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お知らせ版 №344（2019.３.１）①

　／東御消防署　予防係　☎62－0119

　／農林課　耕地林務係　☎64－5898

　春先は、特に空気が乾燥し、山火事が起こ

りやすくなっています。市民の皆さん一人ひ

とりが、身近な火に目をむけるよう心がけま

しょう。この運動期間中は、火災予防に特に

気をつけて、かけがえのない地域の森林を皆

さんの手で守りましょう。

　市内では、昨年３～４月だけで、たき火による火災が11件も発生してしまいました。市

内で１年間に発生した火災のうち、約65％がこの２カ月間に発生する異常な事態でした。

また、昨年の火災発生件数は、上田広域管内全体では43件で前年より18件減少した一方、

市内では17件で３件増加してしまいました。

　たき火をする時は必ず消防署へ連絡し、消火の準備をしてから、その場を離れずに行う

ようにしてください。また、風の強くなる午後のたき火は控えて

ください。たき火を実施した後はしっかり消火をし、火が消えて

いることを確認してから帰るようにしましょう。

火災を発生させないためには、一人ひとりの心がけが重要です。

火の取り扱いには十分注意し、火の用心を心がけましょう。

「忘れない　豊かな森と　火の怖さ」

たき火が原因の火災に気をつけましょう

山火事にご注意�
春の山火事予防運動 ３月１日～５月31日

問

問

●問い合わせは、特別な記載がない限り平日の開庁時間
　（午前８時30分～午後５時15分）とさせていただきます。
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❖日　時　３月17日（日）午後２時～午後３時30分
　　　　　　　　　　受付　午後１時15分
❖場　所　中央公民館２階　講義室
❖演　題　「思いは地球規模　行動は足元から」
　　　　　～環境問題の基本はABC～
❖講　師　東御市ごみ減量３Ｒ推進委員会
　　　　　会長　森

もり

　まり子
こ

 氏
※３Ｒとは、リデュース（ごみを減らす）、リユース

（繰り返し使う）、リサイクル（再び資源に使う）の
英語の頭文字をとったものです。

　／生活環境課　クリーンリサイクル係
　（東部クリーンセンター）☎63－6814

❖日　　時　４月３日（水）午前10時～午前11時30分
❖場　　所　東御中央公園　ハーブ園
❖講　　師　㈱楽月園（滋野乙3415−１）
❖定　　員　10名程度。当日参加も受け付けますが申

込者優先です。
❖服装・持ち物　作業のできる服装、剪定はさみ、軍手
❖申込期限　３月27日（水）
　　　　／建設課　都市計画係　☎64－5914　

❖日　　時　３月23日（土）午前９時～午前10時30分
❖場　　所　JA信州うえだ滋野店　旧倉庫前
❖参 加 費　EMボカシの材料費
　　　　　　800円／本（15kg容器）
　　　　　　600円／本（11kg容器）
❖持 ち 物　ボカシ持ち帰り用の容器（洗浄して持参し

てください）、ゴム手袋、長靴等
❖申し込み　材料手配のため、必ず申し込みが必要です。

３月14日（木）までに、①～④の事項を添
えて、下記へお申し込みください。

　　　　　　①氏名・住所・電話番号
　　　　　　②持ち帰りボカシ本数（15kg・11kg）
　　　　　　③ボカシ容器（11kg）の注文を希望する場
　　　　　　　合　400円／本
　　　　　　④生ごみの発酵堆肥化用容器の注文を希望
　　　　　　　する場合　2,100円／本（申請により、市
　　　　　　　から８割の補助を受けられます。）
【EMボカシとは？】

　米ぬか、もみ殻、EM菌などを混ぜて発酵させたも
ので、生ごみに振りかけて発酵させることで堆肥を作
ることができます。

　　／生活環境課　クリーンリサイクル係
　　（東部クリーンセンター）☎・FAX63－6814
　／有機農楽くらぶ（旧東部EM研究会）☎63－6450

❖面 積　１区画約100㎡（約30坪）
❖利 用 料　１区画3,000円　
❖利用期間　契約日～12月31日
　　　　　　※善良な管理をもって耕作いただいた場合

　は継続利用も可能。
❖募集期間　３月１日（金）から
❖申し込み　下記へ電話でお申し込みください。（先着順）
❖そ の 他　春にJA専門指導員を講師に栽培講習会を開

