
募 集 BPプログラム
～赤ちゃんが来た～

　初めて子育てをしているママの仲間づくり、
親子のふれあい遊び、子育てのスキルなどを
学びます。

2月26日～3月19日の金曜日（全4回）
13:00～15:00
駅北親子ひろば
2～5カ月（第1子）とその母親

講師 BPJ認定BPファシリテーター
10組

参加料 1,100円（テキスト代含む）
申込方法 参加する親子の氏名、子どもの生年
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 木村 TEL 23-5958

募 集 子どものサロン＆
子どもスタッフ会議

　年齢や学校の違う子ども同士で市のまちづく
りについて話をしませんか。

1月31日（日） 10：00～12：00
ヤマカまなびパーク 5階学習室
小学生～高校生

※体験参加可
※スタッフ登録は小学4年生以上
申込方法 申込書（ホームページか
らダウンロード可、開催当日に記
入も可）を郵送、FAXまたは窓口へ

くらし人権課 水野
TEL 22-1128 FAX 25-7233

募 集

さわらびほっとタイム

　不登校や登校しぶりについての悩みや不安
をさわらび学級の職員に話してみませんか。

①1月13日（水） ②1月27日（水）
10：00～12：00
①笠原中央公民館 会議室2
②小泉公民館 研修室
不登校に悩む保護者

申込方法 電話で
さわらび学級 TEL 0120-51-7867

募 集

不登校を考える会

　不登校や登校しぶりについて抱えている悩
みや不安を教育相談員が聞きます。

1月20日（水） 10：00～12：00
不登校に悩む保護者

申込方法 1月13日（水）までに電話で
教育相談室 TEL 23-5942

募 集

チャレンジさわらび

　学校に行きづらさ
を感じている児童生徒
の皆さんと一緒に楽し
む活動です。
内容 ① カードゲーム、

ボードゲームなど
②軽スポーツなど

①1月27日（水） 13：30～15：00
②1月29日（金） 10：00～14：30
①バロー文化ホール 和室
②笠原体育館 第1競技場
市内在住の不登校や登校しぶりの小・中学生

申込方法 電話で
さわらび学級 TEL 0120-51-7
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や

6
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な

行 政 令和2年度東濃圏域
ひきこもり居場所事業

内容フリートーク、
読書、創作活動など

①1月12日、
　2月9日、3月9日
②1月26日、2月16日、
　3月23日

各火曜日の11：00～15：00
①木point 視聴覚室
　（恵那市長島町正家613-10）
②社会的居場所 いくるば
　（土岐市土岐口中町3-57）
ひきこもりに悩む方やその家族

申込方法 電話またはFAXで
NPO法人 アースアズマザー岐阜
井戸、岩木 TEL/FAX 26-9672
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募 集

介護家族交流会 ケアカフェ

　排泄ケアと移動方法について学びます。講座
の後は茶話会を開催します。

1月20日（水） 13：30～15：00
養正公民館 2階研修室
介護中の方や関心のある方　 10人

申込方法 1月15日（金）までに電話で
滝呂地域包括支援センター 各

かが

務
み

TEL 24-5562

保険料納付済額のお知らせ
　令和2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
険料控除に利用してください。

保険の種別
①国民健康保険
②後期高齢者医療保険
③介護保険
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

①②保険年金課 年金国保グループ
TEL 23-5746
③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（TEL 22-
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（TEL 23-5830）へ

─ 税務署からのお知らせ ─
　確定申告会場の混雑緩和のため、会場への
入場には、「入場整理券」が必要となりま
す。「入場整理券」は各会場で当日配付しま
すが、事前にオンラインで入手することも可
能です。
※ 詳しくは、今後国税庁の

HPで案内します
多治見税務署 
TEL 22-0101

講 座 たじみ認知症サロン
さんあいカフェ

　ゆったりとヨガを行った
後、日ごろの思いや悩みを
自由に話してみませんか。

1月28日（木）
13：30～15：00
かさはら福祉センター
認知症に関わりのある

方や地域住民
講師 松本佐

さ

恵
え

子
こ

 氏（健康運動指導士）
20人程度

申込方法 1月27日（水）までに電話または窓口へ
笠原地域包括支援センター
TEL 45-0007

行 政 新型コロナウイルス感染症
各保険料の減免申請

　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。
保険の種別
①国民健康保険
②後期高齢者医療保険
③介護保険
申請方法 3月31日（水）までに窓口へ
※対象者など詳細はホームページ参照

