所に入る前に体調チェックを受けましょう
●避難所のルールに従って行動しましょう
手洗い、咳エチケットなどの徹底、十分な換気の実施、
避難者同士の十分なスペースの確保 など

木造住宅の無料耐震診断

多治見市自主防災組織支援事業補助金制度

次のすべての要件に該当する一戸建

地域防災力の向上を目的として、自

ての木造住宅を無料で耐震診断します。

主的かつ継続的な防災活動を行う自

●昭和56年5月31日以前に着工

主防災組織に対し、活動に係る経費の

●在来軸組工法、伝統的工法または枠組

一部を補助します。

壁工法

区または町内会単位で結成の自主防災組織

●延べ床面積の2分の1以上が居住のた
めに使われている

対象経費 防災資機材や感震ブレーカー、家具転倒

防止器具の購入経費、防災講座・研修会などの経費、

（月）
までに窓口へ
申込方法 12月28日

防災訓練の実施にかかる消耗品

※実施可能上限に達し次第終了

※詳細はホームページをご覧ください

開発指導課 今川、松井 TEL 22-1331

ブロック塀等除去補助金制度
地面からの高さが1ｍ以上で、除去の延長が2ｍ以上の公
衆用道路に面したブロック塀など

企画防災課 小島 TEL 22-1378

停電情報をプッシュ通知でお知らせ
地域を登録するだけで、停電情報をプッシュ通知で
お知らせします。

（通学路の場合は30万円）
補助限度額 最大20万円
補助額 ①②のいずれか少ない方

①総延長に1万円／ｍを乗じた額
②除去に係る経費2分の1
（通学路の場合は3分の2）
※消費税含む、100円未満の端数切り捨て
※除去後のフェンスなどの設置費用は対象外
企画防災課 佐藤 TEL 22-1378
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中部電力パワーグリッド TEL 0120-985-232

mini special

第30回『穴窯作陶コース』参加者募集

穴窯で作品が焼ける
「穴窯作陶コース」
。白土・赤土から粘土を選び、手び

ねりで自由な作品づくりが楽しめます。

9月2日
（水)～10月31日
（土）①10：00～②13：00～③15：00～
各4人

参加料 1人4,000円/2点、
3,000円/1点

穴窯で焼きあげる土偶講座

ボール状の塊から土を伸ばし胴体を作り、様々なパーツを付け自由に模様

を描き個性豊かな形を作りましょう。制作した土偶は、11月開催の『第30回
穴窯フェア』
において
【穴窯】
でじっくり焼き上げます。

9月2日
（水)～30日
（水）①10：00～②13：00～③15：00～※要予約
各4人

参加料 3,000円/1体

申込方法 電話で

(続)西浦焼

安土桃山陶磁の里ヴォイス工房 ※火曜定休

TEL 25-2233

－多彩な日常の器たち・加納COLLECTION―

西浦焼は明治時代に世界でも高く評価されました。本展では加納コレクション

を通し、多彩な日常の器を中心に今回は6客セットでご紹介します。
9月26日
（土）
～令和3年1月31日
（日）

▲釉下彩椿図花瓶
加納コレクション

入館料 一般320円
（260円）
、大学生210円
（150円）
、高校生以下、障がい者・療

育手帳を交付されている方と付き添い1人は無料 ※
（）
は団体20人以上
美濃焼ミュージアム TEL 23-1191

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収蔵されているやきものの中で、古代から中世までの資

料を展示します。

8月3日
（月）
～12月25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

▲志野向付

作家のうつわ de GO!

「美濃焼ＧＯ」
（新型コロナ対策産業振興支援事業）
の協賛企画展として、美濃地方を

拠点に活躍している作家のうつわ展です。あなたのお気に入りを見つけませんか！
8月29日
（土）
～9月27日
（日）10：00～18：00

※水曜定休、最終日は15:00まで

文化工房ギャラリーヴォイス TEL 23-9901

2020年9月
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多治見市職員の募集
採用
区分

令和3年4月1日付で採用する職員を募集します。

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

高卒
（初級）

一般事務

●平成11年４月２日以降に生まれた人
●最終学歴が学校教育法に基づく高等学校を卒業した人または令和
３年３月31日までに卒業する見込みの人

１人
程度

技能
労務職

調理員

●昭和45年４月２日以降に生まれた人
●調理師免許を取得している人または令和３年３月31日までに取得す
る見込みの人

3人
程度

※詳細は、
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）

一次試験日 10月18日
（日）

試験内容 一次試験基礎能力、
適性検査、小論文試験、口述試験

※

※一般事務のみ10月19日
（月）
実施予定
二次試験口述試験
（一次試験合格者のみ）
三次試験口述試験
（調理員でニ次試験合格者のみ）
▲採用動画
▲採用ページ
試験場所 ヤマカまなびパークほか
申込期間 8月24日
（月）
～9月18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〒507-8703多治見市日ノ出町2-15TEL 22-1394

