
5月 町民カレンダー
行 事 予 定 健 康 カ レ ン ダ ー ごみ収集

1 ㈬ 6日まで休み（南・北小学校、中学校）
希望保育（雪窓保育園）

2 ㈭ 希望保育（雪窓保育園・たんぽぽ保育園） 生ごみ

3 ㈮ 第48回各区対抗365歳野球大会（雪窓球場　8：00～）

4 ㈯

5 ㈰ 心配ごと相談（ハートピアみよた　9：00～12：00）

6 ㈪ 生ごみ

7 ㈫ 図書館・博物館休館日 特定健診・胃、大腸がん検診（時間差受付　7：30～）
特定健診・大腸がん健診（時間差受付　13：00～） プラ製容器包装

8 ㈬ 集団下校（北小学校）図書館休館日
サムエルwith kids（未就園児体験クラス　10：00～） 特定健診・胃、大腸がん検診（時間差受付　7：30～） 不燃ごみ

9 ㈭ 農業体験（サムエル幼稚園　10：30～） 特定健診・胃、大腸がん検診（時間差受付　7：30～） 生ごみ

10 ㈮ 介護予防教室（エコールみよた　13：30～15：00） 特定健診・胃、大腸がん検診（時間差受付　7：30～） 可燃ごみ

11 ㈯
PTA資源回収（南・北小学校）
おはなし会（図書館　10：30～）
春季町民ソフトテニス大会（町民テニスコート　9：00～）
つくしんぼの会(杉の子幼稚園)

12 ㈰ 第34回みよた町民ふれあい広場
（龍神の杜公園　10：00～15：00）

13 ㈪ 公民館・図書館・博物館施設休館日
参観日・PTA総会（杉の子幼稚園　13：00～） 特定健診・胃、大腸がん検診（時間差受付　7：30～） 生ごみ

14 ㈫ 補聴器出張修理（役場1階相談室　10：40～11：20）
交通安全教室（北小学校、南小学校3～6年生） 特定健診・胃、大腸がん検診（時間差受付　7：30～） プラ製容器包装

15 ㈬
心配ごと相談（ハートピアみよた　9：00～12：00）
小さな朗読会（図書館　11：00～）
どんぐりの会交流会（たんぽぽ保育園）
親子遠足（やまゆり・雪窓保育園）

ふれあい教室（受付　9：15～9：30） 不燃ごみ

16 ㈭
部活動参観日（中学校）
交通安全教室（南小学校1～2年生）
ちいさいおともだちのおはなし会（図書館　10：30～）

生ごみ

17 ㈮ 1歳6カ月児健康診査（受付　13：00～13：15） 可燃ごみ

18 ㈯ 資源回収予備日

19 ㈰ 消防団新入団員研修（御代田消防署10：00～12：00）

20 ㈪ 公民館・図書館・博物館施設休館日 生ごみ

21 ㈫ プラ製容器包装

22 ㈬ 不燃ごみ

23 ㈭ 乳幼児健康相談（10：00～11：00）
10カ月児健康診査（受付　13：00～13：15） 生ごみ

24 ㈮ 若葉遠足（たんぽぽ保育園）
親子遠足（小規模保育事業所おひさま） 可燃ごみ

25 ㈯
マイ野菜植え（たんぽぽ保育園）
つくしんぼの会(杉の子幼稚園)
心配ごと相談（ハートピアみよた　9：00～12：00）

26 ㈰ 資源物

27 ㈪ 公民館・図書館・博物館施設休館日 結核・肺がん検診（各地区　9：10～） 生ごみ

28 ㈫ 結核・肺がん検診（各地区　9：10～） プラ製容器包装

29 ㈬ 結核・肺がん検診（各地区　9：10～） 不燃ごみ

30 ㈭ 図書館休館日（館内整理日） 結核・肺がん検診（各地区　9：10～） 生ごみ

31 ㈮ 親子遠足(杉の子幼稚園) 可燃ごみ

※健康カレンダーに掲載している事業は、保健センターで行っています。

「憩いの家」は精神障害者の方のための家と働く
場の中間施設です。働くにはまだ自信がないけれ
ど、家から一歩出てみたい方、日中の居場所とし
て利用してみませんか。
スタッフ一同、お待ちしています。
場所：やまゆり共同作業所

