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日曜日の認知症サロン
さんあいカフェ

9月9日（日）13:30～15:00
総合福祉センター 1階ママズカフェ
認知症に関心のある方

参加料飲み物代実費 ※申込不要
太平地域包括支援センター 伊藤

　TEL 25-1135

介護家族交流会

　介護家族交流会を各地で開催します。
①「はじめての排泄ケア」
9月26日（水） 13:30～15:00
かさはら福祉センター
介護に関心のある方 ※参加無料

講師籾
もみ
山
やま
佳
けい
子
こ
 氏（社協たじみヘルパーステーシ

ョン）
持ち物筆記用具（あれば）
申込方法 9月25日（火）までに窓口または電話で

笠原地域包括支援センター 松岡 
　　 TEL 45-0007
②「紙おむつの選び方や正しい使い方」
9月28日（金） 10:00～12:00
ふれあいセンター姫 2階多目的工作室
介護中の方または介護経験のある方

※参加無料
講師大王製紙（株） アテントチーフアドバイザー
申込方法 9月21日（金）までに窓口または電話で

南姫地域包括支援センター 伊藤 
　　 TEL 20-2021
③「ハーバリウムで心も笑顔になりましょう」
10月2日（火） 10:00～12:00
総合福祉センター 3階研修室
介護中の方または介護経験のある方

講師荒木真奈美 氏（ライフスタイルコーディネ
ート協会）
参加料 500円（材料費含む）
申込方法 9月20日（木）までに窓口または電話で

太平地域包括支援センター 関谷
　　 TEL 25-1135

消防団員募集
～地域防災力の充実強化～

　生まれ育った地域を仲間
と共に守りましょう。
市内在住または在勤で

18歳以上の方（高校生は入
団不可）
消防総務課 小川

　 TEL 22-9231

甲種・乙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。
10月11日（木）、12日（金）9:00～16:00
消防本部 3階講堂
甲種・乙種合わせて50人

※受講者は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 9月18日（火）～28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

予防警防課 森 TEL 22-9233

「手話入門・基礎講座」受講生募集

　ろう者と手話で簡単な日常会話ができること
を目指す初心者のための講座です。
10月3日～平成31年10月30日 毎週水曜日 

19:30～21:15 計50回
※祝日、年末年始などは除く
総合福祉センター 4階大会議室
市内在住の18歳以上で聴覚障がい者や手話

に関わる活動を目指す方
講師 多治見市聴覚障害者協会、手話サークル
桔梗の会 ほか
40人程度

受講料 3,240円（テキスト代含む）
申込方法 9月3日（月）～21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）を郵送また
は窓口へ

福祉課 田中、加藤、生田 TEL 23-5812
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平成30年度 学習支援事業

毎週金曜日18:30～20:30（祝日は振替）
総合福祉センター
学習意欲のある市内在住のひとり親家庭の

中学生
講師学習支援員（教員経験者など）
10人程度 ※参加無料

持ち物学習教材
申込方法 9月3日（月）～9月20日（木）に申込書を
窓口へ

母子・父子福祉センター TEL 25-1133

ヤマカまなびパーク・オープンカフェ
開店

　NPO法人Mama's Caféが、ヤマカまなびパ
ークでオープンカフェを始めます。
9月19日（水）18：00～
ヤマカまなびパーク Mama's Plus

※9月19日（水）、20日（木）限定で試験勉強をし
ている学生を対象に低料金で夕食を提供
産業観光課 久田 TEL 22-1252

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の相
談・交流会です。
①9月12日、②9月19日、③9月26日の水曜日 

受付10:00～11:30
①養正公民館、②ヤマカまなびパーク、③根

本交流センター ※申込不要
さわらび学級 TEL 0120-51-7

なや む な
867

東海地区「子ども条例」ネットワーク
総会

　子どもの権利保障を目的に東海3県の「子ど
も条例」の関係者が意見交換を行うネットワー
ク総会を開催します。
9月15日（土）13:30～16:30
駅北庁舎 4階大ホール
100人

※参加無料
申込方法 9月5日（水）までにEメールまたは電話で

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

市営住宅の入居者を募集

次の全てを満たす方※判定基準日は申込日
①市内に在住または在勤で住宅に困っている方
②収入基準内の所得で市税を滞納していない方
③同居する親族がある方（入居予定日から3カ
月以内に結婚する場合を含む）

