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☎☎００５５７７２２－－２２３３－－３３９９００４４

▷離婚・相続・遺言・
　破産などの民事法律問題

▷逮捕・弁護などの刑事事件

４「「弁弁護護士士日日記記」」連連載載４５５年年

駅北庁舎情報
7月の駅北庁舎休日開庁日は

（市民課 保険年金課）
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多治見市本町5-9-1 陶都創造館2階  TEL 26-8432

施設長の佐藤です！
ここは「笑顔」を取り戻せる「魔法の学校」です！
高校卒業だけじゃない！次のステージで活躍するために！
自分にしかない、自分のための高校生活を一緒に過ごそう！

高校生活はだれの時間？
入学希望、転校希望、随時相談受付中！

おりべ合同事務所

相続手続き・生前贈与・遺言書作成
各種相続対策・各種測量・境界確定

司法書士　伊藤正樹・水野 聡
土地家屋調査士　坂本雅実・宮川啓

健康で働く意欲のある元気な高齢者の方！
一緒に働きませんか？

市内にお住いの60歳以上の健康で働く意欲のある高
齢者による会員組織であり、臨時的かつ短期的な就業、
または軽易な業務に係る就業を旨としております。

（公社）　多治見市シルバー人材センター
 電話：23ー 6677
 住所：多治見市池田町 2ー 103

お問い合わせ

TEL 0572-23-5089

日 曜日 当番病・医院名 住　所 TEL
1 木 幸クリニック 幸町7 20-2055
2 金 中央クリニック 日ノ出町1 22-3530
5 月 うえだ整形外科 松坂町1 20-2022
6 火 松下クリニック 根本町3 26-7890
7 水 池庭医院 宮前町2 22-1819
8 木 安藤クリニック 豊岡町3 22-9388
9 金 精華医院 白山町1 22-3623
12 月 太田医院 明治町1 22-0037
13 火 むらせクリニック 三笠町1 22-8499
14 水 浜田・浅井医院 太平町1 22-0522
15 木 多治見眼科院 十九田町2 24-2225
16 金 田代町整形外科 田代町2 22-6717
19 月 タジミ第一病院 小名田町西ケ洞1 22-5131
20 火 森本耳鼻咽喉科 明和町5 27-9333
21 水 西尾クリニック 金岡町1 24-0689
26 月 いちはらこどもクリニック 小田町5 24-3411
27 火 伊藤内科 太平町3 23-6578
28 水 仲西クリニック 明和町6 29-1181
29 木 多治見クリニック 音羽町2 22-5566
30 金 おざき整形外科 太平町6 25-6101

土曜日と日曜日、祝日の休日急病診療
土曜日…19:00～21:30（受付は21:00まで）

　 日・祝日…13:00～17:00（受付は16:30まで）
診療場所 多治見市民病院  救急外来　診察室
●あらかじめ電話で連絡してください TEL 22-5211

※診療時間外は下記連絡先へ問い合わせください
救急医療情報センター　TEL 23–3799

診療時間 19:00～21:30（受付は21:00まで）
●気象状況、諸般の事情により、急きょ休診となる場合が

あります。受診する場合は、当番医にあらかじめ電話で
連絡してください

●夜間診察料が加算されます　
保健センター　水野（祥

しょう

）　TEL 23-5025

7月の夜間在宅当番医 

242 021年 7月



サ責
川上

主任ケアマネ
井澤

西尾相談員
各務

美和勇夫法律事務所
東東濃濃新新報報

美和勇夫法律事務所

で弁護士美和のブログ

で事件依頼は、
楽しく為になる
ホームページを
ご覧下さい。 （おもしろく読めます）

岐阜県弁護士会所属

多治見市上野町4-29

弁護士 美和勇夫 弁護士 吉村光太

例えば・・・

☎☎００５５７７２２－－２２３３－－３３９９００４４

▷離婚・相続・遺言・
　破産などの民事法律問題

▷逮捕・弁護などの刑事事件

４「「弁弁護護士士日日記記」」連連載載４５５年年

駅北庁舎情報
7月の駅北庁舎休日開庁日は

（市民課 保険年金課）

開庁時間
8：30～17：15

7月25日日

JR
多治
見駅

自
由
通
路

駅北庁舎駅北庁舎

駅北バス停駅北バス停

駅北立体駐車場

90分
無料

約400台60分
無料

約50台 入口

駅北立
体

駐車場
駅北立

体

駐車場駅北
駐車
場

駅北
駐車
場

入口

駅北立体駐車場を
利用してください。

多治見市本町5-9-1 陶都創造館2階  TEL 26-8432

施設長の佐藤です！
ここは「笑顔」を取り戻せる「魔法の学校」です！
高校卒業だけじゃない！次のステージで活躍するために！
自分にしかない、自分のための高校生活を一緒に過ごそう！

