吉成歯科医院 福生市熊川1396
塩野ビル2Ｆ ☎553‐5538

15日㈰

あべクリニック
瀬戸岡474-6 ☎558‐7730

奥村整形外科
下代継19‐1 ☎518‐2730

☎551‐3243

※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。

ペタンク大会開催

櫻井病院
原小宮1‐14‐11

▽費用 無料
▽その他
●受付は、当日会場で行います。
●運動のできる服装でお越しく
ださい。
●スポーツ推進委員が指導しま
す。
●当日、天候不良による中止の
場合は、午前８時 分に決定
しますので、お問い合わせく
ださい︵☎５５８・１１１
１︶。
▽申込み・問合せ スポーツ推
進課スポーツ推進係︵直通５
５８・１２６２︶

８日㈰

いなメディカルクリニック
伊奈477‐1 ☎596‐0881

ペタンクは２チーム︵１チー
ムは２、３人︶に分かれて、小
さな目標︵ビュット︶に向けて
金属製の球を投げ合い、より近
づけることを競う球技です。子
どもから大人まで気軽に楽しめ
るスポーツです。
▽日時 ３月 日㈯ 午前９時
分〜 時 分︵雨天中止︶
▽場所 秋川駅南口運動広場
▽対象 市内在住・在勤・在学
の方

３月のむし歯予防教室

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
※５日の育児相談は、五日市保
健センター
▽問 合 せ 健 康 課 母 子 保 健 係
︵直通５５８・５０９１︶

３月 日から 日まで
五日市ファインプラザ
臨時休館
照明工事のため、増戸連絡所
を除く五日市ファインプラザの
全施設が休館となります︵施設
予約、小峰グラウンド予約を含
む︶。
▽期間 ３月 日㈪〜 日㈭
▽問合せ 五日市ファインプラ
ザ︵☎５９６・５６１１︶

五日市郷土館の臨時開館
▽日時 ３月３日㈫ 午前９時
分〜午後４時 分
▽問合せ 五日市郷土館︵☎５
９６・４０６９︶

エビナ歯科
福生市福生1059

東京２０ ２ ０ オ リ ン ピ ッ ク
聖火リレー運営ボランティア募集
加入します︵市負担︶。
※業務内容により、聖火リレー
を実際に観覧できない場所に
配置する場合があります。
●ボランティアの活動や説明会
などの報酬は、ありません。
●交通費は、各自の負担となり
ます。
●服飾は聖火リレーエンブレム
入りＴシャツと帽子︵あきる
野市オリジナル︶を準備する
予定です。
●ボランティアの個人情報︵住
所、氏名、電話番号など︶は、
目的以外には使用しません。
▽申込み 応募用紙に必要事項
を記入の上、郵送、ファック
ス、窓口のいずれかの方法で
申し込んでください。
※応募用紙は、市ホームページ
からダウンロードできるほ
か、窓口で配布しています。
▽問合せ スポーツ推進課スポ
ーツ推進係︵〒１９７ー０８
１４ 二宮３５０、直通５５
８・１２６２、 ５５８・１
１１９︶
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 ３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
保健係︵直通５５８・５０９
１︶

▽育児相談 ５日㈭・ 日㈪・
日㈭
▽３歳児健康診査︵平成 年２
月生まれ︶ ３日㈫・６日㈮
▽１歳６か月児健康診査︵平成
年８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

３月の育児相談・乳幼児健診
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教育・子ども相談
３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） ※往診はしません
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○市・都民税 随時期
○国民健康保険税 随時期

（以下は広告枠です）

☎597‐5979

ひらい歯科医院
日の出町平井971

☎552‐1700
近藤医院
油平35 ☎558‐0506

北田園歯科
福生市北田園1-6-3

療
診
科
歯

☎551‐8241
１日㈰

さくらクリニック
野辺1003 ☎559‐0118

☎558‐7007

医療機関・住所・電話番号
医療機関・住所・電話番号
医療機関・住所・電話番号

受付・診療時間
９:00〜12:00
13:00〜17:00
診療時間
17:00〜22:00
受付時間
17:00〜21:45
診療時間
９:00〜12:00
13:00〜17:00
受付時間
９:00〜11:45
13:00〜16:45
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３月の市税の納期
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あきる野市での聖火リレー運
営ボランティアを募集します。
一緒に盛り上げていきませんか。
▽日時 ７月 日㈪ 午前９時
頃から午後２時頃までのうち
４時間程度
※詳細が未発表のため、現在の
想定時間です。今後変更にな
る可能性があります。
▽対象 市内在住・在勤・在学
で 歳以上の方
▽募集人数 東京都聖火リレー
実行委員会から示された人数
︵抽選︶
▽募集期間 ３月２日㈪〜 日
㈮
▽業務内容
●聖火リレーコースの人員誘導
●イベント会場の案内業務
●駐車場整理、交通整理業務
など
▽その他
●ボランティアが決定した方の
み登録決定通知を送付します。
●ボランティアは、説明会に参
加していただきます。
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●ボランティアは、傷害保険に
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渡辺レディースクリニック
油平11‐1 ☎558‐2288

あきるの内科クリニック
二宮1011 ☎558‐5850

29日㈰
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FAX

ソン﹂で、友好都市大島町から
招待された市内の４選手が大活
躍しました。
▽結果
メー
●中学生男子の部︵５キロ ト
︶
ル
＊１位…松本惺くん︵西中︶
分 秒
＊２位…田中健心くん︵五日市
分 秒
中︶
メー
●中学生女子の部︵５キロ ト
︶
ル
＊１ 位 … 東 希 美 さ ん ︵ 五 日 市
分 秒
中︶
＊２位…野治心愛さん︵五日市
分 秒
中︶
▽問合せ スポーツ推進課スポ
ーツ推進係︵直通５５８・１
２６２︶
12

荒木歯科医院
福生市牛浜130

22日㈰

17

佐久間歯科医院 福生市東町2‐8
東口ＳＹビル2Ｆ ☎553‐2525

星野小児科内科クリニック
まつもと耳鼻咽喉科 秋留1-1-10
あきる野クリニックタウン1F ☎550-3341 小川東1-19-20 1F ☎559‐7332
まつむらこどもクリニック 引田225 樋口クリニック
秋川3‐7‐5 ☎559‐8122
丸徳ビル101 ☎559-3322

20日㈮
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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
期 日
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児童虐待かもと思ったら１８９︵いちはやく︶番へ
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２月２日に東京都大島町で開
催された﹁第 回カメリアマラ

大島町カメリアマラソン招待選手が大活躍

（８）
令和２年（2020年）３月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）

