
募 集 ＮＨＫ岐阜放送局
「新・BS日本のうた」
公開収録観覧者募集

12月17日（木）18：40開演
（開場18：00）
バロー文化ホール

申込方法 11月2日（月）まで
に郵便番号、住所、氏名、電
話番号、観覧希望人数（2人
まで）を往復はがきで（必着）
※申込多数の場合は抽選
※当選者には入場整理券を返送
※ ご応募の際にいただいた情報

は抽選結果のご連絡のほか、
ＮＨＫでは受信契約者情報と
の照合、受信料のお願いに使用させていただ
くことがあります

※ 新型コロナウイルス等により公演を中止・内
容変更する場合があります
〒500-8554（住所不要）
ＮＨＫ岐阜放送局「新・BS日本のうた」観覧係 
TEL 058-264-4611
文化スポーツ課 村瀬 TEL 22-1193

行 政 農業振興地域内の
農用地の用途変更

　農用地区域に指定された農地をやむを得な
い事情で農地以外に用途変更する場合は、あら
かじめ農用地の除外手続きが必要です。

次の全てを満たす農用地
① 当該農用地以外に代替えすべき土地がなく

農業上の効率的な利用に支障がないこと
② 効率的で安定的な農業経営を営む人が行う

農用地の利用に支障がないこと
③ 土地改良施設などの機能に支障を及ぼさな

いこと
④ 農業生産基盤整備事業完了後の翌年を起算

として8年経過していること
申込方法 10月30日（金）までに「農用地除外申
出書」に必要書類を添えて窓口へ
※事前に相談してください

産業観光課 吉田 TEL 22-1258

令和２年国勢調査への回答はお済みですか
　国勢調査へのご回答ありがとうございました。
　まだお済みでない方は、9月14日～20日にお配り
している調査書類をご確認いただき、10月７日(水)ま
でに回答をお願いします。
　24時間いつでもできるインターネット回答がとて
も便利です。紙の調査票での回答をご希望の方は
「郵送提出用封筒」に入れてご投函ください。
　国勢調査は統計法という法律に基づき、国籍や住
民票の所在に関係なく多治見市にお住いの全ての方
が対象です。必ず回答をお願いします。

国勢調査については
「国勢調査2020総合サイト」
をご覧ください。

https：//ｗｗｗ.kokusei2020.go.jp/
国勢調査多治見市実施本部 山本、小林、藤井
TEL 22-1111（内線1231、1232）
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I N F O R M AT I O N 新型コロナウイルス感染症の影響により掲載内容を変更する場合があります

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



　土岐川の堤防を歩きながら植物を
観察します。

9：30～11：30 受付9：00～
持ち物 筆記用具、飲み物、帽子、歩き
やすい靴

15人

①土岐川自然観察会-3 植物10/17 
（土）

　多治見市街を流れる虎渓用水を
たどります。

10：00～14：30 受付9：30～
持ち物 昼食、飲み物、帽子、歩きやす
い靴

15人

②魅惑の黄金ルート-210/25 
（日） 　多治見の西にそびえる高社山を登ります。

10：00～14：30 受付9：30～
持ち物 昼食、飲み物、帽子、歩きやすい靴

20人

⑤多治見の山が呼んでいる
　六名山-2 高社山

11/8 
（日）

　市内の橋の歴史や名前の由来
を展示します。

10：00～17：00

③かんさつ館展示-8 地名 11/1（日）
 〜29（日）

　市内の橋の歴史や名前の由来を探ってい
きます。

18：30～20：00 受付18：00～
10人

講師 西川重信 氏（地球村星倶楽部）

⑥かんさつ館講座-8 地名11/13 
（金）

　潮見の森で野鳥を探し歩きます。
9：30～11：30 受付9：00～

持ち物 双眼鏡（あれば）、飲み物、帽子、歩き
やすい靴

15人

④お楽しみ探鳥会-2 笠原町11/7
（土）

①②④⑤申込時に連絡　 ①②④⑤⑥小学4年生以下は保護者同伴　※①②④⑤⑥要予約
休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）　開館時間 10：00～17：00　 土岐川観察館 TEL 21-2151

