
















注意：このカラーカンプは、カラーコピー機によって出力されたものです。
　　  実際の印刷された製品とは、再現性が若干異なりますので予めご了承ください。

法律相談

行政相談

高齢者就業相談

福祉相談✆

身体障がい者更生相談✆

知的障がい者なやみごと相談✆

介護保険制度苦情相談

乳幼児心配ごと相談✆

育児相談✆

教育相談✆

心の悩み相談室

ひとり親家庭相談✆

女性相談✆

家庭児童相談✆

子どもの権利相談✆

人権こまりごと相談✆

常設人権相談✆

交通事故相談✆

犯罪被害者相談✆

ＮＰＯ専門相談

消費生活相談✆

結婚相談※

※結婚相談は、履歴書1通(写真貼付)、L判写真3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。

 

 

社会福祉協議会
☎ 25-1131

市福祉課　
☎ 23-5806

市高齢福祉課　
☎ 23-5821

同左　☎ 23-8771
共栄　☎ 23-2199
池田　☎ 24-7117
笠原　☎ 44-1971
同左　☎ 23-5551

市教育相談室　☎ 23-5942
同左　☎ 24-3470

市教育相談室
☎ 23-5942

市子ども支援課
☎ 23-5609

子どもの権利相談室
☎ 23-8666または
☎ 0120-967-866

市くらし人権課　☎ 22-1128

同左　☎ 0570-003-110

県民生活相談センター
☎ 058-277-1001

ぎふ犯罪被害者支援センター
☎ 0120-968-783

同左
☎ 22-0320

市くらし人権課
☎ 22-1134

市くらし人権課
☎ 22-1128

無料相談月の相談窓口 ✆は電話の相談でも可

市くらし人権課 
☎ 22-1134

時　間 場　所

月～金曜日（祝日除く）  8：30～16：30

7日（金）　13：00～16：00　
※予約9月30日（金）　8：30～　

21日（金）　13：00～16：00　
※予約10月14日（金）　8：30～

17日（月）　13：00～15：00
※予約10月7日（金）　8：30～

14日（金）　13：30～15：00

月～金曜日（祝日除く）　8：30～17：15

3日（月）　13：00～16：00

6日（木）　13：00～15：00

月～金曜日（祝日除く）　9：00～16：00
※前日までに予約を

月～金曜日（祝日除く）　9：00～16：00

　

月～木曜日(祝日除く）　  9：30～16：30

月～金曜日（祝日除く）　 9：00～16：00

6日、13日、20日、27日の木曜日
8：30～11：30　※前日までに予約を

月～金曜日（祝日除く） 　9：00～16：00　

火～金曜日　13：00～19：00
土曜日　12：00～18：00

19日（水）　13：00～15：00

月～金曜日（祝日除く）　8：30～17：15

6日（木）　10：00～12：00、13：00～15：00
※前日までに予約を

12日（水）　11：00～15：00

20日（木）　14：00～16：00
※前日16:00までに予約を

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

9日（日）、23日（日）
10：00～12：00、13：00～15：00

本庁舎

本庁舎

総合福祉センター

駅北庁舎2階

双葉保育園

地域子育て支援センター
（共栄・池田・笠原保育園内）

駅北親子ひろば

駅北庁舎3階

さわらび学級

駅北庁舎
さわらび学級

駅北庁舎3階

ヤマカまなびパーク4階
子どもの権利相談室

本庁舎

法務局多治見支局

本庁舎

本庁舎

市民活動交流支援センター
（ヤマカまなびパーク 6階）

本庁舎

総合福祉センター

問合せ（市は市役所）
10

相　談
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スポーツ情報
※新型コロナウイルス感染症の影響により掲載内容を中止・延期など変更する場合があります。

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。

◆感謝と挑戦のTYK体育館 無料開放デー

感謝と挑戦のＴＹＫ体育館　休館のお知らせ
　下記の期間、ＴＹＫ体育館は改修工事のため終日利用ができません。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力を
お願いします。

※各教室、講座などは定員あり。要事前予約

受 講 料 　500円　　対象　高校生以上
持 ち 物 　運動できる服（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
　　　　　（9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

【トレーニング室利用者講習10月 ※要事前申込】

定員時　間
感謝と挑戦の
TYK体育館
☎ 22-4111

随時受付毎日実施
※状況により休講日あり

2人
/回

10：00～11：00
13：30～14：30 4人

/回

７日(金)、12日(水)
24日(月)

