
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

２日（日）、16 日（日） 午前８時 30 分～ 10 時
坂城中学校  南側駐車場

■令和２年３月分　201.70ｔ
■令和３年３月分　202.76ｔ

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（月）、20日（木）
午前９時30分～正午
役場第４・５会議室（３階）

17日（月） 午前９時30分～正午
役場第５会議室（３階）

18日（火） 午前10時～午後３時
役場第３会議室（３階）

相談をご希望の場合は、10 日（月）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。

12日・19日・26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。

５月
２日（日）

３日（月）

４日（火）

５日（水）

9日（日）

16 日（日）

23 日（日）

30 日（日）

とぐらクリニック
稲荷山医療福祉センター
たけい歯科クリニック
森本眼科クリニック
中沢医院
宮島歯科医院
こうだ内科
坂口整形外科
大塚歯科クリニック
あおぞら整形外科クリニック
鴇沢内科クリニック
林歯科医院
千曲中央病院
前山歯科医院
安里医院
中沢内科医院
竹内歯科医院
市川内科医院
安川整形外科クリニック
榑沼歯科医院
さかき生協診療所
島田クリニック
あかいけ歯科クリニック

【千曲市戸倉】
【千曲市野高場】
【千曲市鋳物師屋】
【千曲市内川】
【千曲市小島】
【千曲市粟佐】
【 新 地 】
【千曲市屋代】
【千曲市上山田温泉】
【千曲市内川】
【千曲市屋代】
【千曲市上山田温泉】
【千曲市杭瀬下】
【千曲市上徳間】
【千曲市内川】
【千曲市稲荷山】
【千曲市稲荷山】
【千曲市上山田温泉】
【千曲市屋代】
【千曲市内川】
【 中 之 条 】
【千曲市小島】
【 鼠 】

☎(026)275-0405
☎(026)272-1435
☎(026)272-8000
☎(026)285-0020
☎(026)272-0131
☎(026)273-3064
☎75-7887
☎(026)273-8680
☎(026)276-5508
☎(026)276-1550
☎(026)272-3713
☎(026)275-1064
☎(026)273-1212
☎(026)276-0282
☎(026)275-7800
☎(026)272-1013
☎(026)274-7050
☎(026)275-5515
☎(026)273-6611
☎(026)261-5005
☎82-0101
☎(026)273-8788
☎81-3377

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。

28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

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

健　診

４か月児健康診査

７か月児健康相談

10か月児健康相談

２歳児健康相談

３歳児健康診断

対　象　児

令和３年１月生

令和２年10月生

令和２年７月生

平成31年１月～２月生

平成29年11月～12月生

受　付　日　時

６日（木）午後１時

25日（火）午前９時

26日（水）午前９時

13日（木）午前９時

14日（金）午後１時
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町立図書館  ☎82－3371　開館時間：午前10時～午後６時

が休館 令和３年４月１日現在
※（　　）は前月比

世帯数：  6,193世帯（+    2）
人　口： 14,565人    （－60）
　男　：  7,203人　（－37）
　女　：  7,362人　（－23）

件　数：　　  5件
累　計：　　15件　（＋  5）
死　者：　　  0人
累　計：　　  0人　（±  0）
負傷者：　　10件
累　計：　　22人　（＋12）

令和３年３月中
※累計は１月から
　（　　）は前年比

釣りキチ三平の夢ー矢口
高雄外伝

（著：藤澤志穂子／世界文化
社）
　昨年亡くなった「釣りキチ三
平」で知られるマンガ家・矢口
高雄さん。矢口さんは坂城町を
訪れ、千曲川で鮎釣りを楽しん
でいました。この本は、元新聞
記者の著者が 30 回以上に渡り
矢口さんにインタビュー。関係
者の証言も集め、矢口さんが駆
け抜けてきた昭和から令和の時
代を見つめた力作です。

☆おすすめの本

　千曲警察署管内では、今年に入り、特殊詐欺被害が
２件 約 640 万円発生しており、そのうち坂城町におけ
る被害は１件約 450 万円となっています。発生した手
口はギャンブル必勝法の情報提供名目で現金を振り込
ませたものです。
　楽をしてお金が儲かるうまい話は絶対にありませ
ん！犯人からの電話に出ないことが被害を防ぐポイン
トです。常時留守番電話設定や対策機器の取り付けを
しましょう。対策機器購入には町の補助金制度があり
ますので是非活用してください。
◎問い合わせ先
　千曲警察署　☎026－272－0110
◎町補助制度についての問い合わせ先
　住民環境課　☎82-3111（内線 124）　直通 75-6204

　「Net119 緊 急 通 報 シ ス テ ム」は、音 声 に よ る
119 番通報が困難である方が、スマートフォン等
を利用し、文字通話（チャット形式）による緊急通
報が可能となるシステムです。
　利用を希望される方は、千曲坂城消防本部まで
ご連絡ください。
利用対象者
坂城町・千曲市に居住・通勤・通学する方のうち、
◯聴覚、音声または言語機能に障がいがあり、身

体障害者手帳の交付を受けた方
◯音声通報が困難であると消防長が認めた方
※詳しくは、千曲坂城消防本部ホームページをご

覧いただくか下記までお問い合わせください。
◎問い合わせ先
　千曲坂城消防本部警防課通信指令係
　☎026－276－1112　FAX：026－276－0119　
　メール：tuusin_sirei@fdcs.or.jp

特殊詐欺被害発生状況

３月には一般書 206 冊、児童書 143 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。

５月の催し物は、新型コロナウイルス感染症対策のた
め未定です。詳しくは町立図書館まで、お問い合わせく
ださい。

ゴールデンウィーク期間中は
通常どおり開館します。（月曜は休館日です。）
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