日曜・祝祭日
期

日

7月7日
（ 日）

緊 急 医

予定

小諸地区医科

電話番号

小諸地区歯科

市川医院

（ 25）1200

花岡レディースクリニック（ 23）4103

7月14日
（ 日）
7月15日
（ 月）
7月21日
（ 日）
7月28日
（ 日）

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。）

甘利医院わだ

（ 26）5500

桜井クリニック

（ 26）1188

栁橋脳神経外科

（ 23）6131

小諸病院

（ 22）0250

小岩井整形外科

（ 26）6788

由井医院

（ 22）0327

東小諸クリニック

（ 25）8104

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

2㈫
4㈭

軽井沢病院 （ 45）5111
（ 23）2723

1

5㈮

木家医院 （ 45）7151

軽井沢病院 （ 45）5111 コスモス歯科 （ 31）2284

8㈪
10 ㈬

戸 籍 の 窓

※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。

すこやかに

おくやみ申しあげます

11 ㈭
12 ㈮
13 ㈯
14 ㈰
15 ㈪
16 ㈫

●人口15,675人（先月比＋28）
男7,860人 女7,815人
●世帯数6,993世帯（先月比＋26）（6月1日現在）

編集
後記

広報に関するご意見、ご感想をお寄せください。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
みよた広報

やまゆり

●発行／御代田町

〒389-0292

長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口1794番地6

https://www.town.miyota.nagano.jp/
（31）みよた広報 やまゆり 2019年7月号

☎0267
（32）3111

定

プール開き（ 雪窓保育園・たんぽぽ保育園）
参観日・学校保健委員会(北小学校)

骨密度健診（ 時間差受付 9：00～）
骨密度健診・子宮頸がん検診（ 受付 12：45～13：15）

プラ製容器包装

支部児童会（ 北小学校）
おはなしの会（ たんぽぽ保育園）
ステップアップスクール（ 中学校）
寺子屋塾（ 南・北小学校4〜6年生）

骨密度健診（ 時間差受付 9：00～）
骨密度健診・子宮頸がん検診（ 受付 12：45～13：15）

不燃ごみ

骨密度健診（ 時間差受付 9：00～）
骨密度健診・子宮頸がん検診（ 受付 12：45～13：15）

生ごみ

ちいさいおともだちのおはなし会（ 図書館

10：30～）

国際アカデミーin軽井沢（ 南・北小学校）
心配ごと相談（ ハートピアみよた 9：00～12：00）
七夕まつり（ 雪窓、やまゆり、たんぽぽ保育園、
小規模保育事業所おひさま）

26 ㈮
27 ㈯
28 ㈰
29 ㈪
30 ㈫
31 ㈬

可燃ごみ

9：20～）

公民館・図書館・博物館・社会体育施設休館日
1学年宿泊学習（ 中学校 9日まで）
2学年職業体験学習（ 中学校 9日まで）
研修会休み（ 杉の子幼稚園）

生ごみ

定例健康相談（ 10：30～11：30）

補聴器出張修理（ 役場1階相談室 10：40～11：20）
5学年登山・キャンプ（ 南小学校 10日まで）
5学年登山・キャンプ（ 北小学校 11日まで）
１学年計画休業（ 中学校）
プール開き（ 小規模保育事業所おひさま）
寺子屋塾（ 南・北小学校4、
6年生）

