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

フェルトで干支人形を作ろう

う し

うし

羊毛のフェルトを使って、令和3年の干支
「丑」

の人形を手作りします。

12月3日
（木）
13：00～15：00

12月26日
（土）
10：00～12：00 ※要予約
各8人

参加料 2,000円(材料費600

円必要)

持ち物 はさみ(裁縫用)
すず き のり え

講師 鈴木紀江氏（フェルト作家）

申込方法 電話で

オリジナルお菓子皿をつくろう！

陶製干支人形『丑 』講座
手びねりで胴体を作り、焼成後10色の上絵で

色付けし、
カラフルに仕上げます。

[形成]11月1日
（日）
～30日
（月）

①10：00～ ②13：00～ ③15：00～

[色付け]12月19日
（土）
、20日
（日）
①10：00～ ②13：00～
※要予約

[形成]安土桃山陶磁の里ヴォイス工房
[色付け]文化工房ギャラリーヴォイス
[形成]各4人 [色付け]各10人
参加料 スタンダードコ

ース1体/3，
000円

2色の土を使って形をつくり、
カラフルに色付

ミニ丑コース1体/2,000

[形成]11月28日
（土）
、29日
（日）

申込方法 電話で

けをして自分だけのお菓子皿をつくろう！
[色付け]12月19日
（土）
、20日
（日）

円（台座付き）

10：00～12：00

第30回 穴窯フェア

各10人

めます。

小学生

参加料 2,000円

持ち物 タオル 、汚れて

もいい服装

申込方法 11月16日(月)までに参加希望日、
参

加者氏名、学校名・学年、保護者氏名、住所、電
話番号を電話またはFAXで

文化工房ギャラリーヴォイス
TEL 23-9901

FAX 23-9902

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。
11月4日、18日、12月2日、16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 22-2635

『薪くべ体験』が楽し
11月21日(土)～
23日
（月・祝）

※
「Night at美濃焼
ミュージアムの入

館無料券は22日
（日）
の17:00〜19:30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

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。

11月22日
（日）
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

2 0 2 0 年 11 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イベントを中止・延期など変更する場合があります

多治見市職員および育児休業職員の代替職員
（任期付職員）
の募集
令和3年4月1日付で採用する職員および代替職員
（任期付職員）
を募集します。

採用
区分
資格職

任期付
職員

職種区分

受験資格※１
（下記の要件をすべて満たすこと。性別は問いません）

採用予定
人数

保健師

●昭和55年４月２日以降に生まれた人
●保健師資格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

１人
程度

栄養士

●管理栄養士の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

1人
程度

●学校教育法に基づく高校
（これと同等以上の学歴を含む）
を卒業した人または
令和３年３月31日までに卒業する見込みの人
保育士
・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

※１「受験資格」
中の学歴は最終学歴
※２ 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。試験合格者は令和３年４月１日以降、市職員の育児休業
取得に合わせて採用
※３ 詳細は、受験要項をご覧ください
（ホームページからダウンロードしてください。ダウンロードできない方は、本庁４階人事課、駅
北庁舎１階、地区事務所窓口までお越しください）

申込期間 10月26日
（月）
～11月20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で
試験日 12月13日
（日） 試験内容 受験要項をご確認ください
試験場所 ヤマカまなびパーク

人事課 岡安、葉名尻 〒507-8703 多治見市日ノ出町2-15 TEL 22-1394

▲採用動画

▲採用ページ

会計年度任用職員募集
職

種

家庭相談員

募集人員

1人

職務内容

●家庭内の問題
（主に児童）
に関する相談業務
（電話・面接・訪問）
●児童虐待事案への対応

勤務時間

月～金曜日 9：00～16：00

基 本 給

185,639円

採用条件

●家庭相談業務に関する職務経験などを有し、児童虐待事案の対処ができること
●パソコン
（ワード・エクセル）
の操作が可能であること
●普通自動車運転免許を取得していること
※教育、児童福祉、心理等に関わる有資格者は採用上考慮する

任用期間 令和3年1月1日
（金）
～3月31日
（水）※更新の場合あり
申込期限 11月30日
（月）
まで ※必着

子ども支援課 丹羽、渡辺
TEL 23-5958
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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

