
家畜を飼養している方は報告が必要です
家畜の伝染病発生を予防するため、牛、豚、

馬、やぎ、鶏などを飼っている方は飼育状況を報
告してください。
牛、水牛、鹿、綿羊、やぎ、馬、豚（ミニ豚、イノブ

タを含む）、イノシシ、鶏（ウコッケイ、チャボを含
む）、ウズラ、アヒル（アイガモを含む）、キジ、だち
ょう、ホロホロ鳥、七面鳥
報告期限 4月15日（日）まで
※鶏、アヒルなどは6月15日（金）まで
岐阜県東濃家畜保健衛生所

TEL 0573-26-1111　内線395

平成30年度
公立保育園・幼稚園の臨時職員募集

募集職種・人員
・保育園加配等保育士…10人程度
・保育園休日保育担当保育士…3人程度
・保育園子育て支援センター保育士…1人程度
・幼稚園加配等保育士…3人程度
・幼稚園ことばの教室保育士…1人程度
雇用期間 4月1日～平成31年3月31日
※評定結果が良好な場合は、それ以降1年ごと
に期間更新あり

資格 保育士資格および幼稚園教諭免許を有す
る方
※勤務時間、勤務形態、賃金など詳細はホーム
ページをご覧ください

申込方法 電話の上、履歴書と保育士証・幼稚園
教諭免許状を持参して窓口へ

子ども支援課　荻
おぎ
野
の

TEL 23-5947

マレットゴルフコンペ（ワーカーズ杯）
1月28日（日）  10:00～12:00  受付9：30～

※雨天中止
参加料一般520円、中学生以下210円
※米など景品あり
申込方法 住所、氏名、電話番号を電話または
FAX、窓口で

平和マレットゴルフ場
TEL／ FAX 25-1234

土岐川観察館へ行こう

《共通事項》

②魅惑の黄金ルート散策-3 たじみ再発見

持ち物

休館日

　市街地の神社をめぐり見過ごしている名所を
極めよう。 
　1月21日（日）　10：00～14：30
　受付9：30～ 

昼食、飲み物、防寒具、帽子、歩きやすい靴  

　①～③申込時に通知、④⑤土岐川観察館
※①～④小学4年生以下は保護者同伴
　　土岐川観察館　今井　TEL 21-2151

場

　星座の歴史や成り立ちについて解説します。
　1月12日（金）　18：30～20：00
　受付18：00～
 井戸 英夫 氏（地球村星倶楽部） 

　20人

④かんさつかん講座-10 天体 

①わが街バードウオッチ-3 虎渓山

持ち物

　今年も冬の鳥オオバンを一緒に見つけよう。
　 1月13日（土）　9：30～11：30 
 　受付9：00～ 

防寒具、双眼鏡（あれば） 

③多治見の山が呼んでいる-5 笠原富士 

持ち物

　多治見一の展望を楽しもう。 
　2月4日（日）　10：00～14：30 
　受付9：30～ 

昼食、飲み物、着替え、帽子、
歩きやすい靴

⑤かんさつ館展示-9 冬の植物 

　春を待つ多治見の木 を々紹介します。 
　2月1日（木）～28日（水） 
　10：00～17：00 

月曜日（祝日の場合は翌日）
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市営住宅の入居者を募集
入居募集住宅

入居できる方
①市内に在住または在勤で住宅に困っている方
②収入基準内の所得で市税を滞納していない方
③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
は60歳以上の方の単身入居可）
※判定基準日は申込日
家賃所得に応じて決定
入居予定日 3月1日（木）
抽選日 1月26日（金）
申込方法 1月9日（火）～16日（火）に申込書（窓口
で配布）に必要書類を添えて窓口へ
※土・日・祝日を除く

