
暑さ対策 熱中症予防暑さ対策 熱中症予防暑さ対策 熱中症予防
多治見市で40.9℃を記録して、今年で14年目です。

日頃の暮らしをみんなで工夫して、暑いけど住みやすいまちを目指しましょう。

緑のカーテンをつくってみよう
　つる性の植物で
窓辺にカーテンを
つくることで、昼間
の太陽光をさえぎ
り室内の温度上昇
を抑えます。また、
地球温暖化の原因の一つである二酸化炭
素の削減につながります。

みんなで打ち水をしよう
　水は蒸発する時
に熱を奪うため、
屋外に水をまくと
涼しく感じます。早
朝や日没前後の涼
しい時間帯がおす
すめで、一斉に行うとさらに効果的です。

家族で涼むクールシェア
　家庭でエアコンをつける部屋を減らし
て、涼しい空間を共有することで、エアコン
の稼働数が減り地球温暖化対策につなが
ります。

環境課 林 TEL 22-1175

熱中症に気をつけましょう
　熱中症は予防が大切です。暑くなり始めの時期や、急に
暑くなった日、熱帯夜の翌日は特に注意が必要です。

熱中症対策のポイント
● マスク着用時は負荷のかかる作業、運動は避け、周囲

の人と距離を取り適宜マスクをはずして休憩する
●暑い場所での作業、運動はなるべく避ける
● 外出時は帽子や日傘を使いこまめに水分補給する
●大量に汗が出たら塩分を補給する
●風通しのよい服を着る
● 窓開放など換気を確保し、部屋の温度を調節する

熱中症警戒アラート・熱中症予防注意
情報の提供を希望される方へ
　気象庁から「熱中症警戒アラート」が発表
され、市内のWBGT33℃以上と予想され
る日に、防災無線や多治見市緊急メール、
多治見市防災情報アプリでお知らせします。また、毎週
金曜日の夕方に保健センターから緊急メールで「熱中症
予防注意情報」を提供します。情報提供を希望される方
は、多治見市緊急メールの登録をお願いします。
※ WBGTとは人体に与える影響の大きい①湿度、②日射・

輻射などの外部からの熱、③気温の３つを取り入れた指標
熱中症 保健センター TEL 23-5025
緊急メール 企画防災課 TEL 22-1378

クロバネキノコバエの大量発生に注意
　例年、梅雨時に発生しています。人を刺した
り、毒性があったりといった直接的な害はあり
ませんが、目や肌に触れてアレ
ルギーのような反応を引き起こ
す事例も報告されています。マ
スクなどにより吸い込まないよ
う注意してください。
対策
●サッシの外側にタープや扇風機を設置する
●捕虫シートや捕虫器などを設置する
●網戸や窓などの開口部に忌避剤を噴霧する
※ 調査を実施しましたが、詳しい発生原因や対処

法は明らかになっていません。効果的な対策が
ありましたら、環境課まで情報提供ください。
環境課 林 TEL 22-1175

犬や猫を合計10頭以上飼養する飼い主
届出事項
①氏名および住所
②飼養施設の所在地
③ 飼養犬猫の数、性別および不妊手術または去勢手

術の実施数
④飼養施設の構造
⑤飼養の方法（雌雄の分離、廃棄物等の処理方法）
※ 第一種・第二種動物取扱業者や動物診療施設にお

ける飼養などの場合は、届出は不要です。
※ 無届出や虚偽の届出をした場合

は罰則があります。
東濃保健所 生活衛生課
TEL 23-1111（内線359）

暑さ対策 熱中症予防暑さ対策 熱中症予防

犬や猫を多頭飼養している方は
届出が必要です

7月1日
から
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20歳以上の在住在勤者の健康づくりを応援

健康マイレージに参加しませんか？
　自身の4週間の健康づくりと健診受診やウォーキングの参加でポイントを貯めると、
素敵な賞品の抽選に応募できます。　抽選で150名様に賞品が当たります！

