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

健康・スポーツ情報
新型コロナウイルス感染症防止のため、参加す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。

たじみ健康ハッピープラン推進会議委員募集
市の健康づくり計画
「第2次たじみ健康ハッピー
プラン」
の推進および第3次計画について会議に出
席し、
「運動」
「食生活」
「喫煙対策」
などの課題に関す
る地域での推進や総合的な対策について審議して
いただく委員を募集します。
市内在住の方
任期 4月1日～令和5年3月31日
（2年間）
募集人数 2人程度

応募方法 2月12日
（金）
までに住所、
氏名、
年齢、
職
業、
電話番号と
「応募にあたっての抱負」
を400字程
度にまとめ、
郵送またはFAX、
メールで提出
保健センター 堀江

TEL 23-5960 FAX 25-8866
Email hosen@city.tajimi.lg.jp
よ

〜開運・厄除け五社詣 4㎞ 2時間〜
みんなで楽しいウォーキング
よ

市内にある神社を巡り、
開運・厄除け初詣をしまし
ょう。
ベビーカーでも参加できます。
1月17日
（日）9：30 ※雨天中止
集合場所 精華交流センター
持ち物 マスク、
飲み物、
帽子、
タオル、
年間パスポート
（あれば）
保健センター 西尾
（悦) TEL 23-5960

骨髄ドナー登録説明員養成研修会

ドナー登録について正しい知識を持ち、献血会場な
どで登録を呼びかける
「骨髄ドナー登録説明員」
とし
てご活躍いただける方の養成研修会を開催します。
1月14日
（木）
13：30～16：30
シンクタンク庁舎1-1会議室
（岐阜市薮田南5-14-12）
骨髄ドナー登録会において説明および登録受付
業務に従事できる方
申込方法 申込用紙
（ホームページからダウンロード
可）
を1月8日
（金）
までにFAXまたはメールで
岐阜県健康福祉部保健医療課 難病対策係
TEL 058-272-8276
FAX 058-278-2624
Email c11223@pref.gifu.lg.jp

だれでも♥かんたん体操

うながっぱ音頭に合わせた
「だれでも♥かんたん体
操」
（ 多治見市スポーツ推進委員監修）
をご存じです
か？年齢を問わずだれでも気軽に無理なく身体を動
かすことができます。コロナ禍で運動不足になりがち
ですが、自宅ですぐにはじめられますので、ぜひお試
しください。
「水戸黄門テーマソング」
「さんぽ」
にも合わせて体操できます。
（スポーツ推進委員 河村）
スポーツ推進委員事務局
（笠原体育館） TEL 43-6285

多治見市 望まないタバコの被害から市民を守る条例 ミニ知識
その1 「歩きタバコ禁止」
皆さんは、
すれ違う時に
「タバコ臭い」
と感じたり、
持っているタバコ
の先が触りそうになったという経験はないですか？受動喫煙防止や
タバコによる身体などへの危険防止のため、
市内全域で、
歩行中お
よび自転車に乗っての喫煙を禁止しています。
紙巻タバコも加熱式タバコも喫煙時は周囲に配慮しましょう。
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2月のトレーニング室利用者講習会のご案内
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。 ※要事前申込
高校生以上 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 受講料 500円
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

笠原体育館
TEL 43-6285

2人
／
1回

随時受付中

20日（土）

10：00～11：00

25日（木）

14：00～15：00

5日（金）、15日（月）、20日
（土）

18：15～19：15

10日（水）、15日（月）、25日
（木）

19：45～20：45

4人

申込方法 電話または窓口へ
（ 1月4日
（月）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
教室名
キッズチア教室
コーディネーション
運動教室
キッズダンス
わくわく体育教室

