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日  ｓｕｎ 月  ｍｏｎ 火  ｔｕｅ 水   wed

6 24 日

伊豆慶友病院
（伊豆市／整外・内／☎ 0558-85-1701）
NTT 東日本伊豆病院
（函南町／内／☎ 055-978-2320）

3 日 慈広会記念病院（長岡／内 ･リハ／☎ 055-947-0511） 

10 日 村田内科クリニック（吉田／内／☎ 0558-76-8866）

17 日

岸クリニック
（四日町／内・リハ／☎ 055-949-7770）
矢田レディースクリニック
（宗光寺／婦人／☎ 0558-76-4550）
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○あなたのステージ Vol.86
　（13:30 ～／文振）
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○アクシスの夕べ Part.86
　（19:00 ～／文振）
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木  ｔｈｕ 金  ｆｒｉ 土  ｓａｔ

月

社福：社会福祉課
　　　☎ 0558-76-8006
市民：市民課（伊豆長岡
庁舎）☎ 055-948-2901
観商：観光商工課
　　　☎ 055-948-1480
環衛：環境衛生課
　　　☎ 055-949-6805
障福：障がい福祉課　　
　　　☎ 0558-76-8007
文振：文化振興課
　　　☎ 055-949-8600
※ 健診や予防接種などの
問合せは

健づ：健康づくり課
　　　☎ 055-949-6820

 図書館への問合せは
　 中央図書館
　　　☎ 0558-76-5566

たんぽぽひろば
　　　☎ 0558-76-6006
すみれひろば

　　　☎ 055-949-0823

平成 24年
2012 年

市役所開庁日：月曜日～金曜日 8:30 ～ 17:15（木曜日は市民課ほか 19:00 まで延長）
市役所閉庁日：土・日・祝日と年末年始

納期限 6月 11 日
・個人市県民税（特別徴収）5月分
納期限 6月 30 日
・ 上下水道料金（古奈、長岡、韮山南部地区）              納期限 7月 2日
    （口座振替日 7月 2日）                                            ・下水道受益者負担金第 1期分
                                                                                        （口座振替日 7月 2日）
                                                                                                            ・個人市県民税（普通徴収）第 1期分

省略記号のご案内

伊豆長岡庁舎 相談情報

すみれひろば情報
たんぽぽひろば情報
図書館情報

図書館休館日

韮山庁舎
大仁庁舎
アクシスかつらぎ

韮山時代劇場

休日の診療医　9：00 ～ 17：00
必ず病院に電話、または田方中消防署（☎ 0558-76-0119）で確認を。

伊豆長岡保健センター

韮山福祉・保健センター韮

大仁保健センター

伊豆保健医療センター
【夜間急患室】☎ 0558-76-0111

ごみの持ち込み受付

健診情報
子育て情報

休日のごみの持ち込み受付
（9:00～12:00 ／環衛）

休日のごみの持ち込み受付
（9:00～12:00 ／環衛）

人権・行政相談（13:30
～ 16:00 ／社福・市民）

消費生活相談（9:00～16:00
／観商）

消費生活相談（9:00～16:00
／観商）

消 費 生 活 相 談（9:00～
16:00／観商）

消 費 生 活 相 談（9:00～
16:00／観商）

消費生活相談（9:00～16:00
／観商）

消費生活相談（9:00～16:00
／観商）

消費生活相談（9:00～16:00
／観商）

リズム遊び10:45～11:15

リズム遊び11:00～11:30

制作 10:00～11:15
制作 10:00～11:15

制作 10:00～11:15

制作 10:00～11:30
制作 10:00～11:30

発達相談 10:00 ～ 11:30

防犯講話会 10:30 ～ 11:30

育児相談・身体測定

発達相談 10:00～11:30

身体測定

おもちゃ掃除10:30～11:30

 誕生日会 10:30～11:00
（6月生まれの子、要予約）

おはなし会 11:00～11:20

おはなし会 11:00～11:20

交通安全教室10:30～11:30

親子体操 10:30～11:30

親子体操 10:30～11:30

歯科講演会10:30～11:30

交通安全教室10:30～11:30おはなし会 10:30～11:00

消費生活相談（9:00～16:00
／観商）

消費生活相談（9:00～16:00
／観商）

特設人権相談（13:30～16:00
／社福・市民）

発 達 障 害 相 談（10:00～
12:00 ／障福）韮

韮3カ月児相談ブックスタート

6カ月児相談 韮

1歳6カ月児健診 韮

3歳児健診

のびのび広場 韮

のびのび広場 韮

フッ素塗布

フッ素塗布
フッ素塗布 韮

胃大腸肺がん検診（大仁市民
会館／8:00～10:30）

○ホタルまつり in伊豆の国（韮
　山反射炉／18:00～／観商）

胃大腸肺がん検診（江間防災
センター／8:00 ～ 10:30） 胃大腸肺がん検診（8:00 ～

10:30）韮

肺大腸がん検診（13:30 ～
14:00）

胃大腸肺がん検診（高齢者温
泉交流館／8:00 ～ 10:30）

韮

胃大腸肺がん検診（中公民館
／8:00 ～ 10:30）

胃大腸肺がん検診（原木公民
館／8:00 ～ 10:30）
健康・栄養よろず相談（9:30
～ 10:30） 韮

韮

胃大腸肺がん検診（三福公民
館／8:00 ～ 10:30）
肺大腸がん検診（大仁市民会
館／13:30～14:00）

胃大腸肺がん検診（あやめ会
館／8:00 ～ 10:30）

胃大腸肺がん検診（8:00～
10:30） 韮

肺大腸がん検診（原木公民館
／13:30～14:00、江間防災
センター／14:30～15:00）

肺大腸がん検診（大仁公民館
／13:30～14:00）

胃大腸肺がん検診（大仁公民
館／8:00 ～ 10:30）

胃大腸肺がん検診（江間防災
センター／8:00 ～ 10:30）

胃大腸肺がん検診（8:00 ～
10:30）韮 胃大腸肺がん検診（8:00 ～

10:30）

胃大腸肺がん検診（大仁市民
会館／8:00 ～ 10:30）
肺大腸がん検診（三福公民館
／13:30 ～ 14:00）

胃大腸肺がん検診（8:00～
10:30） 韮

胃大腸肺がん検診（浮橋公民
館／8:00～ 10:30） 胃大腸肺がん検診（エメラ

ルドタウン管理組合事務所
8:00 ～ 10:30）

ぷちゆめワーク（13:30 ～
15:30／障福）

ぷちゆめワーク（13:30～
15:30／障福）

ぷちゆめワーク（障福）

ぷちゆめワーク（13:30～
15:30／障福）

おはなし会（中央図書館／
11:00～11:30）
おはなし会（韮山図書館／
14:00～14:30）

おはなし会（長岡図書館／
14:30～15:00）

おはなし会（韮山図書館／
14:00～14:30）のびのび広場

胃大腸肺がん検診（8:00～
10:30） 韮

“あなたがいる　わたしがいる　未来がある”
　6月23日（土）～29日（金）は男女共同参画週間です


