
●人口15,887人（前月比 ＋37）
　 男7,915人　女7,972人
●世帯数7,177世帯（前月比 ＋31）

（10月1日現在）
※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。）

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
11月1日
（日） 甘利医院わだ （26）5500 松永歯科医院 （23）8488 軽井沢病院 （45）5111

11月3日
（火）

関医院 （22）2205 浅川歯科医院 （23）4050 みよたファミリークリニック（31）6755
桜井クリニック （26）1188

11月8日
（日）

小岩井整形外科 （26）6788 木村歯科 （23）1515 軽井沢病院 （45）5111
矢島医院 （22）8148

11月15日
（日）

小諸南城クリニック（26）5222 軽井沢病院 （45）5111 おおくま歯科医院（46）2525
佐々木医院 （22）0503

11月22日
（日）

鳥山クリニック （26）0308 軽井沢病院 （45）5111
小諸病院 （22）0250

11月23日
（月）

高橋内科医院 （23）8110 わたなべ歯科医院 （23）1100 UENO CLINIC （42）6666
東小諸クリニック（25）8104

11月29日
（日）

うすだ医院 （22）0483 軽井沢病院 （45）5111
由井医院 （22）0327

日曜・祝祭日 予定緊 急 医

戸 籍 の 窓

　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
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編集
後記

　鮮烈に表紙を飾った御代田町ふるさ
と大使の安藤千伽奈さん。大使委嘱式
後に情報解禁されるとネットやSNSな
どでファンの方を中心に大きな反響が
ありました。

　町公式Twitterで大使就任を報じると瞬く間に拡散
し一晩にして3万回を超えるインプレッション（ユー
ザーがツイートを見た回数）、翌日にはファンの方が町
民ホールに展示した安藤大使からの町政施行64年を祝
うサイン色紙などを見に訪れ、その後も多くの方が来
庁、町内散策やふるさと納税による寄付など想像以上

の盛り上がりが1カ月経とうとする今も続いています。
　安藤さんは、子どもの頃からアイドルになることが夢
だったそうです。現在、夢を実現しさらなる目標に向かっ
て歩みを進めているとのことでした。故郷を離れ新潟で
活躍する姿や、ふるさと大使の存在が町の子どもたちに
とって夢に向かって一歩を踏み出すきっかけとなるよう
広報の立場から今後も携わってまいりたいと思います。
　役場から見える木々の葉も東雲色へと変わり季節の
移り変わりを感じます。安藤さんにとっての地元「新潟」、
故郷「御代田」がますます、発展・成長していく様子を
たくさんお伝えしていきたいと思います。 総務課　櫻井

11月

※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。

町民カレンダー
行事予定 健康カレンダー ごみ収集

1 ㈰ 町民健康マラソン大会（町営グラウンド 8：00 ～）
展覧会（杉の子幼稚園）

2 ㈪ 公民館・図書館・博物館・社会体育施設休館日 妊産婦乳幼児健康相談（9：00 ～ 11：30） 生ごみ

3 ㈫ 縄文・文化の日（博物館無料開放日）

4 ㈬
博物館休館日
集団下校（南小学校）
おはなしの会（たんぽぽ保育園 10：00 ～）

不燃ごみ

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

6 ㈮ 可燃ごみ

7 ㈯
8 ㈰
9 ㈪ 公民館・図書館・博物館・社会体育施設休館日

感謝祭（サムエル幼稚園） 妊産婦乳幼児健康相談（9：00 ～ 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 ㈬ 感謝祭サンクスギビング（サムエル幼稚園 12：00 ～） 不燃ごみ

12 ㈭ 参観日（杉の子幼稚園） 生ごみ

13 ㈮
授業参観日（中学校）
介護予防教室（エコールみよた 13：30 ～ 14：30）
参観日（杉の子幼稚園）

1歳6か月児健康診査（時間差受付） 可燃ごみ

14 ㈯ つくしんぼの会　中止（杉の子幼稚園）

15 ㈰ 心配ごと相談（ハートピアみよた 9：00 ～ 12：00）
もりのこマルシェ（サムエル幼稚園）

16 ㈪ 公民館・図書館・博物館・社会体育施設休館日
参観日（杉の子幼稚園） 妊産婦乳幼児健康相談（9：00 ～ 11：30） 生ごみ

17 ㈫ りんご狩り（たんぽぽ保育園）
1・3学年参観日（南小学校） プラ製容器包装

18 ㈬ 小さな朗読会（エコールみよた 11：00 ～） ふれあい教室（時間差受付） 不燃ごみ

19 ㈭ 修学旅行（北小学校 20日まで）
お楽しみ会（雪窓保育園） 献血（9：30 ～ 11：30） 生ごみ

20 ㈮
［予定］3学年修学旅行（中学校 22日まで）
お楽しみ会（雪窓・やまゆり保育園）
2・4・6学年参観日（南小学校）

可燃ごみ

21 ㈯ おはなし会（図書館 10：30 ～）
秋のミニコンサート（エコールみよた 14：00 ～）

22 ㈰
23 ㈪

24 ㈫
図書館・博物館施設休館日
6学年計画休業（北小学校）

［予定］3学年振替休業（中学校 26日まで）
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）
未入児保護者会（南小学校） 不燃ごみ

26 ㈭ 図書館休館日（館内整理日） 10カ月児健康診査（時間差受付） 生ごみ

27 ㈮ 可燃ごみ

28 ㈯
第42回社会福祉大会

（エコールみよた 13：30 ～ 15：00）
つくしんぼの会　中止（杉の子幼稚園）

29 ㈰
30 ㈪ 公民館・図書館・博物館・社会体育施設休館日

音楽会（サムエル幼稚園 10：00 ～）
健康スクリーニング結果報告会

（8：30 ～ 11：30、13：00 ～ 16：00 予約制） 生ごみ

資源物

掲載しているイベントなどは、新型コロナ
ウイルス感染症の状況によっては中止・延
期となる可能性があります。

「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

みよた広報 やまゆり  2020年11月号（38）（39）みよた広報 やまゆり  2020年11月号


