
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

5日（金）13:00～16:00　 
※予約10月29日（金）8:30～

本庁舎 くらし人権課 TEL 22-1134
19日（金）13:00～16:00　 
※予約11月12日（金）8:30～

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

高齢者就業相談 12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 1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 4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 4日、11日、18日、25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

10日（水）15:30～17:00 旭ケ丘児童センター

20日（土）15:30～17:00 太平児童センター

人権こまりごと相談 17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 ４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 10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 18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※ 14日（日）、28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

21 2 021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



など幼稚園・保育園 の園児を募集します令令 和 4 年 度度

※1 保育年齢は、令和4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

受付日
（11月） 園名 所在地

（連絡先）
公立/
私立 保育年齢※1 保育時間※2

1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

2日（火） 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）

4日（木）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（木）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

5日（金）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

5日（金）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

8日（月） 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

8日（月） 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

9日（火）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

10日（水）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

10日（水）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

11日（木）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

12日（金）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

1日（月）〜
15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 旭ヶ丘あい幼児園 旭ケ丘10-2-24（20-2008） 私立 19 生後10か月〜2歳児 7:00〜19:00（土曜
日は7:00〜18:00）

小規模保育所 ボコデコキッズ 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 Jo Blanco（ジョー ブランコ） 虎渓山町5-63-9（26-8461） 私立 19 生後6か月〜2歳児 7:30〜18:30

小規模保育所 多治見大和キッズ保育園 滝呂町14-186-2（43-5225） 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1日（月）

〜15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、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

　11月1日（月）〜15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、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（金）から各園と子ども支援課窓

口で配布

入所の決定　令和4年2月上旬に通知

保育料
　令和3、4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、永
なが

冶
や

、古川
　 TEL 23-5947保育園、認定こども園、小規模保育所

2 021年10月 22



など幼稚園・保育園 の園児を募集します令令 和 4 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25日（月）〜10月29日（金）
9:00〜16:00

随時　9:00〜16:00
※土・日・祝日・休園日を除く

（各園にて確認をしてください）

随時　9:00〜16:00
※土・日・祝日・休園日を除く

（各園にて確認をしてください）

随時　9:00〜17:00
※土・日・祝日・休園日を除く

（各園にて確認をしてください）

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18日（月）〜22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

入園願書に検定料3,000
円を添えて提出
※ 入園願書は幼稚園にて

配布
※後日、面接あり

入園願書に入園料、施設協
力費を添えて提出
※ 入園願書は幼稚園にて配布

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
※ 預かり保育を希望される場合は別

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 〜5 歳 児 …月 額
29,000円

（上記保育料のうち、25,700
円が無償化対象）
※ 別途PTA会費400円（全学年）
　給食費　4,000円（全学年）
　施設設備費　1,000円
　送迎協力費（送迎利用者
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 食費含む）内、25,700
円が無償化対象の為
　実質負担額2,300円
　3歳児…29,000円（給食費含む）
　内、25,700円が無償化対象の為
　実質負担額3,300円
　満3歳児…30,000円（給食費含む）
　内、25,700円が無償化対象の為
　実質負担額4,300円
※ 別途、施設設備費（スクー

ルバス利用者のみ）が必要
※ 春・夏・冬休みの保育及び通常保

育後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

17人
程度

20人
程度 20人

菫
幼稚園 若干名 若干名 60人

程度 20人

若干名 若干名 50人 若干名 若干名 若干名 75人 25人

精華愛児
幼稚園

33人
程度

34人
程度 40人

昭和
幼稚園

20人
程度

15人
程度 20人

明和
幼稚園

60人
程度

54人
程度 60人

笠原
幼稚園

57人
程度

52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）等を所持する児
童、令和4年度に進級する兄弟姉妹
がいる児童は抽選 を免除

菫根本
幼稚園 若干名 若干名 60人

程度 20人

子ども支援課　藤浪
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28年4月2日〜平成29年4月1日生
4歳児…平成29年4月2日〜平成30年4月1日生
3歳児…平成30年4月2日〜平成31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　藤浪 TEL 23-5947幼稚園

2 021年10月23 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



インフルエンザ予防接種費用
一部公費負担について

小児インフルエンザ（任意）
接種期間 10月15日（金）～

令和4年1月31日（月）
市内に住民登録があり、接種日に
満1歳以上から小学校就学前の子

自己負担額 1回の接種費用から
1,000円（公費負担額）を差し引いた
金額
※接種期間中に2回まで
持ち物 母子健康手帳、保険証、福祉
医療費助成受給者証
※予診票は指定医療機関にて配布
※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接種を希望される方は、事前に保健センターへ申請し、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」対応となります。詳細は保健センターへお問い合わせください。

