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無料相談
行政相談

精神保健福祉相談

行政相談委員が、国、県、市などの仕事に対
し、相談に応じます。
５月 ８ 日(水) ９ 時～12時／上浦地区公民館
５月 ９ 日(木) ９ 時～12時／弥生振興局
５月10日(金)10時～12時
／市役所本庁舎2階203会議室
５月14日(火)10時～12時／鶴見地区公民館
５月14日(火)10時～12時／米水津地区公民館
５月15日(水) ９ 時30分～11時30分
／宇目振興局
５月15日(水)13時～15時／本匠地区公民館
問 市民課市民の窓係(☎22-3399)または各振興局
■

精神科の専門医師が精神障がいや認知症の悩み
など、個別の相談に応じます(要予約)。
５月14日(火)15時～17時／南部保健所
予 ■
問 南部保健所地域保健課(☎22-0562)
■

公証人による無料相談
遺言や任意後見など、様々な法的問題について
公正証書を中心に相談に応じます(要予約)。
５月15日(水)13時30分～16時30分
／市役所本庁舎２階203会議室
予 ■
問 大分公証人合同役場(☎097-535-0888)
■
弁護士無料法律相談
弁護士が相談に応じます(要予約)。
５月16日(木)13時30分～16時
／社会福祉センター
予 問 社会福祉協議会(☎23-7450)
心配ごと相談
民生委員が日常生活の心配ごと相談に応じます。
５月 ８ 日(水) 13時30分～16時
／社会福祉センター
問 社会福祉協議会(☎23-7450)
人権なんでも相談
人権擁護委員が様々な人権に関する相談に応じ
ます。
毎週月曜日 ９時～16時 ※祝日を除く
／大分地方法務局佐伯支局人権相談室
問 大分地方法務局佐伯支局(☎24-0772）

高齢者なんでも相談窓口
認知症のことで不安に思っていることや高齢者
の生活・健康などについて、介護・医療・福祉な
どの関係機関と協力して相談に応じます。
平日８時30分～17時／和楽３階
問 高齢者福祉課地域包括支援センター
(☎23-1632)
交通事故相談
交通事故の相談に応じます(要予約)。
５月７日(火)10時～15時／大分県南部振興局
※平日８時30分～17時15分(12時～13時除く）
は電話相談にも応じます。
予 ■
問 大分県交通事故相談所(☎097-506-2166)
■
消費生活相談
消費生活に関するトラブルなどの相談に専門の
相談員が応じます。電話相談にも応じます。
平日８時30分～17時
／市役所本庁舎２階44番窓口
問 佐伯市消費生活センター(☎22-3221)
夜間納税相談
夜間の納税相談窓口を開設します。
４月26日(金)17時～20時
５月10日(金)17時～20時
／市役所本庁舎１階16番窓口
※18時以降は時間外通用口をご利用ください。
問 収納課収納係(☎22-3182)
予
※■＝予約

問
■＝問い合わせ

第６回佐伯市しいたけ祭り
情 報あらかると

乾シイタケ生産者の主催で、「第６回佐伯市
しいたけ祭り」が開催されます。
あわせて、「第15回佐伯市乾しいたけ品評
会」も開催し、全国屈指の品質を誇る佐伯市産
乾シイタケの展示も行います。
■と き
■ところ

４月27日（土）11時～14時
トキハインダストリー佐伯店
ひまわりホール
※会場ではシイタケの試食も行います。

《問い合わせ》農林課林務係（☎22-4214）

東海大学駅伝監督がやってくる !!

原動機付自転車（50cc以下）のご当地ナン
バープレートの交付を開始します。
新規登録の人に加え、現行のナンバープレー
トと交換して交付もできます。
■交付開始日 ５月７日（火）
■交付場所
課税課、各振興局
■必要なもの
•車台番号や排気量などの車体の情報
•所有者の印鑑
•現行のナンバープレート※交換のみ
《問い合わせ》課税課市民税係（☎22-4501）

