
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

2日（金）13:00～16:00　
※予約3月26日（金）8:30～

本庁舎 くらし人権課 TEL 22-1134
16日（金）13:00～16:00　
※予約4月9日（金）8:30～

行政相談 19日（月）13：00～15：00
※予約4月12日（月）8：30～ 本庁舎 くらし人権課 TEL 22-1128

高齢者就業相談 9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 5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 1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 1日、8日、15日、22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 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 21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 1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 7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 15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※ 11日（日）、18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3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



バス献血のお知らせ（400ml献血限定）
3月28日（日） 9：30～16：00

場 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

みんなで楽しいウォーキング
　姫川沿いポールウォーキング（約5㎞ 2時間）
※当日ポールの貸出可（先着40人まで）
可児川支流の久々利川に合流する姫川は、春には水
仙が咲き、小鳥が遊んでいます。ポールウォーキングに
おすすめのコースです。

3月27日（土） 9:30集合 ※雨天中止
場 南姫公民館

どなたでも
持ち物 飲み物、帽子、タオル、年間パスポート（あれば）
※マスク着用の上ご参加ください
申 問 保健センター  西尾（悦）  TEL 23-5960

たじみウォーキングマップ配布中
　たじみウォーキングマップ～おすすめコース19選
～地域の見どころなど紹介しています。ご活用くだ
さい。
配布場所 保健センター、市立公民館、精華交流セン
ター、根本交流センター、池田町屋公民館、ヤマカま
なびパーク
※1人1冊まで
※先着順（なくなり次第終了）
問 保健センター  早瀬　TEL 23-5960

小児がん患者ワクチン再接種費用助成
　小児がんの治療のために造血幹細胞の移植を行
った児に対し、医師が必要と認めた定期予防接種の
再接種に係る費用の助成を行います。
場 保健センター（駅北庁舎３階）
申込方法申請書（ホームページからダウンロード可）
一式を保健センター窓口へ提出
問 保健センター
TEL 23-6187 母子保健グループ

受動喫煙防止ポスター・標語コンクール作品展
覧会
　コンクールの応募作品で、ポスター部門については、
154作品全てと標語・川柳部門については、入選6作
品の展示をします。

3月20日（土・祝）～28日（日） 9:00～18:00
場 駅北庁舎 1階ギャラリー・2階多目的スペース
問 保健センター  堀江　TEL 23-5960

◆市民病院からのお知らせ◆
　医療情報システムサーバー交換作業のため 
救急外来を停止します。

3月19日（金） 18:00～3月20日（土） 8:30

　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

　多治見市民病院に聞く！ 
　コロナ対策第2弾
　前回に引き続きウイルスとは? 新型コロナ
ウイルス感染症の特徴と症状、PCR検査と抗
原検査などについて多治見市民病院 今井病
院長がわかりやすく解説します。新型コロナウ
イルスを正しく理解してください。
問 多治見市民病院　
TEL 22-5211

2 021年3月 2 2

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





スポーツ情報

「鉄棒・跳び箱の日」春休み子ども運動スクール1日教室

感謝と挑戦のTYK体育館の移動式
バスケットゴールを更新しました

生涯スポーツ基礎セミナー
「ジュニアアスリートのスポーツ障害と予防」

　鉄棒、跳び箱の特訓が気軽にできます。
3月15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）

参加費 1時間50円（大人の付添いは参加料不要）

笠原体育館 TEL 43－6285

4月のトレーニング室利用者講習会のご案内

申込方法 電話または窓口へ（3月1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

　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

随時受付中
2人
／
1回

笠原体育館
TEL43-6285

5日（月）、10日（土）、30日（金）
10：00～11：00

4人13：30～14：30
夜間：奇数日 19：00～20：00

　コーディネーショントレーニングを軸とした運動教
室を行います。
神経系の発達を促す動きを取り入れながら子どもの
運動能力向上を目指した運動を実施します。

3月28日（日）
①年中～年長の部 13:00～13:50
②小1～小2の部 14:00～14:50
③小3～小4の部 15:00～15:50

各10名
参加費 1人1回1,500円
持ち物 運動できる服装、水分
申込方法 電話で

感謝と挑戦のTYK体育館　TEL 22-4111

３月10日（水） 19:00～20:30
笠原中央公民館　アザレアﾎール
100人

講師 臼井 秀樹氏 （うすい整形外科院長）
対象 スポーツに携わる指導者、保護者または興味の
ある方
参加費 無料
申込方法 3月5日（金）までにお電話で

笠原体育館　TEL 43-6285

16：00～17：00
※申込不要

　老朽化した移動式バスケットゴール1セットを、令和
2年度日本スポーツ振興くじ助成金を受けて更新しま
した。感謝と挑戦のＴＹＫ体育館をご利用ください。

笠原体育館臨時休館のお知らせ：3月1日（月）、2日（火）
2 021年3月 24

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



①ストックマネジメント計画に伴う管更生その2工事（工事課）
②井戸建設（株）　③83,490,000円　
④12　⑤指名競争
①重要給水施設整備事業虎渓山工区配水管布設工事（工事課）
②（株）丸三ポンプ工業所　③66,880,000円　
④12　⑤指名競争
①解体作業対応型油圧ショベル購入（三の倉センター）　
②アジア産業（株）東濃営業所　③18,788,000円　
④3　⑤指名競争