65歳以上インフルエンザ
接種期間 10月15日（金）～令和4年1月31日（月）
市内に住民登録があり、次のいずれか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要事前申請
自己負担額 1回1,900円（65歳以上の生活保護の方は無料）
※接種期間中に1回まで
持ち物 保険証、高齢受給者証（お持ちの方）
※予診票は指定医療機関にて配布
※�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
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
岡山内科消化器科クリニック 21-1717 ○
おざき整形外科 25-6101 ○
笠原診療所 はっとり医院 28-2261
かとうだいきクリニック 26-8200
希望ヶ丘クリニック 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 ○
多治見スマートクリニック 21-1770
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 ★小児は4歳以上
林内科クリニック 25-7755
はら内科クリニック 28-3223 ★
光ヶ丘クリニック 21-0510 ★子どもは要予約
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
※対象欄�「空欄」65歳以上、小児の接種可
� 「○」65歳以上のみ接種可
� 「●」小児のみ接種可

保健センター�西尾�TEL 23-6187
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　がん研究振興財
団発行の「がんの統
計2021」によると、
胃がん、結腸がん、
直腸がんにおいて

臨床病期Ⅰ期（がんの進行の程度を知るための
指標で、早期とは概ねⅠ期）の生存率は97.7％を
越え、乳がんは臨床病期Ⅰ期、Ⅱ期とも生存率は
95％以上となっています。
　がんは早期発見して治療すれば治る可能性
の高い病気です。正しい知識を持って専門の先
生と一緒に、定期的にチェックしていくことが大
切です。

がん検診、今年はもうお済みですか？
　がんは自覚症状がなく成長し続け、身体をむしばんでいきます。 
　厚生労働省から発表された2020年人口動態統計月報年計（概数）によると、死因
の第1位はがんで、全死亡者の27.6％を占めました。死亡者のおよそ3.6人に１人はが
んが死因となっています。

多治見市のがん検診を賢く利用

市バス検診の申込み・問い合わせ　 保健センター TEL 23-5025

　多治見市がん検診を利用すれば、通常費用の一部負担のみで受診いただけます！
検診名 対象 検査内容 通常費用 受診者負担

胃がん 40歳以上 胃部X線検査
（バリウム） 9,000円 程度 バス…900円

指定医療機関…2,000円
大腸がん 40歳以上 便潜血検査2日法 2,000円 程度 500円

前立腺がん 50歳以上男性 血液検査（PSA） 3,000円 程度 800円

乳がん 40歳以上女性
（受診は2年に1回）

乳房X線検査
（マンモグラフィ） 5,000円 程度 1,000円

子宮頸がん 20歳以上女性
（受診は2年に１回） 内診・細胞診 5,000円 程度 700円

胃がん
会 場 10月 11月

バロー文化ホール 4日（月）25日（月） 8日(月）
市役所本庁舎 2日（土）23日（土） 6日(土)28日(日)

感謝と挑戦のTYK体育館 1日（金）27日（水） 19日(金)
根本交流センター 14日(日)

小泉公民館 19日（火） 4日（木）
旭ヶ丘公民館 20日（水）  
市之倉公民館 11日（木）

8:30～11：15（バロー文化ホールは9：00～） ※予約時に時間指定

乳がん
会 場 10月 11月

バロー文化ホール 21日(木)
市役所本庁舎 16日(土) 7(日)

感謝と挑戦のTYK体育館 25日(月) 15日(月)
根本交流センター ☆9日(土) 9日(火)

9:00～15：30
※予約時に時間指定
☆印は午後のみ

　早期のがんが検診で見つけられるのは２年間 
乳がんが検査で見つかるほどの大きさ「Ⅰ期（早期）」に
なってから（１ｃｍ弱）の次の「Ⅱ期」に入るまでの期間が
約２年。早期に見つけるには２年に１度、定期的に検診
を受ける必要があります。

