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　昼の部ステージの演奏等アトラクション出演者を募集
します。申し込み多数の場合は選考または抽選とします。
❖申込締切　７月３日（月）
❖出演時間　午後３時５分～午後５時30分頃
　　　　　　（出演の順番および演奏時間は事務局で調
　　　　　　　整します）
❖場　　所　第１ステージ「衣料センターたなか様」	前
❖ジャンル　生演奏、踊り等

❖申込締切　７月14日（金）
　　　　　　１グループあたり７～８人
　　　　　　連との同時申込も可能です。
❖出演場所　第１ステージ「衣料センターたなか様」前
　　　　　　第２ステージ「岩下商店様」南側
❖出演時間　午後６時～午後８時15分
　　　　　　下記Ａ～ＦのどこかでTOMI,to	me！を踊っ

ていただきます。
　　　　　　２つ以上のコマで踊ることも可能です。

（１コマあたり曲５～６回程度）
　　　　　　出演の順番は事務局で調整します。
　※ステージでの踊りは賞の対象ではありません。

　踊ってみたいけど連には参加していない、そんな方は
“飛び入り連”にお友達やご家族で一緒に参加しましょう。
誰でも参加可能です。みんなで踊って盛り上がりましょ
う!!申し込みは不要ですので、当日、本部前か飛び入り
連集合場所へお越しください。
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※時間は目安です

❖8月5日（土） 田中商店街で開催!!

2017雷電まつり　
〜東御どすこいSUNSUN〜 参加者募集

まつりステージ（昼の部）
アトラクション募集！

夜の部ステージで踊るグループを
募集します（先着順）

“飛び入り連”参加者募集!

・問申込
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募　集・イベント

❖時　　間　午後７時～９時
　／教育課　人権同和教育係　☎64－5902

❖入場料（１回につき）
　３歳以上中学生以下……100円
　一　般（高校生以上）…300円
　　（午前・午後の入替制）
❖市民プール専用電話　☎62−0625
　　開設期間中（６/24～９/３）のみ、お間違えのない
　ようお願いします。

❖テーマ・内容　
　「見直されてきた部落の歴史」　　
　　～DVD視聴と小中学校の教科書から～
　部落の歴史が見直されてきたことにより、小中学校
の教科書の内容も全く変わってきています。子どもた
ちの学んでいる内容を学びあう学習会です。 ❖体験内容　高齢者疑似体験グッズやアイマスクを着け

たり、車イスに乗って体験をします。
❖時　　間　午後１時30分～午後３時30分
❖場　　所　総合福祉センター３階　研修室
❖定　　員　各15名
❖持	ち	物　筆記用具
❖申し込み　７月７日（金）までに、下記へお申し込み