プラ製容器包装
ふれあい教室（ 受付

9：15～9：30）

5学年振替休業（ 南小学校）
低学年参観日（ 南小学校）

不燃ごみ
生ごみ

介護予防教室（ エコールみよた
夏まつり（ 保育園つくしんぼ）
夏のつどい（ 雪窓保育園）
5学年計画休業（ 北小学校）

13：30～15：00）
働き盛りの健康実践セミナー①（ 19：00～21：00）

可燃ごみ

おはなし会（ 図書館 10：30～）
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）

図書館・博物館休館日

ちいさいおともだちのおはなし会（ 図書館 10：30～）
支部懇談会（ 北小学校）
サムエルwith kids（ サムエル幼稚園 10：00～）

25 ㈭

ごみ収集
生ごみ

18 ㈭

21 ㈰
22 ㈪
23 ㈫
24 ㈬

健 康 カ レ ン ダ ー

骨密度健診（ 時間差受付 9：00～）
骨密度健診・子宮頸がん検診（ 受付 12：45～13：15）

小さな朗読会(図書館 11：00～)
参観日週間（ 北小学校 24日まで）
ステップアップスクール（ 中学校）
寺子屋塾（ 南・北小学校4〜6年生）

20 ㈯
慣れない作業ですが、普段見落としがちな細かい部
分まで目を向けることができ、他課のイベントやお知
らせを把握して自身の業務のひとつである電話交換が
よりスムーズに行えます。生活に必要な申請手続きや
お知らせなどの情報が掲載されているので、町民とし
ても広報紙のチェックは欠かせません。
今後も町民の皆さまに必要な情報をわかりやすく伝
えられるよう努めてまいります。
総務課庶務係 遠藤

予

17 ㈬
19 ㈮

夏の暑さと梅雨の気候で体調管理に
気を使う時期となりました。
今年度より、広報主任を任され、初
めて「 広報やまゆり」の編集にかかわる
ことになりました。各課からの原稿が、
誤字脱字の無いわかりやすい文章表現になっているか
確認し、他の広報主任とともに広報担当者の校正作業
をサポートしています。町から発行する広報紙の編集
という重大な業務ですので、作業を終えた後は毎回疲
労感とともに大きな達成感を感じます。

事

6 ㈯ （お泊まり会
杉の子幼稚園 年長のみ 7日まで）
北佐久消防協会消防ポンプ操法大会・
7 ㈰ ラッパ吹奏大会（ 町営グラウンド・雪窓球場
9㈫

軽井沢病院 （ 45）5111

行

町民カレンダー

公民館・図書館・博物館・社会体育施設休館日
㈪ プール開き
（ やまゆり保育園・保育園つくしんぼ・サムエル幼稚園）

3㈬

わたなべ歯科医院 （ 23）1100 軽井沢病院 （ 45）5111

高橋歯科医院

7月

夏のつどい（ やまゆり保育園）

「 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
開所日時：月・水・金(休日を除く) 13：30～15：30
働き盛りの健康実践セミナー②（ 19：00～21：00）

昔がたりのおはなし会（ 図書館 10：30～）
THE・怪談（ エコールみよた 16：00～17：00）
ちびっこ裸足で運動会（B&G海洋センター）
夏まつり会（ 杉の子幼稚園 18：00～19：00）
参議院議員通常選挙投票日（ 予定・6月18日時点）
公民館・図書館・博物館休館日
長野県消防協会消防ポンプ操法大会・ラッパ吹奏大会（ 飯田市）

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。

生ごみ
プラ製容器包装
不燃ごみ
生ごみ
可燃ごみ

生ごみ

マンモグラフィ検診（ 時間差受付

9：00～14：20）

プラ製容器包装

1学期終業式（ 南・北小学校、中学校）
終業式（ 杉の子幼稚園）

マンモグラフィ検診（ 時間差受付

9：00～14：20）

不燃ごみ

図書館休館日(館内整理日)
心配ごと相談（ ハートピアみよた 9：00～12：00）
自由登園（ 杉の子幼稚園 31日まで（ 土日を除く）
）
終業式（ サムエル幼稚園）

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

自由登園（ サムエル幼稚園

1歳6カ月児健診（ 受付 13：00～13：15）
働き盛りの健康実践セミナー③（ 19：00～21：00）

可燃ごみ

31日まで（ 土日を除く）
）

第47回信州御代田龍神まつり
小学校バンドフェスティバル（ 北小学校）
お泊まり保育（ サムエル幼稚園 29日まで）
公民館・博物館・図書館 休館日
ステップアップスクール（ 中学校3年生
じゃがいも掘り（ たんぽぽ保育園）

8月2日まで）

資源物
生ごみ
プラ製容器包装
不燃ごみ

※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。
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