
　暗号を解いて、森に潜む種の守り人を見つけ出し
ます。

1月22日（土）~3月31日（木）
※受付9:00~15:00（ゲームプレイ16:00まで）

小学生以上
参加料 1ゲームキット500円
※ 1キットにつき1人、2人目以降1人につき200円
（最大6人、小学生未満は無料）
持ち物 動きやすい服装、防寒具

謎解きフィールドゲーム2022 謎解きフィールドゲーム2022 

　ロープやハーネスを着用しての木登りや、丸太切
り・ダッチオーブン料理などを体験できます。
※清流の国ぎふ森林・環境税を活用しています

2月13日（日） 10:00~15:00 ※雨天中止
家族　 5組

参加料 1人800円
講師 たきろ里山クラブ
持ち物 木登りのできる服装、軽食、飲み物
申込方法 1月15日（土）9:00~電話または窓口へ

本格木登りあそび&アウトドア体験本格木登りあそび&アウトドア体験

三の倉市民の里地球村 TEL 24-3212

③④⑤申込時に連絡 ①②土岐川観察館　
②③④⑤小学4年生以下は保護者同伴 ※②③④
⑤要予約（④⑤1月4日（火）~受付開始）　休館日
月曜日（祝日の場合は翌日）　開館時間 10:00 
~17:00　 土岐川観察館 TEL 21-2151

　冬眠する昆虫と活動する昆虫の話
をします。

18:30~20:00 受付18:00~
10人

講師 林英昭 氏（多治見昆虫会）

2/4 
（金）

　可児市境にそびえる山を登ります。
10:00~14:30 受付9:30~

持ち物 昼食、飲み物、帽子、歩きやすい靴
25人

2/6 
（日）

　小泉地区の史跡を巡ります。
10:00~14:30 受付9:30~

持ち物 昼食、飲み物、帽子、歩きやすい靴
20人

2/13 
（日）

　冬に活動する昆虫（フユシャクガ）
を展示します。

10:00~17:00

2/1（火）
 〜27（日）

　土岐川に飛来するオシドリを探し
ます。

9:30~11:30 受付9:00~
持ち物双眼鏡（あれば）、歩きやすい靴

15人

2/5 
（土）

各保険料の減免申請（3月31日必着）
　新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、
保険料が減免となる場合があります。
申請方法 3月31日（木）までに窓口または郵送（必着）で
※対象者など詳細はホームページ参照
保険料納付済額のお知らせ
　令和3年中に納付した保険料額の通知を1
月下旬に保険ごとで送付します。所得税の確
定申告や市県民税の申告で、社会保険料控除
を受ける場合は利用してください。
申告での注意点
●  年金から特別徴収された保険料額は、年金

受給者本人の申告のみ利用可
●  年金源泉徴収票との重複控除に注意
●  年末調整などで社会保険料控除に利用し

た場合は申告での利用不可

国民健康保険、後期高齢者医療制度について
保険年金課 年金国保グループ
TEL 23-5746
介護保険について
高齢福祉課 介護給付グループ
TEL 23-5211
※ 申告に関する問い合わせは税務署
（TEL22-0101、自動音声に従い「0」
を選択）または税務課 市民税グループ

（TEL23-5830）へ 
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令和4年 市・県民税、所得税の申告受付を完全 予約制で行います

≪申告に関する注意事項≫

申告予約は1月17日（月曜日）8:30から※受付開始

共通 □個人番号（マイナンバー）と身元確認ができる書類（郵送の場合はコピーを同封）
□所得税の還付がある方は、本人名義の還付先口座番号が分かるもの

収入

給与、公的年金の所得がある方 □源泉徴収票の原本
配当所得がある方 □配当金額・源泉徴収税額がわかる書類
個人年金がある方、内職など請け
負った業務に関する所得がある方 □収入額及び経費がわかる書類