催する予定です。
　　　　／東御市農業農村支援センター（別館２階）
　　　　　☎64－5887

農園名 募集区画数 農園のおおよその位置（看板あり）

常　田 １区画

グリーンパーク通りから春原整形
外科様南側道路を東部中学校方向
へ、途中の墓地の間の細い道路を
右折約80ｍ

海野宿 ２区画 海野宿駐車場からバイパス道路を
西へ約400ｍ

加　沢 １区画 城ノ前サン薬局様駐車場北側道路
を右折約150ｍ

滋　野 ２区画
浅間サンライン小諸方面へ向かい
「別府」の信号を右折後、高速南
の側道を右折約300ｍ

海善寺 １区画 県営日向ヶ丘団地（元西部保育園
跡地西の縦道）を北へ約400ｍ

白水平 ３区画 八重原　
ハルディン篠原様ハウスの西隣

ごみ減量化・３Ｒ推進講演会 ラベンダー刈り込み講習会

生ごみ堆肥化用ボカシ作り講習会

家庭菜園「ふれあい市民農園」
利用者追加募集

募　集・イベント

申込

問

問

　　・問申込

　　・問申込
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❖活動内容　＊道路沿いの花壇（市内３箇所）のサルビ
　　　　　　　アやチューリップ等植栽、草取り

＊沿線の企業・学校・区の皆さまと一緒に
グリーンパーク通りのゴミ拾い、除草イ
ベント（年２回）

　　　　　　＊先進地視察等
❖活動日時　主に土曜日午前中
❖申し込み　下記へ電話、Ｅメールでお申し込みください。
　　　　／緑のサポーター事務局
　　　　　（建設課　都市計画係）☎64－5914
　　　　　Ｅメール　kensetsu@city.tomi.nagano.jp

　県では、県民の皆さまの健康を保護するため、PM2.5の濃度が基準を超えると予想される場合、注意を呼びかけま
す。PM2.5は粒径が非常に小さく肺の奥深くまで入りやすいことから、健康への影響が懸念されています。注意喚起
があった場合は、下記「注意喚起時における注意事項」に努めましょう。
　市では、県が注意喚起した場合、メール配信、市ホームページおよびFMとうみ等で周知します。
【注意喚起時における注意事項】
　①不要不急の外出や屋外での長時間の運動をできるだけ控える。
　②屋外になるべく出ないようにし、屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にする。
　③屋外で活動する際には、高性能な防塵マスクを着用する。
　④体調変化が大きい場合は医師の診察を受ける。
※注意喚起の基準：PM2.5濃度の１日平均値が70μg／㎥を超えると予想される場合
　／県水大気環境課　☎026－235－7177　生活環境課　環境対策係　☎64－5896

❖活動内容　東御中央公園ハーブ園でのハーブの植え付
け、草取り、花摘み、刈り込み（春～秋）

❖活動日時　第１・３・５水曜日　午前中
❖申し込み　下記へ電話、Ｅメールでお申し込みください。
　　　　／とうぶハーバリストサークル事務局
　　　　　（建設課　都市計画係）☎64－5914
　　　　　Ｅメール　kensetsu@city.tomi.nagano.jp

❖開 催 日　５月11日（土）
❖場　　所　東御市中央公園一帯
❖出店について
　　　　　　＊工作等、子どもが体験できるコーナーや
　　　　　　　飲食物の提供を行う団体および個人とし
　　　　　　　ます。（材料費の一部補助あり）　
　　　　　　＊市外団体は無料で体験できる催しのみと
　　　　　　　します。
❖そ の 他　＊参加団体による実行委員会を事前に数回
　　　　　　　開催します。
　　　　　　＊営利を主目的とした活動は参加できません。
❖申込期限　３月22日（金）
　　　　／教育課　青少年教育係　☎64－5906

❖対　　象　市内在住で、議会が行う広報に関心を持ち、
かつ、公正な社会的見識を有する満18歳以
上の方

❖定　　員　10名
❖任　　期　委嘱状を交付された日から1年間
❖内　　容　＊議会広報に関するアンケートへの回答　
　　　　　　　（年４回）
　　　　　　＊モニター会議（年２回）への出席
　　　　　　＊薄謝あり
❖申込期限　４月５日（金）
　　　　／議会事務局　庶務係　
　　　　　☎64－5810　FAX62－5040
　　　　　Ｅメール　gikai@city.tomi.nagano.jp

