
高校入学準備資金を給付します
　経済的な理由により高等学校などに修学が
困難な生徒の進学を支援するため、入学時の準
備資金を給付します。
※本事業は市民の方の寄附金が財源です
次の全てを満たす方

・家庭の経済事情により学資の支払いが困難な方
・市内在住で学業成績が優秀な方
給付額 50,000円
20人

必要書類①給付申請書、②推薦書、③家庭状況
書、④世帯全員の住民票の写し、⑤世帯内で所
得のある方全員の所得証明書
※①～③の様式は学校で配布④⑤は市役所で取得
申込方法 必要書類をそろえ、各中学校へ
※給付の可否は教育委員会で決定
教育総務課 大竹、羽柴　TEL 23-5856

不登校を考える父母の会
2月 7日（水）　10：00～12：00

　2月24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

な
8
や
6
む
7
な

さわらびほっとタイム
　子育てについての悩みや不登校について相
談、交流する会です。
①2月14日（水）　10：00～12：00

　②2月28日（水）　10：00～12：00
①南姫公民館、②旭ケ丘公民館

※申込不要
さわらび学級　TEL 23-7

な
8
や
6
む
7
な

子ども会連合会への加入団体募集
　保険制度への加入や各種行事の情報を提供
します。
未加入または新規発足の子ども会

年会費 2,000円
申込方法 2月23日（金）までに電話で

子ども会連合会事務局　成瀬
TEL 25-0341

大学奨学資金を給付します
次の全てを満たす方

・大学、短期大学に入学予定で高校卒業後2年
以内の方

・平成29年4月1日時点で保護者が1年以上市
内に在住し、引き続き在住している方

・保護者が住民税所得割非課税および市税な
どを滞納していない方

・心身健全、品行方正で、学業成績が優秀または
スポーツ、文化活動に卓越した成果を挙げた方
4人

給付額月額25,000円（返還不要）
給付期間 正規の修学年限（大学生の場合、一般
的には4年間。申請は毎年必要）
必要書類 ①給付申請書、②推薦書、③入学予定
証明書または合格通知書の写し、④成績証明
書、⑤家庭状況調書、⑥世帯全員の住民票の写
し、⑦保護者の市・県民税課税（非課税）証明
書、⑧市税等の滞納調査に関する委任状
※①②⑤⑧の様式は窓口で配布。ホームページ
からもダウンロード可
※②④は出身高校で取得、⑥⑦は市役所で取得
申込方法 4月6日（金）17：00までに必要書類を
そろえ、申請者本人が窓口へ
※申請時に面接あり（代理申請、郵送や地区事
務所への提出不可）

※給付の可否は、成績などにより選考し決定

教育総務課　大竹、羽柴
TEL 23-5856

バリアフリー推進協議会
　バリアフリー基本構想を推進するための会議
です。どなたでも傍聴できます。
2月20日（火）　10：00～12：00
産業文化センター 3階中会議室

※申込不要
都市政策課　宮本、勝

かつ
　TEL 22-1321

高校奨学資金制度のご利用は
　新たに高校生になる方を対象とした奨学資金
制度は、各中学校単位で一括申請です。
※詳細は各中学校の奨学資金担当者または教
育総務課へ問い合わせください
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安心な老後を迎えるための講座
　最期まで自分らしく暮らすため、成年後見制
度や日常生活自立支援事業について分かりやす
く学びます。
2月13日（火）　10：00～11：30
総合福祉センター 4階大会議室
おおむね65歳以上の方

講師山田隆
りゅう
司
じ
 氏（東濃成年後見センター）、

渡
わた
辺
なべ
光
こう
城
き
 氏（市社会福祉協議会）

持ち物筆記用具（あれば）　※参加無料
申込方法 2月9日（金）までに電話または窓口で

笠原地域包括支援センター　松岡
TEL 45-0007

岐阜県聴覚障害者協会
耳の日フェスティバル

　芝居や音楽を通して聴覚障がい者と交流で
きるアトラクションに参加しませんか。
2月18日（日）　12：30～
バロー文化ホール

出演那須英彰 氏（手話ニュースキャスター）、
HANDSIGN（ボーカル＆手話パフォーマンスグループ）
参加料一般2,500円、大学生以下1,000円
※小学生以下無料、全席自由
※2月1日（木）から福祉課窓口で無料招待券を
市内在住の方100人に配布（先着順）
※詳細は問い合わせください

