
9月 町民カレンダー
行 事 予 定 健 康 カ レ ン ダ ー ごみ収集

1 ㈰
2 ㈪

公民館・図書館・博物館休館日
避難訓練（杉の子幼稚園）
引き渡し訓練（たんぽぽ保育園　15：30～）

生ごみ

3 ㈫ 避難訓練（北小学校） プラ製容器包装

4 ㈬ おはなしの会（たんぽぽ保育園　10：00～）
4～6学年寺子屋塾（南・北小学校） ふれあい教室（受付　9：15～9：30） 不燃ごみ

5 ㈭ ちいさいおともだちのおはなし会（図書館　10：30～11：00）
心配ごと相談（ハートピアみよた　9：00～12：00） 生ごみ

6 ㈮ 1歳6カ月児健康診査（受付　13：00～13：15） 可燃ごみ

7 ㈯

PTA作業（北小学校）
1学年PTA作業（南小学校）
資源回収予備日(中学校)
第12回ふれあいいきいきサロン交流会

（ハートピアみよた　13：30～15：30）
おひさまおたのしみ会（運動会　西軽井沢公民館　9：00～）
御代田町消防団火災防ぎょ訓練（豊昇園周辺　8：30～）

8 ㈰
9 ㈪ 公民館・図書館・博物館休館日

犬とのふれあい会（サムエル幼稚園） 定例健康相談（10：30～11：30） 生ごみ

10 ㈫ 補聴器出張修理（役場1階相談室　10：40～11：20） プラ製容器包装

11 ㈬ 集団下校(北小学校)
4～6学年寺子屋塾（南小学校） 不燃ごみ

12 ㈭ ふるさとタイム（北小学校）
6学年修学旅行（13日まで　南小学校） 生ごみ

13 ㈮ 介護予防教室（エコールみよた　13：30～15：00）
たんぽぽの会（たんぽぽ保育園　9：00～） 可燃ごみ

14 ㈯
運動会(やまゆり・雪窓保育園　9：00～12：30)
おはなし会（図書館　10：30～11：00）
講座「絵本で遊ぼう」（図書館　13：30～15：30）
つくしんぼの会（杉の子幼稚園）

15 ㈰
運動会予備日(やまゆり・雪窓保育園)
心配ごと相談（ハートピアみよた　9：00～12：00）
入園説明会（サムエル幼稚園　15：00～）

16 ㈪ 生ごみ

17 ㈫ 博物館・図書館休館日
6学年計画休業（南小学校） ２歳児すくすく教室（受付　9：15～9：30） プラ製容器包装

18 ㈬
小さな朗読会（図書館　11：00～11：30）
共同募金推進会議(エコールみよた　13：30～)
4～6学年寺子屋塾（南・北小学校）

不燃ごみ

19 ㈭
4年生社会科見学（北小学校）
ちいさいおともだちのおはなし会（図書館　10：30～11：00）
新入園児受付（杉の子幼稚園）
サムエル with kids（サムエル幼稚園　10：00～）

5歳児健やか教室・相談会
（受付　13：00～13：15） 生ごみ

20 ㈮
雪窓祭（１日目　中学校）
ＰＴＡバザー（中学校）
ミニミニ運動会（保育園つくしんぼ）

可燃ごみ

21 ㈯ 雪窓祭（２日目　中学校）
運動会（杉の子幼稚園　町民芝生広場　8：30～）

22 ㈰
23 ㈪

24 ㈫
博物館・図書館休館日
参観日週間（28日まで　北小学校）
振替休日（中学校）
入学願書受付開始（サムエル幼稚園）

5歳児健やか教室・相談会
（受付　13：00～13：15） プラ製容器包装

25 ㈬
心配ごと相談（ハートピアみよた　9：00～12：00）
6学年修学旅行(北小学校　26日まで)
1～3学年ステップアップスクール（中学校）
4～5学年寺子屋塾（北小学校）

不燃ごみ

26 ㈭ 図書館休館日(館内整理日) 乳幼児健康相談（受付　10：00～11：00）
10カ月児健康診査（受付　13：00～13：15） 生ごみ

27 ㈮
6学年計画休業（北小学校）
演劇鑑賞教室（南小学校）
徒歩遠足（杉の子幼稚園　龍神の杜公園）
つくしんぼの会（杉の子幼稚園）

可燃ごみ

28 ㈯
参観日（北小学校　午前）
みよっこわくわく祭（北小学校　午後）
運動会（サムエル幼稚園　10：00～）

29 ㈰ 資源物

30 ㈪ 公民館・図書館・博物館休館日
振替休業（北小学校） 生ごみ

※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。

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。

「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(休日を除く)
　　　　　13：30〜15：30

戸 籍 の 窓

●人口15,726人（先月比＋23）
　 男7,885人　女7,841人
●世帯数7,030世帯（先月比＋19）（8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14番窓口にお越しいただ
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。●総務課情報防災係

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　☎0267（32）3111

期　日 小諸地区医科 電話番号 小諸地区歯科 電話番号 浅ろく地区歯科 電話番号 浅ろく地区歯科 電話番号
9月1日
（日）

市川医院 （25）1200
軽井沢病院 （45）5111

花岡レディースクリニック（23）4103
9月8日
（日） 甘利医院わだ （26）5500 軽井沢病院 （45）5111

9月15日
（日）

関医院 （22）2205
軽井沢病院 （45）5111 植木歯科医院 （45）5291

栁橋脳神経外科 （23）6131

9月16日
（月）

小岩井整形外科 （26）6788
林歯科医院 （22）0152 宮下内科循環器科クリニック （31）3033 てらお歯科医院（42）9123

鳥山クリニック （26）0308

9月22日
（日）

小諸病院 （22）0250
軽井沢病院 （45）5111

桜井クリニック （26）1188

9月23日
（月）

うすだ医院 (22）0483
ゆみ歯科医院（26）2580 みよたファミリークリニック （31）6755

由井医院 （22）0327

9月29日
（日）

高橋内科医院 （23）8110
山口歯科医院（22）0442 軽井沢病院 （45）5111

東小諸クリニック （25）8104

日曜・祝祭日 予定緊 急 医

編集
後記

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

まだまだ残暑厳しい毎日ですが、皆
さまいかがお過ごしでしょうか。早
く秋の気配を感じたいものですね。　　　　　
さて、スポーツの秋、芸術の秋、読書
の秋、食欲の秋、皆さまはどのような

秋を満喫されますか？
私は、季節を先取りして、食欲の夏を満喫してし

まったので、涼しくなってきた夜にウォーキングを始
めました。週2～3回、30分のウォーキングしかしてい
ませんが、体の調子がいつもより良くなっている気が

します。今年こそは、食欲
の秋に溺れることなく、ス
ポーツの秋にするぞ！と現
段階では決意しています。

9月には、3連休が2週連続
であり、14日から浅間国際フォトフェスティバルも開
催されます。本格開催の第1回となりますので、多く
の方に足を運んでもらいたいです。

最後に、体調には十分ご注意いただき、秋のイベン
トを楽しみましょう。 税務課　木村
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