ください。
❖そ	の	他　◦受講者は、市内の小・中学校で行う福祉

体験学習（出前講座）等でボランティア
としてご協力いただきます。

　　　　　　◦１回のみの参加も可
　　　　／社会福祉協議会
　　　　　（総合福祉センター内）
　　　　　☎62－4455

　／（特非）東御市体育協会（第一体育館内）	☎62－2200　（生涯学習課　生涯学習・スポーツ係）

開　催　日 対象区 会　場
７月３日（月） 東上田 東上田公民館

４日（火） 田沢 田沢公民館

５日（水） 大川 大川公民館

６日（木） 栗林 栗林公民館

７日（金） 海善寺 海善寺公民館

10日（月） 曽根 曽根公民館

11日（火） 東深井 東深井公民館
12日（水） 西深井 西深井公民館
13日（木） 西入・東入 東入公民館

14日（金） 日向が丘 日向が丘公民館

18日（火） 海善寺北 海善寺北公民館

19日（水） 寺坂 寺坂公民館

20日（木） 睦 県営住宅集会所

開催日 学習内容
第１回 ７月18日（火） アイマスク体験

第２回 24日（月） 車イス体験

第３回 31日（月） 高齢者疑似体験

開設期間　平成29年6月24日㈯～9月3日㈰

29 29

市民プール無料券 市民プール無料券
入場時間　9：30～12：30
　　　　　13：30～17：00

開設期間　平成29年6月24日㈯～9月3日㈰

入場時間　9：30～12：30
　　　　　13：30～17：00

（1枚につき一名様限り）（1枚につき一名様限り）

和地区人権啓発学習会

市民プール６月24日（土）リニューアルオープン

福祉教育おてつだい隊養成セミナー

　　・問申込

問

問
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募　集・イベント・市からのお知らせ

　災害等が発生した場合、防災ラジオは市か
らの情報を得る重要な機器です。
※防災ラジオは、無料貸与です。お持ちでな
い方は下記へ連絡してください。

　　　　／企画財政課　広報統計係　☎64－5806

防災ラジオはお持ちですか？

　　・問申込

❖出	展	先　ちよだいちば（千代田区神田錦町）
❖出展期間　７月14日～８月10日の平日
❖出展品目　農産物・農産物加工品など
❖対　　象　首都圏での販路拡大を目指し商品の反応を

確かめたい市内の生産者・加工事業所
❖出展条件　上記期間中、１日程度対面販売ができる方
❖申し込み　６月30日（金）までに、下記へお申し込み

ください。（多数の場合は、審査の上決定
します）

❖そ の 他　詳細はホームページhttps://tomi-koyo.jpよ
りご確認ください。　

　　　　／東御市雇用創造協議会　☎75－4540　　　
　　　　　FAX75－4542　Ｅメール　info@tomi-koyo.jp
　　　　　（産業経済部　６次産業化推進室）

❖交付対象者
　金融機関から教育資金の融資を受けた保護者で、次
に掲げる要件を満たす方です。
①平成29年１月１日現在で１年以上市内に居住し、引
続き市内に住所を有する方
②申請日の属する年度の市民税の課税総所得金額（保
護者それぞれに所得がある場合はその合計額）が
350万円以下である方
③市税等を滞納していない方
❖利子補給の対象期間
　平成28年４月から平成29年３月の間に支払った利息
が対象です。（平成28年３月以前の利息は対象外です）
❖利子補給対象額および補給率
　対象額は学生１人につき300万円以内とし、利子補
給率は2.50％を上限とします。
※課税総所得金額の算定にあたっては、条件により一
　定額が控除されます。
　詳細および書類提出については下記にお問い合わせ
ください。
　　　／教育課　青少年教育係　☎64－5906❖日　　時　₇月１日（土）　		

　第１部　午前10時～正午（受付午前９時30分～）
　　☆一般対象「パラリンピアン交流ボッチャ体験会」
　第２部　午後１時30分～午後５時（受付午後１時～）
　　☆主に選手・指導者・支援者、その他興味のある方
　　　「パラリンピアンによるボッチャセミナーinとうみ」
❖場　　所　東御中央公園第１体育館
❖申し込み　６月28日（水）までに、下記へお申し込み

ください。
　＜申込内容＞①氏名・年齢　②住所　③電話番号　
　　　　　　　④障がいの有無　⑤次のいずれかを選択
　　　　　　　　Ａ体験会参加　　Ｂセミナー参加
　　　　　　　　Ｃ終日参加
　　　　／（公財）身体教育医学研究所　
　　　　　担当　岡田佳澄　☎／FAX61－6148		
　　　　　Ｅメール　	wakuwaku@pedam.org

首都圏アンテナショップ出展者募集

リオパラリンピックボッチャ銀メダリストが
東御市へやって来る！参加者大募集！！

教育資金利子補給のご案内

　　・問申込

　　・問申込

　　・問申込
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市からのお知らせ

❖日　　時　７月19日（水）午後４時～午後５時30分
❖場　　所　福祉センター３階　301・302
❖内　　容　保育園や学校、家庭のこと、子育てのこ

と、困っていること、聞いてほしいことな
ど、皆で情報交換できる場です。お気軽に
ご参加ください。　

　／福祉課　福祉援護係　☎64－8888

　一瞬にして尊い命や、大切な財産を奪う、土石流・地
すべり・がけ崩れなどの土砂災害の大半は、長雨や大雨
が引き金となり発生しています。
※こんな時は要注意　　　　　　　　　　　　　
　・急に川の水が黒く濁った
　・山鳴りがする
　・裏山からパラパラと小石が落ちている　　　　　　
　土砂災害は、降り続いた雨の量が多くなると発生しや
すいといわれています。普段と違う状況を発見したり、
危ないと感じたときは、ためらわずに避難しましょう。
　事前の備えや土砂災害危険箇所の確認など、詳しくは
市ホームページの「土砂災害洪水ハザードマップ」
（http://www.city.tomi.nagano.jp/category/2174/130183.html）
をご覧ください。下記で無料配布もしています。
　また、下記ＵＲＬから、市内の降水量等気象情報を確
認することができます。気象庁等が発表する情報とあわ
せて、地域の防災情報としてご利用ください。

