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競争入札参加資格審査申請一斉受付

　平成31～33年度の競争入札参加資格審査
（物品、役務など）の申請を受け付けます。
受付期間 12月3日（月）～28日（金）必着
申込方法申請書（ホームページからダウンロー
ド可）を財政課（本庁舎4階）へ持参または郵送
（持参の場合は申請書提出箱に投函）
※詳細はホームページをご覧ください
※建設工事と測量・コンサルタント業務は、岐阜
県・市町村入札参加資格申請共同受付を実施
しており、多治見市での直接受付を行いません
〒507-8703 多治見市役所
財政課 契約グループ
大畑、中島 TEL 22-1434

都市計画変更の縦覧

縦覧内容
①多治見都市計画
　第一種市街地再開発事業の変更
②都市計画道路（本町美坂線）の変更
12月3日（月）～17日（月）8:30～17:15
本庁舎 3階都市政策課 ※土・日曜日除く
都市政策課 島津、鈴木 TEL 22-1321

たじみ認知症サロン さんあいカフェ

　ハンドトリートメントを体験し心も体もリフレ
ッシュしましょう。
12月14日（金）13:30～15:00
ふれあいセンター姫 2階多目的工作室
認知症の方や家族の方

講師富田ゆか氏（シニアメイクインストラクター）
申込方法 12月7日（金）までに電話または窓口で
南姫地域包括支援センター 伊藤 TEL 20-2021

認知症サポーター養成講座

12月10日（月）13:30～15:00
精華地域包括支援センター2階

持ち物筆記用具
申込方法 12月5日（水）までに電話または窓口で
精華地域包括支援センター 森
TEL 25-2511

ブロック塀等除去補助金制度の
内容を拡充

地面からの高さが1ｍ以上で、除去の延長が2
ｍ以上の公衆用道路に面したブロック塀など
拡充内容
【限度額】5万円⇒20万円（通学路 30万円）
【補助単価】4,500円/ｍ⇒10,000円/ｍ
補助金の額①②のうち、いずれか少ない方の額
（100円未満の端数は切捨て）
①除去の延長に10,000円/ｍを乗じた額
②除去費と処分費を足した額（消費税込み）の2
分の1（通学路 3分の2）

※除去後のフェンスなどの費用は対象外
企画防災課 佐藤 TEL 22-1378

家具転倒防止器具取付推進事業

　家具を固定する家具転倒防止器具の取り付
けに係る費用を市が負担します。
2月1日（金）～3月31日（日）
市内の住宅　 10件

申込方法 12月17日（月）8:30～平成31年1月16
日（水）17:15までに電話で
※申込期間中、駅北庁舎１階ギャラリースペース
にて、家具転倒防止器具を展示
企画防災課 佐藤 TEL 22-1378

空き家所有者対象の無料相談会

1月10日（木）10:00～16:00
※1組50分程度（個別面談形式）
東濃西部総合庁舎 5階南会議室
空き家の所有者や管理者

講師建築、不動産関係の専門家
申込方法 1月4日（金）までに電話で
岐阜県住宅供給公社「空き家・すまい総合相

談室」中村、川井 TEL 0584-81-8511

第70回人権週間
人権特設相談所開設

12月6日（木）10:00～15:00
ヤマカまなびパーク 学習室101
人権問題などでお悩みの方

相談員人権擁護委員
※申込不要 ※希望により個別相談も可
岐阜地方法務局多治見支局 TEL 22-1002
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移動展「陶器将軍 加藤助三郎」

　文化財保護センターの移動展。明治時代、日本
陶業界に活力を与えた氏の業績を紹介します。
1月14日（月・祝）まで
9:00～17:00（入館は16:30まで）

※月曜休館（祝日の場合は翌平日）
※年末年始休館（12月28日～平成31年1月3日）
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

