あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）
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乳児（６･９か月児）
健康診査
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※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。
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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

ほほえみクリニック 秋川2-18-18
オーエスビル1Ｆ ☎559‐2887

鈴木内科
舘谷156‐2

11日㈰

奥村整形外科
下代継19‐1 ☎518‐2730

米山医院
二宮1133

今里歯科医院
福生市本町78

18日㈰

あべクリニック
瀬戸岡474-6 ☎558‐7730

渡辺レディースクリニック
油平11-1 ☎558-2288

梅田歯科医院 福生市福生1046
岸ビル102 ☎553‐5161

21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

北田園歯科
福生市北田園1-6-3

25日㈰

こばやし内科小児科クリニック
草花1439‐9 ☎518‐2088

伊藤整形外科
秋川3‐5‐7 ☎558‐6211

ひらい歯科医院
日の出町平井971

せきぐち歯科
福生市熊川449

☎558‐9131

☎551‐0440
☎551‐5456

☎552‐1700
☎597‐5979

※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、市ホームページに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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FAX

４日㈰

☎596‐2307

31

FAX

３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

市ホームページの
バナー広告と広報あきる野の
広告の掲載は広告代理店へ

掲載事業者を募集します。
▽広告の掲載取扱期間︵号︶
●ホームページ…４月１日〜平
成 年３月 日
●広報あきる野…４月１日発行
号〜平成 年３月 日発行号
▽広告代理店
●ホームページ…㈱ホープ︵〒
８１０ー００２２ 福岡県福
岡市中央区薬院１ー ー５Ｍ
Ｇ薬院ビル７階、☎０９２・
７１６・１４０４、 ０９２
・７１６・１４６７︶
●広報あきる野…フレックス㈱
︵〒１９０ー００１２ 立川
市曙町２ー ー 、☎５２８
・３７２２、 ５１２・５３
０９︶
▽その他 詳しくは、各広告代
理店にお問い合わせください。
▽問合せ 市長公室

30

市では、市ホームページと広
報あきる野を広告媒体として有
効活用し、地域の商工業の発展
に役立てるため、事業者の広告
を掲載しています。
平成 年度は、次の広告代理
店に広告枠を一括して貸し付
け、それぞれの代理店が広告の

︵あきる野ルピア２階︶
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30

﹁ここるの﹂
子育て情報

防災行政無線を用いた
全国一斉の情報伝達訓練を
実施します

▽子育て講座﹁親子でヨガ﹂
ヨガを通じて、子どもとスキ
ンシップを楽しみます。
●日時…３月
日㈭ 午前 時
分〜 時 分
●場所…子ども家庭支援センタ
ー研修室
●講師…いなまさみさん︵ヨガ
インストラクター︶
●対象…２・３歳の子どもとそ
の保護者
●定員…
組︵申込み順︶
●持ち物など…飲み物、親子と
も動きやすい服装
●費用…無料
●申込み方法…３月２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︶

○市・都民税 随時期
○国民健康保険税 随時期

Ｊアラート︵全国瞬時警報シ
ステム︶を利用して国から送ら
れてくる、緊急地震情報や武力
攻撃に関する情報などを防災行
政無線を用いて確実に皆さんに
伝えるための情報伝達訓練を行
います。
▽日時 ３月 日㈬ 午前 時
頃
▽放 送 内 容 ︵ チ ャ イ ム 音 ︶
﹁これは、Ｊアラートのテス
トです︵３回繰り返し︶﹂
﹁こちらは、ぼうさいあきる
野です﹂︵チャイム音︶
※全国的に情報伝達訓練が実施
されます。
※当日の午前 時 分に訓練実
施の予告放送を行います。
▽問合せ 地域防災課防災安全
係

３月の市税の納期

納税等には便利な口座振替をご利用ください

出場します。大舞台での健闘を
願い、皆さんで熱い声援を送り
ましょう！
▽競技日程
●３月
日㈯…滑降
●３月
日㈰…スーパー大回転
●３月
日㈫…スーパーコンビ
●３月
日㈬…回転
●３月
日㈯…大回転
▽問合せ スポーツ推進課スポ
ーツ推進係︵直通５５８・１
２６２︶

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、
12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２月１日〜15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２月16日〜28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８月１日〜17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８月18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11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11月18日〜30日生まれ
20日㈫

１日㈭

森井大輝選手が平昌２０１８
パラリンピック冬季競技大会に出場

種

３月の行事カレンダー

（８）

３月９日㈮に開幕する平昌２
０１８パラリンピック冬季競技
大会に、森井大輝選手︵市民栄
誉賞受賞者︶が、５大会連続と
なるアルペンスキー日本代表で

あきる野保健相談所

平成30年（2018年）３月１日

14

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

