
新型コロナワクチン接種
～接種券（クーポン券）は大切に保管してください～

問い合わせは 
コールセンターへ

多治見市コロナワクチン接種コールセンター　8：30～17：00（平日）
TEL 23-5552（直通）、22-1111（代表）　内線2450～2455

接種対象の方（ワクチン接種時点で満１２歳以上の方） で
新型コロナワクチン接種を希望する方の予約を受け付けています。

予約方法 　
〈個別接種〉　�市内指定医療機関に直接電話またはインターネット（一部の市内指定医療機関）で予約してくだ

さい。
〈集団接種〉　�実施状況については、電話またはインターネットで確認してください。�

①コールセンターへ電話�
　TEL 23-5552（直通）、22-1111（代表）内線2450～2455（平日8：30～17：00）�
②インターネット予約サイト�https://www.v-rev-tajimi.jp/

ワクチン接種後も感染予防をお願いします。
　ワクチン接種後も、マスク着用、手洗い・消毒など
基本的な感染予防対策の継続をお願いします。

 

 
 

 

Important announcement総額約6億5,800万円の9月予算を
市議会に提案しました。

１ 新型コロナウイルス対応事業…１億7,706万円
ワクチン接種促進・体制強化（国庫補助10/10）
飲食店等休業要請協力金に伴う市負担金
コロナ禍消費喚起事業「洒落テGO」 など

（1）
（2）
（3）

3 その他
星ケ台運動公園改修整備の基本設計費
土岐川のかわまちづくり計画策定に係る経費
医療的ケア児の来年度通園受入の施設整備 など

（1）
（2）
（3）

2 国内外での美濃焼・多治見の魅力ＰＲ事業…935万円
邛崍市の博物館美濃焼常設展示に係る経費補助
多治見観光パンフレット中国語版の作成
アニメ「やくならマグカップも」コラボ観光PR事業 など

（1）
（2）
（3）

キュウライ

企画防災課 TEL 22-1376

主な内容
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新型コロナウイルス感染症により延期となっていた地区懇談会を、10月～11月に
開催します。市の主要事業などについて、市長が説明します。

１．テーマ
本庁舎の建て替えと令和３年度主
要事業について

２．開催時間
19：00～20：00予定
※�新型コロナウイルス感染症対策のた
め例年よりも短縮して行います。

３．内容
①�本庁舎の建て替えと令和３年度
主要事業などについて市長から
説明（20分程度）
②�意見交換（40分程度）

秘書広報課 担当 小久保、水野、加藤 TEL 22-1372

※市内13カ所どの地区懇談会にも参加できます。
※質問内容によっては、市の担当者がお答えします。また、後日回答させていただく場合もあります。
※新型コロナウイルス感染症対策について、マスクの着用や消毒をお願いします。
※地域からの課題や多数の質問がある場合は事前通告をいただくようお願いします。

日にち 会　　場 対象地域
10月18日(月) 養正小学校（体育館）�※養正公民館から変更 養 正
10月20日(水) 昭和小学校（体育館） 昭 和
10月22日(金) 小泉公民館大ホール 小 泉
10月25日(月) 根本交流センター大ホール 根 本
10月28日(木) 池田町屋公民館ホール 池 田
10月29日(金) 脇之島公民館大ホール 脇之島
11月��1日(月) 南姫公民館大ホール 南 姫
11月��5日(金) 旭ケ丘公民館大ホール 北 栄
11月��8日(月) 市之倉公民館大ホール 市之倉
11月10日(水) 笠原消防署�※笠原中央公民館から変更 笠 原
11月12日(金) バロー文化ホール２階大会議室 精 華
11月15日(月) 滝呂小学校（体育館） 滝 呂
11月19日(金) 小名田公会堂 共 栄

テーマは本庁舎の建て替え

令 和 3 年 度 地区懇談会を開催します地区懇談会を開催します
新型コロナウイルス
感染症の影響により
中止や延期など変更
する場合があります。

※最新情報はホームページなどでお知らせします。
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企画展　関連講座
「古代の多治見―古墳と集落遺跡―」
申込方法
10月1日（金）8:30～電話、FAX、Eメールで　
※先着順

文化財保護センター 篠
TEL 25-8633
FAX 24-5033
Email hogo-cen@city.tajimi.lg.jp

 ※ 企画展は12月24日（金）まで9：00～17：00
開催

講演会「東濃地方の古墳時代」
11月6日（土） 13:30～15:00 受付13:00～
40人

講師 長
なが

瀬
せ

治
はる

義
よし 

氏
（元可児市教育委員会 専門対策監）　

展示解説「古代の多治見―古墳と集落遺跡―」
11月20日（土）
①13:00～14:00 ②14:00～15:00
各5人　講師 文化財保護センター 学芸員

転写シートでMy作品！ 　カラフルな転写シートでおしゃれなオーバル皿に飾り
付け、切り抜きパンチで簡単に作れます。

10月10日（日）、24日（日）
 ①10：00～12：00 ②13：00～15：00
各5人　参加料 950円

 文化工房ギャラリーヴォイス
 TEL 23-9901

第3１回 安土桃山陶磁の里 穴窯フェア

Night at 美濃焼ミュージアム
　穴窯フェア関連企画として夜間開館を無料で
行います。

10月16日（土）17：00～20：00
※開催日時以外でミュージアムの展示を観覧す

る場合は通常の観覧料が必要

 美濃焼ミュージアム 
 TEL 23-1191

　穴窯を3日間焼成するイベントで、『薪くべ体
験』も楽しめます。

10月15日(金)～17日（日） 
※「Night at美濃焼ミュージアム」の入館無料券

は16日（土）の17：00～20：00に穴窯会場で
配布

 安土桃山陶磁の里ヴォイス工房 
 TEL 25-2233

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
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募 集 令和3年度
男女共同参画講演会

テーマ 女性活躍推進の取組み
11月4日（木） 14:00~15:30
産業文化センター 5階大ホール

講師 末
すえ

松
まつ

則
のり

子
こ

 氏 （三重県鈴鹿市長）
90人

申込方法 10月22日（金）ま
でに住所、氏名、連絡先（日
中可）を電話またはEメール

（件名「男女共同参画講演
会応募」）で
※ 手話通訳が必要な方は事前に申し出

くらし人権課 佐藤 TEL 22-1128 
Email kurashi-jinken@city.tajimi.lg.jp

募 集

犯罪被害者等支援講演会

演題 犯罪被害者の実情から地域での支援を考
える

11月17日（水）14:00~15：30
産業文化センター 
5階大ホール

講師 青木聰子 氏（NPO法人犯罪被害当事者
ネットワーク「緒あしす」代表）

100人
申込方法 11月15日（月）までに、住所、氏名、電
話番号を電話、FAX、Eメールまたは郵送で
※手話通訳が必要な方は事前に申し出

くらし人権課 伊藤（和） 
TEL 22-1134 FAX 25-7233 
Email kurashi-jinken@city.tajimi.lg.jp

県広報「岐阜県からのお知らせ」は地域み
っちゃく生活情報誌®『おりべくらぶ®』
または県ホームページでご覧ください。

『おりべくらぶ®』 県ホームページ

募 集

不登校の悩みを聞きます

10月20日（水） 10:00~12:00
不登校に悩む保護者

申込方法 10月13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。

①10月6日（水） ②10月20日（水）
13:30~15:30
①南姫公民館 和室
②市之倉公民館 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

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。

10月22日（金） 10:00~14:30
市民の里 地球村

内容 地球村での野外活動
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 たじみ子ども会議☆
子どもスタッフ会議

10月24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
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