①②保険年金課 年金国保グループ
TEL 23-5746
③高齢福祉課 介護給付グループ
TEL 23-5211

募 集 （公財）濃飛会
岐阜県学生会館 入寮者募集

入寮資格 岐阜県出身で東京近
郊の大学・大学院に入学予定の
学生
選考方法 書類および面接
面接日 1月31日（日）
面接場所じゅうろくプラザ

（岐阜市橋本町1-10-11）
申込方法 面接日の3日前までに郵送で ※必着

岐阜県学生会館
〒192-0904 東京都八王子市子安町2-5-8
TEL 042-646-6561
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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



募 集 地域防災力向上セミナー
参加者募集

　地域で取り組む自主防災活動の知識や事例
について学びます。

①2月6日（土） ②2月7日（日）
各日13：30～16：30 ※2日間で１コース
駅北庁舎 4階会議室
市内在住の方

テーマ ①課題を知る減災教室
②防災課題の解決策を考える

※特別テーマ「ペット対策・コロナ対策ほか」
講師 ①東

あずま

善
よし

朗
ろう

 氏（一般社団
法人DIY代表理事）

② 渡
わた

邊
なべ

英
ひで

毅
き

 氏（ペット防災専
門防災士）、 東善朗 氏
30人

申込方法 申込用紙（ホームペ
ージからダウンロード可）を
記入の上、FAX、Ｅメールまたは窓
口へ

企画防災課 小島
TEL 22-1378 FAX 24-0621
Email kikaku@city.tajimi.lg.jp

行 政

令和３年消防出初式

　消防団による一斉放水を行い、士気の高揚と
災害のない安心安全な一年を祈願します。

1月10日（日） 9：00～10：30
産業文化センター（式典）、土岐川河川敷（一

斉放水）
※ 規模を縮小して実施するため、参加団体や協

力団体による防火演習の披露、消防団員に
よる分列行進、放水用架台からの放水や花
火などは実施しません
消防総務課 小栗、長谷川 TEL 22-9231

募 集

セラパーク楽々市

1月23日（土）、24日（日）10：00～16：00
セラミックパークMINO

※マスク着用
（公財）セラミックパーク美濃
TEL 28-3200

行 政

市営住宅の入居者を募集

次の全てを満たす方※判定基準日は申込日
● 市内に在住または在勤で住宅に困っている方
● 基準内の所得で市税を滞納していない方
● 同居する親族がある方（入居予定日から3カ

月以内に結婚する方を含む）
※ ２ＤＫまでの住戸については、高齢

者、障がい者などは単身入居可能）
入居募集住宅

団地名 構造・間取り 募集予定
旭ケ丘第2 中層耐火4階建 3DK 1戸
旭ケ丘第2 簡易耐火2階建 2DK 2戸

国京 中層耐火4階建 3DK 2戸
家賃 所得に応じて決定
抽選日 1月22日（金）　入居予定日 3月1日（月）
申込方法 1月6日（水）～14日（木）に申込書（窓
口で配布。ホームページからダウンロード可）に
必要書類を添えて窓口へ
※土・日曜日、祝日は除く
※上記のほか随時募集住宅あり

建築住宅課 岡田、小木曽 TEL 22-1312

行 政 市都市計画マスタープラン
改定案の閲覧と公聴会

改定案の閲覧
期間 1月15日（金）～29日（金） ※土・日曜日は除く

都市政策課
公聴会

2月5日（金）19：00～
産業文化センター ３階大会議室

※ 1月29日（金）までに公述申出書を提出。公
述申出書の提出がある場合のみ公聴会を開
催。詳細はホームページで
都市政策課 藤田 TEL 22-1321

109,540人
53,379人
56,161人

47,310世帯

人口と世帯数の動き
2020年12月1日現在

総人口

（前月比 ＋2世帯）

世帯数

男

女

（前月比 -69人）
（前月比 -33人）
（前月比 -36人）
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募 集