高校生活はだれの時間？
入学希望、転校希望、随時相談受付中！

おりべ合同事務所

相続手続き・生前贈与・遺言書作成
各種相続対策・各種測量・境界確定

司法書士　伊藤正樹・水野 聡
土地家屋調査士　坂本雅実・宮川啓

健康で働く意欲のある元気な高齢者の方！
一緒に働きませんか？

市内にお住いの60歳以上の健康で働く意欲のある高
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 電話：23ー 6677
 住所：多治見市池田町 2ー 103
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月 後半の予定7 月8 前半の予定

●収集日は事情により変更になることがあります
●転居、転入出など異動が生じた場合…上下水道課へ
●くみ取り依頼など…多治見市衛生公社　TEL 22-6306
　（笠原町以外）、笠原環境クリーン　TEL 43-4455（笠原町）

※下水道供用開始地域のくみ取り世帯は、下水道への切り替え
を早急にお願いします

7月 収集地区

19 月
根本、西山、滝呂1・4～7・10・11・15・16、
笠原町上原1264～1575番地、
1647～2455番地

20 火
北丘、旭ケ丘3～5、旭ケ丘5市営、
笠原町上原1264～1575番地、
1647～2455番地

21 水 小泉、旭ケ丘5市営、旭ケ丘10、笠原町向島

26 月 幸、旭ケ丘10、笠原町音羽

27 火 大原、音羽、宝、若松、笠原町音羽

28 水 滝呂2・3・8・9、京、元、市之倉7～13、北小木、

29 木 松坂、明和、赤坂

30 金 上野、平和、美坂、前畑、宮前、大日、虎渓、
昭栄、生田、山吹、東、光ケ丘、笠原町栄

8月 収集地区

2 月
滝呂12～14、田代、緑ケ丘、大正、平野、
星ケ台、上山、大畑、坂上、小田、
笠原町西ケ平、笠原町平園

3 火 大畑、姫2・3、下沢、本、上、金山、中、新、御幸、
広小路、栄、新富、山下、笠原町平園

4 水 姫4・5、十九田、喜多、弁天、精華、白山、住吉、
笠原町富士

5 木 姫6・7、姫2市営、笠原町富士、笠原町釜

6 金 市之倉1・2、姫1市営、笠原町神戸

10 火 市之倉3・4、姫1、笠原町神戸

11 水 市之倉5・6、金岡、長瀬、高根、姫1

12 木 高根、旭ケ丘1・2・6～9、大薮、笠原町草口

13 金 廿原、諏訪、月見、富士見、三の倉、脇之島、
池田、東栄、大薮

2 5 2 021年 7月 地域で興味のあることを市職員が説明する「おとどけセミナー」をぜひご利用ください



令和2年度の多治見市是正請求手続条例に基づく是正請求制度の運用状況です。

❶要望書回答に関する是正請求
処理内容：棄却
請求内容：請求人が提出した要望書に対する回答には、事実と異なる内
容があるので、これを正しい内容に是正することを求める。

❷要望書回答に関する是正請求
処理内容：却下
請求内容：請求人に対してまだ未回答の要望書に対する回答と情報公開
請求者名を職員が漏えいしたことに対して、多治見市としての謝罪を求め
る。

❸財政情報に関する是正請求
処理内容：棄却
請求内容：「多治見市の財政に関する提言」（平成 14 年８月）に従って、
市は財政に関する情報を記した看板を設置することを決定して実施してき
た。多治見駅南地区市街地再開発工事においては、財政に関する情報を

是正請求制度運用状況

是正請求件数 ３件
請求事案および結果

市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの４分の１以上を出資することにより、
情報の公開に努める法人（令和3年4月1日現在）

市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの20分の１以上を出資することにより
情報の提供を求める法人 （令和3年4月1日現在）

法人の名称 担当課
おりべネットワーク株式会社 情報課

株式会社華
はなやぎ

柳 産業観光課

※補助対象者及び担当課は、補助金申請当時　※複数の担当課で補助金を交付している場合があるため、重複する補助対象者あり

市の補助金及び交付金の総額が100万円以上であることにより情報の提供を求める法人等 （令和元年度）
補助対象者 担当課

第 22 区、第 23 区、第 29 区、第 34 区、第 39 区 企画防災課滝呂台グリーンビレッジ自治会
社会福祉法人多治見市社会福祉協議会 福祉課
学校法人大森学園

