
今月のバランス献立 

財源確保のため有料広告を掲載しています。広告については市が推奨するものではありません。内容については直接広告主へお問い合わせください。 

の母子健康診査、BCG予防接種、教室のお知らせ １月 
持ち物 定員 対象 受付時間（開催時間） 日 種別 

看護師・保健師・管理栄養士が担当します ★あなたの健康づくりを応援します 

健康ホットライン 
1２７－１０２１（相談専用です） 

事業名 内　　容 日　時 

月～金（祝日は除く） 
午前９時３０分～１１時 

１２月１６日 １月２０日  
※要予約 
※上記以外の日程でも 
　相談可能 

ご自身や家族の健康について、また、育児に関する
ことを専用電話で、保健師が相談をお受けします。 

健康相談 
月～金（祝日は除く） 
午前９時～午後５時 
※要予約 
　電話相談可 

生活習慣病など健康に関すること。 
血圧・尿・体脂肪・喫煙度・ストレスチェック・HbA１c
簡易測定もできます。 

こころの健康相談 こころの不調への早期対応、予防に関すること。 

家庭訪問 ご家庭に訪問して、相談をお受けします。 

栄養相談 食生活に関する相談を管理栄養士がお受けします。 

場所・予約・問い合わせは保健センター 

くすり安心電話 

津島海部薬剤師会
会員が、緊急時の薬
の相談に応じます。 
 
午後９時～翌日午前
９時 
 
1０９０-２１３６-３８５８ 

妊産婦歯科 
健康診査 ２４ 午後１時～２時 

（指定された時間） 

妊娠中の方、出産後１年以内の方 
内容：歯科健康診査、ブラッシング指導等 
※妊娠中１回（安定期のときに受けてください）、 
産後１回受けることができます 

１８人 
予約制 

母子健康手帳 
手鏡、歯ブラシ 
タオル 

２歳児歯科 
健康診査　 １２ 午後１時～１時４５分 平成２７年１月生のお子さん 

（３歳未満まで受診可） 
４０人 
予約制 

母子健康手帳、問診票 
仕上げ磨き用歯ブラシ 
タオル 

―― ＢＣＧ 
予防接種 １７ 午後１時２０分～２時 生後１歳に至るまでのお子さん 

※対象者に個別通知をします 
母子健康手帳 
BCG予診票 

―― ４カ月児 
健康診査 

１１

２５
午後１時～２時３０分 
（指定された時間） 

生後４カ月を過ぎたお子さん 
※対象者に個別通知をします 
（１歳未満まで受診可） 

母子健康手帳 
問診票 

―― 
２０

２７
３歳児 
健康診査 午後１時～１時４５分 

平成２６年１月生のお子さん 
※対象者に個別通知をします 
（４歳未満まで受診可） 

母子健康手帳 
問診票 
視力･聴力アンケート 

―― １歳６カ月児 
健康診査 午後１時～１時４５分 

平成２７年６月生のお子さん 
※対象者に個別通知をします 
（２歳未満まで受診可） 

母子健康手帳 
問診票 

１９

２６

離乳食 
前期 １８ 午前９時４５分～１０時 

(午前１０時～１１時３０分)

教室開催月に４～７カ月ごろになるお子さんを 
もつ保護者 
内容：離乳食初期から中期のお話と試食など 

２５人 
予約制 母子健康手帳 

☆健康診査はすべて１～２時間程度かかります。乳幼児健康診査を受けていない方は、保健センターの保健師がご家庭を訪問します。      

☆３歳児健康診査では当日会場で尿検査を実施します。      

☆麻しん（はしか）、風しん（三日ばしか）、水痘（水ぼうそう）、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）、インフルエンザ、とびひ等にかかっている方は、

医師の許可が出てからお越しください。      

☆予約制の場合は、定員になり次第締め切らせていただきます。      

☆暴風警報等が、愛知県西部地方に発令された場合は実施できないことがありますので、保健センターにお問い合わせください。     
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市立図書館  
２５‐２１４５  

