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キャリ☆ナビと就労・子育て相談

　再就職や仕事継続、
キャリアアップに向け
た講座や交流会を通
じて、なりたい自分を
目指しませんか。
６月４日、７月２日、

９月３日、10月１日の
月曜日
①10:00～11:00 キャリ☆ナビ（講座）
②11:00～14:00 就労・子育て相談（個別相談）
　※１組30分程度
根本交流センター会議室１
子育て中の方

講師県女性の活躍支援センター
　　キャリアカウンセラー
10人

※子ども同伴可、個別相談は予約優先
※当日参加可 ※参加無料
持ち物筆記用具
申込方法 Eメールまたは電話で

くらし人権課 水野 TEL 22-1128
Email kurashi-jinken@city.tajimi.lg.jp

たじみ子育て楽市楽座

　子育て情報広場と手作り雑貨市の出店者を
募集します。
11月4日（日） 10:00～16:00
セラミックパークMINO

出店内容
①手作り雑貨販売
②ママの癒しブース（ネイル、アロマなど）
③企業ブース（企業・店舗のＰＲ）
④飲食ブース（軽食・弁当の販売）
①②…子育て中の母親またはグループの方

　③④…どなたでも
※審査あり
出展料①②５千円、③１万５千円、④１万円
※1ブース2m×2m
申込方法 8月22日（水）までに申込書(NPO法人
Mama’s Cafeで配付)を窓口へ
※申し込み多数の場合は選考

NPO法人Mama’s Cafe TEL 26-9992

甲種防火管理新規講習

　不特定多数の方が出入りする店舗、テナント
ビル、または多くの人が勤務する事務所、工場な
どでは防火管理者による防火管理業務が義務
付けられています。
６月27日（水）、28日（木）9：00～16：00
消防本部 ３階講堂　 50人

※市内在住または在勤の方を優先
受講料 4,100円（テキスト代含む）
申込方法６月４日（月）～15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

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。
6月24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。開催当日に記入も可)を郵送、FAX窓口へ
子ども会議サポーター募集
　たじみ子ども会議を企画・運営する「子どもス
タッフ」の活動を支援するボランティアを募集し
ます。
ヤマカまなびパークなど
子どもの意見や主体的な活動を尊重できる

18歳以上（おおむね20歳代）の方
※原則、毎月第4日曜日の午前に開催する「子ど
もスタッフ会議」に参加

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、Ｅメールまた
は窓口へ

くらし人権課 伊藤
TEL 22-1128 FAX 25-7233
Email kurashi-jinken@city.tajimi.lg.jp

▲昨年度の活動様子（太平公園に
子どもスタッフが考えた看板を
整備）
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介護保険住宅リフォームヘルパーを
募集

業務内容介護保険での住宅改修希望者の住宅
を訪問し、身体状況や家屋の構造を把握し、相
談や助言を行います。また、着工前の事前申請
や完了後の書類作成なども行います。
※年度ごとの更新契約
次のいずれかの資格を有する方

●介護支援専門員
●作業療法士
●福祉住環境コーディネーター検定1級または2級
報酬業務1件につき5,000円
申込方法電話連絡の上、履歴書と資
格者証または合格証明書を持参し窓
口へ

高齢福祉課 佐藤 TEL 23-5826

たじみ認知症サロン さんあいカフェ

　ゆったりとヨガを行ったあと、お茶を飲みなが
ら日ごろの思いや悩みを話してみませんか？
6月26日（火）　13：30～15：00
かさはら福祉センター
認知症に関わりのある方や地域住民

講師松本佐恵子 氏（健康運動指導士）
※参加無料、申込不要
笠原地域包括支援センター 松岡 

　 TEL 45-0007

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。
7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（テキスト代含む）
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

Emailmaaru0405@ezweb.ne.jp
子ども支援課 川井 TEL 23-5958

児童手当現況届の受付

　手続きが必要な方へ現況届の案内を６月初
旬に送付します。早めに手続きをしましょう。
申込方法６月29日（金）までに、現況届、受給者
の健康保険証の写しを郵送または窓口へ

