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健康ガイド
　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

10/11～11/10のお知らせ

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

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	 １０月１９日㈮、１１月２日㈮午後1時～４時
●ところ	 市民会館
問	総務課　☎２６‐２１１１（内線３２６）

●と　き	 １０月１２日㈮、１１月９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	 １０月２６日㈮午後 1時～４時
●ところ	 山岡振興事務所
問	山岡振興事務所　☎５６‐２１１１

こども元気プラザ、子育て支援センターへは親子で来場してください

１０/１１～１１/１０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	 １１月２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	 １０月２３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（相続・農地転用など）

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	 １０月１７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	 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	 １０月１６日㈫午後６時～８時
●ところ	 市民会館
●と　き	 １０月２０日㈯午後２時～４時
●ところ	 岩村コミュニティセンター
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）

※コミセン＝コミュニティセンターの略

●と　き	 １０月１１日㈭午後１時～３時
●ところ	 上矢作基幹集落センター
問	上矢作振興事務所　☎４７‐２１１１

行政相談

●と　き	 １０月２５日㈭午後１時～３時
●ところ	 山岡振興事務所
問	山岡振興事務所　☎５６‐２１１１

●と　き	 １１月９日㈮午後 1時～３時
●ところ	 飯地コミュニティセンター
問	飯地振興事務所　☎２２‐３００１

●と　き	 １１月８日㈭午後 1時～３時
●ところ	 寿限無の里（上矢作町）
問	上矢作振興事務所　☎４７‐２１１１

●と　き	 １０月１９日㈮午前１０時～正午
●ところ	 武並コミュニティセンター
問	武並振興事務所　☎２８‐２１０２

●と　き	 １０月１１日㈭午後１時～３時
●ところ	 山岡農村環境改善センター
問	山岡振興事務所　☎５６‐２１１１

人権相談

●と　き	 １０月１２日㈮、１１月９日㈮午後１時～３時
●ところ	 市民会館
問	社会福祉課　☎２６‐２１１１（内線１８６）

１１月３日㈯㈷＝桐山歯科医院（東野）☎２５‐６１８１　１１月４日㈰＝恵那歯科医院（長島町）☎２６‐３３３６
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 と　き 地　区 実施場所 受付時間
１０月
１１日㈭ 長島町 垣内新聞店 午後１時半～２時１５分

１１月
６日㈫

明智町

大栗消防器具庫 午前１１時２０分～正午

１０月
１１日㈭

大井町
吉田防水店倉庫 午後２時半～３時 恵那市恵南商工会 午後１時１５分～２時半
JAひがしみの大井
支店 午後３時１５分～４時 野志公民館 午後２時４５分～３時半

１０月
２７日㈯

笠置町

遠藤機械前 午後１時～１時１５分

１１月
７日㈬

明智町

大舟公民館 午前９時半～９時５０分

笠置コミセン 午後１時半～１時５５分 小泉公民館 午前１０時～１０時２０分

毛呂窪簡易郵便局前 午後２時１０分～２時
２５分 ふれあい会館吉良見 午前１０時半～正午

林昭良様方前 午後２時４０分～３時 上田公民館 午後１時～１時４０分

吉田屋駐車場 午後３時１５分～３時半 明智文化センター 午後１時５０分～３時半

１０月
３０日㈫

三郷町

椋実公会堂 午後１時～１時１５分 １１月
８日㈭ 串原 中沢公会堂 午前９時半～１０時

旧JAひがしみの三
郷営業所跡 午後１時半～２時１０分

１１月
８日㈭

明智町

中切伊藤材木店車庫 午前１０時１０分～１０時
４０分

三郷コミセン 午後２時２５分～２時
５５分 東方センター 午前１０時５０分～１１時

１０分

野井公民館前駐車場 午後３時１０分～３時
５０分 小杉集会所 午前１１時２０分～１１時

４０分

１１月
５日㈪

山岡町

田代集落農事集会所 午前８時半～８時４５分 馬木消防器具庫 午前１１時５０分～午後
０時２０分

田代簡易郵便局付近 午前９時～９時１５分 明智B&G海洋セン
ター 午後１時半～２時半

原公民館 午前９時半～１０時半

１１月
９日㈮

串原

峯公会堂 午前９時半～１０時
山岡陶業文化セン
ター 午前１０時４０分～１１時 松本公会堂 午前１０時１５分～１０時

半

公孫樹会館 午前１１時１０分～正午 森上公会堂 午前１０時５５分～１１時
５分

田沢１３号組集会所 午後１時～１時半 奥矢作レクリエー
ションセンター

午前１１時１０分～１１時
１５分

山田消防コミュニ
ティセンター

午後１時５０分～２時
２５分 閑羅瀬公会堂 午前１１時３５分～１１時

４５分
旧JAひがしみの鶴
岡支店

午後２時４０分～３時
４０分

串原朝市広場みち
くさ

午前１１時５５分～午後
０時１０分

１１月
６日㈫

明智町

横通集会センター 午前９時～９時４０分 串原福祉センター 午後１時半～２時

才坂口バス停付近 午前１０時～１０時２０分 １１月
９日㈮ 岩村町 岩村福祉センター 午後３時～４時半

阿妻消防器具庫 午前１０時４０分～１１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
※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	 １０月１１日㈭、２５日㈭、１１月８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	 １０月１７日㈬午前１０時～午後３時
●ところ	 上矢作コミュニティセンター
問	上矢作振興事務所　☎４７‐２１１１

ベビーヨガ
●と　き　１１月３０日㈮午前１０時～１１時
　　　　　半（１回４０分の２部制）
●ところ　こども元気プラザ
●定員・対象　３０組（先着順）・１歳未満
●申込開始日　１０月２２日㈪
問・申　こども元気プラザ☎２５‐１１５５

人形劇
●と　き　１１月１日㈭午前１０時半～１１時　
　　　　　１５分
●ところ　こども元気プラザ
●定　員　３０組（先着順）
●申込開始日　１０月１２日㈮
問・申　こども元気プラザ☎２５‐１１５５

乳幼児健診・教室・相談、予防接種の日程などは、平成３０年度母子健康カレンダーや市ウェブサイトで確認してください。