11月7日（土） 10:00～12：00、13：00～15：00
持ち物 運動できる服装　講師 多治見峰

ほう

遊
ゆう

会
かい

フリークライミング体験会フリークライミング体験会

　望遠鏡で木星や土星を見てみます。
10月17日(土) 19：00～20：30
11月7日（土） 18：00～19：30

※雨天・曇天中止　講師 地球村星倶楽部

サタデースターナイトサタデースターナイト

11月14日(土) ①10：00 ②10：45
各回10組　参加料 400円／1口（200グラム）

申込方法 10月24日(土)9:00～電話または窓口へ
※1回の申込で1組2口まで

収穫体験 もぎもぎ原木しいたけ収穫体験 もぎもぎ原木しいたけ

三の倉市民の里地球村
TEL 24-3212

　公道に接する民地で管理している樹木など
が倒れたり落下することで、車両や通行者に迷
惑をかけることがあります。これらが原因で事故
が発生した場合、法律により樹木などの所有者
が責任を問われることがあります。伐採などの
適切な対応をお願いします。

作業時の注意事項
● 電線や電話線があるところは、大変危険で

す。最寄りの電気事業者や通信事業者に相談
してください。

● 通行する車両や自転車、歩行者の安全確保に
注意してください。

● 道路上で作業するときは、手続き（道路使用
許可、道路占用許可など）が必要となる場合
があります。下記の道路管理者まで問い合わ
せください。

岐阜県…多治見土木事務所施設管理課
　　　　TEL 23-1111 内線309
多治見市役所…道路河川課 TEL 22-1276

樹木の伐採などに協力ください！
～道路の安全な通行を確保するために～
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環境課 大原、真鍋 TEL 22-1175

　狂犬病は、発症するとほぼ100％死亡する恐ろしい病気です。犬の飼い主は、万一国内で狂犬病が発生
した場合に備え、飼い犬の登録と予防接種を確実に行う必要があります。

日 時 間 場 所

12日
（月）

9：30～10：15 本庁舎
10：30～10：50 陶磁器意匠研究所
11：10～11：25 生田三

さん
五
ご

六
ろく

倶楽部
11：45～12：00 TES集会所
13：15～13：35 滝呂台公民館
13：50～14：20 滝呂区民会館

13日
（火）

9：3 0 ～ 9：4 0 国京第三集会所
10：00～11：00 南姫公民館
11：30～11：40 北小木集会所
13：00～13：30 北丘中央公園
13：50～14：40 根本交流センター

14日
（水）

9：3 0 ～ 9：5 0 小滝苑第２公園
10：15～10：40 ひばりケ丘第一集会所
11：00～11：25 高田公民館
11：40～12：00 東濃西部総合庁舎
13：15～13：40 バロー文化ホール
14：00～14：20 池田町屋公民館

15日
（木）

9：3 0 ～ 9：4 0 上原区公民館
10：00～10：10 花・水・樹ふれあいパーク
10：30～11：15 笠原体育館
11：30～11：50 梅平団地集会所

13：00～13：25（旧）笠原西コミュニティセン
ター駐車場

13：45～14：00 大畑町公民館

日 時 間 場 所

16日
（金）

9：30～10：10 西坂町第二集会所
10：30～11：15 旭ケ丘公民館
11：30～11：50 松風台公民館
13：15～13：35 新明公民館
13：50～14：20 小泉公民館
14：30～14：40 大原老人憩いの家

19日
（月）

9：3 0 ～ 9：4 0 昭和小体育館駐車場
10：10～10：20 諏訪公民館
10：35～10：45 三の倉公民館
11：00～11：10 廿原公民館
11：25～11：50 喜多町公民館
13：00～13：30 小泉公民館
13：50～14：20 根本交流センター

20日
（火）

9：30～10：10 市之倉ハイランド第一集会所
10：25～11：00 市之倉公民館
11：20～11：30 多治見苑公民館
13：00～13：40 脇之島公民館
14：00～14：15 本庁舎

※市役所本庁舎、根本交流センター、小泉公民館の会場は２回実施します

手数料
3,200円（予防注射手数料2,650円、予防注射済票交付
手数料550円）
※未登録の犬は、別途登録費用3,000円が必要

持ち物 手数料、狂犬病予防注射のお知らせハガキ、愛犬登録証

地域巡回注射について

狂犬病予防注射日程（10月）

※例年５月に実施していますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、10月に延期しました
※ 狂犬病予防接種を受けておらず、巡回注射に参加しない方は、令和２年12月31日までに動物病院で

狂犬病の予防接種を受けてください

15 2 02 0年10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



など の園児を募集します令令 和 3 年 度度

※１ 保育年齢は、令和3年4月1日現在の満年齢　※２ 日・祝日を除く　※３ 指定管理者による管理運営制度を導入
※４ １号認定を含む　※５ 令和3年4月1日開園予定、連絡先は多治見大和幼稚園

