
健　診

４か月児健康診査

10か月児健康相談

２歳児健康相談

３歳児健康診査

対　象　児

満３か月～４か月児

令和元年９月～10月生

平成30年３月～４月生

平成29年１月～２月生

受　付　日　時

２日（木）午後１時

30日（木）午前９時

８日（水）午前９時

14日（火）午後１時

７月

５日（日）

12 日（日）

19 日（日）

23 日（木）

24 日（金）

26 日（日）

８月

２日（日）

さかき生協診療所

安川整形外科クリニック

榑沼歯科医院

森本眼科クリニック

もみのき内科クリニック

あかいけ歯科クリニック

千曲中央病院

こみやま歯科医院

東信よしだ内科

菅谷東クリニック

しおいり歯科医院

武市医院

飯島医院

関歯科医院

長野寿光会上山田病院

いなりやまクリニック

長野寿光会上山田病院歯科室

とよき内科

坂口整形外科

あんず歯科クリニック

【 中 之 条 】

【千曲市屋代】

【千曲市内川】

【千曲市内川】

【千曲市寂蒔】

【 鼠 】

【千曲市杭瀬下】

【千曲市力石】

【 上 五 明 】

【千曲市粟佐】

【千曲市雨宮】

【 中 之 条 】

【 千 曲 市 中 】

【千曲市粟佐】

【千曲市上山田温泉】

【千曲市稲荷山】

【千曲市上山田温泉】

【千曲市磯部】

【千曲市屋代】

【千曲市須坂】

☎82-0101

☎(026)273-6611

☎(026)261-5005

☎(026)285-0020

☎(026)272-3610

☎81-3377

☎(026)273-1212

☎81-7011

☎81-1330

☎(026)272-0493

☎(026)273-8080

☎82-2606

☎(026)272-0269

☎(026)285-0418

☎(026)275-1581

☎(026)214-3501

☎(026)276-0300

☎(026)276-0413

☎(026)273-8680

☎(026)214-6654

診療時間　医科：午前９時～午後５時　歯科：午前９時～正午

※都合により変更になる場合がありますので、当番医を利用される
場合は、電話・新聞などでご確認ください。

実施場所：保健センター
☎82-3111（内線 511、512）直通 75-6230

※新型コロナウイルスの影響により、中止・変更になる場合があります。

①粗大ごみ、家電６品目（有料）
②資源物のサンデーリサイクル
　（びん・缶・ペットボトル・プラスチッ
ク容器包装・紙類等・古着等の布類）
③小型家電の無料回収

５日（日）、19 日（日） 午前８時 30 分～ 10 時
びんぐし湯さん館  第１駐車場

※資源物収集量の増加と密集・密接を防ぐ
ため、会場を変更します。

■令和元年５月分　217.72ｔ
■令和２年５月分　225.42ｔ

家庭から収集所へ出される量と
直接葛尾組合に出される量の合計

10日（金）、20日（月）
午前９時30分～正午
役場第４・５会議室（３階）

15日（水） 午前９時30分～正午
役場第５会議室（３階）

15日（水） 午前９時～午後４時
役場第３会議室（３階）

相談をご希望の場合は、７日（火）までに住民環境
課住民係【☎82-3111（内線 122）直通 75-6204】へ
お申込みください。

１日・８日・15日・22日（すべて水曜日）
午後１時30分～４時
老人福祉センター夢の湯

10 日は弁護士、20 日は司法書士による法律相談
です。相談をご希望の場合は、相談日の３日前ま
でに社会福祉協議会【☎82-2551】へ予約してくだ
さい。

心配ごと
法律相談

行政相談

年金相談

障がい者（児）
相 談

31日（金） 午前９時～正午
保健センター

お子さんの体重測定や子育て・離乳食の相談な
ど、お気軽にご相談ください。相談をご希望の場
合は、事前に保健センター【☎82-3111（内線 512）
直通 75-6230】へお申込みください。

すこやか相談
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町立図書館  ☎82－3371　開館時間：午前9時30分～午後６時
※火～金曜は午後7時まで開館しています。（23・24日を除く。）

が休館
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令和２年６月１日現在
※（　　）は前月比

世帯数：  6,230世帯（－  5）
人　口： 14,846人    （－14）
　男　：  7,329人　（－12）
　女　：  7,517人　（－  2）

件　数：　　  2件
累　計：　　12件　（－  8）
死　者：　　  0人
累　計：　　  0人　（±  0）
負傷者：　　  4人
累　計：　　15人　（－14）

令和２年５月中
※累計は１月から
　（　　）は前年比

○学習室の利用を再開しました。ただし、利用時間
は２時間以内とし、席は間隔をあけてご利用く
ださい。また、ロビーでの食事はご遠慮ください。

○７月の催し物は、新型コロナウイルス感染症対
策のため、中止します。

○ご来館の際は、マスクの着用・手指の消毒・咳エ
チケットの徹底にご協力をお願いします。

５月には、一般書 150 冊、児童書 86 冊が入り
ました。町ホームページで新着図書のリストが
見られます。

天国はまだ遠く
（大活字本シリーズ）

（著：瀬尾まいこ／埼玉福祉会）
　『そして、バトンは渡された』で本

屋大賞を受賞した瀬尾まいこさんの

著書です。2004 年に出版した心にし

みる小説が大活字本になりました。

　ほかにも、川上弘美さん、湊かな

えさん、角田光代さんなどの名作が、

大活字本で出版されています。字の

小さい本はちょっと読みづらいな、

という方は大活字本を手に取ってみ

てください。

☆おすすめの本

☆児童図書

☆一般図書
・子育てはだいたいで大丈夫－小児科医ママが今

伝えたいこと！（著：森戸やすみ／内外出版社）

・10 歳の君に贈る、心を強くする 26 の言葉－哲学
者から学ぶ生きるヒント（著：岩村太郎、イラスト：
千野エー／えほんの杜）

　教育長に清水守さんが再
任されました。
　任期は令和２年７月１日
～令和５年６月 30 日まで
の３年間です。

町教育長に
　清水 守さん（再任）

　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、
地域の方から、町内保育園・幼稚園の園児と職員に、
合計約 400 枚の手作りマスクをご寄附いただきま
した。
　手作りマスクは、さまざまな模様や色の生地で
できていて、園児一人ひとりに着用させていただ
いています。本当にありがとうございました。
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