の範囲内で解体費用の一部を補助します。事前に
申し込み、空き家の老朽度や危険度の判定を受け
る必要があります。

補助要件などの詳細は、お問い合わせください。

スポーツ講演会

「箱根駅伝優勝までの道のり

～どん底からどう這い上がったのか～」
は

スポーツをしている人はもちろん、興味のあ

る人はどなたでもご参加ください。

ご当地ナンバープレートの
交付が始まります

老朽化した危険な空き家を解体する人に、予算

■と

き

■ところ
■講

師

５月1日（水）19時～
和楽１階大研修室

東海大学陸上競技部駅伝監督
もろずみ

両角

■参加費

はやし

速

氏

■対象の空き家

•市内にある木造建築物で個人が所有するもの
（共同住宅や店舗を除く）

•老朽危険度、周囲への悪影響の程度が市の定め
る基準を満たすもの

■対象者

•空き家の所有者または相続人

•所有者などから空き家の解体についての同意を
得た人（認可地縁団体以外の法人などは除く）

■申込期間

無料

４月22日（月)～８月30日（金)

《問い合わせ》

体育保健課（☎22-4062）

《問い合わせ》建築住宅課（☎22-3550)

歴史資料館企画展記念講演会

「18世紀後半の佐伯藩と家臣団」
「佐伯藩史料・温故知新録」の調査や刊行を

重ねてきた経験から、佐伯藩の家臣たちについ

平成31年4月1日以降に生まれた子どもへの
クーポン券の額を、養育している子どもの人数
に応じて増額します。
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は不要です。どなたでもご参加ください。
■と

き

■ところ
■定
■講

員
師

５月12日（日）14時～15時30分

（開場：13時30分～）

三余館２階大会議室
90人

大分大学名誉教授
とよた

かんぞう

■参加費

無料

《問い合わせ》こども福祉課（☎22-3972）

《問い合わせ》歴史資料館（☎22-0700）
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別府大学名誉教授
豊田

寛三

土砂災害にご注意を
大分県は、土砂災害防止法による警戒区域に

佐伯市内428箇所を新たに指定しました（3月8
日・12日付け）。

■クーポン券の額
生まれた子どもの出生順位×１万円
例：第１子…１万円、第２子…２万円
第３子…３万円、第４子…４万円

氏

介護予防を目的とした人や在宅重度障がいの人
を対象に、住宅改造費用の一部を予算の範囲内で
助成します。改造工事前に申し込んでください。
詳しくはお問い合わせください。
■助成金額
•一般世帯…工事にかかった費用の３分の２に相
当する額（上限40万円）
•生活保護世帯…全額（60万円以内）
※他の法令などに基づき住宅改修の給付を受ける
場合は、その給付額を差し引いて額を決定
■助成要件
市内に住所があり、世帯の生計中心者の前年の
所得金額が200万円未満で、下記①、②の要件に
該当する人
※既にこの事業で助成を受けた人は原則対象外と
なります。
①介護予防のための住宅改造
市税の滞納がなく、次のいずれかに該当する場合
•介護保険で要支援・要介護と認定された65歳
以上の在宅高齢者がいる世帯
•75歳以上の在宅高齢者がいる世帯
•65歳以上の高齢者のみの世帯
②在宅重度障がい者のための住宅改造

ての魅力的なエピソードを紹介します。申込み

おおいた子育てほっとクーポンを
増額します

住宅改造費用を助成します

市 政 情 報 PI C K U P !

今年の箱根駅伝で
総合優勝

ほし

老朽危険空き家の解体費用を補助

指定区域の図面は、防災危機管理課または大

分県佐伯土木事務所で縦覧できます。また、危

険な箇所や区域については、大分県ホームページ
（「大分県土砂災害危険箇所情報」で検索）で確認
できます。

《問い合わせ》防災危機管理課（☎22-4567）

次のいずれかに該当する障がい者またはその障
がい者と同居する人で、障がいの状態に合わせて
住宅を改造する場合
•身体障害者手帳（１級、２級）所持者
•療育手帳（Ａ１、Ａ２、Ａ）所持者
•精神障害者保健福祉手帳１級所持者
※「介護予防のための住宅改造」にも該当する場
合は、介護予防を優先します。
■申込期限

５月17日（金)

《申込み・問い合わせ》
①について
高齢者福祉課（本庁舎１階、☎23-6800）
または各振興局
②について
障がい福祉課（本庁舎２階、☎22-4514）
または各振興局
市報さいき
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市 役 所 、消 防 本 部・署 の