受付日
（11月） 施設名 所在地

（連絡先）
公立／
私立 保育年齢※1 保育時間※2

２日(月)  保育園 北野保育園 喜多町8-27（23-3385） 公立 120 1～5歳児 7:00～19:00

４日(水) 保育園 小泉保育園 小泉町2-153（27-2546） 公立 106 1～5歳児 7:00～19:00

４日(水) 保育園 けいなん保育園 十九田町2-79（22-5629） 私立 102 生後57日目～5歳児 7:00～19:00

５日(木) 保育園 市之倉保育園 市之倉町8-20（23-7327） 公立 130 1～5歳児 7:00～19:00

５日(木) 保育園 旭ケ丘保育園 旭ケ丘8-29-43（27-4526） 公立※3 104 1～5歳児 7:00～19:00

６日(金) 認定こども園 前畑保育園 幸町7-2-2（27-2579） 私立 216※4 生後6か月～5歳児 7:00～19:00
 (土曜日は7:00～18:00)

９日(月) 保育園 笠原保育園 笠原町1974-1（43-3052） 公立 150 生後57日目～5歳児 7:00～19:00

１０日(火) 保育園 双葉保育園 元町4-10-2（22-3582） 公立 150 1～5歳児 7:00～19:00

１１日(水) 保育園 共栄保育園 高田町3-64（22-2507） 公立 110 1～5歳児 7:00～19:00

１１日(水) 認定こども園 ジョイフル多治見こども園 音羽町1-235（21-6211） 私立 69※4 生後6か月～5歳児 7:00～19:00

１２日(木) 保育園 星ケ台保育園 星ケ台3-7-3（25-8006） 公立 210 生後57日目～5歳児 7:00～19:00

１３日(金) 保育園 池田保育園 池田町3-120（22-6017） 公立※3 90 生後57日目～5歳児 7:00～19:00

１３日(金) 保育園 姫保育園 大藪町1238（29-2257） 私立 271 生後57日目～5歳児 7:00～19:00

2日（月）
～　　

16日（月）

保育園 若草保育園 京町5-73-1（22-5544） 私立 60 生後57日目～2歳児 7:00～19:00

保育園 こうよう保育園 京町6-13-2（26-7650） 私立 30 生後57日目～2歳児 7:00～19:00

保育園 おとわももの木保育園 音羽町4-52-2（51-4256） 私立 30 生後57日目～2歳児 7:00～19:00

小規模保育所 旭ケ丘あい幼児園 旭ケ丘10-2-24（20-2008） 私立 19 生後10か月～2歳児 7:00～19:30
 (土曜日は7:00～18:00)

小規模保育所 ボコデコキッズ保育園 太平町3-53-1（21-4800） 私立 19 生後57日目～2歳児 7:30～19:00

小規模保育所 駅前キッズほっとママ 栄町2-24（25-5280） 私立 19 生後57日目～2歳児 7:30～18:30

小規模保育所 フルールキッズ保育園 虎渓山町5-63-9（26-8461） 私立 19 生後57日目～2歳児 7:30～18:30

小規模保育所 多治見大和キッズ保育園※5 滝呂町14-186-2（44-2377）※5 私立 19 生後６か月～2歳児 7:30～18:30

入所基準
次の理由で保護者が家庭で保育ができない児童
居宅外労働・居宅内労働、妊娠および出産、病気、病気
の同居親族の介護、家庭の災害、求職活動、就学
申込方法

保育園（若草保育園・こうよう保育園・おとわも
もの木保育園を除く）、認定こども園
受付日の9：00～12：00に入園希望児童を同伴のう
え希望する園へ　※児童の面接あり
※都合により受付日に行けない場合は、11月2日（月）

～16日（月）に子ども支援課へ（土・日・祝日を除
く。児童の面接は後日に希望する園で）
若草保育園・こうよう保育園・おとわももの木保
育園・小規模保育所
受付日（11月2日（月）～16日（月））の8：30～17：
15に子ども支援課へ（土・日・祝日を除く。児童の面
接は後日に希望する園で）