Nobody’s Perfect
～完璧な親なんていない～

講 座

ママが元気になる、自分に合った子育ての方

法を学ぶ体験学習講座です。

１月21日～2月25日の木曜日
（全6回）

10：00～12：00 ※4回目のみ2月10日
（水）
※全6回
（無料託児有）

総合福祉センター

募 集

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。

11月25日
（水）10：00～12：00

不登校に悩む保護者

申込方法 11月18日
（水）
までに電話で

教育相談室 TEL 23-5942

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）

募 集

講師 NPファシリテーター

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

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。

をさわらび学級の職員に話してみませんか。
①11月4日
（水）②11月18日
（水）
10：00～12：00

①根本交流センター 会議室2
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

な や む な

さわらび学級 TEL 0120-51-7867

募 集

小学生～高校生

※体験参加可

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

11月22日
（日）10：00～12：00

ヤマカまなびパーク 5階学習室

不登校を考える会

令和2年度里親個別相談会

※スタッフ登録は小学4年生以上

①11月29日
（日）②12月6日
（日）

からダウンロード可、開催当日に

里親制度に関心のある方

申込方法 申込書
（ホームページ

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

募 集

公益財団法人 岐阜県学寮
入寮者募集

入寮資格 岐阜県出身の東京都内の大学昼間部

に入学が決定した男子学生で、心身とも健康で
団体生活に適応性のある方
※入学決定前の応募可

選考方法 書類および面接

申込方法 応募書類を郵送で

※応募書類は下記宛て請求

岐阜県学寮 TEL 03-3947-1958

10：00～14：00

①子ども家庭支援センター 麦の穂
（中津川
市千旦林1468-7）

②東 濃子ども相談センター
（多治見市上野
町5-68-1）

東濃子ども相談センター

TEL 23-1111
（内線404）
行 政

不動産無料相談会

11月20日
（金）13：00～15：00
本庁舎 3階緑の会議室

申込方法 11月19日
（木）
までに電話で

公益社団法人岐阜県宅地建物取引業協会
東濃支部 TEL 55-7218

東京都文京区小日向1-18-11

2 0 2 0 年 11 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

第42回火災予防作品展

市内の幼稚園・保育園児が描いた火災予防

に関する絵画やポスターを展示します。
11月21日
（土）
～29日
（日）
9：00～21：30

バロー文化ホール １階展示室Ａ
予防課 久保田 TEL 22-9233

募 集

排泄の介助方法について学びます。講座の

後は音楽を聴いて、気分をリフレッシュします。
11月12日
（木）13：30～15：00
養護老人ホーム多容荘 ホール

介護中の方や関心のある方
15人程度

申込方法 11月6日
（金）
までに電話または窓口へ

北栄地域包括支援センター 中村

秋の火災予防運動週間
11月９日～15日

行 政

これから空気が乾燥し、火災の発生しやすい

TEL 27-2211
講 座

時季となりますので、火の取り扱いには十分注
意してください。

予防課 久保田 TEL 22-9233

大きな消防車の前で
写真を撮ろう

行 政

年末・年始の火災予防啓発活動のPRとして

消防車を展示します。

心理、対応の仕方などを学びます。
12月2日
（水）13：30～15：00

養護老人ホーム多容荘 ホール

市内在住・在勤・在学の方

北栄地域包括支援センター 棚瀬
TEL 27-2211

募 集

予防課 久保田 TEL 22-9233

若年労働者のための
定着支援セミナー

仕事に対するモチベーションをコントロール

する考え方や手法を身に付けます。
12月16日
（水）13:30～17：00

産業文化センター 3階中会議室

就業後1～3年目の若年労働者
（岐阜県内企

業に採用が内定した若年者も含む）
う

い かつ み

講師 宇井克己 氏
（㈱ナレッジ・プラクティス・コ

具体的な方法を学びます。

11月27日
（金）13：30～14:30

かさはら福祉センター 集会室
市内在住の方

講師 富松高行 氏
（多治見警察署 地域安全活

動アドバイザー）

20人 ※マスク着用

申込方法 11月26日
（木）
までに電話で

笠原地域包括支援センター 松岡
TEL 45-0007

20人

申込書
（ホームページからダウン

ロード可）
に必要事項を記入し、
郵送またはFAXで

産業観光課 細江

TEL 22-1252 FAX 25-3400
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警察に聞く！
詐欺にあわないためのコツ

