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生活情報精華公民館と本土児童館の
機能統合についての説明・意見交換会

　精華公民館の一部を増築・改修し、本土児童
館の機能を統合する案に対し、前回の説明会で
出た意見や課題について説明・意見交換します。
3月5日（月）　13：30～15：00

　3月8日（木）　19：00～20：30
精華公民館 1階大ホール　※申込不要
公共施設管理室　山内　TEL 22-7133

受水槽の定期点検を忘れずに
　受水槽（貯水槽）の設置者は、衛生管理のた
め、水槽の清掃や点検、水質検査などを年に1
回、定期的に行う必要があります。
※点検結果や水質検査結果は水道課（4月1日
以降は上下水道課）へ報告してください
水道課　加藤（英）、美濃羽　TEL 22-1213

駅前プラザ・テラ４階の
就職相談窓口を閉鎖します

　「ジョブステーションたじみ」「ジンチャレ！た
じみ出張相談窓口」の業務を終了します。
3月30日（金）　17：30
岐阜労働局職業安定課　TEL 058-245-1311

岐阜県産業人材課　TEL 058-272-8406

平成30年度　桔梗大学学生募集
　学習講座、芸術鑑賞、クラブなどがあります。
60歳以上の方
ヤマカまなびパーク　 250人

参加料年間4,000円　※クラブ費は別途必要
申込方法 3月1日（木）～25日（日）に申込書（窓口
で配布）を窓口へ
※詳細は問い合わせください

学習館　小池（ゆ）　TEL 23-7022

3月1日～7日は
春の火災予防運動週間

　これからの季節は空気が乾燥し、強い風も吹
きます。火の取り扱いには十分注意してください。
平成29年火災発生件数 24件（前年比-10件）
予防警防課　安藤（信） 　TEL 22-9233

認知症サポーターフォローアップ研修
　徘

はい
徊
かい
高齢者への声のかけ方を体験する模擬

訓練を実施します。
3月22日（木）　13：00～15：30
総合福祉センター 4階大会議室
認知症サポーター養成講座受講者、講座受

講希望者　※参加無料
申込方法 3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

ライフサポーター（生活支援員）育成講座
　介護予防・日常生活支援総合事業（多様な担
い手による新しい介護保険サービスの提供を
目指す事業）の担い手となる人財を育成します。
3月19日（月）、20日（火）、22日（木）

　13：30～　※参加無料
駅北庁舎 4階

申込方法 窓口で
※詳細はホームページをご覧ください

高齢福祉課　三浦　TEL 23-5821

ハローワーク多治見管内
合同企業説明会

　企業ごとのコーナーで個別に企業の説明を聞
くことができます。
3月17日(土)  13：00～16：00  受付12：30～
可児市福祉センター（可児市今渡）
一般求職者、平成30年3月に大学・短大・

高専・専修学校を卒業予定の方
※平成31年3月卒業予定者の参加可
※参加無料、申込不要
東濃可児雇用開発協会　柴田

TEL 22-0111

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。
3月16日（金）　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
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違反広告なくし隊募集
　はり紙や立て看板などの違反広告物を簡易
除却する協力団体（ボランティア）を募集します。
次の全てを満たす団体

・団体の構成員が市内在住の18歳以上である
・団体の3人以上が簡易除却に参加できる
・年間6回程度活動できる
任期 2年
※詳細は問い合わせください

都市政策課　小林
TEL 22-1321

不動産無料相談会
　不動産の価格、売買、交換、賃貸借、有効活用
などの相談に応じます。
4月2日（月）　13：00～15：00
本庁舎　４階会議室

相談員（公社）岐阜県不動産鑑定士協会会員
※申込不要
開発指導課　田中、鈴木　TEL 22-1331

Ｊアラート（全国瞬時警報システム）
全国一斉情報伝達訓練

　地震や津波、武力攻撃などの発生時に備え、
Ｊアラートの全国一斉の情報伝達訓練を行い
ます。
3月14日（水）　11：00～

訓練放送内容 防災行政無線により合成音声（男
性）で「これはJアラートのテストです」というメッ
セージを3回繰り返します。
※気象警報などにより予告なく変更する場合あり
企画防災課　冨士　TEL 22-1378