緑化ボランティア募集とうぶハーバリストサークル
メンバー募集

子どもフェスティバル参加団体募集 議会広報モニター募集

微小粒子状物質（PM2.5）における注意喚起の実施

募　集・市からのお知らせ

問

　　・問申込

　　・問申込

　　・問申込

　　・問申込

県ホームページ
微小粒子状物質

（PM2.5）について
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❖趣　　旨　市では地球温暖化対策地域推進計画の普及
啓発に関する事項を協議するため、委員を
募集します。

❖応募資格　市内在住または在勤で、平成31年４月１日
現在満20歳以上の方

❖任　　期　３年間
　　　　　　（４月１日～平成34年（2022年）３月31日）
❖募集人数　若干名
❖応募方法　応募用紙に必要事項と「応募の動機」を

800字程度にまとめご提出ください（持参、
郵送、メール可）。

　　　　　　応募用紙は下記へご請求いただくか、市の
ホームページから入手できます。

❖選考方法　書類選考し、結果はご本人にお知らせしま
す。

　　　　　　なお、提出いただいた書類は返却しません
ので、ご了承ください。

❖応募締切　３月25日（月）
　　　　／生活環境課　環境対策係　☎64－5896　
　　　　　Ｅメール　seikan@city.tomi.nagano.jp

❖募集内容　城の前遺跡、田中・下沖遺跡他の田中地区
における発掘作業（調査は４月上旬～６月
下旬の予定）※雇用期間は各人30日未満

❖勤務条件　＊発掘現場まで自ら通勤できる方
　　　　　　＊健康で、体力に自信のある方
　　　　　　発掘調査に勤務した経験がある方を優先し

ます。
❖募集人数　10名以内
❖勤務時間　平日午前８時30分～午後５時
　　　　　　（基本１日６時間以上。短時間可。）
❖賃　　金　日額6,500円（７時間30分）、時給867円
　　　　　　旅費等の支給はありません。
❖応募書類　｢発掘調査作業員採用試験申込書｣に履歴書

（市販品）を添付して、お申し込みくださ
い。申請書類は下記に用意してあります。

❖応募締切　３月20日（水）
❖採用試験　応募締め切り後、書類選考の上、面接を行

い、採用を決定します。
❖そ の 他　労災保険に加入。社会保険・雇用保険は非

加入。雨天時等は勤務なし。
　　　　／教育課　文化財係　☎75－2717

❖開  催  日　３月16日（土）　　
❖日　　程　
　午前８時20分　中央公民館南側駐車場集合
　午前８時30分　出発
　午前10時～午前11時　群馬県立文書館見学
　午前11時30分～午後０時20分　
　　保渡田古墳群、かみつけの里博物館見学
　　（古墳の特別展開催）
　午後２時～午後３時30分　群馬県立歴史博物館見学
　午後５時　中央公民館南側駐車場到着、解散
❖募集人数　25名（市中型バスを利用します。）
❖申込期限　３月14日（木）午後５時
❖そ  の  他　文書館の役割や埋蔵文化財の保護に興味の

ある方を募集します。入館料、昼食代は各
自負担となります。

　　　　／教育課　文化財係　☎75－2717

　市の国民健康保険に加入している方が、大学就学等に
より市外へ住民票を移す場合は、申請により引き続き家
族と同じ世帯の一員として東御市国保の保険証を交付し
ます。世帯に該当する方がいる場合は、学生用の保険証
に切り替える必要がありますので、手続きをお願いしま
す。
❖持ち物
　①転出する方の国民健康保険証　　
　②認印
　③入学の場合は入学の確認がとれる書類（合格通知書、
　　入学許可証など）

在学の場合は有効期限が確認できる学生証（コピー
可。ただし両面必要。）または在学証明書（原本）

　④来庁される方の本人確認書類（運転免許証等）
　⑤世帯主のマイナンバー、学生のマイナンバー（通知
　　カードまたは個人番号カード）
　／市民課　国保年金係　☎75－8810

東御市地球温暖化対策
地域推進協議会委員募集 遺跡発掘作業員募集

文化財教室参加者募集
国民健康保険 遠隔地学生用保険証の

切り替え手続きのご案内

募　集・市からのお知らせ

HP

　　・問応募

　　・問申込

　　・問申込問



選挙権は
18歳以上!
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　長野県議会議員一般選挙が、４月７日（日）に行われます。地域の代表を選ぶ大切な選挙です。選挙公報などを通
じて、候補者をよく知り、よく考えて大切な一票を投票しましょう。