建築住宅課　岡田、加藤  TEL 22-1312

応急手当指導員講習・再講習
　応急手当（心肺蘇生法など）の指導要領を学べ
ます。再講習は、応急手当普及員認定者も参加す
ることができます。
①指導員講習（2日間の受講が必要）
2月3日（土）、4日（日）　9:00～18:00
応急手当普及員認定者（認定後3年以内の方）

②再講習
1月27日（土）　9:00～13:00
応急手当指導員認定者、応急手当普及員認定

者（いずれも認定後3年以内の方）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
各20人

持ち物 昼食（①のみ）、飲み物、運動しやすい服
装、運動靴、筆記用具
※参加無料
申込方法 1月19日（金）までに電話で

北消防署　道
みち
下
した
　TEL 22-8802

不動産無料相談会
　不動産取引などに関する諸問題や空き家に
関する相談に応じます。
2月8日（木）　13：00～15：00
本庁舎 3階緑の会議室

申込方法 2月7日（水）までに電話で
（公社）岐阜県宅地建物取引業協会

東濃支部　TEL 55-7218

空き家に関する無料相談会
　宅地建物取引士、建築士、空家相談士などが、
空き家の適正管理や利活用の方法、解体などに
ついて無料で相談に応じます。
1月17日（水）　10：00～16：00
東濃西部総合庁舎 5階南会議室
5人

※参加無料
申込方法 1月12日（金）までに電話またはFAXで

岐阜県住宅供給公社「空き家・すまい総合
相談室」
TEL 0584-81-8511　FAX 0584-81-8506

災害時の避難に関する調査のお知らせ
　災害対策基本法に基づき、災害時の避難に
支援が必要な方の名簿を作成するため、名簿掲
載および個人情報の外部提供に関する意向調
査を実施しています。
※対象の方には11月下旬に調査書を郵送
※返送期限は1月31日（水）です。早めの返送を
お願いします
企画防災課　冨士　TEL 22-1378

住宅用火災警報器は
10年を目安に交換しましょう

　住宅用火災警報器
は、10年経過すると部
品の故障や電池切れに
より正確に作動しなくな
る可能性があります。正
常に作動するのか定期的に点検し、10年を目安
に取り替えましょう。
予防警防課　安藤（俊）　TEL 22-9233

団地名 募集戸数 構造・間取り

旭ケ丘第2

若干

中層耐火4階建・3DK

簡易耐火2階建・3DK

高根 中層耐火4階建・3DK

国京
中層耐火3階建・3DK

中層耐火3階建・2DK

11 平成3 0年1月 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



トーク＆制作実演
「黒川徹 ワークショップ」

1月21日（日）　13：30～15：00
文化工房ギャラリーヴォイス

講師黒川 徹
とおる

 氏
（第11回国際陶磁器展美濃
審査員特別賞受賞者）
※入場無料、申込不要

文化工房ギャラリーヴォイス　山岸
TEL 23-9901

展覧会 やきものの現
い

在
ま

牛田コレクションを中心に 2018冬
　美濃地方を中心に9人の作
家による作品が並びます。

1月21日（日）～3月11日（日）
10：00～18：00　
※最終日は15：00まで
文化工房ギャラリーヴォイス

※入場無料、申込不要
文化工房ギャラリーヴォイス　山岸

TEL 23-9901

現役職人が教える上絵付教室
　お気に入りの陶器に絵付けができます。

1月17日（水）、31日（水）、2月14日（水）・
　28日（水） 3月14日（水）、28日（水）
　14：00～16：00

ボイス・オブ・セラミック 1階（富士見町）
参加料 1回2,000円

多治見陶磁器上絵加工工業協同組合
TEL 22-2635

女性士業による第13回無料相談会
　弁護士、社会保険労務士、税理士、行政書士の
女性4士業「41 girls」が無料で相談に応じます。

1月27日（土）　10：00～15：00
ヤマカまなびパーク 1階101

※相談無料
申込方法 電話で

エール行政書士事務所　鈴木
TEL 28-1428

▲黒川徹 作「精神構造」

▲中
なか

島
しま

克
かつ

子
こ

 作「ハレの器」

地球村 へ 行こう

②学習スペースを特設します

　学習棟を学習スペースとして開放します。気分
を変えて自然の中で勉強してみませんか。
　  1月6日（土）～12日（金）
　  ※9日（火）を除く
　  10：00～16：00
　  ※6日（土）は13：00～
※参加無料、申込不要

