
多治見市制80周年記念冠称事業一覧 （R2.12.23現在）

番号 開催日（期間） 事業名 事業概要 担当課/主催者 開催状況

1
令和2年4月1日（水）
～7月31日（金）

月刊誌　マイタウンとうと 市制80周年に絡め、80にまつわる掲載内容の募集
株式会社多治見中日
サービスセンター

2 令和2年4月4日（土） 東京2020オリンピック聖火リレー
岐阜県内11市町で４月４日（土）～５日（日）に聖火リレーを実
施。多治見市では4日（土）に実施する

文化スポーツ課 来年に延期

3
令和2年4月11日（土）
～12日（日）

たじみ陶器まつり
本町オリベストリートを主会場とした地元陶販業者の美濃焼大廉
売市と、各種イベントを開催する

産業観光課 中止

4
令和2年4月11日（土）
～12日（日）

陶の里蔵出し市
市之倉さかづき美術館で行われる廉売市と、地元の窯元ごとに行
われる展示販売を実施する

産業観光課 中止

5
令和2年4月12日（日）
～18日（土）

2020年タイルの日記念タイル作成
市制80周年記念タイルの作成及びモザイクタイルミュージアムで
の拡散により、市制80周年をPRするとともに、タイルファンを増
やし業界を盛り上げる

タイルの日実行委員会

6 令和2年4月29日（水） 虎渓山文化の森プロジェクト2020

永保寺と修道院を有する虎渓山エリア一帯を、多くの人々に広
く、深く知っていただくため、永保寺での茶会やパイプオルガン
を使用した修道院コンサート等、資産としての理解を深める文化
的な催しを毎年企画し、地域の財産としての価値を高めていくこ
とを目的とする

虎渓山文化の森ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実
行委員会

中止

7 令和2年4月～ くまのがっこう子育ち応援プロジェクト

「くまのがっこう子育ち応援プロジェクト」として、「くまの
がっこう」と子育ちの取組を広げる。オリジナルシンボルマーク
は、令和2年4月から、市が実施する「子育て・子育ち支援」を目
的とする刊行物に掲載する

企画防災課

8 令和2年4月～令和3年3月
「地域みっちゃく生活情報誌®おりべくらぶ」の
発行

多治見市制80周年を応援し、市長コラムや巻頭記事等を情報誌へ
掲載

（株）中広おりべくらぶ編
集室

9 令和2年5月～令和3年2月 たじみエコカレッジ 環境学習講座（年代別３コースで、年間約６講座）の開催 環境課

10 令和2年6月6日（土） ゴーヤのカーテンをつくろう！ ゴーヤ苗の市民向け配布 環境課

11
令和2年6月6日（土）
～13日（土）

たじみ農産物直売所７周年記念セール たじみ農産物直売所7周年を記念して来客者に記念品を配付 多治見市園芸畜産振興会

12 令和2年6月20日（土） わたしの主張大会2020 小中学生代表者による主張大会 教育推進課 中止

13
令和2年7月11日（土）
～12日（日）

幸兵衛窯蔵出し市
陶の里フェスティバルin市之倉と併催。毎年恒例の陶器市や展覧
会、コンサート、出店など、様々なイベントを催す

産業観光課

14
令和2年7月26日（金）
～8月6日

姉妹都市交流事業
姉妹都市であるテラホートとの相互派遣事業
令和元年　学生10名、教師３名を受入れ
令和２年度多治見市より派遣予定

文化スポーツ課 中止

15 令和2年7月～11月 たじみ夢スイーツプロジェクト
市内の小中学生が提案する「多治見らしさ」を表現したスイーツ
を、多治見市観光大使であり、「シェ・シバタ」のオーナーシェ
フ・柴田武氏と共に制作し、完成したスイーツの発表会を行う

企画防災課 中止

16 令和2年7月～12月 文化財保護センター企画展 内容は未定 文化財保護センター

17 令和2年7月31日（金） りばーぴあ2020 土岐川で自然と触れ合う行事 道路河川課 中止

18
令和2年7月31日（金）
～令和3年3月31日（水）

公式ライン　マイティ―ライン 多治見市の紹介、掲載内容の募集、ロゴ制作者谷口さんの紹介
株式会社多治見中日
サービスセンター

19 令和2年8月1日（土） 叙勲・褒章受章祝賀会
令和元年6月1日から令和2年4月30日までに叙勲・褒章を受章され
た皆様をお祝いする祝賀会を開催する

秘書広報課 中止
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番号 開催日（期間） 事業名 事業概要 担当課/主催者 開催状況

20 令和2年8月1日（土） 多治見市制80周年記念式典
令和2年8月1日に多治見市制80周年を迎えることを記念し、祝賀イ
ベントを開催する

企画防災課

21 令和2年8月1日（土） 多治見市制80周年記念市勢要覧の作成
市制80周年を記念し、昭和15年の市制施行以来80年の歴史や各政
策分野の取組状況についてまとめた「市勢要覧」を作成し、配付
する