就職支援セミナー受講者募集

　就活基礎から直前総仕上げの面接対策まで
を網羅する、就職支援セミナーです。

1月21日（木） 14:00～15:30
産業文化センター
45歳未満の方
10人

申込方法 電話またはホームページから
事業運営事務局（㈱東京リーガルマインド）
TEL 052-589-2162

行 政 無業状態の若者の
就労無料相談

毎月第2・第4火曜日 10：00～17：00
産業文化センター 小会議室2
15～49歳までの無業状態の方、学校を中退

した方、またはその保護者
申込方法 月～金曜日の9：30～17：00 に電話
またはメールで ※要予約

岐阜県若者サポートステーション
TEL 058-216-0125
Email gifusapo@icds.jp

募 集 「やがて チャンスは くる」
市民活動団体交流会

　コロナ禍で変化する現状をチャンスと捉える
活動のヒントが満載です。

1月31日（日） 13:30～15:00
ヤマカまなびパーク 5階学習室501
市民活動に関心のある方
30人

講師 野
の

尻
じり

智
とも

周
ひろ

 氏（ぎふNPOセンター）
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）
田中 TEL 22-0320

募 集 ちょこっとまなぶ NPOカフェ
「ラクラク決算 サクサク予算」

1月21日（木）
13:00～13:55
ヤマカまなびパーク
6階美術室
20人

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）
田中 TEL 22-0320

　保育士・介護福祉士の資格を取得して正社員就職を目指しませんか。
令和3年4月から2年間
ハローワークに求職登録しており、保育士もしくは介護福祉士として正社員就職を希望する方

申込方法 申込期限までに最寄りのハローワークへ
※入学金・2年間の学費免除（別途教材費などは必要）、選考あり
※詳しくはホームページへ

養成科 対象学校 申込期限

保育士
養成科

岐阜聖徳学園大学短期大学部
（岐阜市） 8人 2月19日（金） 058-278-0727

中部学院大学短期大学部
（関市） 10人 3月8日（月） 0575-24-2213

中京学院大学短期大学部
（瑞浪市） 8人 3月1日（月） 0800-200-3278

介護福祉士
養成科

サンビレッジ国際医療福祉専門学校
（揖斐郡池田町） 10人 3月9日（火） 0585-45-2220

中部学院大学短期大学部
（関市） 14人 3月8日（月） 0575-24-2213
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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



川合浄水場

①②④申込時に連絡③⑤土岐川観察館　 ①②④⑤小学4年生以下は保護者同伴 ※①②④⑤要予約
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

1月16日（土）、2月6日（土）
10:00～12：00、13：00～15：00

持ち物 運動できる服装　講師 多
た

治
じ

見
み

峰
ほう

遊
ゆう

会
かい

フリークライミング体験会フリークライミング体験会

　月やすばるを望遠鏡で見てみましょう。
1月23日(土) 18：30～20：00 ※雨天・曇天中止

持ち物 防寒着　講師 地球村星倶楽部

サタデースターナイトサタデースターナイト

　土岐川のオシドリなど野鳥を探します。
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

①お楽しみ探鳥会-4 虎渓山1/16 
（土）

　南姫地区を散策します。
10：00～14：30 受付9：30～

持ち物 昼食、飲み物、帽子、歩きやすい靴
15人

②魅惑の黄金ルート-4 南姫コース1/17
（日）

　土岐市境にそびえる丸山を登ります。
10：00～14：30 受付9：30～

持ち物 昼食、飲み物、帽子、歩きやすい靴
20人

④ 多治見の山が呼んでいる六名山-5 
丸山

2/7
（日）

　身近な昆虫から奥の深い自然のしくみを
お話しします。

18:30～20:00 受付18：00～
10人

講師 横井洋文 氏（多治見昆虫会）

⑤かんさつ館講座-11 昆虫
　こんなにおもしろい昆虫の世界

2/12
（金）

　身近な昆虫から奥の深い自然のしく
みを展示します。
10：00～17：00

③かんさつ館展示-10 昆虫 2/2（火）
 〜28（日）

三の倉市民の里地球村
TEL 24-3212

　木曽川本流にある川合取水口より取水した水を、きれいで安全な水
にして可児市と多治見市に供給しています。

浄水発生土はいかがですか
　浄水発生土は、水道水の原料となる河川水に含まれる土や砂などを
固めたもので、肥料や腐葉土と混合させて園芸用土などとして多く利用
されています。

岐阜県東部広域水道事務所 川合浄水場(可児市川合９８４)
TEL 0574-62-9118

特徴
●水はけが良い　　●固いので崩れにくい　　●雑草が生えにくい

料金１立米あたり10円（税抜・振込手数料別）
※取りに来ていただける方　※１立米未満は無料

9：00～16：00（土・日曜日、祝日除く）
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①小学校学習者用端末整備業務委託（１～３年生分）（教育総務課）
②中部事務機（株） 多治見営業所　③168,300,000円　
④12　⑤指名競争