美濃焼ミュージアム 光枝
TEL 23-1191

子育てサポーター養成講座

　地域で子育てをサポートするために必要な知
識を学びます。
1月23日（水）10:00～16:40、1月25日（金）
9:30～16:00、1月28日（月）9:30～16:30、
1月29日（火）9:00～15:40
総合福祉センター
子育て支援に興味のある方
子育て技術スキルアップを目指す方
20人 ※託児無料（要予約）

申込方法ファミリー・サポート・センター（ヤマカ
まなびパーク1階ママズカフェ内）へ直接

ファミリー・サポート・センター TEL 25-2091

ビギナーママ、集まれ
BPプログラム～赤ちゃんが来た～

1月11日～2月1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）

申込方法参加する親子の氏名、子ども生年月日、
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

干支人形『亥』を作ろう

成　形：12月8日（土）まで
　　　 10：00～15：00
絵付け：12月22日（土）、23日（日）
　　　各日13：00～、15：00～
成　形：安土桃山陶磁の里ヴォイス工房
絵付け：文化工房ギャラリーヴォイス
30人

参加料 1体3,000円
申込方法成形、絵付けともに電話で
安土桃山陶磁の里ヴォイス工房
TEL 25-2233

刺繍（全3回講座）

　ノルウェーの伝統刺繍で、幾何
学模様の美しい作品を作ります。
内容 1回目：ピンクッション（針
山）、2回目：シザーカバー、3回
目：ニードルケース
1月18日、2月8日、3月15日の金曜日
10：30～12：45
10歳以上　 5人

参加料 7,000円（材料費2,800円含む）
持ち物刺繍用ミニはさみ、刺繍枠
講師河村多希恵氏（日本手芸普及協会刺繍講師）
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

セラートで折り鶴を作ろう

　やきものの素材「セラート」を
使い陶器の折り鶴を作ります。
12月15日（土）、16日（日）
11：00～12：00
10歳以上　 5人

参加料 800円（送料別途900円必要）
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

【お詫びと訂正】 広報たじみ11月号39ページ「マイタウンホットニュース」の拉致問題啓発舞台劇の記
事に誤りがありました。お詫びして訂正します。 （訂正前）8月29日（水）→（訂正後）9月6日（木）
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平成31年多治見市成人式

1月13日（日）13:30～
※受付12:30～
バロー文化ホール
平成10年4月2日～
平成11年4月1日生まれの方

持ち物案内はがき
※対象者には案内はがきを送付
※出席を希望する方で、多治見市に住民登録の
ない方や、案内はがきが届いていない方は、当
日会場までお越しください。受付で対応します

※手話通訳、要約筆記を希望する方は、12月14
日（金）までに連絡してください
文化スポーツ課 三和、浜田
TEL 22-1193 FAX 25-6213

たじみ風景絵画コンクール2018

　「音を感じるたじみの風景」をテーマに募集し
た風景画を展示します。
12月12日（水）～18日（火）
本庁舎 1階ロビー
市内在住の小・中学生の作品
都市政策課 岡田 TEL 22-1321

ちょこっとまなぶNPOカフェ

テーマ予算の立て方
12月20日（木）13:00～13:55
ヤマカまなびパーク 6階美術室
20人　講師ぎふNPOセンタースタッフ

申込方法電話または窓口へ
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

NPO会計の年末調整と決算

12月6日（木） 14:00～16:00
ヤマカまなびパーク 6階視聴覚室
NPO会計年末調整と決算について学びたい方
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

平成31年消防出初式

　関係団体による訓練披露
と消防団による一斉放水を
盛大に行い、災害のない安
心安全な一年を祈願します。
1月13日（日）9:00～12:00
産業文化センター（式典）、ながせ商店街など

（分列行進パレード）、土岐川左岸堤防道路（市
長や来賓による観閲、新はしご車の披露）、土岐
川河川敷（訓練披露、一斉放水）
※天候や進行状況によりスケジュール変更あり
※8:00～13:00に周辺道路の通行を規制
予防警防課 校

