
軽スポーツ紹介【スカットボール】

　親子や友達で卓球を楽しみましょう
8月21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

申込方法 電話または窓口へ（8月1日（日）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

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（日）、14日（火）、29日（水） 10：00～11：00 4人
/1回

13：30～14：30
夜間：奇数日 19：00～20：00

9月のトレーニング室利用者講習会

～ 星ケ台陸上競技場 イベント情報 ～

卓球の日

9月11日(土) 星ケ台陸上競技場　申込方法電話で

星ケ台管理事務所 TEL 22-2564

平坦な場所であれば、会議室、廊下、グラウンド、駐車場、
ビルの屋上など屋外でも楽しめます。

～ゲームの進め方～
　赤チーム、白チーム(1チーム1~5人程)で、ボールをス
タートラインからスティックで打ち、スカット台の穴に入
れるゲームです。赤白交互にボールを打撃し、10個全て
を打ち終えたら得点を計算します。次に先攻後攻を交代
してもう一度行います。
　簡単そうに見えますが、スカット台には特殊なカーブ
が施されていて思い通りにコントロールできないのが魅
力です。 多治見市では用具の貸し出しを行っています。
ぜひ、問い合わせください。（スポーツ推進委員 加藤）

文化スポーツ課 TEL 22-1191

■市民広場
グラウンドゴルフ、ディ
スクゴルフ、輪投げなど
の軽スポーツの無料体
験ができます。
9:00~12:00

※雨天中止

■名古屋学院大学 走り方教室
9月11日(土) ※雨天中止

①9:30~10:30 ②10:45~11:45
名古屋学院大学
TEL 0561-42-0351

■グラウンドゴルフ交流会
初心者も大歓迎です。
13:30~16:30

参加費 300円/人
持ち物 運動ができる服装、帽子、 

飲み物、タオル
※スティックを持っている方は持参
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消費者ホットライン　TEL 188

広告・表示を正しく読み取ろう

くらし人権課　奥村　TEL 22-1134

テレビCMや電車の中吊り広告、ポスター、商
品パッケージなどで、著名人がその商品を推薦
しているかのような広告・表示を目にすること
があるかと思います。しかし、実際に著名人が使
用しているとは限らず、企業が利益を上げるた
めに著名人を起用していることもあります。特
に、SNSやブログなどでは、消費者を装って口コ
ミが発信されていることもあります。

法律では、実際の商品と異なる虚偽の表示や
大げさな広告、他企業のものより著しく優良で
あると誤認される不当な表示を禁止していま
す。広告・表示に問題がある時には、消費生活相
談窓口や日本広告審査機構(JARO)に連絡して
ください。

 公益社団法人日本広告審査機構(JARO)
 TEL 03-3541-2811、06-6344-5811

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

https://fmpipi.co.jp
E-mail info@fmpipi.co.jp

FMたじみ
PiPiホットステーション763

・・・・・・・・・・・・

「ここのは」さん  
担当番組
ＰｉＰｉっとｃａｆｅ
毎週月曜日 12:00～14:00

自己紹介・メッセージ
　東濃で暮らし始めて早15年、ここのはと申しま
す！
　今年4月から担当となった毎週月曜日の「ＰｉＰｉっと
ｃａｆｅ」では、多治見の情報はもちろんのこと、自分
で編集したメドレーを中心に毎週幅広いジャンルか
ら選りすぐりの音楽をたっぷりとご提供しています。
　また、毎週選んだひらがなから始まる、皆さん
の大好きなものを集めて共有するコーナー『ここ
ペディア』など、リスナーさんとの絆を大切にする
番組を目指していますので、にぎやかで元気な月
曜「ＰｉＰｉっとｃａｆｅ」に是非遊びに来てくださいね！

　 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

●ASIDE OF ICF MINO
　オープニングでは、過去に国際陶磁器展美濃で入
賞、入選作家の作品を展示します。その後、市内ギャラ
リーにて展示、販売も行います。
　過去の入賞、入選者が現在どのような活躍をしている
のかを間近で体感できる貴重な機会となっています。