※2DKまでの住戸は60歳以上の単身入居可
入居募集住宅
団地名 構造・間取り 募集戸数

旭ケ丘
第2

中層耐火4階建・3DK

若干簡易耐火2階建・2DK
簡易耐火2階建・3DK

高 根 中層耐火4階建・3DK

家賃所得に応じて決定
抽選日 9月19日（水）
入居予定日 11月1日（木）
申込方法 9月3日（月）～10日（月）に申込書（窓口
で配布）に必要書類を添えて窓口へ
※土・日は除く
※入居が決定しなかった部屋については、募集
期間を10月31日（水）まで延長
建築住宅課 岡田、加藤 TEL 22-1312

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。
9月23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

不登校を考える父母の会

9月5日（水）10:00～12:00
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

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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多治見のやきものvol.1 滝呂

　文化財保護センター×陶磁器意匠研究所連
携企画です。滝呂のやきものを紹介する展覧会
を開催します。
9月9日（日）～11月11日（日） 9:00～17:00

※入場無料、申込不要
陶磁器意匠研究所 土井 TEL 22-4731

ワークショップ
「泥

でい

漿
しょう

鋳
い

込
こ

みの造形表現」
　やきものの現

い
在
ま
「牛田コレクションを中心に」

2018年秋季展出品作家の山浦陽介氏によるト
ークショーと実演を開催します。
9月15日（土）13：30～15：00

※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

▲山浦陽介作

セラパーク楽々市

　地元商店の多彩な商品からハン
ドメイド作品まで取り揃えた『あき
んど市』、生活骨董から美術品まで
豊富な品揃えの『骨董市』など多数
のイベントを開催します。
※詳細はホームページで
9月22日（土）、23日（日）10:00～16:00
セラミックパークMINO TEL 28-3200

上絵付教室

　現役職人が上絵の基礎から高度な技法まで教
えます。
9月12日、26日、10月10日、24日、11月7日、

21日、12月5日、19日の水曜日 14:00～16:00
ボイス・オブ・セラミックス（富士見町）

参加料 1回2,000円
多治見陶磁器上絵加工工業協同組合

　　　 TEL 22-2635

陶磁器意匠研究所
オープンキャンパス

　卒業生による実習体験や研修課程説明会、
所内施設見学などを行います。
9月22日（土）、23日（日）9:00～16:00
実習体験各15人程度

申込方法 9月20日（木）までに電話ま
たはEメールで
※所内施設、展示、授業の見学は
申込不要

※詳細はホームページで
陶磁器意匠研究所 駒井、土井

　　　 TEL 22-4731
　　　 Email ishoken@city.tajimi.lg.jp

平成31年度
陶磁器意匠研究所 研究生一次募集

コース①デザインコース・技術コース、②セラミ
ックスラボ（通常選考）
研修期間①2年、②1年または2年
出願期間 10月22日（月）～11月12日（月）
試験日 11月18日（日）
※詳細はホームページで

陶磁器意匠研究所 駒井、土井
　　 TEL 22-4731

陶磁器意匠研究所
セラミックスラボ前期制作展

9月9日（日）～11月11日（日）9:00～17:00
※入場無料、申込不要

陶磁器意匠研究所 土井 TEL 22-4731

意匠研ギャラリー 柳
やな
井
い
友
ゆう
一
いち
展

　第53期卒業生の柳井友
一氏による展覧会を開催し
ます。
9月9日（日）～11月11日

（日）9:00～17:00
※入場無料、申込不要
柳井友一公開特別講義
9月9日（日）

　13:30～15:00
50人 ※受講無料

陶磁器意匠研究所 
　　　 駒井 TEL 22-4731

▲柳井友一作
　『l

ラ ン ド ス ケ ー プ
andscape w

ウ ェ ア
are』
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たじみ茶碗まつり同日開催
分室展示「林雲鳳と昔の人形」

　林雲鳳の絵画作品と、土雛
びな
などを紹介しま

す。併せて展示作品に関連したクイズラリーを、
こども陶器博物館と共同で開催します。
10月7日（日）～8日（月） 8:30～17:00（クイズ

ラリーは16:00まで）
たじみ茶碗まつり会場内 文化財保護センタ

ー分室 展示室（多治見美濃焼卸センター内）
※入場無料、申込不要
※クイズラリーのみ中学生以下対象、クイズラリ
ーは景品が無くなり次第終了
文化財保護センター 福田 TEL 25-8633