持ち物
① 申請者のマイナンバーカード（個人番号カード）ま

たは個人番号の通知カード(記載事項に変更がない
ものまたは正しく変更手続きがとられているもの)
と運転免許証などの本人確認書類

② 入所申込書
③ 教育・保育給付認定申請書
④ 家庭で保育ができないことを証明する書類（就業証

明書・自営業状況申立書・各種申立書など）
⑤ 乳幼児の状況表
⑥ 口座振替依頼書（0～2歳児クラス・公立保育園の

延長保育を希望する3～5歳児クラス）
※②～⑥は10月1日（木）から各園と子ども支援課窓

口で配布
入所の決定　令和3年2月上旬に通知

保育料
令和2、3年度の市民税額に応じて決定（0～2歳児クラ
スのみ）　※3～5歳児クラスは無償化受付期間など

子ども支援課 小池、古田、永
なが

冶
や

　 TEL 23-5947保育園、認定こども園、小規模保育所

162 02 0年10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



など の園児を募集します令令 和 3 年 度度

幼稚園名 多治見市立幼稚園 多治見西高等学校附属幼稚園 多治見大
だい
和
わ
幼稚園 多治見ひまわり幼稚園

受付期間 10月26日（月）～10月30日（金）
9：00～16：00

随時　9：00～16：00
※土・日・祝日・休園日を除く
　（各園で確認してください）

随時　9：00～16：00
※土・日・祝日・休園日を除く

随時　9:00～15:00
※土・日・祝日・休園日を除く

申込方法

入園願書を希望する幼稚園へ提出
（当該児童同伴で） 
※2園以上への願書提出は不可 
※入園願書は10月19日（月）～23日（金）

に各幼稚園、子ども支援課で 配布

入園願書に出願料3,000円を添え
て、希望する幼稚園へ提出
※入園願書はホームページよりダウ

ンロード可
※後日、面接あり

入園願書に入園料、検定料
を添えて提出
※入園願書は幼稚園にて配

布
※後日、面接有り

入園願書に入園料、施設協
力費を添えて提出
※入園願書は幼稚園で配布

保育料

令和元年10月から無償
※別途給食費、教材費、PTA会費が

必要
※預かり保育を希望する場合は別

途料金が必要（「保育の必要性の
認定」を受けた場合は無償）

満3歳児、3歳児、4歳児、5歳児
月額25,700円（全額保育料無償化
対象）
給食・おやつ代…月額5,600円
※別途、教材費、PTA会費などが必要
※スクールバ ス利用者は利用料が必要
※預かり保育を希望される場合は別