保険年金課 森本 TEL 23-5732

三日里親を募集

　親と一緒に暮らすことのできない子どもを預
かり、家庭の温かさを体
験してもらいませんか。
受入期間８月４日（土）～
６日（月）
三日里親希望

※後日、子ども相談センターによる面談あり
持ち物印鑑
申込方法 ６月１日（金）～15日（金）に申込書（窓
口で配布）を窓口へ
※三日里親として決定した方には、７月６日（金）
までに子ども相談センターから「子ども委託
通知書」を発送
子ども支援課 安井、今井、小林

TEL 23-5609

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

市公式インスタグラムで
魅力を発信しませんか

皆さんの撮影した素敵な写真を募集します。

1. 多治見市のとって
おきの写真を撮影

2. インスタグラムを起
動して写真を選択

3. 「♯tajimihot」を
つけて記事を投稿

4. 市公式アカウント
「tajimi_official」をフォロー

投稿方法

秘書広報課 虎山 TEL 22-1372
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藤森照信講演会「自然を生かした建築」

　モザイクタイルミュージ
アムの開館2周年を記念し
て、当館の設計・デザイン
をされた藤森照信氏の講
演会を開催します。
6月5日（火） 15：00～
笠原中央公民館

講師藤森照信 氏（建築家、東京大学名誉教授、
江戸東京博物館館長）
600人 ※参加無料

申込方法氏名、参加人数、連絡先をEメールまた
はFAXで

モザイクタイルミュージアム 村山
　　 TEL 43-5101 FAX 43-5114
　　 Email info@mosaictile-museum.jp

わんの形 PartⅡ

　「わん」をテーマに、陶芸、ガラス、金属などの
作家の作品が約
300点並ぶ小品展
です。
6月3日（日）～8

月5日（日） 10：00
～18：00
※最終日は15：00まで
※入場無料、申込不要
文化工房ギャラリーヴォイス 籏

はた

　 TEL 23-9901

セラートで折り鶴を作ろう

　焼きものの新素材「セ
ラート」を使います。下絵
付けもできます。
6月23日（土）、24日

（日）11：00～12：00
10歳以上
5人

参加料 800円（送料別途900円）
申込方法電話で
※作品は焼成後に受け渡し

文化工房ギャラリーヴォイス 籏
はた
 

　　　 TEL 23-9901

市営住宅の入居者を募集
（障がい者向け）

入居できる方次の全てを満たす方
●市内に在住または在勤で住宅に困っている方
●基準内の所得で市税を滞納していない方
●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）

●入居者の中に、身体障害者手帳交付者（下肢
障がい、体幹機能障がい、視覚障がい）、要支
援または要介護認定者がいる方

※判定基準日は申込日
入居募集住宅

団地名 構造・間取り 戸数

旭ケ丘第２団地
中層耐火構造
４階建 ３DK

※募集は1階の部屋
２戸

家賃所得に応じて決定
入居予定日７月１日（日）
申込方法６月１日（金）～８日（金）に申込書（窓口
で配布）に必要書類を添えて窓口へ
※土・日曜日は除く
抽選日６月15日（金）

建築住宅課 岡田、加藤 TEL 22-1312

うながっぱうちわの協賛企業募集

　うちわの裏面にスポンサーという形で企業名
を掲載します。掲載箇所などはデザインが決ま
り次第決定します。
市内に事業所を設置している企業・団体
7社

参加料１社につき10万円
申込方法 6月1日(金)～14日(木)に申
込書(ホームページからダウンロード
可)に企業または団体概要を添えて窓口または
電話で
※電話の場合は書類を後日提出

産業観光課 坂本、伊藤 TEL 22-1250
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たじみ農産物直売所５周年

　感謝セール期間中、店内の全商品を１割引で
販売します。
6月11日（月）～16日（土） 10:30～17:30

記念イベント
6月9日（土）10:30～14:00

※粗品あり（無くなり次第終了）、ミニゲームあり
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
たじみ農産物直売所「駅北ファーム」

　（ジョイフル多治見１階）
産業観光課 安

あ
保
ぼう
 TEL 22-1258

フリーマーケット出店者募集

６月23日（土） ※小雨決行
本庁舎（45小間）

出店資格市内在住または在勤の方
申込方法６月11日（月）必着で郵便番号、住所、氏
名、電話番号、出店品目を記入し往復はがきで
※申し込み多数の場合は抽選。出店決定後の
小間変更不可
産業観光課 菊池 TEL 22-1252

