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健康ガイド

生活習慣病予防の健康相談
種　　別 と　き 実施場所 受付時間 備　考

健康相談 ９月２０日㈭ 市保健センター 午後１時半～３時 要予約

　　市保健センター☎２６-２１１１（内線２８７、２９３）問

対象者：市内在住か在勤
の未就園児とその保護者

9/11～10/10のお知らせ
親子コンサート（つながりあそびとうた）
日にち 時間 ところ 申し込み先

１０月１５日㈪ ▷第一部＝午前 ９時４５分～１０時半
▷第二部＝午前１０時４５分～１１時半 こども元気プラザ こども元気プラザ

☎２５‐１１５５

１０月１６日㈫ ▷第一部＝午前 ９時半～１０時１５分
▷第二部＝午前１０時半～１１時１５分 山岡こども園 山岡子育て支援センター

☎５６‐２２５５

１０月１７日㈬ 午前１０時１５分～１１時 やまびここども園 こども元気プラザ
☎２５‐１１５５

●定員　３０組（先着順）　●料金　２００円／組　●申込開始日　９月１１日㈫

乳幼児健診・教室・相談
種　　別 と　き 実施場所 受付時間 対　象

４カ月児健診
９月１９日㈬ 岩村保健センター 午後１時～１時１５分 平成３０年４月生まれ
１０月２日㈫ 市保健センター 午後０時４５分～１時 平成３０年５月生まれ

７カ月児教室 ９月２０日㈭ 市保健センター 午前９時～９時１５分 平成３０年１月生まれ

１歳児教室
９月１１日㈫ 市保健センター 午前９時～９時１５分 平成２９年８月生まれ
９月２８日㈮ 岩村保健センター 午前９時～９時１５分 平成２９年７・８月生まれ
１０月９日㈫ 市保健センター 午前９時～９時１５分 平成２９年９月生まれ

１歳６カ月児健診 ９月１８日㈫ 市保健センター 午後０時４５分～１時 平成２９年２月生まれ

２歳児健診
９月１２日㈬ 市保健センター 午前８時５０分～９時１０分 平成２８年８月生まれ
９月２６日㈬ 岩村保健センター 午前８時５０分～９時１５分 平成２８年７・８月生まれ
１０月１０日㈬ 市保健センター 午前８時５０分～９時１０分 平成２８年９月生まれ

３歳児健診 ９月２５日㈫ 市保健センター 午後０時４５分～１時 平成２７年８月生まれ

乳幼児
なんでも相談

９月１４日㈮ 岩村保健センター
午前９時～１０時４５分 乳幼児

９月２１日㈮ 市保健センター

休日在宅当番医は、県広域災害救急医療情報システムのウェブサイト（http://www.qq.pref.gifu.lg.jp/）
で確認するか、恵那地域救急医療情報センター（☎２５‐３７９９）へ問い合わせください。

休日在宅当番医

種　　別 と　き 実施場所 受付時間 対　象

BCG予防接種
９月１４日㈮ 市保健センター 午後１時１０分～１時２５分 生後５～８カ月未満の乳児（た

だし１歳未満まで接種可能）９月１９日㈬ 岩村保健センター 午後２時半～２時４５分

予防接種
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ウェブサイトにも
アクセスしてください！

ケータイ・スマホは
こちらからアクセス ▼

法律相談（要予約）

●と　き	 ９月１５日㈯午後 1時～４時
●ところ	 明智振興事務所
問	明智振興事務所　☎５４‐２１１１

●と　き	 ９月１４日㈮午後 1時～４時
●ところ	 岩村コミュニティセンター
問	岩村振興事務所　☎４３‐２１１１

●と　き	 ９月２１日㈮、１０月５日㈮午後1時～４時
●ところ	 市民会館
問	総務課　☎２６‐２１１１（内線３２６）

９/１１～１０/１０相談コーナー

●と　き	 毎週㈪㈫㈭㈮午前８時半～午後５時
●ところ	 商工課（市役所西庁舎３階）
問	消費者生活相談窓口　☎２６‐２１３１

消費者相談

２４時間子供SOSダイヤル　☎０１２０‐０‐７８３１０
子どもの人権１１０番（月～金曜日午前８時半～午後５時
１５分　☎０１２０‐００７‐１１０）

子供のSOS（いじめなどの悩み相談）

●と　き	 １０月５日㈮午後６時～８時
●ところ	 市民会館
●定　員	 ４人（先着順・一人３０分間）
問・申	県司法書士会東濃支部（松田司法書士事務所）
☎２６‐４５１４（平日午前９時～午後５時）前日までに予約。