東濃道の駅特産品フェア
～東濃の秋の味覚大集合～

　東美濃地域の道の駅
による、新鮮野菜や栗き
んとん、五平餅などの特
産品の販売を行います。
9月14日（金）

　10:00～15:00
岐阜県東濃西部総合庁舎 1階ロビー
岐阜県東濃県事務所 産業労働課

　 TEL 23-1111（内線222）

起業支援センター入居者募集

　新たに起業する方、起業後間もない方のため
に、産業文化センター内のインキュベートルーム
を低廉な価格で貸し出します。
募集室数 2室（A-3室18㎡、C室22㎡）
※入居者にはビジネスアドバイス、セミナーなど
の支援あり

※入居審査あり、後日審査会への参加が必要
（10月頃予定）
申込方法 9月28日（金）15：00までに申込書を産
業観光課窓口へ

産業観光課 加藤、水野 TEL 22-1252
　　 起業支援センター 園

その
原
はら
 TEL 25-3366

美濃陶芸の明
あ
日
す
展
てん
2018

8月31日（金）～平成31年1月14日（月・祝）
9:00～17:00（入館は16:30まで）
※月曜休館（祝日の場合は翌平日）
入館料一般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 ※申込不要
※（）は団体20人以上

多治見市美濃焼ミュージアム 松原
　　 TEL 23-1191

写真左　駒
こま
井
い
正
まさ
人
と

中央上　新
にい
里
さと
明
あき
士
お

右上　柳
やな
井
い
友
ゆう
一
いち

右下　桑
くわ
田
た
卓
たく
郎
ろう

第28回穴窯作陶コース参加者募集

　11月23日（金・祝）から開催の穴窯フェアで焼
成する作品を作ります。
9月1日（月）～11月4日（日） 10:00～15:00

制作方法電動ロクロまたは手びねり
参加料小サイズ/2,000円、大サイズ/4,000円
申込方法電話で

安土桃山陶磁の里ヴォイス工房
　　　 TEL 25-2233

収蔵品展「染付細密画 加藤五
ご
輔
すけ
展」

　明治時代、染付細密磁器を製作した市之倉の
名工・加藤五輔の作品を紹介します。
9月18日（火）～12月28日（金） 9:00～17:00 

※土・日・祝日は休館 ※入館無料、申込不要
文化財保護センター 岩井 TEL 25-8633

特別展「林雲
うん
鳳
ぽう
展」

　昭和時代に活躍した笠原町出身の日本画家・
林雲鳳の展覧会を開催します。林雲鳳が最も得
意とした歴史画の大作を公開します。
10月5日（金）～9日（火）9:00～21:30
ヤマカまなびパーク 1階オープンギャラリー 

※入場無料、申込不要
文化財保護センター 福田 TEL 25-8633▲企業支援センター マネージャー  園原さん
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ミニ合同企業説明会in多治見

　ジンサポ!ぎふ主催。未経験者を正社員として
積極採用する企業と出会える合同企業説明会
です。
9月21日（金） 14:10～16:30
ヤマカまなびパーク 学習室501
新卒（平成31年3月に卒業予定の方）、既卒3

年以内の方、一般求職者
参加企業 6社 ※参加無料
イベント内容
①企業PRタイム（参加企業によるプレゼンテー
ション）、②フリータイム（ブース訪問）
※服装自由、入退場自由
※同日同会場にて、13：00～14：00に就活セミ
ナー（予約制）を実施します
岐阜県総合人材チャレンジセンター