　／建設課　管理係　☎64－5892

◦市ホームページ
　「東御市の天気・防災気象情報」　
　http://city.tomi.jyouho.net/

◦県ホームページ
　「河川砂防情報ステーション」
　http://www.sabo-nagano.jp/ 　

東御市土砂災害洪水ハザードマップ

天気・防災・気象情報

河川砂防情報

　建物火災が発生すると、生活に大きな影響を与え
ます。事例とともに火災予防のポイントをお知らせ
します。
『扇風機の異常発熱が原因の火災』
　　製造から10年以上たった扇風機を使用していた
ところ、扇風機が異常発熱し、火が出て火災にな
ってしまった。
－消防署からのアドバイス－
○久しぶりに使用する電化製品はゴミやホコリを清
掃してから使用し、コンセントにゴミやホコリが
溜まらないよう定期的に清掃しましょう。
○焦げ臭いにおいがするなど、異常を感じたら直ち
に使用を中止してください。
※有事の際に備え、住宅に消火器を用意しておきま
　しょう。
※住宅用火災警報器を設置し、住宅火災による逃げ
　遅れをなくしましょう。
※火の取り扱いには十分注意してください。引き続
　き火災予防にご協力をお願いします。　
　／東御消防署　予防係　☎62－0119

消防署から火災予防のお知らせ

　本年度も、市内において、「クルミ黒
こくはん

斑細菌病」の発
生が確認されています。この病害に対して、ICボルドー
66Ｄの使用が許可されており、雄花開花期からほぼ10日
間隔で３回、６、７月の中旬に１回ずつ、計５回薬剤散
布することで防除が徹底できます。
JA信州うえだでは、動力噴霧器の貸し出しを行ってい

るとともに、薬剤散布作業の実施が出来ない方のために、
薬剤散布作業を下記のとおり受託しています。
❖料　　金　50円／L（ICボルドー66Ｄ代金は別途）
❖申 込 先　JA信州うえだ東部営農センター
　　　　　　（☎62−3322）までお申し込みください。
　／農林課　農政係　☎64－5894

特別な支援の必要なお子さんについて
何でも話そう会

土砂災害に備えよう！ クルミ黒
こくはん

斑細菌病の防除について

問

問

問

問
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市からのお知らせ

〈広告欄〉

❖日　　時　随時（日程調整しますので下記までお問い
合わせください。）

❖場　　所　市役所別館２階　会議室（参加人数により
変更になる場合があります。）

❖内　　容　⑴捕獲に伴う知識について
　　　　　　⑵申請書類の記入、捕獲実施までの流れに
　　　　　　　ついて
　　　　　　⑶箱罠

わな

の取扱いについて（実技）
　　　　　　　※講習時間は概ね30分となります。
❖持 ち 物　筆記用具、印鑑
❖申し込み　随時受付しています。下記へお問い合わせ

ください。
❖そ の 他　
◦捕獲後の処置（殺処分および埋設）は基本的に自己
対応となりますが、処置が難しい場合は１頭につき
3,000円で猟友会への依頼も可能です。
◦申請書類を記入していただく際に、捕獲実施場所の
土地の地番が必要になりますので、農地での捕獲を
予定されている方は、事前に確認をお願いします。
◦講習会終了後、箱罠

わな

（捕獲資材）の配布を行います
ので、積み込み可能な車でお越しください。
　（箱罠

わな

寸法：0.4ｍ×0.4ｍ×0.8ｍ）
◦箱罠

わな

の貸出期間は原則３カ月以内となります。
◦箱罠

わな

は台数に限りがありますので、貸し出し中の場
合はお待ちいただく場合があります。
／農林課　耕地林務係　☎64－5898

❖日　　時　７月26日（水）　午前９時～午前11時
❖場　　所　東部人権啓発センター
❖定　　員　４名（先着順）　
❖申し込み　下記へお申し込みください。
　／人権同和政策課　男女共同参画係　☎64－5902

