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　受診の際は必ず健康保険証をご持参ください。
　なお、当番医が急用などで変更する場合があ
りますので、前もって役場で確認してください。
○その他の医療機関問合先
　郡地域救急医療情報センター
　☎︎388-3799（郡広域連合消防本部内）
〔内科系〕診療時間　午前9時～午後2時
◆在宅当番医一覧表

◆二次的病院は、すべての日程とも松波総合　　
　病院（田代☎︎388-0111）です。
※入院を必要とされる方は、二次的病院に入院できます。
〔歯科系〕診療時間　午前9時～午後1時
◆在宅当番医一覧表

休日急病診療（内科・歯科） 10月の保健カレンダー

10月のお知らせ

日 医療機関名 所　在 電　話
1 岩村医院 笠松町門間 ☎387-0180
8 おおしろ内科 岐南町野中 ☎249-1366
9 岡山クリニック 岐南町徳田 ☎268-0307
15 片山クリニック 笠松町田代 ☎388-8700

22 河合内科
クリニック 岐南町八剣 ☎247-6630

29 北田内科
クリニック 岐南町下印食 ☎278-1030

日 医療機関名 所　在 電　話
1 ごとう歯科 笠松町田代 ☎387-0955
8 小島歯科医院 岐南町平島 ☎245-2096
9 立松歯科医院 笠松町門間 ☎388-2078

15 さかえ歯科
クリニック 岐南町伏屋 ☎240-0644

22 さくら歯科 笠松町門間 ☎387-9114

29 みやかわ
歯科医院 岐南町下印食 ☎272-9988

内　容 日(曜日） 受付時間 場　所
乳児健康診査 18日（水）

13:10~13:50

福祉健康
センター

1歳6か月児健康診査･
フッ化物塗布 12日（木）

3歳児健康診査・
フッ化物塗布 26日（木）

お誕生教室 16日（月） 　9:20~  9:40

にこにこ教室 20日（金） 　9:20~  9:30

離乳食教室 25日（水） 9:50~10:00

歯みがき教室
3日（火） 9:30~11:00

23日（月） 13:00~14:30

育児相談・
マタニティ相談

3日（火） 9:30~11:00

11日（水） 10:30~11:30 第一保育所

17日（火） 13:30~14:30 下羽栗会館

23日（月） 13:00~14:30 福祉健康
センター

健康相談

3日（火） 10:30~11:30

17日（火） 13:30~14:30 下羽栗会館

23日（月） 14:00~15:30 福祉健康
センター

25日（水） 10:30~11:30 福祉会館

転倒予防教室
5日（木）

 13:30~15:15 総合会館
19日（木）

貯筋（ちょきん）
くらぶ

~筋力アップ教室~

4日（水）
 9:30~11:15

福祉健康
センター

18日（水）

3日（火）
 13:30~15:15

17日（火）

骨こつストレッチ
~畳の上で行う
ストレッチ~

11日（水）
 10:00~11:30 福祉会館

25日（水）

ふれあいひろば
~認知症･閉じこもり

予防教室~
20日（金） 13:30~15:00

福祉健康
センター脳元気教室

~認知症予防　
　　ゲーム~

6日（金） 10:10~11:20

胃がん･肺がん･
大腸がん･乳がん

検診

2日（月）

8:45～10:30

総合会館

17日（火） 福祉会館

30日（月） 福祉健康
センター

♪ドラムであそぼ♪
【日　　時】10月11日（水）午前10時～11時
【場　　所】第一保育所
【対  象  者】乳幼児と保護者
※育児・マタニティ相談もあわせて行いますので、相談　
　される方は母子健康手帳をお持ちください。
※車でお越しの方は、笠松中央公民館駐車場をご利用く
　ださい。

【問  合  先】児童館

子育てサロン「みんなで遊ぼっ」

施設名 所　在 電　話
役場 司町1番地 ☎388-1111（代表）
福祉健康センター 長池408番地の1 ☎388-7171
福祉会館 東陽町44番地の1 ☎387-1121
児童館 田代290番地 ☎388-0811子育て支援センター 上新町172番地

施設名 所　在 電　話
笠松中央公民館 常盤町6番地 ☎388-3231
松枝公民館 松枝支所 長池292番地 ☎387-0156
総合会館 下羽栗支所 中野229番地 ☎387-8432
歴史未来館 下本町87番地 ☎388-0161
ふらっと笠松 西金池町1番地（名鉄笠松駅構内） ☎388-2355