早期発見で
がんは治る！

～Ⅰ期（早期）～ ～Ⅱ期～

がん
細胞
発生

進行、転移
２年弱

検診で発見できる
早期がんの期間 

自覚症状が現れにくい状態

がん細胞が
急激に大きくなる 
自覚症状が現れる

1㎝弱 ２ｃｍ
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健康・スポーツ情報

※各教室、講座などは定員あり。要事前予約　 感謝と挑戦のＴＹＫ体育館　TEL 22-4111（火曜日定休）

感謝と挑戦のＴＹＫ体育館 無料開放デー　11月13日（土）9：00～17：30

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。

個人利用 第2競技場 第3競技場 第4競技場 その他
9:00

●トレーニング室
9：00～17：00

※ご利用状況により、お
待ちいただく場合がご
ざいます。予め、ご了
承ください。

※初めてのトレーニング
室ご利用にはトレーニ
ング講習会（500円）
の受講が必要です。高
校生以上が利用可能。
●卓球室

9：00～17：00
※上記時間帯で1回1時

間で申込可能。
※当日先着順となります。
※ラケット・ボールをお持

ちください。レンタル
可能。

卓球教室
9：15～10：15

 20人
 小学生～大人

コーディネーション
教室

9：15～10：15
 15人

 年中～年長

いきいき健康講座
9：15～10：15

 20人
 16歳以上

①ボディスキャン
無料測定

②防災VR体験10:00

バスケットボール教室
10：30～11：30

 20人
 小1～小3

コーディネーション
教室

10：30～11：30
 15人

 小1～小4

らくらくシェイプ
10：30～11：30

 20人
 16歳以上

環境セミナー
「環境を考える」
10：30～11：30

 子ども～大人
11:00

12:00 バスケットボール教室
11：45～12：45

 20人
 小4～小6

美ボディエクササイズ
11：45～12：45

 20人
 16歳以上

ボディコンバット
11：45～12：45

 20人
 16歳以上

①ボディスキャン
無料測定

②防災VR体験

13:00

わくわく体育教室
13：00～14：00

 15人　  幼児

ヨガ
13：00～14：00

 20人
 16歳以上

防災セミナー
「災害への備え」
13：00～14：00

 子ども～大人
14:00

わくわく教室
14：15～15：15

 15人　  児童
救命講習

「普通救命講習1」
14：15～17：15

 20人
 16歳以上

①ボディスキャン
無料測定

②防災VR体験15:00

ダンスパフォーマンス ひとりで着る
きもの教室

15：30～16：30
 8人

16:00 キッズダンス
15：45～16：45

 15人
 年長～小3

17:00

11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各体育館の利用者講習会の受講が必要です
※要事前申込　 受講料 500円

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

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

2日（火）、14日（日）、24日（水）
10:00～11:00

4人／1回13:30～14:30
夜間：奇数日 19:00～20:00

申込方法 電話または窓口へ
（10月1日（金）9：00～）
※開始10分前には着替え、
受付を済ませてください
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健康・スポーツ情報

イベント中止のお知らせ
　第33回全国健康福祉祭ぎふ大会（ねんりんピック岐阜2021）（10月30日～11月1日開催予定）は中止にな
りました。

ねんりんピック岐阜2021多治見市実行委員会事務局（市文化スポーツ課） 冨士 TEL 22-1191

みんなで楽しいウォーキング ※雨天中止　
①小泉ふるさと巡りコース（約5ｋｍ 約1時間30分）
②多治見の街並み散策と史跡巡り（約3.8km 約1時間

20分）
①10月6日（水） 9：30 集合
②10月9日（土） 9：30 集合

集合場所 ①小泉公民館第2駐車場（小泉町8-80）
②多治見市役所本庁舎（日ノ出町2-15）

持ち物 飲み物、帽子、タオル、マスク
保健センター 日置 TEL 23-5960

市民広場
　グラウンドゴルフ、ディスクゴルフ、輪投げなど
軽スポーツの無料体験ができます。

10月23日（土） 9：00～12：00　※雨天中止
星ケ台競技場

星ケ台管理事務所 TEL 22-2564

お家時間を活用！ ぽっこりお腹解消法
10月29日（金）13：30～15：00

定 15人　持ち物 水分、タオル、動きやすい服装
申込方法 電話または窓口へ

保健センター 木村 TEL 23-5960

「薬と健康の週間」
10月17日（日）～10月23日（土）
　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。

保健センター 水野（祥） TEL 23-5025

麻薬・覚醒剤乱用防止運動DAY
10月1日（金）～11月30日（火）
　麻薬、覚醒剤、大麻、シンナー、危険ドラッグなど
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は
TEL 03-5542-1865

