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消費者ホットライン　TEL 188

消費者問題に関する２０２０年の１０大項目

くらし人権課　奥村　TEL 22-1134

国民生活センターでは毎年「消費者問題に関す
る１０大項目」を選定しています。2020年は新型コ
ロナウイルス感染症に便乗した悪徳商法や、オンラ
イン取引に関連した相談が目立ちました。
一方で、10大項目のうち「年齢を問わず発生 無

くならない身の回りの事故」という項目で、日常生
活に係る以下の７つの事例も紹介されました。
①スプレー缶製品やカセットボンベによる事故
②柔軟仕上げ剤のにおいに関する情報提供
③おむつ交換台での事故
④セルフエステの危害や解約トラブル
⑤ホットヨガのトラブル
⑥手動車いすに関する破損事故
⑦トランポリンでの事故
詳細については国民生活セン

ターのホームページを確認いただ
き、被害防止に役立ててください。

災害時も安心！ラジオがなくても
ホームページから放送を聴けます

FM たじみ　TEL 21‒3370　FAX 21‒3371

http://www.fmpipi.co.jp
E-mail info@fmpipi.co.jp

FMたじみ
PiPiホットステーション763

・・・・・・・・・・・・
 ふじ もと ひろ こ
「藤本博子」さん  

担当番組
Morning Smile （月）7:00～9:00
ふるさとウォーカー （水）9:00～10:00
Twilight Way （木）17:00～19:00
自己紹介・メッセージ
　こんにちは！藤本博子です。PiPiでパーソナリティ
を務めて4月で丸11年。いつもお聴き下さりありがと
うございます！そして、続けていられるのもみなさま
のおかげです。これまでを振り返るとたくさん嬉し
いこと楽しいことがありました。最近は博子史上初
の大河ドラマにハマりました！コロナ禍の昨今、麒麟
が来るのはいつの日か心待ちにしています。今年も
色んなことが起こり変化もあると思いますが、変わ
らずに思うことは【FM PiPiが好き！！】と言うことで
す。この気持ちとともに、これからも朗らかに放送を
していきたいと思います。＋老若男女、あなたのお耳
の恋人を目指して進んでいきますので、よろしくね♪

【国際陶磁器フェスティバル美濃とは？】
日本最大の陶磁器産地「東美濃地域」で3年に1度
開催している「世界最大級の陶磁器の祭典」。
「土と炎の国際交流」をメインテーマに、陶磁器のデ

ザインと文化の国際的な
交流を通じて、更なる陶
磁器産業の発展と文化の
高揚を目指しています。
1986年に第1回を開催

し12回目となる今回は、9
月17日（金）から10月17日
（日）の31日間、セラミック
パークMINOを主会場と
して開催します。

メインイベントである国際陶磁器展美濃は国際的に
認知された陶磁器コンペティションであり、「やきもの
のゆくえ」をテーマとした世界中の作品が一堂に会す
展覧会となります。
また、美濃焼の歴史や魅力、地域の風土を存分に感

じ、楽しむことができる、4市の産業・地域・文化に密着
した事業を多数開催します。
陶磁器の一大産地「セラミックバレー」と世界の名
窯の展示や、環境に配慮したリサイク
ル食器「Re-食器」を使用した地元有
名店「柳家」監修スペシャルランチの
提供など様 な々企画で、皆様をお迎え
いたします。

　 国際陶磁器フェスティバル美濃実行委員会事務局 TEL 25-4111

今秋、開催！

▲開催ポスター

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
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本誠司＆反
そ り た き ょ う へ い

田恭平デュオリサイタル 
 

　世界を魅了する若きヴァイオリニスト・岡本誠司が、
言葉を超えた圧倒的な感動体験をもたらす本能のピ
アニスト・反田恭平と豪華共演を果たす夢の舞台。ど
うぞご期待ください！

6月12日（土）14:15開場 15:00開演
出演 岡本誠司（ヴァイオリン）、反田恭平（ピアノ）
プログラム ヴァイオリンソナタ第1番 ト長調「雨の歌」

（ブラームス）ほか
料金 全席指定
S席4,000円（たじともClub会員3,500円）
A席3,500円
高校生以下2,000円（S席・A席とも）
発売日
たじともClub会員先行…4月25日（日）～5月1日（土）
一般…5月2日（日）

1
じゅうきゅうおと

9音クラブ ドラム道
ど う

　ゼロからはじめる超初心者講座、スタートします。ア
コースティックギターコースもあります。詳細はホーム
ページをご覧ください。

5月27日、6月3日・10日・24日、
　 7月1日・8日・22日・29日、8月5日・19日・26日
　（全11回／すべて木曜）
　 ①17：30～18：15 
　 ②18：45～19：30
　 ③20：00～20：45
講師 山

やまさき

﨑洋
よういち

一
対 小学4年生以上　
定 各回3人
受講料 8,800円
申込方法
4月11日（日）
10:00から電話で

２台ピアノ弾き比べDAY
　2台のフルコンサートグランドピアノの弾き比べをし
てみませんか。

4月17日（土）～19日（月）、24日（土）～26日（月）
　 9:30～10:30、11:00～12:00、13:00～14:00、
　 14:30～15:30、16:00～17:00
使用ピアノ スタインウェイD274、YAMAHA CFⅢ
定 30組
※小学生以下は保護者同伴
※個人練習としての利用のみ

（営利目的の指導練習不可／ピアノデュオでの利用可）
参加費 2,000円／1枠
申込方法 4月4日（日）10:00から電話で
※お一人で複数枠のお申込みはご遠慮ください
  （4月11日以降、空きがあれば2枠目も予約可）

※この情報は３月15日現在の情報で今後変更する場合あり

お知らせ
【休館日】火曜日（祝日を除く）
【大規模修繕工事のため休館】
 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

※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

※友の会「たじともClub」会員募集中。入会希望の
方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）

▲イメージ

▲イメージ

▲（左）岡本誠司（右）反田恭平
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31 2 021年 4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