陶磁器意匠研究所 TEL 22-4731 Email ishoken-jinzai@city.tajimi.lg.jp

オープンスタジオ2020
卒業生によるワークショップやトークセッション、研修課程説明会を行います。
9月13日(日）
13：00～16：00
開催イベント
●研修課程説明会13:00～13:30 ●川端健太郎特別実習14:00～15:00
●川端健太郎
（第41期卒業生）
×新里明士
（第42期卒業生）
トークセッション15:00～16:00
申込方法 9月10日
（木）
までに電話またはメールで※所内施設、展示、授業の見学は申込不要

意匠研ギャラリー 川端健太郎展

セラミックスラボ前期制作展

第41期卒業生の川端健太郎による展覧会を開催
します。
9月12日(土）
～10月18日(日）
9：00～17：00

第18期セラミックスラボ研究生に
よる展覧会を開催します。
9月12日(土）
～10月18日(日）
9：00～17：00

川端健太郎公開特別講義
9月12日
（土）
13：30～15：00
10人程度 申込方法 メールで
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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

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 ①カードゲームやボードゲームなど

②バドミントン・軽スポーツなど

①9月9日
（水）
13：30～15：00

②9月25日
（金）
10：00～14：30

①さわらび学級②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

な や む な

さわらび学級TEL 0120-51-7867

募 集

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。

10月16日～11月6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

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

NPO法人まぁーるTEL 090-3836-6050

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9日
（水）
②9月23日
（水）

Email maaru0405@ezweb.ne.jp

子ども支援課木村TEL 23-5958
行 政

10：00～12：00

①笠原中央公民館会議室2

「子どもの人権110番」
強化週間

いじめ、SNSでのトラブル、体罰、虐待など誰

②精華交流センター会議室

不登校に悩む保護者

にも打ち明けることのできない悩みについての
な や む な

さわらび学級TEL 0120-51-7867

子どものサロン＆
子どもスタッフ会議

募 集

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。

9月27日
（日）

10：00～12：00

ヤマカまなびパーク

電話相談です。

8月28日
（金）
～9月3日
（木）

月～金曜日8:30～19:00

土・日曜日10:00～17:00

受付電話番号 TEL 0120-007-110
相談担当者 人権擁護委員など

岐阜地方法務局人権擁護課
TEL 058-245-3181

募 集

不登校を考える会

不 登 校につい

5階学習室

ての悩みを抱えて

※体験参加可

り、不 安や 焦りを

申込方法 申込書
（ホームページ

の会です。

小学生～高校生

※スタッフ登録は小学4年生以上
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

20組

月日、住所、電話番号を電話またはEメールで

さわらびほっとタイム

申込方法 電話で

BPプログラム
～赤ちゃんが来た～

募 集

TEL 22-1128FAX 25-7233

いる保護者が集ま
分かち合う少人数
9月16日
（水）

10：00～12：00

不登校に悩む保護者

な や む な

さわらび学級TEL 0120-51-7867

2020年9月
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I N F O R M AT I O N
行 政