――――― 　 　 ――――― ――――― 　 　 ――――― 

皆さんと本との出会いを求めて、  
新着の図書をご紹介します。  

※毎月第４火曜日は、館内整理のため、分室（生涯学習センター、神島田公民館）もお休みします。 
　ご自宅から図書館ホームページで蔵書検索ができますので、ご利用ください。 
　津島駅構内（津島総合案内所）に「図書返却ポスト」を設置していますので、ご利用ください。 

児童書 一般書 

［ 　 １２月の休館日 　 ］ 

『透明犬メイ』　辻 貴司　作　丹地 陽子　絵　岩崎書店 
 

２７日
２９日 ～１月３日 　年末年始 

『大勢の中のあなたへ』　ひきた よしあき　著　杉浦 範茂　絵　朝日学生新聞社 

『ピーターラビットの世界へ 
ビアトリクス・ポターのすべて』 

　河野 芳英　著 
河出書房新社 

 

『刑罰０号』　西條 奈加　著　徳間書店 
 

『私が選ぶ絵本１００』　マイルスタッフ 

『お月さまのこよみ絵本 
旧暦で行事をたのしむ』 

千葉 望　文 
阿部 伸二　絵 
理論社 

地球がお日さま（太陽）のまわ
りを一周するのが一年３６５日。世
界の多くの国々はお日さまの動き
によって一年を決めています。でも、
昔の日本のカレンダー＝こよみは、
お月さま中心に作られていました。
これを「旧暦」といい、明治５年（１
８７２年）に改められたお日さま中
心のこよみを「新暦」といいます。
昔の人々は、月の満ち欠けの形を
見て、農作業や漁の段取りを決め
たり、さまざまな季節の行事を行
っていました。日にちや時間を知
ったり、時には明かりとして月光を
用いることもありました。お月さ
まのこよみを知ることで昔の人の
心によりそい、季節のうつりかわり
を身近に感じてみましょう。 

生誕１５０周年を迎えたイギリス
の絵本作家ビアトリクス・ポター。
代表作としても知られる「ピータ
ーラビット・シリーズ」は、世界１１０
か国（３５の言語）で出版され、累
計発行部数１億５０００万部を超え
るロングセラーとなっています。
本書では、ビアトリクス・ポターの
生涯、交流のあった人々、ゆかり
の地などの紹介や、物語の誕生秘
話、ピーターラビットファミリーの
家系図や逸話などが、豊富な挿絵
や写真と共に解説されています。
今もなお全世界で愛され続けて
いるビアトリクス・ポターの世界を
ご堪能下さい。 

