あきる野市役所

令和３年（2021 年）11月１日
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11 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

休日診療医療機関

準夜診療医療機関

歯科診療医療機関

受付

9:00~11:45

13:00~16:45

受付

17:00~21:45

受付 9:00~12:00

13:00~17:00

診療

9:00~12:00

13:00~17:00

診療

17:00~22:00

診療 9:00~12:00

13:00~17:00

3日
㈬

近藤医院
油平 35 ☎ 558‐0506

葉山医院
引田 552 ☎ 558‐0543

内山歯科医院
五日市 187 ☎ 596‐0327

7日
㈰

あきるの内科クリニック
二宮 1011 ☎ 558‐5850

樋口クリニック
秋川 3‐7‐5 ☎ 559‐8122

高取歯科医院
五日市 55 ☎ 596‐0048

14日
㈰

いなメディカルクリニック
伊奈 477‐1 ☎ 596‐0881

あべクリニック
瀬戸岡 474-6 ☎ 558‐7730

葉山歯科医院
引田 403 ☎ 559‐5575

21日
㈰

櫻井病院
原小宮 1‐14‐11

星野小児科内科クリニック
小川東1‐19‐20 1F ☎559‐7332

デンタルオフィスたむら
野辺 631‐4 ☎ 550‐0998

まつもと耳鼻咽喉科

近藤医院

北田園歯科
福生市北田園 1‐6‐3
☎ 552‐1700

小机クリニック
小中野 160 ☎ 596‐3908

まつむらこどもクリニック
荒木歯科医院
引田 225 丸徳ビル 101 ☎ 559-3322 福生市牛浜 130

☎ 558‐7007

23日
秋留1‐1‐10 あきる野クリニックタウン1Ｆ 油平 35
㈫
☎ 550‐3341
☎ 558‐0506
28日
㈰
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☎ 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。広報あきる野（９月１５日号）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。

（以下は広告枠です）
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月のむし歯予防教室
︵予約制︶

22
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むし歯のできかたと予防、歯
みがきの方法、歯科健診・フッ
素塗布の受け方を説明します。
▽期日
月 日㈪
▽受付時間 午前９時～ 時
※ 分間隔で５回に分けて予約
を受け付け実施します。
▽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
▽定員 各回１人
▽申込み方法 電話で申し込ん
でください。
▽申込み・問合せ 健康課母子
保健係（直通５５８・５０９
１）

く）
東部図書館エル２階エルギャ
ラリー… 月 日㈮～ 月
日 ㈫（ 日 ㈪・ 日 ㈪ を 除
く）
五日市出張所１階ロビー…
月２日㈭～ 月 日㈭
市役所１階市民ホール… 月
日㈪～ 月 日㈯
▽問合せ 地域防災課地域振興
係
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月の育児相談︵予約制︶

1

お子さんの育児相談と身体測
定を行います。
▽日時
月 日㈪・ 日㈭
▽受付時間 午前９時～ 時
分
※ 分間隔で７回に分けて予約
を受け付けています。
▽場所 あきる野保健相談所
▽定員 各日親子 組（申込み
順）
▽その他 電話での育児相談も
随時受け付けています。
▽申込み方法 電話で申し込ん
でください。
▽申込み・問合せ 健康課母子
保健係（直通５５８・５０９
１）
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オ ー プ ン ガ ー デ ン 写 真 展

15 11

護者
▽定員 ８組（申込み順）
▽費用 無料
▽その他 当日の検温とマスク
の着用をお願いします。
▽申込み方法
月２日㈫から
電話で申し込んでください。
▽申込み・問合せ 子ども家庭
支援センター子育て支援事業
係（☎５５０・３３６１）

30

休日︑祝日中の
新型コロナウイルス
受診相談窓口

▽休日︑祝日中の新型コロナウ
イルス感染症に関する相談
新型コロナコールセンター
（ ☎ ０ ５ ７ ０・ ５ ５ ０ ５ ７ １
午前９時～午後 時）
▽新型コロナウイルスへ感染し
た疑いのある場合の相談 東
京 都 発 熱 相 談 セ ン タ ー（ ☎
・５３２０・４５９２
時間対応）
03
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（あきる野ルピア２階）
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市では、個人の庭を一定期間
公開するオープンガーデン事業
を行っています。オープンガー
デンに協力いただいている庭の
写真展を開催します。
※庭を公開できる方を随時募集
しています。
▽展示場所・期間
中央図書館１階エントランス
ホール… 月８日㈪ 午後
時～ 月 日㈪（ 日㈮を除

月は児童虐待防止推進月間です︒児童虐待かもと思ったら１８９番へ

15

（10）

「ここるの」 子育て情報

11 11

３歳児健診
※最近転入した方で未受診の方
は連絡してください。
▽受付時間 午後０時 分～１
時 分
※ 分間隔で５回に分けて予約
を受け付け実施します。
▽場所 あきる野保健相談所
▽対象 令和３年７月・令和２
年４月・平成 年９月生まれ
の乳幼児
▽定員 各日親子 組（申込み
順）
▽申込み方法 通知に記載のあ
る方法で予約してください。
▽申込み・問合せ 健康課母子
保健係（直通５５８・５０９
１）

○国民健康保険税 第５期

月の乳幼児健診
︵予約制︶

11

▽子育て講座﹁楽器で遊ぼう﹂
楽器を使って親子で楽しく遊
びます。
▽日時
月 日㈬ 午前 時
分～ 時 分
▽場所 子ども家庭支援セン
ター研修室
▽講師 吉野良子さん（音楽療
法士）
▽対象 １歳の子どもとその保

予約制で行います。対象者に
は、個別に日程などを通知しま
す。
▽健診種別
３～４か月児健診
１歳６か月児健診

月の市税の納期

11

11

☎（042）558−1111 ㈹

教育・子ども相談
教育相談（予約制）
○相談日時 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（☎５５０－６５２７）
○相談日時 月曜～金曜日、午前９時～正午、午後１
時～５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 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 月曜～土曜日、午前10 時～午後６時30
分（第２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（☎
５５０－３３１３）
子育て相談（予約制）
○相談日時 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