　　 TEL 058-278-1149

ハローワーク多治見
管内合同企業説明会

　多治見市、瑞浪市、土岐市、可児市、御嵩町の
事業所が参加する合同企業説明会です。
9月22日（土）13:00～16:00

　（受付開始12:30）
セラトピア土岐（土岐市土岐津町高山4）
①一般求職者、②平成31年3月大学・短大・

高専・専修学校卒業予定者
参加企業ハローワーク多治見管内事業所約40社
※申込不要、入退場自由、履歴書不要
東濃可児雇用開発協会 TEL 22-0111

こども日本舞踊親子体験教室

10月14日～12月9日の日曜日など計15回 
10:00～12:00
小学1～6年生および保護者（男女問わず）

講師 五
ごじょうりゅう
條流師範、師範代

20人 ※申込多数の場合抽選 ※参加無料
持ち物稽古用ゆかた、足袋
申込方法 10月7日（日）16:00までに窓口または
FAX、電話で

産業文化センター 松永
　　　 TEL 25-3111 FAX 25-3231

美濃焼グルメスタンプラリー第3弾

　「多治見市美濃焼を使おう条例」協力店舗を
巡って、市内窯元の器を手に入れよう。
9月15日（土）～平成31年3月29日（金）
協力店舗7店で食事した方
100人

申込方法専用台紙（産業観光課、協力店舗など
に設置）に7店舗のスタンプを押し、平日は産業
観光課、土・日・祝日は多治見市PR
センターへ
※協力店および詳細はホームページで
※景品が無くなり次第終了
産業観光課 野呂 TEL 22-1250

Y
ヨ ン デ ー
ONDAY BOOK ピクニック

　水と緑の心地良い広場でのんびりと本やカフェ、
紙芝居、駄菓子屋などをお楽しみ
ください。
9月23日（日）10:30～16:30
虎渓用水広場

※入場無料、申込不要
多治見まちづくり株式会社 TEL 23-2636

タジミサンデーマーケット

　こだわりのクラフト雑貨や多国籍なフードコー
ナー、月替わりのステージショーを開催します。
9月2日（日）10:30～15:30

※毎月第1日曜日
虎渓用水広場

※入場無料、申込不要
※詳細はホームページで
木本 TEL 090-6367-2059

精華公民館と本土児童館の
機能統合についての説明会

　これまでの説明会などで出た課題に対応す
る修正案を作成しました。
①9月28日（金）13：30～15：00

　②10月4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
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入札結果 （一定規模以上）平成30年5月～7月分
①事業名（担当課） ②契約者 ③契約金額（消費税込） 
④入札参加者数 ⑤入札形態

財政課　大畑　TEL 22-1434

①旭ケ丘第2団地（中層）11棟改修工事
（建築住宅課）
②伊佐治建設（株）　③69,984,000円
④10者 ⑤指名競争

①総合体育館第1競技場空調設備工事
（文化スポーツ課）
②日野吉工業（株）多治見営業所
③146,880,000円
④16者  ⑤制限付一般競争

①多治見高田テクノパーク開発事業測量設計調査
業務委託（土地開発公社総務課）

②（株）テイコク 東濃支店　③113,508,000円
④1者　⑤制限付一般競争

①家屋経年異動判読及び地目照合業務委託
（税務課）
②国際航業（株）岐阜営業所　③17,658,000円
④2者　⑤制限付一般競争

①滝呂台配水池更新事業　滝呂台配水池進入道
路建設工事（工事課）

②井戸建設（株）
③84,240,000円
④10者 ⑤指名競争

①学校ネットワーク環境構築業務委託
（教育総務課）
②トーテックアメニティ（株）岐阜事業所
③29,052,000円
④2者　⑤制限付一般競争

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

ききょうバスのルート検索が
可能となりました

　スマートフォンやパソコンでききょうバス中心
市街地線、自主運行バス諏訪線のルート検索が
可能となりました。
都市政策課 宮本、岩下 TEL 22-1321

都市計画変更に関する説明会

　都市計画道路本町美坂線の計画変更に関す
る説明会を開催します。
9月21日（金） 19:00～20:30 ※申込不要
坂上児童館 ホール
都市政策課 鈴木 TEL 22-1321

リサイクル品目の出し方について

　「缶・金属類、紙、布類」の収集日に、カゴやサ
ンテナの使い方に間違いがあります。以下につ
いてご注意ください。
①エコバッグは「飲料缶」のみ
②サンテナは「その他の金属」のみ
③紙類・布類は直接地面に置く

環境課 箱谷 TEL 22-1580

環境学習講座
「たじみエコカレッジ（ユースコース）」

　第3回は市内に生息する“コウモリ”について
学びます。コウモリの超音波を聞いて、観察して
みましょう。
9月28日（金） 18:00～20:00
市内在住・在学の中・高生
18人 ※参加無料

申込方法 9月21日（金）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
　　　 環境課 柏木 TEL 22-1175
　　　 Email kankyo@city.tajimi.lg.jp

中小企業退職金共済制度

　中小企業の退職金について国の制度がサポ
ートします。
資本金、出資金、常用従業員などの諸条件を

満たす中小企業（加入できる企業は業種により
異なります）
制度の特色
①掛金の一部を国が助成
②掛金は全額非課税 ※手数料不要
③社外積立で管理も簡単
④パートタイマーや家族従業員も加入できる
※詳細は問い合わせください
中小企業退職金共済事業本部