福祉課 加藤（由
ゆ
）、生田

TEL 23-5812　FAX 24-1621

高齢者能力開発研修事業
各種講習会受講者募集

講習会名  ①襖・障子コース ②パソコンコース
（初級）③剪

せん
定
てい
コース（初級）

①②3月13日（火）～15日（木）
　③3月20日（火）、22日（木）、23日（金）
　10：00～16：00
市内在住でおおむね60歳以上の方
各10人 ※申込多数の場合は抽選

申込方法 3月2日（金）までに受講希望講習会名
（第2希望まで）、住所、氏名、年齢、電話番号を
記入して往復はがきで

（公社）多治見市シルバー人材センター
（池田町2-103）　TEL 23-6677

第3回甲種・乙種防火管理新規講習
　一定規模以上の店舗やビル、事務所などに必
要な、防火管理者の資格講習会を開催します。
2月26日（月）、27日（火）　9：10～16：00

※乙種は26日のみ
消防本部 3階講堂
市内在住または在勤の方
50人

参加料 4,100円（テキスト代含む）
持ち物筆記用具
申込方法 2月5日（月）～16日（金）に、申込書（各
消防署で配布。ホームページからもダウンロー
ド可）に受講料を添えて各消防署窓口へ
※詳細は問い合わせください

予防警防課　森
TEL 22-9233

認知症サポーター養成講座
　認知症を正しく理解して認知症の方や家族を
支えましょう。
2月23日（金）　13:30～15:00
ふれあいセンター姫 2階多目的工作室
20人

持ち物筆記用具
※参加無料
申込方法 2月16日(金)までに電話または窓口で

南姫地域包括支援センター　伊藤
TEL 20-2021

認知症見守り研修会
　認知症の人との関わり方とケアについて学び
ませんか。
2月27日（火）　13：30～15：30
総合福祉センター 4階大会議室

講師 中村裕
ゆう
子
こ
 氏（認知症介護

研究・研修大府センター研修部 
主任研修指導主幹）
※参加無料
申込方法 2月16日（金）までに電
話または窓口で

太平地域包括支援センター
伊藤　TEL 25-1135

▲中村裕子 氏

13 平成3 0年2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



企画展 永
と

久
わ

の世界
ギャラリートーク

　担当学芸員が展
示室で分かりやす
く解説します。
2月11日（日）

　9：00～12：00、
　13：00～17：00
　（入館は16：30まで）
美濃焼ミュージアム

観覧料一般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

陶芸講座受講者募集
　ろくろやたたら技法、釉掛けなど陶芸の基本
を1年間で学びます。
クラス 火・水・木曜日の午前・午後
（全6クラス・全35回）
午前…9：30～12：00、

　午後…13：30～16：00
セラミックパークMINO 作陶館
各7人　※4人以上で開講。合計36人まで

受講料 60,000円
講師加藤景

かげ
嗣
つぐ
 氏（美濃焼伝統工芸士）

申込方法 3月16日（金）までに住所、氏名、電話番
号、希望クラスを電話で
※詳細はホームページをご覧ください
（公財）セラミックパーク美濃　荻

おぎ
曽
そ

TEL 28-3200

セラパーク楽々市
　地元商店の多彩な商品からクラフト作品ま
で取りそろえた「あきんど市」、豊富な品ぞろえの
「骨
こっ
董
とう
市」や「青空マルシェ」を開催します。

2月24日(土)、25日（日）　10：00～16：00
セラミックパークMINO
（公財）セラミックパーク美濃
TEL28-3200

多治見市×春日井市連携事業
弥勒山登山＆いちご狩りツアー

　春日井市と多治見市にまたがる弥勒山の登山
とイチゴ狩り、木のぬくもりあふれるカフェでの
ティータイムを楽しむツアーを開催します。
4月1日（日）～29日（日）の土・日曜日

各日15人
参加料大人（中学生以上）4,500円、子ども（小
学3～6年生）3,800円
※昼食代、イチゴ狩り代、カフェ飲み物代、保険
料含む
※小学生以下は保護者同伴
※中・高校生のみでの参加は保護者
の同意書が必要