子ども支援課

学校法人荻須学園
学校法人溪泉学園
学校法人大和学園
学校法人姫治学園
社会福祉法人育誠会
社会福祉法人浩養会
社会福祉法人サン・ビジョン
社会福祉法人多治見市社会福祉協議会
社会福祉法人前畑育英会
社会福祉法人村の木清福会
第 2 区、第 22 区、第 23 区、第 26 区、第 28 区、第 29 区、
第 34 区、第 39 区

高齢福祉課
公益社団法人多治見市シルバー人材センター
松坂町第５・６・７町内会
多治見市民生児童委員協議会
多治見市悠光クラブ連合会
杉浦製陶株式会社

産業観光課

株式会社千窯
多治見まちづくり株式会社
多治見まつり実行委員会
多治見市商店街連合会
多治見市制記念花火大会実行委員会
多治見市農業祭実行委員会
多治見市美濃焼タイル振興協議会
多治見市美濃焼振興協会
多治見商工会議所
笠原町商工会
廿原環境保全組合

補助対象者 担当課
オリベステーションたじみ観光イベント実行委員会

産業観光課岐阜県陶磁器工業協同組合連合会
市之倉陶磁器工業協同組合
多治見陶器まつり実行委員会
第 26 区

都市政策課東濃鉄道株式会社
12丁目滝呂台自治会
滝呂台グリーンビレッジ自治会
多治見駅南地区市街地再開発組合 市街地整備課
東濃地区交通安全協会 道路河川課
株式会社織部 上下水道課
ヤマカ興産株式会社 環境課
公益財団法人多治見市文化振興事業団

文化スポーツ課
第 26 区
滝呂台グリーンビレッジ自治会
多治見国際交流協会
多治見市体育協会
第 2 区、第 22 区、第 34 区

くらし人権課
明和町第三町内会
12丁目滝呂台自治会
小滝町内会
松坂町第 5･6･7 町内会
社会医療法人厚生会

保健センター一般社団法人多治見市医師会
多治見市薬剤師会
岐阜県農業協同組合中央会 教育総務課
公益社団法人多治見市文化振興事業団

教育推進課
特定非営利活動法人つちびと
株式会社ハリカ多治見
多治見市青少年まちづくり市民会議
多治見市中学校体育連盟
多治見市消防団 消防総務課

法人の名称 担当課
公益社団法人美濃陶芸協会 産業観光課陶都森林組合

法人の名称 担当課
株式会社エフエムたじみ 秘書広報課
多治見市土地開発公社 総務課
多治見まちづくり株式会社 産業観光課一般社団法人多治見市観光協会

法人の名称 担当課
公益財団法人セラミックパーク美濃 産業観光課
公益財団法人多治見市文化振興事業団 文化スポーツ課
株式会社多治見市衛生公社 環境課

記した看板を確認できないため、設置すべきである。
❹本庁舎建替えのパブリックコメントに関する是正請求
　処理内容：棄却

請求内容：本庁舎建替え市民説明会に出席。その２日後にパブリック
コメントを提出するため募集期間を確認したところ前日に締め切られて
いた。本庁舎建替え問題は市民の大きな関心事である。パブリックコ
メントがこんな扱いでよいはずがなく、そのあり方を考えるべきである。

❺特定空家等に関する是正請求
処理内容：審査中

❻県政情報の広報への掲載に関する是正請求
処理内容：審査中

❼土地開発関連法令の整合に関する是正請求
処理内容：審査中

※是正請求審査会の答申はホームページをご覧ください。

市が出資その他財政上の援助を行う法人等で、　　　情報の公開に努める団体等を公表します
 総務課　山本　TEL 22-1111　内線1437　※補助金の内容などは各担当課に問い合わせてください

262 021年 7月



個人情報取扱事務の届出状況 2 件
個人情報開示請求の状況 22 件
全部開示 3 件
一部開示 17 件
非開示 1件
不存在 1件

訂正又は削除の請求の状況 ０件
自己情報の収集等に係る是正請求の状況 ０件
開示等に関する是正請求の状況 ０件
多治見市個人情報保護審議会の開催 3 回

令和２年度の多治見市個人情報保護条例に
基づく個人情報保護制度の運用状況です。 ・住民基本台帳ネットワークシステム（市民課）

・社会保障・税番号制度における自治体中間サー
バーとの結合（情報課）

・地方税関係申告の電子申告のため電子計算組
織との結合（税務課）

・軽自動車税課税のため電子計算組織との結合（税務課）
・法務局との登記データ連携（税務課）
・多治見市公共施設予約システム（文化スポーツ課）
・生活保護システム（福祉課）
・生活保護レセプト管理システム（福祉課）
・総合保育業務支援システム（子ども支援課）
・農地情報公開システム（農業委員会）
・地域農業情報活用システム（農業委員会）
・岐阜県域統合型校務支援システム（教育推進課）
・子どもの権利相談室におけるLINE相談（くらし人権課）

