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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。

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)。

２月 ７日(金)10時～12時
／市役所本庁舎２階203会議室
２月12日(水) ９時～12時／上浦地区公民館
２月14日(金) ９時～12時／直川振興局
２月19日(水) ９時～12時／蒲江地区公民館
〃

９時30分～11時30分
／宇目保健センター

〃

13時～15時／本匠西地区公民館

問 市民課市民の窓係(☎22-3399)または各振興局

公証人による相談
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)。
２月19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)

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。電話での相談もできます。
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)

認知症なんでも相談
認知症に関する不安なことなどの相談に専門の
相談員が応じます。電話での相談もできます。
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)

２月18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)

交通事故相談
交通事故の相談に応じます(要予約)。
２月４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)

弁護士相談
弁護士が相談に応じます(要予約)。
２月20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。
２月19日(水) ９時～12時／蒲江地区公民館
問 社会福祉協議会(☎23-7450)

夜間納税相談
夜間の納税相談窓口を開設します。
１月31日(金)､２月10日(月)17時～19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)

１月３１日(金)は、市県民税第４期、国民健康保険税・介護保険
料第８期、後期高齢者医療保険料第７期の納期限です。金融機関、
コンビニ、市役所本庁舎・各振興局の収納窓口で納付できます。
問 収納課収納係(☎22-3182)

予
※■＝予約
問
■＝問い合わせ

プレミアム付商品券のご利用を！

子ども・子育て支援への意見募集

まちづくり推進への意見募集

市県民税・国民健康保険税・介護保険料・後期
高齢者医療保険料の申告の受付を行います。

プレミアム付商品券を多くの人に利用してもら
うため、商品券購入の際の引換券の交付申請期限
を延長しました。
対象者には、８月中旬に申請書を郵送していま
す。手続きがまだお済みでない人は、早めの手続
きをお勧めします。申請期限を過ぎると、商品券
を購入するための引換券を受け取ることができま
せん。

多様な保育・子育て支援ニーズに対応する支援
を総合的、計画的に推進するため、「第２期佐伯
市子ども・子育て支援事業計画（素案）」を公表
します。皆さんのご意見をお寄せください。

次の計画（案）などを公表します。皆さんのご
意見をお寄せください。

市役所本庁舎１階特設申告会場
■と

き

２月17日（月）～３月16日（月）
９時～16時
※休日申告窓口として、３月１日（日）９時から
15時まで受付を行います。

弥生・宇目・蒲江振興局会場
■と

き

■申請期限

２月17日（月）～３月16日（月）
９時～15時

上浦・本匠・直川・鶴見・米水津振興局会場
■と

き

３月２日（月）～16日（月）
９時～15時

■公表・意見募集の期間
１月20日（月）～２月20日（木）

１月31日（金）

き

■ところ

２月12日（水）～14日（金）
９時～16時
市役所本庁舎１階特設申告会場

■対象者
・給与や年金収入のみで、扶養控除や医療費控除
などの所得控除を追加する人
・障害年金・遺族年金などの非課税収入のみの人
・令和元年中に収入がない人（市内在住の人から
扶養されている人を除く）
各地区公民館（旧佐伯市内）での出張申告
お住まいの地区にかかわらず申告ができます。
と
2月３日（月）

き

と こ ろ

９時30分～12時 木立地区公民館
13時30分～16時 青山地区公民館

2月４日（火） ９時30分～14時 上堅田地区公民館
2月５日（水） ９時30分～13時 大入島地区公民館
2月６日（木） ９時30分～14時 下堅田地区公民館
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■公表・意見募集の期限

《問い合わせ》
・申請について：課税課市民税係（☎22-3115）
・制度・購入について：商工振興課（☎22-3943）

《提出・問い合わせ》
〒876-8585 佐伯市中村南町１番１号
佐伯市役所こども福祉課
（本庁舎２階、☎22-3972、FAX：23-6002、
メール：jidoukatei@city.saiki.lg.jp）

■寄せられた意見の取扱い
・提出された意見は整理し、その概要と意見に対
する市の考え方を公表します。
・意見に対する個別の回答は行いません。
・意見の募集は賛否を問うものではありません。
・意見には、必ずその理由などを明記してくださ
い。