19：00～20：00夜間：奇数日
 笠原体育館
☎ 43-6285

申場 問

第2競技場
全館（競技場、トレーニング室、会議室など窓口を含む全て）

11月25日（金）～令和5年1月3日（火）
12月9 日（金）～令和5年1月3日（火）

問 文化スポーツ課　☎ 22-1191

9月19日（月・祝）　9：00～17：00

9：00

17：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

問 感謝と挑戦のTYK体育館　☎ 22-4111（火曜日定休）申

個人利用 第１競技場 第１競技場 第２競技場 第3競技場 第4競技場

●トレーニング室
　9：00～17：00
※ご利用状況により、
　お待ちいただく場合
　があります。予め、
　ご了承ください。
※トレーニング室の
　ご利用には
　トレーニング講習
　会（500円）の受講
　が必要です。
　高校生以上が利用
　可能。

●バトミントン
　9:00～17:00
※上記時間帯で1回
　1時間で申込可能。
※当日先着順となり
　ます。
※ラケット・シャトル
　をお持ちください。
　レンタルもできます。

テニス教室
9：15～10：05
定員 12人
対象 ジュニア

卓球教室
9：15～10：15

ヨガ
9：15～10：15
定員 20人

対象 16歳以上

●卓球室
　9:00～17:00
※上記時間帯で1回
　1時間で申込可能。
※当日先着順となり
　ます。
※ラケット・ボールを
　お持ちください。
　レンタルもできます。

いきいき健康講座
9：15～10：15
定員 20人

対象 16歳以上

テニス教室
10：30～11：20

バスケットボール教室
10：30～11：30

コーディネーション教室
10：30～11：30

定員 12人
対象 一般

定員 15人
対象 年中～年長

バレエストレッチ
10：30～11：30

定員 20人
対象 16歳以上

バスケットボール教室
11：45～12：45

コーディネーション教室
11：45～12：45

定員 15人
対象 小１～小４

はじめてのズンバ
11：45～12：45

定員 20人
対象 16歳以上

わくわく体操教室
13：00～14：00

定員 15人
対象 幼児

テニス教室
13：00～13：50

定員 ６組
対象 親子

はじめてのキック
ボクシングエクササイズ
13：00～14：00

定員 20人/対象 16歳以上

わくわく体操教室
14：15～15：15

定員 15人
対象 児童

テニス教室
14：15～15：05

定員 12人
対象 小学生

テニス教室
15：30～16：20

定員 12人
対象 一般

らくらくシェイプ
14：15～15：15

定員 20人
対象 16歳以上

定員 20人
対象 小学生～大人

定員 20人
対象 小1～小３

定員 20人
対象 小４～小６
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スポーツ情報
※新型コロナウイルス感染症の影響により掲載内容を中止・延期など変更する場合があります。

◆第７回多治見市民パドルテニス大会 ◆グラウンドゴルフ交流会
日時　11月26日(土） 9:00～12：00　※雨天中止  
場所　星ケ台競技場　　対象　18歳以上の健康な方
申込方法　9月1日（木）～電話または窓口で
　　　　　※定員になり次第締切
　　星ケ台管理事務所　☎ 22-2564

◆鉄棒・跳び箱の日
日時　9月19日（月・祝） 15：00～18：00  
場所　笠原体育館 第3競技場
対象　小学6年生以下（3年生以下は保護者同伴）
参加料　50円/時間（大人の付添いは参加料不要）
　　笠原体育館　☎ 43-6285

　テニスの縮小版のようなスポーツで、板状のパドルを
用いて競技します。
日時　10月16日（日）
　　　開会式　9：30　　競技時間　10：00～16：00 
場所　TYK体育館 第一競技場
対象　次の①②どちらかの条件を満たす方　
　　　①市内在住、在勤または在学の方
　　　②市内で活動するチームに所属している方
　　　　※中学生以上
参加料　500円（中学生200円）
申込方法　10月3日（月）までに住所、氏名、年齢、性別、
　　　　　電話番号を電話、FAXまたはEメールで
        　岐阜県パドルテニス協会多治見支部　藤村
　　　  ☎（TEL・FAX） 51-1500
　　　　E-MAIL   m-i-fujimura@ob.aitai.ne.jp

申 問

先生からの特別アドバイス
※申込不要16：00～17：00

知っていますか？屋外広告物のルール
問 都市政策課 増田　☎ 22-1321

　美しいまちの景観や自然の風致維持、公衆への危害防止のために、屋外広告物（※）を一定の許可基準の
もと規制しています。屋外広告物を表示するときは、事前に市の許可が必要です。また、許可期間以降も継続
して表示する場合は更新手続きが必要です。

