あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

対

６日㈭
10日㈪ 育 児 相 談
13日㈭

11日㈫ 1歳6か月児
14日㈮ 健 康 診 査
18日㈫ 3〜4か月児
21日㈮ 産 婦 健 診

幼

児

受付時間

乳児（６･９か月児）
健康診査
小学校入学前の乳幼児
午前９時45分
（五日市保健センター） 〜10時20分 都内在住の方は、都
内委託医療機関で、
乳児（１歳未満）
６〜７か月児・９〜
午前９時
〜10時30分 10か月児健康診査を
小学校入学前の幼児（１歳以上）
無料で受診できま
す。受診票は、「３
平成26年６月１日〜16日生まれ
〜４か月児・産婦健
診」時に配布してい
平成26年６月17日〜30日生まれ
ます。都外から転入
平成27年12月１日〜18日生まれ 午後０時45分 した方で、あきる野
〜１時45分 市発行の受診票を持
平成27年12月19日〜31日生まれ
っていない方は、連
平成29年３月１日〜16日生まれ
絡の上、交付を受け
てください。
平成29年３月17日〜31日生まれ

※３歳児・１歳６か月児健康診査、３〜４か月児・産婦健診の対象の方に通知をします。
１週間前までに通知が届かない方や、最近転入した方で未受診の方は連絡してください。
※育児相談では、保護者の健康相談も実施しています。

中央図書館（☎558−1108）

子ども映画会「彦星と織姫」
○日時 ７月５日㈬ 午後２時30分〜３時
ボランティアおはなし会（絵本とおはなしの会）
○日時 ７月12日㈬ 午後２時30分〜３時
「やってみよう！ビブリオバトル」
○日時 ７月29日㈯ 午後２時〜３時30分
○内容 ビブリオバトルは自分の好きな本を紹介し
あい、一番読みたくなった本を投票するコミュニ
ケーションゲームです。
○対象 小学校４年生〜中学生
○定員 ６人（申込み順）
○申込み方法 事前に五日市図書館に電話か直接
申し込んでください。

ボランティアおはなし会（おはなしタ・ン・ト）
○日時 ７月12日㈬ 午後３時30分〜４時
わらべうたのじかん
○日時 ７月13日㈭ 午前11時〜11時30分
○対象 ０歳から３歳までの子どもとその保護者
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本のテーマ展示
○テーマ 芥川龍之介が残したもの（一般向け）
・期間…７月30日㈰まで
○テーマ じかんのほん（児童向け)
・期間…７月15日㈯まで

10

７月の市税の納期

７月の休日医科診療と歯科診療（急患の方）
※往診はしません

７月の市民ギャラリー
（中央公民館）

○固定資産税 第２期
○国民健康保険税 第１期

○三土会絵画展
・期間…７月６日㈭〜９日㈰
・時 間 … 午 前 1 0 時 〜 午 後 ５ 時
（９日は午後４時まで）
・主催…三土会
○和紙ちぎり絵バラの会
・期間…7月21日㈮〜22日㈯
・時間…正午〜午後４時（22日
は午後３時まで）
・主催…和紙ちぎり絵バラの会
○“ベルエポック”一眼レフの
会第11回写真展
・期間…７月25日㈫〜29日㈯
・時 間 … 午 前 1 0 時 〜 午 後 ５ 時
（25日は正午から）
・主催…ベルエポック一眼レフ
の会

30

30

中央図書館増戸分室（☎596−0109）

東部図書館エル（☎550−5959）

11

びます。
▽日時 ７月 日㈮ 午前 時
分〜 時 分
▽場所 あきる野ルピア２階子
ども家庭支援センター研修室
▽講師 吉野良子さん︵音楽療
法士︶
▽対象 １歳から２歳までの子
どもとその保護者
組︵申込み順︶
▽定員
▽費用 無料
▽申込み方法 ７月３日㈪から
電話で申し込んでください。
▽申込み・問合せ 子ども家庭
支援センター子育て支援事業
係︵☎５５０・３３６１︶

おはなし会
○日時 ７月２日㈰ 午前11時〜11時30分
ひよこのおはなし会
○日時 ７月10日㈪ 午前11時〜11時20分
○対象 １歳から３歳までの子どもとその保護者
ボランティアおはなし会（絵本とおはなしの会）
○日時 ７月12日㈬ 午後３時〜３時30分