こども運動教室（1月）のご案内

年中～小2

月・木曜日 16：30～17：30

小3～小6

月・木曜日 17：45～18：45

年中～年長

水・金曜日 16：00～16：50

小1～小2

水・金曜日 17：00～17：50

小3～小4

水・金曜日 18：00～18：50

年長～小3

金曜日 17：40～18：30

幼児

金曜日 16：30～17：20

児童

金曜日 17：30～18：20

感謝と挑戦のTYK体育館

TEL 22-4111

市民グラウンド・ゴルフ大会

期日 2月28日
（日）第1部 9:00～12:00

第2部 13:00～16:00

旭ケ丘運動広場
市内在住または在勤、
在学の方
※小学生以下は保護者同伴
各部60人 参加料 100円 ※小学生以下無料
持ち物 ゴルフスティック
（あれば）
申込方法 2月5日
（金）
までに申込書
（文化スポーツ
課、
感謝と挑戦のTYK体育館、
笠原体育館、
市立公
民館で配布）
を郵送またはFAX、
窓口で
文化スポーツ課 岡田
TEL 22-1191 FAX 25-6213

友達や家族と一緒に将棋をしませんか？
※将棋盤のレンタル可
（持ち込みも可）
1月～3月の毎週月曜日 9：00～12：00
感謝と挑戦のTYK体育館 研修棟1階会議室
参加料 300円／1人
10組
感謝と挑戦のTYK体育館 TEL 22-4111
※火曜日休館
2 0 21年 1月

週1回 4,950円

※1カ月クール

週1回 5,200円
※1カ月クール
週1回 6,400円

※2カ月クール

週1回 4,400円

※1カ月クール

※火曜日休館

鉄棒・跳び箱の日

1月18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 1時間50円
（大人の付き添いは参加料不要）

16：00〜17：00
笠原体育館 TEL 43-6285

バス献血のお知らせ
（400ml献血限定）

将棋プレイルーム
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料金

1月24日
（日）9：30～16：00
バロー多治見店 駐車場
体重50kg以上
※薬を飲んでいる方は薬品名必要
※海外渡航歴のある方はどこの国
でも4週間経過後

たじみ健康ハッピープラン「市民が健康でいきいきと幸せに暮らすことができるまち」

バロー文化ホール情報

申 問 TEL 23‒2600 休館日 火曜日
（祝日を除く）
Eメール bunka@tajimi-bunka.or.jp

ふ じ き だ い ち

藤木大地 カウンターテナー・リサイタル

二ツ目ふたり会～すい寄席～〈振替公演〉

烈にデビュー。日本で最も注目される国際的アーティス

打昇進を控えた正太郎、
さらに2021年秋に昇進が決

2017年4月、
オペラの殿堂・ウィーン国立歌劇場に鮮

トが多治見で声高らかに歌う！

2月23日
（火・祝） 13：30開場 14：00開演
まつもとかずまさ

共演 松本和将
（ピアノ）

落語の保守本流を進む２人が登場。2021年3月に真

定した緑君。二ツ目で登場するのはこれが最後です。
1月27日
（水）13：00開場 13:30開演

場 小ホール

しゅんぷうていしょうたろう

料金 全席自由

やなぎやろっくん

出演 春風亭正太郎 、
柳家緑君

料金 自由席1,000円
（当日券1,500円）

一般1,000円

※発売中
（指定席は完売）

高校生以下500円
プログラム

●愛の夢
（リスト）

●死んだ男の残したものは
たけみつとおる

ほか
（武満徹）

発売日 1月4日
（月）
▲藤木大地 ©hiromasa
やなぎやさんざ

や な ぎ や か ん の す け

柳家三三・柳家勧之助 二人会

多治見に縁深い二人の噺家、三三と勧之助。古典落語

の真髄を存分に味わう落語会です。

3月13日
（土） 13：00開場 13：30開演

場 小ホール

料金 全席指定 一般3,800円
（たじともClub会員3,500

円）
、高校生以下3,000円

発売日 たじとも会員先行…1月27日
（水）

一般…1月30日
（土）

▲春風亭正太郎

▲柳家緑君

む か わ け い ご

務川慧悟ピアノリサイタル〈振替公演〉

2019年にロン・ティボー・クレスパン国際音楽コンク

ールピアノ部門第2位を受賞。愛知県が生んだ人気若手

ピアニストの響きをお届けします。

1月31日
（日） 13:00開場、13：30開演

プログラム

●ボレロ ハ長調 Op.19
（ショパン）
ほか

料金 全席自由1,000円

（当日券1,200円）
※発売中

▲務川慧悟

▲柳家三三 ©橘蓮二

▲柳家勧之助

令和4年2月使用の予約調整日
令和3年2月1日
（月）9:00 ～
令和4年2月の休館日、使用できない日
【休館日】1、8 、15 、22日
【使用できない日】
全館…24～27日、小ホール…3日、展示室A・B…3～7日