事業（農業、営業）所得、不動産所
得がある方

□収支内訳書
　※事前に作成してから来庁してください

控除

社会保険料控除 □社会保険料の支払額が分かるもの
　※国民年金は日本年金機構が発行した控除証明書

生命保険料、地震保険料（旧長期
損害保険料）控除

□�生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、旧長期損害保険料
控除証明書

配偶者控除、配偶者特別控除 □配偶者のマイナンバーがわかるもの
□令和3年中の配偶者の所得金額がわかるもの

扶養控除 □被扶養者のマイナンバーがわかるもの

障害者控除
□身体障害者手帳、療育手帳など（郵送の場合はコピーを同封）
　※要介護認定者が障害者控除の対象に該当する場合があります
　（ 高齢福祉課�TEL 23-5211）

医療費控除
□医療費控除の明細書
　※事前に作成してから来庁してください
　※領収証の貼付・提示では控除を受けることはできません

寄附金控除
□寄附先の団体から交付された寄附金受領証明書
　※�ふるさと納税については、特定事業者が発行した『寄附金控除に関
する証明書』でも可

次に該当する方は市役所では申告受付することができません。多治見税務署で申告してください。
●��事業所得、不動産所得などの所得があ
る方で、収支内訳書を作成していない方

●��青色申告、損失、先物取引、譲渡所得（土
地、建物、株式の売却）の申告をする方

●��繰越損失のある方

税務課市民税グループ�TEL 22-1111（内線2263、2264）

スマートフォン、パソコンからオンラインで予約 電話で予約
①�予約サイトにアクセス

②��注意事項を確認し、希望の日時を選択、必要
事項を入力

③��②で登録したメールアドレスに仮予約のメール
が届く

④��仮予約メールに記載のリンクから予約を確定
⑤��予約した日時に来場し、受付に予約確定通
知メール画面を提示

①��予約専用ダイヤルに電話

②��オペレータの案内に従い、予約日時を選択し、氏名
と住所を伝える

③�後日予約通知ハガキが自宅に届く
④��予約した日時に来場し、受付に予約通知ハガキを提示

※�電話回線が混み合うことが予測されます。オンライン
での予約がスムーズです。
※予約は1人につき1枠必要です。

https://tax-consul.jp/gifu/tajimi-city/ 予約専用ダイヤル TEL 0572-26-8112
受付時間�平日8：30〜17：15

申告に必要なもの

●��住宅借入金等特別控除を受けるための初年分申告をする方
●��準確定申告（亡くなられた方の申告）をする方
●��国外で生じた所得の申告をする方
●��消費税や贈与税の申告をする方
●��令和2年分以前の確定申告をする方

※笠原中央公民館会場の予約開始は1月24日（月曜日）8：30から
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令和4年 市・県民税、所得税の申告受付を完全 予約制で行います
　令和4年の市・県民税、所得税の申告受付を次のとおり実施します。今回から申告受付を完全予約制にし、申告受付
会場を駅北庁舎と笠原中央公民館に集約化します。申告を予定されている方は必ず事前に予約をお願いします。

申告会場における感染リスクを軽減するために

郵送で市・県民税を申告する方法

市・県民税、所得税の申告が必要な方

○�当日37.5度以上の発熱がある方や体調がすぐれない方は、来場をご遠慮ください
○�会場内でのマスクの着用と受付前の検温、手指消毒にご協力ください
○��市・県民税の申告については、郵送での申告が便利です。詳細は下記『郵送で市・県民税を申告する方法』をご
覧ください。また、各地区事務所でも申告受付期間中に限り、記入済みの申告書と必要書類を封筒に入れて
持参していただければ提出をお受けします。

　令和4年度市・県民税申告書に必要事項を記入のうえ、必要書類を同封して税務課市民税グループへ郵送してください。
（1）市民税・県民税申告書の記入箇所

①住所・氏名・生年月日・職業・電話番号を該当欄に記入
②配偶者（特別）控除や扶養控除、障害者控除の適用を受ける方は、それぞれの該当する欄に必要事項を記入
③寡婦控除やひとり親控除、勤労学生控除の適用を受ける方は、それぞれ該当する欄にチェックを記入

