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消費者ホットライン　TEL 188

訪問販売トラブルは、
誰でも起こる身近なトラブルです！

くらし人権課　奥村　TEL 22-1134

訪問販売は、突然の訪問をきっかけに、事業者主
導の契約となりがちです。そのため消費者が冷静
な判断で契約できるように、事業者が守らなければ
ならないルールが法律で決められています。
訪問販売トラブルは、高齢者が巻き込まれやす

く、周りの方が気付いて発覚することが多いです。
また、被害金額が大きいトラブルでもあります。
契約に迷う場合は、まず周りの人に相談し、契約 
時には必ず契約書を確認しましょう。
トラブルになりそうな場合には消費生活相談窓
口にお気軽にご相談ください。
窓口相談に寄せられる頻度の高い訪問販売トラ

ブルの内容は、住まいと寝具に関わる契約です。ご
注意ください。

9月の夜間在宅当番医 8月の夜間在宅当番医 

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

・・・・・・・・・・・・
すず  き    ゆ   か

「鈴木悠伽」さん

担当番組　PiPi Twilight Way
放送日　毎週月曜日
時間　17：00～18：50
自己紹介・メッセージ
　初めまして！割とマイペースな
鈴木悠伽です。趣味は実家で飼っ
ている犬（パグ）の散歩と読書、映画を見ることで
す。インドアな趣味が多いですが、最近はキャンプ
が気になっており、ひとまず椅子だけ買ってお茶
を飲むところからスタートしています。
　昨年のオーディションで一度は諦めた、声に関
わる仕事に携われることが本当に嬉しく、感謝し
ております。少しでも多くの方に楽しんでいただけ
るようこれからも頑張りますので、どうぞよろしく
お願いします。

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

セリーナ・オット 
トランペットリサイタル

ミュンヘン国際音楽コンクール・トランペット部門で
女性初の優勝。世界を席巻するトランペット界のミュー
ズ降臨！

10月15日（木）
13：00開場　13：30開演
小ホール

料金 全席自由1,000円
※当日券を販売する場合

1,200円（たじともClub
会員1,000円）

発売日 9月4日（金）
プログラム
●トランペット協奏曲第2番
　（ペスキン）
●トランペット協奏曲
　（グリエール） ほか

ピアノ個人練習サービス
ホールの利用がない日に限り、個人のピアノ練習を

目的にピアノ使用料のみで利用できるサービスです。
料金
スタインウェイ（大ホール）4,190円／1枠
YAMAHA CF（大ホール）3,150円／1枠
ベーゼンドルファー（小ホール）4,190円／1枠
貸出時間
9:00～12:00、13:00～16:00、18:00～21:00
受付期間使用日の1カ月前から3日前まで
申込方法電話または窓口で

ふらっとコンサート vol.34 音楽に寄せて
多治見市出身のピアニスト・古
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による共演プログラム。
8月21日（金）19：00開演　

※未就学児入場可　※入場無料
プログラム
●チェロソナタ第4番op.102-1（ベートーヴェン）
●献呈（シューマン）

施設のご利用についてのお願い
　岐阜県の行動指針に基づき、施設のご利用をお願
いしています。
●入場者数を制限し、滞在時間をできる限り短時間と

してください。
●椅子を使用する場合は、席と席の間隔をあけて（最

低1m離して）設置し、固定席を使用する場合は前
後左右の隣接する席を空けて使用してください。

●来館時はマスクの着用をお願いします。
●入念な手洗い、手指の消毒をお願いします。
●体調管理に心がけ、発熱や風邪のような症状があ

る場合は、来館を控えてください。
●入場者の連絡先等の把握に努めてください。
●収容定員の半分以下の参加人数に限って催事を行

っていただくなど、感染状況によって利用条件が変
化していきますので、事前にお問合せください。

※この情報は7月14日現在の情報で今後変更する場合あり

令和3年9月使用の予約調整日
令和2年9月2日（水）9:00～
令和3年9月の休館日、使用できない日
【休館日】7、14、21、28日
【使用できない日】
展示室A・B…1～6日、大・小ホール…8日、全館…16～19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

▲古田友哉 ▲山田真吾

▲セリーナ・オット
　©Oliver kendl

※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
※チケット販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会員制度についてはお問い合わせ
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

282 02 0年 8月



い  や  や

消費者ホットライン　TEL 188

訪問販売トラブルは、
誰でも起こる身近なトラブルです！

くらし人権課　奥村　TEL 22-1134

訪問販売は、突然の訪問をきっかけに、事業者主
導の契約となりがちです。そのため消費者が冷静
な判断で契約できるように、事業者が守らなければ
ならないルールが法律で決められています。
訪問販売トラブルは、高齢者が巻き込まれやす

く、周りの方が気付いて発覚することが多いです。
また、被害金額が大きいトラブルでもあります。
契約に迷う場合は、まず周りの人に相談し、契約 
時には必ず契約書を確認しましょう。
トラブルになりそうな場合には消費生活相談窓
口にお気軽にご相談ください。
窓口相談に寄せられる頻度の高い訪問販売トラ