行事名 

ハイハイ広場 １２月１４日 午前１０時３０分～１１時１５分 なし 無料 なし 身長・体重計測と 
ふれあい遊び ０歳児親子※１ 当日受付 

パソコン教室 １２月１７日
午後１時３０分～３時 
午後３時～４時３０分 

前・後半 
各３人 無料 インクジェット 

年賀状　５枚 
年賀状をつくろう 小学生 １２月９日 ～ 

１２月１６日 午前１１時～１１時３０分 なし 無料 なし 手形と親子遊び 
１２月生まれの 
未就園児親子 

１２月生まれ 
お誕生日会 １２月２日 ～ 

１２月２４日 午後２時～３時 なし 無料 お茶、タオル 
上靴 

お茶、上靴 

卓球 
（人数により、内容変更あり） 

中学生 
高校生 スポーツあそび 当日受付 

開催日 時間 対象 受付期間 定員 内容 参加費 持ち物 

クリスマス 
パーティー クリスマス会 １２月１１日 午後１時～３時 ２０人 材料費 

２００円 
お茶、上靴 

エプロン、三角巾 小学生 １２月２日 ～ 

ベビーマッサージ ベビーマッサージ １２月１３日 午前１０時３０分～１１時３０分 １０組 材料費 
５００円 

バスタオル 
水分補給できるもの ０歳児親子※２ １２月９日 ～ 

しめ縄づくり しめ縄づくり １２月２４日 午前１０時３０分～正午 １０人 材料費 
２００円 小学生 １２月９日 ～ 

○開館時間：午前９時３０分～午後５時（水曜日午後と木曜日の休館日を除く）○児童館に貴重品を持ってこないようにしましょう。     
○定員のあるイベントの受付は、電話または直接児童館まで(定員になり次第受付終了)    ※１　生後４カ月ごろ～満１歳ごろ　※２　生後１カ月健診後～満１歳ごろ    
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市役所　124-1111ほんのひととき、中央児童館 



無料 かにえのイルミネーション 
蟹江町観光協会 
（蟹江町役場ふるさと振興課内） 
1９５-１１１１ 

１２月中旬から１月末まで 
午後５時３０分～９時３０分 
（予定） 

佐屋川創郷公園 
モニュメント、足湯 
かにえの郷、JR蟹江駅前 

無料 野鳥撮影教室および 
バードウォッチング講座 

弥富野鳥園 
1６８-２３３８ 

１２月１０日  
午前１０時３０分～午後３時 

弥富野鳥園本館 
２階会議室 

３００円 
モザイクキャンドルを 
作ろう 

あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 
1０５２-４４３-７５８８ 

１２月１７日  
午後２時～５時 

あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 
交流工房 

無料 巨大かるたを作ろう 
あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 
1０５２-４４３-７５８８ 

１２月１７日  
１０

あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 
交流工房 

無料 第７回探鳥会 弥富野鳥園 
1６８-２３３８ 

１２月１８日  
午前１０時～正午 

弥富野鳥園 
保護地内 

５００円 ミニ門松をつくろう 
海南こどもの国 
1５２-１５１５ 

１２月１８日  
受付：午前１０時３０分～ 
午後３時 

海南こどもの国 
多目的ホール 

２００円 クリスマスツリーをつくろう 
海南こどもの国 
1５２-１５１５ 

１２月１１日  
受付：午前１０時３０分～ 
午後３時 

海南こどもの国 
多目的ホール 

生涯学習センター 
小ホール 

津島カルタ 
読み上げ教室 

１２月２４日
午前９時３０分～１１時 

津島市市民活動団体 
さわやか同好会 
河村 
1０９０-９１７１-３７１３ 

大 第５回つし丸まつり 
１２月１０日
午前１０時３０分 無料 

津島市文化会館 
1２４-１１２２ 

大 歌音 歌まつり 
１２月１１日
午前９時２０分 無料 

歌音 
1３２-１６０１ 

大 
ドラゴンゲートプロレス 
津島大会 

１２月２３日（金・祝） 
午後５時 有料 

ドラゴンゲート 
　 ticket-info@dg-pro.jp

小 チャリティーバレエコンサート １２月２３日（金・祝） 
午後１時 無料 

水野 
1２４-３９１４ 

問　合 場　所 日　時 名　称 料　金 

尾張つしまで☆ 
てんてこ舞 
その３ 門付万歳 

瑞泉寺 
５００円 

※高校生以下 
無料 

演劇集団くつわ 
杉浦 
1２６-７４４３ 

１２月１１日  
午後２時～４時 

新春！津島でら寺コンサート 
男声合唱団フロイデ／ 
JAZZ SPEAK(ピアノボーカル＆ギター)

成信坊 １,５００円 
津島れんげの会 
山内 
1０９０-６６４６-０２４０ 

１月８日  
午前１０時～ 
午後０時３０分 

 
津島でら寺巡り 
写仏塗り絵と薬膳粥 

吉祥寺 １,０００円 
津島れんげの会 
山内 
1０９０-６６４６-０２４０ 

１月８日  
午前１０時～ 
(随時)

津島でら寺巡り 
ワンコイン写仏・ 
写経体験 

観音寺 ５００円 
(お茶菓子付)

