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スポーツ情報

申込方法 電話または窓口へ（11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　受講料 500円

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

10日（木）、20日（日） 14：00～15：0０
4人10日（木）、15日（火）、20日（日） 18：15～19：15

5日（土）、15日（火）、25日（金） 19：45～20：45

12月のトレーニング室利用者講習会のご案内

あつまれちびっ子 ボールdeあそぼ!!

鉄棒・跳び箱の日
11月16日（月）　15：00～18：00
笠原体育館 第3競技場
小学6年生以下（3年生以下保護者同伴）

参加料 1時間50円（大人の付添いは参加料不要）
笠原体育館　TEL 43-6285

　ボールで色々な遊びをしながら野球の楽しさを満喫しよう
12月19日（土）9：00～11：00 ※予備日12月26日（土）

　  3月13日（土） 9:00～11：00 ※予備日3月20日（土）
※雨天などによりグラウンド不良の場合は予備日で実施
※予備日がグラウンド不良の場合は中止

星ケ台運動広場
野球経験のない年長～小学4年生以下の児童

定 20人
持ち物 運動のできる服装、運動靴、帽子、飲み物、タオル、
　　　 マスク　※グラブ、バット不要

星ケ台管理事務所　TEL 22-2564
Email info-hoshigadai@kk-giken.jp

16：00～17：00

11月29日（日）　9：00～12：00
星ケ台競技場 会議室

定 30人
参加費 500円/人
持ち物
汚れてもよい服装、
軍手、タオル

リースつくり教室

　江戸時代から旅人や商人が、伊勢参りや善光寺参
りの道として賑わった街道を歩きます。

12月5日（土）　9：30までに武並駅集合
武並駅から釜戸駅までの街道
小学生以下のみ保護者同伴

定 30人　参加料 300円
持ち物 弁当、飲み物、雨具
講師 多治見観光ボランティアガイド
申込方法 11月1日～25日までに電話で

駅観光案内所  村井  TEL 0572-24-6460

第2回下街道ウォーキング

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
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多治見市市民活動交流支援センター
住所

市民活動交流支援センター（ぽると多治見）
TEL／FAX 22-0320

多治見市豊岡町1-55 ヤマカまなびパーク6階

「滝呂地域力向上実行
委員会」は、地域の絆をつ
なぎ、少子高齢化社会を乗
り越えていくために地域力
の向上を目指しています。
活動のひとつとして「滝呂ブラブラまつり」を企画中

です。これは滝呂町の住民有志が独自の特技を活かし
ながら自宅をお店として開放し、住民同士の交流の場
を提供するものです。子どもたちが一緒に楽しめるイ
ベントも盛り込み、世代を超えた交流にも力を入れて
いく予定です。楽しみながら地域を知り、人と人との繋
がりを築き上げていくことで、いざという時に支え合え
る強い地域づくりを目指して、地域全体を盛り上げて
いきます。

地域住民のつながりを強く　滝呂地域力
向上実行委員会（代表 田嶋義晋さん） 令和2年4月1日に、改正民法が施行され、「消滅時

効」についての規定の改正が行われました。
これまでは、職業別に時効の期間が定められてお

り、相手方に通知をすれば時効を理由に支払う必要
がありませんでした。例えば、飲食代金は1年、弁護士
費用は2年、医者に支払う治療費は3年が消滅時効
期間となっていました。
改正民法では、これらがすべて廃止され、原則とし

て、請求できることを知った時から5年に統一されま
した。時効期間が分かりやすくなりましたが、例えば、
「飲み屋のつけ」などの飲食代金は、消費者側にとっ
ては請求される期間が延長されたことになるので注
意が必要です。
消滅時効で債務を免れるには、相手方に時効を理

由に支払わないことを通知（時効の援用）する必要
があります。

い  や  や

消費者ホットライン　TEL 188

改正民法ー消滅時効ー

くらし人権課　奥村　TEL 22-1134

よし ひろ

道路河川課　日比野(ま)　TEL 22‐1274(内線1369)

ものしり博士守お父さん安ちゃん

反射材は100m離れていても光を受けて反射します

黒っぽい服は
30m

明るい服は
50m

反射材を付けていれば
100m～200m

トワイライト・オン・キャンペーントワイライト・オン・キャンペーン

ただいま。 お帰りなさい。

わぁ、それは怖かったね。

なんで？なんで?