多治見市職員による公益通報の
運用状況の公表

　多治見市職員による公益通報※に関する条例第
４条および第１０条の規定による職員からの公益
通報は、平成２９年度は該当がありませんでした。
※組織の内部の人間が組織の法律違反行為な
どをしかるべき機関に通報すること
議会事務局 岡田 TEL 22-9899

税務署職員を募集

受験資格次の全てを満たす方
①平成30年４月１日において、高等学校または
中等教育学校を卒業した日の翌日から起算し
て３年を経過していない方および平成31年３
月までに高等学校または中等教育学校を卒
業する見込みの方

②人事院が①に掲げる者に準ずると認める方
申込方法６月18日（月）～27日（水）にネットから
※詳細はホームページをご覧ください

名古屋国税局 人事第二課 試験係
　　 TEL 052-951-3511（内線3451）

NEW土で作ろう オリジナル時計

　自由に形を作り、
カラフルに色を付け
て自分だけの時計を
作ろう。
①形づくり

　　7月7日（土）、8日（日）
　②絵付け 7月28日（土）、29日（日）
　　10:00～12:00
※①②各いずれか１日
小学生　 各日25人

参加料 2,500円（材料代・焼成費込）
持ち物タオル、汚れてもいい服装
申込方法電話で

文化工房ギャラリーヴォイス 籏
はた
 

　　　 TEL 23-9901

オリジナルの蚊遣り器をつくろう

　電動ロクロで蚊遣り器を
つくり、フチに引っ掛ける、好
きな動物を1体作れます。
6月1日（金）～8月31日

（金） 10：00～16:00
参加料 1点につき2,000円
申込方法電話で

安土桃山陶磁の里
　　　 ヴォイス工房 大辻 TEL 25-2233

摺絵展 ギャラリートーク

　企画展にあわせて、担当
学芸員が分かりやすく解説
します。
6月24日（日）

　9：00～12：00、
　13：00～17：00
　（入館は16：30まで）
観覧料一般310円（260円）、
　　 大学生210円（150円）
※（）は団体20人以上
※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

※申込不要
美濃焼ミュージアム 原 TEL 23-1191

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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７月１１日（水）は挨拶で絆の日

　多治見市青少年
まちづくり市民会
議は、「挨拶を通し、
人と人との絆に気
づき、感謝し、絆を
築く」を目標に、「挨
拶で絆の日」運動を実施します。登校する子ども
やすれ違う人とあいさつをしましょう。
小中学生が登校する時間帯

　（おおむね7:00～8:15）
※具体的な運動の内容は校区単位の青少年ま
ちづくり市民会議が決定
教育推進課 大橋、大前 TEL 23-5904

ちょこっとまなぶ NPOカフェ

　どなたでも気軽に参加できる勉強会です。毎
月テーマに沿って、一緒に楽しく学びましょう。
6月21日(木)13:00～14:00
ヤマカまなびパーク 6階美術室

テーマ「そもそもNPOってなに？～法人格あり 
NPO法人編」
20人 ※参加無料

講師ぎふNPOセンター スタッフ
申込方法電話または窓口まで

市民活動交流支援センター（ぽると多治見）
　　香

か
住
すみ
 TEL 22-0320

ちゃんと きちんと まなぶ
NPO会計基準

　基礎から学べる会計
講座です。疑問点など
を講師がわかりやすく
解決します。
6月14日（木）

　14:00～16:00
ヤマカまなびパーク 6階視聴覚室
NPO会計に関心のある方 20人

参加料 500円(資料代込み)
講師田島宏美 氏（税理士）
申込方法電話または窓口まで

市民活動交流支援センター（ぽると多治見）
　　香

か
住
すみ
 TEL 22-0320

６月23日～29日は「男女共同参画週間」

　平成30年度のキャ
ッチフレーズは「走り
出せ、性別のハードルを超えて、今」です。この機
会に性別の差異なく活躍できる社会について、
考えてみましょう。
くらし人権課 水野 TEL 22-1128