津島れんげの会 
山内 
1０９０-６６４６-０２４０ 

１月８日  
午前１０時～ 
(随時)

　  無料 
(申込必要) 
※小学生以下は 
保護者同伴 
 

生涯学習センター 
第３会議室 

誰でもカンタンに 
できる速読『楽読』 

１２月２７日  
午前１０時 
１月７日  
午後７時 

楽読 津島スクール 
浦地 
1０９０-６３３７-１２８７ 

無料 
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※開催時間、休館日、 
事業の詳細な内容は、 
問い合わせ先にお尋ね 
ください。 

津島市市長公室 

企画政策課 

1２４‐１１１１ 

となり街 
お出かけ 
情報 

問　合 場　所 日　 時 名　 称 料　金 

問　合 日　時 催　し 入場料 ホール 

文化会館 
催しガイド 

（１１月１日現在） 
※掲載している催し物の 
　名称などは予定です。 

問　合 日　時 催　し 入場料 場所 

ちょこらぼ 
講座 

問合　つしま夢まちづくり 
　　　センター 
　　　1５８－４１３３ 

問合　つしま夢まちづくり 
　　　センター 
　　　1５８－４１３３ 

つしま 
歴史・文化の 
まちづくり 
提案補助事業 



　月…………　　  件（　　   件） 
（　）内は平成２８年中の累計 

　月………………　  件（　   件） 
（　）内は平成２８年中の累計 

事故発生件数 …　   件（　   件） 
うち死亡者 ………  　人（　   人） 
犯罪発生件数 …  　 件  
（　）内は平成２８年中の累計 

総人口……　　　 人 （  　　） 
　男………　　　 人 （  　　） 
　女………　　　 人 （  　　） 
世帯数…　　　  世帯（  　　） 
１０月１日現在、（　）内は前月比 

　月…………　　  件（　　   件） 
（　）内は平成２８年中の累計 

　月………………　  件（　   件） 
（　）内は平成２８年中の累計 

事故発生件数 …　   件（　   件） 
うち死亡者 ………  　人（　   人） 
犯罪発生件数 …  　 件  
（　）内は平成２８年中の累計 

総人口……　　　 人 （  　　） 
　男………　　　 人 （  　　） 
　女………　　　 人 （  　　） 
世帯数…　　　  世帯（  　　） 
１１月１日現在、（　）内は前月比 

１０ 

問　合 場　所 日　時 相　　談　　名 

談 相 民 市 月 １２ 

保険年金課 医療･年金Ｇ 
内線２１２１ 市役所１階相談室 年金相談 

７、２１日、１月４日 
午前１０時～午後３時 

総務課 庶務Ｇ 
内線２３５１ 

市役所１階相談室 法律相談（要予約） １３日　午後１時～４時 

産業振興課 農政・消費生活Ｇ 
内線２４５３ 

市役所１階相談室 消費生活相談 
２、１４、１６、２１日、１月６日 
午後１時３０分～４時３０分 

ー１６ 
＋６ 
ー２２ 
＋３ 

６３,７９９ 
３１,４８９ 
３２,３１０ 
２５，８７９    

市内の 
交通事故・ 
犯罪 
［１０月］ 

人口と 
世帯 
（外国人を含む） 

 

