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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　8:30 ～ 16:00【受付前に必ず電話連絡してください】
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）

【8 月の当番医】　1 日日梶川恒雄先生（かじかわクリニック）/8 日日
金子勝一先生（あてるい整形外科クリニック）/9 日月亀井將人先生（亀
井内科消化器クリニック）/15 日日亀井陽一先生（亀井整形外科クリニッ
ク）/22 日日今野譲二先生（今野脳神経外科内科医院）/29 日日佐々
木喜教先生（水沢みなみ皮フ科）※新型コロナウイルス感染拡大によ
る診療所従事者の感染防止の観点から、奥州市・金ケ崎町内の感染状
況によって休診する場合があります。最新の情報については、奥州金

●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

BCG 予防接種 8 月 5 日㈭ 保健センター ※個別に案内

乳児健診 8 月 31 日㈫ 保健センター ※個別に案内

●献血日程　　　　　問　保健福祉センター（☎ 44-4560）
▶イオンスーパーセンター金ケ崎店
■日時　8 月 10 日㈫ 10：00 ～ 12：00、13：30 ～ 16：30

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

8/1 2
♥眼科診療
◎消費生活相談

3
♥整形外科診療

4
◎多重債務弁護士相談

5
区長配布
♥循環器内科診療
♥婦人科診療
♥神経内科診療
●ＢＣＧ予防接種

6
♣ぴよぴよ

7

8 9 10
♥整形外科診療
◎消費生活出張相談

11
◎暮らしとお金の安心相談

12
♥循環器内科診療
♥神経内科診療
◆マイナンバーカー
ド（時間外交付）

13 14

15 16
♥眼科診療
◎消費生活相談
◎ DV 相談

17
♥整形外科診療
◎人権相談
◎多重債務弁護士相談

18 19
区長配布
♥循環器内科診療
♥神経内科診療

20
♣とことこ

21

22
◆マイナンバーカー
ド（休日交付）

23
♥眼科診療
◎メンタルヘルス相談
◎消費生活出張相談

24
●離乳食教室
♥整形外科診療

25 26
♥循環器内科診療
♥婦人科診療
♥神経内科診療
◎行政相談（北部）

27
♣ぴょんぴょん

28

29 30
♥眼科診療

31
●乳児健診
♥整形外科診療

9/1
● 1 歳 6 カ月児健診

2
区長配布
♥循環器内科診療
♥神経内科診療

3 4
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◆各種手続き
◆マイナンバーカード時間外・休日交付（要
予約）　問　住民課（内線 2174）
■時間・場所①時間外交付 17:30 ～ 19:00・住民課　
②休日交付 9:00 ～正午・住民課
◎各種相談
◎行政相談　問　総務課（内線 2313）
■時間・場所　10:00～12:00・地区生涯教育センター
◎人権相談　問　住民課（内線 2127）
■時間・場所　13:00 ～ 16:00・福祉センター
◎消費生活相談（相談日前週の木までに予約）
■時間・場所　9:00 ～ 16:00・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・役場会議室
■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（予約制）▶受付：8:30 ～ 11:30
♥神経内科診療（予約制）　▶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：13:30 ～ 16:30
♥循環器内科診療（予約制）▶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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ケ崎行政事務組合のホームページをご確認ください（7 月 6 日時点）。

金ケ崎町地域見守りネットワークに
3 事業者が新たに協力

　町地域見守りネットワークに新たに 3 事業者が加
わりました。平成 25 年 6 月に発足した本事業は計
70 事業者となりました。新規協力事業者を随時募集
しています。
■地域見守りネットワークの役割
　郵便・新聞・電気・ガス・水道など、配達や訪問を
行う民間事業者の皆さんが、「郵便物や新聞がたまっ
ている」など、日常の業務の中でちょっと気がかりな
ことに気づいた時に、連絡・通報をもらいます。

新規協力事業者

大樹生命保険
北上営業部

㈱サンメディカル

お知らせ
news

問　保健福祉センター（☎ 44-4560）

東邦薬品
奥州営業所

お知らせ
news

問・申込先　中央生涯教育センター 社会教育係（☎ 44-3123、ファクス 44-3125)

町民大学「新スポーツ実践論」の受講生を募集

　オリンピック・パラリンピックイヤーに今話題の
パラスポーツを体験してみませんか？
■日時　8 月７日㈯午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
■場所　町文化体育館
■内容　ボッチャ、卓球バレー、車いすバスケット
ボールの体験
■講師　県障がい者スポーツ協会、県作業療法士会、

県卓球バレー協会、ラッセル岩手
■定員　先着 30 人
■申込期限　7 月 29 日㈭
■申し込み方法　① 6 月に全戸配布した町民大
学の受講申込書を提出②電話③ファクス④メール

（chuou@town.kanegasaki.iwate.jp）
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