卓球の日
10月16日（土）13：00～17：00

参加料 110円／1時間 （高校生以下50円）
先生からの特別アドバイス

13:00～15:00
笠原体育館 TEL 43-6285

名古屋学院大学かけっこ教室
11月13日（土） 
①  9：30～10:30 ※雨天中止
②11:00～12:00 ※雨天中止
星ケ台競技場

名古屋学院大学
TEL 0561-42-0350

パラシュット

　このゲームは、子どもたちの創造性を発揮させ
る表現運動です。最初に赤・青・黄・緑に色分けさ
れた3.6ｍのパラシュットの布を両手で持ちます。
パラシュットにボールを入れて全員で上下してウ
ェーブを作り、真ん中に空いた穴に落とします。参
加者が気持ちをひとつにしないと、ボールは外に
飛び出してしまいます。
　様々な遊び方はありますが、大きなドームを作
って中に入れるゲームが一番人気です。息を合わ
せて上下し、中に空気を蓄えてドームを作り、全員
が大きくなったドーム内に入って座ると、達成感に
満ちあふれます☆幼児から大人まで、建物の屋内
外でプレーできます。（多治見市スポーツ推進委
員 桝岡）

文化スポーツ課 冨士 TEL 22-1191
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消費者ホットライン　TEL 188

銀行の取引確認メールには要注意！

くらし人権課　奥村　TEL 22-1134

パソコンやスマホに、以下のようなメールが届
いた、という報告が多発しています。
「○○銀行をご利用いただきありがとうござ
います。この度、ご本人様のご利用か確認させて
いただきたいお取引がありましたので、誠に勝
手ながら、カードのご利用を一部制限させてい
ただき、ご連絡いたしました。ご利用確認はこち
ら（URL）」
これは、フィッシング詐欺サイトに誘導する

メールである可能性が高く、URLにアクセスする
と個人情報を盗み取られ、預金を引き出される
恐れがあります。不審なメールは安易に開かな
いようにしましょう。不安なことがあれば取引金
融機関か消費生活相談窓口に相談しましょう。
　（参考）
　金融犯罪の手口
　（一般社団法人 全国銀行協会）

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

・・・・・・・・・・・・

担当番組
PiPi Twilight Way
毎週金曜日 17：00～19：00

自己紹介・メッセージ
　こんにちは！岐阜県出身の岡﨑陽子です。子ど
も時代をアメリカで過ごし、英会話には少し自信
があります。7月から 金曜日の「PiPi Twilight 
Way」を担当させていただいています。犬や猫が
大好きで家でも保護犬を家族に迎えています。美
味しいものに目がなくお酒も好きなので新しいお
店を開拓したりSNSにもアップしています。
　番組ではトークや音楽の他に、地域の文化芸術
情報や様々な活動に取り組んでいる方々もご紹
介します。PiPi１年生なので、多治見の素敵なとこ
ろをたくさん学びながら、リスナーの皆様にもお
届けしていきます。金曜日の夕方があなたのお気
に入りになりますように！

 おかざきようこ

「岡﨑陽子」さん  

　 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

※新型コロナウイルスの感染状況で開催内容が変更になる場合があります。ご来場前に必ず最新情報を　
　ホームページで確認してください

知って楽しむ美濃焼の世界!各種イベント紹介❺
セラミックバレーと世界の陶磁器展 ～美濃焼とハンガリーの名窯ヘレンド～

　やきものの産業と文化が息づく東美濃地域『セラミックバレー』
を美濃焼の歴史と共に紹介する展示会を開催。また、世界の名窯
としてヘレンド社（ハンガリー）を紹介する展示会も同時開催。ヘレ
ンド社全面協力のもと、日本初公開の作品も多数展示されます。

▲ヘレンド食器 ▲ヘレンド本社 ▲セラミックバレーロゴ

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

ベリーグッドマン “必ず何かの天才” 
TOUR 2021-2022  
　多くのプロ野球選手の登場曲でおなじみ、背中を
押してくれるような応援歌が魅力のステージを間近
で見られるビッグチャンス！ ！

12月3日（金） 17：00 開場 18：00 開演 
料金 全席指定6,800円　※3歳以上チケット必要
発売日 9月25日（土）　※お一人様４枚まで

▲ベリーグッドマン

クリスマス／アヴェ・マリア  
～サンクトペテルブルグ室内合奏団～
　豊かな弦楽器のハーモニーと幻想的なハープの響
き、透き通ったソプラノの歌声が聖夜を彩ります。