企画防災課

22 令和2年8月1日（土） 多治見市制80周年記念表彰式 市勢の発展に功績のあった方を表彰する 総務課

23 令和2年8月3日（月） 子どもの権利セミナー 子どもの権利に関する基調講演や子ども会議報告などを行う くらし人権課

24
令和2年8月3日（月）
～12月25日（金）

収蔵品展「やきもの入門－古代中世編－」 文化財保護センターの収蔵品を展示し、広く周知する 教育総務課

25 令和2年8月4日（火） 一斉ラジオ体操会
平成23年8月4日に市民5,000人以上の参加により実施したＮＨＫ巡
回ラジオ体操が全国1位となったことを記念して、8月4日を「ラジ
オ体操の日」として、星ケ台競技場で実施する

文化スポーツ課 中止

26 令和2年8月10日（月） 親子寄せ植え講座 親子で寄せ植えを行うことで景観の知識を得るもの 都市政策課

27 令和2年8月17日（月） たじみクールアースデー 暑さ対策イベントを実施 環境課

28 令和2年9月5日（土） 日本ハンドボールリーグ豊田合成ホームゲーム
日本ハンドボールリーグ男子公式戦。リーグ優勝の豊田合成ブ
ルーファルコンのホームゲームとして開催。トップアスリートの
試合を見ることで、スポーツ人口の拡大を図る。

文化スポーツ課 延期

29
令和2年9月12日（土）
～10月18日（日）

ishoken gallery vol.10 川端健太郎展
意匠研究所第41期卒業生　川端氏の展覧会
（意匠研究所内）

陶磁器意匠研究所

30 令和2年9月21日（月） 多治見市制記念花火大会 花火の打上げ 産業観光課 中止

31 令和2年9月21日（月） 2020みんなでてりゃあ夏まつり
花火大会と同日に夏まつりを開催する
・ダンスコンテスト　・神輿練歩き
・ゲーム等出店　・ステージイベント　等

文化スポーツ課 中止

32 令和2年9月 セラミックスラボ前期制作展
意匠研究所セラミックラボ研究生の展覧会
（意匠研究所内）

陶磁器意匠研究所

33
令和2年10月9日（金）
～10日（土）

第21回中部実業団陸上競技選手権大会＆多治見
フェスティバル

日本陸上競技連盟及び岐阜県陸上競技協会の登録者（高校生以
上）を対象に各陸上種目の順位を競う。また、招待リレーとして
小中学生の男女による４×100mリレーを実施する

文化スポーツ課
中部実業団陸上競技連盟

一部中止

34
令和2年10月10（土）
～11日（日）

陶の里フェスティバルin市之倉２０１０
陶の里 市之倉を体感できるお祭り。蔵出し市、窯元ウオッチン
グ、などのイベントを開催する（市之倉、笠原、下石、駄知の4地
区で各地域の特色を活かしたイベントを同日開催予定。）

産業観光課 中止

35
令和2年10月10（土）
～11日（日）

第10回美濃焼祭 多治見駅を中心としたも美濃焼の祭典 産業観光課 来年に延期

36
令和2年10月10（土）
～11日（日）

たじみ茶碗まつり
多治見美濃焼卸センターにおいて、各企業のショールームや倉庫
を解放した蔵出し市を開催する

産業観光課 中止

37
令和2年10月10日（土）
、24日（土）

モーニング婚活 モーニング（喫茶）をしながら婚活を行う くらし人権課

38
令和2年10月13日（火）～
12月8日（火）

カラー講座 景観の要素である色を学ぶ講座（全5回） 都市政策課

39 令和2年10月17日（土） 元気なたじみ！うながっポーツの日
各種団体と連携し、市民の健康・体力増進を図るとともに、幼少
期の子どもから高齢者までの個人や親子、また、障がいの有無に
関わらず、各種軽スポーツが体験できるイベントを開催する

文化スポーツ課 中止
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番号 開催日（期間） 事業名 事業概要 担当課/主催者 開催状況

40 令和2年10月21日（水） 人権同和教育講演会 人権意識を高めることを目的に、講師を招き講演会を開催する くらし人権課

41
令和2年10月22日（木）～
11月24日（火）

みんな違っておもしろい　ぼくの絵　わたしの
絵　絵画コンクール2020

市内に在住在学の高校生までの子どもの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す
る

くらし人権課

42 令和2年10月23日（金） 企業お見合い
契約獲得、業務提携を目的に企業同士１対１の密度の濃い商談会
を開催する

産業観光課

43 令和2年11月1日（日） たじみ子育て楽市楽座
「多治見で子育てするのが今よりちょっと楽しくなる、安心でき
る」「子育て」をテーマに人・モノ・情報が集まるイベント

