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生活情報国民健康保険の運営に関する
協議会委員募集

　市の国民健康保険の運営などについて審議
と検討をする委員を募集します。
多治見市の国民健康保険に加入している方

※任期中に他の健康保険へ移行予定の方を除く
任期 3年間（平成33年5月31日まで）
3人程度

申込方法 4月2日（月）～20日（金）に住所、氏名、
年齢、職業、電話番号と、国民健康保険に対して
の意見などを400字程度にまとめ、郵送または
Eメールで

保険年金課　佐久間　TEL 23-5762
E-mail nenkin@city.tajimi.lg.jp

インクルーシブ教育推進委員の募集
一人一人の教育的ニーズに応じた教育を検討

する委員を募集します。
任期 2年間（平成32年6月1日まで）
2人

申込方法 4月13日（金）までに住所、氏名（フリガ
ナ）、年齢、性別、電話番号と、「多治見市のインク
ルーシブ教育に期待すること」を800字程度に
まとめ、郵送またはFAX、Eメールで
※書類選考あり。結果は5月上旬までに通知

教育相談室　安田
TEL 23-5942
FAX 23-5921
Ｅ-mail kyo-soudan@city.tajimi.lg.jp

不登校を考える父母の会
4月11日（水）　10：00～12：00
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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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。
4月25日（水）　10：00～12：00
精華公民館 多目的実習室

※申込不要
さわらび学級　TEL 23-7
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ブロック塀などの除去費用を補助
　地震などの際に倒壊したブロック塀などが人
命に危険を及ぼしたり、緊急車両の通行を妨げ
たりすることを防ぐため、公衆用道路に面して
設置されたブロック塀などを除去する費用を補
助します。
公衆用道路に面した部分が高さ0.6メートル

以上、総延長2メートル以上のブロック塀を除去
する工事
助成金額 ①②のいずれか少ない方（100円未満
の端数切り捨て。限度額5万円）
①総延長に、4,500円／ｍを乗じた額
②除去に係る所要経費（見積額）の2分の1の額

企画防災課　水野（彩
あや
）　

TEL 22-1378

5月1日から
洪水情報を緊急速報メールで発信

　国が管理する土岐川で氾濫の危険が高まっ
た時、周辺にいる人に危険を知らせる緊急速報
メールを自動で発信します。メールを着信した
ら、雨の降り方や川の今の水位を「川の防災情
報」で確認しましょう。
国土交通省庄内川河川事務所

TEL 052-914-6713

岐阜県警察官（大卒程度）募集
一次試験期日 5月13日（日）
申込方法 4月11日（水）までに申込書を警察本部
警務課窓口または郵送で
※詳細は問い合わせください
多治見警察署　警務課

TEL 22-0110

相続無料相談会
　相続について弁護士、司法書士、税理士が無
料で相談に応じます。
4月8日（日）　10：00～17：00
駅前プラザ・テラ ３階スタジオ前

※参加無料
申込方法 前日までに電話で
※土・日・祝日を除く9：00～17：00

一般社団法人東海相続支援コンサルティ
ング協会　TEL 24-5688
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ビギナーママ、集まれ
BPプログラム～赤ちゃんが来た～

　初めて子育てをす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。
4月6日～27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

E-mail maaru0405@ezweb.ne.jp
子ども支援課　川井

TEL 23-5958

4月2日(月)世界自閉症啓発デー
自閉症などの発達障がいに理解を

自閉症は、脳の発達の仕方の違いによる生ま
れつきのものだと考えられています。自閉症の人
たちは、言われていることがよく分からなかった
り、当たり前と思われていることへの対応が分
からなかったり、音や光の刺激をつらく感じるこ
となどがあります。自閉症の人たちは純粋で、い
いところをたくさん持っています。
4月2日(月)～8日(日)は発達障害啓発週間
　発達障害啓発週間に合わせ、駅北庁舎をシン
ボルカラーである青色にライトアップします。
福祉課　長尾　TEL 23-5812

ちょこっとまなぶ NPOカフェ
「NPO法改正前にやることやってる？」

　どなたでも気軽に参加できるプチ勉強会です。
4月19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

新しいカードを配布
ぎふっこカードとぎふっこカードプラス

　現在のカードは3月31日が有効期限です。更
新手続をしてください。
18歳未満の方がいる世帯（妊娠中を含む）
子ども支援課（駅北庁舎）、地区事務所

持ち物
①申請者の身分証明書（運転免許証など）
②子どもの年齢が確認できる書類（母子健康
手帳、保険証、福祉医療受給者証など）
③現在のカード（ぎふっこカードプラスのみ。あれば）
申込方法 窓口で
※詳細はホームページをご覧ください

子ども支援課　川井 
TEL 23-5958

Nobody's Perfect
～完璧な親なんていない～

　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。
5月8日～6月12日の火曜日（全6回）

　10：00～12：00
総合福祉センター
おおむね1歳から3歳児の母親

講師  NPファシリテーター
12人

※参加無料（無料託児サービスあり）
申込方法 4月3日（火）から電話または窓口へ
NPO法人Mama’s Café　TEL 26-9992
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。
4月22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

