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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
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▷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
9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

9月26日日
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利用してください。

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

健康で働く意欲のある元気な高齢者の方！
一緒に働きませんか？

市内にお住いの60歳以上の健康で働く意欲のある高
齢者による会員組織であり、臨時的かつ短期的な就業、
または軽易な業務に係る就業を旨としております。

（公社）　多治見市シルバー人材センター
 電話：23ー 6677
 住所：多治見市池田町 2ー 103

お問い合わせ

TEL 0572-23-5089

広域通信制・単位制

月 後半の予定9 月10 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

9月 収集地区

21 火
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 水
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

24 金 幸、旭ケ丘10、笠原町向島
27 月 大原、音羽、宝、若松、笠原町音羽

28 火 滝呂2・3・8・9、京、元、市之倉7～13、北小木、
笠原町音羽

29 水 松坂、明和、赤坂

30 木 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

10月 収集地区

1 金
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

4 月 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 火 姫4・5、十九田、喜多、弁天、精華、白山、住吉、
笠原町富士

6 水 姫6・7、姫2市営、笠原町富士、笠原町釜
7 木 市之倉1・2、姫1市営、笠原町神戸
8 金 市之倉3・4、姫1、笠原町神戸
11 月 市之倉5・6、金岡、長瀬、高根、姫1
12 火 高根、旭ヶ丘1・2・6～9、大薮、笠原町草口

13 水
廿原、諏訪、月見、富士見、三の倉、脇之島、
池田、東栄、大薮、
笠原町上原156～998番地、
1028～1263番地

14 木 東栄、大薮、笠原町上原156～998番地、
1028～1263番地

15 金 高田、大針、笠原町上原156～998番地、
1028～1263番地

19 2 021年9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







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

乳幼児健康相談 毎週月曜日
（祝日除く）

受付／
9:00～11:30
※予約時に時間
を指定

乳幼児と家族

発達、発育、育児、母乳育児、栄養など
オンラインでも相談できます。詳細はお問合せ
ください。
相談員／保健師、栄養士、助産師
持ち物 母子健康手帳、バスタオル
申込方法 電話でまたはLINEで　
TEL 23－6187

【産後】パパとママの
初めての子育て講座 10月1日（金）13:30～15:30 2～5か月児とそのパパとママ

0歳児で大切にしたいことのお話、赤ちゃんと
のふれあい遊び、絵本の紹介、栄養と成長の関
係のお話、パパママトーク
持ち物 母子手帳、赤ちゃんを寝かせるバスタオ
ル、授乳ケープなど赤ちゃんのお世話に必要な
もの、マスク
申込方法 電話で　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） 9月15日（水）

①9：00～10:00
②10:00～11:00
③11:00～12:00

※いずれか１回
4～6か月児の家族 離乳食（5～6か月頃）の話。形態を確かめます。

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） 9月22日(水)

①9：30～10:30
②10:30～11:30

※いずれか１回
7～8か月児の家族 離乳食（7～8か月頃）の話。形態を確かめます。

申込方法 電話またはLINEで　TEL 23-5025

骨密度測定
9月7日（火）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 電話で　TEL 23-59609月27日(月）午後(予約時に指定)

健康相談 9月17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 10月8日(金) 13：00～14：30 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 23-5960　 4人

集団胃がん検診
（バス検診）

11月4日（木）
小泉公民館

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

11月6日（土）
本庁舎

11月8日（月）
バロー文化ホール

11月11日（木）
市之倉公民館
11月14日（日）

根本交流センター
11月19日（金）
ＴＹＫ体育館
11月28日（日）

本庁舎

集団乳がん検診
（バス検診）

11月7日（日）
本庁舎

受付／
9：00～15：30

40歳以上の女性で職場等の検
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

11月9日（火）
根本交流センター

11月15日（月）
TYK体育館

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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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

1日（金）13:00～16:00　
※予約9月24日（金）8:30～

本庁舎 くらし人権課 TEL 22-1134
15日（金）13:00～16:00　
※予約10月8日（金）8:30～

行政相談 18日（月）13:00～15:00　
※予約10月11日（月）8:30～ 本庁舎 くらし人権課 TEL 22-1128

高齢者就業相談 8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 4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 7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 7日、14日、21日、28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

6日（水）15:30～17:00 旭ケ丘児童センター

16日（土）15:30～17:00 太平児童センター

人権こまりごと相談 20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 ７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 13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 21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※ 10日（日）、24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