申込方法 参加チケットを窓口で購入
多治見駅観光案内所　TEL 24-6460

企画展「陶器将軍 加藤助三郎」
　明治時代に活躍した陶器商、加藤助三郎を陶
磁器や古文書で紹介します。
2月26日（月）～8月24日（金）　9:00～17:00

　（土・日・祝日休館）
文化財保護センター　展示室

※入場無料、申込不要
文化財保護センター　岩井　TEL 25-8633

セラートで折り鶴を作ろう
　紙細工のようにいろいろ
な形に加工できる素材「セ
ラート」を使って、折り鶴を
作ります。
2月24日（土）、25日（日）

　11：00～12：00、14：00～15：00
文化工房ギャラリーヴォイス
10歳以上　 各時間5人

参加料 800円（別途送料900円）
申込方法 電話で

文化工房ギャラリーヴォイス　山岸
TEL 23-9901

▲緑釉生命樹 後漢時代

コース
春日井市都市緑化植物園⇒弥勒山ハイキン
グ⇒弥勒山頂上（昼食）⇒多治見市廿原でイ
チゴ狩り・ティータイム
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補助金見直し市民委員会委員募集
　市の補助金および交付金の支出について審
議する委員を募集します。
財政に関し優れた識見を持つ、市内在住・在

勤の方
任期 4月～平成31年3月　 2人
応募方法 2月28日（水）までに住所、氏名、年齢、
職業、電話番号と、「多治見市の財政についてのわ
たしの考え」を400字程度にまとめ、郵送または
FAX、Eメールで

財政課　後藤　TEL 22-1429
FAX 25-1289
E-mail zaisei@city.tajimi.lg.jp

風景審議会委員募集
　市の美しい風景づくりの推進に、あなたの声
を反映させませんか。
市内在住の方

任期 4月1日～平成32年3月31日
3人以内

応募方法 3月2日（金）までに住所、氏名、フリガ
ナ、年齢、性別、電話番号と、「風景づくりについ
てのわたしの考え」を800字以内にまとめ、郵送
またはFAX、Eメールで

都市政策課　岡田
TEL 22-1321　FAX 25-6436
E-mail tosisei@city.tajimi.lg.jp

少年少女発明クラブ会員募集
　木工や電気工作などを通じて、ひらめきや創
造性を育んでみませんか。
毎月第2土曜日　13：30～16：00
陶磁器意匠研究所など
4月に小学4～6年生になる市内在住の方
30人

※参加無料（別途材料代と保険料で5,000円必要）
申込方法 2月13日（火）～28日（水）に申込書（ホ
ームページからダウンロード可）をFAXで

産業観光課　度会
TEL 22-1252
FAX 25-3400

ビギナーママ、集まれ
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。
3月2日～23日の金曜日（全4回）

　13：00～15：00
駅北親子ひろば
2～5カ月児（第1子）とその母親

講師 BPJ認定ファシリテーター
20組

参加料 864円（テキスト代）
申込方法 参加者の氏名、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　川井

TEL 23-5958

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。
2月25日（日） 10：00～12：00
ヤマカまなびパーク 6階和室
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

人権擁護委員の委嘱
　人権擁護委員田口敬

けい
子
こ
氏の退任に伴い、1月

1日付けで谷
たに
口
ぐち
千
ち
鶴
づる
 氏（明和町）に委嘱しまし

た。
任期 1月1日～平成32年12月31日
岐阜地方法務局多治見支局

TEL 22-1002

15 平成3 0年2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



①お楽しみバードウォッチ‐4 姫
　珍しいカモが集まる東野の池を観察します。
　2月10日（土）　9：30～11：30
　受付9：00～
　　  防寒具、双眼鏡（あれば）持ち物

　①～③申込時に通知、④～⑥土岐川観察館　※①～⑤小学4年生以下は保護者同伴
　　　土岐川観察館　今井　TEL  21-2151　　　　 月曜日（祝日の場合は翌日）
場

④かんさつ館講座‐11 植物
　植物の絶滅危惧への取り組みを話します。
　2月9日（金）　18：30～20：00
　受付18：00～

平林史孝 氏（多治見植物の会）
　20人
講師

②魅惑の黄金ルート散策‐4 たじみ再発見
　「歯ごきさま」など小泉地区の神仏を巡ります。
　2月25日（日）　10：00～14：30
　受付9：30～
　　  昼食、飲み物、防寒具、帽子、歩きやすい靴持ち物

休館日

③多治見の山が呼んでいる‐6 高社山
　華立断層を登ります。
　3月4日（日）　10：00～14：30　受付9：30～
　　  昼食、飲み物、防寒具、着替え、帽子、歩
きやすい靴
持ち物