司法書士の無料法律相談（要予約）

●と　き	 ９月２７日㈭午後１時～４時
●ところ	 市民会館
問・申	県行政書士会　☎０５８‐２６３‐６５８０（平日午前９時
～午後５時）

行政書士の無料相談

乳幼児から高校生
まで利用できる児
童センターに遊び
にきてね！

ケータイやスマ
ホはこちらから
アクセス ▼ ▼ ▼

●と　き	 ９月１９日㈬午後 1時～ 3時４５分
●ところ	 岩村福祉センター
問	地域包括支援センター　☎２６‐２１１１（内線１６８）

弁護士による福祉法律相談（要予約）

●と　き	 毎週月～金曜日午前９時～午後５時
●ところ	 むつみ教室（岩村コミュニティセンター内）
問	むつみ教室　☎４３‐００２０

●と　き	 毎週月～金曜日午前９時～午後５時
●ところ	 はなのき教室（市民会館内）
問	はなのき教室　☎２６‐２１１１（内線６５３）

●と　き	 毎週月～金曜日午前８時半～午後５時１５分
●ところ	 学校教育課内（市役所西庁舎４階）
問	学校教育課　☎２６‐２１１１（内線４５４）

教育相談（要予約）

●と　き	 毎週月～金曜日午前９時～午後５時
●ところ	 教育・発達相談センターあおば（市民会館内）
問	教育・発達相談センターあおば　☎２５‐１１５０

子どもの発達相談（要予約）

●と　き	 ９月１２日㈬午後１時半～３時半
●ところ	 岩村福祉センター
●と　き	 １０月１０日㈬午後１時半～３時半
●ところ	 明智振興事務所
問	地域包括支援センター　☎２６‐２１１１（内線１６８）

成年後見制度巡回相談（要予約）

●と　き	 毎週月～金曜日午前８時半～午後５時１５分
●ところ	 地域包括支援センター内（市役所西庁舎１階）
問	地域包括支援センター　☎２６‐２１１１（内線１６８）

福祉総合相談

●と　き	 ９月１５日㈯午後２時～４時
●ところ	 岩村コミュニティセンター
●と　き	 ９月２０日㈭午後６時～８時
●ところ	 市民会館
問	移住定住推進室　☎２６‐２１１１（内線３３８）

恵那ことぶき結婚相談所（要予約）

●と　き	 １０月５日㈮午前９時～１１時
●ところ	 市民会館
問	総務課　☎２６‐２１１１（内線３２６）

行政相談

●と　き	 ９月１４日㈮午前１０時～正午
●ところ	 三郷コミュニティセンター
問	三郷振興事務所　☎２８‐１００１

人権相談

●と　き	 １０月１０日㈬午後１時～３時
●ところ	 明智コミュニティセンター
問	明智振興事務所　☎５４‐２１１１

９月１６日㈰＝ふじおか歯科クリニック（大井町）☎２５‐７８９０　９月１７日㈪㈷＝恵那歯科医院（長島町）☎２６‐３３
３６　９月２３日㈰㈷＝くらち歯科（岩村町）☎４３‐３０１０　９月２４日㈪＝恵那駅デンタルクリニック（大井町）☎
２５‐１１６６　１０月７日㈰＝根崎歯科医院（山岡町）☎５６‐２５５５　１０月８日㈪㈷＝花の木歯科クリニック（長島町）
☎２５‐１７００

休日在宅歯科当番医

巡回バスによる結核・肺がん検診
と　き 地　区 実施場所 受付時間 備　考

９月２７日㈭ 山岡町

爪切り地蔵ふれあい会館 午後１時～２時 市内在住の４０歳以上（平成３１年３月３１日時
点）の方が無料で受診できます。過去３年間
の「結核検診」と「肺がん検診」の７０歳以上の
受診者には、検診受診票を７月下旬に送付し
ています。受診票が無くても受診できますの
で、最寄の会場で受診してください。巡回バ
スで受診した方は、市が行う他の肺がん検診
を受診できませんので注意ください。

ＪＡひがしみの恵南グ
リーンセンター

午後２時１５分～３時

山岡診療所前 午後３時１５分～４時

１０月４日㈭ 岩村町
旧岩村振興事務所 午後１時～３時

六区（大円寺）公会堂 午後３時１５時～３時４５分

※１１月まで市内各地域で実施します。今後の日程は、本紙や市ウェブサイトでお知らせします。市役所や各振興事務所でも日程表
を入手できます

ねんきん相談（要予約）
●と　き	 ９月１３日㈭、２７日㈭午前９時半～午後３時半
●ところ	 市役所西庁舎１階
　	保険年金課　☎２６‐２１１１（内線１５８）問

●と　き	 ９月１９日㈬午前１０時～午後３時
●ところ	 岩村コミュニティセンター
問	岩村振興事務所　☎４３‐２１１１