人 事 異 動

前田敏文（総合政策部次長兼契約

齢者福祉課長）▽上下水道部長…

…亀井直美（福祉保健部次長兼高

推進部観光課長）▽福祉保健部長

進部長…川野義和（観光ブランド

くり推進課長）▽観光ブランド推

登志郎（地域振興部次長兼まちづ

振興部長）▽地域振興部長…川野

▽総合政策部長…高原常彰（地域

部長・次長級

）内は旧任

部長・課長級のみ掲載

部用地・管理課長）▽建設部次長

用地・管理課長…奥村正二（建設

部環境対策課長）▽建設部次長兼

兼観光課長…後藤裕司（市民生活

課長）▽観光ブランド推進部次長

（観光ブランド推進部ブランド推進

興局長兼地域振興課長…日高正吉

室長）▽地域振興部次長兼蒲江振

（地域振興部次長兼エコパーク推進

局長兼地域振興課長…吉良元夫

長）▽地域振興部次長兼宇目振興

長…水口順二（総合政策部管財課

次長兼本匠振興局長兼地域振興課

民生活部課税課長）▽地域振興部

局長兼地域振興課長…内田浩（市

長）▽地域振興部次長兼上浦振興

課長…廣瀬功（こども福祉課長補

同参画係総括主幹）▽高齢者福祉

対策課長補佐兼人権推進・男女共

祉課長…阿南久米昭（人権・同和

地域振興係総括主幹）▽障がい福

二（鶴見振興局地域振興課参事兼

久部保育所長）▽課税課長…東晋

廣瀬浩也（こども福祉課長補佐兼

興係総括主幹）▽環境対策課長…

振興局地域振興課長補佐兼地域振

ランド推進課長…官崎一也（弥生

補佐兼開発整備係総括主幹）▽ブ

…首藤武功（大手前開発推進室長

総務課長）▽大手前開発推進室長

ク推進室長…佐保亨憲（農林水産

報課秘書係総括主幹）▽エコパー

くり推進課長…小野和章（秘書広

大手前開発推進室参事…加藤康彦

長補佐兼文化振興係総括主幹）▽

総括主幹…吉武牧子（社会教育課

▽社会教育課参事兼市史編さん係

増進課長補佐兼保健係総括主幹）

健係総括主幹…冨高久美子（健康

総括主幹）▽健康増進課参事兼保

睦美（健康増進課長補佐兼保健係

進課参事兼保健係総括主幹…千秋

課通信第１係総括主幹）▽健康増

信指令課長…小野賀憲（通信指令

築設備係総括主幹）▽消防本部通

部予防課長…小野順二（予防課建

文宏（障がい福祉課長）▽消防本

防係総括主幹）▽営業課長…疋田

…塩月満雄（建設課参事兼河川砂

係総括主幹）▽農林水産工務課長

興局地域振興課長補佐兼地域振興

■一般職員

福祉課生活支援係…古元智枝▽障

▽収納課収納係…近澤健太▽社会

…林遼平
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課長・参事級
▽政策企画課長…植田実（財政課
財政係総括主幹）▽行政マネジメ
ント課長…御手洗修（政策企画課
長）▽契約検査課長…長澤謙二