浄化槽設置補助の対象が変わります
４月から浄化槽設置の補助対象が変更になりま
す。今後、浄化槽の設置を予定する人は、設置時
期についてご検討ください。
■４月からの補助対象者
単独処理浄化槽やくみ取り便槽から合併処理浄
化槽へ転換する人
※４月申請分から、新築による合併処理浄化槽の
設置や現在の合併処理浄化槽から新しい合併処
理浄化槽への更新は対象外となります。
■対象地域

合併処理浄化槽の整備区域

■補助金額

市職員（電気技術職）を募集
募集要項などは総務課で配布するほか、市の
ホームページをご覧ください。
■試 験 日

２月16日（日）

■試験場所

市役所本庁舎

■受験資格

昭和54年４月２日以降に生まれた
人で、要件を満たす人

10人槽

2月10日（月） ９時30分～14時 鶴岡地区公民館

■試験内容

ＳＰＩ３・専門試験、個人面接

33万2,000円

41万4,000円

54万8,000円

■申込期限

１月31日（金）

2020.１.15

安全・安心な食を生み出す環境を守り、持続可
能な未来を築く活動を進めるための指針です。

■寄せられた意見の取扱い
・提出された意見は整理し、その概要と意見に対
する市の考え方を公表します。
・意見に対する個別の回答は行いません。
・意見の募集は賛否を問うものではありません。
・意見には、必ずその理由などを明記してください。

７人槽

市報さいき

② 佐伯市「オーガニック憲章」
（仮称）

■公表方法
まちづくり推進課と各振興局で公表するほか、
市のホームページにも掲載します。

５人槽

《問い合わせ》課税課市民税係（☎22-3115）

中心市街地の20年後の将来像を描き、その実
現に向けた指針となる計画です。

■意見の提出方法
住所と氏名を明記し、窓口提出、ハガキ・書面
の郵送、ＦＡＸ、メールのいずれかの方法で提出
してください。

2月７日（金） ９時30分～14時 八幡地区公民館
2月12日（水） ９時30分～13時 西上浦地区公民館

① 佐伯市市街地グランドデザイン

■対 象 者 令和元年度住民税が非課税の人
※住民税の被扶養者や
生活保護受給者など
は対象になりません。

給与・年金（非課税年金含む）などの特別受付
■と

■公表方法
こども福祉課と各振興局で公表するほか、市の
ホームページにも掲載します。

※予算の範囲内で補助金を交付します。
《問い合わせ》下水道課（☎22-4205）

市 政 情 報 PI C K U P !

税などの申告はお早めに

２月13日（木）

■意見の提出方法
住所と氏名を明記し、窓口提出、ハガキ・書面
の郵送、ＦＡＸ、メールのいずれかの方法で提出
してください。

《提出・問い合わせ》
〒876-8585 佐伯市中村南町１番１号
佐伯市役所まちづくり推進課
（本庁舎２階、☎22-4529、FAX：22-0025、
メール：①についてmachi@city.saiki.lg.jp、
②についてsyoku@city.saiki.lg.jp）

《申込み・問い合わせ》
総務課職員係（本庁舎５階、☎22-4154）
市報さいき

2020.１.15
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４月４日(土)・５日(日)は

出演者募集
さいき春まつりを盛り上げてくれる人や団体を
大募集。併せて、かつて佐伯藩に実在されたとさ
れる菊姫を再現した菊姫役、菊姫行列出演者を募
集します。
募集内容など、詳しくはお問い合わせください。
■申込方法
応募用紙に必要事項を記入して、観光課に郵送
または直接申し込んでください。応募用紙は、観
光課または各振興局に備え付けています。
■申込期限

２月14日（金）

令和２年度

①市中大パレード参加者
踊りや演奏などのパフォーマンスをしながらパ
レードに参加する地域のグループや企業などを募
集します。
※指定の場所でのパフォーマンスが必要
②ステージイベント出演者
お祭り広場のステージで、伝統芸能やダンスな
どを披露する人や団体を募集します。
※希望者多数の場合は抽選
③会場内販売などの出店者
会場内で各種販売を行う出店者を募集します。
※小間数に限りあり。希望者多数の場合は抽選
④菊姫行列「菊姫」（１人）
満15歳以上（中学生を除く）で、市内在住、
市内出身または市内の学校や事業所に通う女性
（身長150cmから165cmまで）。書類審査と面接
により選考します。
⑤菊姫行列出演者
小学５～６年生程度の女子２人、満15歳以上
（中学生を除く）の女性数人、男性10人
※希望者多数の場合は抽選