第37回四季のコンサート

　数々のコンクールで受賞され
ているピアニストの演奏をお
楽しみください。
6月27日（水）

　12:15～12:45
駅北庁舎 2階ロビー

出演良
やや

盛
もり

礼
あや

さん
※入場無料、申込不要
文化スポーツ課 安藤 TEL 22-1193

多治見国際交流協会 市民公開講座

7月8日（日）10：30～12：00
　※受付10：00～
バロー文化ホール 練習室1

講演テーマ自然豊かな国スロベニア！
　　　　 ～スロベニアと日本の違い～
講師レオン・ドリナー氏（スロベニア出身）
※英語での講演（通訳あり）
20人

※会員無料、非会員は500円
申込方法 6月4日（月）～22日（金）に電話で

文化スポーツ課 和田 TEL 22-1193

マレットゴルフコンペ（ワーカーズ杯）

６月24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、電話番号を窓口または電
話、ＦＡＸ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

地球村 へ 行こう

④かんさつ館講座-4 メダカ
体験からくるメダカ飼育講座

分からない飼育の仕方を実践に則して解説
します。
　 7月1日（日） 10:30～12:00 受付10:00～
　 20人
　　　筆記用具

⑤子どもガサガサ探険隊-4 高田川
ドジョウはいるかな？

いろんな生物を捕まえて観察してみよう。
　 7月8日（日）9:30～11:30 受付9:00～
　　　タオル、着替え、飲み物、入れ物（あれ
ば）、タモ（あれば）、運動靴（必ず）、帽子（必
ず）で参加

　①～④土岐川観察館⑤申込時に通知　　 ①～④はどなたでも、⑤３歳以上 ※小学4年生以下は保護者同伴
　　 土岐川観察館　今井　TEL  21-2151　※休館日は月曜日（祝日の場合は翌日）
場

森林浴ゆったりヨガ
　6月28日(木) 10：00～11：30 　　成人
　30人 ※託児受付は子ども10人まで
　　　600円
※託児希望の方は子ども一人につき別途400円
　　　ヨガマットか大きめのバスタオル、飲み物
　　佐藤麻衣子 氏(日本ヨーガ瞑想協会登
録講師)
　　　　６月２日(土)9:00～窓口または電話で

参加料

持ち物
講師

フリークライミング
　6月2日（土）、3日（日）、16日（土）
　各日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 講師

サタデースターナイト
　6月2日、16日、23日（各土曜日）
　各日19：30～21：00 ※雨天、曇天中止
　　地球村星倶楽部 ※参加無料、申込不要講師

みき
加藤(幹)　TEL 24-3212

三の倉市民の里  地球村

持ち物②かんさつ館展示-4 川体験・漁具
川に入って魚を捕獲するための知識や道具を展示します。
　 7月1日（日）～8月31日（金） 10:00～17:00
※7月21日（土）～8月26日（日）は10:00～18:00

①昆虫観察シリーズ
トンボのヤゴの抜け殻拾いと標本つくり

抜け殻で標本づくりをします。
　 6月16日（土） 9:30～11:30 受付9:00～
　　　入れ物、歩きやすい服装持ち物

持ち物
③素晴らしい体験！カワイイ「多治見メダカ育て」
多治見メダカの稚魚を育てて増やしてみよう。
　 7月1日（日）～8月26日（日）10:00～17:00
※7月21日（土）～8月26日（日）は10:00～18:00
　　　入れ物（必ず）
※数が少ないときは配布できない場合あり
持ち物

　平成31年度から次の施設の指定管理者となる
団体を募集します。
※詳細は各担当部署に問い合わせください

5年間
（平成31年4月1日～平成36年3月31日）

6月1日（金）
※各窓口で配布

指定期間

公募要領配布開始日

1．火葬場「華立やすらぎの杜」
6月29日（金）17:00

までに公募要領に定める申
請書を窓口へ

環境課 玉野
　　 TEL 22-1580

2．多治見駅北広場（虎渓用水広場）
6月29日（金）15:00

までに公募要領に定める申
請書を窓口へ

産業観光課 久田
　　 TEL 22-1252

申込方法

申込方法

募集施設
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