●第8回専攻科陶芸展&CROSS-INTERACTION
陶芸教育機関の交流展

　東海地区の専門的な陶芸教育を行っている機関の
交流展を行います。
　また、今後の活躍が期待される在校生と現在活躍中
の卒業生渾身の作品を多治見市美濃焼ミュージアムに
て展示します。(9月25日～11月3日)

知って楽しむ美濃焼の世界!各種イベント紹介❸
●可児陶芸協会 今、桃山リスペクト
　可児市内には、約400年
前の窯跡(古窯跡)がいくつ
か残されています。黄瀬戸、
瀬戸黒、志野、織部などが焼
かれていました。これらは総
称して「美濃桃山陶」と呼ば
れます。
　こうした美濃桃山陶を愛
し、探求する人、また新たな
桃山を創造する人が集い、平
成23年に可児陶芸協会が設立されました。日々、会員そ
れぞれに桃山を心に秘め、切磋琢磨し作陶しています。
　可児陶芸協会の17人の会員による作品展示をお楽
しみください。

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

HY HANAEMI TOUR2021  
　約3年ぶりの多治見公演決定!

8月27日(金)　17:30 開場　18:30 開演
料金 全席指定 7,700円
※当日券を販売する場合500円増　※3歳以上有料
※2歳以下は保護者1名につき1名まで膝上鑑賞可(但し

座席が必要な場合は有料)
※発売中

阪田知樹 ピアノリサイタル  
　今年5月に行われた、エリザベート王妃国際音楽コン
クールで第4位を受賞した今話題のピアニスト。“世界
一のリスト”と絶賛される演奏をお楽しみください。
10月3日(日)　13:00 開場　14:00 開演

料金 全席自由
・一般 4,000円(たじとも
club会員3,500円)
・高校生以下 3,000円
プログラム
● 幻想曲 ハ長調 
Op.17(シューマン)

●巡礼の年第2年「イタリア」
S.161/R.10bより第7曲
「ダンテを読んで～ソナ
タ風幻想曲」(リスト)ほか

※発売中

▲HY

・本コンサートはお客様による座席の指定はできません。
・ご購入時には、番号付きの「チケット引換券」をお渡しします。
・  「チケット引換券」は公演当日の開場時間2時間前より、会場入

口付近にて、「座席番号入りチケット」と引換をお願いします。
・ チケットの発券は予約受付順となり、支払い順及び引換時

の先着順ではございません。

▲阪田知樹©HIDEKI NAMAI

森高千里「この街」TOUR2020-22 
　コンサートではヒットソングがオンパレードします。
10月30日(土)  
①15：00開演
②18：00開演

※各30分前開場
料金 全 席 指 定  
　   8,800円
※4歳以上有料
※3歳以下は保護
者1人につき1人
まで膝上鑑賞可
（但し座席が必要な場合有料）
※お一人様2枚まで購入可
発売日たじともClub会員先行…8月14日（土）、15日（日）

一般…8月21日（土）

ベーゼンドルファーピアノを弾こう
　発表会やコンクール前の練習に、趣味の時間にい
かがですか。
9月24日(金)～26日(日)　 小ホール

占有時間 9:30~、11:00~、13:00~、14:30~、 
16:00~(各1時間)

定 各5人
対どなたでも
・小学生以下は保護者同伴
・個人練習としてご利用ください
 (営利目的の指導練習、連弾不可)
参加費 1,000円/1枠
申込方法 8月8日(日) 10:00~電話で
・お一人で複数枠のお申し込みはご遠慮ください
 (8月15日(日)以降空きがあれば2枠目の予約可)

■ ■ ■ ■ 多治見市文化会館40周年記念事業 ■ ■ ■ ■

▲森高千里

※この情報は7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
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29 2 021年 8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














