よしざわ歯科医院
伊奈976‐2 ☎596‐6262

19日㈰

まつむらこどもクリニック 引田225 小机クリニック
小中野160 ☎596‐3908
丸徳ビル101 ☎559‐3322

26日㈰

あべクリニック
瀬戸岡474-6 ☎558‐7730

近藤医院
油平35 ☎558‐0506

寺本歯科医院
小川東2‐7‐11 ☎559‐8441

29日㈬

あきる野総合クリニック
草花1439‐9 ☎518‐2088

あきる台病院
秋川6‐5‐1 ☎559‐5761

澤田歯科医院
二宮2244 ☎558‐5528

※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。
※この他に、休日・夜間に通常診療を行っている医療機関があります。「あきる野市内医療機関一覧」、市ホームページ、
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。
※「あきる野市内医療機関一覧」は、診療科目・診療時間・休診日が分かります。９月１５日号広報と、市ホームページに
掲載しています。また、市役所、五日市出張所、増戸連絡所に置いています。

保健係︵直通５５８・５０９
１︶
の動かし方、使い方などを知
り、親子で楽しく遊びます。
●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…髙岸祐幸さん︵アスポ
ルト指導員︶
●対象…１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、動きや
すい服装
●費用…無料
●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︵直通５５０・３３６１︶

葉山医院
引田552 ☎558‐0543

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
※２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︶

▽子育て講座﹁遊びながら体を
知ろう！﹂ 成長に大切な体

樋口クリニック
秋川3‐7‐5 ☎559‐8122

４月の育児相談・
乳幼児健診
▽育児相談 ２日㈭・ 日㈭・
日㈪
※ 日は母乳相談を行います。
▽３歳児健康診査︵平成 年３
月生まれ︶ ３日㈮・７日㈫
▽１歳６か月児健康診査︵平成
年９月生まれ︶
日㈮・
日㈫
▽３〜４か月児健康診査︵令和
日㈮・
元年 月生まれ︶
日㈫
※各乳幼児健診は対象の方に通
知をします。１週間前までに

12日㈰

４月のむし歯予防教室

むし歯のできかたと予防、歯
みがきの方法、歯科健診・フッ
素塗布の受け方
▽日時 ４月 日㈪ 午前９時
分〜 時︵９時 分から受
付︶
▽場所 あきる野保健相談所
▽対象 ８か月から２歳 か月
までの乳幼児の保護者
人︵申込み順︶
▽定員
▽申込み・問合せ 健康課母子
※市 ホ ー ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン
ロードできます。

学習支援者・
学習サポーター募集

瀬沼歯科医院
五日市851‐3 ☎596‐3288

16

あきる野市子どもの学習支援事業
参加者・学習支援者・学習サポーター募集
市では、﹁授業がよく分から
ない﹂﹁家庭での勉強のやり方
が分からない﹂など、学習に不
安のある児童・生徒の基礎学力
の向上や家庭学習の習慣づけを
図り、将来に希望を持って就学
できるようにすることを目的に
﹁あきる野市子どもの学習支援
事業﹂を実施します。

（以下は広告枠です）

30

学習支援の参加者募集

子ども

▽勤務日 ６月６日から令和３
年３月 日までの土曜日︵全
回︶
▽勤務場所 市役所か五日市地
域交流センター
▽募集人数 若干名
▽選考方法 書類、面接
▽その他
●通勤条件で通勤手当あり
●地方公務員法第
条︵欠格条
項︶の規定に該当する方は、
応募できません。
●シフト制
●申込書は、子ども政策課、五
日市出張所で配布しています。
※市 ホ ー ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン
ロードできます。
※提出書類は、返却しません。
▽応募方法 ４月 日㈬までに
会計年度任用職員採用申込書
︵写真貼付︶、資格がある場
合は、資格を証明するものの
写しを直接窓口にお持ちくだ
さい。
申込み・応募・問合せ

二宮３５０︑直通

伊藤整形外科
秋川3‐5‐7 ☎558‐6211

10

政策課子ども政策係︵〒１９７
ー０８１４

５１８・７８５４︶

草花クリニック
草花2724 ☎558‐7127

30 14

分になりました

井上歯科医院 伊奈891‐7
ショッパーズ増戸2Ｆ ☎595-1327
５日㈰

教育・子ども相談
※往診はしません

４月の休日・準夜 初期救急医療機関（入院を必要としない程度の急患の方）

11

15

20

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
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
医療機関・住所・電話番号

50

45 50

20

30

37

29

午後５時〜６時 分
●中学校２年生…数学、英語
午後５時〜６時 分
※小学生は１授業 分、中学生
は１授業 分
▽対象 市内在住の小学校５・
６年生と中学校１・２年生
▽定員
●市役所…各学年
人程度
●五日市地域交流センター…各
学年 人程度
※定員を超えた場合は、申込書
の内容で決定します。
▽費用 無料
▽申込み方法 ４月 日㈮︵消
印有効︶までに送付するか、
直接窓口にお持ちください。
※申込案内・申込書は、子ども
政策課、子ども家庭支援セン
ター、生活福祉課、教育総務
課、五日市出張所で配布して
います。

55

55

27

●中学校１年生…数学、英語

▽学習支援者 学習指導︵小学
校５・６年生の国語、算数か
中学校１・２年生の数学︶
●勤務時間
＊小学生の指導…午後０時 分
〜４時 分︵実働４時間︶
＊中学生の指導…午後４時 分
〜６時 分︵実働２時間︶
●対 象 … 小 学 校 か 中 学 校 ︵ 数
学︶の教員経験者︵経験年数
７年以上︶
●時給…３千円
▽学習サポーター 学習指導の
補助︵小学校５・６年生の国
語、算数と中学校１・２年生
の数学、英語︶
●勤務時間…午後０時
分〜６
時 分︵実働６時間︶、午後
４時 分〜６時 分︵実働２
時間︶
●対象…教員経験者、教員免許
取得者、教員を目指す大学生
など
●時給…１２００円

55
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過年度１期

55
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○国民健康保険税

16

22

55

55

11

17

４月の市税の納期

50

（あきる野ルピア２階）

55

12

10

「ここるの」
子育て情報
55

45

▽期間 ６月６日から令和３年
３月 日までの土曜日︵全
回︶
▽場所 市役所と五日市地域交
流センター
▽内容・時間
●小学校５年生…国語、算数
午後１時〜２時 分
●小学校６年生…国語、算数
午後３時〜４時 分
45

45

準 夜 診 療
受付時間
診療時間
17:00〜21:45
17:00〜22:00

休 日 診 療
受付時間
診療時間
９:00〜11:45
９:00〜12:00
13:00〜16:45
13:00〜17:00
医療機関・住所・電話番号
期 日

37

チャイムの放送時刻が午後５時

30

20

（８）
令和２年（2020年）４月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