❖感染が疑われるときは医療機関で受診しましょう　
◦蚊に刺された数日後に発熱、発疹、関節痛などの症
状が出たら、医者に相談する。

※厚生労働省ホームページ＞健康・医療＞健康＞感染症
情報もご覧ください。≪http://www.mhlw.go.jp/≫
　／健康保健課　保健係　☎64－8882

　デング熱やジカウイルス感染症等を媒介する蚊（ヒト
スジシマカ）は、10月頃まで活発に活動します。
❖蚊（ボウフラ）の発生を防ぎましょう
◦家の周りに、水がずっと溜まっていて蚊が卵を産み
つけやすい場所を作らない。

❖蚊に刺されないようにしましょう　　　　　　　　　
　◦網戸はきちんと閉めて、家の中に侵入させない。
◦蚊取り線香や蚊取りマット、忌避剤（虫除けスプレ
ーなど）を使う。
◦忌避剤は正しく使い、「耳」にもつけ忘れないよう
に注意する。
◦屋外では、長袖、長ズボンを着用する。
◦海外の流行地へ出かける際は、蚊に刺されないよう
特に注意する。

蚊媒介感染症の発生件数
平成29年５月21日現在／（平成28年累計）
疾病名 全国 長野県

デング熱 67（338） １（４）
チクングニア熱 １（13） ０（０）
ジカウイルス感染症 １（12） ０（０）

ハクビシンの安全捕獲講習会

女性弁護士相談

蚊による感染症を予防しましょう

問

問

問
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市からのお知らせ

　家の中や寝ている間でも熱中症になる場合があり、小さな子どもや高齢者は、特に注意が必要です。
こまめな水分補給を心がけ、寝る前と朝起きたら、コップ 1杯の水を飲みましょう。

❖熱中症予防のポイント

★環境省熱中症予防情報サイトもご覧ください。≪http://www.wbgt.env.go.jp/≫
　／東御消防署　救急係　☎62－0119／健康保健課　保健係　☎64－8882

❖熱中症の分類と対処方法

外出時には… 室内では… 体に熱をためない…
・日傘や帽子の着用、日陰
を歩く
・こまめな休憩と水分補給
・天気の良い日は、日中の
外出をできるだけ控える

・扇風機やエアコンで温度
を調節
・遮光カーテン、すだれ、打
ち水など涼しくする工夫
・室温をこまめに確認する

・通気性、吸湿性、速乾性
のある衣服を着用する
・保冷剤、氷、冷たいタオ
ルなどで体を冷やす

　市では農業振興地域の整備に関する法律に基づき、特
に農業振興を図っていく地域を「農業振興地域」として、
優良農地の保全・確保に努めています。この「農業振興
地域」の農用地（農振農用地）を転用して農業以外の目
的に利用することはできません。やむを得ず住宅など他
の目的に利用したい場合は、農振農用地からの除外手続
きが必要です。
　次のとおり、農振農用地の除外申請の受け付けを行い
ますので、農振農用地以外への転用計画のある方は申請
してください。
❖申請期間　７月14日（金）～７月31日（月）
❖申請書類　下記にてお渡ししています。
　なお、除外が認められるためには、除外後に他の農
地への影響がないことや、農地転用の要件を満たすこ
と等が必要ですので必ず事前にご相談ください。
　　　　／農林課　農政係　☎64－5894

　６月26日は国際麻薬乱用撲滅デー、６月20日～７月
19日は薬物乱用を防止する「ダメ。ゼッタイ。」普
及運動期間です。体と心の健康と、生活の安全も脅
かす薬物の乱用を、世界から根絶しましょう。
★薬物は依存性が高く、自分の意志では止められな
　い「依存症」に陥ります。
★依存症は病気です。専門的な治療と周囲の理解、
手助けが必要です。一人で悩まず、だれかに相談
しましょう。
★薬物依存、乱用防止に関する相談は
　長野県精神保健福祉センター　☎026−227−1810
　または　上田保健福祉事務所　☎25−7149
　／健康保健課保健係　
　　☎64－8882
　　生活環境課生活安全係　
　　☎64－5896