チャレンジシートをもらう
保健センター、保険年金課、
ヤマカまなびパーク、各公
民館、交流センターで配布。
ホームページからもダウン
ロードできます
※お1人様3回までチャレンジできます

ステップ １１ ステップ 33
健康づくりにチャレンジ
ポイントを30ポイント貯める
実施期間：
令和3年4月1日（木）
～令和4年2月15日（火）

応募する
締切：令和3年6月1日（火）
～令和4年2月28日（月）
30ポイントで1回応募
記録したチャレンジシートを
保健センターへ郵送、メール、
FAXまたは窓口へ提出

協賛： JAとうと、モザイクゲームズ、廿原ええのお、もみじかえで研究所、東濃信用金庫、 
カフェモンタナ、 十六銀行、モザイクタイルミュージアム

保健センター 健康づくりグループ 島原 TEL 23-5960 FAX 25-8866 Email hosen@city.tajimi.lg.jp 

※ この他にも付箋セット（十六銀行）や「うながっぱ」、「やくならマグカップも」グッズ、減塩味噌汁セット、感染予防
セットなどの賞品をご用意しています

第33回全国健康福祉祭ぎふ大会（ねんりんピック岐阜2021）
　「ねんりんピック」の愛称で親しまれている「全国
健康福祉祭」は、60歳以上の方を中心として、あら
ゆる世代の人たちが楽しみ、交流を深めることがで
きるスポーツ、文化、健康と福祉の総合的な祭典で
す。全国から各種目の代表選手が岐阜県に集い、
競技大会を通じて交流を深めます。県内各地で63
種目が開催され、多治見市ではパドルテニス交流
大会を開催します。

10月31日（日）～11月1日（月）
ねんりんピック岐阜2021多治見市実行委員会
事務局（市文化スポーツ課） 冨士 
TEL 22-1191

～パドルテニスとは～
　パドルテニスは、アメリカ合衆国発祥で、テニスの
縮小版スポーツです。卓球のラケットを大きくしたよ
うな板状のパドルを用いて、テニスコートの１／３く
らいの大きさのコートで行います。フェルト付きの柔
らかいボール
を使用し、技術
的にも簡単で
すので、老若男
女を問わず、生
涯スポーツに
最適です。

モザイクゲームズ
モザイクミニ

JAとうと
地元産米5kg

廿原ええのお
ジャムセット

抽選で
150名様に

賞品が
当たります!! 

もみじかえで研究所
もみじ茶（7パック）

東濃信用金庫
ランチグッズ

カフェ モンタナ
季節のデザート

10
名様

ステップ 22

5
名様

10
名様

3
名様

5
名様

からだの中からからだの中から
健康になるで賞健康になるで賞
①スムージーミキサー①スムージーミキサー
②水筒ボトル②水筒ボトル

各3
名様

たじみを食べるで賞たじみを食べるで賞
①駅北ファーム朝食セット①駅北ファーム朝食セット
②お楽しみ!たじみのお土産②お楽しみ!たじみのお土産

各3
名様

5
名様

20
名様

モザイクタイルモザイクタイル
ミュージアムミュージアム
ペア招待券ペア招待券

19 2 021年 6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



禁止されている不適正なごみの処理について
　ごみ（廃棄物）の処理の仕方は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められています。適正に処理し
ないと法律により処罰されますのでご注意ください。

　廃棄物などを法令に基づいた焼却炉以外で燃や
すことは、次の例外を除いて法律により禁止されて
います。
●�農業、林業における草や下枝(したえだ)の焼却�
（家庭菜園・レジャー農園での作業は、農業には該
当しません。）

●�正月のしめ縄、塔婆(とうば)等の供養焼却
＊�例外行為であっても、「煙たい」「臭い」など周囲の
生活環境に支障がある場合は行政指導の対象と
なります

　みだりに廃棄物を捨
てることを不法投棄とい
い、法律により禁止され
ています。また、最近、マ
スクやたばこのポイ捨て
も多くなっています。感染
症拡大防止のためにもポ
イ捨てはし
ないでくだ
さい。

