
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6月25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7月9日（金）8:30～

行政相談 19日（月）13：00～15：00　
※予約7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、29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

7日（水）15:30～17:00 旭ケ丘児童センター

17日（土）15:30～17:00 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 14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16:00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、消

費生活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）、25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
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節目歯科検診
6月1日（火）～10月31日（日）
令和3年度中に40、50、60、70歳になる方

持ち物 受診券（対象者に送付）、保険証
受診方法 対象者に送られる受診券を持参し、期間内に
市内指定歯科医院にて受診してください。
問 保健センター  宮本  TEL 23-5025

歯と口の健康週間 
（6月4日～10日）

弁護士、臨床心理士による法律とこころの相談会 
　厳しい社会情勢の中で、借金・失業・生活苦・病苦・
人間関係等で悩んでいませんか？（秘密は厳守します）

6月30日（水） 13:00～16:00
場 東濃西部総合庁舎 5階会議室
申込方法 電話で
申 問 東濃保健所 健康増進課
　　  TEL 23-1111（内361）

バス献血のお知らせ（400ml献血限定）
6月27日（日） 9：30～16：00

場 バロー多治見店駐車場
問 岐阜県赤十字血液センター
　 TEL 058-272-6927

　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

検診名 検診内容 対象年齢 受診券 実施場所 自己負担金

胃がん検診
胃部Ｘ線検査
（バリウム）

40歳以上
△ バス検診 900円
◎ 指定医療機関 2,000円

乳がん検診
乳房Ｘ線検査

(マンモグラフィ)
40歳以上の女性 

※2年に1回
△ バス検診

1,000円
◎ 指定医療機関

前立腺がん検診 血液検査（ＰＳＡ） 50歳以上の男性 ◎ 指定医療機関 800円

子宮頸がん検診
内診

頸部細胞診検査
20歳以上の女性 

※2年に1回 ◎ 指定医療機関 700円

大腸がん検診
便潜血反応検査

（2日間法）
40歳以上

△
保健センター・地区事務所・
本庁事務所・バス検診会場

で容器配布 500円

◎ 指定医療機関

募集事業所 1 定期巡回・随時対応型訪問介護看事業所 2 認知症対応型共同生活介護事業所（グループホーム）
応募期間 6月1日（火）～6月30日（水） 17：00まで
募集数 1事業者程度 2事業者

がん検診のご案内　実施期間：6月1日（火）～10月31日（日）　※一部検診は11月以降も実施予定
多治見市に住民登録があり、対象年齢以上で職場などの検診を受ける機会のない方

地域密着型介護事業所を整備・運営する法人を募集　問 高齢福祉課 宮上 TEL 22-1111（内線 2240）
令和4年度末までに多治見市内で次の1、2の事業所を整備・運営する法人を募集します。

※応募資格・応募方法などの詳細はホームページ掲載

◎…必ず持参 △…あれば持参 ※◎の検診希望で受診券がない場合問合せ
※がん検診には無料になる年齢があります。個別通知していますので、ご確認ください。
申 問 保健センター TEL 23-5025
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特定健診 ぎふ・すこやか健診のお知らせ　～年に1度の健康チェックの季節です～

ぎふ・さわやか口腔健診が始まります！ �保険年金課�佐々木�TEL 23-5762

糖尿病や高血圧等の生活習慣病の発症や重症化を防ぐために健康診査を実施します。
健診は健康のバロメーター。この機会に受診されることをお勧めします。

※多治見市国民健康保険加入の方にお願い
職場健診や人間ドックを受診される方、医療機関受診中で定期的に検査を受けているため特定健診は受診し
ないという方は、今年度受けられた血液検査の結果を保険年金課までご提出いただくことで、特定健康診査を
受診したことに代えられます。
結果のご提供にご協力ください

※社会保険や共済組合など国民健康保険以外の健康保険に加入している方の健診については、ご加入の健康
保険者にお尋ねください
保険年金課�水野（靖）、佐々木��TEL 23-5762

特定健診 ぎふ・すこやか健診
今年度４０歳以上になる多治見市国民健康保
険加入の方

多治見市民で後期高齢者医療制度加入中
の方

自己負担金 1,000円 500円

場 市内指定医療機関

６月１日(火)～１０月３１日(日)

受診券の送付 黄色の封筒で、５月末に「特定健康診査受診券」
を送付済

後期高齢者医療制度の加入者で前年受診者
に送付済
※お電話にて申込みもできます。

多治見市民で後期高齢者医療制度加入中の方（主に満75歳以上の方）

自己負担金 300円

６月１日（火）～11月30日（火）

申込方法 市内指定歯科医院に電話で予約

受ける必要はあるの？

毎月定期検診を受けている
けれど受けた方が良いの？

受診券の申込みが面倒だわ

歯や口の働きの衰えは、お口の虚弱(オーラルフレイル)に
つながり、健康への悪影響を与えることがあります。

口の中の細菌が増加すると肺炎や脳卒中などのリスクが
高まります。また、噛む力や飲み込む力の低下は、低栄養
状態につながり、転倒や骨折、更に認知症などにもつなが
ります。