途料金が必要
※詳細は入園案内、ホームページを

参照

満3歳児…月額28,000円 
３歳児…月額27,000円
４歳児・５歳児…月額26,000円

（上記保育料の内25,700円
が無償化対象） 
※別途、PTA会費400円（全学年）、

給食費　3,500円（全学年）
　送迎協力費（送迎車利用者のみ）

が必要
※春・夏・冬休みの預かり保育を希

望する場合は別途料金が必要

4、5歳児…月額28,000円
（給食費を含む）
3歳児…29,000円（給食費を含む）
満3歳児…30,000円 （給食
費を含む）

（上記保育料の内25,700円
が無償化対象） 
※別途、施設設備費（スクー

ルバス利用者のみ）が必要
※春・夏・冬休みの保育及び18：

00までの延長保育を希望す
る場合は別途料金が必要

募集人員

幼稚園名
1年
保育

（5歳児）

2年
保育

（4歳児）

3年
保育

（3歳児）
幼稚
園名

1年
保育

（5歳児）

2年
保育

（4歳児）

3年
保育

（3歳児）
満

3歳児
1年
保育

（5歳児）

2年
保育

（4歳児）

3年
保育

（3歳児）
満

3歳児
1年
保育

（5歳児）

2年
保育

（4歳児）

3年
保育

（3歳児）
満

3歳児

養正
幼稚園

20人
程度

16人
程度 20人

菫
すみれ

幼稚園 若干 若干 60人 20人
程度

若干 若干 70人 30人 若干 若干 75人 25人

昭和
幼稚園

14人
程度

19人
程度 20人

明和
幼稚園

44人
程度

58人
程度 60人

笠原
幼稚園

49人
程度

54人
程度 40人

精華愛児
幼稚園

28人
程度

38人
程度 40人

定員を超えた場合は抽選
・双生児以上は１回のみ抽選。当選

の場合は全員当選、落選の場合は
全員落選

・抽選時に補欠順位を決定。欠員が
生じた場合は、各園で補欠順位に
従って入園を決定

・療育手帳（Ａ1～ B1）または身障
手帳（1～3級）などを所持する児
童、令和3年度に兄弟姉妹が在園
予定の児童は抽選を免除

菫根本
幼稚園 若干 若干 60人 20人

程度

子ども支援課　水野
TEL 23-5947

●菫幼稚園
　TEL22-2490
●菫根本幼稚園
　TEL27-2650

多治見
大和幼稚園 
TEL 44-2377

多治見
ひまわり幼稚園
 TEL 23-1641

入園児の年齢
5歳児…平成27年4月2日～平成28年4月1日生
4歳児…平成28年4月2日～平成29年4月1日生
3歳児…平成29年4月2日～平成30年4月1日生 
※3歳の誕生日以降、年度途中の入園可（私立幼稚園のみ）

受付期間など

子ども支援課　水野 TEL 23-5947幼稚園

17 2 02 0年10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



濵谷麻衣子

サ責
川上

主任ケアマネ
井澤

西尾相談員
各務

駅北庁舎情報
10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

10月25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

駅北庁舎
利用時の駐車場は
駅北立体駐車場を
利用してください。

吉村光太
岐阜県弁護士会所属

愛知県弁護士会・岐阜県弁護士会・三重弁護士会
静岡県弁護士会・第一東京弁護士会所属

岐阜県多治見市本町5-9-1 陶都創造館2階

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

7

https://www.facebook.com/city.tajimi

https://www.youtube.com/channel/UCbhfOrBIb55el3fsLccOAaQ

https://www.instagram.com/tajimi_official/

https://www.gifu-ebooks.jp/

問 秘書広報課 水野 TEL22-1372

　市の基本となる計画を定めたり、条例や規則
などを制定・改正したりする場合に、その案を公
表して広く意見を求めます。資料は、市ホームペ
ージや本庁舎1階、担当課で閲覧できます。
　ご意見はEメール、FAX、郵送などの方法で提
出してください。ただし、個々の意
見には直接回答はしませんので、ご
了承ください。
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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
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7
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問 秘書広報課 水野 TEL22-1372

　市の基本となる計画を定めたり、条例や規則
などを制定・改正したりする場合に、その案を公
表して広く意見を求めます。資料は、市ホームペ
ージや本庁舎1階、担当課で閲覧できます。
　ご意見はEメール、FAX、郵送などの方法で提
出してください。ただし、個々の意
見には直接回答はしませんので、ご
了承ください。

月 後半の予定10 月11 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、転出などにより、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

10月 収集地区
12 月 高根、旭ケ丘1・2・6～9、大薮、笠原町草口
13 火 廿原、諏訪、月見、富士見、三の倉、脇之島、

池田、東栄、大薮
14 水 東栄、大薮、笠原町上原156～998、

1028～1263番地
15 木 高田、大薮、笠原町上原156～998、

1028～1263番地
16 金 小名田、大針、笠原町上原156～998、

1028～1263番地
19 月 虎渓山、平井、大針、笠原町上原1264～1575、

1647～2455番地
20 火 根本、西山、滝呂1・4～7・10・11・15・16、

笠原町上原1647～2455番地
21 水 北丘、旭ケ丘3～5、旭ケ丘5市営
22 木 小泉、旭ケ丘5市営、旭ケ丘10
23 金 幸、旭ケ丘10、笠原町向島
26 月 大原、音羽、宝、若松、笠原町音羽
27 火 滝呂2・3・8・9、京、市之倉7～13、北小木、

笠原町音羽
28 水 元、赤坂
29 木 松坂、明和、赤坂
30 金 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

11月 収集地区

2 月
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 水 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 木 姫4～7、十九田、喜多、弁天、精華、白山、住吉
6 金 市之倉1・2、姫2市営、笠原町富士
9 月 市之倉3・4、姫1市営、笠原町富士、笠原町釜
10 火 市之倉5・6、金岡、長瀬、高根、姫1
11 水 高根、旭ケ丘1・2・6～9、大薮、笠原町神戸

12 木 廿原、諏訪、月見、富士見、三の倉、脇之島、
池田、東栄、大薮、笠原町神戸

13 金 東栄、大薮、笠原町草口

19 2 02 0年10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



が ん 検 診 はお済みですか？

新型コロナウイルス感染症対策事業

　新型コロナウイルス感染拡大が懸念される中、季節性インフルエンザ罹患などでの医療機関受診者が増加する
混乱を軽減するため、今年度に限りインフルエンザ予防接種の助成を拡大します。