検査課長）▽防災局長…出納司（地
兼建築住宅課長…小野和久（建設
佐兼蒲江こども園長）▽健康増進

（新規採用）▽消防署参事兼蒲江

郎（農林水産工務課長）▽まちづ

域振興部次長兼本匠振興局長兼地
部建築住宅課長）▽消防本部次長
課長…狩生聖嗣（環境対策課長補

分 署 長 … 戸 髙 弘 順（ 蒲 江 分 署 長 ）

（４月１日付け）

域振興課長）▽消防長…染矢裕
兼消防総務課長…塩月一登（消防
佐兼環境企画係総括主幹）▽農林

▽消防署参事兼東部分署長…長澤

●異動

紹（消防署長）▽総合政策部次長
総務課長）▽消防署長…吉岡英児
水産総務課長…木村好夫（蒲江振

※（

兼管財課長…榎信二（地域振興部
（消防署副署長兼本署第２小隊長）

局地域振興課市民サービス係…小
野藍▽市民課市民係…曽我部友絵

▽武田晴美▽浅利公彦▽小武一広

がい福祉課障がい福祉係…藤野粛

日付け）

▽藤田聡▽宮脇洋尚▽今山勝博▽

▽こども福祉課つるおか保育所…

（３月

派出所長）▽消防署参事兼本署第

槙野信光▽松下裕安▽池田邦行▽

武藤菜美▽こども福祉課ほんじょ

●退職

次長兼上浦振興局長兼地域振興課

賢一郎（東部分署長）▽消防署参
事兼上浦派出所長兼消防第１係・

１小隊長代理兼予防係・救急係総

足立房代▽河野国広▽岡田啓二▽

うこども園…古戎真依▽こども福

▽環境対策課環境保全係…後藤仁

括主幹…小戸裕明（本署第２小隊

坪根淳▽石川正彦▽小川美紀子▽

祉課蒲江こども園…飛彈郁乃▽高

第２係総括主幹…産谷義男（上浦

長代理兼予防係・庶務係総括主幹）

御手洗啓子▽清家美春▽奥口明美

齢者福祉課地域包括ケア係…後藤

菅 隆久 副市長 就任

▽羽田健太郎▽清家ひろみ▽森崎

寛貴▽高齢者福祉課地域包括支援
▽高齢者福祉課介護認定係…廣瀨

星子▽戸高八百子▽合戸賢利▽林
■消防職員

賢汰▽建設課道路改良係…井下龍

剛▽会計課会計係…生田佳奈子▽

…大山才蔵▽営業課料金係…川野

史弥▽農林水産工務課水産工務係

▽小山文典▽佐々木伸也▽矢野久

●新規採用

社会教育課生涯学習推進係…大畠

■一般職員

■消防職員

（４月

▽弥生振興局地域振興課市民サー

▽消防本部消防総務課付…岩城達

日付け）

太朗▽農林課水田・畜産係…栗原

センター…佐藤千秋、宮下祥太朗

日生

４月１日、菅隆久氏が副市長
年８月

に就任しました。
▽略歴…昭和

用。企画商工観光部商工振興課

ビス係…山本千穂▽本匠振興局地

徳、甲斐政也、黒熊郁也、後藤有

優美▽体育保健課スポーツ振興係

長、地域振興部次長兼上浦振興

域振興課市民サービス係…後藤和

年４月佐伯市職員採

局長、総合政策部長などを歴任
年３月退職。

十夢、冨永貴弘

し、平成

花子▽鶴見振興局地域振興課市民

後、昭和

ま れ。 同 志 社 大 学 法 学 部 卒 業
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▽安部要一▽川野尚亀

啓子▽堀川かおり▽内田愛弓

31
１

サービス係…三又圭人▽蒲江振興

フレッシュな新入職員たち

34
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る情報を入手し、また、建
物の利用について判断でき
るよう、重大な消防法令違