無許可業者に廃棄物の回収を依頼しない
　廃棄物を回収するには、「一般廃棄物収集運搬業」
の許可が必要です。無許可の業者では、次のような
問題が起きる可能性がありますので、無許可の業者
に廃棄物の回収を依頼しないでください。
●�適正な処分をしない
●�環境対策が施されずに解体されて、フロンガスや
鉛などの有害物質が放出される

●�廃家電の不適正な管理により火災が発生する

　一般廃棄物収集運搬許
可業者については、環境
課のホームページや、冊子
「ごみとのつきあい方」を
ご確認いただくか、環境課
にお問い合わせください。

家電４品目の処分方法について
　家電４品目（テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン）
を処分する場合は、「家電リサイクル法」に基づき、次のように適正に
処分してください。
●�購入した店または買い替える店に引き取りを依頼する
●�郵便局で家電リサイクル券を購入して、指定引取場所へ持ち込む

最寄りの指定引き取り場所
東海西濃運輸（株）岐阜東濃支店
住所　土岐市下石町字西山304番地の912
TEL 57-9015

小森産業（株）美濃加茂事業場
住所　美濃加茂市加茂野町市橋1129
ＴＥＬ 0574-54-1283

※�大畑センターへ持ち込む場合は、家電リサイクル
券とは別に、指定引き取り場所までの運搬料金と
して１製品につき2,100円が必要です。
※�持ち込むことができない場合は、一般廃棄物収集
運搬許可業者へ依頼してください。（手数料は各
許可業者に問い合わせください）

ごみを正しく処理していますか？

不法投棄不法焼却（野焼きなど不適正なごみの焼却）

環境課（不法焼却）坪山、（廃棄物全般）加藤�TEL 22-1580

一般廃棄物収集運搬
許可業者一覧
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　家庭から出る「燃やすごみ」のうち、約半分は、生ごみ、紙類と布類です。生ごみを減らしたり、紙類
や布類を資源にすることで、ごみを減らし、ごみ袋を節約することができます。

環境課�加藤�TEL 22-1580

≪生ごみ処理機や生ごみ処理容器の購入補助制度≫
市内に住所登録があり、実際に住んでいる世帯主で、税金、保険料、使用料などに未納のない方

補助の種類・金額など
①�生ごみ処理機…本体購入費用の4分の1（限度額1万円）�
1世帯につき1基
②�生ごみ処理容器（コンポスト、ボカシ容器）…本体購入費用の�
4分の1（限度額2,500円）同時購入の場合のみ1世帯につき2基
※補助は種類ごとに1回
申請期限購入後6カ月以内

——— 生ごみを肥料にする機器 ———

　生ごみを発酵させたり、乾燥させたりすること
で、肥料が作れます。生ごみの肥料化にチャレ
ンジしてみましょう。
①生ごみ処理容器
●コンポスト
　畑などの土の上に置いた底のない容器の中
に生ごみを入れ微生物などの力で分解します。
●密閉（ボカシ）容器
　微生物（ＥＭ菌）の力で分解して、たい肥化
します。屋内でも使用できます。
②生ごみ処理機（電気式）
　生ごみをヒーターなどの熱や温風で水分
を蒸発させて乾燥、かくはん、破砕して、ごみ
の減量・衛生化を行います。
③ダンボールコンポスト
　ダンボール箱に分解を助ける基材と生ごみ
を混ぜ、微生物の力で分解します。屋外の雨の
掛からない風通しの良い場所で使用します。

———— 生ごみを減らす工夫 ————

①十分に水切りしよう
　生ごみは水分が多く、そのまま出すと悪臭や
カラスなどに荒らされる原因になります。水切り
ネットなどを使って、ごみ袋に入れる前にもうひ
としぼりしましょう。
②エコクッキングに挑戦しよう
　野菜の葉や皮も食材として使って、おかずを
一品増やしましょう。
③食品ロスをなくそう
　食べ物を無駄にしない意識を高めましょう。