2 3 2 021年9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



ものしり
博士と

9月1日～10日は屋外広告物適正化旬間です
～知っていますか？屋外広告物のルール～

■ドライバーの皆さんへ
・交通事故は夕暮れ~夜間に多く発生
・早めにライトを点灯、自車の存在をアピール
・先行者、対向車がいない場合はライトをハイビーム
■自転車利用者の皆さんへ
・夜間やトンネル内で、後続の自動車のライト(約100m
の位置)の反射光が容易に確認できる反射器材を装着
・タイヤスポークなどにも反射材を装着し、自身の存在
をアピール
■歩行者の皆さんへ
・夕暮れ時から夜間は周囲が見えにくくなります。
・運転者から歩行者が見えているとは限りません。
道路の横断はしっかり安全確認をして、横断歩道を渡り
ましょう。
・反射材を身に着けて自分の存在をアピールしましょう。

ものしり博士ものしり博士

～ 夜間の事故防止のポイント ～

至土岐

令和３年１０月4日からの利用形態

再開発事業地内

工事施工エリア

JR多治見駅

交番

気温計一
般
車

乗
降
場

至名古屋

タクシー乗降場

入口 出口
タクシー通行帯

タクシー通行帯

タクシー待機場所

コインパーキング
（6台）

一般車乗降場

タクシー待機場所

植樹帯

市街地整備課 守屋・石山 TEL 22-1397

※ 　　:一般車の動線　　　：歩行者通路
※工事の進捗により、利用形態が段階的に変わります。

交通誘導員の指示や現地案内板をご確認ください。

　市街地再開発事業におけるペデストリアンデッキ（高
架歩道）整備工事に伴い、一般車の動線および乗降場
所が変わります。

期間 令和3年10月4日~令和4年10月31日

多治見駅南駅前広場の
利用形態が変わります

 都市政策課 小林  都市政策課 小林 
TEL TEL 22-132122-1321

◇多治見市全域は、屋外広告物を掲出、表示するのに許可が必要な「許可地域」です。
　原則すべての屋外広告物について「許可」申請が必要です。

　同一営業地内に設置、表示する、自己の営業等を示す広告物を「自家広告物」といいます。合計表示面積が10
㎡を超えるときは、土地所有の有無に関わりなく多治見市の許可が必要です（合計10㎡以下である場合は自家
広告物に限り申請不要です）。
　これは、多治見市内の「景観」及び各屋外広告物の近くを通行する人などの「安全」を守るた
めの決まりです。
　例）右の店舗『○△屋』の場合、各屋外広告物が以下の面積であるとします。

　1野立広告  １基（両面） ………………………… 8㎡
　2はり紙 「年末SALE」1枚 …………………… 1㎡
　3壁面広告  「○△屋」 …………………………… 2㎡ 

 「●●支店」 …………………………0.5㎡ 
 営業時間  …………………………0.3㎡ 
 「■■取扱店」1面 ………………… 2㎡

　すると合計面積は13.8㎡となりますので、○△屋は、市の許可を得なければなりません。
あなたが設置、表示している屋外広告物は許可申請が必要ではありませんか？

242 021年9月



一次試験日 10月24日（日）
試験会場 多治見市産業文化センター
申込期間 8月25日（水）～9月24日（金） ※必着
申込方法 受験要項に記載のある様式を郵送