12月12日（日） 13：15 開場 14：00 開演
プログラム ●�J.S.バッハ、シューベルト、カッチーニ：

　アヴェマリア
●ヴィヴァルディ：「四季」より“冬” ほか

料金 全席指定4,800円（たじともClub会員4,300円）
発売日 たじともClub会員先行 10月10日（日）～23日（土）

一般…10月24日（日）

▲サンクトペテルブルグ室内合奏団

情熱のタンゴ＆愛のシャンソン
　フランスのパリから南米のパリ、ブエノスへ。
　思い出の名曲で綴ります。

2022年1月15日（土） 15：30 開場 16:00 開演
小ホール

プログラム ●愛の讃歌 ●リベルタンゴ ほか
料金
全席指定4,500円

（たじともClub会員
4,000円）
発売日
たじともC l u b 会
員先行…10月10日

（日）～23日（土）
一般…10月24日（日）

ふらっとコンサート vol.44 音で巡る世界
　異なるバックボーンを持つ二人から生み出される化
学反応。あらゆる音楽ジャンルを横断した二人が表現
する「音の世界」を旅しませんか。

10月17日（日）13:30 開場 14:00 開演
出演 加藤あや（ピアノ）、戸

と

島
じま

さや野（ヴァイオリン）
プログラム
●ガーシュイン：3つの前奏曲より抜粋
●モーツァルト：トルコ行進曲 ほか
※未就学児入場可　※入場無料、申込不要

▲（左から）加藤あや、戸島さや野

■ ■ ■ ■ 多治見市文化会館40周年記念事業 ■ ■ ■ ■

▲出演者

※この情報は9月10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

※発売初日の窓口販売はありません
※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

※ 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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消費者ホットライン　TEL 188

銀行の取引確認メールには要注意！

くらし人権課　奥村　TEL 22-1134

パソコンやスマホに、以下のようなメールが届
いた、という報告が多発しています。
「○○銀行をご利用いただきありがとうござ
います。この度、ご本人様のご利用か確認させて
いただきたいお取引がありましたので、誠に勝
手ながら、カードのご利用を一部制限させてい
ただき、ご連絡いたしました。ご利用確認はこち
ら（URL）」
これは、フィッシング詐欺サイトに誘導する

メールである可能性が高く、URLにアクセスする
と個人情報を盗み取られ、預金を引き出される
恐れがあります。不審なメールは安易に開かな
いようにしましょう。不安なことがあれば取引金
融機関か消費生活相談窓口に相談しましょう。
　（参考）
　金融犯罪の手口
　（一般社団法人 全国銀行協会）

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

・・・・・・・・・・・・

担当番組
PiPi Twilight Way
毎週金曜日 17：00～19：00

自己紹介・メッセージ
　こんにちは！岐阜県出身の岡﨑陽子です。子ど
も時代をアメリカで過ごし、英会話には少し自信
があります。7月から 金曜日の「PiPi Twilight 
Way」を担当させていただいています。犬や猫が
大好きで家でも保護犬を家族に迎えています。美
味しいものに目がなくお酒も好きなので新しいお
店を開拓したりSNSにもアップしています。
　番組ではトークや音楽の他に、地域の文化芸術
情報や様々な活動に取り組んでいる方々もご紹
介します。PiPi１年生なので、多治見の素敵なとこ
ろをたくさん学びながら、リスナーの皆様にもお
届けしていきます。金曜日の夕方があなたのお気
に入りになりますように！

 おかざきようこ

「岡﨑陽子」さん  

　 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

※新型コロナウイルスの感染状況で開催内容が変更になる場合があります。ご来場前に必ず最新情報を　
　ホームページで確認してください

知って楽しむ美濃焼の世界!各種イベント紹介❺
セラミックバレーと世界の陶磁器展 ～美濃焼とハンガリーの名窯ヘレンド～

　やきものの産業と文化が息づく東美濃地域『セラミックバレー』
を美濃焼の歴史と共に紹介する展示会を開催。また、世界の名窯
としてヘレンド社（ハンガリー）を紹介する展示会も同時開催。ヘレ
ンド社全面協力のもと、日本初公開の作品も多数展示されます。

▲ヘレンド食器 ▲ヘレンド本社 ▲セラミックバレーロゴ

2 9 2 021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
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