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重度心身障がい者福祉タクシー
利用乗車券の更新手続き

　重度心身障がい者の方がタクシーを利用した
場合にその運賃の一部を助成します。対象者へ
8月中旬に申請書類を送付します。
在宅で、次の障害者手帳をお持ちの方

①身体障害者手帳1～4級
（4級は65歳以上もしくは市民税非課税の方）
②療育手帳 A、A1、A2、B1、B2
（B2は65歳以上もしくは市民税非課税の方）
③精神障害者保健福祉手帳1～3級
※乗車券の新規交付を希望する方は随時受け
付け
福祉課 田中 TEL 23-5806

児童扶養手当現況届の受付

　児童扶養手当の受給者へ「現況届のお知ら
せ」を発送します。期間中に必ず受給者本人が
手続きをしてください。
（手続きしないと受給できなくなる可能性があり
ます）
8月1日（水）～31日（金）8:30～17:00

　（土・日・祝日除く）
※8月9日（木）、13日（月）、14日（火）、23日
（木）、30日（木）は20:00まで
※8月26日（日）は9:00～17:00（休日開庁）
駅北庁舎 1階10番窓口
保険年金課 今井 TEL 23-5732

たじみ認知症サロン さんあいカフェ

　認知症初期での病院のかかり方についての
話が30分程度あります。その後、コーヒーを飲
みながら認知症の悩みについて相談をしてみま
せんか。
8月30日（木）13：30～15：00
養護老人ホーム多容荘
認知症に関わりのある方や地域住民の方

講師 上田梓 氏（あさひが丘ホスピタル 愛知県
尾張北部医療圏認知症疾患医療センター）
※参加無料、申込不要
北栄地域包括支援センター 中村

　TEL 27-2211

多治見市総合防災訓練

　煙道体験、ボランテ
ィア体験、避難所設営、
応急手当、負傷者搬送、
炊き出し訓練のほか、
池田分団による消防操
法披露を行います。
9月1日（土）8：30～10：10
池田小学校
第25区、第26区
企画防災課 小島 TEL 22-1378

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。
9月7日～28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、大岩 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多治見市の
まちづくりについて話をしませんか。
8月26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）
を郵送またはFAX、窓口へ

くらし人権課 伊藤 TEL 22-1128
　　 FAX 25-7233

▲前回の様子
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ゴーヤのレシピ＆カーテンコンテスト
作品募集

　多治見の暑い夏を乗り切るためゴーヤを使っ
たレシピとグリーンカーテンのコンテストを開催
します。
※詳細はホームページをご覧ください
申込方法 8月17日（金）までに郵送ま
たはEメールで

環境課 安藤 TEL 22-1175

熱中症予防レシピ募集

　熱中症予防に効果のある
レシピを募集します。
申込方法９月28日（金）までに
レシピを郵送またはEメールで
※レシピは熱中症に効果的
な栄養素を含む食品を使
ったオリジナルのメニューに限定

※詳細や過去のレシピはホームペー
ジをご覧ください
保健センター 西尾（淑） TEL 25-3725

　　 Email hosen@city.tajimi.lg.jp

「NEW土で時計をつくったよ！Part3」展

　子どもたちが作
ったカラフルなオリ
ジナル時計が会場
に66点並びます。
8月18日（土）～

　26日（日）
　10：00～18：00
※最終日は15：00まで
陶都創造館 文化工房ギャラリーヴォイス

※入場無料
文化工房ギャラリーヴォイス 籏

はた

　TEL 23-9901

不登校を考える父母の会

8月8日（水）10:00～12:00
　8月25日（土）14:00～16:00
不登校に悩む保護者 ※申込不要
さわらび学級 TEL 0120-51-7

なやむな
867

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。
8月22日（水） 受付10:00～11:30
精華公民館 ※申込不要
さわらび学級 TEL 0120-51-7

なやむな
867

たじみクールアースデ－2018
～うながっぱの打ち水大作戦！～

　平成19年に市内で気温40.9度を記録した8
月16日は「たじみクールアースデー」です。うなが
っぱと一緒に打ち水をして、地球温暖化をはじ
めとする地球環境について考えるきっかけにし
ましょう。
8月16日（木）9：30～10：00
本庁舎 正面玄関前