表示には許可が必要です

※屋外広告物とは
　『常時または一定の期間継続
して、屋外で公衆に表示される
もの』を指し、屋外で見かける文
字や絵は、目的（宣伝、営利、非
営利など）を問わず、ほとんどす
べて屋外広告物です。

　屋外広告物を表示してはいけない地域や物件が
あります。また、表示してもよい地域についても、
表示できる大きさや高さなどが決まっています。
条例やルールを守り、良好な景観をつくるため、
配慮をお願いします。

表示にはルールがあります
　違反広告物の啓発活動を行います。
まだ、許可を受けていない屋外広告物や、基準に
あわない屋外広告物を設置している広告主には、
是正指導を行います。屋外広告物の適正化にご協力
ください。

9月1日～10日は屋外広告物適正化旬間です

問

問
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健康情報
※新型コロナウイルス感染症の影響により掲載内容を中止・延期など変更する場合があります。

新型コロナウイルス感染症防止のため、検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。

◆10月10日は「目の愛護デー」 ライオンズ眼科検診
　目の病気は早期発見、早期治療がとても重要です。年に1度は目の健康チェックをしましょう。
日時　10月11日（火）、12日(水)、13日(木)、14日(金)、17日(月)、18日(火)、19日(水)、20日(木)、21(金)
　　　9：30～14：00（19日は午前のみ）
対象　市内在住で35歳以上の方
　　　※本年度、節目眼科検診・特定眼科検診を受診した方と眼科通院中の方は不可
検査内容　眼圧・眼底・視野検査（医師の診察はありません）
定員　200人（事前予約制）　　申込方法　9月12日（月）9：00～電話または窓口で
　　　　　保健センター　☎ 23-5960

◆飲食店屋内全面禁煙化事業補助金 《令和4年度で終了》
　小規模飲食店が禁煙化するための改修工事費用の一部を補助します。
対象　市内の既存特定飲食提供施設 ※その他要件あり　　定員　5件 ※先着順
補助額　補助対象経費の4分の3（上限20万円）　　
申込方法　窓口で　※工事着手前に申請が必要です　※令和5年3月までに工事を完了する必要があります　　
　　　　　　　　　※詳細はホームページをご確認ください
　　　 保健センター 田中　☎ 23-5960

◆胃内視鏡検診（胃カメラ検診）の予約を開始します
検診期間　10月1日（土）～令和5年1月31日（火）
検診場所　右記医療機関
検診料　4,000円
対象　令和4年度50～69歳の市民で、令和
　　　4年度の胃バリウム検診を受診して
　　　いない方
申込方法　9月1日（木）以降、右記医療機関
　　　　　の診療時間内に窓口または電話で
　　　　   ※「多治見市の胃カメラ検診」と
　　　　　　　お伝えください
　　保健センター地域医療グループ
　　☎ 23-5025

◆令和5年度准看護学校生徒募集 ◆バス献血のお知らせ
日時　9月25日（日）9：30～16：00  
場所　バロー多治見店駐車場
対象　400mL献血限定、体重50kg以上、薬を飲んでいる
　　　方は薬品名必要
　　　※渡航歴のある方は、どこの国でも4週間あけてください
　　　岐阜県赤十字血液センター　
         ☎ 058-272-6927

日時　

定員　32人（推薦入試は若干名）
試験科目　数学、国語、面接
　　多治見市医師会准看護学校　☎ 26-8302
　　（土日・祝日除く 平日9：00～17：00）

申場 問

推薦入試 一般入試

医療機関名 住所 電話番号
安藤クリニック 豊岡町3-65 22-9388
小西クリニック 笠原町1966-1 43-2188

のむら・笠原クリニック 笠原町字権現2200-162 45-1020
浜田・浅井医院 太平町1-5 22-0522
前川ファミリークリニック 錦町1-21-2 22-0682
わたなべクリニック 明和町5-57-5 26-8666

多治見市民病院 前畑町3-43 22-5211

願書提出
期間

令和5年1月6日(金)
～1月23日(月)

10月24日(月)
～11月7日(月)

令和5年1月26日(木)11月10日(木)試験日

問

問

申 問

申 問

※13:00～16:00に電話で

多治見スマートクリニック 住吉町7-27-27 21-1770※電話のみの予約
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	名称未設定



