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平成30年度多治見市戦没者追悼式

　戦争を知らない世代の方も参列ください。
10月31日（水）13：30～
バロー文化ホール 小ホール

※入場無料
福祉課 長尾 TEL 23-5806

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。
10月26日～11月16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BPファシリテーター
20組　参加料 864円（テキスト代含む）

申込方法参加する親子の氏名、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 大岩 TEL 23-5958

不登校を考える父母の会

①10月3日（水）、②10月27日（土）
　 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

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。
①10月10日、②10月17日、③10月31日の水曜

日 受付10：00～11：30
①市之倉公民館、②南姫公民館、③旭ケ丘公

民館 ※申込不要
さわらび学級

　 TEL 0120-51-7
な や む な

867

自治総合センター
宝くじコミュニティ助成事業

　（一財）自治総合センターによる地域の防災
資機材などの整備費用助成事業を募集します。
市が認める自主防災組織

※申請する場合は市に要事前相談
申込方法 10月16日（火）までに申請書
などを窓口へ
※詳細はホームページで

企画防災課 水野（彩
あや

） TEL 22-1378
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
助成事業の実績を紹介
①消防団育成事業
内容携帯型無線機9式の購入
助成金額 100万円
②一般コミュニティ助成事業
内容第2区および第4区の夏祭りなどの備品購入

①予防警防課 梶 TEL 22-9232
　②文化スポーツ課 安藤 TEL 22-1193

子どもの笑顔を守りたい
～岐阜オレンジリボンたすきリレー出発式～

　子ども虐待防止の啓発を目的に、県内各地を
リレーしながら走ります。
10月28日（日） 8：30～9：00
駅北庁舎 屋外広場 ※参加無料、申込不要
子ども支援課 安井、荒川 TEL 23-5958

▲クーちゃん

▲第4区会▲第2区自治会

▲携帯型無線機
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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4回は旅するチョウ「アサギマダラ」につい
て学びます。運が良ければたくさんの飛び交う
チョウを見ることができます。
10月13日（土） 9：00～12：00

集合場所土岐川観察館
※かさはら潮見の森へバス移動
市内在住または在学の中・高生
17人 ※参加無料

申込方法 10月5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

北小木川のカワニナ生息数調査

　「北小木のホタル」の幼虫の餌となるカワニナ
（淡水にすむ巻貝）の生息数調査です。
10月21日（日） 9：00～12：00

※雨天時は10月28日（日）に延期
集合場所北小木町天王橋
小学4年生以上 ※小・中学生は保護者同伴

※参加無料
持ち物長靴、飲み物、帽子、タオル、濡れてもよい
服装
申込方法 10月19日（金）までに電話またはEメー
ルで

文化財保護センター 矢部
　　 TEL 25-8633
　　 Email hogo-cen@city.tajimi.lg.jp

楽しくおいしくプチ防災
～自宅避難が一番楽チン～

10月26日（金） 10:00～12:00
ヤマカまなびパーク 6階工作室
女性限定（子ども連れ可）
20人

参加料 500円（和スイーツと飲み物つき）
講師可

か

知
ち

佐
さ

智
ち

子
こ

 氏（多治見市防災ネットワーク
防災士）
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

子どもの権利委員会委員募集

　子どもの権利に関する施策の評価・検証や、
子どもの権利を保障することを目的としている
委員会の委員を募集します。
市内在住または在勤で、子どもの権利につい

て関心がある方
任期平成31年1月1日～平成33年12月31日
募集人数 1人
申込方法 11月13日（火）まで住所、氏名、年齢、
職業、電話番号、子どもの権利に対する考え方
（400字程度）を書面で窓口または郵送、FAX、
Eメールで ※選考のうえ決定

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

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。
10月28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

絵画コンクール2018展覧会
～みんな違っておもしろい ぼくの絵 わたしの絵～

　楽しかった思い出や将来の夢、大切にしている
ことなどを自由に描いた応募作品を展覧します。
①10月22日（月）～30日（火）、②11月1日（木）

～8日（木）、③11月12日（月）～19日（月）
①本庁舎 1階ロビー、②ヤマカまなびパーク

学習館 1階マルチスペース、③駅北庁舎 1階ギ
ャラリー
※詳細はホームページで
くらし人権課 升

ます

田
だ

 TEL 22-1128

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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若年労働者のための定着支援セミナー

　仕事に対するモチベーションをコントロール
できる考え方や手法を学びます。
11月14日(水) 13:30～17:00
産業文化センター 3階中会議室
就業後1～3年目の若年労働者（岐阜県内企