①ストックマネジメント計画に伴う管更生その1工事（工事課）
②王春工業（株） 岐阜営業所　③54,450,000円　
④12　⑤指名競争
①（都）音羽小田線道路予備設計業務委託（道路河川課）　
②大日コンサルタント（株）　③10,780,000円　
④10　⑤指名競争

①小学校学習者用端末整備業務委託（北地区）（教育総務課）
②中部事務機（株） 多治見営業所　③80,850,000円
④15　⑤指名競争
①小学校学習者用端末整備業務委託（南地区）（教育総務課）
②（株）トーノーセキュリティ　③94,050,000円　
④15　⑤指名競争
①中学校学習者用端末整備業務委託（教育総務課）
②（株）トーノーセキュリティ　③172,370,000円　
④15　⑤指名競争

入札結果(一定規模以上) 令和2年9月〜11月契約分
①事業名（担当課） ②契約者 ③契約金額（消費税込） ④入札参加者数 ⑤入札形態

財政課 中島 TEL 22-1434

応募期間 1カ月を単位として、連続する12カ月
募集枠 2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
掲載規格 縦6ｃｍ×横8ｃｍ、2色（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

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

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31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

駅北庁舎
利用時の駐車場は
駅北立体駐車場を
利用してください。 問 秘書広報課 水野 TEL22-1372

　市の基本となる計画を定めたり、条例や規則
などを制定・改正したりする場合に、その案を公
表して広く意見を求めます。資料は、市ホームペ
ージや本庁舎1階、担当課で閲覧できます。
　ご意見はEメール、FAX、郵送などの方法で提
出してください。ただし、個々の意
見には直接回答はしませんので、ご
了承ください。

広  告  募  集
広報たじみ

17 2 021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



濵谷麻衣子

サ責
川上

主任ケアマネ
井澤

西尾相談員
各務

吉村光太
岐阜県弁護士会所属

愛知県弁護士会・岐阜県弁護士会・三重弁護士会
静岡県弁護士会・第一東京弁護士会所属

s-tajimi@mild.ocn.ne.jp
岐阜県多治見市本町5-9-1 陶都創造館2階

1月23日（土）10時～15時
体験会開催！

通信制高校サポート校

※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

日 曜日 当番病・医院名 住　所 TEL
4 月 たじみ内科 広小路2 22-2333
5 火 ふくい内科クリニック 松坂町1 20-0660
6 水 倉知眼科 平和町7 22-5515
7 木 夏目整形外科医院 錦町3 23-4720
8 金 うえだ整形外科 松坂町1 20-2022
12 火 まえかわペインクリニック 広小路2 28-2010
13 水 前川ファミリークリニック 錦町1 22-0682
14 木 あいざわ整形外科 平和町7 23-3700
15 金 わたなべクリニック 明和町5 26-8666
18 月 たじみ陶都眼科 前畑町4 44-9777
19 火 ももいクリニック 前畑町5 28-1011
20 水 まもる耳鼻咽喉科 白山町1 22-8733
21 木 たかだアレルギーとこどものクリニック 白山町5 28-1101
22 金 のむら・笠原クリニック 笠原町字権現2200 45-1020
25 月 中央クリニック 日ノ出町1 22-3530
26 火 小西クリニック 笠原町1966 43-2188
27 水 池庭医院 宮前町2 22-1819
28 木 幸クリニック 幸町7 20-2055
29 金 安藤クリニック 豊岡町3 22-9388

日 曜日 当番病・医院名 住　所 TEL
1 月 根本外科医院 高根町2 27-2821
2 火 松下クリニック 根本町3 26-7890
3 水 浜田・浅井医院 太平町1 22-0522
4 木 精華医院 白山町1 22-3623
5 金 むらせクリニック 三笠町1 22-8499
8 月 多治見眼科院 十九田町2 24-2225
9 火 太田医院 明治町1 22-0037
10 水 タジミ第一病院 小名田町西ケ洞1 22-5131
12 金 田代町整形外科 田代町2 22-6717
15 月 森本耳鼻咽喉科 明和町5 27-9333
16 火 伊藤内科 太平町3 23-6578
17 水 西尾クリニック 金岡町1 24-0689
18 木 多治見クリニック 音羽町2 22-5566
19 金 仲西クリニック 明和町6 29-1181
22 月 いちはらこどもクリニック 小田町5 24-3411
24 水 横田耳鼻咽喉科 太平町4 21-2133
25 木 おざき整形外科 太平町6 25-6101
26 金 林かつひこ内科・循環器科 明和町4 20-2002