電子計算機組織の結合の状況

個人情報保護制度運用状況

公文書の公開の請求件数 75 件
公開した件数

全部公開 27 件
部分公開 43 件

公開しなかった件数
非公開 4 件
取下げ 1件

不服申立て状況 0 件
不服申立て処理状況 0 件

令和２年度の多治見市情報公開条例に
基づく公文書の公開等の運用状況です。

情報公開制度運用状況

市の補助金及び交付金の額が当該補助金等に係る事業費の２分の１以上であることにより
情報の提供を求める法人等 （令和元年度）

※補助対象者及び担当課は、補助金申請当時
※複数の担当課で補助金を交付している場合があるため、重複する補助対象者あり

補助対象者 担当課
第4区、第29区、第34区、第39区

企画防災課

東濃防災工業株式会社
サンケイ吉野株式会社
滝呂台グリーンビレッジ自治会
長瀬町内会自主防災会
平野町3・4丁目自主防災会
平野町2丁目自主防災会
星ケ台2丁目自主防災会
松坂町第１町内会自主防災隊
明和町第一町内会
元町1・2丁目自主防災隊
元町４丁目町内会
多治見市統計調査員協議会 総務課
社会福祉法人多治見市社会福祉協議会 福祉課発達しょうがい児子育てシェア会
学校法人トキワ学園

子ども
支援課

学校法人荻須学園
学校法人大森学園
学校法人大和学園
学校法人田中学園
学校法人馬場学園
学校法人姫治学園
学校法人名古屋合唱団
学校法人溪泉学園
社会福祉法人サン・ビジョン
社会福祉法人育誠会
社会福祉法人浩養会
社会福祉法人前畑育英会
社会福祉法人村の木清福会
社会福祉法人多治見市社会福祉協議会
共栄母親クラブ
大原児童館母親クラブ　
リトルオアシス
滝呂児童センター母親クラブ　
タイニータット
中央児童館母親クラブ
本土児童館　母親クラブ　
りらっくすまま
旭ヶ丘児童センター　エンジョイマミー
国京第三町内自治会

高齢福祉課

白山みどり町内会
松坂町第５・６・７町内会
下沢第２町内会
19区シニアサロン
北栄クラブ長寿会
多治見市民生児童委員協議会
第１区、第２区、第３区、第４区、第５区、第
６区、第７区、第８区、第９区、第10区、第
11区、第13区、第14区、第15区、第16区、
第18区、第19区、第22区、第24区、第25
区、第26区、第28区、第29区、第30区、
第31区、第32区、第33区、第34区、第36
区、第39区、第41区、第42区、第43区、
第44区、第45区、第46区、第47区、第
48区、第50区

補助対象者 担当課
第１区

三の倉
センター

明和町町内会２B　２-12班
松坂町第２町内会
幸町第三町内会
下沢第２町内会
長瀬町町内会
南ヶ丘町内会
虎渓山町第三町内会
グリーンビュー管理組合
社会医療法人厚生会

保健
センター

一般社団法人多治見市医師会
一般社団法人多治見市歯科医師会
多治見市口腔保健協議会
多治見市薬剤師会
岐阜県農業協同組合中央会

教育総務課

多治見市立養正小学校
多治見市立精華小学校
多治見市立共栄小学校
多治見市立昭和小学校
多治見市立池田小学校
多治見市立市之倉小学校
多治見市立滝呂小学校
多治見市立南姫小学校
多治見市立根本小学校
多治見市立北栄小学校
多治見市立脇之島小学校
多治見市立笠原小学校
多治見市立陶都中学校
多治見市立平和中学校
多治見市立南ヶ丘中学校
多治見市立北陵中学校
多治見市立南姫中学校
多治見市立笠原中学校
公益財団法人多治見市文化振興事業団
特定非営利活動法人つちびと
株式会社ハリカ多治見
多治見市子ども会連合会
多治見市青少年まちづくり市民会議
多治見市中学校体育連盟
教育検討委員会 教育研究所
宗教法人永泉寺