（2）申告書に同封する文書
右ページの『申告に必要なもの』に記載があるうち、該当のあるもの

※�令和4年度市・県民税申告書は、駅北庁舎と地区事務所で配布します。なお、令和3年度に市・県民税の申告を
した方には、2月上旬に申告書を郵送します。
〒507-8787�多治見市音羽町1-233　税務課�市民税グループ　TEL 22-1111（内2263、2264）

〈申告受付会場開設予定〉
年 令和4年
月 2月 3月
日 16 17 18 21 22 24 25 28 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15

曜日 水 木 金 月 火 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火

会場 駅北庁舎4階大ホール 笠原中央
公民館※1 駅北庁舎4階大ホール

時間 9:00~16:00※2 10:00~
15:00※2 9:00~16:00※2

※1��笠 原 中 央 公 民 館に会 場を
開設する日（令和4年3月1日

（火）~3日（木））は駅北庁舎
会場を開設しません

※2��12:00~13:00は会場を一時
閉鎖します

※3��土・日曜日、祝日は申告受付
会場を開設しません

所得税の確定申告 市・県民税の申告
■�所得税の確定申告が必要な方
○給与の収入が2,000万円を超える方
○給与収入以外の所得が20万円を超える方
○�給与を2箇所以上から受けており、従たる給与収入と
給与以外の所得の合計が20万円を超える方
○公的年金の収入が400万円を超える方
○公的年金以外の所得が20万円を超える方
※�詳細は税務署（TEL 22-0101）へ問い合わせてください

■�所得税の確定申告をした方がよい方
○�医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除等
の申告により、所得税の還付を受けることができる方
○�令和3年中に退職して、年末調整を受けていない方

■�市・県民税の申告が必要な方
○�令和3年中に給与や公的年金以外の
所得がある方
○所得証明、非課税証明などが必要な方※
※�収入金額が0円である場合も申告がな
いと証明書の発行ができません

■�市・県民税の申告をした方がよい方
○�所得税に影響はない（所得税の還付や
納付がない）が、扶養や社会保険料な
ど所得控除の追加をしたい方
○�国民健康保険などの加入者で、給与や
年金、その他の収入がない方
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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

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

精華学園高等学校多治見校へ生まれ変わりました！

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

おりべ本社ロビー

募集枠４枠（上限12枠）
※応募多数の場合、「掲載期間が長いもの」、「市内事業

者」の順で選定し、いずれも同一であれば抽選
掲載期間 最長12カ月
※１号単位で申込可。複数号の場合、連続する号で申請
※掲載開始は月の初日から、掲載終了は月の末日まで
※掲載位置の指定不可
掲載規格 縦６ｃm×横８ｃm（黒色と発刊号ごとの指定色）
掲載料１枠１カ月当たり20,000円
申込方法
申込書（ホームページからダウンロード可）と掲載原稿
データをＥメールで
※広告審査のため、掲載希望月の前月10

日ごろまでに申込書を提出してください

募集枠複数枠（上限なし）
掲載期間 最長12カ月
※１カ月単位でも申込可。その場合更新ごとに

申込必要
※掲載開始は月の初日から、掲載終了は月の

末日まで
※掲載位置は市ホームページ下部
掲載規格
●１枠につきたて60ピクセル、横150ピクセル
●データ容量４キロバイト以内
●データ形式はGIF（アニメーション、透過

GIF不可）
掲載料１枠１カ月当たり10,000円
申込方法
申込書（ホームページからダウンロード可）と掲
載原稿データをＥメールで
※広告審査のため、掲載希望月

の前月10日ごろまでに申込書
を提出してください

問 秘書広報課 水野 TEL 22-1372 Email hisyokoho@city.tajimi.lg.jp

広報たじみ「tajimist」広告募集 ホームページバナー広告募集
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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

