
　住宅や店舗などに美濃焼タイルを施工
する際の補助を行います。

産業観光課 渡邊、柳生 TEL 22-1250

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
※ 補助限度額は住宅の場合10万円、店舗などの場合

30万円、併用住宅の場合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 施工前に必要書類を添えて予約申込書（窓口
で配布。ホームページからダウンロード可）を窓口へ
※申請前に相談してください

牛田コレクション作品と作家の現
い

在
ま

　2007年から牛田コレクショ
ンとして収蔵している作品と、
制作作家の現

い

在
ま

を紹介する展
覧会です。

10月4日（日)～11月29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 陶

す

山
やま

TEL 23-9901

(続)わが桃山陶－館収蔵品物語―
　前回から一部作品を入れ替
え、収蔵にあたってのエピソー
ドや逸話をご紹介します。

10月3日（土）～令和3年4
月18日（日）
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添い1人は無料
※（）は団体20名以上

美濃焼ミュージアム TEL 23-1191

◀志野向付
　個人蔵
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募 集 BPプログラム
～赤ちゃんが来た～

　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。

11月27日～12月18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 maaru0405@ezweb.ne.jp
子ども支援課 木村 TEL 23-5958

募 集 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
に話せるカフェです。

①10月29日（木） 13：30～15：00
②11月4日（水） 13：30～15：00
①ふれあい共栄 ②ふれあいセンター姫
認知症の人や家族、地域の方
①15人程度 ②10人程度

申込方法 ①10月28日（水）②10月30日（金）ま
でに電話または窓口へ

①精華地域包括支援センター
TEL 25-2511

　 ②南姫地域包括支援センター
TEL 20-2021

行 政 令和2年度
多治見市戦没者追悼式

　尊い犠牲となられた戦没者の追悼式を、感染
症予防のため規模を縮小して開催します。

11月5日（木） 13：30～
バロー文化ホール 小ホール

持ち物 案内状 ※マスク着用
福祉課 渡辺 TEL 23-5812

募 集

不登校を考える会

　不登校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。

10月21日（水） 10：00～12：00
不登校に悩む保護者

申込方法 10月14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7日（水） ②10月21日（水）
13：30～15：30
①さわらび学級 相談室
②南姫公民館 和室
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 子どものサロン＆
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。

10月25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
TEL 22-1128 FAX 25-7233

行 政 フリーマーケット
開催中止のお知らせ

　10月24日（土）に本庁舎敷地内で開催を予
定していましたフリーマーケットは、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により中止します。

産業観光課 菊池 TEL 22-1252

102 02 0年10月

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 寄せ植え講座

　自宅の玄関先や庭を
きれいに飾る寄せ植え
の作り方を学びます。

11月23日（月・祝） 
10:00～12:00

喜多緑地管理棟
市内在住または在勤の方

講師 寄せ植え華道協会
10人

※ 初めての受講者を優先のうえ抽選を行い、
11月18日（水）までに結果を郵送

参加料 1,500円（材料費含む）
持ち物 園芸用手袋、作品持ち帰り用の袋、マスク
申込方法 10月23日（金） 9：00～電話で

都市政策課 小林 TEL 22-1321

行 政 自主防犯ボランティア団体を
表彰

　犯罪のない「安全・安心
なまちづくり」を目指す活
動を自主的に行う団体や
企業を表彰します。

3年以上継続して活動
し、功績が特に顕著な団体
や他の模範となる実践的な活動
を行っている団体など
※おおむね小学校区1団体まで
申込方法 10月30日（金）までに、
防犯活動の内容が分かる写真2枚と推薦調書