市税口座振替の
申込みはお早めに

■＝問い合わせ

習

習 所（ ☎ ０ ９ ７ ５ ５ ４
２２４６）

験

～５月

言

（☎㉒１５５０）

伝

日（金）、５月

日（金） 時～
日

時▽ところ…

認知症の人

日（金） 時

時（ 毎 月 第 ３ 金 曜 日 ）

フラワーアレン

ジ教室担当・幾嶋（☎０９

※花代

館▽参加費…１，５００円

▽ところ…佐伯東地区公民

～

▽とき…５月

フラワーアレンジ教室

と家族の会（☎㉒７７０８）

…無料

社会福祉センター▽参加費

（金） 時～

時 ／ 語 り 合 い： ５ 月

日（土）・

日（土）・

▽とき…個別相談：４月

話相談にも応じます。

る家族の介護相談です。電

認知症の人を介護してい

認知症家族の集い

板

佐伯商工会議所検定係

日（金）

■＝市のホームページにも掲載

日（月）・和楽／実技：

日（火）～ 日（木）
・

人

大分産業機械技能教

▽定員…

３万７８０円

／普通自動車免許所持者：

持 者： １ 万 ７， ８ ２ ０ 円

▽受講料…大型特殊免許所

長瀬橋下駐車場

５月

月

▽とき・ところ…学科：５

フォークリフト
運転技能講習会

講

■＝申込み
※

市県民税・国民健康保険
税第１期（７月１日口座振

反を佐伯市のホームページ
に公表します。
替）の申込期限は次のとお

でください。
▽申込期限…４月

る特定外来生物です。自宅

番

日（金）

はゆうちょ銀行で申し込ん

ゆうちょ銀行を希望する人

局、各金融機関でできます。

手続きは収納課や各振興

りです。

▽ 制度開始日…７月１日（月）
消防本部予防課（☎㉒３

３７７）

「オオキンケイギク」
の
駆除にご協力ください
春から夏にかけて、コス
収納課（本庁舎１階

窓口、☎㉒４５０４）

募金は、（公財）森林ネッ
の庭や畑で見つけたときは

試

ＨＰ

０ ９５７０ １２１０）

6
2019.4.15

お 知らせコーナー

各種お知らせ
緑の募金にご協力を
私たちの生活環境に大切
な「 み ど り 」 を 守 る た め、
緑の募金へのご協力をお願
いします。
日（金）

▽とき…５月１日（水）～６
月
※各地区の自治委員を通じ
て集めます。
モスに似た黄色の花を咲か
せ る オ オ キ ン ケ イ ギ ク は、

年度の募金額

３８３万４，５４６円
在来種を駆逐する恐れがあ

ト お お い た に 全 額 納 付 し、
根から取り除き、燃えるご

てください。

日商簿記検定試験
▽とき…６月９日（日）
▽ところ…佐伯商工会議所
▽受験料…１級 ：７，７１
０円、２級：４，６３０円、
日（月）

３級：２，８００円
▽申込期間…４月

社会づくり運動佐伯地区協
議会・笠村（☎㉓５４８９）

13

平成
年３月末現在）

森林づくり事業や緑化用苗
みとして出してください。
図画ポスターコンクール

（平成

木無償配布事業などの支援
▽特徴…コスモスに似た形
各幼稚園、学校に提出し

歯と口の健康週間
（６月４日～ 日）
コンクール作品募集

に使われます。
状で、花びらの先端がギザ
ギザして
▽申込期限…５月

日（日）８時

西浜清掃のお知らせ
▽とき…４月
～９時▽ところ…西浜海岸

型）、テレビ台

おゆずりします
▽テレビ（

…匿名（☎０９０ ３６６
９ ５４１８）

か月、メス１匹・オス

▽フクロモモンガ（生後５
～

２匹）…匿名（☎０９０
４０５９ ３１０１）

15 18 20

10

11

佐伯市緑の募金推進協

議会事務局（農林課内、☎
いる。葉
標語コンクール

日（火）

㉒４２１４）
は細長い
してください。

大分県歯科医師会に提出

幅は１㎝
日（金）

９７ ５４５ ３１５１）

大分県歯科医師会（☎０

▽申込期限…５月

佐伯アッ
つな☆ばんプロジェク

ト・水沼（☎０８０ １７３
１ ７９６０）

アフリカに毛布を届けよう
▽募集…自宅で使用しない

時▽ところ…上浦しお

さいの里▽内容…フード

毛布※輸送協力金の負担を
明るい

コートや雑貨コーナーの設

～

▽とき…５月３日（金） 時

第５回おひさまマルシェ

プル・坂井（☎㉔２５３５）

体験は無料

※ ラ ケ ッ ト 貸 出 し や 見 学、

▽参加費…２００円（１回）

▽持ち物…体育館シューズ

９５）

環境対策課
（☎㉒３９

程度

へら状で、

消防法違反対象物の
公表制度が始まります
ホテルや病院、飲食店な
どの建物について、利用者
がその建物の危険性に関す

バウンドテニス
（夜の部）
会員募集・無料体験
日（金） 時

バウンドテニスの

時▽ところ…番匠体育

▽とき…４月
～
館
会・丸山（☎０９０ １０８
８ ８９９４）

スポンジテニス（夜間）
会員募集

日（ 火 ）

お願いします▽募集期限…
４月

上浦し

13

問

17

－
•河野 加賀さん（長良）
•佐々木清子さん（長島町）
•今泉 チズさん（臼坪）

30

－

24 26

申
問

□市役所本庁舎 □本匠振興局
□鶴見振興局
(☎22-3111)
(☎56-5111)
(☎33-1111)
□宇目振興局
□米水津振興局
□上浦振興局
(☎32-3111)
(☎52-1111)
(☎35-6111)
□弥生振興局
□直川振興局
□蒲江振興局
(☎58-2111)
(☎42-1111)
(☎46-1111)

問

20

17

11

3月に100歳を迎えられました｡
おめでとうございます。

27
28

問

12

祝！百歳

－
－

15

《問い合わせ》健康増進課健診係（☎23-7022）

15

14
31

－
問

－

－
28

－

☎ 市役所の電話番号

30

50

－

－
－
※がん検診は加入している保険に関係なく、市
民全員が対象です。
※健診・検診の詳しい検査内容や対象などにつ
いては市のホームページや健康ガイドをご覧
いただくか、お問い合わせください。

