さくらクリニック
野辺1003 ☎559‐0118

越智歯科クリニック
野辺486‐1 ☎558‐1182

22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

かねこ歯科医院 小川東2-7-2
遠藤ビル2Ｆ ☎558‐5118

29日㈰

奥村整形外科
星野小児科内科クリニック
小川東1-19-20 1F ☎559-7332 下代継19‐1 ☎518‐2730

30日㈪

小机クリニック
小中野160 ☎596‐3908

葉山歯科医院
引田403 ☎559‐5575

高取歯科医院
五日市55 ☎596‐0048

10

20

③利用日当日、申請書などを提
出し、利用

あべクリニック
瀬戸岡474-6 ☎558‐7730

利用登録を受付しています

います。
※市ホームページからダウンロ
ードできます。
▽利用登録・申込み ﹁子育て
ひろば ここるの﹂︵乳幼児
一時預かり担当︶
▽問合せ ﹁子育てひろば こ
こるの﹂［乳幼児一時預か
り担 当 ︵ ☎ ５ ５ ０ ・ ３ ３ １
４︶］、子ども家庭支援セン
ター子育て支援事業係︵☎５
５０・３３６１︶

15日㈰

10

※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。

ファミリー・サポート・
センター会員登録説明会

（以下は広告枠です）

する会員組織です。活動に関心
のある方、地域における子育て
支援・育児の援助に関心のある
方︵提供会員︶、子育ての援助
を受けたい方︵依頼会員︶を対
象に説明会を行い、説明会終了
後に会員登録を受け付けます。
▽日時 ４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 依頼会員として登録
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︶
井上歯科医院 伊奈891‐7
ショッパーズ増戸2Ｆ ☎595-1327

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
などの子育ての相互援助活動を

近藤医院
油平35 ☎558‐0506

乳幼児一時預かり事業を利用
するには、事前に利用登録が必
要になります。あらかじめ電話
で予約してください。
▽日時 月曜〜土曜日 午前
時〜午後４時︵第３水曜日、
祝日、年末年始を除く︶
▽登録に必要な持ち物 対象と
なる乳幼児の住所が確認でき
る書類［乳幼児医療費助成制
度医療証︵マル乳︶など］、
母子健康手帳、保護者の写
真。詳しくは、利用登録の予
約時にご案内します。
※利用登録申請書などは、各子
育てひろば、子ども政策課、
五日市出張所などに配置して

過年度１期

スポーツ振興くじ助成金を活
用した人工芝生化の改修工事が
完了しました。
▽総合グラウンドテニスコート
施設使用料
●市内の団体︵１面２時間︶…
１３００円
●市外の団体︵１面２時間︶…
３９００円
▽問合せ スポーツ推進課スポ
ーツ推進係︵☎５５８・１２
６２︶

○国民健康保険税

瀬戸岡医院
二宮1240 ☎558‐3930

どに通っていない生後６か月
から小学校就学前までの乳幼
児
※母親の里帰り出産などで、市
内在住の祖父母などと一緒に
生活している乳幼児も対象と
なります。
▽定員 次の利用区分当たりお
おむね５人
●利用区分…午前
時〜正午、
正午〜午後２時、午後２時〜
４時
●費用…各千円︵乳幼児１人当
たり、上限６時間︶
▽利用方法
①あらかじめ利用する児童を登
録︵保護者との面接、施設説
明、利用登録カードの交付な
ど︶
②利用日時を事前に電話で申込
み

４月の市税の納期

８日㈰

30 14
大塚歯科医院
雨間554‐1 ☎559‐6328

11
樋口クリニック
秋川3‐7‐5 ☎559‐8122

10

●対象…生後３か月から７か月
までの子どもとその保護者
●定員…
組︵申込み順︶
●持 ち 物 … バ ス タ オ ル 、 飲 み
物、レジャーシート
●費用…３００円︵オイル代︶
●申込み方法…４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︶