町施設
の

ご案内

　こころの悩みをお持ちの方、精神障がいの
方で精神科医療機関に通院している方の憩い
と交流の場です。

【日　　時】10月19日（木）午前10時～11時30分
【集合場所】福祉健康センター
【内　　容】卓球
【持  ち  物】タオル・上履き【参  加  料】無料
【申込期限】10月12日（木）
【申込・問合先】健康介護課

グループワーク

　精神保健福祉士が、こころの病や不安の相
談に応じます。

【日　　時】10月19日（木）午後1時～2時30分
【場　　所】福祉健康センター
【対  象  者】精神障がいの方やそのご家族
【内　　容】ひきこもりや、日常の困り事の相談
　　　　　	就労などの相談、各種福祉サービス
　　　　　		の情報提供

【申込期限】10月12日（木）
【申込・問合先】健康介護課

こころの巡回相談･障がい者就労相談

　 みなさんのあたたかい思いやりが、
助け合いの輪を広げます。ぜひ献血
にご協力をお願いします。

【問  合  先】健康介護課

月日（曜日） 時　間 場　所

10月31日（火）  9:00~12:00 笠松刑務所（中川町）
14:00~16:00 松波総合病院（田代）

献 血

期限内納付にご協力ください。
便利な口座振替をご利用ください。
次の税金等は、コンビニでも納付できます。
町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、
水道料金・下水道使用料
（期限内で、一回の納付額が30万円以下の場合のみ）
納付でお困りのときは、ご相談ください。

税　　目 期　　別
町県民税 ３期分
国民健康保険税 ４期分
後期高齢者医療保険料 ４期分
介護保険料 ５期分
保育料 10月分
放課後児童クラブ利用料 10月分

納付は、10月31日（火）まで

毎月第3日曜日は家庭の日
　10月15日（日）は、家庭の日です。心豊かな
明るい家庭づくりをしましょう。

家族みんなで、スポーツや
読書に親しみましょう。

今月の
テーマ

相談窓口のお知らせ（10月分）

相談内容 相談日 時　間 場　所

法律相談・
悩みごと相談

（県弁護士会所属弁護士）

  4日（水） 午後1時～3時 福祉会館※18日（水）午前10時～午後3時
4日（水）に相談を希望される方は、午後0時45
分までに福祉会館へお越しください。受付者が
7人以上の場合は抽選で相談者を決定します。

消費生活相談   2日（月） 午前9時　　
　～午後3時

役場
環境経済課16日（月）

人権よろず相談

※19日（木） 午前10時　
　～午後3時 福祉会館

人権擁護委員
　保母　勝壽（弥生町）　則竹　　緑（東陽町）
　道家　嗣典（門　間）　安藤　　隆（北　及）
　纐纈　英子（田　代）　杉山　詞一（円城寺）
　森　眞理子（米　野）

心配ごと相談 在宅相談　担当地域民生委員

行政相談
※18日（水）午前10時～午後3時 福祉会館
在宅相談　行政相談委員
　岩田　　修　宮川町57　   ☎387-3718
　川口　　淑　門間666　    ☎388-2178

身体障がい者
相談

在宅相談　身体障害者相談員
　岩田　賢一　田代950-1　 ☎388-0068
　河尻　和男　北及1902　  ☎387-5788
　田島佳代子　無動寺180　 ☎388-2235

知的障がい者
相談

在宅相談　知的障害者相談員
　樋口　一子　北及1578-2  ☎388-3705

◆	読書週間　10月27日（金）～11月9日（木）
◆今月のお休み　
　1日（日）、2日（月）、15日（日）、31日（火）
（笠松中央公民館･松枝公民館･総合会館の図書室）
◆今月のおはなしかい
　【日程】①14日（土）	②28日（土）	③29日（日）
　【時間】午前10時30分～（1時間程度）
　【場所】笠松中央公民館2階	図書室
　【内容】①、②読み聞かせ
　　　　③読み聞かせ、絵本作り体験
　【対象者】幼児、小学生
　【問合先】笠松中央公民館

図書室からのお知らせ

※特別町民合同相談は８ページをご覧ください。
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