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※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
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

日 曜日 当番病・医院名 住　所 TEL
1 火 伊藤内科 太平町3 23-6578
2 水 横田耳鼻咽喉科 太平町4 21-2133
3 木 おざき整形外科 太平町6 25-6101
4 金 林かつひこ内科・循環器科 明和町4 20-2002
7 月 水田クリニック 音羽町1 22-5222
8 火 浜田・浅井医院 太平町1 22-0522
9 水 タジミ第一病院 小名田町西ケ洞1 22-5131
10 木 いながけ医院 滝呂町17 45-0077
11 金 おかざきまりこクリニック 幸町3 27-1200
14 月 豊岡医院 豊岡町1 21-2868
15 火 はら内科クリニック 大畑町西仲根3 28-3223
16 水 サニーサイドホスピタル 小名田町西ケ洞1 25-8110
17 木 中村こどもクリニック 前畑町3 24-1717
18 金 林内科クリニック 栄町1 25-7755
21 月 うすい整形外科 滝呂町12 43-3600
22 火 岡山内科・消化器科クリニック 宝町3 21-1717
23 水 高羽クリニック 太平町3 23-5515
24 木 笠原診療所 笠原町2837 44-2261
25 金 おおむらクリニック 宝町10 25-0166
28 月 光ヶ丘クリニック 光ケ丘2 21-0510
29 火 多治見市民病院 前畑町3 22-5211
30 水 多治見市民病院 前畑町3 22-5211

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

12月の夜間在宅当番医 11月の夜間在宅当番医 
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月 後半の予定11 月12 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

11月 収集地区

16 月 高田、大針、笠原町上原156～998番地、
1028～1263番地

17 火 小名田、虎渓山、平井、大針、笠原町上原156
～998番地、1028～1263番地

18 水 根本、西山、滝呂1·4～7·10·11·15·16、笠原
町上原156～998番地、1028～1263番地

19 木 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

20 金 小泉、旭ケ丘5市営、旭ケ丘10、笠原町上原
1647～2455番地

24 火 幸、旭ケ丘10、笠原町向島
25 水 大原、音羽、宝、若松、笠原町音羽

26 木 滝呂2·3·8·9、京、元、市之倉7～13、北小木、
笠原町音羽

27 金 松坂、明和、赤坂

30 月 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

12月 収集地区

1 火
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

2 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

3 木 姫4～7、十九田、喜多、弁天、精華、白山、住吉
4 金 市之倉1·2、姫2市営、笠原町富士
7 月 市之倉3·4、姫1市営、笠原町富士、笠原町釜

8 火 市之倉5·6、金岡、長瀬、高根、姫1、
笠原町神戸

9 水 高根、旭ケ丘1·2·6～9、大薮、笠原町神戸

10 木 廿原、諏訪、月見、富士見、三の倉、脇之島、池
田、東栄、大薮

11 金 東栄、大薮、笠原町草口

17 2 02 0年11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
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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 問い合わせ期日・時間 場所 対象 定員 申し込み
市役所 住所本庁舎・・・〒507-8703 日ノ出町2-15 駅北庁舎・・・〒507-8787 音羽町1-233　0572（22）1111

222 0 2 0年 1 1月
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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

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
オンラインでの相談も可
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

マタニティセミナー
（歯科健診コース） 12月7日（月）

受付／
13：30～14：30
※予約時に時間

を指定
妊婦

歯科健診、正しいブラッシング方法
持ち物 母子健康手帳、ママパパ読本
申込方法 電話で　TEL 23－6187

【産後】
心と体のケアクラス

11月9日（月）
11月16日（月）
※いずれか1日

13：30～15：00 2～9カ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、
赤ちゃんとの絆を深めるタッチケアなどオンラ
インでも開催します。詳細はお問合せください
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） 11月25日（水）9：15～11：00 4～6カ月児の家族 離乳食（5～6カ月頃）の話

申込方法 電話で　TEL 23-5025
離乳食教室
（モグモグクラス） 11月18日（水）10：00～11：00 11月に7カ月になる児の家族 離乳食（7～8カ月頃）の話

申込方法 電話で　TEL 23-5025

健康相談 11月20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

11月17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　　　
申込方法 電話で　TEL 23-5960　 4人
11月17日予約分は東濃保健所へ
TEL 23-1111

12月11日(金)
保健センター

骨密度測定
11月13日（金）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）
申込方法 電話で　TEL 23-596011月27日（金）午前(予約時に指定)