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

精華学園高等学校多治見校へ生まれ変わりました！

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

※おりべ本社ロビー

月 後半の予定1 月2 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

2月 収集地区

1 火
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

2 水 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

3 木 姫4～7、十九田、喜多、弁天、精華、白山、住吉

4 金 市之倉1・2、姫2市営、笠原町富士

7 月 市之倉3・4、姫1市営、笠原町富士、笠原町釜

8 火 市之倉5・6、金岡、長瀬、高根、姫1、笠原町神戸

9 水 高根、旭ケ丘1・2・6～9、大薮、笠原町神戸

10 木 廿原、諏訪、月見、富士見、三の倉、脇之島、
池田、東栄、大薮、笠原町草口

1月 収集地区

17 月 高田、大薮、笠原町上原156～998番地、
1028～1263番地

18 火 小名田、大針、笠原町上原156～998番地、
1028～1263番地

19 水
虎渓山、平井、大針、
笠原町上原156～998番地、
1028～1263番地

20 木
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

21 金
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

24 月 小泉、旭ケ丘5市営、旭ケ丘10、笠原町向島
25 火 幸、旭ケ丘10
26 水 大原、音羽、宝、若松、笠原町音羽

27 木 滝呂2・3・8・9、京、元、市之倉7～13、北小木、
笠原町音羽

28 金 松坂、明和、赤坂

31 月 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

21 2 02 2年1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







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

乳幼児健康相談 毎週月曜日
（祝日除く）

受付／
9:00～11:30
※予約時に時間

を指定
乳幼児と家族

発達、発育、育児、母乳育児、栄養など
オンラインでも相談できます。詳細はお問合せ
ください。
相談員／保健師、栄養士、助産師
持ち物 母子健康手帳、バスタオル
申込方法 電話またはLINEで　TEL 23－6187

マタニティセミナー
（出産＆母乳マタニ
ティヨガコース）

1月31日（月）13：30～15:00 妊婦

マタニティヨガ、お産に必要な呼吸法やリラッ
クス法、母乳育児についての話
持ち物 母子手帳、ママパパ読本、水分、タオル、
動きやすい服装
申込方法 電話またはLINE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） 1月19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。硬さや味を確かめ
ます。
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） 1月26日（水）

①9：30～10:30
②10:30～11:30
※いずれか１回

7～8か月児の家族
離乳食（7～8か月頃）の話。硬さや味を確かめ
ます。
申込方法 電話またはLINEで　TEL 23-5025

健康相談 1月21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

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 2月4日(金)
保健センター 13:00～14:30 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 23-5960  4人

骨密度測定 1月25日（火）
午後
※予約時に時間

を指定
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。
申込方法 電話で TEL 23-5960

休日眼科検診

1月23日（日）
9：00～11：00
完全予約制
※予約時に時間

を指定

35歳以上で、平日に眼科検診
を受診できない方

眼圧検査、眼底検査、簡易視野検査
※当日の医師の診察はありません
検診料 500円(おつりのないように準備をお願い
します）
申込方法 電話で TEL 23-59601月30日（日）

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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相談（ は電話相談も可） （ は市役所）

法律相談

4日（金）13:00～16:00　
※予約1月28日（金）8:30～

本庁舎 くらし人権課 TEL 22-1134
18日（金）13:00～16:00　
※予約2月10日（木）8:30～

行政相談 21日（月）13：00～15：00
※予約2月14日（月）8：30～ 本庁舎 くらし人権課 TEL 22-1128

高齢者就業相談 4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 7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 3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 3日、10日、17日、24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

2日（水）15:30～17:00 旭ケ丘児童センター

19日（土）15:30～17:00 太平児童センター

人権こまりごと相談 16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 3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 9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 17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※ 13日（日）、27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 5 2 02 2年1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



飲食店屋内全面禁煙化事業補助金
　令和2年4月から飲食店は原則屋内禁煙になりました。
　多治見市では、小規模飲食店に対して、禁煙化のため
の改修工事を行う場合、費用の一部を補助する制度があ
ります。
補助額：補助対象経費の4分の3（上限20万円）
※工事着手前に必ず保健センターに申請が必要です

