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２月の市税の納期

▽費用 無料
▽チラシ兼申込書配置場所 環
境政策課︵五日市出張所︶、
小宮ふるさと自然体験学校、
生活環境課、中央図書館、東
部図書館エル、五日市図書館
※市ホームページからダウンロ
ードできます。
▽主催 小宮ふるさと自然体験
学校

対

乳

幼

児

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
１日㈭
（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、
19日㈪ 育 児 相 談 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
15日㈭
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27年１月１日〜17日生まれ
２日㈮
〜４か月児・産婦健
３歳児
健
康
診
査
診」時に配布してい
平成27年１月18日〜31日生まれ
６日㈫
ます。都外から転入
９日㈮ 1歳6か月児 平成28年７月１日〜15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
13日㈫ 健 康 診 査 平成28年７月16日〜31日生まれ
っていない方は、連
16日㈮ 3〜4か月児 平成29年10月１日〜17日生まれ
絡 の 上、交付を受け
産
婦
健
診
てください。
平成29年10月18日〜31日生まれ
20日㈫
※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。

療

診療時間
９:00〜12:00
13:00〜17:00

医療機関・住所・電話番号

準
受付時間
17:00〜21:45

夜

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

４日㈰

あべクリニック
瀬戸岡474-6 ☎558‐7730

清水耳鼻咽喉科クリニック
五日市1039‐1 ☎596‐6311

吉成歯科医院 福生市熊川1396
塩野ビル2Ｆ ☎553‐5538

11日㈰

星野小児科内科クリニック
小川東1-19-20 1F ☎559‐7332

葉山医院
引田552 ☎558‐0543

みいだDental Clinic
福生市本町69-5 ☎551-0479

12日㈪

佐藤内科循環器科クリニック
まつもと耳鼻咽喉科 秋留1-1-10
あきる野クリニックタウン1Ｆ ☎550‐3341 秋川2‐5‐1 ☎550‐7831

18日㈰

こばやし内科小児科クリニック
草花1439‐9 ☎518‐2088

瀬戸岡医院
二宮1240 ☎558‐3930

新井歯科医院 福生市福生875‐9
メゾン福生1Ｆ ☎530‐1488

25日㈰

こばやし内科小児科クリニック
草花1439‐9 ☎518‐2088

草花クリニック
草花2724 ☎558‐7127

江藤歯科医院
福生市熊川621

吉野歯科医院 福生市福生887-6
星野マンション1F ☎551‐3050

☎552‐9750

※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）
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協力いただき、誠にありがとう
ございました。

期 日

診

☎５５８−５０９１

あきる野市長

第８期

受付時間
９:00〜11:45
13:00〜16:45

日

10

受付時間

２月の休日医科診療と歯科診療（急患の方） ※往診はしません
休
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２月の行事カレンダー
象
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澤 井 敏 和

○国民健康保険税

▽申込み方法 ２月 日㈭︵必
着︶までに、申込書に必要事
項を記入の上、送付するか直
接窓口で申し込んでください。
※詳しくは、チラシ兼申込書を
ご覧ください。
▽申込み・問合せ 環境政策課
環境の森推進係︵〒１９０ー
０１６４ 五日市４１１、☎
５９５・１１２０︶
15

種 別
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あきる野保健相談所

などの子育ての相互援助活動を
お礼
する会員組織です。地域の子育
１月 日の大雪の際、道路や
て支援に関心のある方、子育て
の援助を受けたい方を対象に説 歩道の除雪、散乱した樹木の清
掃など、多くの市民の皆様にご
明会を開催します。
▽日時 ２月 日㈪ 午前 時
分〜 時 分︵ 時 分か
ら受付︶
▽場所 子ども家庭支援センタ
ー会議室
▽対象 市内在住で、活動に関
心のある方
▽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
・サポート・センター︵☎５
５０・３８５５︶

す

紙漉き講習会
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ぐんどうがみ
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軍道紙
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﹁軍道紙﹂は、東京都無形文
化財に指定されている手漉き和
紙です。軍道紙保存会では﹁あ
きる野ふるさと工房﹂で保存伝
承活動を行っています。
紙漉き体験を通してハガキな
どを作成し、軍道紙の魅力に触
れてみましょう。
▽日時 ３月７日㈬ 午前 時
〜午後２時 分︵予定︶
※昼食休憩１時間有
▽場所 あきる野ふるさと工房
︵乙津６７１、駐車場あり︶
▽指導 軍道紙保存会会員
▽対象 市内在住の高校生以上
の方
人︵申込み順︶
▽定員
▽持 ち 物 な ど 弁 当 、 筆 記 用
具、作業しやすい服装
円︵保険料︶
▽費用
▽申込み方法 ２月 日㈮まで
に電話で申し込んでください。
▽申込み・問合せ 観光まちづ
くり推進課観光振興係︵☎５
９５・１１３５︶

って、自然体験学校周辺を散策
します。
▽日時 ２月 日㈯ 午前 時
〜午後３時頃
▽場所 小宮ふるさと自然体験
学校
▽対象 市内在住の小学校４年
生から６年生まで
人︵申込み順︶
▽定員

30

︵あきる野ルピア２階︶

▽子育て講座﹁初めての赤ちゃ
んとのかかわり﹂ 初めての
赤ちゃんの育児やお母さんの
食事の大切さを学んだり、絵
本の読み聞かせやお友だちづ
くりをします。
●日時…２月
日㈪、３月１日
㈭・８日㈭︵全３回︶ 午前
時 分〜 時 分
●講師…保健師、図書館司書、
管理栄養士
●対象…第１子︵生後３か月〜
６か月︶とその母親
●持ち物…バスタオルなど
●申込み方法
電話で申し込ん
でください。
▽子育て講座﹁楽器で遊ぼう﹂
楽器を使って親子で楽しく遊
びます。
●日時…２月
日㈮ 午前 時
分〜 時 分
●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
●申込み方法…２月２日㈮から
電話で申し込んでください。
▽費用 無料
▽定員 各 組︵申込み順︶
▽場所 子ども家庭支援センタ
ー研修室
▽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︶

ファミリー・サポート・
センター事業説明会

ファミリー・サポート・セン
ターは、地域で助け合いなが
ら、子どもの一時預かりや送迎

森っこサンちゃんクラブ
﹁おにぎりと水筒を作り︑
山へ出かけよう﹂

今回は、飯ごう炊さんをして
炊き上がったご飯でおにぎりを
作り、竹で水筒を作ります。自
分で作ったおにぎりと水筒を持

納税等には便利な口座振替をご利用ください
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﹁ここるの﹂
子育て情報

あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

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］
○相談日・時間 月曜〜金曜日、午前９時〜正午、午
後１時〜３時
○相談場所・問合せ 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（☎５
５０−３３１３）
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