①小中学校教職員用タブレット端末等整備業務委託（教育総務課）
②（株）トーノーセキュリテイ　③32,780,000円
④12　⑤指名競争
①小中学校学習用ネットワーク構築業務委託（教育総務課）
②（株）トーノーセキュリティ　③13,750,000円　
④9　⑤指名競争
①（仮称）多治見市食育センター食器かご購入事業（教育総務課）
②岐阜アイホー調理機（株）　③20,897,360円　
④1　⑤随意契約
①市之倉小学校トイレ改修工事（教育総務課）
②新興建設（株）　③51,370,000円　
④12　⑤指名競争

財政課 中島　TEL 22-1434

入札結果(一定規模以上) 令和2年11月〜令
和3年1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

感謝と挑戦のTYK体育館 　こども運動教室（3月）のご案内

感謝と挑戦のTYK体育館 大人運動教室（3月）のご案内

感謝と挑戦のTYK体育館　TEL 22-4111　※火曜日休館

感謝と挑戦のTYK体育館　TEL 22-4111　※火曜日休館

教室名 料金

キッズチア教室
年中～小2 月・木曜日　16：30～17：30

週1回 4,950円　※1カ月クール
小3～小6 月・木曜日　17：45～18：45

コーディネーション
運動教室

年中～年長 水・金曜日　16：00～16：50
週1回 5,200円
※1カ月クール小1～小2 水・金曜日　17：00～17：50

小3～小4 水・金曜日　18：00～18：50
キッズダンス 年長～小3 金曜日　17：40～18：30 週1回 6,400円　※2カ月クール

わくわく体育教室
幼児 金曜日　16：30～17：20

週1回 4,400円　※1カ月クール
児童 金曜日　17：30～18：20

教室名 料金
キレイになるヨガ 月曜日　10：00～11：00 10人 2ヶ月8回 6,400円
いきいき健康講座 月曜日　11：30～12：30 10人 1ヶ月4回 3,200円

ボディコンディショニング 水曜日　13：10～14：10
　　　　14：30～15：30

15人
2ヶ月8回 4,400円

  8人
エアロビクス 水曜日　14：20～15：20 15人 2ヶ月8回 4,400円

美ボディ・エクサイズ 水曜日　15：30～16：30 15人 2ヶ月8回 4,400円
ヨガ 木曜日　10：00～11：00 15人 2ヶ月7回 5,600円

ダンスグルーブ 木曜日　11：15～12：15 15人 2ヶ月7回 5,600円
らくらくシェイプ 木曜日　15：20～16：20 15人 2ヶ月7回 3,850円
バレエストレッチ 水曜日　10：30～11：30 15人 2ヶ月6回 4,800円

バレエエクササイズ 金曜日　10：30～11：30 10人 2ヶ月7回 3,850円

2 021年3月2 5 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 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

※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
1 月 水田クリニック 音羽町1 22-5222
2 火 おかざきまりこクリニック 幸町3 27-1200
3 水 タジミ第一病院 小名田町西ケ洞1 22-5131
4 木 いながけ医院 滝呂町17 45-0077
5 金 浜田・浅井医院 太平町1 22-0522
8 月 豊岡医院 豊岡町1 21-2868
9 火 はら内科クリニック 大畑町西仲根3 28-3223
10 水 林内科クリニック 栄町1 25-7755
11 木 サニーサイドホスピタル 小名田町西ケ洞1 25-8110
12 金 中村こどもクリニック 前畑町3 24-1717
15 月 うすい整形外科 滝呂町12 43-3600
16 火 岡山内科・消化器科クリニック 宝町3 21-1717
17 水 高羽クリニック 太平町3 23-5515
18 木 笠原診療所 笠原町2837 44-2261
19 金 おおむらクリニック 宝町10 25-0166
22 月 光ヶ丘クリニック 光ケ丘2 21-0510
23 火 ふくい内科クリニック 松坂町1 20-0660
24 水 うえだ整形外科 松坂町1 20-2022
25 木 夏目整形外科医院 錦町3 23-4720
26 金 倉知眼科 平和町7 22-5515
29 月 たじみ内科 広小路2 22-2333
30 火 あいざわ整形外科 平和町7 23-3700
31 水 わたなべクリニック 明和町5 26-8666

