
３月
７日（日）

14 日（日）

20 日（土）

21 日（日）

28 日（日）

千曲中央病院

滝沢歯科医院

やまざき医院

鴇沢内科クリニック

若林歯科医院

いろかわ医院

中沢医院

宮原歯科医院

二階堂医院

飯島医院

竹内歯科医院

千曲中央病院

松尾歯科医院

【千曲市杭瀬下】

【千曲市磯部】

【千曲市上徳間】

【千曲市屋代】

【千曲市杭瀬下】

【 立 町 】

【千曲市小島】

【 網 掛 】

【千曲市磯部】

【 千 曲 市 中 】

【千曲市屋代】

【千曲市杭瀬下】

【 御 所 沢 】

☎(026)273-1212

☎(026)276-4636

☎(026)276-2700

☎(026)272-3713

☎(026)273-0103

☎82-2143

☎(026)272-0131

☎82-8711

☎(026)275-5582

☎(026)272-0269

☎(026)273-4500

☎(026)273-1212

☎82-6988

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。

※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。

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５月～６月生

平成30年11月～12月生

平成29年９月～10月生

受　付　日　時

４日（木）午後１時

24日（水）午前９時

10日（水）午前９時

12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

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

７日（日）、21 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２年１月分　190.44ｔ
■令和３年１月分　182.18ｔ

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（水）、19日（金）
午前９時30分～正午
役場第４・５会議室（３階）

15日（月） 午前９時30分～正午
役場第５会議室（３階）

17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、９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。

３日・10日・17日・24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、19 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

25日（木） 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

令和３年２月１日現在
※（　　）は前月比

世帯数：  6,199世帯（－  1）
人　口： 14,663人    （－16）
　男　：  7,257人　（－12）
　女　：  7,406人　（－  4）

件　数：　　  7件
累　計：　　  7件　（＋  5）
死　者：　　  0人
累　計：　　  0人　（±  0）
負傷者：　　  8人
累　計：　　  8人　（＋  6）

令和３年１月中  ※累計は１月から
　　　　　　　　 （　　）は前年比
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町立図書館  ☎82－3371　開館時間：午前10時～午後６時

☆おはなし会
　13 日（土）　午前 10 時 30 分～ 10 時 50 分
☆「のぽんて」さんの紙芝居
　20 日（土）　午前 10 時 30 分～ 11 時 15 分
☆「Book Time」さんの英語のおはなし会
　27 日（土）　午前 10 時 30 分～ 11 時 15 分
☆点字・点訳講座　講師：山口静枝さん
　２日（火）、16 日（火）  午後２時～  ２階集会室
※点字・点訳講座以外は、定員 10 組（当日受付）

です。２階集会室で、感染症防止対策をして行
います。

※マスク、咳エチケット、手指消毒にご協力くだ
さい。

が休館

日

７
14
21
28

月
１
８
15
22
29

火
２
９
16
23
30

木
４
11
18
25

土
６
13
20
27

金
５
12
19
26

３月 31日（水）は、システム更新のため、エコー
ル内の全図書館が休館します。

水
３
10
17
24
31

推し、燃ゆ
（著：宇佐見りん／河出書

房新社）
昨年下半期の芥川賞受賞作。
アイドルを推すことが生きが
いの高校２年生の物語。同期
の直木賞を受賞した西條奈加
さんの「心淋し川」や、ほかの
直木賞候補作、さらに本屋大
賞ノミネート作（大賞発表は
４月 14 日）も図書館にそろっ
ています。

１月には一般書 208 冊、児童書 99 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。

☆おすすめの本

　長野県警察では、本年も警察官・警察行政職員を募
集します。３月１日からは警察官採用試験受験申込み
の受付を開始します。
　今年から第一次試験での資格加点制度を導入しまし
たので、詳しくは下記までお問い合わせください。
　一緒に信州の治安を守りましょう。

《警察官Ａ（R4.4 採用）・大卒（男女）》 ※１回目
　受付　３月１日～４月 12 日
　試験日　【１次】５月９日（日）

《警察官Ｂ（R3.10 採用）・大卒以外（男女）》
　受付　３月１日～４月 12 日
　試験日　【１次】５月９日（日）

《警察官Ａ（R4.4 採用）・大卒（男女）》 ※２回目
　受付　５月 21 日～６月 21 日
　試験日　【１次】７月 11 日（日）

《警察官Ｂ（R4.4 採用）・大卒以外（男女）》
　受付　７月２日～８月 10 日
　試験日　【１次】９月 19 日（日）

《警察行政職員（大卒程度）・行政 / 建築》
　受付　４月 22 日～５月 19 日
　試験日　【１次】６月 20 日（日）

《警察行政職員（高卒程度）・行政》
　受付　７月２日～８月 10 日
　試験日　【１次】９月 26 日（日）
◎問い合わせ先
　千曲警察署総務課　☎026－272－0110

　防衛省・自衛隊では、さまざまな職種・専門分野ごと
に、入隊される自衛官を募集しています。各自衛官の概
要や申込み方法など、詳しくは下記までお問い合わせ
ください。

《一般幹部候補生》
　資格　22 歳以上 26 歳未満の方
　受付　３月１日～４月 28 日
　試験日　【１次】５月８日（土）・９日（日）

《一般曹候補生》
　資格　18 歳以上 33 歳未満の方
　受付　３月１日～５月 11 日
　試験日　【１次】５月 21 日（金）～ 30 日（日）のうち１日

《予備自衛官補》
　資格　18 歳以上 34 歳未満の方
　受付　４月９日（金）まで
　試験日　４月 17 日（土）～ 21 日（水）のうち１日
◎問い合わせ先
　自衛隊長野地方協力本部　☎026－235－6026

■警察官・警察行政職員を募集します

■自衛官を募集します
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