———— 紙類・布類を資源に ————

　包装紙や箱など名刺サイズ以上の紙は、資源
として「雑誌・雑紙類」の収集日に出しましょう。
　ダンボール、新聞、雑誌、牛乳パック、古着は、
地域で行われる資源回収をご利用ください。

多治見市職員による
公益通報の運用状況の公表
　多治見市職員による公益通報に
関する条例第４条および第１０条の規
定による職員からの公益通報は、令
和２年度は該当がありませんでした。
議会事務局�阪野�
TEL 22-9899

多治見市指定ごみ袋の有料広告を募集

掲載品 指定ごみ袋のうち大袋および中袋
ごみ袋枚数 作成時1回に150万枚～200万枚
広告規格 大袋35㎝×17cm、中袋30㎝×15cm（白色一色刷）
掲載料１枚当たり大袋15銭、中袋10銭
※業種によっては掲載できない場合あり
環境課�加納�TEL 22-1580

21 2 021年 6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



たじみを活性化する創業者・起業家を大募集！
賞金総額500万円。お気軽にご相談ください。

※賞金は、起業・創業後に授与

募集期間 6月10日（木）～9月15日（水）
産業観光課 久田、古田
TEL 0572-22-1252

　市のスポーツ施設は、パソコンや携帯電話などから
インターネットで空き状況の確認や予約ができます。
　運動不足の解消や健康増進のために、グループや
家族などでぜひ利用してください。

施設名 予約受付開始日 インターネットでの申込期限

体育館、テニスコート、
運動広場、野球場、弓道場

●予約する月の3カ月前の1～8日(抽選)
●予約する月の3カ月前の10日～(空きコマ) 利用の2日前

主な受付窓口 受付時間 TEL
感謝と挑戦のTYK体育館　※火曜休み（祝日を除く） 9：00～21：00 22-4111
星ケ台管理事務所 9：00～19：30 22-2564
笠原体育館 9：00～21：00 43-6285
市役所本庁舎 １階文化スポーツ課 ※平日のみ 9：00～17：00 22-1191

※ 施設の申込方法、利用方法、料金、附属施設など、詳細
は問い合わせ

予約開始などについて

文化スポーツ課 岡田（嵩） TEL 22-1191

● 24時間365日いつでもどこでも申し込
みできます（システム保守作業中は除く）

● パソコン、携帯電話… 
「多治見市公共施設」で検索

● スマートフォン… 
右のQRコードから

第4回 たじみビジネスプランコンテスト

公共施設の予約はインターネットで公共施設の予約はインターネットで

6月12日（土）10:00～
産業文化センター 大会議室
～ビジネスプラン作成セミナー～

第１回　� 6月23日（水） 
産業文化センター 中会議室

第２回　� 7月8日（木） 
産業文化センター 中会議室

説　　明　　会

※令和3年度は当面の間、予約する月の1カ月前

2 021年 6月 2 2



[平成30年4月から]