めんじょう

條 TEL 22-9232

宝くじコミュニティ助成事業

助成事業の実績を紹介
　自主防災組織育成事業を宝くじ
の助成金で実施しました。
内容 第22区自治会の防災倉庫、発
電機、テント、照明器具、トランシーバーなどの防
災備品 ※詳細はホームぺージで
企画防災課 水野（彩） TEL 22-1378

多重債務無料相談会

　借金問題について弁護士が相談に応じます。
12月8日（土）13:00～16:00

申込方法 12月6日（木）までに電話で
県民生活相談センター（岐阜市）
TEL 058-277-1003

岐阜県の特定（産業別）最低賃金

　特定（産業別）最低賃金が12月21日から適用
されます。1時間あたりの賃金額が最低賃金額
以上となっているか確認しましょう。

岐阜県労働局賃金室 TEL 058-245-8104

電気部品・デバイス・電子回路、電気機械
器具、情報通信機械器具製造業 866円／時間
自動車・同付属品製造業 910円／時間
航空機・同付属品製造業 950円／時間
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土岐川観察館へ行こう

受水槽の定期点検を忘れずに

　受水槽（貯水槽）の設置者は、衛生管理のた
め、水槽の清掃や点検、水質検査などを年に1回
は定期的に行う必要があります。
　衛生管理が正しく行われていないと、水道水に
臭いがしたり、濁ったりすることがあります。
※点検結果や水質検査結果は、上下水道課へ報
告をしてください
上下水道課 加藤（英） TEL 22-1233

　年末における火災予防のため、消防団が夜間
警戒巡視を行います。火の取扱いには十分注意し
て、火災のない年末を過ごしましょう。
12月28日（金）～30日（日）21:00～翌日3:00
市内全域 消防総務課 小川 TEL 22-9231

忘れてない？ サイフにスマホに 火の確認
＜平成30年度防火標語＞

放送大学4月入学生募集

出願期間
第1回 12月1日（土）～平成31年2月28（木）
第2回 平成31年3月1日（金）～17日（日）
15歳以上の方（全科履修生は18歳以上で大

学入学資格のある方）
＜説明会を開催＞
12月9日、1月13日の日曜日 13:00～14:00
ヤマカまなびパーク 6階視聴覚室
放送大学岐阜学習センター TEL 058-273-9614

消防関係の各種証明書発行手数料

　防火管理講習修了証を紛失した場合の再交
付などについては、平成31年4月1日から手数料
を徴収することになりました。
①防火管理講習修了証の再交付 500円／件
②危険物施設等完成検査済証の再交付
　1,100円／件
③救急搬送証明書の交付 500円／件
予防警防課 安藤（信）、日東 TEL 22-9232

平成31年4月から
違反対象物公表制度を開始

　宿泊施設などの不特定多数の方が利用する
建物や社会福祉施設などで、重大な消防法令
違反※がある場合は、建物の名称と所在地をホ
ームページで公表します。

予防警防課 安藤（信） TEL 23-9233

※消防法令で建物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備や
自動火災報知設備の設置が必要なのに設置していない違反テーマ食物の生き様から学ぶ