《申込み・問い合わせ》観光課（本庁舎２階、☎22-3942）
※④・⑤の菊姫行列についての問い合わせは菊姫行列実行委員会・吉岡（☎050-5438-2094）

児童クラブは、仕事のため昼間に保護者が家庭にいない児童が、放課後の｢遊びの場｣や｢生活の
場｣として利用することで、健やかな成長を手助けするためのクラブです。また、今年度から新た
に夏休み期間のみの児童クラブを開設します。
４月からの入会を希望する人は、説明会に参加の上、各クラブに申し込んでください。活動内容
や申込方法などは各クラブにお問い合わせください。
校区
佐伯
佐伯東

クラブ
さいき元気っ子クラブ
ひがしなかよしクラブ
めだか児童クラブ
あめんぼ児童クラブ
渡町台
にじの丘児童クラブ
にじの丘キッズクラブ
つるおか子どもの家
鶴岡
つるおかわんぱくクラブ
上堅田 星の子児童クラブ
下堅田 下堅田児童クラブ
木立
木立ゆめっ子クラブ
八幡
海の子児童クラブ
東雲
上浦放課後児童クラブ
明治児童クラブ
明治
あおぞら児童クラブ
上野
上野児童クラブ
切畑
切畑児童クラブ
本匠
あゆっこ児童クラブ
宇目緑豊 重岡児童クラブ
直川
なおかわ児童クラブ
松浦
つるみ児童クラブ
米水津 よのうづ子どもクラブ
蒲江翔南 蒲江放課後児童クラブ

み そ

第２回

味噌づくり食育サポーター養成講座
お手製の味噌づくりを指導できる食育サポー
ターを養成します。
■と き ２月１日（土）
・10時30分～11時30分：講義
「味噌は世界中どの人にも合う万能発酵食」
・13時30分～14時30分：味噌づくり実習
■ところ 佐伯東地区公民館
■講 師 発酵専門家「菌王子」・松澤昭仁 氏
■参加費 無料
■定 員 15人
※講義・実習とも参加
できる人
《申込み・問い合わせ》
まちづくり推進課（☎22-4529）
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歴史資料館古文書講座（初級編）

古文書で知る佐伯氏の歴史
古文書を読み、中世の時代の佐伯氏の歴史を
学びませんか。初心者にもくずし字の読み方を
やさしく解説！ 受講希望者は、歴史資料館窓口
または電話で申し込んでください。
■と き ２月８日（土）・15日（土）・29日（土）、
３月７日（土）・14日（土）
10時30分～12時 ※全５回
■ところ 三余館２階特別会議室
■講 師 佐伯市歴史資料館学芸員
■参加費 200円（資料代）
■定 員 20人 ※先着順
《申込み・問い合わせ》
歴史資料館（☎22-0700）
※ホームページはコチラ→

児童クラブの入会説明会

全地域

【新】夏休み児童クラブ
対象：小学 1 ～ 3 年生

説明会
2月 7 日(金)19時30分～
2月 5 日(水)19時～

申込用紙配布
説明会時のみ
2月 5 日(水)～

申込期限
2月17日(月)
2月13日(木)

連絡先
☎23-0311
☎22-7949

2月 1 日(土)19時～

2月 1 日(土)～

2月 8 日(土)

☎24-0388

1月31日(金)19時～
(渡町台地区公民館）

説明会時のみ

2月 3 日(月)

☎22-5046

1月31日(金)19時30分～

説明会時のみ

2月 7 日(金)

☎20-0726

2月 7 日(金)19時～
1月31日(金)19時～
2月 7 日(金)19時30分～
2月 6 日(木)19時30分～
2月 7 日(金)19時～

説明会時のみ
説明会時のみ
2月 7 日(金)～
説明会時のみ
説明会時のみ

2月13日(木)
2月 7 日(金)
2月21日(金)
2月15日(土)
2月22日(土)

☎23-5300
☎23-8123
☎28-3677
☎27-6504
☎32-5021

2月 7 日(金)19時30分～
(上野児童クラブ）
※４クラブ合同

2月 7 日(金)～

2月14日(金)

2月 6 日(木)～
2月 6 日(木)～
1月31日(金)～
2月 1 日(土)～
1月31日(金)～

2月13日(木)
2月15日(土)
2月14日(金)
2月29日(土)
2月 7 日(金)

☎46-2244
☎46-2830
☎56-5485
☎53-2782
☎58-2488
☎33-1223
☎35-6639

説明会時のみ

2月21日(金)

☎42-1620

2月 8 日(土)～

2月15日(土)