シティガイド（月～金）7：30～、9：30～　　　　ニュース763（月～金）8：00～、18：30～

FMたじみ76.3MHzタイムテーブル
FMたじみ TEL 21‒３３７０

10分 20分

月 火 水 木 金 土 日
6:00 Morning　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ

橘しんご（月～水）川久保秀一（木・金）
Hawaian Breeze

Radio KZOO in Honolulu
経営軍師 岡 漱一郎の

絶対負けない社長の法則
7:00 PiPi morning smile

おはようサタデー 
/ ひのきしんじ 
本間千代子

おはようサンデー 
/ 浜菜みやこ

7:30

8:00
藤本博子 河野清子 伴野あずさ 舘林龍司 河野清子

9:00
9:30
9:40

たじみふるさとWalker ウィークエンド
ピピ

上原喜光ぐるっと 
360 度 

/ 上原喜光
/ 河村由美舘林龍司 伴野あずさ 藤本博子 河野清子 川口未話

山本香毅10:00 リメンバー・ミュージック（邦楽） おっしーとらんちゃん
の sundaybrunch

11:00 住まいづくりの
手帖

瀬尾さちこ リメンバー・ミュー
ジック（洋楽）

ミュージックドライブ 
レトロな時間
～昭和の香り リメンバー・ミュー

ジック（洋楽）
なうい洋一の

コミカル症候群

Brand-
New Saturday 
/ かとうみちこ
高橋あさみ

押村治奈
らんた

そこがキーポイント 
川口未話

1・3土屋 
2・4・5林侑味

12:00 PiPiっとCafé ミューアの MUSIC LUNCH 
ミューア

ZENT HOT RADIO
keiZiro

13:00 
 ここのは 鈴村和香子 川口未話 林侑味 高橋賢一

あの頃
青春グラフィティ

にちようび× 
ノーマル

14:00 元気はつらつ歌謡曲 みんなのサンデー
防災演歌男子 

＋純烈
岩佐美咲
はやぶさ

山口ひろみ
辰巳ゆうと 川野夏美 山本譲二

北川かつみ
15:00 アフタヌーンパラダイス（生放送） チョビラボ
16:00 岸田敏志

光部　愛
渡辺真知子 
西　達彦

沢田知可子
蒼山慶大

杉　真理 
山口真奈

高山厳
夏目真紀子

ジンケトリオ 高橋賢一
鈴村和香子ロック裁判所

17:00

PiPi twilight way グッジョび！
予備校オヤジの話でも。

長瀬正志
にしむぅの This is

プロ野球
18:00 

 鈴木悠伽 林　己友紀 山田梨果
本多ターレス 藤本博子

田中瑠紫愛
（第 1・3・5 山本香毅、

第 2・4 木下ルイス） 林己友紀
飯田将之

Premium G
～MUSIC GIFT～

大石吾朗
おかゆ

18:30
18:50

ゴスペル魂
19:00

ＧＥＮＥの
ＲＯＣＫ’ＮＲＯＬＬ

ＰＡＲＡＤＩＳＥ
ＦＭ Ｍｏｔ。Ｃｏｍ

「花※花 style」
BANBAN ラジオ まだ水曜？！

SIRA
渡辺俊美の
INTERPLAY
FM おだわら

ＤＪ Nobby's
Tokyo LIVE！！
さくらエフエム

スターダストレビューの
星になるまで

杏奈カフェ♪♪
冴木杏奈マスコナナミの

ENJOY 湘南
SLOWLIFE！

竹本孝之
songfor

TOMORROW
20:00

ＲｅｉｙａＤｒｉｖｅ
松本怜也

Seven Inch Park
テツ ぬばたまＺぷち さかり場 Sound Art Ｊ－ＢＬＯＯＤの

ポップンロール
コレクション

ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ
ＳＴＡＴＩＯＮ
今安琴奈大人の夜会 

酒井彰子 keiZiro 佐々木晴加 
伊藤貴之 kuni

21:00 乙女部 
～２nd season ～

夜も最高
気音っ！！

水曜
カンちゃん部屋 P.B MUSIC

Music
energetic café

djmaikou 河口恭吾
ブートラジオ

Sound of Oasis
カノン

のおと punk-masaki@
BRASH 堀田和則 飯田将之の 

おとらじ 90's
22:00

ＴＨＥ ＮＩＴＥ<SMOOTH JAZZ＆ROCK EDITION>
大西貴文

TABARU Love
Emotion サムライジング

23:00 RADIO BOHEMIA
ロバート・ハリス

弓月ひろみ
Music Hot Flavor

0:00 週刊メディア通信
高島幹雄　
浜菜みやこ

Ｍｉｄｎｉｇｈｔ
ｃｏｍｏｅｓｔａ
嶋田宜明

中村由利子の
Ｐｉａｎｏ Ｆａｎｔａｓｙ

池袋交差点 24 時
ラジオ版

SHINGO'S
RADIOSHOW
Ｎｉｇｈｔ★Ｆｅｖｅｒ

湘南ベース
岩沢二弓

わたなべヨシコ
ユメルの

モナリザラウンジ

1:00

アニメ関門文化学園
