あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）
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メー
道路︶
駅前大通り︵ ト
ル
▽その他
● 月２日㈮午後５時から秋川
駅北口ロータリーで点灯式を
行います。
●スマートフォンなどから次の
コードを読み取ると、You
Tubeで昨年の映像がご覧
いただけます。
※通信にかかる費用は利用者の
ご負担になります。
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11月の休日医科診療と歯科診療（急患の方）

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

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。オープンガーデンに
ご協力いただいている庭の写真
展を開催します。
※庭を公開できる方を随時募集
しています。
▽展示場所・期間
●東部図書館エル２階エルギャ
ラリー… 月２日㈮〜 日㈬
︵３日㈯・５日㈪・ 日㈪を
除く︶
●中央図書館１階エントランス
ホール… 月 日㈬〜 月４
日㈫︵ 日・ 日の金曜日を
除く︶
▽問合せ 地域防災課地域振興
係
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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︶
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月の育児相談・
乳幼児健診

13 29

オープンガーデン写真展

11 11

市では、花や緑を通じて多く
の方々の交流や市の花いっぱい

15

﹁ここるの﹂子育て情報

30

▽育児相談 １日㈭・ 日㈪・
日㈭
※ 日は母乳相談、 日はふれ
あい広場を行います。
▽３歳児健康診査︵平成 年
月生まれ︶ ２日㈮・６日㈫
▽１歳６か月児健康診査︵平成
年４月生まれ︶ ９日㈮・
日㈫
▽３・４か月児健康診査︵平成
年７月生まれ︶
日㈮・
日㈫
※対象の方には通知します。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。
▽場所 あきる野保健相談所
※１日の育児相談は、五日市保
健センターです。
▽問 合 せ 健 康 課 母 子 保 健 係
︵直通５５８・５０９１︶
20 30

︵あきる野ルピア２階︶

月２日㈮から

▽子育て講座﹁産後ママのスト
レッチ＆マッサージ﹂ 無理
なく体を動かし、お母さんの
ストレッチをします。
●日時…
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…菅原順子さん
●対象…産後半年から１年未満
までの母親とその子ども
●定員…
組︵申込み順︶
●持ち物など…飲み物、動きや
すい服装

●費用…無料

●申込み方法…

月３日㈯
五日市郷土館・
二宮考古館は
臨時開館します

▽問合せ 五日市郷土館︵☎５
９６・４０６９︶、二宮考古
館︵☎５５９・８４００︶

11

▽問合せ 商工振興課商工振興
係︵直通５５８・１８９３︶

ました。

○国民健康保険税

納税などには便利な口座振替をご利用ください
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Akiruno Winter Festival 2018
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（10）

秋川駅周辺では、秋川駅北口
地区産業活性化戦略委員会が中
心に、イルミネーションを施し
ます。秋川駅北口ロータリーに
は、あきる野市子どもすくすく
のびのび学習会︵市内保育園、
幼稚園などの施設︶の年長園児
による作品と秋多中学校、西中
学校の生徒による作品が展示さ
れます。
月２日㈮〜平成 年
▽日時
１月 日㈪ 午後４時 分〜
午前０時 分︵ 月２日は午
後５時から︶
※予告なく変更することが有り
ます。
▽場 所 秋 川 駅 北 口 ロ ー タ リ
ー、秋川駅南口ロータリー、

23

マールボロウ市
友好訪問団とあきる野市民
との交流が行われました

国際姉妹都市のマールボロウ
市友好訪問団が、 月 日から
日まで市内に滞在し、ホーム
ステイや市立中学校での学校体
験などを通じて、日本文化に触
れながら市民との交流を深めま
した。あきる野で出会った受入
家庭や友達とのたくさんの思い
出を胸に、訪問団は無事帰国し

月の市税の納期

11

平成30年（2018年）11月１日

休

日

受付時間
９:00〜11:45
13:00〜16:45

診

療

診療時間
９:00〜12:00
13:00〜17:00

準

夜

受付時間
17:00〜21:45

診

療

診療時間
17:00〜22:00

歯

科

診

療

受付・診療時間
９:00〜12:00
13:00〜17:00

期 日

医療機関・住所・電話番号

３日㈯

あきるの杜きずなクリニック
五日市149‐1 ☎596‐6736

近藤医院
油平35 ☎558‐0506

よしざわ歯科医院
伊奈976‐2 ☎596‐6262

４日㈰

葉山医院
引田552 ☎558‐0543

あきる台病院
秋川6‐5‐1 ☎559‐5761

瀬沼歯科医院
五日市851‐3

11日㈰

さくらクリニック
野辺1003 ☎559‐0118

瀬戸岡医院
二宮1240 ☎558‐3930

塚本歯科医院
草花3258‐4

18日㈰

あきる野総合クリニック(旧称：こばやし内科 櫻井病院
小児科クリニック）草花1439-9 ☎518-2088 原小宮1‐14‐11

23日㈮

鈴木内科
舘谷156‐2

25日㈰

草花クリニック
草花2724 ☎558‐7127

☎596‐2307

医療機関・住所・電話番号

※往診はしません

☎558‐7007

医療機関・住所・電話番号

☎596‐3288
☎559‐3040

三澤歯科医院
草花3310 ☎558‐7011

佐藤内科循環器科クリニック
秋川2‐5‐1 ☎550‐7831

山口歯科クリニック 福生市南田園
2-5-39田園ビル1Ｆ ☎553-8182

伊藤整形外科
秋川3‐5‐7 ☎558‐6211

吉野歯科医院 福生市福生887-6
星野マンション1F ☎551-3050

※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）