☎46-2677

2月 6 日(木)19時30分～
2月 6 日(木)19時30分～
1月31日(金)19時30分～
1月31日(金)19時～
1月31日(金)16時30分～
2月 7 日(金)19時30分～
(蒲江児童館）
2月 8 日(土)19時～
(弥生児童館）※要事前連絡

情 報あらかると

さいき春まつり

■募集内容

☎46-2633

※明治・あおぞら・上野・切畑・あゆっこ児童クラブの説明会は新規利用者を対象に行います。
※次のクラブでは幼稚園児も利用できます。
さいき元気っ子クラブ、ひがしなかよしクラブ、星の子児童クラブ、下堅田児童クラブ、
木立ゆめっ子クラブ、海の子児童クラブ、上浦放課後児童クラブ、つるみ児童クラブ
《問い合わせ》こども福祉課(☎22-3972)

教育支援センター教室

「グリーンプラザ」が 移転しました
■移転場所

池田611番地１
(旧 久部保育所）
☎22-5131 ※ＦＡＸ兼

《問い合わせ》学校教育課（☎22-4670）

「グリーンプラザ」ってどんなところ？
いじめや不登校、発達障がいなどの悩みを
抱えている子どもや保護者への支援活動を行
います。心理カウンセラーが在籍し、
電話や訪問による相談にも応じ
ます。困り事などあれば、
お気軽にご相談ください。

市報さいき

2020.１.15
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Information

ら

ケア係（本庁舎１階

日（金）

番窓

まで／ステージ発表：２月
分～）
見直しに伴い、令和２年９

途変更・編入申請の受付が
できません。
農地転用などを予定して
いる場合は早めの手続きを
お願いします。
▽今後の予定…①令和２
年１月分（１月 日締切）、
②令和２年５月分（５月
日締切）