30

・サポート・センター︵☎５
５０・３８５５︶

五日市図書館（☎595−0236）

７月の休館日
○中央図書館 毎週金曜日と18日㈫
○東部図書館エル、五日市図書館、中央図書館増
戸分室 毎週月曜日

10

子育て講座﹁楽器で遊ぼう﹂

図書館からのお知らせ
図書館からのお知らせ

15

分〜 時 分︵ 時 分か
ら受付︶
▽場所 あきる野ルピア２階子
ども家庭支援センター会議室
▽対象 市内在住で、地域の子
育て支援に関心のある方、子
育ての援助を受けたい方
▽持ち物 入会登録をする方は、
はんこをお持ちください。
▽申込み・問合せ ファミリー

３歳児
健
康診査
７日㈮

乳

楽器を使って親子で楽しく遊

納税などには便利な口座振替をご利用ください

４日㈫

象

ファミリー・サポート・
センター事業説明会

種 別

☎５５８−５０９１

（10）

ファミリー・サポート・セン
ターは、地域の中で助け合いな
がら、子どもの一時預かりや送
迎などの子育ての相互援助活動
をする会員組織です。
▽日時 ７月 日㈯ 午前 時

あきる野保健相談所 ７月の行事カレンダー

教育・子ども相談
教育相談（予約制）
○相談日・時間 月曜〜金曜日、午前９時〜正
午、午後１時〜５時（適応指導教室は３時ま
で、随時）
○相談場所・問合せ
● 秋川教育相談所（☎558−6444）
● 五日市教育相談所（☎596−6460）
● 適応指導教室［せせらぎ教室
（☎550−6527)］
子ども相談（予約制）
○相談日・時間 月曜〜土曜日、午前９時〜午後
５時30分
○相談場所 各児童館
子ども家庭支援センター総合相談（随時）
○相談日・時間 月曜〜土曜日、午前10時〜午後
６時30分（第３水曜日、祝日、年末・年始を除
く）
○相談場所・問合せ 子ども家庭支援センター
（☎550−3313）
子育て相談（予約制）
○相談日・時間 月曜〜金曜日、午前10時〜午後
５時
○相談場所 屋城保育園、神明保育園、すぎの子
保育園

平成29年（2017年）７月１日

休

日

受付時間
９:00〜11:45
13:00〜16:45
期 日

診

療

診療時間
９:00〜12:00
13:00〜17:00

医療機関・住所・電話番号

準

夜

受付時間
17:00〜21:45

診

療

診療時間
17:00〜22:00

医療機関・住所・電話番号

歯

科

診

療

受付・診療時間
９:00〜12:00
13:00〜17:00
医療機関・住所・電話番号

２日㈰

葉山医院
引田552 ☎558‐0543

近藤医院
油平35 ☎558‐0506

よしざわ歯科医院
伊奈976‐2 ☎596‐6262

９日㈰

あべクリニック
瀬戸岡459‐11

伊藤整形外科
秋川3‐5‐7 ☎558‐6211

せぬま歯科医院 秋川2‐1‐1
寿ビル201 ☎532‐4682

16日㈰

樋口クリニック
秋川3‐7‐5 ☎559‐8122

草花クリニック
草花2724 ☎558‐7127

大塚歯科医院
雨間554‐1 ☎559‐6328

17日㈪

いなメディカルクリニック
伊奈477‐1 ☎596‐0881

佐藤内科循環器科クリニック
秋川2‐5‐1 ☎550‐7831

デンタルオフィスたむら
野辺631‐4 ☎550‐0998

23日㈰

小机クリニック
小中野160 ☎596‐3908

星野小児科内科クリニック
小川東1‐19‐20 ☎559‐7332

寺本歯科医院
小川東2‐7‐11

30日㈰

こばやし内科小児科クリニック
草花1439‐9 ☎518‐2088

あきる台病院
秋川6‐5‐1 ☎559‐5761

内山歯科医院
五日市187 ☎596‐0327

☎558‐7730

☎559‐8441

※診療時間は変更になる場合があります。また、受診する際は、事前に診療科目を確認してください。
※この他の医療機関でも休日・夜間に診療を行っている場合がありますので、東京都医療機関案内サービス「ひまわり」
（☎03-5272-0303）をご利用ください。
市では、市内の医科・歯科医療機関をまとめた、「あきる野市内医療機関一覧」を作成しています。一覧は、市役所、
五日市出張所、増戸連絡所に配置しています。また、市ホームページでも市内医療機関情報を掲載しています。

（以下は広告枠です）