加盟店募集
ありがとね！消防団水防団応援事業所制度

　地域の安全・安心のために活動する消防団員
などに一定のサービスを提供することで、消防団
活動を応援し地域で盛り上げ
ていきませんか。
※申込方法など詳細は岐阜県
ホームページをご覧ください
消防総務課  坂本

TEL 22-9231

2018年度版
環境家計簿付エコカレンダーを配布

　家庭でのエネルギー使用量を記録して、省エ
ネに取り組みましょう。カレンダー巻末に「かぞく
コース」、「こどもコース」の応募用紙があります。
応募者にはうながっぱグッズを差し上げます。
配布場所環境課、駅北庁舎1階ロビー、各地区事
務所、ヤマカまなびパーク1階
※無くなり次第終了

環境課　柏木　TEL 22-1175

岐阜県地球温暖化防止活動推進員募集

　
地球温暖化の現状と対策に関する知識の普

及や地球温暖化対策の推進を図る活動に熱意
をもって取り組める方を募集します。
市内在住・在勤で20歳以上の方

任期 2年間（4月1日～平成32年3月31日）
申込方法 3月20日（火）までに申込書（窓口で配
布。ホームページからもダウンロード可）を郵送
またはFAX、Eメール、窓口へ

環境課　宮上　TEL 22-1175

たじみ景観塾活動展示
3月16日（金）～22月（木）　9：00～17：00
駅北庁舎 1階ギャラリー

※入場無料、申込不要
都市政策課　岡田　TEL 22-1321

地域での美しいまちづくり活動を応援
風景づくり団体募集

　美しい風景づくりを推進することを目的として
組織され継続的に活動している団体を「風景づ
くり団体」として認定し、市が活動を支援します。
次の全てに該当する団体

①団体の規約があり、地域における風景づくり（美
しいまちづくり）に有効な活動を行っていること
②多くの地域住民に支持されていること
③活動が関係者の所有権などの財産権を不当
に制限しないこと
助成額経費の2分の1以内（年間20万円まで。限
度5回）
※詳細は問い合わせください

都市政策課　岡田　TEL 22-1321

13 平成3 0年3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
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「怒りと上手に付き合うコツ」

　怒りと上手に付き合う方法を学びましょう。
3月18日（日）　10：00～12：00
ヤマカまなびパーク 5階学習室501

講師具
ぐ
ゆり 氏（名古屋ＹＷＣＡ）

30人　※参加無料

持ち物筆記用具　申込方法 前日までに窓口で
学習館　TEL 23-7022

岐阜県交通遺児激励金を支給
　5月5日の「こどもの日」に合わせて、交通遺児
の方に激励金を支給しています。
次の全てを満たす方

・平成30年5月5日時点で岐阜県内に居住し、
交通事故により、生計をともにしていた父また
は母（すでに父母がいない場合はそれに代わ
る方）を亡くした方
・20歳未満で義務教育終了前または高等学校
（高等専門学校3年修了までと特別支援学校
高等部を含む）在学中の方
※交通遺児になった後養子縁組した方、父また
は母が再婚し生計を共にすることとなった方
を除く
激励金の額
乳幼児、小学生…15,000円、中学生…20,000円、
高校生など…25,000円
申込方法 3月13日（火）までに電話で

道路河川課　齋藤　TEL 22-1276

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。
3月25日（日）　10：00～12：00
総合福祉センター 3階研修室
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

国際交流協会
ジュニアクラブ会員募集

　日本に住んでいる外国人との交流を通じて、
世界各国の遊びや文化を学びます。
小学3～6年生
30人

参加料 3,000円（国際交流協会年会費1,000円
含む）
持ち物筆記用具
申込方法 3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

アレルギー対応検討委員会委員募集
　幼稚園、小・中学校で、食物アレルギーのある
子どもへの対応と安心・安全な給食の提供を検
討する委員を募集します。
市内の幼稚園、小・中学校に通う子どもの保