　市内に３カ月以上引き続き住んでいる日本国民（平成30年12月28日
までに転入手続きをした方）で、４月８日（月）までに満18歳以上と
なる方です（選挙人名簿に登録されている方）。
※投票日までに県外へ転出した場合は、選挙人名簿に登録されていて

も投票できません。

❖投票できる方

❖４月７日に投票に行かれない方は期日前投票・不在者投票をしましょう

❖郵便などによる不在者投票について

　投票日に仕事がある方、レジャー等で他の市町村にお出掛けの方等は、期日前投票ができます。
また、病院など施設に入院されている方は、病院や施設で不在者投票ができる場合があります。病院・施設等にご
確認ください。

　次の条件に該当する方は、自宅などで投票できる「郵便投票制度」が利用できます。事前に証明書の交付申請が
必要ですので、早めに市選挙管理委員会へお問い合わせください。投票用紙の請求期限は、４月３日（水）です。

＊身体障害者手帳をお持ちで、次の障がいの程度に該当する方
　　　＜障がい名・障がいの程度＞
　　　　・両下肢、体幹、移動機能…１級または２級　　
　　　　・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸…１級または３級
　　　　・免疫、肝臓…１～３級
＊戦傷病者手帳をお持ちで、次の障がいの程度に該当する方
　　　＜障がい名・障がいの程度＞
　　　　・両下肢・体幹…特別項症から第２項症まで
　　　　・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓…特別項症から第３項症まで
＊介護保険法上の要介護者で、要介護状態区分が「要介護５」の方

　／東御市選挙管理委員会　☎64－5809

❖日　時　３月25日（月）　午後２時～
　　　　　　　26日（火）　午後７時～
　　　　　※40分程度を予定しています。ご都合のよい日に出席してください。
❖場　所　北御牧公民館２階　講堂
❖内　容　３月31日で川西清掃センターが操業停止することに伴う、北御牧地区の分別ルールの一部変更について

※北御牧地区の各区公民館において市民説明会を開催していますが、各区の説明会に出席できなかった方
　を対象に市民説明会を開催します。

　／生活環境課　クリーンリサイクル係（東部クリーンセンター）　☎63－6814

期日前投票所 期間および時間

東御市役所本館２階　全員協議会室 ３月30日（土）～４月６日（土）午前８時30分～午後８時

北御牧庁舎、滋野コミュニティーセンター、
祢津公民館、和コミュニティーセンター ３月31日（日）～４月６日（土）午前10時～午後５時

長野県議会議員一般選挙　４月７日（日）

北御牧地区ごみ処理に関わる市民説明会

市からのお知らせ

問

問
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 掲載をご希望の方は、希望掲載日（毎月１日・1６日）
の２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。
●東御市企画振興部企画振興課 広報担当まで
　
　☎64－5806 FAX63－5431
Eメール　shiho-tomi＠city.tomi.nagano.jp

～ガールスカウト体験のおさそい～
○日　時／３月17日（日）午後１時30分～午後３時30分
○場　所／中央公民館
○内　容／・ゲーム　
　　　　　・おやつを作ろう　
　　　　　・クラフト
○対　象／幼稚園、保育園～小学生の女子
●問／ガールスカウト第35団　柳沢　☎62－2137

○日　時／３月17日（日）午前９時～午後５時
○場　所／中央公民館
○参加費／会員1,000円
　　　　　一般1,500円（女性、高校生以下500円）
　　　　　※賞品多数あり。昼食は用意します。
●問／囲碁部長（寺島）☎62－2919

～離婚・別居を決める前に私たちと話してみませんか～
○日時・会場／３月24日（日）午前９時～午後７時
　　　　　　　長野市ふれあい福祉センター
　　　　　　　（長野市役所東）☎026－227－3707
○内　容／離婚相談（予約制）
　　　　　（離婚・別居後の子どもへの精神的支援等）
○相談員／臨床心理士、離婚相談員
○相談料／相談は無料。
　　　　　ただし、会場費等NPOに2,000円いただきます。
●問／NPO子ども・家庭支援センターH