人事課  岡安、葉名尻  TEL 22-1394　
〒507-8703 多治見市日ノ出町2-15

※「受験資格」中の学歴は最終学歴
※任期付職員は、任期の条件を除き給与や勤務条件は正

規職員と同じ。試験合格者は令和3年12月1日以降、
市職員の育児休業取得に合わせて採用。

※詳細は、市ホームページ掲載の受験要項を
ご覧ください（本庁舎4階人事課、駅北庁舎1
階、地区事務所窓口でも配布）

❶令和4年4月1日付で採用する職員を募集します
❷市職員の育児休業期間（最大3年間）の代替職員（任期付職員）を募集します

市職員および育児休業職員の代替職員（任期付職員）の募集

①市道522312線ほか道路詳細設計業務委託（道路河川課）
②大日コンサルタント（株）　③18,480,000円　
④12　⑤指名競争
①養正公民館駐車場整備工事（文化スポーツ課）
②新興建設（株）  ③50,380,000円  ④10  ⑤指名競争
①多治見高田テクノパーク事業道路改良工事（土地開発公社）
②（株）藤本組　③89,760,000円　④10　⑤指名競争
①高根団地（中層）Ｂ棟改修等工事（建築住宅課）　
②（株）吉川組　③52,800,000円　④12　⑤指名競争
①配水管布設替工事（工事課）　
②コウケン（株）　③98,780,000円　④11　⑤指名競争
①配水管布設替工事（工事課）　②（株）池田産業 本店　
③108,900,000円　④11　⑤指名競争
①食育センター清掃・洗濯業務委託（教育総務課）　
②（株）キレー　③13,860,000円　④8　⑤指名競争
①池田下水処理場ローカルシーケンサ更新工事（施設課）
②三菱電機（株） 中部支社　③101,200,000円　
④10　⑤指名競争

①配水管布設替工事（工事課）　②（株）大和設備　
③101,200,000円　④12　⑤指名競争
①高根工区配水管布設替工事（工事課）
②日野吉工業（株）多治見営業所　③108,680,000円　
④11　⑤指名競争
①固定資産（土地）評価資料更新業務委託（税務課）
②国際航業（株）岐阜営業所　③54,659,000円　
④1　⑤制限付一般競争
①家屋経年異動判読等及び地目照合業務委託（税務課）
②国際航業（株）岐阜営業所　③19,019,000円　
④1　⑤制限付一般競争
①配水管布設替工事（工事課）　②東濃設備工業（株）　
③65,340,000円　　④12　⑤指名競争
①総合福祉センター配管及びトイレ等改修工事（福祉課）
②（株）飯田建設  ③58,080,000円  ④12　⑤指名競争
①北陵中学校校舎棟外壁等改修工事（教育総務課）
②伊佐治建設（株）  ③93,500,000円  ④12  ⑤指名競争

財政課 塩崎　TEL 22-1434

入札結果 令
和3年5月19日〜令

和3年7月7日入札分 ①事業名（担当課） ②契約者 
③契約金額（消費税込） 
④入札参加者数 ⑤入札形態(一定規模以上 工事五千万円以上、その他一千万円以上)

採用区分 職種区分 受験資格（下記の要件を全て満たすこと。性別は問いません） 採用予定人数

資格職 保健師 ●昭和56年４月２日以降に生まれた人　●保健師資格を取得している人又
は令和４年３月31日までに取得する見込みの人 １人程度

研究職 学芸員

●昭和46年４月２日以降に生まれた人　●学芸員資格を取得している人
●学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）又は大学院で文化財に関連
する専門課程を卒業（修了）した人で、美濃焼又は東濃地方の歴史に関する
専門的知識を有する人　●普通自動車運転免許を取得している人

１人程度

技能
労務職

調理員 ●昭和46年４月２日以降に生まれた人　●調理師免許を取得している人又
は令和４年３月31日までに取得する見込みの人 １人程度

清掃業務員 ●昭和46年４月２日以降に生まれた人　●学校教育法に基づく高校（これと同等
以上の学歴を含む）を卒業した人又は令和４年３月31日までに卒業する見込みの人 １人程度

道路業務員 ●昭和46年４月２日以降に生まれた人　●学校教育法に基づく高校（これと同等
以上の学歴を含む）を卒業した人又は令和４年３月31日までに卒業する見込みの人 １人程度

任期付
職員

一般事務 ●学校教育法に基づく高校（これと同等以上の学歴を含む）を卒業した人 １人程度
保育士・

幼稚園教諭
●学校教育法に基づく高校（これと同等以上の学歴を含む）を卒業した人
●保育士および幼稚園教諭の両資格を取得している人 １人程度
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　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参加を控えてください。

健康情報

マンモサンデーのお知らせ
　日曜日に受診できるこの機会に「乳がん検診」を
受けてみませんか。
※女性技師対応。 ※視診、触診は行いません。

10月17日(日) 8:00~12:00(要予約)
料金 乳がんドック(通常9,900円→8,000円)

(マンモグラフィ+乳房エコー)
※多治見市の乳がん検診受診券利用で6,000円
マンモグラフィ(通常4,400円→4,000円)
※多治見市の乳がん検診受診券利用で1,000円

40人
多治見市民病院 健康管理センター

TEL 22-5211(13:00~16:00)
※代表交換が出ますので、マンモサンデー予約希
望であることを伝えてください。

　目の病気は早期発見、早期治療がとても重要ですので、
年に1度は目の健康チェックをしましょう。

10月10日は「目の愛護デー」　
ライオンズ眼科健診

市内在住で35歳以上の方　※本年度、節目眼科検診・特定眼科検診を受診した方と眼科通院中の方は不可
検査内容 眼圧・眼底・視野検査(医師の診察はありません）　 200人(要事前予約)　
申込方法 9月14日(火)9:00~ 電話または窓口で　 保健センター 健康づくりグループ　TEL 23-5960