市内の 
火災 

救急車の 
出動回数 

津島データファイル 

総合保健福祉センター 
２階市民相談室 行政相談 ２日、１月６日 

午前１０時～正午 
1２４‐３４５６　相談日のみ 

総合保健福祉センター 
２階市民相談室 内職相談 

１、８、１５、２２日、１月５日　　　 
午前１０時～正午、午後１時～３時 1２４‐３４５６　相談日のみ 

総合保健福祉センター 
２階市民相談室 心配ごと相談 

９日　午前９時～正午 
受付は終了時間の３０分前まで 

1２４‐３４５６　相談日のみ 
1２５‐８４１１　社会福祉協議会 

総合保健福祉センター 
２階市民相談室 法律相談（要予約） ６、２０日 

午後１時～４時 
1２４‐３４５６　相談日のみ 
1２５‐８４１１　社会福祉協議会 

総合保健福祉センター 
２階市民相談室 結婚相談 

１、５、８、１２、１５、１９、２２、２６日、１月５日 
午前１０時～正午 
受付は終了時間の1時間前まで 

1２４‐３４５６　相談日のみ 
1２５‐８４１１　社会福祉協議会 

老人福祉センター 高齢者の健康相談 
６、１３、２０、２７日 
午後１時～３時　 1２８‐７５６１ 

神島田祖父母の家 高齢者の健康相談 
７、１４、２１、２８日、１月４日 
午後１時～３時 1３２‐２１５１ 

総合保健福祉センター 
３階家庭児童相談室 家庭児童相談 

月曜日～金曜日（祝日は除く） 
午前８時３０分～午後５時１５分 1２４‐０３５０ 

ー 
（電話相談） 

認知症介護相談 
月曜日～金曜日（祝日は除く） 
午前１０時～午後４時 

1０５６２‐３１-１９１１ 
公益社団法人認知症の人と家族の会・愛知県支部 

１０ 

１８ １ 

２,４２４ ２６９ 

税や料金の納付には便利な口座振替をご利用ください 
水道料金をはじめ、市に対するお支払いの多くにご利用いただけます。
取扱金融機関の窓口にてお申し込みください。 
取扱金融機関 
いちい信用金庫、三菱東京UFJ銀行、大垣共立銀行、十六銀行、三重銀行、愛知銀行、名古屋銀行、
中京銀行、東海労働金庫、海部東農業協同組合、あいち海部農業協同組合、ゆうちょ銀行（郵便局） 

介護保険料…第９期 
市営・改良住宅家賃､住宅新築資金等償還金､ 
保育所利用者負担金…１２月分 
後期高齢者医療保険料…第６期 
納期限　平成２９年１月４日

今月の市税や料金など 

津島商工会議所相談室 相続･登記相談（要予約） 
※ただし、相続税は除く 

７、２１日、１月１１日 
午後１時～３時 

1２８‐２８００ 
津島商工会議所 

西地区子育て 
支援センター 

ファミリー・サポート・センター 
移動事務所 

２９日 
午前１１時～正午 

1５５-７７０８ 
ファミリー・サポート・センター 

津島商工会議所相談室 
創業・第二次創業個別 
無料相談（要予約） 
 

８、１６日 
午前９時～正午、午後１時～５時 

1２８‐２８００ 
津島商工会議所 

東地区子育て支援 
センター 

ファミリー・サポート・センター 
移動事務所 

２７日 
午前１１時～正午 
 

1５５-７７０８ 
ファミリー・サポート・センター 

ー 
（電話相談） 

労働者特別相談・ 
勤労者金融相談 

月曜日～金曜日（祝日は除く） 
午前１０時～正午、午後１時～４時 

1０１２０‐８１‐１５０５ 
勤労者安心ネットワークセンター 

市 県 民 税  

固定資産税・都市計画税 

国民健康保険税 

３　月 

ー  

ー  

ー  

２　月 

ー  

第　４　期 

第　１０　期 

１　月 

第　４　期 

ー  

第　９　期 

１０ 

問　合 場　所 日　時 相　　談　　名 

談 相 民 市 月 １２ 
※相談員の都合により相談を休むことがありますので、当日、電話でご確認ください。翌月7日分まで掲載。 
※法律相談は、受付件数が限られていますので、ご希望の日時に相談できない場合があります。 
※年金相談は、受付件数が限られています（番号札は、当日午前８時３０分から配布）。 

保険年金課 医療･年金Ｇ 
内線２１２１ 市役所１階相談室 年金相談 

７、２１日、１月４日 
午前１０時～午後３時 

総務課 庶務Ｇ 
内線２３５１ 

市役所１階相談室 法律相談（要予約） １３日　午後１時～４時 

産業振興課 農政・消費生活Ｇ 
内線２４５３ 

市役所１階相談室 消費生活相談 
２、１４、１６、２８日、１月６日 
午後１時３０分～４時３０分 

市内の 
交通事故・ 
犯罪 
［１０月］ 

人口と 
世帯 
（外国人を含む） 

 