ブルの内容は、住まいと寝具に関わる契約です。ご
注意ください。

9月の夜間在宅当番医 8月の夜間在宅当番医 

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

・・・・・・・・・・・・
すず  き    ゆ   か

「鈴木悠伽」さん

担当番組　PiPi Twilight Way
放送日　毎週月曜日
時間　17：00～18：50
自己紹介・メッセージ
　初めまして！割とマイペースな
鈴木悠伽です。趣味は実家で飼っ
ている犬（パグ）の散歩と読書、映画を見ることで
す。インドアな趣味が多いですが、最近はキャンプ
が気になっており、ひとまず椅子だけ買ってお茶
を飲むところからスタートしています。
　昨年のオーディションで一度は諦めた、声に関
わる仕事に携われることが本当に嬉しく、感謝し
ております。少しでも多くの方に楽しんでいただけ
るようこれからも頑張りますので、どうぞよろしく
お願いします。

※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

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 社会医療法人厚生会　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

日 曜日 当番病・医院名 住　所 TEL
1 火 田代町整形外科 田代町2 22-6717
2 水 タジミ第一病院 小名田町西ケ洞1 22-5131
3 木 多治見眼科院 十九田町2 24-2225
4 金 森本耳鼻咽喉科 明和町5 27-9333
7 月 西尾クリニック 金岡町1 24-0689
8 火 いちはらこどもクリニック 小田町5 24-3411
9 水 仲西クリニック 明和町6 29-1181
10 木 多治見クリニック 音羽町2 22-5566
11 金 林かつひこ内科・循環器科 明和町4 20-2002
14 月 おざき整形外科 太平町6 25-6101
15 火 伊藤内科 太平町3 23-6578
16 水 横田耳鼻咽喉科 太平町4 21-2133
17 木 おかざきまりこクリニック 幸町3 27-1200
18 金 水田クリニック 音羽町1 22-5222
23 水 タジミ第一病院 小名田町西ケ洞1 22-5131
24 木 いながけ医院 滝呂町17 45-0077
25 金 浜田・浅井医院 太平町1 22-0522
28 月 豊岡医院 豊岡町1 21-2868
29 火 はら内科クリニック 大畑町西仲根3 28-3223
30 水 サニーサイドホスピタル 小名田町西ケ洞1 25-8110

日 曜日 当番病・医院名 住　所 TEL
3 月 あいざわ整形外科 平和町7 23-3700
4 火 まえかわペインクリニック 広小路2 28-2010
5 水 前川ファミリークリニック 錦町1 22-0682
6 木 たじみ陶都眼科 前畑町4 44-9777
7 金 ももいクリニック 前畑町5 28-1011
11 火 根本外科医院 高根町2 27-2821
12 水 浜田・浅井医院 太平町1 22-0522
13 木 多治見市民病院 前畑町3 22-5211
14 金 多治見市民病院 前畑町3 22-5211
17 月 のむら・笠原クリニック 笠原町字権現2200 45-1020
18 火 小西クリニック 笠原町1966 43-2188
19 水 池庭医院 宮前町2 22-1819
20 木 幸クリニック 幸町7 20-2055
21 金 中央クリニック 日ノ出町1 22-3530
24 月 精華医院 白山町1 22-3623
25 火 安藤クリニック 豊岡町3 22-9388
26 水 まもる耳鼻咽喉科 白山町1 22-8733
27 木 たかだアレルギーとこどものクリニック 白山町5 28-1101
28 金 むらせクリニック 三笠町1 22-8499
31 月 太田医院 明治町1 22-0037

29 2 02 0年 8月 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



　8月3日（月）より文化財保護センターでは収蔵品展
「やきもの入門―多治見の古代中世編―」を開催しま
す。今回は展示資料の中から灰釉陶器をご紹介しま
す。
　灰釉陶器は奈良時代末から平安時代後期（8世紀
後半～11世紀後半）まで、愛知県の猿投や東濃地域
を中心に焼かれたやきもので、器の表面に草木の灰
などを水に混ぜた釉薬（灰釉）がかかっています。器
の形には当時の貴族の間で貴重とされていた中国製
の白磁や青磁を写したと考えられるものもあります。
　多治見市内では土岐川以北に灰釉陶器の窯跡が
多く発見されていますが、この写真の灰釉広口瓶は
土岐川以南の生田1号窯出土で、平安時代中期（10世
紀）頃のものと考えられています。高さ28.3ｃｍ、口径
13.5㎝、底径12.3ｃｍの大きさの、口頸部がラッパ状
に開いているのが特徴の瓶です。陶片を接合し、復元
したものですが、この種類の完全な形の灰釉広口瓶
は美濃窯において他に例のないことから、平成10年3
月24日に多治見市有形文化財に指定されました。多
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