令和4年度医師会准看護学校生徒募集
32人(推薦入試は若干名)
多治見市医師会准看護学校

TEL 0572-26-8302
(土・日・祝除く平日9:00~17:00)

世界糖尿病デーinたじみ川柳募集
テーマ「糖尿病あれこれ」
募集期間  9月1日(水)~30日(木)
申込方法 はがきに氏名、雅号、住所、電話番号、
性別、年齢、作品を記載して応募

多治見市医師会 TEL 22-3051
〒507-0037 多治見音羽町3-19

難病医療福祉相談会
　難病患者さんやご家族のための専門医等による個
別相談(神経内科、膠原病内科、難病制度)を行います

9月12日(日) 13:30~16:00  ※要予約
場 学習館 5階　 6人

問 岐阜県難病団体連絡協議会 白木
TEL・FAX 058-214-8733

フレイル予防講座
　加齢により心身の機能が衰える状態を「フレイル」といいます。
　お家でもできるプチ運動を教えてもらって、フレイルを予防しましょう。

国保特定検診はお済ですか
　特定健診コールセンターが、対象者の方に電話で受診案内をします。
※受診済みの方は、受診済みであることを伝えてください。

9月1日(水)~30日(木)　 国保加入者2,500人程度　問 保険年金課 水野(靖) TEL 23-5762

推薦入試 一般入試

願書提出期間 令和3年10月25日(月)
〜11月8日(月)

令和4年1月7日(金)
〜1月24日(月)

試験日 令和3年11月11日(木) 令和4年1月27日(木)
試験科目 数学、国語、面接 数学、国語、面接

申込方法 電話で　 各30人　 保険年金課 佐々木 TEL 23-5762

申込開始日
① 令和3年10月29日(金) 13:30〜15:00 駅北庁舎4階 第2・第3会議室 9月29日(水)から
② 令和3年11月26日(金) 13:30〜15:00 駅北庁舎4階 大ホール 10月26日(火)から
③ 令和4年1月28日(金) 13:30〜15:00 駅北庁舎4階 第2・第3会議室 12月28日(火)から

10月
11日(月)、12日(火)、13日(水)、14日(木)、15日(金) 9:30〜14:00

(20日は午前のみ)18日(月)、19日(火)、20日(水)、21日(木)、22日(金)

2 62 021年9月

新型コロナウイルス感染症の影響により掲載イベントを中止・延期など変更する場合があります



新型コロナウイルス感染症の影響により掲載イベントを中止・延期など変更する場合があります

スポーツ情報

屋外施設 イベント情報　 星ケ台管理事務所　TEL 22-2564

申込方法 電話または窓口へ(9月1日(水)9:00〜 )
※開始10分前には着替え、受付を済ませてください。

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

8日(金)、14日(木)
25日(月)

10：00〜11：00
4人
／
1回

13：30〜14：30
夜間：奇数日 19：00〜20：00

鉄棒・跳び箱の日
9月20日(月・祝) 15:00~18:00
小学6年生以下

(3年生以下は保護者同伴)
参加料 1時間50円
(大人の付添いは参加料不要)

16：00〜17：00
笠原体育館　TEL 43-6285

■ KGI硬式テニススクール(9月新クラス開講!)
~プロテニス協会認定コーチ等指導によるテニス教室~
　レベルに合ったクラスに参加できます。
※無料体験あり。 詳細は問い合わせ
■一輪車をはじめよう!

9月16日(木) 15:30~17:30 小学生
持ち物 運動ができる服装、靴、帽子、飲み物、
タオルなど

■ FC岐阜かけっこ教室
10月10日(日) 13:30~15:00 小学生

持ち物 運動ができる服装、靴、帽子、飲み物、タオルなど

■運動広場無料開放(9月1日~11月30日)
平日15:30~17:30 ※貸出備品あり、日没時は終了

※悪天候およびグラウンド不良の場合中止
※団体などでの専用利用、ゲーム形式などの利用不可

■ボールdeあそぼ!
9月16日(木) 15:30~17:30
野球経験のない年長~4年生の男女児童

持ち物 運動ができる服装、靴、帽子、飲み物、
タオルなど

10月のトレーニング室利用者講習会のご案内
　トレーニング室の利用には受講が必要です。
※要事前申込 高校生以上
持ち物 運動できる服(ジーンズ、スカート不可)、室内用シューズ

