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介護家族交流会
～折り紙の作成をしながら～

11月20日（火） 10：00～11：30
介護に関心のある方

講師 山
やま

田
だ

徹
とおる

 氏（OriGaMi工房脇之島）
※参加無料
申込方法 11月1日（木）～19日（月）に窓口または
電話で

精華地域包括支援センター（十九田町） 森
TEL 25-2511

認知症サポーター養成講座

　認知症を正しく理解して認知症の方やその家
族を支えましょう。

11月29日（木） 13:30～15:00
ふれあいセンター姫 2階多目的工作室
認知症に関心のある方
20人 ※参加無料

持ち物 筆記用具
申込方法 11月22日（木）までに窓口または電話で

南姫地域包括支援センター（大針町） 伊藤
TEL 20-2021

たじみ認知症サロン さんあいカフェ

　30分ほど回想法を行ない、懐かしい記憶をた
どって楽しく脳を活性化した後で、コーヒーを飲
みながら自由に話をしませんか。

11月22日（木） 13：30～15：00
総合福祉センター 3階研修室
認知症の方や家族、関心のある方

講師 水野智恵子 氏（回想法リーダー）
※参加無料、申込不要

太平地域包括支援センター 伊藤
TEL 25-1135

11月9日～15日は
秋の火災予防運動週間

　平成30年は昨年より火災が多く発生してい
ます。空気が乾燥するこの時季、火の取り扱いに
は十分注意してください。
～第40回火災予防作品展の開催～
　市内の幼稚園児、保育園児や小学
生が描いた火災予防に関する絵画や
ポスターを展示します。

11月3日（土）～11日（日） 9：00～21：30
バロー文化ホール １階展示室Ａ
予防警防課 森 TEL 22-9233

ぎふ清流 C
　 ク ー ル 　

OOL C
　 チ ョ イ ス 　

HOICE
～身近な地球温暖化対策に努めましょう～

身近な低炭素型活動の例
●省エネ家電に買い替え
●公共交通機関を利用
●食事を残さず食べる

※「COOL CHOICE」は、環境省が推進する
地球温暖化対策の国民運動
環境課 柏木 TEL 22-1175

本人通知制度をご存知ですか
～不正取得の早期発見や不正請求を抑止～

　住民票や戸籍などの写しが本人の代理人や
第三者の請求により交付された場合に、事前に
本人通知を登録した方に通知します。
持ち物 印鑑、本人確認書類
申込方法 窓口で
※詳細はホームページで

市民課 増田 TEL 23-5542

多治見税務署からのお知らせ 多治見税務署 TEL 22-0101

年末調整説明会および消費税の軽減税率制度説明会
11月15日（木）10：00～12：00、13：00～14：00
バロー文化ホール 小ホール

個人青色決算説明会および消費税の軽減税率制度説明会
11月19日（月）13：00～14：20、14：30～15：30
バロー文化ホール 2階大会議室

インターネット、電話による相談窓口
①パソコンやスマートフォンの場合

は、「タックスアンサー」と検索
②電話による場合は、自動音声に従

って「１」を選択すると「電話相談
センター」につながります。
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青少年まちづくり市民大会

　青少年育成功労者表彰と、切
せっ

磋
さ

亭
てい

琢
たく

磨
ま

氏によ
る落語を開催します。

11月17日（土）13：30～16：30
受付13：00～
バロー文化ホール 小ホール

※参加無料、申込不要
教育推進課 大橋 TEL 23-5904

不登校を考える父母の会

11月7日（水）
10：00～12：00
11月24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。

①11月14日、②11月21日、③11月28日の水曜日
受付10：00～11：30
①笠原公民館、②小泉公民館、
③ヤマカまなびパーク

※申込不要
さわらび学級 TEL 0120-51-7

な や む な

867

北小木川草刈ボランティアを募集
～ホタルの生息しやすい環境づくり～

11月11日（日） 9：00～12：00
※雨天の場合11月18日（日）に延期

北小木町天王橋集合
高校生以上
35人

持ち物 長靴、軍手、鎌、のこぎり、作業のできる服
装、帽子、タオル、飲み物、刈り払い機（お持ちの
方は。燃料はセンターで用意）
申込方法 11月9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

ちょこっとまなぶ NPOカフェ
～源泉徴収と年末調整～

11月15日（木） 13:00～13:55
ヤマカまなびパーク 6階美術室 ※参加無料
20人　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

