
広告募集！ 広報さかきに広告を掲載しませんか？
　広報さかきでは、広報紙に有料広告欄を設けています。掲載枠の大きさはこの記事と同じ大きさです。
広報紙に広告を掲載してみませんか。
掲載料金　   １回１枠：10,000 円（１紙単位で連続 12 か月まで  ※空きがある場合は更新できます）
掲載サイズ　48mm×177mm（この記事の枠と同じ大きさです）
※掲載希望申込を受け、町が定める要綱により掲載の可否を決定します。詳しくはお問い合わせください。
◎問い合わせ先　企画政策課まち創生推進室　☎82－3111（内線 222）　直通 75－6211

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

１日（日）、15 日（日） 午前８時 30 分～ 10 時
びんぐし湯さん館  第１駐車場

■令和元年９月分　196.80ｔ
■令和２年９月分　201.02ｔ

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（火）、20日（金）
午前９時30分～正午
役場第３・５会議室（３階）

16日（月） 午前９時30分～正午
役場第５会議室（３階）

18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、10 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。

４日・11日・18日・25日（すべて水曜日）
午後１時30分～４時
老人福祉センター

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。

11 月

１日（日）

３日（火）

８日（日）

15 日（日）

22 日（日）

23 日（月）

29 日（日）

森本眼科クリニック

中沢医院

近藤歯科医院

かいぬま耳鼻咽喉科医院

鴇沢内科クリニック

青木歯科医院

千曲中央病院

宮本歯科医院

長野寿光会上山田病院

島田クリニック

小宮山歯科医院

東信よしだ内科

もみのき内科クリニック

たけい歯科クリニック

村上堂大井クリニック

かつの耳鼻咽喉科

前山歯科医院

千曲中央病院

竹内歯科医院

【千曲市内川】

【千曲市小島】

【 中 之 条 】

【千曲市内川】

【千曲市屋代】

【千曲市八幡】

【千曲市杭瀬下】

【千曲市戸倉】

【千曲市上山田温泉】

【千曲市小島】

【 立 町 】

【 上 五 明 】

【千曲市寂蒔】

【千曲市鋳物師屋】

【 網 掛 】

【千曲市粟佐】

【千曲市上徳間】

【千曲市杭瀬下】

【千曲市稲荷山】

☎(026)285-0020

☎(026)272-0131

☎82-5121

☎(026)275-3341

☎(026)272-3713

☎(026)272-1335

☎(026)273-1212

☎(026)276-7030

☎(026)275-1581

☎(026)273-8788

☎82-2029

☎81-1330

☎(026)272-3610

☎(026)272-8000

☎81-3131

☎(026)274-3387

☎(026)276-0282

☎(026)273-1212

☎(026)274-7050

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。

心配ごと
法律相談

行政相談

年金相談

障がい者（児）
相 談

※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。

こころの
健康相談

 12日（木） 午後２時～５時
保健センター

精神保健福祉士が心の健康に関する相談を受け
ます。ご希望の場合は、前日までに保健センター
【☎82-3111（内線 511）直通 75-6230】へお申込み
ください。

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２年１月～２月生

平成30年７月～８月生

平成29年５月～６月生

受　付　日　時

５日（木）午後１時

25日（水）午前９時

９日（月）午前９時

20日（金）午後１時

実施場所：保健センター
☎82-3111（内線 511、512）直通 75-6230
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令和２年10月１日現在
※（　　）は前月比

世帯数：  6,215世帯（－11）
人　口： 14,768人    （－  2）
　男　：  7,296人　（＋  3）
　女　：  7,472人　（－  5）

件　数：　　  4件
累　計：　　25件　（－10）
死　者：　　  0人
累　計：　　  0人　（±  0）
負傷者：　　  4件
累　計：　　32人　（－20）

令和２年９月中
※累計は１月から
　（　　）は前年比

　８月 23 日・30 日・９月６日に松本市などで開
催された『2020 年度第 45 回リトルリーグ信越
連盟夏季大会』において、坂城千曲リトルリーグ
が見事優勝しました。
　９月 16 日、坂城千曲リトルリーグの選手の皆
さんや監督、保護者の方が役場に来庁し、優勝の
報告をしました。決勝戦では相手チームを投打
に圧倒したということで、大きな優勝旗や優勝
メダルを持った選手たちはとても堂々としてい
ました。

27 年ぶり４度目の快挙！

　橋梁修繕工事のため、昭和橋が 11 月
１日（日）～令和３年３月 31 日（水）ま
での終日、車両通行止めとなります。
　大変ご不便をおかけしますが、ご理解
ご協力をお願いします。
※歩行者及び自転車の通行は可能です。
◎問い合わせ先　建設課建設係
　☎82－3111（内線 173）　直通 75－6208

11 月１日～令和３年３月 31日まで
昭和橋が車両通行止めになります

11月１日～令和３年３月 31日まで
昭和橋が車両通行止めになります

町立図書館  ☎82－3371　開館時間：午前10時～午後６時

が休館

月
２
９
16
23
30

火
３
10
17
24

○11 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。

９月には、一般書 204 冊、児童書 144 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。

軽量粘土で作るかわいいペン
ギン－こねて、丸めて、色を
塗って

（著：ヨシオミドリ／誠文堂新光社）
　この本では、市販の軽量粘土
を使ったかわいいペンギンの作
り方をわかりやすく丁寧に解説
しています。新型コロナでステ
イホームの時期。図書館でも、工
作や手芸の本が人気を集めてい
ます。一度チャレンジしてみて
はいかがでしょうか。

☆おすすめの本
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☆児童図書

☆一般図書
・みんなのアマビエ
  （作：水木しげる、西原理恵子、おかざき真里、サ

タケシュンスケほか／扶桑社）
・こねずにできるふんわりもちもちフォカッチャ

－はじめてでも簡単！
  （著：池田愛実／家の光協会）

・ティラノサウルスのはらぺこないちにち
  （文：竹下文子、絵：鈴木まもる／偕成社）
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