休日眼科検診 12月6日（日）
9：00～11：00
完全予約制

（予約時に時間
指定）

35歳以上で、平日に眼科検診を
受診できない方など

眼圧検査、眼底検査、簡易視野検査
※当日の医師の診察はありません
検診料 500円(おつりのないようご協力ください）

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　〜健康づくりインフォメーション〜

LINE 公式アカウント はじめました！
QRコードから友達登録
LINE アプリの「友だち追加」
▶「QRコード」から下のQRコードをスキャン

【保健センター公式アカウント】
子どもから大人まで健康づくりに役立つ情
報や各種イベントなどの情報を発信します。

【保健センター母子保健アカウント】
乳幼児健診や各教室・乳幼児相談の予約、保健師や助産師、栄養士
の訪問依頼等、保健センターへの質問や問い合わせができます。
※タイムラインで健診や相談日程が確認できます

ID : @138dbbdiID : @811puwus

282 02 0年11月



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

4日（金）13:00～16:00
※予約11月27日（金）8:30～

本庁舎 くらし人権課 TEL 22-1134
18日（金）13:00～16:00
※予約12月11日（金）8:30～

16日（水）13:00～15:00
※予約12月9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 21日（月）13：00～15：00
※予約12月14日（月）8：30～ 本庁舎 くらし人権課 TEL 22-1128

高齢者就業相談 11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 7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 3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 3日、10日、17日、24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 16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 ３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 9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 17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※ 13 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

29 2 02 0年11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



[平成30年4月から]