土岐川観察館へ行こう

⑥かんさつ館展示-10 野鳥
　市内で観察できた珍しい鳥たちをパネルや
展示で紹介します。
　3月1日（木）～31日（土）　10：00～17：00

講師

⑤かんさつかん講座-12昆虫
　アサギマダラの不思議な生態を説明します。
　3月9日（金）　18：30～20：00　受付18：00～

林英昭 氏（多治見昆虫会）
　20人

ひで あき

ふみ  たか

国際交流協会　国際講演会
「スリランカってどんな国？」

　神秘の国「スリ
ランカ」のお茶や
お菓子を楽しみな
がら、観光ガイド
では紹介されない
スリランカの日常
をのぞいてみよう。
3月11日（日）　10：30～12：00

　受付10：00～
ヤマカまなびパーク 5階学習室501
80人

参加料 500円（協会会員は無料）
講師ラージャ・パクセ・インディカ氏（スリランカ
出身）
申込方法 2月2日（金）～16日（金）に電話で

文化スポーツ課　安藤、和田
TEL 22-1193

Let’s cook in English!
国際交流協会 第2回世界の料理講座

　材料、分量、料理の
工程の英語表現など、
アメリカ出身の明るい
アリシア先生から、料
理と英語を楽しく学
びましょう。
2月25日（日）

　10：30～13：30
　受付10：15～
養正公民館 料理実習室
16人

参加料 1,000円（協会会員は500円）
持ち物エプロン、タオル、ふきん、飲み物、持ち帰
り用の容器
講師奥村アリシア 氏（アメリカ出身）
申込方法 2月2日（金）～16日（金）に電話で

文化スポーツ課　安藤、和田
TEL 22-1193 行政情報
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地球村 へ 行こう

　2月25日（日）　10：00～12：00
　20歳以上の方　　　10人

800円　　　　　　  飲み物、軍手
　　　　 2月4日（日）9：00から電話または
窓口で

　環境について取り組んでいる市民団体や企
業、学校などが集合します。体験コーナーやスタ
ンプラリーなどの催しで楽しめます。

初めてのダッチオーブン教室

持ち物

　2月3日（土）、4日（日）、17日（土）
　10：00～12：00、13：00～15：00

運動できる服  ※参加無料、申込不要

フリークライミング体験

持ち物

　2月24日（土）　19：00～20：30
防寒着など  ※参加無料、申込不要

サタデースターナイト

持ち物

みき

地球村　加藤（幹）　TEL 24-3212

広げよう～自然とエコのまち 多治見

　 2月18日（日）　9：30～15：30
　ヤマカまなびパーク
※参加無料、申込不要
※当日、アンケートに答えた方に記念品を贈呈
　環境課　森谷　TEL 22-1175

わくわく体験コーナー

環境活動発表会
展示コーナー

環境フェア2018

もり  や

　11月18日に開催した青少年まちづくり市民
大会で表彰を受けた方を紹介します。（敬称略）

精華校区…岡山賢
けん

司
じ

、古田勝
まさる

昭和校区…荘
しょう

加
か

幸
こう

蔵
ぞう

小泉校区…中川智
とも

治
はる

、長尾昇
のぼる

、水野秀
ひで

美
み

滝呂校区…西尾敦
あつ

志
し

根本校区…鈴木滋雄、小
お

木
ぎ

曽
そ

はるみ

池田校区…村井かち代
よ

市之倉校区…小
お

野
の

田
だ

久
ひさ

利
とし

、草壁潔
きよし

、佐
さ

々
さ

瞳
ひとみ

川井達
たつ

也
や

教育推進課　安藤 　TEL 23-5904

みんなでプチ勉強会 NPOカフェ
「税務署へは何を届けるの？」

　どなたでも気軽に参加できます。毎月テーマ
に沿って、一緒に楽しく学びましょう。
2月15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

多重債務無料相談会
　借金問題について弁護士が無料で相談に応
じます。
2月17日（土）　13：00～16：00
県民生活相談センター　※相談無料

申込方法 前日までに電話で
県民生活相談センター

TEL 058-277-1003

青少年健全育成活動で活躍された方々

校区青少年まちづくり市民会議役員
として５年以上在任された方

登下校時における子どもの見守り
活動を５年以上継続された方

その他青少年健全育成活動に
５年以上貢献された方

17 平成3 0年2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


