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●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　午前 8時 30分～午後 4時
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）
11月の当番医　3日日高橋幸晴先生（たかはし内科胃腸科クリニック）/4日月板倉
康太郎先生（内科板倉医院）/10日日千田正樹先生（千田内科クリニック）/17日日
竹花教先生（竹花乳腺クリニック）/23日土田村健先生（田村川上医院）/24日日
千田直先生（千田整形外科クリニック）

●母子保健・予防接種日程（11月）
問　保健福祉センター（☎ 44-4560）

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

保健福祉
センター 13：00～17：００

乳児健診 10月 29日㈫ 保健センター 13：00～13：30

1歳 6カ月児健診 10月 30日㈬ 保健センター 13：00～13：30

♥婦人科診療　▶受付：午前 8時 30分～ 11時 30分
♥神経内科診療　▶受付：午後 1時 30分～ 4時
♥眼科診療（完全予約制）▶受付：午後 1時 30分～ 4時 30分
♥整形外科診療（完全予約制）▶受付：午前 8時 30分～ 11時 30分
♥土曜診療　▶診療科目：内科（検査・レントゲン除く）
▶受付時間　午前 8時 30分～ 11時 30分
問　金ケ崎診療所（☎ 44-2121）

◎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
27 28

♥眼科診療
◎消費生活出張相談
◎メンタルヘルス相談

29
乳児健診
（2019.6.1～7.15生）

30
1 歳 6カ月児健診
（2018.3.1～4.15生）

31 11/1 2
▶生活環境フェ
ア

3
▶町内一周駅伝
大会
▶2019食楽ま
つり in 金ケ崎

4
献血：イオンスー
パーセンター金ケ崎店

5
◎消費生活相談

6
◎多重債務弁護士相談

7
区長配布
♥神経内科診療
▶就学時健診

8
♣ぴよぴよ

9
♥土曜診療

10 11
♥眼科診療
◎消費生活出張相談

12
◎人権相談

13
♥整形外科診療
◎暮らしとお金
の安心相談

14
♥婦人科診療
◎行政相談

15
♣とことこ

16

17
▶郷土芸能発表
大会

18
♥眼科診療
◎消費生活相談

19
◎多重債務弁護士相談

20 21
区長配布
♥神経内科診療

22
♣ぴょんぴょん

23
♥土曜診療

24 25
♥眼科診療
◎消費生活出張相談
◎メンタルヘルス相談

26 27
♥整形外科診療

28
♥婦人科診療

29 30
▶パパデイ（子育
て支援センター）

♣オープンデイ　問　町子育て支援センター（☎ 44-3365）
■時間・場所　午前10時～11時30分・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
●献血日程　問　保健福祉センター（☎ 44-4560）
■日時・場所　11 月 4 日㈪午前 10 時～正午、午後 1時
30分～ 4時 30分・イオンスーパーセンター金ケ崎店

各種相談
◎消費生活相談
（相談日前週の木までに予約）
■時間　午前 10時～午後 3時
■場所　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　午前10時～午後 2時 30分
■場所　役場住民課
■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　午前 10時～午後 3時
■場所　奥州市役所総合相談室
■予約先・問　奥州市役所（☎ 24-2111）
◎DV相談
（相談日前週の木までに予約）
■時間　午前 10時～午後 3時
■場所および予約先・問　中央生
涯教育センター（☎ 44-3123）
◎人権相談
■時間　午後 1時～ 4時
■場所　福祉センター
問　住民課（内線 2127）
◎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　午前 10時～午後 4時
■場所　役場 -1 階 101会議室
■予約先・問　住民課（内線 2121）
◎メンタルヘルス相談
■時間　午前 9時～午後 5時
■場所　保健センター
問　保健福祉センター（☎ 44-4560）
◎行政相談
■時間　午前 10時～正午
■場所　北部地区生涯教育センター
問　総合政策課（内線 2311）
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問　生活環境課（内線 2137）

問　生活環境課（内線 2136）

「金ケ崎町生活環境フェア」を開催します

猫の飼い方
あなたは大丈夫？

　金ケ崎町では、猫に関する苦情が増加しています。特
にも野良猫への無責任な餌やり、猫を捨てる行為など
は、近隣住民とのトラブルの原因になるだけでなく、猫
にとっても不幸な結果を招きます。
▶野良猫への無責任な餌やりはやめましょう
野良猫に餌をあげると糞尿、鳴き声、悪臭、繁殖などの
トラブルに繋がります。また、野良猫に餌をあげている
人はその猫の飼い主と判断されます。
▶猫を捨てる行為は犯罪です
愛護動物を捨てた場合は、法律により 100 万円以下の
罰金に処せられます。生まれる命に責任が持てないので
あれば、必ず不妊・去勢手術を行いましょう。
▶猫の適切な飼い方
■首輪をしましょう！
■屋内で飼育しましょう！
■避妊手術等の必要な措置を講じましょう！
　なお、猫は法的規制がないため、役場など公的機関に
よる駆除や捕獲は行っていません。不幸な猫を増やさな
いためにも、適正な飼育に飼い主および地域の皆さんの
ご協力をお願いします。

　町は、「環境・自然保護・交通・防犯・消防・防災」
の生活環境全般について、町民が安全、安心で快適な
生活環境と、豊かな自然環境を後世に引き継ぐまちづ
くりを実現するためフェアを開催します。皆さんの参
加をお待ちしています。
■日時　11月 2日㈯午前９時～正午
■場所　中央生涯教育センター
■主な内容　環境講演会「金ケ崎町の生物多様性につ
いて（講師：岩手県立博物館主任専門学芸員　鈴木　

まほろ氏）」、交通安全講話「落語で交通安全（講師：
盛岡交通安全協会事務局長　佐々木憲親氏）」、牛乳
パックを使った紙すき体験、自転車発電体験、リサイ
クル分別クイズ、カワシンジュガイ生息調査結果展示
、六原幼稚園児による演舞、ポスター等コンクール入
選者・功労者表彰、パトカー・はしご車等緊急車両の
展示、家庭用消火器の回収（有料）・販売
　この他にも入選作品のポスター展示や、避難情報等
の展示があります。
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問　商工観光課（内線 2331）、北上工業クラブ（☎ 0197-66-3000）

きたかみ・かねがさき
テクノメッセ 2019

　「見る・聴く・感じる」ものづくりの世界を体験して
みませんか。100ブースの工業展示、ものづくり体験、
グルメフェスタなど内容盛りだくさん。入場は無料です。
皆さんのお越しをお待ちしています。
■日時　10 月 25 日㈮～ 27 日㈰午前 9時 30 分～午
後 4時（27日は午後 3時まで）
■場所　北上総合体育館（北上市相去町高前檀 27-36）
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問　建設課（内線 2223）

木造住宅の耐震診断と
耐震改修を支援します

木造住宅耐震診断 木造住宅耐震改修

対象
昭和56年 5月31日以前に
着工された戸建住宅で、在
来軸組工法による木造平屋
建てまたは木造２階建て住宅

昭和56年 5月31日以前
に着工された在来木造住宅
で、耐震診断済みの住宅

募集戸数 ２棟 １棟

金額 申請者負担額　3,000 円 補助金額最大617,000円
（改修に係る費用の 1/2）

※対象となる住宅を所有し、耐震診断や耐震改修を検討してい
る人はご相談ください。