（窓口で配布、ホームページからダウンロード
可）を郵送または窓口へ

くらし人権課 中上 TEL 22-1134

募 集 令和3年度
東濃看護専門学校入学生募集

申込方法 推薦  10月26日（月）
～11月4日（水）

一般  12月1日（火）～
18日（金）

試験日 推薦 11月18日（水）
一般 令和3年1月13日（水）

東濃看護専門学校 TEL 55-8181

文 化 みんな違っておもしろい
ぼくの絵わたしの絵
絵画コンクール2020展覧会

　楽しかった思い出や将来の
夢、大切にしていることなどを
子どもたちが自由に描いた、個
性輝く応募作品を展示します。

①10月22（木）～28日（水）
②10月30（金）～11月11日（水）
③11月13（金）～24日（火）
①ヤカマまなびパーク 1階マルチスペース
②駅北庁舎 1階ギャラリー
③本庁舎 1階ロビー
くらし人権課 水野、水谷 TEL 22-1128

講 座 ちょこっとまなぶ NPOカフェ
「イベント企画の最新アイデア」

10月15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）
佐々木 TEL 22-0320

行 政 10月19日（月）～25日（日）は
行政相談週間

　行政に関する苦情
や要望について、解決
に向けた相談に応じ
ます。

 10月19日（月） 
13：00～15：00
本庁舎 4階会議室

申込方法 10月12日（月）8：30～電話で
くらし人権課 佐藤 TEL 22-1128

行 政 川と海のクリーン大作戦の
中止について

　毎年10月中旬に実施しています「川と海のク
リーン大作戦」は、新型コロナウイルス感染症の
影響により中止します。

道路河川課 児玉 TEL 22-1279
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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 ひとり親世帯等の子へ
図書カード1万円支給事業

　児童扶養手当受給者、要保護および準要保
護世帯の子へ、図書カードを支給しています。受
け取りをしていない方は10月30日（金）までに
連絡してください。

企画防災課 水野、古田 TEL 22-1376

文 化

風景絵画コンクール展覧会

　「バスで探す涼しい風景」をテ
ーマに小中学生から募集した風
景絵画を展示します。

①10月6（火）～13日（火）
②10月21（水）～28日（水）
①本庁舎 1階ロビー
②駅北庁舎 2階多目的スペース
都市政策課 岡田 TEL 22-1321

行 政 「三の倉リサイクルデパート
2020」の延期について

　三の倉センターで毎年10月に開催していま
す「リサイクルデパート」は、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため延期します。
　延期後の開催日時については改めてお知ら
せします。

三の倉センター 野口 TEL 23-1103

行 政

事業承継相談窓口のご案内

　事業承継は早
めの対策が重要
です。60歳を超え
たらまずはご相談
ください。

 平日 9：00～17：00
事業を営んでいる方とその後継者

※法人、個人どちらでも可
多治見商工会議所（TEL 25-5000）
笠原町商工会（TEL 43-3241）
岐阜県事業承継ネットワーク事務局
TEL 058-274-9723

募 集 自治総合センターによる
助成事業の募集

　（一財）自治総合センターによ
る地域の防災資機材などの整備
費用助成事業を募集します。

市が認める自主防災組織
※事前に相談してください
申込方法 10月9日（金）までに申請書（窓口で配
布、自治総合センターのホームページからダウ
ンロード可）などを窓口へ

企画防災課 小島 TEL 22-1378

募 集 多治見国際交流協会
国際講演会

　リトアニアの文化や
伝統および岐阜県出
身の杉原千畝につい
て知ってもらう講演会
を開催します。

11月28日（土） 14:00～15:00
ヤマカまなびパーク 5階

講師 ジヴィレ ヨマンタイテ 氏（リトアニア国際
交流員）

40人
申込方法 10月12日（月）～11月27日（金）まで
に電話またはメールで

文化スポーツ課 佐藤、猪
い

野
の

TEL 22-1193
Email tajimi-international@ob.aitai.ne.jp

募 集 陶磁器意匠研究所
令和3年度研究生一次募集

出願期間
10月19日（月）～
11月9日（月）
試験日
11月15日（日）

デザインコース・
技術コース 20人
セラミックスラボ通常選考 3人程度

受験料 16,000円
※詳細はホームページで

陶磁器意匠研究所
土井 TEL 22-4731

122 02 0年10月

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