精神デイケア、精神障害者家族会定例会を開催し
ています。「精神デイケア」「精神障害者家族会」「憩
いの家」についてのお問い合わせは、保健福祉課
健康推進係(32）2554までお願いします。

戸 籍 の 窓

●人口15,562人（先月比＋51）
　男7,802人　女7,760人
●世帯数世帯（先月比＋75）（4月1日現在）

すこやかに おくやみ申しあげます

※戸籍の窓は、届出者から了解を得て掲載しています。
※世帯主名、区名は住民票に基づいています。

緊急医は都合により変更になる場合があります。
〈診療時間〉　医科：午前9時〜午後5時　歯科：午前9時〜正午
　　　　　　 （都合により変更になる場合があります。）

広報に関するご意見、ご感想おお寄せください。また、掲載された写真をお譲りしますので、役場総務課にお越しいただくか、電話で
ご連絡ください。ただし、ご希望に添えない場合もあります。ご了承ください。●総務課防災情報係
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期　日 小諸地区医科 電話番号 小諸地区歯科 電話番号 浅ろく地区
医科 電話番号 浅ろく地区

歯科 電話番号

5月1日
（水）

関医院 （22）2205
軽井沢病院 （45）5111

高橋内科医院 （23）8110
5月2日
（木）

浅間南麓こもろ
医療センター （22）1070 軽井沢病院 （45）5111 聖清会

林歯科診療所（32）3613

5月3日
（金）

小諸南城クリニック （26）5222
堀篭歯科医院 （23）0575 軽井沢病院 （45）5111

鳥山クリニック （26）0308
5月4日
（土） 甘利医院わだ （26）5500 軽井沢病院 （45）5111

5月5日
（日）

武重医院 （22）0171 山口歯科医院
西小諸診療所 （24）8148 軽井沢病院 （45）5111

鈴木医院 （26）1212

5月6日
（月）

矢島医院 （22）8148
軽井沢病院 （45）5111 鈴木歯科医院（32）6480

東小諸クリニック （25）8104

5月12日
（日）

小諸病院 （22）0250
ゆみ歯科医院 （26）2580 軽井沢病院 （45）5111

ひかり医院 （22）8878

5月19日
（日）

須江医院 （22）2060
関歯科クリニック（25）3456 軽井沢病院 （45）5111

由井医院 （22）0327

5月26日
（日）

佐藤外科医院 （22）0334
軽井沢病院 （45）5111 中山歯科

クリニック （32）2000
花岡レディースクリニック（23）4103

日曜・祝祭日 予定緊 急 医

編集
後記

http://www.town.miyota.nagano.jp/

寒かった冬も峠を越し、ようやく暖
かい季節となってまいりました。
「平成」は4月までで、5月からは新し

い元号である「令和」が始まります。そ
こで、平成の御代田町を過去の広報紙

で振り返る特集を掲載しました。紙面の都合上、1年間
で１つの記事しか掲載できませんでしたが、過去の広
報紙を見ながら、平成の30年間でさまざまな出来事が
あり、その1ページ1ページが町の歴史につながって
いることを実感しました。

また、歴代の広報紙担当者の創意工夫の積み重ねに
よるページ構成に目を凝らし、諸先輩方のご努力に敬
意を表するとともに、大いに刺激を受けました。
「みよた広報やまゆり」は「いつまでも住み続けたい

優しい心の人が住む」まちづくりを目指し、平成3年
8月号から発行がスタートしました。私もあらためて、
この当初の目的を意識して、町民の皆さまにとって毎
月広報紙が届くのを楽しみにお待ちいただけるような

「やまゆり」となるよう、広報紙を作成して参りたいと
決意を新たにしました。 防災情報係　柳澤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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