上も下も黒いね。

お父さんは車にすぐ気が付いたのに、運転手
さんは気が付かなかったのかな？

今、歩いて帰ってくる途中、車にひかれそうに
なってしまったよ。

守お父さん、大変でしたね。
実は、運転手は車のライトをつけていても歩
行者に気付かないことがあるのです。

安ちゃん、お父さんの服の色を見てごらん。

そのとおり！　暗くなると、色には目立つ色
と目立たない色があります。

なるほど！明るい服装や反射材を身に付ける
といいんですね。

運転者に自分の存在を知らせるよう工夫し
ましょう。

夕暮れの一番星は反射材

『早めのライト点灯』12月31日（木）まで

75歳以上のドライバーの皆様へ75歳以上のドライバーの皆様へ
後付け急発進等抑制装置の設置費用を補助します。

１人1回限り１万円以内です。

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

宮川彬良×ぱんだウインドオーケストラ
〈6/6振替公演〉  
　作曲家・宮

みやがわあき ら 

川彬良と、サックス・上
うえ の 

野耕
こうへい

平が率いる
若手精鋭集団・ぱんだウインドオーケストラ、夢の共
演！吹奏楽ファンのみならず全ての音楽ファンに向けて

「音楽の力」を届けます。
1月17日（日）

　 14：30開場
　 15:00開演
料金 全席指定
　　 S席4,500円
　　（たじともClub会

員4,000円）、A席
4,000円、高校生
以下2,000円

プログラム
●僕らのインベンション
　（2021年度全日本吹奏
     楽コンクール課題曲）
●吹奏楽のためのソナタ
　「ブラック・ジャック」ほか
発売日 11月14日（土）
※振替公演のため一部座席は販売済

第53回多治見市市民文化祭 ダンスの部 
　今年は入場者数を制限し、5日間に分けて実施します。

11月3日（火・祝）、7日（土）、8日（日）
　 12月5日（土）、
　  6日（日）
※各日整理券必要
※未就学児入場可

まるごと一日音楽の日inたじみ2020
〈6/28振替公演〉
　小さなお子様から楽しめる音楽の祭典。当初6月に
開催予定でしたが、規模を縮小して開催します。

11月22日（日）　※未就学児入場可
1 キッズコンサート

10：00～10：30
出演 植
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村一
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江、
　　 水

みず

野
の

貴
たか

子
こ

、横
よこ

家
や
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2 フレンドリーコンサート

10：45～11：15
出演 市

い ち は ら

原由
ゆ き こ

紀子、桐
き り  い  

井
祐
ゆ い

衣、髙
た か  ぎ  

木峰
み ね  こ  

子、多治見
市交響楽団有志、井村文
とリ・カンターレ
3 思い出の昭和歌謡 ～古関裕而の世界～

11：30～12：00
出演 髙

たかはし

橋賢
けんりょう

亮、齊
さいとう

藤順
じゅん こ 

子
4 Buzz Five ライブ

13：30～15：00
場 小ホール
料金 一般 1,000円

（たじともClub会員800円）、
高校生以下500円
※未就学児入場可（座席が必要な場合は有料）

ふらっとコンサートvol.37
めいおん☆サックスカルテット
　名古屋音楽大学の音楽ユニットによる楽しいステージ

11月22日（日）
　 12：15開演
場 大ホールロビー
プログラム
●ゴスペルメドレー
●久石譲メドレー
※未就学児入場可

※この情報は10月16日現在の情報で今後変更する場合あり

令和3年12月使用の予約調整日
令和2年12月2日（水）9:00～
令和3年12月の休館日、使用できない日

【休館日】7、14、21、28～31日
【使用できない日】
 全館…8、9日、小ホール…4、5日 大ホール…18、19日
※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～、窓口
9:00～、電話予約12:00～開始

※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
※ マークの公演は、託児の受付があります（1人1
回あたり1,000円、公演日の1週間前までに予約）

▲イメージ

▲イメージ

▲昨年の様子

▲名古屋音楽大学

▲Buzz Five
©KOJIMA Design echigo

▲宮川彬良©T.tairadate
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35 2 02 0年11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



「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 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

362 0 2 0年 1 1月
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