　 TEL 03-6907-1234

エコバッグ サンテナ

紙類・布類は、
地面に①飲料缶

②その他の
金属
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平成30年度
防衛大学校などの学生募集

採用種目防衛大学校学生、防衛医科大学校医
学科学生、防衛医科大学校看護学科学生
平成31年4月入校が可能な高等学校卒業（見

込み含む）で21歳未満
申込期限 9月28日（金）

防衛省自衛隊 恵那地域事務所 仲
なか
谷
や

　　 TEL 0573-26-4310

手に取ってもらえる!
チラシデザイン講座

　プロのデザイン講師のアドバイスを受けられ
る実践的な2回連続講座です。
9月14日（金）、28日（金） 13:30～15:30
ヤマカまなびパーク 6階美術室
市民活動のチラシ作りを担う方

講師  肥田和
かず
明
あき
 氏（（株）SMC-POWER 代表

取締役社長）
10人　参加料各回500円

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
「ぴったりフィットする助成金を探そう」

　どなたでも気軽に参加できる勉強会です。
9月20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

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

ボランティアはじめの一歩講座
図書館編

　「ボランティアを始めてみたい」という方のた
めのきっかけづくりとなる講座です。
9月20日(木)10:30～11：30
ヤマカまなびパーク 6階美術室
20人　※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

　　 （ぽると多治見）
　　 香

か
住
すみ
 TEL 22-0320

空き家再生補助金をご利用ください

　市内の空き家を購入し、リフォームまたは建
て直しのための取り壊しを行う場合に、費用の
一部を助成します。
新婚世帯または市内に転入（予定含む）した

子育て世帯 ※詳細は問い合わせください
都市政策課 岩下 TEL 22-1321

農地及び空き家再生補助金制度
創設

　市街化調整区域の農地の利用と移住定住の
促進を図るための制度を作りました。
市街化調整区域内の農地を取得または借用

し、かつ空き家を取得した方
補助内容農地の再生に係る費用や
リフォーム費用の一部を助成
※詳細はホームページで

産業観光課 吉田 TEL 22-1258

戦没者遺児による慰霊友好親善事業

　戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼や同地域の
住民と友好親善を図ります。
先の大戦で父などを亡くした戦没者の遺児
フィリピン、ミャンマーなど

参加料 10万円
一般財団法人 岐阜県遺族会

　　 TEL 058-266-7303

市営霊園の使用者を募集

募集区画平和霊園3区画、北市場霊園4区画、森
下霊園3区画
平成30年4月1日以前から市内在住で、親族

の遺骨をお持ちの方。ただし次のいずれかに該
当する場合は申込不可
①市内墓地、納骨堂などに埋葬されている遺骨
②分骨した遺骨（予定も含む）
申込方法 9月10日（月）～9月21日（金）の9:00～
17:00に、『募集のしおり』（9月3日（月）から窓口で配
布）を参照し申込書を窓口へ ※土・日・祝日は除く
応募多数の場合の抽選について
抽選日10月14日（日）13:00～
産業文化センター 5階大ホール
環境課 玉野、河地 TEL 22-1580
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生ごみ堆肥化入門講座

秋の市民登山教室
「北八ケ岳で紅葉三昧」
　行き先は縞

しま
枯
がれ
山～茶臼山です。

10月13日（土） 5:00集合
本庁舎集合
小学4年生以上 ※小学生は保護者同伴

参加料一般6,000円、高校生以下2,000円
申込方法 9月15日（土）までに
住所、氏名、年齢、電話番号を
往復はがきで

多治見市山岳連盟 大久保
〒507-0064 北丘町1-68
TEL 090-1782-5050

　米ぬかを使った生ごみの堆肥化講座です。
9月20日（木） 13:30～15:30
小泉公民館 多目的実習室
15人 ※参加無料

申込方法 電話または申込書（小泉公民館で配
布）を提出

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

こざかい 
境

　　 TEL 090-7609-3714

不動産無料相談会

10月1日（月） 13:00～15:00
本庁舎 4階 会議室 ※申込不要
岐阜県不動産鑑定士協会 TEL25-1206

相続無料相談会

9月9日（日） 10:00～17:00
駅前プラザ・テラ 3階スタジオ前

申込方法 9月8日（土）までに電話で
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

たじみ景観塾 カラー講座ガイダンス

　風景づくりに欠かせない色彩について、ファッ
ションカラーを題材に学びます。10月から開催
するカラー講座のガイダンスです。
9月19日（水） 10:00～12:00
ヤマカまなびパーク
どなたでも
20人 ※人数限定で託児（子ども1人につき