申
問

骨髄移植は、白血病や重症再生不良性貧血な
どの血液疾患に対する有効な治療法です。
骨髄などの移植を行った人や勤務先の事業所
への助成があります。詳しくはお問い合わせく
ださい。
■市内のドナー登録窓口 南部保健所
※登録には予約が必要です。
《問い合わせ》南部保健所（☎22-0562）
健康増進課（☎23-4500）

問
問

1,000円
前立腺がん 50歳以上の男性

おさいの里（☎㉕９１１１）

500円

－

26

問

置、ライブなど

40歳または41歳以上で
受診歴のない人

時～

肝炎検査

時▽ところ…番匠体育館

500円
無料
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40歳以上
40歳以上

10

10

胃がん
大腸がん

▽とき…毎週水曜日

５月17日(金）9:00～11:00／和楽
５月20日(月）9:00～11:00／和楽

問

－

問

40歳以上

無料

肺がん

※検査により500円

国民健康保険加入者(30歳以
上)､後期高齢者医療保険加入者

無料
特定健診

20

20

ＨＰ

用
費
象

対

26

予約の必要はありませんので時間内にお越し
ください。住んでいる地域の会場で受診できな
い場合は他の会場で受診することができます。

問

●健診・検診の対象と費用

問

●特定健診、肺・胃・大腸がん、肝炎検査、
前立腺がん

申

骨髄バンクのドナー登録にご協力を！

10

30

31

問

28

問

22
－

22

住民健診日程

15

種 類

Information

乳幼児健康診査・のびのび教室

休日当番医

市報さいき
2019 年 4 月 15 日号

◆持ってくるもの
母子健康手帳・事前にお送りしたアンケートなど

●診療時間：9時～17時

◆料金 無料
※対象月齢になったら案内をお送りします。

4月 21日
4月 28日
4月 29日
4月 30日
5月 1日
5月 2日
5月 3日
5月 4日
5月 5日
5月 6日
5月 12日
5月 19日

●佐伯・上浦・鶴見・米水津地域
(会場：和楽 ☎23‒4500）
健 診 名

と
き
内
容
5月 9日（木) 身体測定、発達チェック
乳児健診
5月29日（水) 内科診察、離乳食指導
（Ｈ30年12月生）
13時～13時15分 保健指導、ブックスタート
1歳6か月児健診

5月16日（木)

身体測定、
内科・歯科診察

（Ｈ29年10月生） 13時～13時15分 栄養・歯科・保健指導

身体測定、尿・視力検査
5月23日（木)
内科・歯科診察、
（Ｈ27年11月生） 13時～13時15分
栄養・歯科・保健指導
8～9か月児
5月 8日（水) 身体測定
のびのび教室
9時45分～10時 離乳食指導など
3歳児健診

（Ｈ30年8月生）

●弥生・本匠・宇目・直川地域

(会場：弥生保健センター ☎46‒0265）

■発行・編集
佐伯市総務部秘書広報課

〒876-8585 佐伯市中村南町１番１号
☎(0972)22-3111(代表）

健 診 名

と

き

内
容
身体測定、尿・視力検査
5月17日（金)
3歳児健診
内科・歯科診察、
(Ｈ27年9月～11月生) 13時～13時15分
栄養・歯科・保健指導
8～9か月児
5月21日（火) 身体測定
のびのび教室
9時45分～10時 離乳食指導など
(Ｈ30年7月～9月生)

●蒲江地域

(会場：蒲江保健センター ☎43‒3888)
※蒲江地域の乳児健診は和楽で行います。
健 診 名

1歳6か月児健診

と

き

5月22日（水)

内

容

身体測定、
内科・歯科診察

(Ｈ29年9月～10月生) 13時～13時15分 栄養・歯科・保健指導

身体測定、尿・視力検査
5月22日（水)
内科・歯科診察、
(Ｈ27年8月～11月生) 13時～13時15分
栄養・歯科・保健指導
3歳児健診

市報発行日のお知らせ
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

この市報は再生紙を使用しています。

《問い合わせ》
健康増進課保健係(☎23‒4500）
または各分室

•５月 １ 日号：４月25日(木)
•５月15日号：５月15日(水)

