
●人口15,898人（前月比 ＋3）
　 男7,923人　女7,975人
●世帯数7,184世帯（前月比 ＋4）

（12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
1月1日
（金）

浅間南麓こもろ医療センター（22）1070 軽井沢病院 （45）5111 土屋歯科医院 （45）4512

1月2日
（土）

甘利医院わだ （26）5500 小林歯科医院 （25）3708 軽井沢病院 （45）5111

1月3日
（日）

高橋内科医院 （23）8110 軽井沢病院 （45）5111
鈴木医院 （26）1212

1月10日
（日）

小岩井整形外科 （26）6788 軽井沢病院 （45）5111 植木歯科医院 （45）5291
関医院 （22）2205

1月11日
（月）

東小諸クリニック（25）8104 こまつ内科・消化器内科クリニック（31）5411 てらお歯科医院 （42）9123
桜井クリニック （26）1188

1月17日
（日）

矢島医院 （22）8148 林歯科医院 （22）0152 軽井沢病院 （45）5111
栁橋脳神経外科 （23）6131

1月24日
（日）

東小諸クリニック（25）8104 軽井沢病院 （45）5111
鳥山クリニック （26）0308

1月31日
（日）

由井医院 （22）0327 ゆみ歯科医院 （26）2580 軽井沢病院 （45）5111
武重医院 （22）0171

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

　寒さの厳しい季節ですが、皆さまい
かがお過ごしでしょうか。私は、森林
や野生動物の担当をしており、現場で
の作業はとても寒さを感じています。
　さて、そんな寒い季節ではあります

が、冬は私の好きな季節でもあります。理由は色々と
あるのですが、やはり御代田町で生まれ育ったからだ
というのが、一番の理由だと思います。寒さは厳しい
ですが、その分透き通るような空気を感じられます。

　子どものころ、冬の通学路を歩くのが好きでした。
輝く朝日に照らされて、凍みる地面を歩いたあの時間
を、今でもハッキリと思い出せるのです。暖かい季節
の豊かな緑も良いですが、冬の御代田町もまた違った
魅力があります。
　遠出のできないこんなご時世だからこそ、身近な景
色に目を向けてみるのも、ひとつの「おうち時間」の楽
しみ方かもしれませんね。

産業経済課耕地林務係　山浦

1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 ㈮
2 ㈯
3 ㈰
4 ㈪ 妊産婦乳幼児健康相談（9：00 ～ 11：30） 生ごみ

5 ㈫ 心配ごと相談（ハートピアみよた 9：00 ～ 12：00） プラ製容器包装

6 ㈬ 3学期始業式（中学校）
おはなしの会（たんぽぽ保育園） ふれあい教室（時間差受付） 不燃ごみ

7 ㈭ 3学期始業式（南・北小学校）
始業式（杉の子幼稚園） 生ごみ

8 ㈮
介護予防教室（エコールみよた 13：30 ～ 14：30）
スキー教室（北小学校 5年生）
始業式（サムエル幼稚園）
鏡開き（杉の子幼稚園）

可燃ごみ

9 ㈯ おはなし会（図書館 10：30 ～）
つくしんぼの会（杉の子幼稚園）

10 ㈰
11 ㈪
12 ㈫ 博物館、図書館休館日

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

13 ㈬ 不燃ごみ

14 ㈭ 生ごみ

15 ㈮
心配ごと相談（ハートピアみよた 9：00 ～ 12：00）
スキー教室（北小学校 6年生）
書初展（エコールみよた 17日まで）

可燃ごみ

16 ㈯
17 ㈰

18 ㈪
スキー教室（南小学校 5年生）
公民館、博物館、図書館、社会体育施設休館日
おもちの会（サムエル幼稚園）

妊産婦乳幼児健康相談（9：00 ～ 11：30） 生ごみ

19 ㈫ プラ製容器包装

20 ㈬ 小さな朗読会（図書館 11：00 ～） 不燃ごみ

21 ㈭ 来入児保護者会（南小学校）
ちいさいおともだちのおはなし会（図書館 10：30 ～） 生ごみ

22 ㈮ 1歳6カ月児健康診査（時間差受付） 可燃ごみ

23 ㈯ つくしんぼの会（杉の子幼稚園）

24 ㈰

25 ㈪
心配ごと相談（ハートピアみよた 9：00 ～ 12：00）
全国学校給食週間（北小学校 30日まで）
公民館、博物館、図書館、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

26 ㈫
来入児保護者会（北小学校）
読み聞かせ（北小学校）
卒園記念写真（杉の子幼稚園）

プラ製容器包装

27 ㈬ スキー教室（南小学校 6年生） 不燃ごみ

28 ㈭
PTA反省評議会（北小学校）
図書館休館日（館内整理日）
授業参観日（中学校）
お別れお茶会（杉の子幼稚園）

10カ月健康診査（時間差受付） 生ごみ

29 ㈮ 可燃ごみ

30 ㈯ 参観日（サムエル幼稚園）

31 ㈰ 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」は精神障がい者の方のための家
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
問い合わせ先：保健福祉課健康推進係
　　　　　　  （32）2554

町関係施設などの年末年始休業
1月3日まで　　役場、児童館、ハートピアみよた
1月4日まで　　公民館、博物館、社会体育施設
1月5日まで　　図書館、中学校
1月6日まで　　南小学校、北小学校

みよた広報 やまゆり  2021年1月号（26）（27）みよた広報 やまゆり  2021年1月号