18

健センター
４月の育児相談・
▽問 合 せ 健 康 課 母 子 保 健 係
乳幼児健診
︵直通５５８・５０９１︶
▽育児相談 ５日㈭・ 日㈪・
日㈭
４月２日から
▽３歳児健康診査︵平成 年３ 子育てひろば ここるの内で
月生まれ︶ ３日㈫・６日㈮ ﹁乳幼児一時預かり﹂
▽１歳６か月児健康診査︵平成
が始まります
年９月生まれ︶
日㈫・
日㈮
家庭で育児をする中で、少し
▽３〜４か月児産婦健診︵平成
息抜きをしてリフレッシュした
年 月生まれ︶
日㈫・
い時などにお子さんを一時的に
日㈮
お預かりする事業です。
※３歳児、１歳６か月児健康診
▽日時 月曜〜土曜日 午前
時〜午後４時︵第３水曜日、
査、３〜４か月児・産婦健診
祝日、年末年始を除く︶
の対象の方には通知します。
▽場所 乳幼児一時預かりスペ
１週間前までに通知が届かな
ース︵あきる野ルピア２階
い方や、最近転入した方で未
﹁子育てひろば ここるの﹂
受診の方は連絡してください。
内︶
▽場所 あきる野保健相談所
▽対象 市内在住で、保育所な
※５日の育児相談は、五日市保

10

﹁ここるの﹂子育て情報︵あきる野ルピア２階︶

30 20

総合案内、地域防災課、五日
市出張所、中央公民館

花めぐりウォーキング
参加者募集

13

10

▽子育て講座﹁ベビーマッサー
ジ﹂ 子どもの体に触れ、親
子でスキンシップを楽しみま
す。
●日時…４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…園田美保さん︵ベビー
ボンディングケアインストラ
クター︶
11

総合グラウンドテニスコート
４月１日リニューアルオープン

30

10

オープンガーデンとして登録
していただいている庭をバスと
徒歩で見学します。
▽期日・内容
①５月１日㈫…パンジーなど草
花の庭
②５月 日㈪…バラなどの庭
▽時間 午前９時集合、午後３
時解散︵予定︶
▽集合・解散場所 市役所
▽対象 市内在住・在勤の方
▽定員 各 人︵抽選︶
▽持ち物など 弁当、飲み物、
雨具、歩きやすい靴・服装
▽費用 無料
▽申込み方法 ４月 日㈮︵消
印有効︶までに、往復はがき
︵１枚で３人まで︶に﹁花め
ぐりウォーキング希望﹂、申
込者全員の郵便番号、住所、
氏名、電話番号︵携帯︶、希
望のコースを記入の上、郵送
してください。︵返信用表面
にも返信先を記入︶
※申込みは、１人１コース
▽申込み・問合せ 地域防災課
地域振興係︵直通５５８・１
３９４︶
35

納税等には便利な口座振替をご利用ください

21

16

27

10

17

30
１日㈰

渡辺レディースクリニック
油平11‐1 ☎558‐2288

佐藤内科循環器科クリニック
秋川2‐5‐1 ☎550‐7831

医療機関・住所・電話番号
医療機関・住所・電話番号
医療機関・住所・電話番号
期 日

受付・診療時間
９:00〜12:00
13:00〜17:00
診療時間
17:00〜22:00

※往診はしません

４月の休日医科診療と歯科診療（急患の方）

歯 科 診 療
準 夜 診 療
休 日 診 療

受付時間
17:00〜21:45
診療時間
９:00〜12:00
13:00〜17:00
受付時間
９:00〜11:45
13:00〜16:45

12

市では、花いっぱい運動の一
環として、花や緑を通じて多く
の方との交流や花いっぱい運動
の輪を広げることを目的に、個
人の庭を一定期間公開するオー
プンガーデン事業を行っていま
す。今年も、個人の庭を公開し
ていただきます。また、庭を公
開していただける方を随時募集
しています。
公開期間中、見学を希望する
方には、４月 日㈪からオープ
ンガーデンマップを配布しま
す。市ホームページからダウン
ロードできます。
※場所により公開期間が異なり
ます。
▽マップ配布場所 市役所１階
16

19

13 28

20 29

オープンガーデン

（８）
平成30年（2018年）４月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

