
　12月より新4K8K衛星放送が始まり、現在放
送中のBS衛星放送、CS衛星放送がより高画質
になりますが、現在の放送が見られなくなると
いうことはありません。悪質な業者がテレビが
見られなくなる、工事が必要になるなどと偽り
不当に工事費を請求する恐れがあります。
　また今回の新たな放送に関して、総務省やテ
レビ局などがお金を請求することはありません
ので、不審に思ったら消費生活相談窓口や警察
に相談してください。
※新4K8K衛星放送を視聴するためには、対応
テレビやチューナーが必要。また、アンテナ
などの工事が必要な場合もあります
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消費者ホットライン　TEL 188

新４Ｋ８Ｋ衛星放送の悪質商法に注意

くらし人権課　石原　TEL 22-1134

新4K8K衛生放送コールセンター
（ナビダイヤル：通話料視聴者負担）

TEL 0570-048-001  平日9：00～17：00

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
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「市川 雄三」さん
いちかわ ゆうぞう

担当番組　ゴールデンサンデー
放送日 隔週日曜日
時間 10:00～12:00
自己紹介
　名古屋生まれ名古屋育ち。お芝居
をすること、人前で表現をすること
が大好きです。古今洋画邦画の映画もよく見ます。
メッセージ
　ラジオで話始めて５年目、東濃地方の色んな場
所に足を運び、いろいろな感動をいただいてきま
した。この頃はリスナーさんにも「地元だから知っ
ているスポット」などを教えていただいて電波を通
してつながっていることを実感しています。「多治
見は第二の故郷です！」と胸を張って言えるよう頑
張ってまいります！
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日 曜日 当番病・医院名 住　所 TEL
1 月 タジミ第一病院 小名田町西ケ洞1 22-5131
2 火 いちはらこどもクリニック 小田町5 24-3411
3 水 西尾クリニック 金岡町1 24-0689
4 木 おかざきまりこクリニック 幸町3 27-1200
5 金 仲西クリニック 明和町6 29-1181
9 火 林かつひこ内科・循環器科 明和町4 20-2002
10 水 横田耳鼻咽喉科 太平町4 21-2133
11 木 おざき整形外科 太平町6 25-6101
12 金 伊藤内科 太平町3 23-6578
15 月 水田クリニック 音羽町1 22-5222
16 火 多治見クリニック 音羽町2 22-5566
17 水 タジミ第一病院 小名田町西ケ洞1 22-5131
18 木 いながけ医院 滝呂町17 45-0077
19 金 浜田・浅井医院 太平町1 22-0522
22 月 豊岡医院 豊岡町1 21-2868
23 火 はら内科クリニック 大畑町西仲根3 28-3223
24 水 林内科クリニック 栄町1 25-7755
25 木 サニーサイドホスピタル 小名田町西ケ洞1 25-8110
26 金 中村こどもクリニック 前畑町3 24-1717
29 月 うすい整形外科 滝呂町12 43-3600
30 火 笠原診療所 笠原町2837 44-2261
31 水 岡山内科・消化器科クリニック 宝町3 21-1717

11月の夜間在宅当番医 10月の夜間在宅当番医 11月の夜間在宅当番医 10月の夜間在宅当番医 

※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

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 23-5960　

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
●できる限り、あらかじめ電話で連絡してください
TEL 22-5211

「くらし」「イベント」「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

日 曜日 当番病・医院名 住　所 TEL
1 木 後藤医院 笠原町3110 43-2014
2 金 高羽クリニック 太平町3 23-5515
5 月 おおむらクリニック 宝町10 25-0166
6 火 光ヶ丘クリニック 光ケ丘2 21-0510
7 水 うえだ整形外科 松坂町1 20-2022
8 木 たかだアレルギーとこどものクリニック 白山町5 28-1101
9 金 倉知眼科 平和町7 22-5515
12 月 たじみ内科 広小路2 22-2333
13 火 まえかわペインクリニック 広小路2 28-2010
14 水 前川ファミリークリニック 錦町1 22-0682
15 木 夏目整形外科医院 錦町3 23-4720
16 金 たじみ陶都眼科 前畑町4 44-9777
19 月 ももいクリニック 前畑町5 28-1011
20 火 まもる耳鼻咽喉科 白山町1 22-8733
21 水 ふくい内科クリニック 松坂町1 20-0660
22 木 中央クリニック 新町1 22-3530
26 月 根本外科医院 高根町2 27-2821
27 火 安藤クリニック 豊岡町3 22-9388
28 水 池庭医院 宮前町2 22-1819
29 木 精華医院 白山町1 22-3623
30 金 浜田・浅井医院 太平町1 22-0522