業に採用が内定した若年者も含む）
講師宇

う

井
い

克
かつ

己
み

 氏（㈱ナレッジ・プラクティス・コ
ンサルティング代表取締役）
60人 ※参加無料

申込方法 10月31日（水）までにチラ
シ（ホームページからダウンロード
可）に必要事項を記入し、郵送また
はFAXで

産業観光課 市野
　　 TEL 22-1252 FAX 25-3400

フリーマーケット出店者募集

10月27日（土） 9:00～12:00 ※小雨決行
本庁舎敷地内（45小間）

出店資格市内在住または在勤の方
申込方法 10月10日（水）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
※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

虎渓陶酔広場
～「美濃焼」と「地酒」の融合～

　酒器を選び24種の地酒を楽しめます。
10月7日（日） 12：00～20：00、8日（祝）12:00～19:00
虎渓用水広場　参加料 3,000円
多治見まちづくり株式会社 TEL 23-2636

モザイクタイルミュージアム特別企画
「ナイトミュージアム×コンサート」

10月28日（日） 18：30～20：00
18歳以上　出演者オノマトペル
40人　参加料 1,000円

申込方法氏名、人数、電話番号をEメールまたは
FAX、電話で

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

市制75周年記念第42回春日井まつり

　ステージをはじめ、全国各地の物産品や食が
楽しめるエリア、スポーツ体験など、親子で楽し
めるさまざまなイベントが開催されます。
10月20日（土）、21日（日）10:00～16:00

※前夜祭は10月19日（金）18:30～
　宵まつりは10月20日（土）18:00～
春日井市役所庁舎およびその周辺
春日井まつり実行委員会事務局

　（春日井市市民活動推進課内）
　TEL 0568-85-6622

ミュージアムでお蕎麦を食べませんか
～NEXCO中日本の地域連携イベント～

10月27日（土）11：30～14：00
300食 ※無くなり次第終了

料金 1食500円（オリジナルどん
ぶり付き）、入館料100円
※詳細はホームページで
※料金は全額、交通遺児等育成基
金に寄付
美濃焼ミュージアム 原 

　　 TEL 23-1191

着物の作り方講座
～飾りにもできる人形用の着物作り～

11月19日、26日、12月3日、1月21日、28日、
　 2月4日、25日、3月11日の月曜日（全8回）
　 14：00～16：00
10人

参加料 13,000円（別途材料費2,500円程度）
講師志

し

村
むら

明
あ

希
き

子
こ

 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 籏

はた

　　　 TEL 23-9901

必ずチェック！最低賃金

　平成30年10月1日から岐阜県最低賃金が時
間額825円（25円増額）に改正されました。
岐阜労働局賃金室 TEL 058-245-8104
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風景づくりに影響を及ぼす
大規模な行為には届出が必要です

一定規模以上の建築物、工作物
（太陽光設備を含む）、広告物、道
路、公園、路外駐車場などの新築や
改修、色彩の変更など
都市政策課 岡田 TEL 22-1321

地籍調査地籍図と地籍簿の
案の閲覧

　平成29年度地籍調査の結果による土地の地
番や地目、面積、筆界線などが確認できます。
期間 10月23日（火）～11月11日（日） 9：00～17：00
上
うわ

原
はら

公民館
対象地域笠原町字鳩

はと

谷
や

下
した

の一部、字上原、字中
なか

原
はら

持ち物認印（スタンプ印不可）
開発指導課 塚本 TEL 22-1341

ききょうバスと自主運行バスで
障がい者割引制度を開始します

開始日 10月1日（月）～
対象路線ききょうバス中心市街地線、 総合福祉
センター・太平公園線、自主運行バス諏訪線
障害者手帳を持つ方および介護が必要な方

の介護者1人
割引額上記路線の全区間において、通常の運賃
から半額 ※詳細は問い合わせください
都市政策課 宮本、岩下 TEL 22-1321

10月15日（月）～21日（日）は
行政相談週間

　国や特殊法人の仕事などに関する苦情や要
望について、解決に向けた相談に応じます。
10月15日（月） 13:00～15:00　 本庁舎

申込方法 10月12日（金）までに電話で
くらし人権課 石原 TEL 22-1134

民有地緑化助成制度を
利用してください

①生垣設置補助金
市内の公道沿いに設置され、転売を目的とし

ていない生垣
助成額 1,800円/ m ※1件当たり上限10万円
②市街地緑化補助金
商業地域または緑化重点地区で新たに行わ

れ、転売を目的としていない緑化
※原則、緑化選定樹木を使用し、完成後5年間
は維持管理を実施

※芝はりのみは対象外
助成額 2,000円/ ㎡ ※1件当たり上限50万円
※①②とも事前に申し込みが必要。詳細は問い
合わせください
緑化公園課 丹羽、小栗 TEL 22-1347