重症度 症　状 対　処 医療機関への受診

軽症

重症

めまい・立ちくらみ・こむら返
り・大量の汗

・涼しい場所へ移動・安静
・水分補給 症状が改善すれば受診は必要あり

ません。ゆっくり休養しましょう。

頭痛・吐き気・体がだるい・体に
力が入らない・集中力や判断力の
低下

・涼しい場所へ移動・安静
・体を冷やす
・十分な水分と塩分の補給（様子
を見て無理には飲ませない）

自力で水を飲めない、症状の改善
が見られない場合は医療機関で受
診します。

意識がない・意識障害（反応がお
かしい、会話がおかしいなど）・
けいれん・運動障害（普段通りに
歩けないなど）

・涼しい場所へ移動・安静
・衣服をゆるめ体を冷やす（氷や
保冷剤があれば、首、脇の下、
太ももの付け根を集中的に）

すぐに１１９へ電話、救急車を呼
びましょう！
（通報はあわてず、はっきりと）

熱中症を予防しよう！　〜7月は熱中症予防強化月間です〜

農振農用地除外申請について 覚せい剤、麻薬、危険ドラックは
「ダメ。ゼッタイ。」！

問

　　・問申請

問
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〈広告欄〉

      

 掲載をご希望の方は、希望掲載号（１日・1６日）のお
よそ１カ月前までに下記へご連絡ください。ただし、
市の基準により掲載できない場合もあります。
●東御市総務部企画財政課 広報担当まで
　
　☎64－5806 FAX63－5431
メール　shiho-tomi＠city.tomi.nagano.jp

○日　時／７月２日（日）午前10時～正午
○場　所／くるみ幼稚園ホール・園庭
○その他／駐車場には限りがあります。乗り合わせでお越し
　　　　　ください。マイバッグ・小銭をお持ちください。
●問／くるみ幼稚園　☎62－0164

○日　　時／７月９日（日）午後１時より
○場　　所／文化会館サンテラスホールロビー
○参加団体／フルートアンサンブル
　　　　　　ピチカートアンサンブル
　　　　　　あうん
　　　　　　ハーモニカクラブ
　　　　　　ＴＮＳジャズオーケストラ
○そ の 他／とび入り歓迎
●問／音楽部会長　☎62－2344　

　高校生と大学生などの皆さんを対象に、夏休みを利用した
就業体験（インターンシップ）の参加者を募集しています。
就学中に就業体験することで職業観が身につき、社会人とし
ての進路をイメージすることができます。
○申込方法／７月３日（月）までに、下記へお申し込みくだ
　　　　　　さい。
●　　・問／上田職業安定協会（上田商工会議所内）
　　　　　　☎22－4500

○日　時／６月28日（水）午後７時～午後９時
　　　　　　　　　　　（午後６時30分開場）
○場　所／上田市交流文化芸術センター　
　　　　　サントミューゼ　大ホール
○内　容／・演奏（上田市立塩田中学校吹奏楽部）
　　　　　・パネルシアターによる活動報告
　　　　　　（防犯協会連合会女性部）
　　　　　・演劇「ウェイダー警察ショー」
　　　　　　（六文戦士ウェイダー　他）
○定　員／1,300名
●問／上田警察署生活安全課　☎22－0110
　　　東御市生活環境課　生活安全係　☎64－5896

○期　　間／７月１日（土）～７月10日（月）
○イベント／日時　７月１日（土）午後７時～
　　　　　　場所　大川区民広場

（雨天の場合は大川公民館）
　　　　　　内容　お祭り開催宣言　他
　※当日、先着130名のお子様にはお菓子等を用意し、お待ち
　　しています。
●問／大川ほたる祭り実行委員長　真壁　☎64－0170

○試　　験／日時：９月６日（水）午後１時～午後３時
　　　　　　場所：上田合同庁舎６階　講堂
○願書受付／期間：７月４日（火）～７月６日（木）
　　　　　　　　　午前９時～午後５時
　　　　　　場所：上田合同庁舎３階　301号会議室
○受 験 料／調理師6,200円・製菓衛生師9,400円
＊必要書類は下記で配布しています。詳細はお問い合わせく
　ださい。
●　　・問／上田保健福祉事務所　食品・生活衛生課　
　　　　　　☎25－7153