令和4年度まで
対 市内の既存特定飲食提供施設(その他要件あり)
定 5件程度(先着順)　申込方法 直接窓口へ

保健センター 田中　TEL 23-5960

みんなで楽しいウォーキング
　開運厄除け 多治見三大神社初詣

（約4km 2時間程度）
1月15日（土） 9:30集合　※雨天中止

場 精華交流センター（上野町4-23-1）
持ち物 飲み物、帽子、タオル、マスク

保健センター 日置
TEL 23-5960 （当日 22-1111）

お家時間を活用！ぽっこりお腹解消法
　ぽっこりお腹はへこまない、と思って諦めていません
か？お家時間が増えた今だからこそ、効果的に運動しま
しょう。

1月28日（金）13:30～15:00
場 保健センター　対 お腹周りが気になる方
定 15人
持ち物 動きやすい服装、水分、タオル、上履き
申込方法 電話または窓口へ

保健センター 木村 TEL 23-5960

五感健康法推進員 募集のお知らせ
　五感を使って脳を活性化させることを目的に、
市内のサロンで、歌・脳トレ・ゲームなどを行って
います。五感健康推進員として一緒に活動してく
ださる方を募集します。
●2カ月に1回、推進員勉強会あり
●活動時の交通費の支給あり
●年齢、性別不問 五感を使って楽しく活動をし

てくださる方であればどなたでも大歓迎
申込方法
電話または窓口へ

保健センター 木村 
TEL 23-5960

　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受診を控えてください。

健康情報

日 曜日 当番病・医院名 住　所 TEL
4 火 森本耳鼻咽喉科 明和町5 27-9333
5 水 西尾クリニック 金岡町1 24-0689
6 木 いちはらこどもクリニック 小田町5 24-3411
7 金 多治見クリニック 音羽町2 22-5566
11 火 おかざきまりこクリニック 幸町3 27-1200
12 水 横田耳鼻咽喉科 太平町4 21-2133
13 木 おざき整形外科 太平町6 25-6101
14 金 仲西クリニック 明和町6 29-1181
17 月 林かつひこ内科・循環器科 明和町4 20-2002
18 火 水田クリニック 音羽町1 22-5222
19 水 タジミ第一病院 小名田町西ケ洞1 22-5131
20 木 いながけ医院 滝呂町17 45-0077
21 金 伊藤内科 太平町3 23-6578
24 月 浜田・浅井医院 太平町1 22-0522
25 火 豊岡医院 豊岡町1 21-2868
26 水 サニーサイドホスピタル 小名田町西ケ洞1 25-8110
27 木 はら内科クリニック 大畑町西仲根3 28-3223
28 金 林内科クリニック 栄町1 25-7755
31 月 中村こどもクリニック 前畑町3 24-1717

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

1月の夜間在宅当番医 

駅北庁舎情報
1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

1月30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。
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藤井瑞希 バドミントン講習会
鉄棒・跳び箱の日

ボディコンディショニング

ふれあいバドミントン大会

2月のトレーニング室利用者講習会のご案内

手づくり凧
　初心者から経験者までみんなで試合を楽しもう

2月19日（土）9：00～13：00
参加料 1組2,000円（税込）　 小学生以上

感謝と挑戦のTYK体育館 TEL 22-4111
1月8日（土）11:00～13：00
星ケ台競技場 会議室  参加料 500円/1人（材料費）

星ケ台管理事務所 TEL 22-2564

　ロンドンオリンピック 女子ダブルス 銀メダリストか
ら技術を学ぼう

2月19日（土）14：30～16：30　 中学生
感謝と挑戦のTYK体育館 TEL 22-4111

１月１７日（月） 15:00～18:00
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）
●先生からの特別アドバイス
　 16:00～17:00 ※申込不要

