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⽮板市休⽇当番医
   ＝  9：00 〜12：00 
    14：00 〜17：00
   ＝17：00 〜19：00
※塩⾕病院は⼩児科を除く。

塩⾕地区夜間診療室
   = 18：30 〜21：30

予約・問合／
 ⼦ども課 ☎（44）3600

    
問合／図書館  ☎（43）5661

      ＝市役所窓⼝延⻑⽇
      〜19：00
市⺠課   ☎（43）1117
税務課   ☎（43）1115
社会福祉課 ☎（43）1116
⼦ども課  ☎（44）3600
健康増進課 ☎（43）1118

⾃動交付機ご利⽤時間
 平⽇     8：30〜18：30
 ⼟・⽇・祝⽇  8：30〜17：00
 窓⼝延⻑⽇  8：30〜19：00
問合／市⺠課 ☎（43）1117

※診察の内容、時間帯は患者さんの状態、
　医療機関によりますので、必ず電話で
　ご確認の上、受診してください。

当番

夜間

当番

相談・育児教室

図書館

健診

延長窓口

12
木 金 土

１ ２ ３
育児教室 チェリー おはなしのじかん
受付／ 13：00 〜 13：15 2 歳児⻭科健診 時間／ 14：00 〜 場所／図書館
場所／ 保健福祉センター 受付／ 13：00 〜 13：30 内容／図書館スタッフによる読み聞かせ
対象／ 平成 28 年 5 〜 6 ⽉⽣ 場所／ 保健福祉センター 夜間診療室くろす ☎028(682)8811
内容／ ⽣活リズムのお話 対象／ 平成 26 年 12 ⽉⽣ 18：30 〜 21：30

８ ９ 10
育児教室 ストロベリー おはなしのやかた

乳幼児健康相談 受付／ 13：00 〜 13：15 時間／ 10：30 〜 場所／ 泉公⺠館
受付／ 9：30 〜 10：30 場所／ 保健福祉センター 時間／ 14：00 〜 場所／ ⽚岡公⺠館
場所／ 保健福祉センター 対象／ 平成 28 年 3 〜 4 ⽉⽣ 夜間診療室くろす ☎028(682)8811
内容／ ⾝体測定、健康・栄養・⼼理相談 内容／ ⻭の健康管理 18：30 〜 21：30

15 16 17
育児教室 メロン 

10 カ⽉児健診 受付／ 13：00 〜 13：15 ポットタイム
受付／ 13：00 〜 13：30 場所／ 保健福祉センター 時間／ 14：00 〜 場所／ 図書館
場所／ 保健福祉センター 対象／ 平成 28 年 7 〜 8 ⽉⽣ 夜間診療室くろす ☎028(682)8811
対象／ 平成 28 年 2 ⽉⽣ 内容／ 乳幼児の事故防⽌ 18：30 〜 21：30

22 23 24
当番 村井医院 ☎（43）0064

9：00〜12：00 14：00〜17：00
1 歳 6 カ⽉児健診 当番 塩谷病院 ☎（44）1155
受付／ 12：50 〜 13：20 17：00 〜19：00
場所／ 保健福祉センター 夜間診療室しおや ☎（44）1155 夜間診療室くろす ☎028(682)8811
対象／ 平成 27 年 6 ⽉⽣ 18：30 〜 21：30 18：30 〜 21：30

29 30 31
当番 高塩歯科医院 ☎（43）0170 当番 高瀬歯科医院 ☎（43）5678

9：00〜12：00 13：00〜15：00 9：00〜12：00 13：00〜15：00
当番 尾形クリニック☎（43）2230 当番 かわしま循環器内科☎（43）5470

9：00〜12：00 14：00〜17：00 9：00〜12：00 14：00〜17：00
当番 塩谷病院 ☎（44）1155 当番 塩谷病院 ☎（44）1155

17：00 〜19：00 17：00 〜19：00
夜間診療室しおや ☎（44）1155 夜間診療室しおや ☎（44）1155 夜間診療室しおや ☎（44）1155

18：30 〜 21：30 18：30 〜 21：30 18：30 〜 21：30

12：00～ 76.4FM

12：00～ 76.4FM

12：00～ 76.4FM

12：00～ 76.4FM

日 月 火 水

４ ５ ６ ７
当番 矢板南病院 ☎（48）2555

9：00〜12：00 14：00〜17：00
当番 塩谷病院 ☎（44）1155 4 カ⽉児健診

17：00 〜19：00 受付／ 13：00 〜 13：30 えほんひろば
夜間診療室しおや ☎（44）1155 場所／ 保健福祉センター 時間／ 10：00 〜

18：30 〜 21：30 対象／ 平成 28 年 7 ⽉⽣ 場所／勤労⻘少年ホーム

11 12 13 14
えほんひろば

当番 村井胃腸科外科クリニック☎（40）3055 時間／ 10：00 〜
9：00〜12：00 14：00〜17：00 場所／勤労⻘少年ホーム

当番 塩谷病院 ☎（44）1155 3 歳 6 カ⽉児健診 ⾚ちゃんのじかん
17：00 〜19：00 受付／ 12：50 〜 13：20 時間／ 10：30 〜 12：00

夜間診療室しおや ☎（44）1155 場所／ 保健福祉センター      （読み聞かせ 11：00 〜 11：30）
18：30 〜 21：30 対象／ 平成 25 年 6 ⽉⽣ 場所／ 図書館

18 19 20 21
当番 池田クリニック☎（43）0207

9：00〜12：00 14：00〜17：00
当番 塩谷病院 ☎（44）1155 乳幼児健康相談 3 カ⽉児健診

17：00 〜19：00 受付／ 13：30 〜 14：30 受付／ 13：00 〜 13：30
夜間診療室しおや ☎（44）1155 場所／ 保健福祉センター 場所／ 保健福祉センター

18：30 〜 21：30 内容／ ⾝体測定、健康・栄養・⼼理相談 対象／ 平成 28 年 9 ⽉⽣

25 26 27 28
当番 かるべ皮フ科小児科医院☎（43）1210

9：00〜12：00 14：00〜17：00
当番 塩谷病院 ☎（44）1155

17：00 〜19：00
夜間診療室しおや ☎（44）1155

18：30 〜 21：30

 図書館・城の湯
延長窓口

 図書館・城の湯

 図書館

延長窓口

延長窓口

延長窓口
 図書館

12 月 29 日（木）～ 1月 3日（火）年末年始の業務のお知らせ
●市役所※ 12 月 29 日（木）～ 1月 3日（火）

は通常業務を行っておりませんの
で、ご注意ください。
※市役所の閉庁は日直が対応します。
　直室直通：☎（４３）１１１１

●自動交付機
　（住民票写し・印鑑登録証明書）
　☎（４３）１１１７

12月 31日（土）～1月3日（火）
は利用できません。

●上下水道事務所 ●塩谷広域環境衛生センター
　（個人がごみを搬入する場合）
　☎０２８（６８２）５６１９

1月 1日（日）～ 3日（火）
は受入できません。●市営バス

●生涯学習館・文化会館
　矢板・泉・片岡公民館

12 月 29 日（木）～ 1月 3日（火）
は休館です。

●ごみ収集・資源物回収
　☎（４３）６７５５

ご家庭に配布してある「ごみ収集カ
レンダー」、または市ホームページ
を参照ください。

歯科 …年末年始の休日歯科当番医

 図書館  図書館  図書館
12：00～ 76.4FM