市内の 
火災 

救急車の 
出動回数 

津島データファイル 

総合保健福祉センター 
２階市民相談室 行政相談 ２日、１月６日 

午前１０時～正午 
1２４‐３４５６　相談日のみ 

総合保健福祉センター 
２階市民相談室 内職相談 

１、８、１５、２２日、１月５日　　　 
午前１０時～正午、午後１時～３時 1２４‐３４５６　相談日のみ 

総合保健福祉センター 
２階市民相談室 心配ごと相談 

９日　午前９時～正午 
受付は終了時間の３０分前まで 

1２４‐３４５６　相談日のみ 
1２５‐８４１１　社会福祉協議会 

総合保健福祉センター 
２階市民相談室 法律相談（要予約） ６、２０日 

午後１時～４時 
1２４‐３４５６　相談日のみ 
1２５‐８４１１　社会福祉協議会 

総合保健福祉センター 
２階市民相談室 結婚相談 

１、５、８、１２、１５、１９、２２、２６日、１月５日 
午前１０時～正午 
受付は終了時間の1時間前まで 

1２４‐３４５６　相談日のみ 
1２５‐８４１１　社会福祉協議会 

老人福祉センター 高齢者の健康相談 
６、１３、２０、２７日 
午後１時～３時　 1２８‐７５６１ 

神島田祖父母の家 高齢者の健康相談 
７、１４、２１、２８日、１月４日 
午後１時～３時 1３２‐２１５１ 

総合保健福祉センター 
３階家庭児童相談室 家庭児童相談 

月曜日～金曜日（祝日は除く） 
午前８時３０分～午後５時１５分 1２４‐０３５０ 

ー 
（電話相談） 

認知症介護相談 
月曜日～金曜日（祝日は除く） 
午前１０時～午後４時 

1０５６２‐３１-１９１１ 
公益社団法人認知症の人と家族の会・愛知県支部 

１０ 

１８ １ 

２,４２４ ２６９ 

税や料金の納付には便利な口座振替をご利用ください 
水道料金をはじめ、市に対するお支払いの多くにご利用いただけます。
取扱金融機関の窓口にてお申し込みください。 
取扱金融機関 
いちい信用金庫、三菱東京UFJ銀行、大垣共立銀行、十六銀行、三重銀行、愛知銀行、名古屋銀行、
中京銀行、東海労働金庫、海部東農業協同組合、あいち海部農業協同組合、ゆうちょ銀行（郵便局） 