カモンエフエム

RADIO ＳＴＡＲ
Ａｕｄｉｔｉｏｎ

歌って語る歌謡曲
おきふる！おきふる！

FM 読谷
ごめんあそばせ

クラシック♪
ＦＭなかつ

本牧ヤグチ
マリンＦＭ

週刊ラジオマガジン

1:30
喜多ｓａｎ’ｓ ｂａｒ ビート・インザ・

ボックス

2 021年 6月23 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



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

駅北庁舎情報
6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

6月27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。

多治見市本町5-9-1 陶都創造館2階  TEL 26-8432

施設長の佐藤です！
ここは「笑顔」を取り戻せる「魔法の学校」です！
高校卒業だけじゃない！次のステージで活躍するために！
自分にしかない、自分のための高校生活を一緒に過ごそう！

高校生活はだれの時間？
入学希望、転校希望、随時相談受付中！

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

入
会
特
典

s-tajimi@mild.ocn.ne.jp

日 曜日 当番病・医院名 住　所 TEL
1 火 中村こどもクリニック 前畑町3 24-1717
2 水 岡山内科・消化器科クリニック 宝町3 21-1717
3 木 うすい整形外科 滝呂町12 43-3600
4 金 根本外科医院 高根町2 27-2821
7 月 高羽クリニック 太平町3 23-5515
8 火 ふくい内科クリニック 松坂町1 20-0660
9 水 うえだ整形外科 松坂町1 20-2022
10 木 光ヶ丘クリニック 光ケ丘2 21-0510
11 金 おおむらクリニック 宝町10 25-0166
14 月 たじみ内科 広小路2 22-2333
15 火 夏目整形外科医院 錦町3 23-4720
16 水 倉知眼科 平和町7 22-5515
17 木 あいざわ整形外科 平和町7 23-3700
18 金 わたなべクリニック 明和町5 26-8666
21 月 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 火 まえかわペインクリニック 広小路2 28-2010
23 水 まもる耳鼻咽喉科 白山町1 22-8733
24 木 ももいクリニック 前畑町5 28-1011
25 金 たじみ陶都眼科 前畑町4 44-9777
28 月 のむら・笠原クリニック 笠原町字権現2200 45-1020
29 火 小西クリニック 笠原町1966 43-2188
30 水 前川ファミリークリニック 錦町1 22-0682

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

6月の夜間在宅当番医 

242 021年 6月
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ここは「笑顔」を取り戻せる「魔法の学校」です！
高校卒業だけじゃない！次のステージで活躍するために！
自分にしかない、自分のための高校生活を一緒に過ごそう！

高校生活はだれの時間？
入学希望、転校希望、随時相談受付中！

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

入
会
特
典

s-tajimi@mild.ocn.ne.jp

月 後半の予定6 月7 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

6月 収集地区
14 月 東栄、大薮、笠原町草口
15 火 高田、大薮
16 水 小名田、大針、笠原町上原156～998番地、

1028～1263番地

17 木
虎渓山、平井、大針、
笠原町上原156～998番地、
1028～1263番地

18 金
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 月
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 火
小泉、旭ケ丘5市営、旭ケ丘10、
笠原町上原1264～1575番地、
1647～2455番地

23 水 幸、旭ケ丘10、笠原町向島
24 木 大原、音羽、宝、若松
25 金 滝呂2・3・8・9、京、市之倉7～13、北小木、

笠原町音羽
28 月 元、赤坂、笠原町音羽
29 火 松坂、明和、赤坂
30 水 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