くるみ幼稚園バザー

第10回音楽部会発表会
おらほの町の音楽会　ロビーコンサート

就業体験に参加してみませんか

大川ほたる祭り

調理師試験・製菓衛生師試験

第３回　上小地域の安全・安心
まちづくり地域大会

申込

申込
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問／福祉課　地域包括支援係　☎64－5000 問／健康保健課　保健係　☎64－8882

個別予防接種　実施期間：通年
希望者(保護者)は、直接医療機関で予約してください。
持ち物：母子手帳、予診票、体温計
　　　　対象期間以外は、費用全額自己負担となりますので、ご注意

ください。詳細については、市ホームページか「保健ごよ
み」をご覧ください。

持ち物：母子手帳、おたずね票、赤ちゃんすくすくブック、食事用エ
　　　　プロン、もぐもぐ離乳食教室のみ離乳食のスプーン

受付時間：午後1時～1時15分（3歳児健診のみ午後0時45分～1時15分)
場 所：市保健センター（総合福祉センター2階）
持	ち	物：母子手帳、おたずね票、赤ちゃんすくすくブック　
　　　　　※1歳6か月児・2歳児歯科健診のみ歯ブラシ
　　　　　　（本人用・仕上げ用）・コップ

らくらく教室

中央公民館
（1階学習室）

毎週水曜日
午前10時~午前11時

５日、12日、
19日、26日

滋野コミュニティー
センター（2階）

毎週火曜日
午前10時~午前11時

４日、11日、
18日、25日

祢津公民館（2階） 毎週水曜日
午後２時~午後３時

５日、12日、
19日、26日

和コミュニティー
センター（2階）

毎週月曜日
午前10時~午前11時

３日、10日、
24日、31日

北御牧公民館
（2階）

毎週金曜日
午前10時~午前11時

７日、14日、
21日、28日

貯筋体操

福祉センター３階 第２・４火曜日
午後２時~午後３時 11日、25日

ゆったりプール教室
ゆぅふるtanaka
（費用		700円）

毎週月曜日
午後２時~午後２時45分

３日、10日、
24日、31日

かんたん体操

福祉センター３階 第１・３木曜日
午後２時~午後３時 ６日、20日

乳幼児健康診査 対　　象

４か月児健診 ７月26日（水） 平成29年３月生

10か月児健診 ７月19日（水） 平成28年９月生

１歳６か月児健診 ７月25日（火） 平成28年１月生

２歳児歯科健診 ７月20日（木） 平成27年５月生

３歳児健診 ７月18日（火） 平成26年５月生

ごっくん
離乳食教室

７月21日（金）
対象：平成29年２月生 場　所

市保健
センター

受付時間
午前9時15分
　　　～
午前9時30分

もぐもぐ
離乳食教室

７月７日（金）
対象：平成28年11月生

地域活動支援センター
　（対象：障がいや心に病を持った方など）

東御障がい者相談センター
さくら2階（田中185-2） 平日 午前10時~午後3時

はーと・ほっと・サロン
　（対象：心に病を持った方やその家族など）

滋野コミュニティー
センター（和室） ７月10日（月） 午後1時30分～

　　午後4時30分

相談名 実施日 時　間 場　所 申し込み 問い合わせ先

母と子の健康相談 毎週火曜日 午前９時～午前11時
市保健
センター

不要

精神科医による
こころの相談 ７月13日（木） 午後１時30分～

午後３時30分
予約制
2名まで

保健係
　☎64−8882

こころの健康・依存症
に関する相談 月～金曜日 午前９時～午後５時

総合福祉
センター

不要

生活習慣病相談　 月～金曜日 午前９時～午後５時 不要 健康増進係
　☎64−8883

脳いきいき相談 毎週水曜日 午前９時～午後４時30分 予約制（電話で） 地域包括支援係
　☎64−5000認知症介護家族の会 毎月第3金曜日 午後１時30分～午後３時 不要