文化財保護
センター宗教法人永保寺

大薮シダレザクラ保存会
多治見市消防団 消防総務課

補助対象者 担当課
有限会社カワイ

産業観光課

有限会社今井モータース
トーコー・ジーエス株式会社
有限会社大カンパニー
加藤手袋株式会社
株式会社イトウ
株式会社カネセ野田
株式会社カネ水水野絵具製造所
株式会社華柳
株式会社千窯
丸登陶器有限会社
生田鋼材株式会社
多治見まちづくり株式会社
中川水系集落
多治見市農業再生協議会
多治見市美濃焼タイル振興協議会
多治見市美濃焼振興協会
廿原環境保全組合
オリベステーションたじみ
観光イベント実行委員会
笠原陶磁器工業協同組合
根本環境保全組合
市之倉陶磁器工業協同組合
大薮第５農・水・環を守る会
東濃鉄道株式会社 都市政策課
多治見駅南地区市街地再開発組合 市街地整備課
株式会社織部 緑化公園課
公益財団法人多治見市文化振興事業団

文化
スポーツ課

第26区
滝呂台グリーンビレッジ自治会
多治見国際交流協会
多治見市スポーツ少年団
多治見市体育協会
ねんりんピック岐阜2020
多治見市実行委員会
第２区、第３区、第19区、第40区、第42区

くらし
人権課

特定非営利活動法人多治見西浦伝承会
12丁目滝呂台自治会
第2松風台町内会
平井町第１第２第３町内会連合会
大薮町第2町内会
大薮町第３町内会
大薮町第４町内会
大薮町第５町内会
虎渓山町第一第二町内会
虎渓山町第３公民館
姫町2丁目第１町内会
元町2・3丁目町内会
多治見市区長会
多治見市人権擁護委員連絡会

市が出資その他財政上の援助を行う法人等で、　　　情報の公開に努める団体等を公表します
（多治見市情報公開条例第25条に基づく公表）

27 2 021年 7月 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



保健センター（駅北庁舎 3階）
母子保健　 TEL23-6187
健康づくり TEL23-5960
地域医療　 TEL23-5025

健診・相談 など 内容、申込方法など

母子健康手帳交付 毎週火曜日
（祝日除く）

受付／
13：00～13：15 妊婦

妊娠中の手続きや生活の話
持ち物 妊娠届出書、マイナンバーカード（個人番
号カード）または通知カードと免許証などの本
人確認書類、ボールペン

マタニティセミナー 
（歯科検診コース） 8月2日（月）

受付/ 
13:30～14:30 
※予約時に時間
を指定

妊婦
歯科健診、正しいブラッシング方法
持ち物  母子健康手帳、ママパパ読本　
申込方法 電話で　TEL 23－6187

【産後】
パパとママの初めて
の子育て講座

7月30日（金）13:30～15:30 2～5か月児とその両親

0歳児で大切にしたいことのお話、赤ちゃん
とのふれあい遊び、絵本の紹介、栄養と成長
の関係のお話、座談会
持ち物  母子手帳、赤ちゃんを寝かせるバスタ
オル、授乳ケープなど赤ちゃんのお世話に必
要なもの
申込方法 電話で　TEL 23－6187

発達相談 申し込み時に説明 就学前の子どもの言葉や発達・
育児について心配のある方

相談員／発達相談員　
申込方法 電話で　TEL 23－6187

離乳食教室
（はじめてクラス） 7月28日（水）

①9：00～10:00
②10:00～11:00
③11:00～12:00

※いずれか１回
4～6か月児の家族 離乳食（5～6か月頃）の話　　

申込方法 電話またはLINEで　TEL 23-5025

離乳食教室
（モグモグクラス） 7月21日（水）10：00～11：00 7～8か月児の家族 離乳食（7～8か月頃）の話　

申込方法 電話またはLINEで　TEL 23-5025

骨密度測定
7月6日（火）午前(予約時に指定)

20歳以上の方
超音波骨密度測定(かかとで測定）
所要時間30分程度。無料。
申込方法 電話で　TEL 23-59607月20日(火）午後(予約時に指定)

健康相談 7月16日（金）13：30～15：00

健康診断などの結果で相談
のある方、血圧、血糖、コレステ
ロール、肥満などが気になる方
学校の血液検査結果で相談の
ある方

相談員／医師、保健師、栄養士
医師相談(予約制)の受付は14:00まで
体内成分測定（内臓脂肪・筋肉量など）ができます
TEL 23-5960

こころの相談

7月28日(水)
東濃保健所 9:30～11:00

うつ、イライラ、認知症、 アル
コール依存、眠れないなど

相談員／精神科医・保健師　要電話予約
TEL 23-1111（東濃保健所）  4人

8月13日(金)
保健センター 13：00～14：30 相談員／精神科医・保健師　要電話予約　

TEL 23-5960　 4人

集団胃がん検診
（バス検診）

★9月3日（金）
TYK体育館

受付／　　　　
8：30～11：15
※バロー文化　

ホールのみ
　9：00～

40歳以上
※国の指針は50歳以上に推奨
※次に該当する方は医療機関

での受診をお勧めします。
①便秘がひどい②よくむせ
る・飲み込みが悪い・誤嚥し
やすい③以前にバリウム検
査を受けて体調が悪くなった
ことがある④高齢（75歳以
上：腸の運動機能が低下して
いるため)　