護者
任期 2年間（4月～平成32年3月）
2人　※申し込み多数の場合は選考

申込方法 3月15日（木）までに申込書（ホームペー
ジからダウンロード可）を郵送またはFAX、Eメ
ールで

教育総務課　岩下、西村
TEL 23-5856　FAX 23-5862
Ｅ-mail k-soumu@city.tajimi.lg.jp

不登校を考える父母の会
3月 7日（水）　10：00～12：00

　3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。
3月14日（水）　10：00～12：00
笠原中央公民館

※申込不要
さわらび学級　TEL 23-7

な
8
や
6
む
7
な

託児サービス
料金子ども1人につき500円　 20人

14平成3 0年3月



土岐川観察館へ行こう

休館日

　①～④申込時に通知、⑤～⑥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

場

①お楽しみバードウォッチ‐5 廿原
「今年もケリを観察できるか」

持ち物
3月17日（土）　9：30～11：30　受付9：00～
筆記用具、双眼鏡（あれば）

　シデコブシやハナノキなど希少花を観ること
ができます。
4月8日（日）  10：00～14：30  受付9：30

昼食、飲み物、着替え、帽子、動きやすい靴

④多治見の山が呼んでいる-1「浅間山」

持ち物

持ち物

③自然の会の土岐川自然観察会
「レンジャクは今年も見えるか」

持ち物

　冬鳥と夏鳥の行き交う土岐川の野鳥を観察
します。
3月24日（土）　9:30～11：30   受付9：00～
筆記用具、双眼鏡（あれば）

⑤かんさつかん講座-1植物

　多治見のカタクリなどいろいろ自然の様子を
話します。
4月6日（金）  18：30～20：00  受付18：00～
筆記用具

20人　　   平林史孝 氏（多治見植物の会）

⑥かんさつ館展示-1 春のチョウ特集

4月1日（日）～30日（月・祝）  10：00～17：00

月曜日（祝日の場合は翌日）

②魅惑の黄金ルート‐5 たじみ再発見

持ち物

　三郷（廿原、三の倉、諏訪）を巡ります。
3月18日（日）  10：00～15：00  受付9：30～

昼食、飲み物、防寒具、帽子、動きやすい靴

さん  ごう

平成31年多治見市成人式
平成10年4月2日～平成11年4月1日生まれの方
1月13日（日）　13：30～　受付12：30
バロー文化ホール

持ち物案内はがき
※入場無料、申込不要
文化スポーツ課　三

み
和
わ
、浜田  TEL 22-1193

第36回四季のコンサート
　日本民謡などを披露します。
3月19日（月）　12：15～12：45
駅北庁舎 2階ロビー

出演男性合唱団おりべ
※入場無料、申込不要
文化スポーツ課　安藤、浜田  TEL 22-1193

やきものの現
い
在
ま
-青き精

こころ
神のカタチ

　陶磁器意匠研究所の近年の卒業生と現役の
研究生の作品を展示し、その
可能性を発信します。
3月23日（金）～5月27日（日）

　10：00～18：00
※初日は14：00から
※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

講座「ハーダンガー刺繍」
　ノルウェーの伝統刺繍で、幾何学模様の美し
いソーイングセットを作ります。
3月16日（金）、4月20日（金）、5月18日（金）

　13：30～16：00 ※全3回
10歳以上　 6人

参加料 9,800円（材料代含む）
持ち物刺繍用はさみ、枠
講師 Takie Kawamura 氏
（日本手芸普及協刺繍講師）
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

15 平成3 0年3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
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広報たじみに広告を掲載しませんか

1カ月を単位として、連続する12月以内
（掲載号は平成30年4月号～平成31年3月号）
※応募多数の場合は「掲載期間が長いもの」、「市内
事業者」の順で選定し、いずれも同一であれば抽
選により決定

縦6センチ×横8センチ、2色（黒色と発行
号ごとの指定色）

1枠につき1カ月当たり20,000円
申込書（ホームページからダウンロード可

と掲載原稿案を郵送またはFAX、Eメール、窓口で
秘書広報課　松尾　TEL 22-1372

FAX 24-3679
E-mail hisyokoho@city.tajimi.lg.jp

掲載料

掲載企画

申込方法

掲載期間

MEETS TONO  東濃の地酒と美濃焼。
日本の原風景が息づく、ぎふ・東濃。豊かな水で育まれた地酒を、この地に生まれた美濃焼で。
3月16日(金)　17：00～21：00