※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

※この情報は12月11日現在の情報で今後変更する場合あり

※ソーシャルディスタンスの観点から座席の間隔を
空けて販売します
※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 ～、窓口
9:00 ～、電話予約10:00 ～開始
※たじともClub会員料金の表記がない場合は一般
と同額。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
※ マークの公演は、託児の受付があります（1人1
回あたり1,000円、公演日の1週間前までに予約）
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トイレ修理を慌てて依頼
トイレ修理を業者に頼んだら高額な料金を請求さ
れたという相談があります。
「自宅のトイレが詰まった
ため、電話帳で見つけた業者に料金を確認せずに修
理の依頼をした。
修理をしてもまた詰まる、
という理由
で便器を交換され、
20万円を請求された。
作業終了後
だったため仕方なく支払った。
」
という内容です。
トイレが壊れると慌てて業者を呼んで修理をしてし
まいがちですが、
作業内容や料金を必ず確認し、
複数
社から見積りを取るようにしましょう。
また、
急な故障
に備え、
信頼できる業者の情報をあらかじめ集めてお
き、
応急処置ができるよう、
自宅の止水栓の位置と閉
め方は確認しておきましょう。
指定工事業者を市公式ＨＰ
（上下水道課）で公開し
ていますので、
業者選びの参考にして下さ
い。
困ったときは消費生活相談窓口に相談
しましょう。
くらし人権課

奥村

TEL 22-1134
い や や

消費者ホットライン TEL 188

おかげさまの気持ちを大切にまちづくりを応援
ぽると多治見 市民活動交流支援センター
「あなたの暮らしたいまちに
しませんか？」ぽると多治見で
は、笑顔でつながるまちづくり
を目指し、
市民の活動をサポー
トしています。
活動内容をお知
らせするチラシづくりや、まち
づくり活動補助金などの各種補助金申請、プレゼン
テーションや資料作成の方法など、皆さんの活動を応
援する講座を定期的に開催しています。
また、
ボランティ
アに関する
「情報コーナー」
や、
手づくり品などを販売し
市へ寄附ができる
「ぽるとマーケット」
など、
「何かやりた
い」
という想いに応える場も提供しています。
明るい陽
射しがふりそそぐヤマカまなびパーク6階にホッとでき
る憩いの空間を用意してみなさんをお待ちしています。
市民活動交流支援センター（ぽると多治見）
TEL／FAX 22-0320
住所 多治見市豊岡町1-55 ヤマカまなびパーク6階
多治見市市民活動交流支援センター

ものしり
博士と
1月10日は「110番の日」

ものしり博士

110番は緊急ダイヤルとして通報者の位置をいち早く特定できる機能があり、
どの通報方法より警察官が早く
臨場できます。交通事故や事件だけでなく不審者通報も緊急ダイヤルでお電話いただくようお願いします。

110番のしくみ

①通報
知らない男が子どもに
声をかけています。

現場
交通事故や各種事件が
起こったら、すぐに110番
通報をしてください。

110番警察です。
事件ですか？事故ですか？

③臨場

警察署・
パトカー
警察本部からの指令を受けた
警察署は、警察官に指令し、
一刻も早く現場へ急行します。

110 番のしくみ
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多治見、
了解

声掛け事案、
現場に向かえ
②指令

警察本部
通信指令課

110番通報は、通信指令課で受理されます。
受理された内容は、通信指令課から
関係警察署へ無線手配されます。

多治見警察署 TEL 22-0110
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

