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広報暮らしのカレンダー
日 Sun 月 Mon 火 Tue 水 Wed 木 Thu 金 Fri 土 Sat

31 6/1
♥眼科診療
◎消費生活相談
◎DV相談

2
● 3歳 6カ月児健診

3
● 1歳 6カ月児健診
♥整形外科診療
◎多重債務弁護士相談

4
区長配布
♥循環器内科診療
♥神経内科診療
● BCG予防接種

5
♣ぴよぴよ

6

7 8
♥眼科診療
◎消費生活出張相談

9
●乳児健診

10
♥整形外科診療
◎暮らしとお金の安心相談

11
♥婦人科診療
♥循環器内科診療
●子育て相談（療）

12
♣とことこ

13
♥土曜診療
●パパママセミナー

14 15
♥眼科診療
◎消費生活相談
◎DV相談

16
◎多重債務弁護士相談

17
♥整形外科診療

18
区長配布
♥循環器内科診療
♥神経内科診療
●子育て相談（児）

19
♣ぴょんぴょん

20

21 22
♥眼科診療
◎消費生活出張相談
◎メンタルヘルス相談

23 24
♥整形外科診療

25
♥循環器内科診療
♥婦人科診療

26 27
♥土曜診療

28 29
♥眼科診療

30 7/1
♥整形外科診療
◎多重債務弁護士相談

2
♥循環器内科診療
♥神経内科診療

3
♣ぴよぴよ

4

広報発行日
（お知らせ版）

広報発行日
（6月号）

◎各種相談
◎行政相談　問　行政相談員　高橋ミナ子
（☎ 090-3750-2926）※新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、当面の間電話対応となります。
◎消費生活相談（相談日前週の木までに予約）
■時間・場所　10:00～15:00・中央生涯教育センター
■予約先・問　住民課（内線 2121）
◎消費生活出張相談（相談日前週の水までに予約）
■時間・場所　10:00 ～ 14:30・役場住民課
■相談員　奥州市相談員
■予約先・問　住民課（内線 2121）

◎DV相談（相談日前週の木までに予約）
■時間・場所　10:00～15:00・中央生涯教育センター
■予約先・問　中央生涯教育センター（☎ 44-3123）
◎暮らしとお金の安心相談（相談日前週の木までに予約）
■時間・場所　10:00 ～ 16:00・役場会議室
■予約先・問　住民課（内線 2121）
◎多重債務弁護士無料相談（要予約）
■時間・場所　10:00 ～ 15:00・奥州市役所
■予約先・問　奥州市役所（☎ 34-2915）
◎メンタルヘルス相談
■時間・場所　9:00 ～ 17:00・保健センター
問　保健福祉センター（☎ 44-4560）

♥各種診療　問　金ケ崎診療所（☎ 44-2121）
♥婦人科診療　▶受付：8:30 ～ 11:30
♥神経内科診療　▶受付：13:30 ～ 16:00
♥眼科診療（予約制）▶受付：13:30 ～ 16:30
♥整形外科診療（予約制）▶受付：8:30 ～ 11:30
♥循環器内科診療（予約制）▶受付：8:30 ～ 11:30
♥土曜診療（内科）▶受付：8:30 ～ 11:30
♣オープンデイ　
問　町子育て支援センター（☎ 44-3365）
■時間・場所　10:00 ～ 11:30・子育て支援センター
■対象　▶ぴよぴよ…0歳児親子　▶とことこ…
1歳児親子　▶ぴょんぴょん…2・3歳児親子
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●母子保健等日程　　　問　子育て支援課（☎ 44-4611）

事業名 月　日 場　所 受付時間

母子健康手帳交付・
妊婦相談

毎週㈪　
※祝祭日は除く 子育て支援課 13：00～17：００

3歳 6カ月児健診 6月 2日㈫ 保健センター 13：00～13：30

1歳 6カ月児健診 6月 3日㈬ 保健センター 13：00～13：30

BCG予防接種 6月 4日㈭ 保健センター 13：00～13：30

乳児健診 6月 9日㈫ 保健センター 13：00～13：30

▶奥州金ケ崎休日診療所
■場所　奥州医師会館（奥州市水沢多賀 21-1）
■診療時間　8:30 ～ 16:00
問　診療日▶奥州医師会館（☎ 25-3935）
診療日以外▶奥州金ケ崎行政事務組合（☎ 24-5821）
【6月の当番医】　
7日日菅原久江先生（水沢キッズクリニック）/14
日日千田正樹先生（千田内科クリニック）/21 日
日板倉康太郎先生（内科板倉医院）/28 日日高橋
幸洋先生（たかはし整形外科スポーツクリニック）
※新型コロナウイルス感染症の拡大による診療所従
事者の感染防止の観点から、岩手県内に感染者が出
た場合はその翌日から当分の間、診療を休止します。

●献血日程
▶岩手県立農業大学校
■期日　6月 17日㈬
■時間　15:30 ～ 17：00
▶イオンスーパーセン
ター金ケ崎店
■期日　6月 28日㈰
■時間　10:00 ～ 12:00、
13：30～ 16：30
問　保健福祉センター
（☎ 44-4560）

まちからのお知らせ
お知らせ
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問　保健福祉センター（☎ 44-4560）

第 11回特別弔慰金の請求受付開始について

〇特別弔慰金とは
　先の大戦で公務などのため国に殉じた軍人等の方々に思いをいたし、戦後の節目の機会に改めて弔意の意を表
すため、恩給法による公務扶助料、特例扶助料や、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金、遺族給与金な
どの受給権がある遺族がいない場合に、残された遺族に対して記名国債として支給されるものです。

お知らせ
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戦没者遺族相談員について

■受付窓口　保健福祉センター（☎ 44-4560）
■請求期間　令和 2年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月
31日（3年間）
■支給対象者　基準日（令和 2年 4月 1日）において、
「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族
等援護法による遺族年金」等を受ける人（戦没者等の
妻や父母等）がいない場合に、次の順番による先順位
のご遺族おひとりに支給されます。戦没者等の死亡当
時のご遺族で、
❶令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護
法による弔慰金の受給権を取得した人
❷戦没者等の子
❸戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等
の要件を満たしているかにより順番が入れ替わります。
❹上記❶から❸以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）

■支給内容　額面 25万円、5年償還の記名国債
■新型コロナウイルス感染防止について
請求手続きは郵送でも可能です。また、来所の際は、予
め保健福祉センターに電話予約のうえ、来所願います。

　戦没者遺族の相談に応じ、必要な指導・助言を
行い、福祉の増進を図るため、厚生労働大臣から
業務を委託されて活動しています。県内に 27名
配置され、各種年金及び給付金の受給や生活上の
問題等相談に応じています。

■町内の相談員　千
ち だ
田  力

つとむ
　（☎ 44-3342）