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

ひとり親世帯臨時特別給付金

新型コロナウイルス感染症に関する支援とし

て低所得のひとり親世帯に対し、臨時特別給付
金を支給します。

12月28日
（月）
まで

①児童扶養手当受給者
（令和2年6月分の児童
扶養手当を受給された方）

②公 的年金給付等受給者
（公的年金を受給し

募 集

排泄ケアと移動方法について学びます。講座

の後は茶話会を開催します。

9月24日
（木）
13：30～15：00
総合福祉センター3階研修室

介護中の方や関心のある方

講師 介護福祉士など

くに たて

太平地域包括支援センター国立
TEL 25-1135

けていない方）

募 集

手当を受給している方と同じ
水準となっている方）

※詳細はホームページで

保険年金課岩井、福井TEL 23-5732

多治見市医師会准看護学校
令和3年度生徒募集

募 集

募集人員 32人※推薦入試は若干名

推薦入試

に話せるカフェです。

9月13日
（日）
13：30～15：00

総合福祉センター1階ママズカフェ

認知症の人や家族

講師 介護福祉士など

太平地域包括支援センター伊藤
TEL 25-1135

行 政

一般入試

試験日 令和3年1月28日
（木）
試験科目 数学、
国語、面接

多治見市医師会准看護学校

（音羽町3-19）
TEL 26-8302
講 座

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②」

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）
佐々木TEL 22-0320

第11回特別弔慰金の
お知らせ

戦没者などの遺族に対する特別弔慰金の受

け付けを開始しています。

請求期間 令和5年3月31日まで

持ち物 本人確認証、
印鑑

※代 理人が請求する場合は委任状、代理人の
本人確認証が必要

※期間を過ぎると請求できなくなります

福祉課福祉総務グループTEL 23-5812

9月17日
（木）
13:00～13:55

ヤマカまなびパーク6階美術室

10人程度

申込方法 9月11日
（金）
までに電話で

試験日 11月12日
（木）

願書提出期間 令和3年1月8日
（金）
～25日
（月）

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

願書提出期間 10月26日
（月）
～11月9日
（月）
試験科目 数学、
国語、面接

10人程度

申込方法 9月18日
（金）
までに電話で

ていることにより、児童扶養手当の支給を受

③家計急変者
（収入が児童扶養

介護家族交流会 ケアカフェ

行 政

子育て世帯への臨時特別
給付金申請期限

子育て世帯臨時特別給付金

（公務員受給者分）
を受給する

には、期限までに申請手続きを
行ってください。

申請方法 9月18日
（金）
までに、郵送または窓口へ

保険年金課岩井、福井TEL 23-5732
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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
講 座

たじみ景観塾
「カラー講座」
初級・中級

風景づくり、暮ら

「手話入門・基礎講座」
受講生募集

募 集

ろう者と手話で簡単な日常会

しなどに欠かせな

話ができることを目指す、初心

について学びます。

10月1日～令和3年11月18

い色彩の基礎知識

者のための講座です。

10月13日、27

日毎週木曜日10:00～11:45計52回

日、11月10日、

※祝日、年末年始などは除く

産業文化センター3階大会議室

24日、12月8日の火曜日

市内在住の18歳以上で聴覚障がい者や手

10:00～12:00
（全5回）

ヤマカまなびパーク

話に関わる活動を目指す方

①初級
（色彩士検定3級程度）
10人

桔梗の会ほか

市内在住または在勤の方
（託児有り）
②中級
（色彩士検定2級程度）
6人

講師 カラーコーディネーター

（託児1人につき700円／回）
あり
※5人まで託児
参加料 ①3,680円②3,850円※テキスト代

持ち物 筆記用具、
はさみ、
のり、
マスク

講師 多治見市聴覚障害者協会、
手話サークル

15人程度

申込方法 9月1日
（火）
～23日
（水）
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）

を郵送または窓口へ

福祉課田中、加藤TEL 23-5812

申込方法 9月8日
（火）
13：00～電話で

都市政策課小林TEL 22-1321

募 集

多治見国際交流協会
ジュニアクラブ 参加者募集

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。
10月18日
（日）
10：30～12：00
子ども情報センター

小学3～6年生

持ち物 筆記用具、
水筒※マスク着用
申込方法 9月10日
（木）
～電話で
い

の

文化スポーツ課佐藤、猪野
TEL 22-1193

新富町・上町・本町地区
地籍調査説明会

新富町、上町、本町7丁目、8丁目にて、10月

に実施する地籍調査の説明会を開催します。
①9月5日
（土）
19:00～
②9月6日
（日）
10:00～

バロー文化ホール小ホール
対象者には個別に通知

開発指導課安井、塚本、中山
TEL 22-1341

演題 子どもたちの命を守るために私たちにでき

ること

10月21日
（水）
13:30～15:00
産業文化センター5階大ホール

講師 一般財団法人児童虐

待防止機構オレンジCAPO
しま だ たえ こ

20人

講師 ケンドル・ギブソン氏
（カナダ人講師）

行 政

人権同和教育講演会
聴講者募集

募 集

理事長島田妙子氏
150人

申込方法 10月2日
（金）
まで

に住所、氏名、電話番号をメ
ール、FAXまたは電話で

くらし人権課鬼頭

TEL 22-1128FAX 25-7233

Email kurashi-jinken@city.tajimi.lg.jp

おうちで体験、救急講習の動画配信
「新しい生活様式」
の実践が求められる中、自宅
にいながら救急講習を体験するため、
『 救命にもア
ツイまち あなたも多治見の救急隊』の動画を作成
しました。是非、一度、体験して
ください。
笠原消防署大山、馬渕
TEL 43-4613

2020年9月
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