7月 収集地区

1 木
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 金 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

5 月 姫4～7、十九田、喜多、弁天、精華、白山、
住吉、笠原町富士

6 火 市之倉1・2、姫2市営、笠原町富士、笠原町釜
7 水 市之倉3・4、姫1市営、笠原町神戸
8 木 市之倉5・6、金岡、長瀬、高根、姫1、笠原町神戸
9 金 高根、旭ケ丘1・2・6～9、姫1
12 月 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
13 火 東栄、大薮
14 水 高田、大薮、笠原町上原156～998番地、

1028～1263番地
15 木 小名田、大針、笠原町上原156～998番地、

1028～1263番地

16 金
虎渓山、平井、大針、
笠原町上原156～998番地、
1028～1263番地

2 5 2 021年 6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



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

マタニティセミナー
（子育てコース） 7月5日（月）13：30～15：00 妊婦

赤ちゃんのお風呂の入れ方、抱き方などお世
話の仕方の体験や産後の生活の話など具体
的な赤ちゃんのいる生活について。
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

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） 6月23日（水）

①9：00～10:00
②10:00～11:00
③11:00～12:00

※いづれか１回
4～6か月児の家族 離乳食（5～6か月頃）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） 6月16日（水）10：00～11：00 7～8か月児の家族 離乳食（7～8か月頃）の話　

申込方法 電話またはLINEで　TEL 23-5025

骨密度測定
6月11日（金）午前(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30分程度。無料。
申込方法 保健センターへ電話で　TEL 23-59606月22日(火）午後(予約時に指定)

健康相談 6月18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

6月23日(水)
東濃保健所 9:30～11:00

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 23-1111（東濃保健所）  4人

7月9日(金)
保健センター 13：00～14：30 相談員／精神科医・保健師　　　

要電話予約　TEL 23-5960　 4人

集団胃がん検診
（バス検診）

8月2日（月）
バロー文化ホール

受付／　　　　
8：30～11：15
※バロー文化　

ホールのみ
　9：00～

40歳以上
※国の指針は50歳以上に推奨
※次に該当する方は医療機関
での受診をお勧めします。
①便秘がひどい②よくむせる・
飲み込みが悪い・誤嚥しやすい
③以前にバリウム検査を受けて
体調が悪くなったことがある④
高齢（75歳以上：腸の運動機能
が低下しているため)　
※検査当日の朝に服薬が必要
な方、ペースメーカーを挿入して
いる方は、かかりつけ医にご相
談ください

バリウムによるレントゲン検査
検診料 900円
持ち物 健康手帳または検診手帳（あれば）、受診
券（あれば）
※検診前日の21:00以降は絶食、0:00以降は絶
飲食、禁煙
申込方法 電話で
TEL 23-5025、23-5960、23-6187
※予約時に時間を指定

8月6日（金）
ＴＹＫ体育館

8月21日（土）
旭ケ丘公民館

8月31日（火）
脇之島公民館

集団乳がん検診
（バス検診）

8月23日（月）
バロー文化ホール

受付／
9：00～15：30

40歳以上の女性で職場などの
検診を受ける機会のない方で、
令和2年度に市の乳がん検診を
受けていない方
※ペースメーカーやシリコンを
入れている方、妊娠中・授乳中
の方は受診不可。
※生理開始前後は痛みを感じ
る場合がありますので、受診を
避けて下さい。

乳房Ｘ線検査（マンモグラフィ）
※国の指針により視触診は不実施
検診料 1,000円　
持ち物 健康手帳または検診手帳（あれば）、受診
券（あれば）
※髪の長い方はゴムなどでまとめ、上半身が脱ぎ
やすい格好でお越し下さい　
申込方法 電話で
TEL 23-5025、23-5960、23-6187
※予約時に時間を指定

8月25日（水）
根本交流センター

休日眼科検診 6月13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 保健センターへ電話で  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 【保健センター母子保健アカウント】

LINE ID：138dbbdi
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