子どものインフルエンザ予防接種（任意）
接種期間 10月1日（木）～令和3年1月31日（日）

市内在住で次の①と②を満たす子
①  生年月日が平成14年4月2日以降（高校3年

生相当以下）
② 接種日に満1歳以上
公費負担額 接種1回につき2,000円
※１３歳未満は期間中2回まで。その他は1回
自己負担額１回の接種費用から公費負担額
2,000円を差し引いた金額
持ち物 予診票（指定医療機関で配布）、母子健
康手帳、保険証、福祉医療費受給者証
※ 市内指定医療機関のみで接種可

※ 県外施設等に入所中の方で公費接種を希望される方は、事前に保健センターへ申請してください。実費で接種した後、費用の
一部を払い戻す「償還払い（後払い）制度」が可能です

65歳以上インフルエンザ予防接種
接種期間 10月1日（木）～令和3年1月31日（日）

市内在住で次の①または②に該当する接種希望の方
①接種日に満65歳以上
② 接種日に満60歳以上65歳未満で、身体障害者手帳1

級程度の方（心臓、腎臓、呼吸器の機能障害またはヒト
免疫不全ウイルスによる免疫機能障害）

※②を新規で希望する方は保健センターへ事前申請
自己負担額 1回1,000円

（65歳以上の生活保護の方は無料）※期間中に1回
持ち物 保険証、高齢医療受給者証（予診票は指定医療
機関に設置）
※ 県内他市の医療機関で接種できる場合もあります（広

域予防接種対応医療機関のみ）

医療機関名 TEL 対
あいざわ整形外科 23-3700 ○
安藤クリニック 22-9388 ○
池庭医院 22-1819
市之倉診療所 22-3811
いちはらこどもクリニック 24-3411
伊藤内科 23-6578 ○
いながけ医院 45-0077
うえだ整形外科 20-2022 ○
うすい整形外科 43-3600 ○
太田医院 22-0037
おおむらクリニック 25-0166
おかざきまりこクリニック 27-1200
おざき整形外科 25-6101 ○
岡山内科消化器科クリニック 21-1717 ○
笠原診療所 44-2261
希望ケ丘クリニック 25-8520
こいずみ岸川クリニック 27-2481
後藤医院 43-2014
小西クリニック 43-2188
小林医院 27-5312
幸クリニック 20-2055 ○
サニーサイドホスピタル 25-8110 ○
精華医院 22-3623
たかだ アレルギーとこどものクリニック
※Ｗｅｂ予約 28-1101 ●

高羽クリニック 23-5515
多治見クリニック 22-5566 ○
多治見市民病院 22-5211
タジミ第一病院 22-5131 ○
たじみ内科 22-2333

医療機関名 TEL 対
田代町整形外科 22-6717 ○
中央クリニック 22-3530
ときわぎ診療所 24-4036 ○
豊岡医院 21-2868 ★○
仲西クリニック 29-1181
中村こどもクリニック 24-1717 ●
夏目整形外科医院 23-4720 ★○
西尾クリニック 24-0689
根本外科医院 27-2821 ★
のむら・笠原クリニック 45-1020
長谷川医院 21-6555 ○
浜田・浅井医院 22-0522
林かつひこ内科・循環器科 20-2002 ★
林内科クリニック 25-7755
はら内科クリニック 28-3223 ★
光ケ丘クリニック 21-0510
ふくい内科クリニック 20-0660
前川ファミリークリニック 22-0682
まえかわペインクリニック 28-2010 ○
松下クリニック 26-7890
まもる耳鼻咽喉科 22-8733
水田クリニック 22-5222
水谷心療内科 23-8411 ○
むらせクリニック 22-8499
ももいクリニック 28-1011 ○
横田耳鼻咽喉科 21-2133
わたなべクリニック 26-8666 ○
※★は予約不要
※表中の対は、 「空欄」…65歳以上、子どもの接種可
 「○」…65歳以上のみ接種可
 「●」…子どものみ接種可
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が ん 検 診 はお済みですか？