笠原体育館 TEL 43-6285

　姿勢・呼吸を意識して体幹を鍛え全身に刺激を与
えよう

毎週水曜日 ①13：10～14：10 ②14：30～15：30
参加料 4,400円（税込）／全4回　 16歳以上

感謝と挑戦のTYK体育館 TEL 22-4111

スポーツ情報

コース型テニス教室 （ジュニア）
参加者募集中！

　初心者歓迎 プロテニス協会認定コーチ等による
指導を受けてみよう

毎週木曜日 ①16：40～17：40 ②17：50～18：50
参加料 4,400円（税込）／各期全4回　 小学生

感謝と挑戦のTYK体育館 TEL 22-4111

受講料 500円 高校生以上　※要事前申込
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（1月4日（火）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
※施設運営状況により
休講の場合あり

随時受付中
2人
／
1回

笠原体育館
TEL43-6285

3日(木)、15日(火)
25日(金)

10:00～11:00
13:30～14:30

4人
／
1回夜間：奇数日 19:00～20:00

スポーツ振興くじ助成金を活用し
施設整備を行いました

　独立行政法人日本スポーツ振興センターの令
和３年度スポーツ振興くじ助成金を受け、星ケ台
競技場の陸上競技場第２種公認検定のために必
要な改修工事を行いました。（６月～９月）

文化スポーツ課 冨士 TEL 22-1191

笠原体育館工事のお知らせ
　第１競技場排煙窓修繕工事のため、下記の
日程で第１競技場の利用ができません。ご理解
ご協力をお願いします。
期間 1月16日(日)～29日(土)

文化スポーツ課 冨士 TEL 22-1191

　ビーンボウリングは、ピンの配列を簡略化
し、その名の通りピンにボールが当たると豆
がはじけるように反転したり、勢いがあれば
1周して元に戻ったりします。コントロールや
バランスを競うゲームで、体格や体力に関係
なく、老若男女だれでも楽しむことができま
す。1人ずつボールを転がしますので、参加
者同士は距離を保ちながらプレーできます。
多治見市の軽スポーツ備品として無料で貸
し出ししていますので、地域行事やお友達同
士、ご家族のレクリエーションなど…コロナ
禍での運動不足にぜひご活用ください。

（多治見市スポーツ推進委員 河村）
文化スポーツ課 冨士 TEL 22-1191

ビーンボウリング
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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

おかあさんといっしょ
ガラピコぷ～がやってきた!!（再振替公演）   
　「おかあさんといっしょ」でおなじみの、ガラピコぷ～
の仲間たちが繰り広げる歌と踊りの楽しいステージ。

3月21日（月・祝） ①13:00開演 ②15：30開演 
※開場は各開演の30分前

出演 ガラピコぷ～、坂田おさむ、つのだりょうこ、
いとうまゆ

料金 全席指定2,750円　
※1歳以上有料
※0歳児は保護者1名につき1名膝上鑑賞可
　（但し座席が必要な場合は有料）

発売日 たじともClub会員先行：2月6日（日）～9日（水）、
一般：2月20日（日）

U-18文化系部活動サポート 
たじみ思い出ドラマ2022
　芥川賞作家・諏

す

訪
わ

哲
てつ

史
し

氏の指導のもと、高校生が
書き上げた短編小説。現役高校
生たちのみずみずしく不安定
な揺らぎと想いをぶつけて書
いた作品を、プロの俳優が舞台
化し上演します。
※本公演は宝くじの助成を受け

て実施します
2月27日（日） 13:30開場 14:00開演
小ホール

脚本・演出 川村ミチル（劇団そらのゆめ）
出演 管

すが

正
まさのり

憲、谷
たにぐち み　さ 

口未紗 ほか
協力 多治見西高等学校
料金 全席自由 一般1,000円（たじともClub会員

800円）、高校生以下500円
発売日 1月15日（土）

1
じゅうきゅうおと

9音クラブ
　ゼロからはじめる超初心者向け楽器講座です。

1月17日・24日・31日、
2月7日・14日・21日・28日
小学4年生以上

受講料 5,600円（別途教材費）
申込方法 1月5日（水）10：00～電話で

■ ■ ■ ■ 多治見市文化会館40周年記念事業 ■ ■ ■ ■

▲ガラピコぷ～©️NHK

※この情報は12月10日現在の情報で今後変更する場合あり

お知らせ
【休館】火曜日（祝日を除く）
【大規模改修工事のため休館】
 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。

