令和３年（2021 年）３月１日
▽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

月の市税の納期

３

☎（042）558−1111 ㈹
30

休日、祝日の新型コロナウイルス受診相談窓口

11

休日、祝日の新型コロナウイルス感染症に関する相談…新型コロナコー
ルセンター（☎０５７０－５５０５７１ 午前９時～午後 10 時）

30 22

新型コロナウイルスに感染した疑いのある場合の相談…東京都発熱相談
センター（☎ 03 －５３２０－４５９２ 24 時間対応）
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15

30
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秋川渓谷 瀬音の湯

秋川渓谷
瀬音の湯休館日
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「広報あきる野」はスマートフォンなどでもご覧いただけます
電子版（PDF 版）
アプリ版
行政情報アプリ
電子書籍ポータルサイト
市ホームページ
「TAMA ebooks」
「マチイロ」

ター研修室
▽講師 いなまさみさん（ヨガ
３月の乳幼児健診
︵予約制︶ ３月のむし歯予防教室
インストラクター）
︵予約制︶
▽対象 １歳の子どもとその保
新型コロナウイルス感染症の
護者
感染拡大防止のため、予約制で
▽定員 ８組（申込み順）
行います。対象者には、個別に
▽持ち物など 飲み物、動きや 日程などを通知します。
すい服装
▽健診種別
▽費用 無料
３・４か月児健診
▽その他 当日は検温、マスク
１歳６か月児健診
着 用（ 子 ど も は で き る 限 り ）
３歳児健診
をお願いします。
※最近転入した方で未受診の方
▽申込み方法 ３月２日㈫午前
は、連絡してください。
むし歯のできかたと予防、歯
８時 分から電話で申し込ん ※新型コロナウイルス感染症の みがきの方法、歯科健診・フッ
でください。
感染拡大防止のため、実施日 素塗布の受け方を行います。
▽申込み・問合せ 子ども家庭
を 延 期 す る 場 合 が あ り ま す。 ▽日時 ３月 日㈪ 午前９時
支援センター子育て支援事業
延期の場合は、対象の方に改
～ 時
係（☎５５０・３３６１）
めて実施日を通知します。
※ 分間隔で５回に分けて予約
▽受付時間 午後１時～２時
を受け付け、実施します。
３月の育児相談︵予約制︶
※ 分間隔で５回に分けて予約 ▽場所 あきる野保健相談所
を受け付け、実施します。
▽対象 ８か月から２歳 か月
▽場所 あきる野保健相談所
までの乳幼児の保護者
▽定員 各日親子 組（申込み ▽定員 各回１人
順）
▽申込み方法 電話で申し込ん
▽申込み方法 通知に記載のあ
でください。
る方法で予約してください。 ▽申込み・問合せ 健康課母子
▽申込み・問合せ 健康課母子
保健係（直通５５８・５０９
保健係（直通５５８・５０９
１）
１）

新型コロナウイルス感染症の
感染防止対策のため予約制で行
います。
▽ 日 時 ３ 月 日 ㈪・ 日 ㈭
午前９時～ 時 分
※ 分間隔で７回に分けて予約
を受け付け実施します。
▽場所 あきる野保健相談所
▽定員 各日親子 組（申込み
順）
▽その他 電話での育児相談も
受け付けています。
▽申込み方法 電話で申し込ん
でください。
▽申込み・問合せ 健康課母子
保健係（直通５５８・５０９
１）
15

施設メンテナンスのため、休
館します。
▽期日 ３月８日㈪～ 日㈭
▽問合せ 観光まちづくり推進
課観光まちづくり推進係（☎
５９５・１１３５）

児童虐待かもと思ったら１８９︵いちはやく︶番へ

○市・都民税 随時期
○国民健康保険税 随時期
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（8）

﹁ここるの﹂
子育て情報
︵あきる野ルピア２階︶

あきる野市役所

30

15

20

30

11

22

コードを読み取りアクセス

３月の休日・準夜
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初期救急医療機関（入院を必要としない程度の急患の方）※往診はしません

休日診療医療機関
受付 9:00~11:45
診療 9:00~12:00

コードを読み取り
アプリをダウンロード

13:00~16:45
13:00~17:00

7日㈰

星野小児科内科クリニック
小川東 1‐19‐20 1F
☎ 559‐7332

14日㈰

鈴木内科
舘谷 156‐2
☎ 596‐2307
小机クリニック

20 日㈯ 小中野 160
☎ 596‐3908
あきる野総合クリニック
21 日㈰ 草花 1439‐9
☎ 518‐2088
まつむらこどもクリニック
28日㈰ 引田 225 丸徳ビル 101
☎ 559‐3322

準夜診療医療機関

歯科診療医療機関

受付 17:00~21:45
診療 17:00~22:00

受付 9:00~12:00
診療 9:00~12:00

近藤医院
油平 35
☎ 558‐0506
朱膳寺内科クリニック
秋留 1‐1‐10
あきる野クリニックタウン 1 Ｆ
☎ 559‐9201
あべクリニック
瀬戸岡 474‐6
☎ 558‐7730
櫻井病院
原小宮 1‐14‐11
☎ 558‐7007
あきる台病院
秋川 6‐5‐1
☎ 559‐5761

平出歯科医院
福生市福生 248‐1
☎ 551‐4738

13:00~17:00
13:00~17:00

江藤歯科医院
福生市熊川 621
☎ 552‐9750
北田園歯科
福生市北田園 1‐6‐3
☎ 552‐1700
みいだ Dental Clinic
福生市本町 69‐5
☎ 551‐0479
日の出歯科医院
日の出町平井 1233‐1
☎ 588‐8251

※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。広報あきる野（令和２年９月１５日号）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。

（以下は広告枠です）

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（☎５５０－６５２７）］
○相談日・時間 月曜～金曜日、午前９時～正午、午後
１時～５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２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（ ☎
５５０－３３１３）
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