農業振興地域内の農用地を
用途変更する場合は手続きが必要です

　指定された農地をやむを得ない事情で農地
以外に用途変更する場合は、あらかじめ農用地
の除外手続きが必要です。
次の全てを満たすこと

①当該農用地以外に代替えすべき土地がなく、 
農業上の効率的な利用に支障がないこと

②効率的かつ安定的な農業経営を営む者が行
う農用地の利用集積に支障がないこと

③土地改良施設などを有する機能に支障を及
ぼさないこと

④農業生産基盤整備事業完了後の翌年を起算
として8年経過していること

申込方法 10月31日（水）までに、「農用地除外申
出書」に必要書類を添えて窓口へ
※事前に相談してください

産業観光課 吉田 TEL 22-1258

都市計画変更説明会

　多治見駅南地区市街地再開発事業の都市計
画変更に関する説明会です。
10月17日（水） 19：00～20：00
ヤマカまなびパーク 5階学習室501

※申込不要
市街地整備課 守屋

　TEL 22-1397

立地適正化計画説明会（脇之島会場）
日程変更

　台風により延期した、9月4日（火）の「立
地適正化計画説明会」は、10月9日（火）19：
00から脇之島公民館で開催します。

都市政策課 島津 TEL 22-1321
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自主防犯ボランティア団体を
表彰します

　犯罪のない「安全・安心まちづくり」を目指し
た活動を自主的に行う企業、団体を表彰します。
3年以上継続して活動し、功績が特に顕著な

団体や他の模範となる実践的な活動を行ってい
る団体など
小学校区につき1団体程度

申込方法 10月31日（水）までに、防犯
活動の内容が分かる写真と推薦調書
（窓口で配布）を郵送または窓口へ
※詳細はホームページで

くらし人権課 石原 TEL 22-1134

平成30年度男女共同参画講演会

　育児により仕事を離れている方、再び働くこと
に興味はありませんか。講師自身の子育て経験
を交え、魅力あふれる職場について講演します。
10月29日（月） 13：30～15：00
駅北庁舎 4階大ホール
職場復帰を検討中の子育て世代の方や企業

の採用担当者など
講師 木村麻理 氏（㈱ママプロ代表取締役、社
会保険労務士）
80人 ※参加無料　申込方法電話で
くらし人権課 水野 TEL 22-1128

司法書士無料法律相談
～あなたの身近な「困った」にお答えします～

　贈与、相続、遺言などの相談に応じます。
10月13日（土） 10：00～16：00
ヤマカまなびパーク 5階 ※申込不要
岐阜県司法書士会東濃支部（オリベ司法書

士事務所）伊藤 TEL 26-8515

マレットゴルフコンペ（ワーカーズ杯）

10月21日（日） 10：00～12：00 受付9：30～
※雨天中止 ※米など景品あり
参加料一般520円、中学生以下210円
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

川と海のクリーン大作戦
～地域のボランティアお待ちしています～

　伊勢湾岸の主要河川において、自治体、河川
海岸管理者、住民による清掃を行います。
10月7日（日） 12：00～20：00 ※小雨決行
土岐川左岸…記念橋付近～脇之島ポンプ場

　土岐川右岸…記念橋～大原川合流点の区間
持ち物清掃のできる服装、清掃用具
道路河川課 伊藤 TEL 22-1279

水道メーターの取替を行います

　計量法に基づく検定満期（８年）の水道メー
ターを無料で交換します。該当世帯には委託業
者から事前に案内があります。
市内全域
10月中旬～平成31年3月末 8：30～17：00

※作業中は10分程度断水
※市内の委託業者(多治見市管工事協同組合)
が実施。作業者は胸に証明書を着用

※不在時でも立ち会い無しで作業を実施
※メーター交換後は１分程度捨水が必要
上下水道課 加藤 TEL 22-1233

第15回喜多町西遺跡公園まつり

　弥生時代集落跡で勾
まが

玉
だま

の製作や火おこし体
験をします。
10月27日（土） 13：00～15：30 ※雨天中止
喜多町西遺跡公園（喜多町7-64）
高校生以下 ※小学3年生以下は保護者同伴
20人  参加料 300円（材料代として）

持ち物タオル、帽子、水筒
申込方法住所、氏名、学年、電話番号をEメール
または電話、FAXで

文化財保護センター 岩井
　　 TEL 25-8633 FAX 24-5033
　　 Email hogo-cen@city.tajimi.lg.jp

　市の基本となる計画を定めたり、条例や規則な
どを制定・改正したりする場合に、その案を公表し
て広く意見を求めます。資料は、市ホームページや
本庁舎1階、担当課で閲覧できます。
　ご意見はEメール、FAX、郵送などの方法で提
出してください。ただし、個々の意見
には直接回答はしませんので、ご了
承ください。
問 秘書広報課 小久保 TEL22-1372