固定資産税･都市計画税…第３期 
国民健康保険税…第８期 
納期限　平成２８年１２月２７日  
下水道事業受益者負担金…第３期 
納期限　平成２８年１２月２６日

今月の市税や料金など 

津島商工会議所相談室 相続･登記相談（要予約） 
※ただし、相続税は除く 

７、２１日、１月１１日 
午後１時～３時 

1２８‐２８００ 
津島商工会議所 

西地区子育て 
支援センター 

ファミリー・サポート・センター 
移動事務所 

２９日 
午前１１時～正午 

1５５-７７０８ 
ファミリー・サポート・センター 

津島商工会議所相談室 
創業・第二次創業個別 
無料相談（要予約） 
 

８、１６日 
午前９時～正午、午後１時～５時 

1２８‐２８００ 
津島商工会議所 

東地区子育て支援 
センター 

ファミリー・サポート・センター 
移動事務所 

２７日 
午前１１時～正午 
 

1５５-７７０８ 
ファミリー・サポート・センター 

ー 
（電話相談） 

労働者特別相談・ 
勤労者金融相談 

月曜日～金曜日（祝日は除く） 
午前１０時～正午、午後１時～４時 

1０１２０‐８１‐１５０５ 
勤労者安心ネットワークセンター 

３７ 
０ 
６３ 

２７０ 
１ 

市 県 民 税  

固定資産税・都市計画税 

国民健康保険税 

３　月 

ー  

ー  

ー  

２　月 

ー  

第　４　期 

第　１０　期 

１　月 

第　４　期 

ー  

第　９　期 
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施設名 

留意 
事項 

年末年始の業務案内 年末年始の業務案内 

区 分  

可 燃 ご み 

ペットボトル 

不 燃 ご み  

空きびん・空き缶
古 紙 ・ 古 着  

有 害 ご み  

プラスチック  
製 容 器 包 装  

２３日（金・祝） ３１日（土）～ 
１月３日（火） 

２９日（木） ３０日（金） 

通常収集 通常収集 

通常収集 通常収集 

通常収集 通常収集 

通常収集 通常収集 

通常収集 通常収集 

１月９日 
（月・祝） 

３月２０日 
（月・祝） 

収集はありません 

収集はありません 

収集はありません 収集はありません 

収集はありません 

収集はありません 

収集はありません 

収集はありません 

通常収集 

通常収集 

通常収集 

収集はありません 

収集はありません 

収集はありません 

休　み 

休　み 

休　み 

休　み 

休　み 

休　み 

収集はありません 

収集はありません 

収集はありません 

収集はありません 収集はありません 

収集はありません 

・収集当日は、午前８時３０分までに決められた集積場所に出してください。       
・粗大ごみは、粗大ごみ受付センター（1３１－３２８４）へ電話予約してください。       
　家庭ごみの出し方は、保存版「家庭ごみ＆資源の分け方・出し方」をご覧ください。      

家庭ごみの収集について【年末年始を含む収集日程表】２８年１２月～２９年３月 

年末年始の内科・小児科診療体制 

市 の 施 設 等 

し 尿 の く み 取 り 

● 期　　間　１２月３０日 ～１月３日  
● 受付時間　午前８時３０分～１１時３０分 
　 　　　　　午後１時～４時３０分 
● 場　　所　津島地区休日急病診療所 
時間外や内科・小児科以外の診療については、消防本部ま
たは、救急医療情報センターへ。連絡先は３０ページをご覧
ください。 

市役所が許可している次の各業者へ問い合わせてください。 

　● ㈲大政　　　　1２５-７３７４ 

　● ㈲吉川清掃社　1２６-４９１８ 

　● 尾西清掃㈱　　1２６-２９０８ 

　● エコ環境㈱　　1０１２０-２２２-６５２ 

市役所・神守支所・神島田連絡所　※ 

市民病院 

総合保健福祉センター 

斎場 

文化会館 

大崎会館 

西地域防災コミュニティセンター 

つしま夢まちづくりセンター（市民活動センター） 

観光交流センター 

観光センター 

南文化センター 

中央児童館 

老人福祉センター 

わざ・語り・伝承の館 

神島田祖父母の家 

図書館 

図書館（生涯学習センター分室） 

図書館（神島田分室） 

児童科学館 

公民館（中央・神島田） 

錬成館 

総合プール 

葉苅スポーツの家 

生涯学習センター 

ふれあいバス 

２５● 日 ２６● 月 ２７● 火 ２８● 水 ２９● 木 ３０● 金 ３１● 土 １● 日 ２● 月 ３● 火 ４● 水 ５● 木 ６● 金 

：通常業務　　　　：午前中のみ業務　　　　：業務を行わない日 

問合 清掃事務所 ２６‐９５７５ ２６‐４２２８ 

・市民病院の診療は、業務を行っていない日でも、救急の場合には、通常の休日と同様に診療を行います。          
・戸籍の届出（出生、婚姻、死亡等）および火葬の申請は、市役所が業務を行っていない日でも、市役所当直室で受け付けます。          
　※神島田連絡所では、１２月２５日は、住民票の写しの交付および印鑑登録証明書の交付業務のみ行います。         
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