婚活パーティー参加者募集
～おいしいスイーツを食べながら素敵な出会い～

　多治見市結婚相談所主催の婚活イベントです。
12月1日（土） 14：30～17：00 受付14：00～
石窯ピッツァ moon（市之倉町 さかづき美

術館敷地内）
20～40代で結婚を望む独身の方
男女各15人

※申し込み多数の場合は抽選
参加料 1,500円
申込方法 11月12日（月）までに郵便番号、住所、氏
名、性別、年齢、携帯電話番号、Eメールアドレス、
自己PRを書面により窓口または郵送で

くらし人権課 長谷川 TEL 22-1134

全国一斉「女性の人権ホットライン」
～人権擁護委員や法務局が相談に応じます～

　パートナーからの暴力や、職場などにおけるセ
クシュアルハラスメント、ストーカー行為などに
ついて電話相談を行います。

11月12日（月）～18日（日） 8：30～19：00
※土・日曜日は10：00～17：00
※相談無料（通話料は相談者負担）、
　申込不要
受付電話番号 0570-070-810

岐阜地方法務局 TEL 058-245-3181

東濃看護専門学校入学生募集
申込方法 推薦 10月29日（月）～11月7日（水）

一般 12月3日（月）～20日（木）
試験日 推薦 11月21日（水）

一般 平成31年1月16日（水）

※詳細はホームページで
東濃看護専門学校

　　 TEL 55-8181
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やきものの現在－土から成るかたち
Part16

　やきものによる造形表現に焦点を当てた企画
展です。6人の作家による作品が並びます。
11月3日（土）～平成31年1月27日（日）
10：00～18：00

※最終日は15：00まで
～シンポジウム「創作における自力と他力」～
11月3日（土）
13：30～15：00

講師金
かね

島
しま

隆
たか

弘
ひろ

 氏
（アートプロデューサー）

※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

フェルトで干支人形を作ろう

　羊毛のフェルトを使って、平成31年の干支「イ
ノシシ」の人形を手作りします。
12月9日（日）、12月20日（木） 10：00～12：00
各日8人

※1日のみ参加可
参加料 2,000円
（材料費別途300円必要）
持ち物はさみ（裁縫用）
講師鈴

すず

木
き

紀
のり

江
え

 氏（フェルト作家）
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

オリジナル土なべを作ろう

　自由に形を作り、カラフルに色づけして自分だ
けの土なべを作ります。
成形 12月1日（土）、2日（日）
絵付け 12月22日（土）、23日（日）
10：00～12：00 

※各工程1日選択
小学生 
各日10人

参加料 2,500円
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

文化・観光大使就任記念
世良公則作陶展

　ミュージシャンの世
せ

良
ら

公
まさ

則
のり

氏が文化・観光大
使に就任したことを記念し、初めての個展を開
催します。
平成31年3月31日まで
平日9：00～17：00、土日祝10：00～17：00
幸兵衛窯（市之倉町）

入場料一般300円、大高生150円、
中学生以下無料

産業観光課 原 TEL 22-1250

シニアを活用する企業との交流会
就業を希望するシニアを応援

　積極採用企業（8社）との交流会や座談会、就
業相談を開催します。
12月5日（水） 13:00～16：30
バロー文化ホール 2階大会議室
おおむね55歳以上の求職者
60人 ※参加無料

申込方法電話またはFAXで
岐阜県総合人材チャレンジセンター

　　高齢者活躍推進事業担当 後藤
　　 TEL 058-278-1149 FAX 058-278-1148

観光ボランティアガイドによる
古道の下

した

街
かい

道
どう

宿場跡巡り
12月1日（土） 9：00～14：00 ※雨天中止
JR多治見駅南駅前広場　 市内在住の方

コース JR多治見駅～池田町屋
30人 ※小学生以下は保護者同伴

参加料 500円（資料代含む）
持ち物飲料水、弁当、歩きやすい服装
申込方法 11月25日（日）までに電話またはFAXで

多治見駅観光案内所 TEL / FAX 24-6460

バスまつり2018を開催します

　バス運転士なりきり撮影会やペーパークラフ
ト、塗り絵などのイベントを行います。
11月11日（日） 9:00～12:00
ピアゴ多治見店 駐車場（住吉町）

※先着200人のお子さんに
　「200円バスちゃんグッズ」などを
プレゼント
都市政策課 宮本 TEL 22-1321
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フリーマーケット出店者募集

11月24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 11月12日（月）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