500円）あり
※参加無料
講師カラーコーディネーター
申込方法電話または窓口で
※託児の申込期限は9月12日（水）

都市政策課 岡田 TEL 22-1321

たじみ景観塾 カラー講座

　色彩の基礎知識について学びます。
10月17日、10月31日、11月14日、11月28日、

12月12日の水曜日 10:00～12:00（全5回）
ヤマカまなびパーク
①ベーシックコース（色彩士検定3級程度）…

色彩に興味のある方
②スタンダードコース（色彩士検定2級程度）…
色彩についての基礎知識をお持ちの方
講師カラーコーディネーター
各コース20人 ※人数限定で託児（子ども1人

につき500円）あり
参加料テキスト代 ①3,000円（PCCS新配色カ
ードなどお持ちの方は差し引きます）、②3,780円
申込方法 10月10日（水）までに電話または窓口で

都市政策課 岡田 TEL 22-1321

行政書士無料相談会

10月7日(日)10:00～15：00
たじみ茶碗祭り お祭り広場（多治見美濃焼

卸センター内）
申込方法電話で

岐阜県行政書士会東濃支部 福永
　　 TEL 090-4086-6485

「くらし」「イベント」「健康情報」の詳細は担当課、市ホームページなどでご確認ください
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地球村 へ 行こう

ネイティブ講師や元外国語教諭を講師に外国語を学べます。
※初級は入門ではありません

①おとめの集い in forest

　地元の女性を応援する「おとめの集い」
が地球村にやってきます。出店が盛りだく
さん、男性や親子連れで楽しめるコーナーもあります。
9月8日(土)10:00～16:00 ※入場無料

①英会話講座（初級）「楽しく学ぶ基礎英会話」
10月16日、11月6日、20日、12月4日、18日、平成31年

1月15日、2月5日、19日、3月5日、19日の火曜日
20人

②英会話講座（中級）「今すぐ使えるアメリカ日常英会話」
10月23日、11月13日、27日、12月11日、25日、平成31

年1月22日、2月12日、26日、3月12日、26日の火曜日
20人

③英会話講座（上級）「英字新聞を読もう」
10月23日、11月13日、27日、12月11日、25日、平成31

年1月22日、2月12日、26日、3月12日、26日の火曜日
15人

④英会話講座（初級）夜間「楽しく基礎から学ぶ実践英会話」
10月19日、11月2日、16日、12月7日、21日、平成31年

1月18日、2月1日、15日、3月1日、15日の金曜日
20人

⑤韓国語講座（初級） 「すぐ使える会話」
10月16日、11月6日、20日、12月4日、18日、平成31年

1月15日、2月5日、19日、3月5日、19日の火曜日
15人

②吉
きち
例
れい
 秋の星

ほし
見
み
世
せ

 
　天文台で天体観望します、プラネタリウムもあります。
9月15日（土）18:50開場 19:00開始　

　※参加無料、申込不要、雨天決行
講師地球村星倶楽部

③サタデースターナイト　　
 

　土星を望遠鏡で観察しましょう。
9月1日、8日、22日の土曜日 19:30～21:00 

　※参加無料、申込不要、雨天・曇天中止
講師地球村星倶楽部

④秋のたべものほれとれ祭り

　サツマイモとサトイモの収穫体験です。
10月6日(土) 9：30～、10：15～、11：00～、11：45

～の計4回 ※雨天決行　 各回10組
参加料各1口600円（サツマイモ100口、サトイモ60口）
持ち物動きやすい服装、飲み物、帽子、お芋を入れる袋
など ※雨天時はレインコートなど
申込方法 9月15日(土)9:00～電話または窓口で
※1件の申し込みにつき計5口まで
協力池田南営農