バロー文化ホール利用申請期間の変更
４月からの大規模改修工事に伴い、施設の利用申請受付開始を延期します。

令和５年１月～7月利用分の申請は、令和４年７月から受け付けます。  文化スポーツ課 村瀬 TEL 22-1193

▲川村ミチル

▲諏訪哲史氏のワークショップの様子

※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
※発売初日の窓口販売は行いません
※たじともClub会員先行は、たじともClub会員に適
用。詳細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

ドラム道 ～キソの集い編～
①17:30～18:15※

②18:30～19:15
③19:30～20:15

講師 山
やま さき よう いち 

﨑洋一
定 各回 5人

※①は小中学生優先

アコギ道
①18:30～19:10※

②19:20～20:00
③20:10～20:50

（28日 19：00～21：00）
講師 伴

ばん の 

野 進
すすむ

定 各回 3人

2 82 02 2年1月











子ども支援課 山田、渡辺（賢） TEL 23-5609

～地域のキッチンスタジオ発！ 未来志向の視点を持つ子を育む食育講座～

　令和2年度に多治見市消防本部マスコットキャラクター「たじ丸」が誕生し、
笠原署に等身大パネルを設置しています。

母子父子寡婦福祉資金貸付金
（修学資金・就学支度資金）

　ひとり親家庭の親が扶養する児童などが高校、
大学などの入学や修学するために必要な資金を貸
し付けする制度です。
対象者 次のいずれかに該当する方
ひとり親家庭の母または父が扶養する児童、寡婦
が扶養する子、父母のない20歳未満の児童
償還期間 10年以内（専修学校の一般課程、修業

施設は５年以内）
留意事項 申請時に申請者・児童・連帯保証人三者

の面談が必要
※申請から貸付までに最低２カ月必要（県審査あり）

ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業

　自立に向け意欲的に取り組んでいる低所得のひとり親世
帯に対し、住居の借り上げに必要となる資金を貸し付け（償
還免除付）する制度です。
対象者 児童扶養手当受給者（同等の所得水準を含む）で母

子・父子自立支援プログラムの策定を受けている方
貸付額  入居している住宅の家賃（月額上限4万円）
貸付期間 12カ月まで（無利子）

 償還免除条件（以下の条件をすべてを満たすこと）
①貸し付けを受けた日から1年以内に就職または転職
②プログラム策定時より給与所得が増
③岐阜県内で引き続き１年間業務に従事

たじ丸

名前／たじ丸
出生地／多治見市　　性別／男　　身長／170～180㎝ぐらい
体重／65㎏ぐらい　　誕生日／8月1日 ※年齢不詳
性格／心優しく世話好きだが、熱血過ぎるところがある。忠誠心大。
特技／困っている人を嗅ぎ分ける。
好きな食べ物／犬なのにたじみそ焼きそばとカイコ―ハン。
モットー／いくら暑くとも、心は熱く多治見の街を守り抜く。

たじ丸プロフィール ※犬をイメージ

　ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）と、地域のスーパーマーケットや学校給食の食
品ロスに関する取組について、親子で学ぶ講座です。学校給食の人気メニューを
紹介（調理デモ・試食）します。

2月19日（土）10：30～12：00
マインキッチンスタジオ(笠原ショッピングプラザマイン内)
小学校高学年児童と保護者
４組８人 ※定員以上の応募があった場合は、抽選により決定

参加料 1組300円　持ち物 筆記用具
申込方法 参加する親子の氏名、子どもの学年、住所、電話番号を１月26日（水）
までにＥメールで ※件名を「食育講座申込」としてください。

食育推進課 岩下、宇野 TEL 29-1662
Email shokuikusuishin@city.tajimi.lg.jp

2 02 2年1月3 3 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
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