︵あきる野ルピア２階︶
●対象…生後３か月から７か月
までの子どもとその保護者
●定員…
組︵申込み順︶
●持 ち 物 … 飲 み 物 、 バ ス タ オ
ル、レジャーシート
●費用…３００円︵オイル代︶
●申込み方法…８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︵☎５５０・３３６１︶

でください。
▽申込み・問合せ ︵一社︶あ
きる野総合スポーツクラブ
［☎５９５・５１９０︵火曜
〜金曜日 午前９時〜午後３
時 分︶、
akiruno@as

▽育児相談 １日㈭・ 日㈭・
日㈪
※ 日はふれあい広場、 日は
母乳相談を行います。
▽３歳児健康診査︵平成 年７
月生まれ︶ ２日㈮・６日㈫
▽１歳６か月児健康診査︵平成
年１月生まれ︶ ９日㈮・
日㈫
▽３〜４か月児健康診査︵平成
年４月生まれ︶
日㈮・
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
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︶

８月の育児相談・
乳幼児健診

］
port.jp.net
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﹁ここるの﹂子育て情報
▽子育て講座﹁ベビーマッサー
ジ﹂ 子どもの体に触れ、親
子でスキンシップを楽しみま
す。
●日時…８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…園田美保さん︵ベビー
ボンディングケアインストラ
クター︶

夏休み
小学生ボッチャ教室

10

ボッチャの基本ルールを覚え
ましょう。
▽日時 ８月 日㈰・ 日㈫
午後３時 分〜５時︵全２回︶
▽場所 秋川体育館剣道場
▽講師 ︵一社︶あきる野総合
スポーツクラブ指導員
▽対象 小学生以上︵親子参加
可︶
▽定員 各 人︵ 組︶
▽持ち物など 飲み物、動きや
すい服装、屋内シューズ
▽費用 １回３００円
※２日間とも参加する方は、５
００円
▽申込み方法 ８月 日㈮まで
に、氏名、学年、参加回数、
子どものみの参加か親子参
加、連絡先電話番号を添えて
電話またはメールで申し込ん

期 日

（以下は広告枠です）

医療機関・住所・電話番号

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
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

４日㈰

あきる野総合クリニック
樋口クリニック
（旧称：こばやし内科小児科クリニック）
秋川3‐7‐5 ☎559‐8122
草花1439‐9 ☎518‐2088

大塚歯科医院
雨間554‐1 ☎559‐6328

11日㈰

あきる台病院
秋川6‐5‐1 ☎559‐5761

米山医院
二宮1133 ☎558‐9131

かねこ歯科医院 小川東2‐7‐2
遠藤ビル2Ｆ ☎558‐5118

12日㈪

あべクリニック
瀬戸岡474-6 ☎558‐7730

佐藤内科循環器科クリニック
秋川2‐5‐1 ☎550‐7831

越智歯科クリニック
野辺486‐1 ☎558‐1182

18日㈰

清水耳鼻咽喉科クリニック
五日市1039‐1 ☎596‐6311

小机クリニック
小中野160 ☎596‐3908

きくち歯科クリニック 秋川4-12-4
私市ビル1Ｆ ☎532‐7345

25日㈰

櫻井病院
原小宮1‐14‐11 ☎558‐7007

近藤医院
油平35 ☎558‐0506

せぬま歯科医院 秋川2‐1‐1
寿ビル201 ☎532‐4682

※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。

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

30

児童虐待かもと思ったら１８９︵いちはやく︶番へ

15

※往診はしません

８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）

教育・子ども相談
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夏休み子ども消費生活講座
知ろう地域の名産品﹁あきる野の匠﹂が教える！
しょうゆづくりとＭＹしょうゆづくり体験

10

○市都民税 第２期
○国民健康保険税 第２期
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※小学校３年生以下は保護者同
伴
人︵申込み順︶
▽定員
▽持ち物 飲み物、筆記用具
▽費用 ３００円︵材料費︶
▽申込み方法 電話で申し込ん
でください。
▽申込み・問合せ 商工振興課
商工振興係︵直通５５８・１
８９３︶
７月６日に、令和元年度研修
会を修了された 人の方を﹁地
域子ども育成リーダー﹂として
認定しました。子どもの見守り
活動や長年の経験、知識、技術
を生かした、学習、スポーツ、
文化活動、郷土芸能の指導や支
援などの様々な分野で活動して
いただき、地域で子どもを見守
り、成長を支えていきます。
▽問合せ 子ども政策課子ども
政策係︵直通５１８・７８５
４︶

月から令和２年２月
ごろまで二宮地区会館を
改修工事のため休館します

20

30

▽問合せ 地域防災課地域振興
係

10

１００年以上続くしょうゆ蔵
の工場見学や手づくり体験を通
して、普段自分たちが口にして
いる﹁しょうゆ﹂が造られるま
での工程や食べ物のムダを無く
していくことを学びます。自由
研究にも最適です。
▽日時 ８月 日㈫ 午前 時
〜正午
▽場所 近藤醸造㈱
▽講師 近藤寛さん︵あきる野
の匠︶
▽対象 市内在住の小学生
20

８月の市税の納期

「地域子ども育成リーダー」として
新たに20人を認定しました

（８）
令和元年（2019年）８月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