⑤フリークライミング

９月１日(土)、２日(日)、１５日(土)
　 各日10:00～12:00、13:00～15:00 ※参加無料
講師多治見峰

ほう
遊
ゆう
会
かい

三の倉市民の里 地球村　加藤（幹
みき
）

　　　 TEL 24-3212
※④のみ場所が三之倉神社

⑥中国語講座（初級） 「日常会話を中心とした学習」
10月13日、27日、11月10日、24日、12月22日、平

成31年1月12日、2月9日、23日、3月9日、23日の土
曜日
15人

10：00～11：30（③は19：00～20：30）
産業文化センター（⑥はバロー文化ホール）

申込方法 9月14日(金)までに希望講座（複数可）、
住所、氏名（フリガナ）、年齢、性別、電話番号、Eメ
ールアドレスをはがきまたはFAX、Eメールで
※申し込み多数の場合は抽選。結果は郵送で通知
※申し込みが7人(③のみ10人)以下の場合は開
校不可

※定員を超える講座を複数希望される方はいず
れか1つの講座になります

受講料会員…5,500円、一般…7,500円（国際交
流協会年会費2,000円含む）
※教材費を含む。講座受講者は国際交流協会会
員になります（平成31年3月31日まで）
文化スポーツ課 和田

TEL 22-1193　FAX 25-6213
Email tajimi-international@ob.aitai.ne.jp
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土岐川観察館へ行こう

ペットを飼うときの注意点ペットを飼うときの注意点ペットを飼うときの注意点ペットを飼うときの注意点

9月30日（日）9：30～11：30 受付9：00～
3歳以上 ※小学4年生以下は保護者同伴

持ち物運動靴（必ず）、帽子、タオル、着替え、飲み
物、入れ物・タモ（あれば）

　多治見に飛来するアサギマダラの追跡結果を展示します。
10月2日（火）～31日（水）10：00～17：00

10月7日（日）9：30～11：30 受付9:00～
3歳以上 ※小学生4年生以下は保護者同伴

持ち物運動靴（必ず）、帽子、タオル、着替え、飲み
物、入れ物・タモ（あれば）

10月８日（月・祝）9：30～11：30 受付9：00～
持ち物筆記用具
※小学4年生以下は保護者同伴

　現場を見ながら多治見の地形の特徴を学びます。
10月14日（日）9：30～11：30 受付9：00～
20人 ※小学4年生以下は保護者同伴

①子どもガサガサ探険隊-7 土岐川本流編
「アカザを見つけよう」

④昆虫観察シリーズ3 アサギマダラのマーキング
「旅するチョウ アサギマダラの追跡調査」

②かんさつ館展示-6 昆虫アサギマダラの生態
⑤かんさつかん講座-7 地質

③子どもガサガサ探険隊-8 姫川
「初めての姫川に何がいる？」 ①③④は申込時に連絡、

　②⑤は土岐川観察館
休館日月曜日（祝日の場合は翌日）

土岐川観察館 TEL 21-2151

犬を飼っている方は
 愛犬の登録をしましょう
生後９１日以上になった犬は市への登録が必須
です。
 狂犬病予防の注射を打ちましょう
国内での発生を防ぐため、年１回の予防注射が
法律で義務付けられています。
 散歩のときはリードを付け、ふん尿の始末をしま
しょう
 飼い主が留守中に無駄吠えしないようきちんと
しつけましょう

猫を飼っている方は
 できるだけ室内で飼育しましょう
近隣の庭でふんをしたり迷惑をかけるだけでな
く、事故などの被害にも遭いやすくなります。
 必要に応じて避妊・去勢をさせましょう
 野良猫と間違われないように、首輪をつけましょう

　動物を飼うことは、その命を預かることです。飼い主は、動物が健康で快適に暮らせる環境を作り、社会や近
隣に迷惑がかからないようルールとマナーを守って飼いましょう。

その他の動物を飼っている方は
 十分にその動物の飼い方を理解してから飼いま
しょう
 外で飼育する場合には近隣の迷惑にならないよ
う注意しましょう
 野生へ逃がさないようにしましょう

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

　ドッグトレーナーによる犬のしつけ方教室で
す。被災時における犬の防災対策についても学
びます。
10月24日（水） 13：30～16：00
滝呂台グリーンビレッジ自治会第２集会所
犬（5月齢以上）の参加希望は申し出が必要。

犬を同伴の方は、必ず２人以上で参加。ただし、
講義会場への犬の入場不可
講師宮

みや
腰
こし
裕
ゆう
子
こ
 氏（ドッグトレーナー）

20人程度 ※参加無料
申込方法 9月18日（火）から電話または窓口で

環境課 河地 TEL 22-1580

愛犬のしつけ方教室