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 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

2月の夜間在宅当番医 1月の夜間在宅当番医 
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濵谷麻衣子

サ責
川上

主任ケアマネ
井澤

西尾相談員
各務

吉村光太
岐阜県弁護士会所属

愛知県弁護士会・岐阜県弁護士会・三重弁護士会
静岡県弁護士会・第一東京弁護士会所属

s-tajimi@mild.ocn.ne.jp
岐阜県多治見市本町5-9-1 陶都創造館2階

1月23日（土）10時～15時
体験会開催！

通信制高校サポート校

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

1月 収 集 地 区

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

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

20 水
根本、西山、滝呂1・4～7・10・11・15・16、
笠原町上原156～998番地、
1028～1263番地

21 木
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

22 金 小泉、旭ケ丘5市営、旭ケ丘10、
笠原町上原1647～2455番地

25 月 幸、旭ケ丘10、笠原町向島
26 火 大原、音羽、宝、若松、笠原町音羽

27 水 滝呂2・3・8・9、京、元、市之倉7～13、北小木、
笠原町音羽

28 木 松坂、明和、赤坂

29 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

2月 収 集 地 区

1 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

2 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

3 水 姫4～7、十九田、喜多、弁天、精華、白山、
住吉、笠原町富士

4 木 市之倉1・2、姫2市営、笠原町富士、笠原町釜
5 金 市之倉3・4、姫1市営

8 月 市之倉5・6、金岡、長瀬、高根、姫1、
笠原町神戸

9 火 高根、旭ケ丘1・2・6～9、大薮、笠原町神戸

10 水 廿原、諏訪、月見、富士見、三の倉、脇之島、
池田、東栄、大薮

12 金 東栄、大薮、笠原町草口

19 2 021年1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



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。
相談員／保健師、栄養士、助産師
持ち物 母子健康手帳
申込方法 電話またはLINEで　TEL 23－6187

マタニティセミナー
（歯科健診コース） 2月8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 電話またはLINEで　TEL 23－6187

【産後】
心と体のケアクラス

1月18日（月）
1月25日（月）

※いずれか1日
13：30～15：00 2～9カ月の赤ちゃんとそのママ

産後のママの心と体を整えるリラックスヨガ、赤
ちゃんとの絆を深めるタッチケアなど。
オンラインでも開催します。
持ち物 母子健康手帳、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27日（水）

① 9：00～10：00
②10：00～11：00
③11：00～12：00
※いずれか1回

4～6カ月児の家族 離乳食（5～6カ月頃）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） 1月20日（水）10：00～11：00 1月に7カ月になる児の家族 離乳食（7～8カ月頃）の話

申込方法 電話またはLINEで　TEL 23-5025

健康相談 1月15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12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　　　
申込方法 電話で　TEL 23-5960　 4人

骨密度測定 1月21日（木）午後(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40分程度。
申込方法 電話で　TEL 23-5960

休日眼科検診 2月21日（日）
9：00～11：00
完全予約制

（予約時に時間
指定）

35歳以上で、平日に眼科検診を
受診できない方など

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 23-5960

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

ID : @138dbbdi

多治見市民病院に聞く！
コロナ対策

お問合わせや相談日程の確認は
LINEアカウントで

　多治見市民病院が行っている対策や来院され
る皆さまへのお願い、感染を疑う症状が出てしまっ
た場合はどうすれ
ばよいかなどわか
りやすく紹介。

多治見市民病院 
　 TEL 22-5211

【保健センター母子保健アカウント】
　乳幼児健診や各教室・乳幼児相談の予約、保
健師や助産師、栄養士の訪問依頼など、質問や
問い合わせができます。

2 02 021年1月



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

5日（金）13:00～16:00　
※予約1月29日（金）8:30～

本庁舎 くらし人権課 TEL 22-1134
19日（金）13:00～16:00　
※予約2月12日（金）8:30～

17日（水）13:00～15:00　
※予約2月10日（水）8:30～ 総合福祉センター 社会福祉協議会 TEL 25-1131

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

高齢者就業相談 12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 1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 4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 4日、18日、25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）　8:30～17:15 総合福祉センター 母子・父子福祉センター
TEL 25-1133　※3月末で廃止

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 新型コロナウイルス感染症の影響により

中止
旭ケ丘児童センター

太平児童センター

人権こまりごと相談 17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 4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 10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 18日（木）14:00～16:00　
※前日12:00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、広

域消費生活専門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※ 14日（日）、28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

21 2 021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