マレットゴルフコンぺ
～ワーカーズ杯～

11月25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

第28回 穴窯フェア

　薪をくべて時間をかけ
てじっくり焚きあげる穴窯
の薪くべ体験ができます。
また、美濃焼ミュージアム
ではN

ナ イ ト

ight a
アット

t美濃焼ミュージアムを開催します。
11月23日（金・祝）～25日（日）
10：00～

※体験、見学は参加自由
※Night at美濃焼ミュージアムは
24日（土）17:00～20:00
安土桃山陶磁の里ヴォイス工房
TEL 25-2233

食べやあ五平餅！

　「半分、青い。」で話題の五平餅を東美濃地域
選りすぐりの店（17店舗）が出張販売します。「半
分、青い。」の小道具展示もあります。
11月11日（日） 9:00～16：00
テラスゲート土岐まちゆい
土岐市役所産業振興課（東美濃歴史街道協議会）
TEL 54-1111（内線234）

セラパーク楽々市

　親子3世代で楽しめる「青空マル
シェ」、手作り作品など多彩な商品
が並ぶ「あきんど市」、「骨董市」な
どを開催します。
11月24日（土）、25日（日） 10：00～16：00
セラミックパークMINO
（公財）セラミックパーク美濃 TEL 28-3200

第39回四季のコンサート

　世界有数のギターコンテスト
日本代表によるアコースティッ
クギターの生演奏です。
11月15日（木）
12：15～12：45
駅北庁舎 2階ロビー

※入場無料、申込不要
出演井

い

草
ぐさ

聖
せい

二
じ

さん
文化スポーツ課 安藤 TEL 22-1193

　スティックでボールを打ってスカット台の
得点穴に入れて点数を競う競技です。体育
館、会議室、大広間、広場などで行えます。台
の特殊なカーブがハラハラドキドキのゲーム
を演出し、子どもから高齢者まで楽しめるゲ
ームです。

スポーツ推進委員（笠原体育館） 加藤
TEL 43-6285

軽スポーツ紹介
「スカットボール」
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11月30日（金） 13：30～15：30
市之倉公民館
15人 ※参加無料

申込方法 電話または市之倉公民館窓口で
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

生ごみ堆肥化入門講座

　1日でも長く自分の足で歩く方法を学びます。
11月10日（土） 10：00～12：00
特別養護老人ホームビアンカ ※参加無料

申込方法 11月6日（火）までに電話で
ビアンカ居宅介護支援事業所 TEL 21-2150

市民対象ビアンカ介護教室

　講演会とハンドベル演奏会を開催します。
11月17日（土） 13：30～16：00
とうしん学びの丘エール ※参加無料

講師 徳永進
すすむ

 氏（野の花診療所 院長）
申込方法 電話またはEメールで

ＮＰＯ法人みんなの手 渡辺 TEL 24-3798
Email minanote@proof.ocn.ne.jp

みんなの手 地域交流事業

　第27回定期演奏会を開催します。
11月25日（日） 13：30開演
バロー文化ホール 大ホール

料金 一般1,000円、高校生以下無料 ※整理券
バロー文化ホール TEL 23-2600
多治見市交響楽団 TEL 25-7465

多治見市交響楽団

不動産無料相談会
～不動産取引などの相談に応じます～

11月20日（火） 13：00～15：00
本庁舎 3階緑の会議室

申込方法 11月19日（月）までに電話で
（公社）岐阜県宅地建物取引業協会
 東濃支部 TEL 55－7218

住生活総合調査に協力を

　12月１日、全国で住生活総合調査が行われま
す。住生活の安定・向上に係る総合的な施策を
推進する上で必要な調査です。

10月に実施された住宅・土地統計調査回答
世帯の中から抽出
調査方法 11月下旬から調査票を配布し、郵送・
オンラインにより回収

都市政策課 岩下 TEL 22-1321

市総合計画市民委員会委員募集

　市のまちづくりの基本とな
る総合計画に、市民の声を
反映するための委員会です。

市内在住または在勤の方
任期 平成31年2月～10月

（予定）
開催回数 9回程度
報酬 1回5千円
募集人数 若干名
調査方法 12月3日（月）までに住所、氏名（フリガ
ナ）、年齢、性別、職業、電話番号と「多治見市を
こんなまちにしたい」を800字程度にまとめ、郵
送またはFAX、Eメールで
※結果は12月31日（月）までに通知

第7次総合計画策定事務局 土本
TEL 22-1241 FAX 24-0621
Email kikaku@city.tajimi.lg.jp

たじみ景観塾 大人の寄せ植え講座

　自宅の玄関先や庭をきれいに飾
る寄せ植えの作り方を学びます。

11月16日（金） 10：00～12：00
喜多緑地公園管理棟
市内在住または在勤の方

講師 寄せ植え華道協会
20人

参加料 1,500円（材料費含む）
※欠席の場合、材料の持ち帰り不可
持ち物 軍手またはビニール手袋、作品持ち帰り
用の袋
申込方法 11月1日（木）9：00～本人が電話で

都市政策課 岡田 TEL 22-1321