日 締 切 ）、 ③ 令 和 ３ 年 １ 月
分（令和３年１月
農林課園芸振興係（☎㉒

３２３９）

▽参加費…無料

板

南部保健所地域保健課

言

（☎㉒０５６２）

伝
さいきプラフリー
プロジェクト 元猿

海岸に流れ着いたごみを
一緒に拾いましょう。
▽とき…２月９日（日） 時

つな☆ばんプロジェ

～▽ところ…元猿海岸（蒲
江）

■＝市のホームページにも掲載

ｍの

■＝問い合わせ

観音滝氷瀑ツアー
藤河内渓谷の落差
観音滝へのトレッキング。
気温次第では、凍った滝を
日（日）・

見ることができるかも！
▽とき…１月
日（月）８時～

時※いずれ

かの期日を選択
▽集合…宇目エコパークセ
ンター（道の駅宇目内）
▽参加料…３，０００円（食
人※先着

事代・保険料などを含む）
▽定員…各日
順・５人以下の場合は中止
佐伯地域ユネスコエ

コパーク推進協議会（エコ

験

パーク推進室内、☎㉕４１
１８）

試

日（木）

佐伯准看護学院生徒募集
▽とき…１月
▽ところ…佐伯准看護学院

･

日（木）

▽試験科目…国語・面接
▽申込期限…１月
佐伯准看護学院（☎

㉓１３１０）

市民武道館▽参加費…月額
１，５００円（別途保険料
９００円が必要）▽申込方
法…メールに、郵便番号

住 所、 氏 名（ 年 齢 性
･別 ･
学 年 ）、 保 護 者 氏 名、 電 話
コ

ッ

ト

ＳＡＣＯＴ

サ

番号を明記し申し込んでく
ださい。

事務局・保田（☎０８０ １
７１１ ５８７０、メール：
）
sacot001@yahoo.co.jp

懐かしのフォークソング
演奏会
▽とき…２月１日（土） 時
分～
デ

ィ

ア

時▽ところ…渡町
フ

レ

ン

ズ

台地区公民館▽ゲスト…
ＤＥＡＲ ＦＲＩＥＮＤＳ・
渡町台地区公民

森進一郎さんほか▽入場料
…無料

館（☎㉓７４４５）

㎝ ）…

㎝×幅

おゆずりします
▽学習机（高さ
１１０㎝×奥行き

匿名（☎０９０ １９７２

市報発行日のお知らせ…２月１日号：２月３日（月）、２月15日号：２月17日（月）

※２月15日号の原稿締切は１月24日（金）。市報発行日を含む５日以内に開催する催しや募集期限があるお知らせは掲載できません。

■＝申込み
※
日（日）まで大分県立美

術館で展示します。
▽応募資格…県内在住の
歳以上の人
▽申込期限…１月

さんのご来場をお待ちして
口、☎㉓６８００）

高齢者福祉課地域包括

います。

テージ発表を行います。皆

成果として、作品展示やス

教室生が１年間の学習の

佐伯市高齢者教室
合同学習発表会

お 知らせコーナー

各種お知らせ
社会保険料控除のための
納付証明書をお送りします

険料・後期高齢者医療保険
▽とき…作品展：２月８日

国民健康保険税・介護保
料普通徴収での納付証明書
（土）・９日（日）８時
分

分～

を１月中旬から順次郵送し
時

き）の人は、年金支払者か
９日（日） 時

分※９日は

ら送られる公的年金等の源
分（開会行事９時
月分（９月 日締切）につ

時

泉徴収票で納入済額をご確
▽ところ…佐伯文化会館
いては、同計画農用地区域

ます。特別徴収（年金天引

認ください。
▽内容…手芸や書などの作
（農振農用地）の除外・用

農振農用地除外・用途変
更・編入申請の受付変更

▽郵送対象の人…国民健康
品展示、舞踊や歌唱などの

社会教育課（☎㉒４２０

９）

豊の国ねんりんピック
短歌・俳句・川柳作品募集

農業振興地域整備計画の

保険税：これまでに平成
ステージ発表

時

年分の納付証明書の発行を
▽入場料…無料

分～

受けた人で、令和元年中に
保険税を普通徴収で納め、
その納付証明書を未発行の
人／介護保険料・後期高齢
者医療保険料：令和元年中
に保険料を普通徴収で納め
ている人
祉課に備え付けのハガキに

出品希望者は、高齢者福

または各振興局で納付証明
必要事項を記入の上、大分

▽郵送対象外の人…収納課
書 発 行 の 申 請 が で き ま す。
県社会福祉協議会に申し込
んでください。
作品は、５月

㉒３９７２）

相
ニート・ひきこもり家族の会

談

こども福祉課（☎

日（月）～２月３日（月）

▽募集要項配布期間…１月

日（火）か

本人確認書類をご持参くだ
さい。

集

収納課（☎㉒４５０４）

募
さいき城山桜ホール
子育て・子育ち支援室
運営委託事業者を募集
詳 し く は、 市 の ホ ー ム
ページに掲載する募集要項
などをご覧ください。書類
審査とプレゼンテーション
同じ悩みを持つ家族と集
まって話をしませんか。

により委託事業者を選定し
ます。
▽とき…２月

日（水） 時

▽業務内容…地域子育て支
時

～
▽ところ…南部保健所

時

6
2020.１.15

申

６２１５）

２月１日(土)～29日(土)

クト・水沼（☎０８０ １７

人※先着順▽と
時／②

分▽ところ…

分～
時

◆開催期間

３１ ７９６０）

コーディネーショントレー
ニング放課後ジュニア教室
体を動かす能力をレベル
アップし、運動好きな子ど
もを目指そう。
人／②小学１～

▽対象…①幼稚園（年中・
年 長 ）：
３年生：
時

き…毎月第１・第３水曜日、
①

５分～

◆受付期間
１月24日(金)～

市報さいき
2020.１.15
市報さいき
7

パートナーを募集します。

募集要項などの詳細は、市のホーム

《申込み・問い合わせ》社会教育課
(☎22-3245）
ページに掲載します。

１月27日(月)～２月７日(金)

◆募集要項配布

のサービスを向上させるため、佐伯図書館

令和２年４月１日～
令和５年３月３１日（３年間）
◆契約期間

１月27日(月)まで
及び視聴覚センターのネーミングライツ
《問い合わせ》
地域振興課（☎22-3005）
佐伯商工会議所（☎22-1550）
※講座内容などはコチラ→

佐伯図書館 の ネーミングライツパートナー募集
商店主が講師となって行う少人数制のミニ講座。専門知識やプロのコツなどを
聞いてみよう！参加を希望する人は、講座の内容を確認の上、各講座の申込先に
直接申し込んでください。案内チラシは、市役所本庁舎１階や佐伯商工会議所な
どに備え付けています。