※参加無料、申込不要
※先着200人にうながっぱうちわを配布

打ち水のポイント
●地面や壁などに少量ずつまく
●風呂の残り湯や雨水貯留水などを二次利
用する

●早朝や夕方など涼しい時間帯に行う

環境課 安藤 TEL 22-1175

核融合科学研究所
オープンキャンパス

　年に1度、核融合科学研究所を一般公開しま
す。 ※イベント多数あり
9月8日（土）9：30～16：00

　（最終入場は15：30まで）
核融合科学研究所（土岐市下石町322-6）

※参加無料、申込不要
※JR多治見駅から無料シャトルバスを運行
核融合科学研究所オープンキャンパス実行

委員会 TEL 58-2222

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

▲前回の大賞作品 ▲前回の大賞作品

▲2017年の展示風景
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第16回「き」業展出展者募集

　市内外の元気印企
業などが一堂に会す
るビジネスフェア「き」
業展の出展者を募集
します。
2月1日（金） 10:00～17:00

2日（土） 10:00～16:00
セラミックパークMINO
120事業者（約138ブース）

参加料 1ブース1万円
※2ブース目以降1ブースにつき2万円
申込方法 9月28日（金）17:00までに
申込書（ホームページからダウンロー
ド可）をFAXまたはEメールで

産業観光課 水野、加藤、久田
　　 TEL 22-1252　FAX 25-3400
　　 Email sangyokanko@city.tajimi.lg.jp

第12回「企業お見合い」受注企業募集

　高密度型商談会「企業お見合い」の受注企業
を募集します。
10月26日（金） 10:00～17:00
産業文化センター 5階大ホール
ビジネスパートナーを求める企業、事業所

※参加無料
申込方法 9月14日（金）17:00までに
申込書（ホームページからダウンロー
ド可）をFAXまたはEメールで

産業観光課 村瀬、加藤、水野
　　 TEL 22-1252　FAX 25-3400
　　 Email murase-t@city.tajimi.lg.jp

不動産無料相談会

　不動産取引などに関する諸問題について相談
に応じます。
9月18日（火）13：00～15：00
本庁舎 3階緑の会議室

申込方法 9月14日（金）までに電話
公益社団法人岐阜県宅地建物取引業協会 

東濃支部 TEL 55-7218

中小企業の設備投資を支援します

　平成30年度より、市から『先端設備等導入計
画』の認定を受けた中小企業は、対象設備につ
いて固定資産税の特例（3年間ゼロ）、国の補助
金の優先採択、国の補助金の補助率の拡大など
の支援措置を受けることができます。
市内の中小企業で、労働生産性が年率3％以

上向上する次の設備（販売開始時期）
①機械および装置（10年以内）
②器具および備品（6年以内）
③工具（5年以内）
④建物附属設備（14年以内）
⑤ソフトウエア（5年以内）
※ただし、固定資産税の特例については、別に
事業所規模・減価償却資産の種類（最低取得
価格・販売開始時期）などに条件があります

申込方法申請書一式（ホームページ
からダウンロード可）を窓口へ
※詳細は問い合わせいただくか、ホ
ームページをご覧ください
産業観光課 市野 TEL 22-1252

美濃焼産業観光振興事業を
支援します

　オープンファクトリー、作陶施設の整備費な
どを補助します。
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は窯やろくろなどの購入も対象
※③は陶磁器または陶磁製タイルの製造工程
を見学者に公開する工場整備や説明用パン
フレットなどの作成

申込方法 8月1日（水）～17日（金）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
※事業発表（プレゼンテーション）による公開審
査会を経て、補助金交付者を決定
産業観光課 柳生、野呂 TEL 22-1250

▲前回の様子
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小学校プールを一般開放します

8月4日（土）～26日（日）
の土・日曜日
13:00～16:30
※悪天候の場合は中止
精華小学校、滝呂小学校、北栄小学校
おむつがとれた乳幼児以上

※小学３年生以下は保護者も一緒に入水が必要
参加料高校生110円、大人220円
※中学生以下無料、申込不要

利用上の注意事項
●水着、スイミングキャップの着用が必要（乳幼
児も水着着用）
●浮き輪（直径60ｃｍ以内）は使用可
●シュノーケル、足ひれ、ゴムボートなどは使用
不可
●水中メガネ（スイミングゴーグル）はプラスチ
ック製のみ使用可
●飲酒している方（酒気帯びを含む）、伝染性疾
患にかかっている方の入場不可
●貴重品は各自で管理（ロッカーはありません）
●できるだけ徒歩、公共交通機関で