生活・就労の総合相談
（経済的な困り事、引き
　こもり、求職など）

月～金曜日 午前９時～午後５時 不要
まいさぽ東御（東御市
社会福祉協議会内）
　☎75−0222

心配ごと相談 ７月７日（金） 午前９時～正午
（受付	午前11時30分まで）

東部人権
啓発センター 不要

人権同和政策係
　☎64−5902人権よろず相談

（法律・登記・行政・
　人権・消費生活など）

７月21日（金） 午前９時～午前11時
（受付	午前10時30分まで） 北御牧庁舎

法律相談のみ
予約制

その他不要

７月の地域包括支援センター案内 保健案内

福祉案内 問／福祉課　福祉援護係　☎64－8888

７月の相談コーナー （閉庁日を除きます）
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開館時間 火～金曜日：午前９時～午後６時30分  
     土・日曜日、祝日：午前９時～午後５時
休 館 日 月曜日（月曜日が祝日・休日の場合は開館し、

翌平日が休館）

★「くまのこ」による★おはなし子ども会
日　時　７月15日（土）午前10時30分から
対　象　未就学児〜小学生
テーマ　『夏！楽しもう！』
内　容　絵本・紙芝居・工作など

★図書館職員による★おはなし会
日　時　７月14日（金）午前10時30分から
対　象　未就園児とその保護者
テーマ　『ナツ☆キラキラ☆ワクワク』
内　容　パネルシアター・手遊び・絵本の読みなど

会場は、くるみの部屋
（絵本コーナー）です。

★休館のお知らせ★
月末図書整理日　６月30日（金）、７月28日（金）

　／東御市立図書館　☎64－5886

○チェーン・ピープル　　　　　　　　三崎　亜記：著
○まぬけなこよみ　　　　　　　　　津村　記久子：著
○公文書館紀行　　　　　　　　　　　　長井　勉：著
○ポピュリズムとは何か　
　　　　　　　　　　ヤン＝ヴェルナー・ミュラー：著
○やり抜く脳の鍛え方　　　　　　　茂木　健一郎：著
○ぼくの村は壁で囲まれた　　　　　　高橋　真樹：著
○ネットの高校、はじめました。　　　崎谷　実穂：著
○食のリテラシー　　　　　　　　　魚柄　仁之助：著
○明日、何を作ろう　　　　　　　　松浦　弥太郎：著
○ちひろと歩く信州　　　　　安曇野ちひろ美術館：編
○無肥料栽培を実現する本　　　　岡本　よりたか：著
○マジ文章書けないんだけど　　　　　前田　安正：著
○タティングレースことはじめ　　　　ｓｕｍｉｅ：著
○はじめての手作りアロマストーン　　平山　りえ：著
○深読み！絵本『せいめいのれきし』　　真鍋　真：著

○香菜とななつの秘密　　　　　　　　福田　隆浩：作
○アーサー王の世界２　　　　　　　　　斉藤　洋：作
○七福神の大阪ツアー　　　　　くまざわ　あかね：作
○時知らずの庭　　　　　　　　　　　小森　香折：作
○くじらじゃくし　　　　　　　　　　安田　夏菜：作
○月からきたトウヤーヤ　　　　　　　　蕭　甘牛：作
○メキシコへ	わたしをさがして　
　　　　　　　　　　　パム・ムニョス・ライアン：作
○これあな　　　　　　　　　　みやにし　たつや：作
○かさちゃんです。　　　　　　とよた　かずひこ：作
○もりのとしょかん　　　　　　ふくざわ　ゆみこ：作
○NEWウォーリーをさがせ！　
　　　　　　　　　　マーティン・ハンドフォード：作
○にいちゃんのなみだスイッチ　　　　青山　友美：絵
○うさぎのダンスタイム。はじまるよ！　
　　　　　　　　　　　　　　　エリー・サンドル：作
○にじいろでんしゃはっしゃしまーす！　

間瀬　なおかた：作
○エーくんビーくんのなんでもつくります！　

中垣　ゆたか：作

❖ 一 般 書

❖ 児 童 書

　／東部子育て支援センター（すくすくひろば）　☎64－5814
　　北御牧子育て支援センター（みまき未来館内）☎67－3676

ママ～ずのリズムあそび ４日㈫ 午前10時30分～午前11時15分
わんぱくおさんぽひろば ７日㈮ 午前10時～正午
育児座談会 11日㈫ 午前10時30分～午前11時30分
おもちゃドクター 13日㈭ 午前10時～午前11時
ママ～ずのおはなし絵本 18日㈫ 午前10時30分～午前11時
すくすく相談　
テーマ「レッツ！トイレトレーニング」