※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
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生活情報オープンファクトリーや作陶施設の
整備費などを補助

次のいずれかに該当し、交付決定の日から平
成31年3月31日までに事業が完了するもの
①貸出または共用目的で整備する作陶施設の
整備
②滞在型作陶施設の整備
③オープンファクトリーの整備
④見本市などへの出展
※①②窯やろくろなどの購入も対象
※③見学者への説明用パンフレットの作成も対象
申込方法 4月2日（月）～16日（月）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）を窓口へ
※詳細は問い合わせください

産業観光課　野呂、岩田
TEL 22-1250

平成30年度会員募集
観光ボランティアガイド入会説明会

4月17日（火）～19日（木）
　10:00～12：00
産業文化センター 他
20歳以上の方
10人程度

持ち物筆記用具
※参加無料
申込方法 4月15日（日）までの9：00～18：00に
電話または窓口で

多治見駅観光案内所　TEL 24-6460

多治見国際交流協会 会員募集
　さまざまな講座やイベントを通じて、異文化や
外国人との親睦を深めませんか。
年会費一般…2,000円、高校生以下…1,000円、
法人…10,000円以上
会員期間 4月1日～平成31年3月31日
会員特典 世界の料理講座、市民公開講座、ボー
リング大会などに会員価格で参加可
申込方法 郵便番号、住所、氏名（フリガナ）、電話
番号をFAXまたはEメール、窓口で

文化スポーツ課 安藤、和田
TEL 22-1193　 FAX 25-6213
E-mail tajimi-international@
ob.aitai.ne.jp

「ミニ犬
いぬ

筥
ばこ

」を手作りしましょう
美しい「ちりめん古布」を使って、小さな犬筥の

人形を作ります。（全4回）
6月11日（月）、25日（月）、
7月9日（月）、23日（月）
14：00～16：00
文化工房ギャラリーヴォイス　 10人

参加料 6,500円（別途材料費2,000円）
持ち物カッターナイフ、タオル、筆記用具
講師志村明希子 氏（人形作家）
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

お気に入りの陶器に絵付けが出来る
上絵付教室

　現役職人が上絵付の基礎から高度な技法ま
で教えます。
4月11日、25日、5月16日、30日、6月13日、27
日、7月11日、25日の水曜日
　14：00～16：00
ボイス・オブ・セラミックス 1階（富士見町）

参加料 1回当たり2,000円
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

小企画展
摺
すり

絵
え

－美濃の型紙絵付－
　制作に使用された道具とともに、手仕事なら
ではの温かみある作品を展示します。
4月20日（金）～8月10日（金）
9：00～17：00（入館は16：30まで）

※月曜休館（祝日の場合は翌平日）
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

原（千）
TEL 23-1191

▲摺絵養蚕文鉢

10平成3 0年 4月



　生ごみからできた堆肥を使って野菜や花を作り
ましょう。
4月27日（金）　13：30～15：30
総合福祉センター　4階ミーティングルーム
200円（資料代）　※申込不要

　 NPO法人シニアネット多治見 ダンボールコン
ポスト研究会代表 小境
TEL 090-7609-3714

場
参加料

時

こ ざかい

固定資産税・都市計画税の
納税通知書を送付

税務課資産税グループ　内線2270

　第1期納期限と全期前納の納期限は5月1
日(火)です。

　競技場周辺で観光PRや特産品の販売な
どを行います。
　 4月15日（日）　14：00キックオフ
　 開場12：00～
　 岐阜メモリアルセンター 長良川競技場

徳島ヴォルティス
場
対戦相手

時

（株）岐阜フットボールクラブ
TEL  058-231-6811

徳島ヴォルティスの
杉本太郎選手

感動を共に!! チケット（ともチケ）で
ホームタウンデーに無料招待

県内在住の小学生以下ならホームゲーム
全試合が「夢パス」で観戦無料
※試合会場で即日発行
※詳細はホームページをご覧ください

　 市内在住の方　　  500人
FC岐阜ホームページで

※申込フォーム入力完了後、試合当日に会場の
「ともチケブース」でチケットを受け取り（免許
証など本人確認ができる書類の提示が必要）

対
申込方法

定

文化スポーツ課　臼武　TEL 22-1191
うす たけ

FC岐阜に今年から入団した
三島頌平選手
み　 しま   しょう  へい

© Kaz Photograph
y/FC GIFU

© TOKUSHIMA VORTIS

フリーマーケット出店者募集
4月28日（土）　9：00～12：00　※小雨決行
本庁舎周辺
市内在住または在勤の方
45小間 ※申し込み多数の場合は抽選

申込方法 4月10日（火）までに郵便番号、住所、氏
名、電話番号、出店品目を往復はがきで

産業観光課　菊池　TEL 22-1252

マレットゴルフコンペ（ワーカーズ杯）
4月22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

11 平成3 0年 4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