※５月15日号の原稿締切は４月17日(水)です。市報発行日を
含む５日以内に開催される催しや募集期限があるお知らせ
は掲載できません。

編集後記

この度の人事異動で広報係を離れることになりました。
新採用職員として最初の年でもあった広報係での１年間
は、驚くほどあっという間に過ぎていきました。
イベント会場などで快く取材に応じ、カメラに笑顔を向
けてくれた人たちの姿が目に浮かびます。この先もずっと
私を励ましてくれる、貴重な財産をたくさんもらいました。
１年間ありがとうございました。
（仲谷）

医科

歯科
4月 21日
4月 28日
4月 29日
4月 30日
5月 1日
5月 2日
5月 3日
5月 4日
5月 5日
5月 6日
5月 12日
5月 19日

佐伯診療所 .................... 中の島1丁目 ... 23‒2212
からしま医院 ................ 弥生上小倉 .... 46‒0312
杉谷診療所 .................... 西谷町 ............ 22‒4800
ひなた女性クリニック ... 西谷町 ............ 20‒3322
田渕内科 ........................ 中村東町 ........ 22‒1203
水沼医院 ........................ 駅前2丁目 ..... 23‒0123
渡町台外科病院 ............ 長島町3丁目 ... 22‒7500
曽根病院 ........................ 長島町2丁目 ... 23‒8877
佐伯中央病院 ................ 常盤東町 ........ 22‒8846
長門記念病院 ................ 鶴岡町1丁目 ... 24‒3000
ミタライクリニック .... 蒲江浦 ............ 42‒0735
田中眼科医院 ................ 城下西町 ........ 23‒4574
隈歯科医院 .................... 長島町3丁目 ... 24‒1515
豊海歯科医院 ................ 大手町3丁目 ... 22‒0004
コスモタウン歯科 ........ 鶴岡西町1丁目 ... 28‒7885
古田歯科医院 ................ 城下東町 ........ 22‒1409
ひかわ歯科医院 ............ 池田 ................ 28‒7200
麻生歯科医院 ................ 駅前1丁目 ..... 20‒0808
上田歯科医院 ................ 弥生井崎 ........ 46‒2725
利光歯科医院 ................ 中の島1丁目 ... 22‒8811
丸山歯科医院 ................ 向島1丁目 ..... 22‒0832
永谷歯科医院 ................ 内町 ................ 23‒5131
つるおか歯科医院 ........ 鶴岡町3丁目 ... 23‒7330
つるみ歯科診療所 ........ 鶴見沖松浦 .... 33‒0797

◎西田病院（鶴岡西町）、御手洗病院（蒲江浦）、長門記念病院
（鶴岡町）、佐伯中央病院（常盤東町）は常時受付
当番医は変更される場合があります。事前に佐伯市医師
会救急情報センターで確認をお願いします。
● 当番医情報…☎24‒0112(土・日・祝日の当日とその前日のみ)

小児救急当番医
●診療時間：10時～12時（日曜日）

4月 21日 西田病院小児科 ............ 鶴岡西町 ........ 22‒0180
4月 28日 桑畑小児科医院 ............ 中村東町 ........ 22‒1965
5月 5日 塩月内科小児科医院 .... 女島 ................ 20‒0070
5月 12日 西田病院小児科 ............ 鶴岡西町 ........ 22‒0180
5月 19日 桑畑小児科医院 ............ 中村東町 ........ 22‒1965
● 祝日は、
桑畑小児科（９時以降、早めの時間）、
塩月内科小児科
（８時以降）
に電話でお問い合わせください。

平日時間外小児救急当番医
●診療時間：17時～19時（祝日除く）

※時間外の対応となり、通常の診療体制とは異なります。

月曜日 塩月内科小児科医院 .... 女島 ..........20‒0070

火曜日 西田病院小児科 ........... 鶴岡西町 ....22‒0180
水曜日 西田病院小児科 ........... 鶴岡西町 ....22‒0180
木曜日 桑畑小児科医院 ........... 中村東町 ....22‒1965
金曜日 西田病院小児科 ........... 鶴岡西町 ....22‒0180
● 受入患者：救急医療を要する子ども

● 当番医情報…☎24-0112(土・日・祝日の当日とその前日のみ)

● 受診する際は、
医療機関に必ず電話でご連絡ください。

市報さいき
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