ハ 　 グ

UG（降旗）
　　　☎0263－83－2745    FAX0263－83－4161

進学や就職などで引っ越しをされた方は、原則、住
んでいる寮・アパート等が住所地となります。住民票は
選挙人名簿などの各種の登録や行政サービスにつながる
大切な情報ですので、忘れずに異動の手続きをしてくだ
さい。
❖他の市区町村に転出・転入される場合
　＊市民課市民係窓口へ
　　転出予定日の14日前から転出当日の間に、転出届を
　提出して転出証明書を受け取る。
　＊引越先の市区町村へ
　　転入した日から14日以内に、転出証明書を添えて転
　入届を提出する。
❖東御市内で転居される場合
　転居した日から14日以内に、転居届を提出する。
※届け出の際は、本人確認書類の他、マイナンバーの通

知カードまたはマイナンバーカード、住民基本台帳カ
ード（お持ちの場合）もお持ちください。

　／市民課　市民係　
　　☎75－2007

❖日　　時　３月27日（水）午前９時～午前11時
　　　　　　（１人30分４名まで）
❖場　　所　東部人権啓発センター２階　相談室
❖対 象　市内に在住、勤務されている方
❖内　　容　ＤＶ、結婚・離婚、隣人とのトラブル等、

法律相談に関すること
❖申し込み　必ず下記へ電話で予約してください。
　　　　　　※託児を希望される方はお申し込みの際に
　　　　　　　お申し出ください。
　　　　／人権同和政策課　男女共同参画係　
　　　　　☎64－5902

　院内電子カルテシステムの全面更新のため、３月16日
（土）午後２時 から18日（月）午前８時まで、救急を含
む外来診療を休診します。
　なお、システム更新後２週間程度は、診察時間や待ち
時間が多少長くなる可能性があります。誠にご不便をお
かけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
　／東御市民病院　庶務係　☎62－0050

相談会のお知らせ

いっしょに　あ・そ・ぼ

第７回　桜花杯囲碁大会

引っ越ししたら住民票を移しましょう

女性弁護士による法律相談

市民病院休診のお知らせ

市からのお知らせ

問

問

　　・問申込
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　／とうみケーブルテレビ　☎67－2981　　企画振興課　広報統計係　☎64－5806

　東御市内の話題や保育園・幼稚園、学校の活動をお伝えします。

　／エフエムとうみ　☎63－1003　　企画振興課　広報統計係　☎64－5806

【放送時間　６時～　12時～　18時～】❖Weekly ! ウィークリーとうみ 毎週金曜日更新

❖ずくさち体操　～90歳まで自分の足で～　　　　 【放送時間　５時15分～　８時30分～　14時30分～】　

❖ラジオ市報とうみ 午前７時40分～　午後０時40分～　午後６時40分～　  ❖告別式のお知らせ　午後６時50分～
❖そよ風にのせて　毎週火曜日　午前11時～午前11時55分　
❖地域おこし協力隊活動中　毎週月曜日　午前９時30分～午前10時
❖子育て応援団　毎週水曜日　午前９時～午前９時15分、毎週金曜日　午後１時～午後１時15分

【放送時間　９時～　15時～　21時～】≪番組案内≫３月１日（金）～４月３日（水）

※番組の内容は都合により変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。最新の番組表は市ホームページからもご覧いただけます。