※検査当日の朝に服薬が必要
な方、ペースメーカーを挿入し
ている方は、かかりつけ医に
ご相談ください

バリウムによるレントゲン検査
検診料 900円
持ち物 健康手帳又は検診手帳（あれば）、受診券

（あれば）
※検診前日の21:00以降は絶食、0:00以降は絶

飲食、禁煙
申込方法 電話で
TEL 23-5025、23-5960、23-6187
※予約時に時間を指定
★印は乳がん検診を同時に受診する方のみ

9月17日（金）
根本交流センター
9月23日（木）祝

笠原体育館
9月24日（金）
南姫公民館

9月26日（日）
本庁舎

9月29日（水）
バロー文化ホール

集団乳がん検診
（バス検診）

★9月3日（金）
TYK体育館

受付／
9：00～15：30

40歳以上の女性で職場等の検
診を受ける機会のない方で、令
和2年度に市の乳がん検診を受
けていない方
※ペースメーカーやシリコンを

入れている方、妊娠中・授乳
中の方は受診不可。

※生理開始前後は痛みを感じ
る場合がありますので、受診
を避けて下さい。

乳房Ｘ線検査（マンモグラフィ）
※国の指針により視触診は不実施
検診料 1,000円　
持ち物 健康手帳又は検診手帳（あれば）、受診券

（あれば）
※髪の長い方はゴムなどでまとめ、上半身が脱ぎ

やすい格好でお越し下さい　
申込方法 電話で
TEL 23-5025、23-5960、23-6187
※予約時に時間を指定
★印の午前中は胃がん検診を同時に受診する方のみ

9月5日（日）
旭ケ丘公民館
9月11日（土）

本庁舎

9月16日（木）
小泉公民館

新型コロナウイルス感染予防のため、自宅での検温とマスク
着用にご協力ください。咳、くしゃみ、発熱などの症状がある方は見合わせてください。
※場所の記載のないものは駅北庁舎3階で実施 【保健センター母子保健アカウント】

LINE ID：138dbbdi
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保健センター（駅北庁舎 3階）
母子保健　 TEL23-6187
健康づくり TEL23-5960
地域医療　 TEL23-5025