子ども支援課 中止

44 令和2年11月3日（火） 第50回多治見まつり
武者行列外市内各団体が多治見市役所を起点終点としＪＲ多治見
駅を経由し練り歩くまつり

産業観光課 来年に延期

45 令和2年11月7日（土） バスまつり ピアゴ多治見店でバスのPR事業を行うもの 都市政策課

46
令和2年11月13日（金）
～15日（日）

第78回多治見市美術展
文化のかおるまちづくりを進めるため、芸術活動を生かす場をつ
くり、市民の芸術活動を支援。市民をはじめ県内外から作品を広
く公募し、一般に公開する

文化スポーツ課

47
令和2年11月14日（土）～
15日（日）

宝くじスポーツフェア　ドリーム・ベースボー
ル事業

タイトルホルダー等の著名な元プロ野球選手からなるドリーム
チームと多治見市のチームとの親善試合、野球教室等を実施する

文化スポーツ課 来年に延期

48 令和2年11月21日（土）
食と農と健康の市民農業祭～グリーンフェスタ
たじみ2020～

野菜等の販売、野菜コンテスト、ステージパフォーマンス 産業観光課

49
令和2年11月21日（土）
～23日（月）

穴窯フェア 安土桃山陶磁の里の穴窯で行う窯焚き 産業観光課

50 令和2年11月23日（月） 大人寄せ植え講座 身近な所から緑を増やすことで景観について考えるもの 都市政策課

51 令和2年11月29日（日） まちづくり市民大会 まちづくり市民活動に資するイベントの開催。 教育推進課

52
令和2年12月3日（木）
～4日（金）

防災講演会 外部講師による防災力向上を目的とした講演会 企画防災課 中止

53 令和2年12月6日（日） 第60回たじみ健康マラソン

タイムレース部門
　10km（男女年齢別）、
　5km（中学生男、高校生以上男、中学生以上女）
　3km（中学生以上男女、小学生4年以上男女）
ジョギング部門　3km

文化スポーツ課 来年に延期

54 令和2年12月13日（日） 第23回たじみ子ども会議
子どもが中心となり、まちづくりや市の政策について話し合うも
の

くらし人権課

55
令和3年1月16日（土）
～2月14日（日）

ishoken gallery vol.11 奈良祐希展
意匠研究所第57期卒業生　奈良氏の展覧会
（意匠研究所内）

陶磁器意匠研究所

56 令和3年1月18日（月）～ 企画展「信長朱印状と陶祖の窯」
信長発給の朱印状の目的を見直すとともに、多く残る由来状を系
統だてて分析し、朱印状が移動した経緯を古文書史料から推察す
る。

文化財保護センター

57
令和3年1月29日（金）
～30日（土）

「き」業展
地域企業間におけるネットワーク構築の場として、契約獲得、業
務提携、企業ＰＲ、物販、求人を積極的に行えるビジネスフェア
を開催する

産業観光課 一部中止

58 令和3年1月30日（土） たじみビジネスプランコンテスト
中心市街地への出店促進、多治見市の新産業創出、経済の活性化
のため、ビジネスプランコンテストを開催する

産業観光課

59 令和3年1月～6月 文化財保護センター企画展 内容は未定 文化財保護センター

3



番号 開催日（期間） 事業名 事業概要 担当課/主催者 開催状況

60 令和3年2月11日（木） 旧小泉村役場跡　　石碑建立
小泉保育園入口にある旧小泉村役場跡の木碑の字体を再現し、石
碑にて隣接する小泉公園に建立する

緑化公園課

61
令和3年2月18日（木）
～23日（火）

たじみ環境フェア2021 環境イベントの開催 環境課

62 令和3年2月20日（土） 文化財講座「多治見の中世まちあるき」 本庁舎から長福寺・本土神社までの間を巡る講座 文化財保護センター

63
令和3年2月24日（水）
～28日（日）

第54回多治見市文芸祭
文化のかおるまちづくりを進めるため、芸術活動を生かす場をつ
くり、市民の芸術活動を支援。市民をはじめ県内外から作品を広
く公募し、一般に公開する

文化スポーツ課

64 令和3年2月 卒業制作展2021 意匠研究所研究生の展覧会 陶磁器意匠研究所

65 令和3年3月6日（土） 婚活イベント 婚活パーティーを開催する くらし人権課

66
令和3年3月20日（土）
～21日（日）

パンと器と2021めぐる パンと器をテーマに多治見市の魅力を発信 一般社団法人多治見市観光協会

67 令和3年3月 滝呂台配水池更新工事完成式
災害に強く安全で安定した送水体制を目的として滝呂台配水池の
全面的な更新を行う。その完成を記念して完成式を行う

工事課

68 未定 認知症見守り研修会
講演会（認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるま
ちの実現のために、市民の理解を高める）

高齢福祉課
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