文化スポーツ課 柴田 TEL 22-1191

8月4日は多治見市「ラジオ体操の日」
第７回一斉ラジオ体操会を開催

8月4日（土） 6：20～6：45（予定）
星ケ台競技場

※参加無料、申込不要
※参加者は先着500人に
記念品あり
文化スポーツ課 臼武

　 TEL 22-1191

第38回四季のコンサート

　姉妹によるヴァイオリンとピアノの二重奏をお
楽しみください。
8月30日（木）12:15～12:45
駅北庁舎 2階ロビー

講師大
おお

堀
ほり

はな、大堀さち
※入場無料、申込不要
文化スポーツ課 安藤 TEL 22-1193

代用品と統制品
-戦時中の記憶をたどる-

　戦時下における
厳しい統制にも火を
絶やさず生き抜いて
きた窯業地の歴史
や市民生活を、やき
ものを通して伝える
企画展です。
8月15日（水）～10月28日（日）

　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
※申込不要
美濃焼ミュージアム 光

みつ

枝
えだ

　 TEL 23-1191

在住外国人とのボウリング大会

　ボウリング大会
終了後、多治見国
際交流協会会員
と在住外国人と
の立食パーティー
を行います。
9月16日（日）

受付 9：45～10：15
●ボウリング大会 10：30～
●立食パーティー 12：30～13：30
パークレーンズ（大畑町）
小学生以上 ※小学生未満は保護者同伴
80人

参加料会員500円、非会員1,000円
※外国人（同世帯の家族）無料
※靴代込み
申込方法 8月2日（木）～16日（木）に電話で
※申込時に多治見国際交流協会に入会する場
合は、立食パーティーに参加可能

※詳細は問い合わせください
文化スポーツ課 和田 TEL 22-1193

▲陶磁器製のアイロン（代用品）

▲前回の様子

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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環境学習講座
「たじみエコカレッジ（ユースコース）」

　第1、2回は土岐川の歴史や化石、土岐川がつ
くった地形について学びます。
第1回 8月3日（金）8：30～15：00

　 第2回 8月16日（木）17：30～20：30
第1回 瑞浪市化石博物館

　 第2回 かさはら潮見の森
市内在住・在学の中・高校生　 各18人

※参加無料
申込方法各開催日の1週間前までに住所、氏名、
年齢、学校名、電話番号を電話またはEメールで
土岐川観察館 TEL 21-2151

Email tokigawa@ob2.aitai.ne.jp
環境課 柏木 TEL 22-1175

東濃農業共済事務組合職員
一般行政職（大卒程度）を募集

1人程度　試験日 10月21日（日）
試験会場東濃農業共済事務組合 2階大会議室
申込方法 9月10日（月）～10月10日（水）必着で申
込書（窓口で配布。ホームページからも
ダウンロード可）を窓口または郵送で
※詳細は問い合わせください

東濃農業共済事務組合 総務課
TEL 0573-25-8805、〒509-7201 恵那市大
井町1008-1

岐阜県屋外広告物講習会

9月28日（金）9：30～17：00（受付 9：00～）
岐阜市生涯学習センター 2階大研修室
屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関す

る業務に従事する方または従事しようとする方
100人

参加料 3,000円（講習課程の一部免除者は1,800円）
持ち物屋外広告の知識（第4次改訂版）
※当日会場でも販売
申込方法 8月1日（水）～31日（金）に申
請書（岐阜県広告美術業協同組合の
窓口で配布。岐阜市ホームページか
らもダウンロード可）を郵送または窓口で

岐阜市 まちづくり景観課 TEL 058-265-3985
　　 岐阜県広告美術業協同組合 TEL 058-245-4472

たじみの語り部のお話 第2話
原爆被爆者のお話

　戦争を知らない世代のあ
なたに、今聴いておいてほし
い、多治見市在住の語り部の
お話です。
8月5日（日）14:00～

16:00
ヤマカまなびパーク 6階視聴覚室 30人

参加料 100円 ※高校生以下無料
講師梅

うめ

岡
おか

昭
あき

生
お

 氏（岐阜県原爆被爆者の会代表）
申込方法電話または窓口で

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

ちょこっとまなぶ NPOカフェ
「仲間づくりはこうして始めよう」

　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。
8月16日（木）13:00～13:55
ヤマカまなびパーク 6階美術室
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

立地適正化計画説明会

①8月23日（木）、②8月31日（金）、③9月４日（火）
※時間はいずれも19:00～20:30
①滝呂小学校、②旭ケ丘公民館、③脇之島公民館

※詳細はホームページをご覧ください
※申込不要
都市政策課 島津 TEL 22-1321

お詫びと訂正
　広報たじみ7月号21ページ「あなたの「夢」
実現セミナー」で、Ｅメールアドレスに誤りが
ありました。関係者各位にはご迷惑をお掛
けしたことをお詫びし、訂正いたします。

Ｅmail （正） mizuno-k@city.tajimi.lg.jp
 （誤） mizuno-k@city.tajimi.gifu.jp


