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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

９
木 金 土

１ ２ ３
おはなしのじかん

2 歳児⻭科健診 時間／ 14：00 〜 場所／図書館
受付／ 13：00 〜 13：30 内容／図書館スタッフによる読み聞かせ
場所／ 保健福祉センター 夜間診療室くろす ☎028(682)8811
対象／ 平成 26 年 9 ⽉⽣ 18：30 〜 21：30

８ ９ 10
おはなしのやかた

10 カ⽉児健診 時間／ 10：30 〜 場所／ 泉公⺠館
受付／ 13：00 〜 13：30 時間／ 14：00 〜 場所／ ⽚岡公⺠館
場所／ 保健福祉センター 夜間診療室くろす ☎028(682)8811
対象／ 平成 27 年 11 ⽉⽣ 18：30 〜 21：30

15 16 17

乳幼児健康相談 ポットタイム
受付／ 9：30 〜 10：30 時間／ 14：00 〜 場所／ 図書館
場所／ 保健福祉センター 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 18：30 〜 21：30

22 23 24
当番 谷仲医院 ☎（48）0800

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

17：00 〜19：00
夜間診療室くろす ☎028(682)8811 夜間診療室くろす ☎028(682)8811

18：30 〜 21：30 18：30 〜 21：30

29 30
育児教室 チェリー 

1 歳 6 カ⽉児健診 受付／ 13：00 〜 13：15
受付／ 12：50 〜 13：20 場所／ 保健福祉センター
場所／ 保健福祉センター 対象／ 平成 28 年 5 〜 6 ⽉⽣
対象／ 平成 27 年 3 ⽉⽣ 内容／ ⼦どもの健康管理（講話）

12：00～ 76.4FM

12：00～ 76.4FM

12：00～ 76.4FM

12：00～ 76.4FM

日 月 火 水

４ ５ ６ ７
えほんひろば
時間／ 10：00 〜

当番 後藤医院 ☎（44）2323 場所／勤労⻘少年ホーム
9：00〜12：00 14：00〜17：00 育児教室 オレンジ 

当番 塩谷病院 ☎（44）1155 4 カ⽉児健診 受付／ 13：00 〜 13：15
17：00 〜19：00 受付／ 13：00 〜 13：30 場所／ ⽮板公⺠館

夜間診療室くろす ☎028(682)8811 場所／ 保健福祉センター 対象／ 平成 28 年 1 〜 2 ⽉⽣
18：30 〜 21：30 対象／ 平成 28 年 4 ⽉⽣ 内容／ 離乳⾷の進め⽅

11 12 13 14
当番 なかじまクリニック☎（48）7701

9：00〜12：00 14：00〜17：00
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
夜間診療室くろす ☎028(682)8811 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 3 ⽉⽣ 場所／ 図書館

18 19 20 21
当番 かわしま循環器内科☎（43）5470 当番山田クリニック ☎（48）1212

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 えほんひろば
夜間診療室くろす ☎028(682)8811 夜間診療室くろす ☎028(682)8811 時間／ 10：00 〜

18：30 〜 21：30 18：30 〜 21：30 場所／勤労⻘少年ホーム

25 26 27 28
当番 上田医院 ☎（43）7766

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
夜間診療室くろす ☎028(682)8811 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 6 ⽉⽣

 図書館・城の湯

 図書館

 図書館・城の湯

延長窓口

延長窓口

延長窓口

延長窓口

まいにち

「いちポチ」
してほしいナリ！ ともなりくんのエントリー

ページはコチラ！

ともなりくんは今年
もゆるキャラグラン
プリに参戦中です！
投票は10/24（月）

まで！1日1票よろ
しくお願いします！