　3月17日(土)　12：00～20：00
　3月18日(日)　12：00～17：00
名古屋テレビ塔下 屋外スペース

料金前売り…2,500円、当日…3,000円
※前売り券はチケットぴあ（Ｐコード：637823）、
　Peatixまたは産業観光課窓口で（当日券は会場で販売）

産業観光課　長谷川、日比野(昌
まさ
)　TEL 22-1250

みんなでプチ勉強会 NPOカフェ
「税務署へは何を届けるの？」

3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

マレットゴルフコンペ（TAJIMI杯）
3月25日（日）　10:00～12:00
受付9：30～　※雨天中止

参加料一般700円、中学生以下300円
※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

移動展
発見！地中に眠る多治見の歴史

3月9日（金）～4月8日（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
れている方と付添い1人
は無料
※（）は団体20人以上
美濃焼ミュージアム

光
みつ
枝
えだ
　TEL 23-1191

自衛官等採用説明会
　自衛官候補生、一般幹部候補生、予備自衛官
補など各種採用制度について、個別相談方式の
説明会を開催します。
3月17日（土）　10：00～16：00
産業文化センター　3階小会議室2

※参加無料、申込不要
防衛省自衛隊恵那地域事務所　仲

なか
谷
や

TEL 0573-26-4310

16平成3 0年3月



うながっぱ着ぐるみ貸出
事前調整を受け付け

4月1日（日）～平成31年3月31日（日）にうなが
っぱ着ぐるみの使用を希望する方
申込方法 3月19日（月）12：00までに申込書（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
※申込多数の場合は抽選。事前調整後は先着順

産業観光課　伊藤
TEL 22-1250

美濃民芸陶器の里まつり
　窯元による陶器市や窯元めぐり、うまいもん市、
ステージパフォーマンス、餅投げなどを行います。
4月8日(日)　9：00～15：30
共栄公園駐車場

※参加無料、申込不要

高田陶磁器工業協同組合  TEL 22-2028

陶芸講座作品展
　平成29年度受講生の作品を展示します。
3月24日（土）、25日（日）

　10：00～16：00
※25日（日）15：00から作品講評会
セラミックパークMINO 1階イベントホール

講師加藤景
かげ
嗣
つぐ
 氏（美濃焼伝統工芸士）

※入場無料、申込不要
（公財）セラミックパーク美濃 荻曽
TEL 28-3200

セラパーク楽々市～ありがとう感謝祭～
　あきんど市会場内では3,000円ごとの買い物
で空くじなしの福引抽選会に参加できます。
3月24日(土)、25日（日）　10：00～16：00
セラミックパークMINO

※入場無料、申込不要
（公財）セラミックパーク美濃
TEL 28-3200

フリーマーケット出店者募集
申込方法 3月30日(金)までに電話で

地球村 へ 行こう

地球村　加藤（幹）
みき

TEL 24-3212

7月～10月の宿泊利用事前受付調整会

3月25日（日）
①9：30～、②11：00～、③13：00～
①市内の青少年活動団体（中学生以下）
②市内の団体、個人 ③市外の団体、個人

※キャンセル不可

④フリークライミング体験

3月3日（土）、3月4日（日）、3月17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

親育ち4・3・6・3・たじみプラン推進事業
親子で星の勉強会 Star Study

　親子で一緒に星座早見盤を作って星を見よう。
3月23日（金）　19：00～20：30
小・中学生とその保護者　　　 10組

入浴に必要な道具
地球村星倶楽部　※参加無料
3月4日（日）9：00から電話または窓口で

持ち物

申込方法

サタデースターナイト

3月3日、24日、31日の土曜日 19：00～20：30
地球村星倶楽部　※参加無料、申込不要

親子でくらふとかふぇ

3月28日（水） 　10：00～13：00
小学生とその保護者
洞谷多美恵 氏（NPO法人 Mama's Cafe）

12組　　　　1組（2人）2,000円
エプロン、三角巾、ふきん、持ち帰り容器
3月4日（日）9：00から電話または窓口で申込方法

参加料
持ち物

どう  や

17 平成3 0年3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