今年から受診券の申込は不要です。かかりつけの歯医者
さんで予約してください。�※市内指定歯科医院に限る

「ぎふ・さわやか口腔健診」では舌や唇の状態、飲み込みの
状態を中心に歯や入れ歯の状態も検査します。また総入
れ歯でもお口の機能は衰えるので、自分のお口の状態を
確認するためにも、毎年受診することがオススメです。

どんな悪影響があるの ？

29 2 021年 6月 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

「運動広場無料開放」

ＴＹＫ体育館 幼児体育室 個人利用無料開放 卓球の日
　親子や友達で卓球を楽しみましょう

6月19日（土）13：00～17：00
笠原体育館 第3競技場

参加料 110円/1時間（高校生以下は50円）
 笠原体育館 TEL 43－6285
先生からの特別アドバイス

13：00〜15：00
※申込不要

申込方法 電話または窓口へ（6月1日（火）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
TEL 43-6285

7日（水）、11日（日）、27日（火） 10：00〜11：00
4人13：30〜14：30

夜間：奇数日 19：00〜20：00

7月のトレーニング室利用者講習会

6月1日（火）～7月16日（金） 平日 15:00～17:00
 感謝と挑戦のTYK体育館 TEL 22-4111

KGI硬式テニススクール ～プロテニス協会認定コーチ等の指導によるテニス教室に参加してみませんか？～
クラス

木曜日
6/10、6/17、

6/24、7/8、7/15、
7/29、8/5、8/19 
（予備日8/26）

10:00～11:20

星ケ台

ステップアップ（初級～中上級）
11:30～12:50 ゲーム（初級～中上級）
17:00～18:20 ジュニア（小学1～6年生）

19:00～20:20 エンジョイナイター（初級～中上級）
※初心者でも安心

金曜日
6/11、6/18、

6/25、7/9、7/16、
7/30、8/6、8/20、
（予備日8/27）

10:00～11:20
脇之島

ステップアップ（初級～中上級）
11:30～12:50 ゲーム（初級～中上級）
16:30～17:50

共栄

ジュニア（小学1～6年生）

18:00～19:20 ジュニア2（小学1年～中学3年）
※経験者対象

19:30～20:50 エンジョイナイター（初級～中上級）
※初心者でも安心

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
北丘 笠原向島 旭ケ丘B 星ケ台 笠原梅平A

脇之島 市之倉

料金 8,800円
※途中参加可
（料金は残り受講回数
  ×1,100円）

星ケ台管理事務所
TEL 22-2564

　幼児体育室（個人利用）が無料でご利用いただけま
す。遊具なども新しく更新しております。気軽にご利用
ください。
※利用状況によりお待ちいただく
　場合がございます

6月2日（水）～
感謝と挑戦のTYK体育館

　 TEL 22-4111

※大会イベント等の予約や雨天などでグラウンド不良の場合中止　
※団体での占有やゲーム形式の利用不可　※貸出備品あり（数量に限りあり）

【各運動広場の開放日】
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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

斉藤和義   
KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2

にいぜろにいぜろ

020
"2

にいまるにいまるにいまる

02020＆5
ふぃふてぃふぁいぶ すとーんず

5STONES"（再振替公演）
7月9日（金）

　18:00開場 18:30開演
料金 全席指定 6,900円
※3歳以上有料
　（2歳以下入場不可）
※チケットの発売可否および

販売方法はホームページを
ご覧ください

0才からのおんがくかい
～さぁ出かけよう！海のぼうけんへ～

　舞台は海の中！広い海の世界を探検しよう。
7月22日（木・祝）  1回目 10:30開場 11:00開演

　　　　　　　　　2回目 14:30開場 15:00開演
出演 ポピンズシアター（後藤優子、三宅恵理、辻彩花）
料金 全席自由 未就学児200円、小学生以上500円
発売日 6月5日（土）

二ツ目ふたり会 ～すい寄席～ 其の四
　真打昇進間近の緑君、BS日テレ「笑点特大号」などテレ
ビ出演の多いわん丈。充実した落語会です。

6月9日(水)   13:00開場  13:30開演
場 小ホール
出演 柳

やなぎや

家緑
ろっ

君
くん

、三
さんゆうてい

遊亭わん丈
じょう

料金 全席自由 1,500円（たじともClub会員1,300円）
※好評発売中

ふらっとコンサート vol.41 
水無月の歌しるべ
　オペラアリアや抒情歌な
どを気軽に楽しめる夕べ

6月17日（木）
　 18:30開場 19:00開演
出演 梅

うめむら

村悠
ゆう

（ソプラノ）
丹
に わ

羽千
 ち はる

春（ソプラノ）
蒔
まき た 

田裕
ゆう や 

也（ピアノ）
※未就学児入場可　※申込不要

大きな水族館を作ろう！！
　身近にある素材で工作しよう。

7月11日（日）　①10：00～12：00
　　　　　　　　②14：00～16：00
講師 おのうち やよい

どなたでも（未就学児は保護者同伴）
参加料 1組500円 ※受付中

多治見市市民文化祭 ダンスの部
　昨年に引き続き、個別発表会形式で実施します。

6月13日（日）、20日（日）、26日（土）、27日（日）、
7月3日(土）

※関係者のみ （事前整理券配布）

※この情報は5月12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）

▲柳家緑君 ▲三遊亭わん丈

▲後藤優子 ▲三宅恵理 ▲辻彩花

▲蒔田裕也

▲斉藤和義

31 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
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