③皆既月食観測会

　日本では約3年ぶりとなる皆既月食。この機会
にぜひ観望を。
　  1月31日（水）　20:00～
 　※雨天・曇天中止

地球村星倶楽部
※参加無料、申込不要

地球村　加藤（幹）
みき

TEL 24-3212

①謎解きフィールドゲーム「大樹の精霊を救え」

　森の緑を司る大樹の精霊の力が何者かに奪わ
れた。碧の呪文を集め、春を取り戻せ。
　  1月13日（土） ～3月25日（日）
　  10：00～14：00　※雨天中止
　  小学生以上

歩きやすい服装、防寒具
1ゲーム500円　※申込不要

持ち物

たい  じゅ

あお

④フリークライミング体験

　手足の力を振り絞って全力で登れ。
　  1月6日（土）、7日（日）、20日（土）
　  10：00～12：00、13：00～15：00

運動できる服装
多治見峰遊会

※参加無料、申込不要

持ち物
ほう ゆう
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　市の基本となる計画を定めたり、条例や規則
などを制定・改正したりする場合に、その案を
公表して広く意見を求めます。資料は、市ホー
ムページや本庁舎1階、担当課で閲覧できます。
　ご意見はEメール、FAX、郵送などの方法で
提出してください。ただし、個々の
意見には直接回答はしませんので、
ご了承ください。
秘書広報課　松尾　TEL22-1372

1月28日日

1月の駅北庁舎休日開庁日は
（市民課 保険年金課）

駅北庁舎情報

JR
多治
見駅

自
由
通
路

駅北庁舎駅北庁舎

駅北バス停駅北バス停

駅北立体駐車場駅西駐車場駅西駐車場

90分
無料

約400台

90分
無料

約200台

60分
無料

約50台 入口

駅北立
体

駐車場
駅北立

体

駐車場駅北
駐車
場

駅北
駐車
場

入口

駅北庁舎利用
時の駐車場は
駅北立体駐車
場を利用して
ください。

有料広告有料広告

企画展 永
と

久
わ

の世界
－古代中国の明

めい

器
き

－
　副葬品による中国古代の地下世界
の暮らしを紹介します。
1月19日（金）～5月13日（日）

　※月曜休館（祝日の場合は翌平日）
　9：00～17：00（入館は16：30まで）
美濃焼ミュージアム

参加料一般310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　塚原

TEL 23-1191

計画案縦覧（地区計画の変更）
1月10日（水）～23日（火）　8:30～17：15

※土・日曜日を除く
山吹、長瀬、多治見駅前中之郷地区
都市政策課　島津 　TEL 22-1321

起業支援センター
インキュベートルーム入居者募集

　新たに起業をする方、起業後間もない方のた
めに、産業文化センター内のインキュベートルー
ムを低廉な価格にて貸し出します。
募集室数 3室（18㎡ 2室、22㎡1室）
※ビジネスアドバイス、セミナーなどの支援あり
※入居審査あり
申込方法 1月31日(水)15：00までに申込書を窓口へ
※詳細はホームページをご覧ください

産業観光課　加藤、水野  
TEL 22-1252
起業支援センター　園原　
TEL 25-3366

計画案縦覧（都市計画道路の変更）
1月10日（水）～23日（火）　8：30～17：15

※土・日曜日を除く
高根小名田線
都市政策課　鈴木　TEL 22-1321

▲褐
かつ
釉
ゆう
倉
そう

後漢時代

13 平成3 0年1月 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



平成30年度まちづくり活動補助金
　市民団体による自主的、主体的なまちづくり
活動や、活動のための施設整備にかかる費用の
一部を補助します。
対象団体
●市内に主な活動場所があり、構成員が3人以上
●政治、宗教、営利活動を目的としない
対象事業
平成30年度に市内で行う次のいずれかの事業
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