いきいき健康講座 第6回多治見市民パドルテニス大会
　健康寿命に欠かせない筋肉を養う運動教室です。

毎週木曜日 10:30~11:30
料金 3,200円(月4回分)
　「いきいき健康デー!」(毎月第3木曜日)
　　65歳以上の方を対象に①~③を無料開放♪
　　※利用前に写真付き公的証明書の提示が必要
　　※免許証、マイナンバーカードなど
　　 9月16日(木)
　　①いきいき健康講座 10:30~11:30（要予約）
　　②トレーニング室 9:00~17:00
　　※トレーニング講習会未受講の方は受講が必要
　　(受講料500円)
　　③個人利用卓球 9:00~17:00 (事前予約不可)

感謝と挑戦のTYK体育館
TEL 22-4111 ※火曜休館

　テニスの縮小版のようなスポーツ。卓球のラケット
を大きくしたようなパドルを用いて、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。

9月23日(木・祝)
開会式 9:30~　競技時間 10:00~16:00
初心者向け体験会 12:00~
※初心者向け体験会のみの参加も可

感謝と挑戦のTYK体育館 第一競技場
多治見市在住、在勤または在学の方

申込方法 住所、氏名、年齢、性別、電話番号を電話
またはFAXで
申込期限 9月10日(金)

岐阜県パドルテニス協会多治見支部 藤村
TEL 51-1500

月曜日 北丘、脇之島
火曜日 笠原向島
水曜日 旭ケ丘B、市之倉
木曜日 星ケ台
金曜日 笠原梅平A
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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

■ ■ ■ ■ 多治見市文化会館40周年記念事業 ■ ■ ■ ■
令和3年度 公共ホール音楽活性化支援事業
B

バ　ズ

uzz F
フ  ァ  イ  ブ

iveコンサート  
　日本を代表する金管アンサンブル、迫力のサウンド
をお楽しみください。
助成：(一財)地域創造
制作協力：(一社)日本クラシック音楽事業協会

12月4日（土） 16：00 開場　16：30 開演
場 小ホール
料金 全席自由　 一般 1,000円  

高校生以下 500円
発売日 9月11日（土）

ふらっとコンサート vol.43 
秋の夜長に寄り添う
音色 
　瀬戸市出身のヴァイオリ
ニストが奏でる、彩り豊かな
秋の音色。

9月30日（木）
　18：30開場  19：00開演
出演
牧
まき

野
の

葵
あおい

（ヴァイオリン）
大
おおさき

崎奈
な な

（々ピアノ）
プログラム
●愛の挨拶（エルガー） 
●秋の童謡メドレー　ほか
※入場無料、申込不要 ※未就学児入場可

二ツ目ふたり会～すい寄席～其の五
　実力十分の二ツ目落語家が二人登場。

10月13日（水）　13:00開場　13:30開演
場 小ホール
料金 全席自由 1,500円

（たじともClub会員1,300円）
出演 春

しゅん

風
ぷう

亭
てい

一
いちぞう

蔵、入
いりふねてい

船亭小
 こ たつ

辰　※発売中

第12回 スーパー手づくりマーケット 
出店者募集

令和4年3月5日（土）・6日（日）10:00～15:00

申込方法
申込書（窓口、ホームページからダウンロード可）を10
月17日（日）17：00までに窓口、郵送、メールで

種　別 内　容 出 店 料

ハンドメイド
作品販売ブース

ご自身で制作された
オリジナルのクラフト作品 2,000円

ワークショップ
ブース

子どもから大人まで
「ものづくり」が楽しめる

体験コーナー
（同時に販売も可）

4,000円

▲（左から）春風亭一蔵、入船亭小辰

▲牧野葵

▲Buzz Five

〜 公演中止のお知らせ 〜
新型コロナウイルスの感染拡大の影響に伴い、下記
の催しは、延期または中止となりました。
※詳細については問い合わせ
●HY HANAEMI TOUR2021（当初予定8/27）※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

※発売初日の窓口販売は行いません
※たじともClub会員先行は、たじともClub会員に適
用。たじともClub会員料金の表記がない場合は
一般と同額。詳細は問い合わせください

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

※この情報は8月11日現在の情報で今後変更する場合あり
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