相談（ は電話相談も可） （ は市役所）

法律相談

6日（金）13:00～16:00　
※予約7月30日（金）8:30～

本庁舎 くらし人権課 TEL 22-1134
20日（金）13:00～16:00　
※予約8月13日（金）8:30～

行政相談 16日（月）13：00～15：00　
※予約8月6日（金）8：30～ 本庁舎 くらし人権課 TEL 22-1128

高齢者就業相談 13日（金）13:30～15:00

総合福祉センター

社会福祉協議会 TEL 25-1131
福祉相談 月～金曜日（祝日除く） 8:30～17:15

身体障がい者更生相談 2日（月）13:00～16:00
福祉課 TEL 23-5812

知的障がい者なやみごと相談 5日（木）13:00～15:00

介護保険制度苦情相談 月～金曜日（祝日除く） 9:00～16:00　
※前日までに予約を 駅北庁舎 2階 高齢福祉課 TEL 23-5821

乳幼児心配ごと相談 月～金曜日（祝日除く） 9:00～16:00 双葉保育園 同左 TEL 23-8771

育児相談
月～金曜日（祝日除く）　8:30～16:30
土曜日　8:30～12:00（池田のみ）

地域子育て支援センター
（共栄・池田・笠原保育園内）

共栄保育園 TEL 23-2199
池田保育園 TEL 24-7117
笠原保育園 TEL 44-1971

月～木曜日(祝日除く）　9:30～16:30 駅北親子ひろば 同左 TEL 23-5551

教育相談 月～金曜日（祝日除く）　9:00～16:00
駅北庁舎 3階 教育相談室 TEL 23-5942

さわらび学級 同左 TEL 24-3470

心の悩み相談室 5日、12日、19日、26日の木曜日　
9:00～12:00　※前日までに予約を

本庁舎、駅北庁舎、
さわらび学級など 教育相談室 TEL 23-5942

ひとり親家庭相談

月～金曜日（祝日除く） 9:00～16:00 駅北庁舎 3階 子ども支援課 TEL 23-5609女性相談

家庭児童相談

子どもの権利相談 火～金曜日　13:00～19:00
土曜日　12:00～18:00

ヤマカまなびパーク 4階
子どもの権利相談室 子どもの権利相談室

TEL 23-8666　または
TEL 0120-967-866子どもの権利出張相談

4日（水）15:30～17:00 旭ケ丘児童センター

21日（土）15:30～17:00 太平児童センター

人権こまりごと相談 18日（水）13:00～15:00 本庁舎 くらし人権課 TEL 22-1128

常設人権相談 月～金曜日（祝日除く）　8:30～17:15 法務局多治見支局 同左　TEL 0570-003-110

交通事故相談 ５日（木）10：00～12：00、13：00～
15：00　※前日までに予約を 本庁舎 県民生活相談センター

TEL 058-277-1001

犯罪被害者相談 11日（水）11：00～15：00 本庁舎駐車場　移動相談車内 ぎふ犯罪被害者支援センター
TEL 0120-968-783

ＮＰＯ専門相談 19日（木）14:00～16:00　
※前日16:00までに予約を

市民活動交流支援センター
（ヤマカまなびパーク 6階） 同左 TEL 22-0320

消費生活相談
月～金曜日（祝日除く） 8:30～17:15
※前日までに予約を
※10:00～12:00、13:00～16:00は、消

費生活相談員による相談可

本庁舎 くらし人権課 TEL 22-1134

結婚相談※ 8日（日）、22日（日）
10:00～12:00、13:00～15:00 総合福祉センター くらし人権課 TEL 22-1128

※結婚相談へは履歴書1通、スナップ写真2枚、身分証明書（運転免許証など写真付きのもの）を持参してください

2 9 2 021年 7月 「生活情報」「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



新型コロナウイルス感染症防止のため、健診などを受ける場合は必ずマスクを着用してください。
会場に行く前に必ず体温を測定、37.5度以上の発熱がある時や、咳、痰などの症状がある場合は参加を控えてください。

健康・スポーツ情報

●予防接種法に基づく、日本脳炎ワクチンを製造している
2社のうち、1社のワクチンに製造上の問題が生じたた
め、製造が一時停止となりました。そのため、ワクチンの
供給量が大幅に減少し、出荷量の調整が行われていま
す。ワクチンの製造は再開していますが、令和3年中はワ
クチンの不足が生じる見込みです。

●厚生労働省の方針に従い、ワクチンの供給が安定するま
での間は、右記のとおり接種が優先される方への接種に
ご協力ください。定期接種として受けられる年齢の上限
に余裕のある方はワクチンの供給量が安定する時期の
接種をご検討いただくなどのご協力をお願いします。

日本脳炎ワクチンの不足についてのお知らせとお願い

健康づくり推進員 養成講座
　地域で健康づくりを広める活動を行っている推進
員の養成講座を開催します。講座を終了した方を「多
治見市健康づくり推進員」として委嘱します。

9月14日(火)～令和4年2月10日(木)まで全11回
市内在住、受講後に健康づくりボランティアとして
活動できる概ね65歳までの方

定 20人　持ち物 筆記用具
講師 保健センター保健師など
申込方法 8月10日（火）までに住所、
　　　　氏名、年齢、生年月日、電話番号を電話で

保健センター 日置  TEL 23-5960

「鉄棒・跳び箱の日」
7月19日（月） 15：00～18：00

　 先生からの特別アドバイス 16:00～17:00
笠原体育館 第3競技場
小学6年生以下（3年生以下は保護者同伴）

参加料 50円／1時間（大人の付添いは参加料不要）
笠原体育館 TEL 43-6285

バス献血のお知らせ（400ml献血限定）
7月17日（土） 9:30～16:00
バロー多治見店駐車場
岐阜県赤十字血液センター  TEL 058-272-2927

第9回 一斉ラジオ体操会
　平成23年8月に開催したNHK巡回ラジオ体操を
記念して実施しています。

8月7日（土） 6：15～6：45 ※雨天中止
星ケ台競技場　 どなたでも
文化スポーツ課 冨士  TEL 22-1191

第30回たじみソフトバレーボール大会
参加チーム募集

8月9日（月・祝） 9:00～17:00（予定）
第1競技場

申込方法 7月19日（月）までに
　　　　電話または窓口で

感謝と挑戦のTYK体育館  
　　  TEL 22-4111

　トレーニング室の利用には各体育館の利用者講
習会の受講が必要です。

高校生以上　受講料 500円　
持ち物 運動のできる服（ジーンズ、スカート不可）、
　　　室内用シューズ　
申込方法 電話または窓口へ
　　　　※7月1日（木)9:00～
※開始10分前には着替え、受付を済ませてください