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

※営利事業のための改修や備品購入は対象外

平成29年度補助団体報告会・交流会
　平成29年度に補助を受けてまちづく
り活動に取り組んだ市民団体など5団
体が成果を報告します。
2月25日（日）　13：30～16：00
本庁舎 2階大会議室

※参加無料、申込不要

申込方法
　2月28日（水）までに申込書（くらし人権課、市
民活動交流支援センター窓口で配布。ホームペ
ージからもダウンロード可）をくらし人権課窓
口へ
※補助の可否と補助率は公開審査会
で決定

※詳細はホームページをご覧ください

くらし人権課　犬塚 
TEL 22-1134

みんなでプチ勉強会 NPOカフェ
「法務局って何するところ？」

1月18日(木)　13:00～14:00
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

※参加無料
申込方法 電話または窓口で

市民活動交流支援センター　香
か
住
すみ

TEL 22-0320

楽しくまちづくり
市民活動団体交流会

1月28日(日)　13:00～16:00
ヤマカまなびパーク 5階学習室501
50人

講師原美智子 氏(ぎふNPOセンター)
　　山本博子 氏（NPO法人 Mama's Cafe代表）
　　肥

ひ
田
だ
和明 氏（株式会社C-POWER代表取締役）

※参加無料
申込方法 電話または窓口で

市民活動交流支援センター　香
か
住
すみ

TEL 22-0320

たじみ認知症サロン さんあいカフェ
1月25日（木）　13：30～15：00
総合福祉センター 4階和室
認知症の方と介護家族など

講師水野智恵子 氏（回想法リーダー）
※参加無料、申込不要
太平地域包括支援センター　伊藤

TEL 25-1135

シニア世代イキイキ協働！企業説明会
　高年齢者を積極的に採用したい企業と出会
える合同企業説明会です。
2月15日(木)　14：30～16：30
就業意欲のある高年齢者
30人　※参加無料、私服参加可

申込方法 月～金曜日10：00～17：30に電話で
岐阜県総合人材チャレンジセンターたじ

み出張相談窓口
TEL 25-0057

行政情報

文 化

スポーツ

講 座

募 集

生活情報

14平成3 0年1月



人権標語コンテストの入賞・入選作品
　平成29年度多治見市中学生「人権標語」コンテスト（多治見市人権擁護委員連絡会主催）に、市内
の中学1年生から789点の応募があり、次の作品が入賞・入選しました。（敬称略）

優秀賞

入選
苦しみは 自分の中の 大きな悩み みんなと分ければ 小さな悩み
あなたのね その一言で ほっとする 次は私が 支えるよ
ひとりじゃない 話したいことを話してね つらいこととか いやなこと
またあおう それだけで ぼくのこころがあたたまる
仲間から たくさんのエールは たからもの
おもいやり 私からあなたへの メッセージ
命とは 一人一つの宝物 そのたった一つを 大切に
「また明日」その言葉うれしいな だから僕も言うよ「また明日」
「ありがとう」「だいじょうぶ」 温まる言葉を 伝えよう
最後まで うなずいて あなたの話 きくからね
勇気を出して輪に入ろう 輪にいる君も声かけよう
人権は お互いを大切にする その心

陶都中学校
陶都中学校
多治見中学校
多治見中学校
平和中学校
小泉中学校
南ケ丘中学校
北陵中学校
北陵中学校
南姫中学校
笠原中学校
笠原中学校

陶都中学校

陶都中学校

多治見西高等
学校附属中学校

澤井  航基
林  　彩華
山岸  陽心
大野  史弥
大 原　　音
天野  妃菜
河田  創佑
田中  裕也
吉野  希実
長谷川 ゆめ
浅野  杜羽
今川  祐人