12月7日（金）18:30～20:00 ※受付6:00～
講師深谷滋浩氏　 20人

①かんさつ館講座-9 植物（冬）

テーマ市内にあるドングリの標本作り
12月9日(日) 9:30～11:30 ※受付9:00～
15人　参加料 100円（教材費）

持ち物筆記用具

②工作教室 自然工作-2 ドングリ標本

テーマ多治見でしか見られないカモがいるかも
12月15日（土）9:30～11:30 ※受付9:00～

持ち物双眼鏡（あれば）

③お楽しみ探鳥会-3 東野の池

テーマ正月登山で今年の誓いを
1月6日（日）10:00～14:30 受付9:30～

持ち物昼食、飲み物、帽子、動きやすい靴

④多治見の山が呼んでいる六名山-4 弥勒山

①、②土岐川観察館、③、④は申し込み時に通知
※①～⑤小学4年生以下は保護者同伴
休館日月曜日（祝日の場合は翌日）

土岐川観察館 TEL 21-2151

地球村 へ 行こう
①サタデースターナイト

 
　宇宙や星を愛する先生が、日ごろからの疑問
に優しく解説してくれます。
12月15日、22日の土曜日 19:00～20:30

※雨天、曇天中止
持ち物防寒具など　講師 地球村星倶楽部

②フリークライミング
 

　トップロープ式クライミングを体験することがで
きます。
12月1日(土)、2日(日)、15日(土)

10:00～12:00、13:00～15:00
持ち物運動できる服装　講師 多治見峰遊会

三の倉市民の里 地球村
　　　 加藤（幹

みき
） TEL 24-3212
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　社員を中心とした吹奏楽、バンドなどの編成
でクラシック、ポップスなどを演奏します。

12月16日（日）開場12:30 開演13:00
バロー文化ホール
JR東海音楽クラブ 滝本

TEL 090-5600-3349

入門クラス 毎週木曜日 19:30～21:00
上級クラス 毎週日曜日 18:00～19:00
ヤマカまなびパーク　申込方法 電話で

木村 TEL 090-6802-9466

JR東海音楽クラブ第10回定期演奏会

多治見中国語学習会

採用区分 職種区分 受験資格
（下記の要件をすべて満たすこと。性別は問いません）

名簿登録
人数

任期付
職員※１

一般事務 ●学校教育法に基づく高校（これと同等以上の学歴を含む）を卒
業した人または平成31年3月31日までに卒業する見込みの人

4人
程度

保育士・
幼稚園
教諭

●学校教育法に基づく高校（これと同等以上の学歴を含む）を卒
業した人または平成31年3月31日までに卒業する見込みの人

●保育士および幼稚園教諭の両資格を取得している人または平
成31年3月31日までに取得する見込みの人

3人
程度

※1 任期付採用などの条件を除き、給与や勤務条件は正規職員と同じ。試験合格者は平成31年4月1日以降、市職員の
育児休業取得に合わせて採用

申込期限 12月17日(月)17:15必着
一次試験日 平成31年１月20日（日）
試験場所 本庁舎 ほか

　市職員の育児休業期間の代替職員（任期付職員）を募集します。
※最大3年間
※詳細は受験要項をご覧ください（本庁舎4階人事課、駅北庁舎１階、
　地区事務所で配布（ホームページからもダウンロード可）

申込方法 受験要項に記載の提出書類を郵送で
※試験内容など詳細は受験要項をご覧ください

人事課 大前、藤田 TEL 22-1394

水道管の凍結にご注意
　冬場に長期留守にする場合
や、気温が氷点下4℃以下にな
ると、水道管が凍結しやすくなり
ます。市ホームページに対策事例や凍結した場
合の対処法を掲載しましたので、参考にしてくだ
さい。凍結防止対策を行いましょう。

上下水道課 窓口グループ TEL 22-1203
工事課 工事第1グループ TEL 22-1233

マレットゴルフコンペ（ワーカーズ杯）

12月16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（脇之島町）
TEL / FAX 25-1234

セラパーク楽々市

12月22日（土）、23日（日） 10：00～16：00
※12～2月の3カ月間「青空マルシェ」はお休み

セラミックパークMINO
（公財）セラミックパーク美濃 TEL 28-3200

東濃 道の駅 特産品フェア

　東美濃地域の道の駅による新鮮野菜、特産
品のほか、恵那農業高等学校のシクラメン、土岐
商業高等学校のお菓子などの販売を行います。

12月19日（水）10:00～15:00
東濃西部総合庁舎 1階ロビー、5階大会議室
東濃県事務所産業労働課
TEL 23-1111（内線222）
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