※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

日 曜日 当番病・医院名 住　所 TEL
1 木 中村こどもクリニック 前畑町3 24-1717
2 金 林内科クリニック 栄町1 25-7755
5 月 うすい整形外科 滝呂町12 43-3600
6 火 岡山内科・消化器科クリニック 宝町3 21-1717
7 水 高羽クリニック 太平町3 23-5515
8 木 笠原診療所 笠原町2837 44-2261
9 金 おおむらクリニック 宝町10 25-0166
12 月 光ケ丘クリニック 光ケ丘2 21-0510
13 火 ふくい内科クリニック 松坂町1 20-0660
14 水 うえだ整形外科 松坂町1 20-2022
15 木 夏目整形外科医院 錦町3 23-4720
16 金 倉知眼科 平和町7 22-5515
19 月 たじみ内科 広小路2 22-2333
20 火 まえかわペインクリニック 広小路2 28-2010
21 水 前川ファミリークリニック 錦町1 22-0682
22 木 あいざわ整形外科 平和町7 23-3700
23 金 わたなべクリニック 明和町5 26-8666
26 月 たじみ陶都眼科 前畑町4 44-9777
27 火 松下クリニック 根本町3 26-7890
28 水 まもる耳鼻咽喉科 白山町1 22-8733
29 木 幸クリニック 幸町7 20-2055
30 金 のむら・笠原クリニック 笠原町字権現2200 45-1020

日 曜日 当番病・医院名 住　所 TEL
2 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
4 水 池庭医院 宮前町2 22-1819
5 木 ももいクリニック 前畑町5 28-1011
6 金 中央クリニック 日ノ出町1 22-3530
9 月 根本外科医院 高根町2 27-2821
10 火 小西クリニック 笠原町1966 43-2188
11 水 浜田・浅井医院 太平町1 22-0522
12 木 精華医院 白山町1 22-3623
13 金 安藤クリニック 豊岡町3 22-9388
16 月 むらせクリニック 三笠町1 22-8499
17 火 太田医院 明治町1 22-0037
18 水 タジミ第一病院 小名田町西ケ洞1 22-5131
19 木 多治見眼科院 十九田町2 24-2225
20 金 田代町整形外科 田代町2 22-6717
24 火 森本耳鼻咽喉科 明和町5 27-9333
25 水 西尾クリニック 金岡町1 24-0689
26 木 いちはらこどもクリニック 小田町5 24-3411
27 金 多治見クリニック 音羽町2 22-5566
30 月 仲西クリニック 明和町6 29-1181

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

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

　日本の男性の3人に2人、女性の2人に1人が生涯にがんを発症します。
　がんは特別な病気ではなく、早期であれば治る確率が高い病気になっています。がんで命を落と
さないために、がん検診を定期的に受けることが大切です。
☆10月末は混み合いますのでお早めに！

保健センター TEL 23-5025

ワンポイント
　大腸がん検診（便潜血検査）は便に
潜む血液を調べます。便を2日採取す
るだけの簡単な検査です。ぜひ毎年受
けましょう。

市のがん検診情報

出典：国立がん研究センター がん情報サービス

大腸がんクイズにチャレンジ！

21 2 02 0年10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

申込方法

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
相談員／保健師、栄養士、助産師
持ち物 母子健康手帳
申込方法 電話で　TEL 23－6187

【産後】
心と体のケアクラス

10月12日（月）
10月19日（月）
※いずれか1日

13：30～15：00 2～9か月の赤ちゃんとそのママ

産後のママの心と体を整えるリラックスヨガと
赤ちゃんとの絆を深めるタッチケアで、赤ちゃん
と触れ合う時間も楽しみます。オンラインでも
開催します。詳細は問い合わせ
持ち物 母子健康手帳、動きやすい服装
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） 10月28日（水）9：15～11：00 4～6か月児の家族 離乳食（5～6か月頃）の話

申込方法 電話で　TEL 23-5025
離乳食教室

（モグモグクラス） 10月21日（水）10：00～11：00 10月に7か月になる児の家族 離乳食（7～8か月頃）の話
申込方法 電話で　TEL 23-5025

健康相談 10月16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20日(火)
東濃保健所

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
10月20日分は東濃保健所へ
TEL 23-1111

11月13日(金)
保健センター

骨密度測定
10月5日（月）午後(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）
申込方法 電話で　TEL 23-5960

10月22日（木）午後(予約時に指定)

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

30代健診の受診期間を延長しました
若いころからの健康チェックは大切です。まだ受
診がお済みでない方は、ぜひこの機会に受診く
ださい。
検査内容:血液検査、尿検査、診察、身体測定、