感謝と挑戦の
TYK体育館

TEL 22-4111

毎日実施
※臨時休講あり

随時受付中
2人
／
1回

笠原体育館
TEL43-6285

5日（木）
20日（金）
30日（月）

10:00～11:00
4人
／
1回

13:30～14:30

夜間：奇数日 19:00～20:00

8月のトレーニング室利用者講習会

令和3年度の個別通知について
　国の方針に基づき、令和3年度は以下のと
おり個別通知スケジュールを調整します。対象
の皆さまにはご迷惑をお掛けしますが、ご理
解、ご協力の程よろしくお願いします。
●日本脳炎2期（通常、小学4年生の児童に予

診票を個別通知）
※平成23年度生まれ（平成23年4月2日～平

成24年4月1日生まれ）の方は、令和4年2～
3月頃予診票を個別通知します。

※現在まで流通している製品ならびに今後医療機関へ供給する製品については、
すべて所定の規格を満たしているため、品質に関する問題はありません

※供給が安定した際には、ホームページでお知らせします

保健センター 西尾  TEL 23-6187

3 02 021年 7月

新型コロナウイルス感染症の影響により掲載イベントを中止・延期など変更する場合があります



バロー文化ホール情報 bunka@tajimi-bunka.or.jp
問申 火曜日（祝日を除く）休館日

Eメール
　　 23‒2600TEL バロー文化ホール情報 bunka@tajimi-bunka.or.jp

問申 火曜日（祝日を除く）休館日
Eメール

　　 23‒2600TEL

こどもパーク  
　元気キッズあつまれ！バロー文化ホールの夏恒例
ファミリーイベント！子ども達の創造力、表現力をシゲキ
する一日♪

7月22日（木・祝）10:00～15:00　　場 全館
※入場無料（コンサートは有料）　※未就学児入場可
内容
　コンサート「0才からのおんがくかい
　～さぁ出かけよう！海のぼうけんへ～」

舞台は美しい海の中。
みんなも海底で楽しく
暮らす小さな生き物に
なって、ポピンズシアター
と一緒に冒険しよう！
1回目 11：00　開演
2回目 15：00　開演

　ワークショップ＆ゲームコーナー
工作や射的などここで
しかできない、楽しい
体験が盛りだくさん！
予約不要で参加でき
ます。

　手作りマルシェ
生活雑貨やアクセサリー
などハンドメイド作品を
販売します。

　キッチンカー
クチコミやメディアで
話題の食べ物が
テイクアウトできます。

谷口若菜 ピアノリサイタル
　力強く感動的！将来が楽しみな多治見出身のピアニ
スト。

9月12日（日） 13:30開場 14:00開演
場 小ホール
料金
全席自由 一般 2,000円、
高校生以下 1,000円
プログラム
●ピアノソナタ第8番
　ハ短調Op.13「悲愴」
　（ベートーヴェン）
●映像第2集より
　（ドビュッシー） ほか
発売日 7月4日（日）

ふらっとコンサート
　ニューヨーク発、箏とフルートによるコンサート。
日本人の心の琴線に触れませんか。

7月16日（金） 19:00 開演
出演 石

い し ぐ れ

榑 雅
ま さ  よ  

代（ 箏 ）、 
河田きょうこ（フルート）ほか
プログラム 情熱大陸、
ふるさと ほか
※入場無料、　申込不要
※未就学児入場可

公演延期のお知らせ
　新型コロナウイルスの感染拡大の影響に伴い、下記
の催しは延期となりました。
※詳細については問い合わせ

●おかあさんといっしょ ガラピコぷ～がやってきた!!
　（当初予定7/25）
　→ 令和4年3月21日（月・祝）

※表記のない場合、場所は大ホール
※表記のない場合、未就学児の同伴・入場不可
※車いす席についてはお問い合わせください
※チケット発売初日はインターネット7:00～、電話予
約10:00～開始

※友の会「たじともClub」会員募集中。入会希望の
方は問い合わせください

※ マークの公演は、駅北立体駐車場の2時間無料
サービスがあります

※この情報は6月11日現在の情報で今後変更する場合あり

お知らせ
【休館日】火曜日（祝日を除く）
【大規模修繕工事のため休館】
 令和4年4月2日（土）～令和5年1月7日（土）（予定）
※最新の施設予約可能状況はホームページをご覧ください

▲谷口若菜

▲MIYABI琴アンサンブル

31 2 021年 7月 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