26日㈬ 午前10時～午前11時15分

７月生まれのお誕生日会 27日㈭ 午前11時～午前11時30分
子育て期の母親のための就労相談 27日㈭ 午前10時～正午

0 歳児のママひろば① ３日㈪
ふれあいひろば ５日㈬
わんぱくビクス 12日㈬
0歳児のママひろば② 19日㈬
おもちゃドクター 27日㈭

北御牧子育て支援センター
（みまき未来館） 14日㈮ 内容

水あそびをしよう
持ち物　水筒
雨天の場合は
「新聞紙あそび」

滋野コミュニティーセンター 20日㈭
東部子育て支援センター
（市民交流ひろば） 21日㈮

祢津公民館 25日㈫
和コミュニティーセンター 28日㈮

東部子育て支援センター（すくすくひろば）

北御牧子育て支援センター（みまき未来館）　
　　　　　　　　時間：午前10時～午前11時30分

ぽけっとひろば　　　時間：午前10時～午前11時

７月の行事予定

行事の詳細は子育て応援ポータルサイト「すくすくポケット」
http：//tomi-sukusuku.jp

みんなあつまれー！	わんぱく！おさんぽひろば　
７日（金）午前10時～正午（集合時間9時45分）雨天決行
　集合場所　芸術むら公園（管理棟前）
　講　　師　身体教育医学研究所　渡邉　真也氏
　服　　装　親子共動きやすく、汚れても良い服と靴
　持 ち 物　お弁当、水筒、着替え、帽子、長靴、雨具、敷物、ごみ袋、虫かごなど

園　名 電話番号 日　時
田中保育園
滋野保育園
和保育園

☎62－1602
☎63－6468
☎63－6815

21日㈮		
午後４時～午後５時30分
夏まつりを一緒に楽しみましょう。

祢津保育園
北御牧保育園

☎63－6816
☎67－2093

14日㈮		午後４時～午後５時30分
夏まつりを一緒に楽しみましょう。

海野保育園 ☎62－2800

14日㈮		午前９時30分～午前11時
泥んこ遊びを一緒に楽しみま
しょう。　持ち物　着替え、水筒
（雨天時は、室内でリズム遊び
をしましょう）

くるみ幼稚園 ☎62－0164

12日㈬	午前10時20分～午前10時50分
年少さんと一緒に水遊びをしよう
（水着持参）　雨天の場合は「室
内運動」

市
立
保
育
園

図書館だより 新着本案内子育てインフォメーション子育てインフォメーション7月

円  開  放園  開  放7月

問

問
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月日 医療機関名 電話番号

６月18日 春原整形外科クリニック 64−6200

６月25日 中島医院 67−2777

７月２日 東御市立みまき温泉診療所 61−6002

７月９日 ほしやま内科 62−3115

７月16日 東御記念セントラルクリニック 62−1231

日 曜 当 番 医

　／健康保健課　保健係　☎64－8882

診療時間：午前9時～午後5時

※緊急の場合は主治医に連絡し、主治医不在の場合は当番医に連絡してください。
※急きょ当番医が変わることがあります。次の電話案内等で確認してください。
♦休日・夜間当番医の電話案内　長野県救急医療情報センター　ナビダイヤル		☎0570－088199

休日の歯科救急治療
上田小県歯科医師会

休日歯科救急センター
診療時間：午前9時〜午後3時
住　　所：上田市材木町1-3-6
電話番号：24－8020
（カーナビ検索用☎0268−22−2160）

夜間の内科・小児科 上田市内科・小児科初期救急センター　診療受付時間：午後7時～午後10時30分　電話相談時間：午後7時～午後11時
電話で診療受付をしてください。内科：☎21－2280・小児科(15歳以下)：☎21－2233

休日・夜間当番薬局 上田薬剤師会のホームページで確認してください。≪http://www.uedayaku.org/touban	≫

問