血圧測定
 6月1日（月）～12月15日（火）
ききょうの丘健診プラザ
30～39歳

参加料 1,000円
持ち物 保険証、受診券（あれば）

ききょうの丘健診プラザに電話予約
　 　　　　TEL 0120-041-115
問 保健センター　TEL 23-5960

麻薬・覚醒剤乱用防止運動DAY
10月1日(木)～11月30日(月)
麻薬、覚醒剤、大麻、シンナー、危
険ドラッグ等の薬物乱用による危
害を広く周知し、一人一人の認識
を高めることにより、麻薬・覚醒剤
等の薬物乱用の根絶を図ります。
違法薬物に関する情報提供
TEL 03－5542－1865

薬と健康の週間
10月17日（土）～23日（金）
医薬品を正しく使用することの大
切さ、そのために薬剤師が果たす
役割の大切さを周知し国民の保
健衛生の維持向上を図ります。

申
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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

6日（金）13:00～16:00
※予約10月30日（金）8:30～

本庁舎 くらし人権課 TEL 22-1134
20日（金）13:00～16:00
※予約11月13日（金）8:30～

18日（水）13:00～15:00
※予約11月11日（水）8:30～ 総合福祉センター 社会福祉協議会 TEL 25-1131

行政相談 16日（月）13：00～15：00
※予約11月9日（月）8：30～ 本庁舎 くらし人権課 TEL 22-1128

高齢者就業相談 13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 2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 5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 5日、12日、19日、26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）　8:30～17:15 総合福祉センター 母子・父子福祉センター
TEL 25-1133

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 新型コロナウイルス感染症の影響により

中止。
旭ケ丘児童センター

太平児童センター

人権こまりごと相談 18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 ５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 11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 19日（木）14:00～16:00　
※前日12:00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、広

域消費生活専門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※ 8日（日）、22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

23 2 02 0年10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
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バス献血のお知らせ（400ml献血限定）
10月25日（日）9:30～16:00
バロー多治見店 駐車場
体重50kg以上

　 ※薬を飲んでいる方は薬品名必要
　 ※海外渡航歴のある方はどこの国でも4週間経過後

岐阜県赤十字血液センター　TEL 058-272-6927

楽しく学ぶ！ぽっこりおなか解消法
　ぽっこりお腹解消のための効果的な運動方法
やより良い生活習慣について紹介します。

10月28日（水）13：30～15：00
おなか周りが気になる方　定 20人

持ち物 健診結果、筆記用具、動きやすい服装
保健センター　TEL 23-5960

　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、だるさ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

みんなで楽しいウォーキング
　 ①弥勒山登山と東海自然歩道 6km（2時間）
　 ②笠原町のモザイクタイル巡り 5㎞（1時間30分）
　 ③喜多緑地森林浴コース 4㎞（1時間30分）

①10月22日（木） 9：30
②10月31日（土） 9：30
③11月1日（日） 9：30
※雨天中止

集合場所 ①廿原ええのお駐車場
　　　　②笠原中央公民館臨時駐車場
　　　　③喜多緑地管理棟前
　　　　※なるべく公共交通機関を利用
持ち物 マスク、飲み物、帽子、タオル、ウオーキングパス
ポート（あれば）

保健センター 西尾（悦） TEL 23-5960

（同時開催）ニコニコ親子さんぽ 
喜多緑地公園コース 2㎞ 1時間
喜多緑地公園を家族でお散歩しませんか？
お子さんが楽しめる遊びも企画しています！

11月1日（日） 9：30 集合　※雨天中止
集合場所 喜多緑地公園管理棟前

幼児の家族
※ベビーカー不可。一人で歩ける子ども対象
持ち物 マスク、飲み物、帽子、タオル

保健センター　島原　TEL 23-5960

　グラウンド・ゴルフ、野球体験、けんけんぱ
等、親子で楽しめるブースが盛りだくさん。
きれいな芝生の上でのんびりと体を動かし
ましょう。　※マスクの着用をしてください

10月17日（土） 9：00～13：00
星ケ台競技場
うながっポーツの日実行委員会事務局

　（笠原体育館）　TEL 43-6285

元気なたじみ！ うながっポーツの日2020元気なたじみ！ うながっポーツの日2020

　中部地区実業団選手を中心に、東京オリンピックを目指す選手など、
全国トップクラスの選手が多数出場します。　※入場無料

10月10日（土）9：00～ ※男子10,000ｍは10月9日（金）16：00～
星ケ台競技場
文化スポーツ課　近藤　TEL 22-1191

多治見市制80周年記念大会　
第21回中部実業団陸上競技選手権大会兼多治見フェスティバル

2 02 0年10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