自分の大切な財産を守るために、被害を防ぐ

ンサルティング代表取締役）

申込方法 11月30日
（月）
までに

15人

申込方法 11月27日
（金）
までに電話または窓口へ

ピアゴ多治見店 正面駐車場

講 座

認知症サポーター養成講座

認知症を正しく理解し、認知症の人の行動や

12月12日
（土）10：00～11：30

※うながっぱも登場します

介護家族交流会 ケアカフェ

行 政

フリーマーケット開催中止の
お知らせ

11月28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

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

令和3年度まちづくり活動
補助団体募集

募 集

次の要件をすべて満たす団体

行 政

い の ち

ミニ
「生命のメッセージ展in
多治見」
いのち

犯罪などによって理不尽に生命

●市内に主な活動場所がありメンバーが3人以上

を奪われた犠牲者が主役のアート

●責 任を持って事業を運営・実施し、終了後の

セージを受けとってください。

●政治、宗教、営利を目的としない
実施報告ができる

対象事業

令和3年度に市内で行ういずれかの事業

①ソフト事業…創意と工夫にあふれた自主的、
主体的なまちづくり事業

いのち

展です。生命の大切さを伝えるメッ
11月７日
（土）
～12日
（木）

ヤマカまなびパーク 1階マルチスペース

くらし人権課 伊藤 TEL 22-1134
募 集

犯罪被害者等支援講演会

②ハード事業…①を実施するための施設整備
対象経費

①ソフト事業…事業実施に必要な実費、講師な
どに対する謝礼など

※家賃、人件費、食糧費などは対象外

②ハード事業…建築、改修、土木などの施設整
備に必要な実費

※営利目的のための改修や備品購入などは対
象外

申込方法 1月15日
（金）
までに申

被害者遺族として経験されたことを伺い、被

害者のおかれた状況に思いをはせ、何ができる

か考えてみませんか。

演題 闇サイト殺人事件の被害者遺族となって

11月10日
（火）
14：00～

産業文化センター 5階大ホール

講師 磯谷富美子 氏

100人

請書（窓口で配布。ホームページ

※新 型コロナウイルス感染防止のため、会場

※補 助の可否と補助率は、公開

※マスク着用

からもダウンロード可）
を窓口へ
審査会
（2月予定）
で決定

くらし人権課 中上 TEL 22-1134

で、氏名、住所、電話番号確認

くらし人権課 伊藤 TEL 22-1134

セラミックバレー振興事業
を補助
（緊急支援事業）

行 政

多治見都市計画道路の変更案
の縦覧
（岐阜県主催）

行 政

縦覧内容 都市計画道路
（市之倉線）
の変更

11月10日
（火）
～24日
（火）8:30～17:15

※土・日曜日、祝日除く

岐阜県都市政策課
（岐阜県庁内）
TEL 058-272-8649

都市政策課 TEL 22-1321
講 座

ちょこっとまなぶ NPOカフェ
「このツールがメチャ使える！」

11月19日
（木）13:00～13:55

ヤマカまなびパーク 6階美術室
20人

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 22-032

新型コロナウイルス感染症による美濃焼産業

の不振を受け、臨時的な支援策として補助を行

います。

募集期間 10月19日
（月）
～11月6日
（金）

対象者 市内に所在地を有する中小企業者また

は組合などで、美濃焼に関係する事業を行う者

対象事業 次のいずれかに該当し、美濃焼の産

業観光振興に資する事業

①ECサイト新規構築事業
②新商品開発事業

※詳細はホームページ参照

申込方法 交付申請書
（窓口で配

布。ホームページからダウンロー

ド可）
を窓口へ

選考方法 審査会にて決定

産業観光課 渡邊、森谷 TEL 22-1250

2 0 2 0 年 11 月

12