 ３月の市民情報広場の放送内容　毎週月～木曜日　午前８時35分～午前８時50分 都合により内容は変更になる場合があります。

放送日 内　　　　容 出演

18～21日
公民館での講座の募集 生涯学習課
田中地区の地域づくり 地域づくり・移住定住支援室

25～28日
海野マレットゴルフ場について 文化・スポーツ振興室
生活環境課からのお知らせ 生活環境課

放送日 内　　　　容 出演

４～７日
火災予防について 東御消防署

北御牧地区ごみ処理体系
の変更について 生活環境課

11～14日 保健ごよみ 健康保健課

問

１日 （金） 和菜園倶楽部の花豆栽培

２日 （土） どんどこ！巨大紙相撲大会　雷電東御場所

３日 （日）
平成31年加沢区立志式
認知症講演会「認知症との付き合い方」
講師：岩橋輝明氏・土屋優子氏（10時、16時、22時）

４日 （月）
月刊とうみチャンネル２月号〜前半〜
シンビズム２〜信州ミュージアム・ネットワーク
が選んだ20人の作家たち〜（10時、16時、22時）

５日 （火） 月刊とうみチャンネル２月号〜後半〜
東御市議会平成31年３月定例会開会（10時、16時、22時）

６日 （水） ＜生中継９：00〜＞東御市議会
平成31年３月定例会一般質問（代表）

７日 （木） ＜生中継９：00〜＞東御市議会
平成31年３月定例会一般質問（代表・個人）

８日 （金） ＜生中継９：00〜＞東御市議会
平成31年３月定例会一般質問（個人）

９日 （土） 第23回長野県小学生アンサンブル交歓会〜前半〜

10日 （日） 第23回長野県小学生アンサンブル交歓会〜後半〜

11日 （月） みんな元気に！もうすぐ１年生〜田中保育園〜

12日 （火） みんな元気に！もうすぐ１年生〜滋野保育園〜

13日 （水） みんな元気に！もうすぐ１年生〜祢津保育園〜

14日 （木） みんな元気に！もうすぐ１年生〜和保育園〜

15日 （金） みんな元気に！もうすぐ１年生〜北御牧保育園〜

16日 （土） みんな元気に！もうすぐ１年生〜海野保育園〜

17日 （日）
みんな元気に！もうすぐ１年生〜くるみ幼稚園〜
くるみ幼稚園「春のくるみ会」
（10時、16時、22時）

18日 （月）
みんな元気に！もうすぐ１年生
〜田中保育園〜（９時、15時、21時）　
〜滋野保育園〜（10時、16時、22時）

19日 （火）
みんな元気に！もうすぐ１年生
〜祢津保育園〜（９時、15時、21時）
〜和保育園〜（10時、16時、22時）

20日 （水）
みんな元気に！もうすぐ１年生
〜北御牧保育園〜（９時、15時、21時）
〜海野保育園〜（10時、16時、22時）

21日 （木） みんな元気に！もうすぐ１年生〜くるみ幼稚園〜

22日 （金） 平成30年度東御清翔高校学習発表会〜前半〜

23日 （土） 平成30年度東御清翔高校学習発表会〜後半〜

24日 （日） 平成30年度卒業式〜東御清翔高校〜

25日 （月） 平成30年度卒業式〜東部中学校〜

26日 （火） 平成30年度卒業式〜北御牧中学校〜

27日 （水） 平成30年度卒業式〜田中小学校〜

28日 （木） 平成30年度卒業式〜滋野小学校〜

29日 （金） 平成30年度卒業式〜袮津小学校〜

30日 （土） 平成30年度卒業式〜和小学校〜

31日 （日） 平成30年度卒業式〜北御牧小学校〜

４月１日（月） どんどこ！巨大紙相撲大会　
雷電東御場所

２日 （火） 第23回長野県小学生アンサンブル交歓会〜前半〜

３日 （水） 第23回長野県小学生アンサンブル交歓会〜後半〜

再

再

再

再

再

再

再

再

再

再

※エフエムとうみの愛称が
　「はれラジ」に決まりました！

　　　　行政情報ラジオ番組　　　　　はれラジ※　78.5MHzで放送中

スマートフォンからウィークリーとうみが
視聴できます。とうみチャンネル

問



〜この市報とうみ「お知らせ版」は再生紙及びベジタブルインクを使用しています。〜

　／健康保健課　保健係　☎64－8882

●発行／長野県東御市　〒389−0592　東御市県281−２　☎0268−64−5806　FAX0268−63−5431
　　　　Ｅメール　shiho-tomi@city.tomi.nagano.jp　　ホームページ　http：//www.city.tomi.nagano.jp/　
●編集／東御市企画振興部企画振興課　●印刷／㈱アオヤギ印刷　● HP の記載がある場合は市ホームページをご覧ください。
●参加費（受講料）、申し込みの記載のないものは、参加費無料、申込不要です。　　●問い合わせ先の市外局番（0268）は省略しています。

平成31年３月１日No.344
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～　休日・夜間の救急医療案内　～

休日・夜間当番薬局 上田薬剤師会ホームページで確認してください。≪http://www.uedayaku.org/touban≫
小 児 救 急 電 話 相 談 ☎＃8000（または☎0263−34−8000）　受付時間：午後７時～午後11時

　日　曜　当　番　医　　診療時間：午前９時～午後５時
月日 医療機関名 電話番号 ＊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･夜間緊急医案内サービス≫
　 ☎0570−088−199　

３月３日 酒井医院 ☎64−3170
３月10日 東御市民病院 ☎62−0050
３月17日 せき内科クリニック ☎64−7171
３月24日 ささき医院 ☎64−3711
３月31日 祢津診療所 ☎62−0273

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　☎24−8020 
診療時間：午前９時～午後３時／住所：上田市材木町１−３−６（上田小県歯科医師会館内）

夜間の内科・
小児科診療　

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

問