日 曜日 当番病・医院名 住　所 TEL
1 木 ももいクリニック 前畑町5 28-1011
2 金 前川ファミリークリニック 錦町1 22-0682
5 月 たじみ陶都眼科 前畑町4 44-9777
6 火 まえかわペインクリニック 広小路2 28-2010
7 水 まもる耳鼻咽喉科 白山町1 22-8733
8 木 根本外科医院 高根町2 27-2821
9 金 のむら・笠原クリニック 笠原町字権現2200 45-1020
12 月 中央クリニック 日ノ出町1 22-3530
13 火 小西クリニック 笠原町1966 43-2188
14 水 池庭医院 宮前町2 22-1819
15 木 幸クリニック 幸町7 20-2055
16 金 たかだアレルギーとこどものクリニック 白山町5 28-1101
19 月 安藤クリニック 豊岡町3 22-9388
20 火 松下クリニック 根本町3 26-7890
21 水 浜田・浅井医院 太平町1 22-0522
22 木 精華医院 白山町1 22-3623
23 金 むらせクリニック 三笠町1 22-8499
26 月 多治見眼科院 十九田町2 24-2225
27 火 太田医院 明治町1 22-0037
28 水 タジミ第一病院 小名田町西ケ洞1 22-5131
30 金 田代町整形外科 田代町2 22-6717

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

4月の夜間在宅当番医 3月の夜間在宅当番医 

母子・父子福祉センター廃止のお知らせ
　母子・父子福祉センター（以下、センター）は、ひとり親家庭や寡婦家庭を支援することを目的として昭和
63年に設置し、多くの方々に利用いただいてきました。
　ひとり親家庭は増加傾向にありますが、時代の変化とともに社会保障が充実され、働く親も増えているこ
とから、センターに支援を求める家庭は減少しており、3月31日をもって廃止することになりました。
　利用いただいた皆さまには、ご理解いただきますようお願いします。長らくのご利用、誠にありがとうござ
いました。これまでセンターで実施していた事業については、今後以下のとおりになります。

１. 引き続き実施する事業
社会見学（年２回から１回の実施に変更）、 スキー・スノボツアー
子ども習字（太平児童センターにて実施）
太平児童センター・老人センターと合同で開催している行事
ひとり親家庭相談（子ども支援課へご相談ください）

２. 終了する事業
わくわくキッズ（夏季休暇中の一時預り）
※保護者の就労などにより昼間継続的に保護を受けることのできない小学生をお持ちの方は、
　就学校区内の「たじっこクラブ」の利用をご検討ください

子ども支援課 丹羽、中島　TEL 23-5958
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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

施設名 笠原中央公民館 産業文化センター ヤマカまなびパーク
会場名 アザレアホール 大ホール 多目的ホール

最大座席数 594席 900席 213席
休館日 年末年始 月曜日、年末年始 月曜日（祝日を除く）、年末年始

ふらっとコンサートvol.39 躍動するホルン
　美しく温かみのある音色が特徴のホルン。
シリーズの幕開けは、演奏が難しいと言われるホルン
の魅力を存分にお伝えします。

4月3日（土）13:30開場 14:00開演
出演 三

 み  や け  ゆ  か  

宅由花（ホルン）
　　 伊

 い とう かつひろ

藤勝寛（ピアノ）
※入場無料、申込不要
※未就園児入場可

お知らせ
●改修工事について
　バロー文化ホール（多治見市文化会館）は、開館して40年が経過し老朽化が進んでいることから、改修工事の
ため全館休館します。皆さまにはご不便をおかけし申し訳ございませんが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願
い申し上げます。
休館期間 令和4年4月2日（土）～令和5年1月7日（土）（予定）
当館休館中の代替施設につきましては、下記施設の利用をご検討ください。

●イベントの延期・中止について
　新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、下記の催しは延期または中止となりました。

改修工事に関すること：文化スポーツ課　村瀬、本多　TEL 22-1193
施設予約に関すること：バロー文化ホール（多治見市文化会館）　　　

第3回思い出シネマ館「くちびるに歌を」
　アンジェラ・アキの名曲「手紙～拝啓 十五の君へ～」
をモチーフに生まれた中田永一の小説を、新垣結衣の
主演で映画化。元ピアニストで臨時教員の女性が、生
まれ故郷の中学校の合唱部顧問として生徒たちと心
を通わせていく青春ムービー。

4月17日（土）
　 ① 9:30開場 10:00上映
　 ②13:00開場 13:30上映
場 小ホール
料金 全席自由 800円
※当日券を販売する場合
　1,000円
※発売中

※この情報は2月10日現在の情報で今後変更する場合あり

友の会「たじともClub会員」について
受付開始 3月1日（月）
有効期間 3月1日（月）～令和4年3月31日（木）
年度会費 2,000円
特典 チケットの先行販売、割引販売、イベントの

情報提供など
※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

●スーパー手作りマーケット 3月27日（土）・28日（日）
　→ 中止
●中島美嘉 MIKA NAKASHIMA CONCERT 
　 TOUR 2021 JOKER
　→ 開催見合わせ（延期日未定）

©️2015 『くちびるに歌を』製作委員会
©️2011 中田永一／小学館▲三宅由花
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