シティガイド（月～金）7：30　　　　　ニュース763（月～金）8：00、18：30

FMたじみ76.3MHzタイムテーブル
FMたじみ TEL 21‒３３７０

月 火 水 木 金 土 日
6:00 Morning　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ

橘しんご（月～水）川久保秀一（木・金）
Hawaian Breeze

Radio KZOO in Honolulu
経営軍師 岡 漱一郎の

絶対負けない社長の法則
7:00 PiPi morning smile

おはようサタデー 
/ ひのきしんじ 
本間千代子

おはようサンデー 
/ 浜菜みやこ

7:30

8:00
藤本博子 河野清子 伴野あずさ 舘林龍司 河野清子

9:00
9:30
9:40

たじみふるさとWalker ウィークエンド
ピピ

上原喜光ぐるっと 
360 度 

/ 上原喜光
/ 河村由美高橋和子 伴野あずさ 藤本博子 河野清子 川口未話

山本香毅10:00 リメンバー・ミュージック（邦楽） おっしーとらんちゃん
の sundaybrunch

11:00 住まいづくりの
手帖

瀬尾さちこ
リメンバー・
ミュージック
（洋楽）

ミュージックドライブ 
歌列車 リメンバー・

ミュージック
（洋楽）

なうい洋一の
コミカル症候群

Brand-
New Saturday 
/ かとうみちこ
高橋あさみ

押村治奈
らんた

そこがキーポイント 
川口未話

1・3土屋早苗 
2・4・5高橋和子

12:00 PiPiっとCafé ミューアの MUSIC LUNCH 
ミューア

ZENT HOT RADIO
keiZiro

13:00 
 市川雄三

ここのは 鈴村和香子 川口未話 林　侑味 高橋賢一

あの頃
青春グラフィティ

Resort Winds
有銘琴絵14:00 元気はつらつ歌謡曲

演歌男子。 
＋純烈

山川　豊
岩佐美咲

山口ひろみ
辰巳ゆうと 川野夏美 山本譲二

北川かつみ
15:00 アフタヌーンパラダイス（生放送） チョビラボ
16:00 岸田敏志

光部　愛
渡辺真知子
西　達彦

沢田知可子
蒼山慶大

杉　真理 
山口真奈

高山厳
夏目真紀子

ジンケトリオ 高橋賢一
鈴村和香子ロック裁判所

17:00
PiPi twilight way グッジョび！

予備校オヤジの話でも。
長瀬正志

武田治彦のトレたび
18:00 
 鈴木悠伽 林　己友紀 山田梨果

本多ターレス 藤本博子
田中瑠紫愛

（第 1・3・5 山本香毅、
第 2・4 本多ターレス） 林己友紀

飯田将之

Premium G
～MUSIC GIFT～

大石吾朗
蘭華

18:30
18:50

ゴスペル魂
19:00

ＧＥＮＥの
ＲＯＣＫ’ＮＲＯＬＬ

ＰＡＲＡＤＩＳＥ
ＦＭ Ｍｏｔ.Ｃｏｍ

「花※花 style」
BANBAN ラジオ まだ水曜？！

SIRA
渡辺俊美の
INTERPLAY
FM おだわら

ＤＪ　Nobby’s
Tokyo　LIVE！！
さくらエフエム

スターダストレビューの
星になるまで

杏奈カフェ♪♪
冴木杏奈マスコナナミの

ENJOY 湘南
SLOWLIFE！

竹本孝之
songfor

TOMORROW
20:00 ＲｅｉｙａＤｒｉｖｅ

松本怜也
Seven Inch Park

テツ ぬばたまＺぷち
keiZiro

さかり場
佐々木晴加 
伊藤貴之

Sound Art
kuni

Ｊ－ＢＬＯＯＤの
ポップンロール
コレクション

ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ
ＳＴＡＴＩＯＮ
今安琴奈にしむぅの

This is プロ野球
大人の夜会 
酒井彰子

21:00
乙女部 

～２nd season ～
のおと

夜も最高
気音っ！！

punk-masaki@
BRASH

水曜
カンちゃん部屋

堀田和則
P.B MUSIC

DJU

Music
energetic café

djmaikou 河口恭吾
ブートラジオ

リリーズの
キャンプテンズ

レディオ飯田将之の 
おとらじ 90’s

22:00

ＴＨＥ ＮＩＴＥ<SMOOTH JAZZ＆ROCK EDITION>
大西貴文

TABARU Love
Emotion サムライジング

23:00 RADIO BOHEMIA
ロバート・ハリス

弓月ひろみ
Music Hot Flavor

0:00
週刊メディア通信

高島幹雄
浜菜みやこ

ビリー諸川の
ＥＬＶＩＳ　ＬＩＶＥＳ

Sound of Oasis
カノン

大崎潔の待夢摩神
ラジオ版 SHINGO’S

RADIOSHOW
Ｎｉｇｈｔ★Ｆｅｖｅｒ

湘南ベース
岩沢二弓

わたなべヨシコ
ユメルの

モナリザラウンジトランスワールド
ミュージックウェイズ

1:00
アニメ関門文化学園

カモンエフエム
田中彪おしゃべり

ひょったん
ＦＭふくろう

康成戸井の
ラジオな話

メディアスエフエム
おきふる！おきふる！

FM 読谷
ごめんあそばせ

クラシック♪
ＦＭなかつ

本牧ヤグチ
マリンＦＭ

週刊ラジオマガジン

1:30 ビート・インザ・ボックス
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31 たじみ健康ハッピープラン「市民が健康でいきいきと幸せに暮らすことができるまち」

糖尿病予防の極意
　糖尿病予防の基本は、食べ方にあり！管理栄養士がバ
ランス食についてお話しします。

11月30日（月）10：30～12：00
HbA1c5.6%以上、または空腹時血糖値100㎎dL/
以上の方

定 15人
持ち物 健診結果、筆記用具、電卓　申込方法電話で
場 申 問 保健センター 日置　TEL 23-5960

11月14日（土）は「世界糖尿病デー」
　世界糖尿病デーの主な目的は、世界の多くの人々に
糖尿病について知ってもらうことです。
　多治見市医師会では、 多治見修道院と駅北庁舎を糖
尿病啓発のシンボルカラーであるブルーにライトアップ
します。この機会に一度、糖尿病予防のための生活習慣
を考えてみましょう。

五感健康法推進員 募集のお知らせ
　「五感を使って脳を活性化させよう」と、多治見
市内のサロンで、歌・手遊び・脳トレ・ゲームなどを
行って地域の方々と触れ合う活動をしています。
●2カ月に1回、推進員勉強会あり
●活動時の交通費支給あり

保健センター  島原　TEL 23-5960

新型コロナウイルス感染症に関する
外国語対応ホームページの紹介

【対応言語】
やさしい日本語、英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国・
朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、インドネシア語、ベト
ナム語、タイ語、タガログ語、ネパール語

　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浅

せんげんやま

間山（小名田町）ミニ登山 5㎞ 2時間
　②晩秋の永保寺の紅葉と共栄公園に通じる

川沿いを歩く 3.5㎞ 2時間
　 ③名木と木曽源氏ゆかりの地巡り 5㎞ 2時間

①11月16日（月） 集合9：30
　 ②11月24日（火） 集合9：30
　 ③11月26日（木） 集合9：30
場 ①小名田緑地駐車場
　 ②とうしん学びの丘エール駐車場
　 ③諏訪公民館
持ち物マスク、飲み物、帽子、タオル、
　　　ウォーキングパスポート（あれば）

保健センター  西尾（悦）　TEL 23-5960

世界糖尿病デー
シンボルカラー「ブルー」でライトアップ

修道院：11月13日(金）～15日（日）
　 駅北庁舎：11月9日（月）～15日（日）
問 多治見市医師会 TEL 22-3051

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。

駅北庁舎情報
11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

11月29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。

2 02 0年11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