民間の資金を活用し、社会教育施設の利用者へ

ＨＰ

27

－

◆申込開始

－

13

問

77

23

74

60

30

15 26
20

30

問

－

14

20

問

申

15

問

30

60
20

10
18

問

30

14

11
－

問

31

20

20

in

18

－

23

20 20

50

申

17

－

19
■入場料 無料
※託児サービス希望者は
１月17日（金）までに
電話で申し込んでください。

問

18 15

㈲ 松 井 農 園 代表 松井道生 氏
■発表者

みち お

問

20

12

援拠点事業、一時預かり事

オーガニックの普及をライフワークとして
全国を取材し続ける山口さんの講演と宮崎県
綾町でトップランナーとして有機農業を実践
する松井さんの事例発表を行います。

問

17

10

ＨＰ

や組 「オーガニック電話帳」
編集人 山口タカ 氏
師
■講

業ほか

～人にも環境にもやさしい農業を目指して～

佐伯市オーガニック推進大会

申

30

15

和楽大研修室
■ところ

13
《問い合わせ》農林課（☎22-3239）

30
１月25日（土）18時～20時30分
き
■と

30

16

問
申 20
問

問

乳幼児健康診査・のびのび教室

休日当番医

市報さいき 2020年（令和２年）１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。

１月 26日 ... 東内科医院 ................. 中村東町 ........ 22‒2916
２月 2日 ... 神宮医院 ..................... 宇目小野市 .... 54‒3014

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

と

き

内

容

２月 6日（木) 身体測定、発達チェック
２月26日（水) 内科診察、離乳食指導
（Ｒ1年９月生）
13時～13時15分 保健指導、ブックスタート
乳児健診

1歳6か月児健診

内科・歯科診察
２月13日（木) 身体測定、

（Ｈ30年７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
２月20日（木)
3歳児健診
内科・歯科診察、
（Ｈ28年８月生） 13時～13時15分
栄養・歯科・保健指導
8～9か月児
のびのび教室

（Ｒ１年５月生）

２月 4日（火) 身体測定
9時45分～10時 離乳食指導など

■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）

●弥生・本匠・宇目・直川地域
と

き

内

容

身体測定、発達チェック
２月14日（金)
乳児健診
内科診察、離乳食指導
(R1年9月～10月生) 13時～13時15分
保健指導、ブックスタート
身体測定、尿・視力検査
２月 7日（金)
内科・歯科診察、
(H28年6月～8月生) 13時～13時15分
栄養・歯科・保健指導
3歳児健診

●蒲江地域

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

と

き

1歳6か月児健診

(H30年5月～7月生)

２月28日（金)

内

２月 9日 ... 秋山医院 ..................... 向島２丁目 .... 23‒3177
２月 11日 ... 曽根病院 ..................... 長島町２丁目 ... 23‒8877
２月 16日 ... 片岡医院 ..................... 長谷 ................ 24‒1139
歯科

１月 26日 ... ファミリー歯科・

こども歯科 ... 中の島２丁目 ... 20‒0648
２月 2日 ... 丸山歯科医院 ............. 向島１丁目 .... 22‒0832
２月 9日 ... きよなが歯科クリニック... 鶴岡町１丁目 ... 20‒0702

２月 11日 ... はやし歯科医院 ......... 池船町 ............ 20‒5518
２月 16日 ... 鶴岡クリニック ......... 鶴望 ................ 22‒5199

◎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）
、曽根病院（長島町）は
常時受付
当番医は変更される場合もあります。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)

(会場：弥生保健センター ☎46‒0265）
健 診 名

医科

容

身体測定、
内科・歯科診察
栄養・歯科・保健指導

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。

13時～13時15分 身体測定、尿・視力検査
内科・歯科診察、
(H28年6月～8月生)
栄養・歯科・保健指導
3歳児健診

《問い合わせ》
健康増進課保健係（和楽、☎23‒4500）
西部分室（弥生保健センター、☎46‒0265）
南部分室（蒲江保健センター、☎43‒3888）

祝！百歳

12月に100歳を迎えられました｡
おめでとうございます｡
• 八十島 ノ ブ さん（船頭町）
• 川 野 君 子 さん（弥生小田）
• 廣 瀬 サダコ さん（新女島）

小児救急当番医
●診療時間：10時～12時（日曜日）

１月 26日 ... 西田病院小児科 ............. 鶴岡西町 .... 22‒0180
２月 2日 ... 桑畑小児科医院 ............. 中村東町 .... 22‒1965

２月 9日 ... 塩月内科小児科医院 ..... 女島 ............ 20‒0070
２月 16日 ... 西田病院小児科 ............. 鶴岡西町 .... 22‒0180
● 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。

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