三木  琴葉

　田  有希

山中  結月最優秀賞

よし だ ゆ き

やま   なか        ゆ    づき

たな か ゆう や

おお の ふみ や

いま がわ ゆう と

よし の のぞ み

あま の ひ な
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くらし人権課　武井
TEL 22-1128

LINE より 声で伝える 思いやり

気付いてあげよう 相手のこころ 築いていこう 確かな友情
ためらわず さしのべる手が 思いやり

第54回土と版画展
2月3日（土）～5日（月）

　9：00～17：00（5日は12：00まで）
バロー文化ホール　※申込不要
教育研究所　前田　TEL 23-5920

さわらびほっとタイム
1月24日（水）　10：00～12：00
脇之島公民館

※申込不要
さわらび学級　TEL 23-7
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不登校を考える父母の会
1月10日（水）　10：00～12：00

　1月27日（土）　14：00～16：00
不登校になやむ保護者

※申込不要
さわらび学級　TEL 23-7
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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多治見市の
まちづくりについて話をしませんか。

1月28日（日）　10：00～12：00
ヤマカまなびパーク 5階
小学生～高校生

※参加無料、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）を郵送またはFAX、窓口へ

くらし人権課 　水野　TEL 22-1128
FAX 25-7233

1月10日は「110番の日」
110番通報は適切に利用してください

　交通事故や事件が発生したときには落ち着い
て110番通報し、現場の目標物を教えてください。
※緊急性のない要望、相談などは相談専用ダイ

ヤルまたは多治見警察署へ電話してください
相談専用ダイヤル♯9110

多治見警察署　TEL 22-0110

15 平 成 3 0 年 1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



　土合橋の修繕工事を実施します。
工事期間中、大変ご迷惑をおかけし
ますが、ご理解とご協力の程よろし
くお願いします。
　 1月15日（月）～3月23日（金）
　 9：00～17：00
※土・日・祝日を除く
※天候などの理由により日程を延長
　する場合あり
　 山吹町3丁目、東栄町2丁目
　 道路河川課　岩島、升田
TEL 22-1279

東栄町二丁目

JR中央本線

養鶏場
養鶏場

385

土合橋：施工箇所

土岐川

N

全国規模の大会などで
優れた成績を収めた

個人または団体を推薦してください

　平成29年6月1日～平成30年1月31日に、
各分野で市を代表するにふさわしい業績を
収めた方（大学生以下の個人または団体）
を3月に表彰（顕彰）します。
顕彰基準 公的団体が主催または共催する
全国規模の大会、展示会、発表会などに出
場または出品して、3位以内または入賞以上
などの優れた成績を収めた個人または団体
該当しない方または団体
●岐阜県知事表彰の受賞者
●大会などの審査員や主催者である団体
の役員
●大会などに無鑑査、委嘱、招待などにより
出場または出品した方
●市外在住の方（市内の団体に所属し、市
内在校の方を除く）

推薦方法 2月1日（木）までに各分野の市担
当課へ
総務課　野村 

　TEL 22-1409または各担当課へ

育休中の女性のための
職場復帰セミナー

2月7日（水）　13：30～15：30
とうしん学びの丘エール（虎渓山町4）
産休、育児休業中の方
30人　※参加無料、託児無料

申込方法 1月22日（月）までに申込書（ホームペー
ジからダウンロード可）をEメールまたはFAXで

産業観光課　度会
TEL 22-1252
FAX 25-3400
Email sangyokanko@city.tajimi.lg.jp

　2月4日（日）　13：30～15：30
　バロー文化ホール
　　　500円
　　　　バロー文化ホール窓口で
　多治見勤労者山岳会　武笠
TEL 090-2132-1423

場

申込方法
参加料
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