
日 月 火 水 木 金 土 各種相談会
 文化の日 肝炎検査・エイズの相談及び検査・

骨髄バンク登録 予
時 17日（水）
問 塩釜保健所 ☎363-5504

ひきこもり・思春期こころの相談 予
時 10日（水）、12日（金）
問 塩釜保健所 ☎365-3153

アルコール・薬物関連専門相談 予
時 16日（火）
問 塩釜保健所 ☎365-3153

こころの相談 予
時 11日（木）
問 塩釜保健所 ☎365-3153

健康相談・親子相談 予
時 19日（金）
問 保健福祉センター ☎356-1334

無料法律相談 予
時 24日（水）
問 役場 総務係 ☎767‒2192

生活・人権・行政・障害相談 予
時 24日（水）午前10時~午後3時
問 社会福祉協議会 ☎356-9060

生活保護相談 予
時 22日（月）午前10時~午後3時
問 役場 地域福祉課障がい福祉係
　 ☎767-2148
※前日までに、電話でご連絡ください。

障害者相談
時 平日 午前9時~午後5時
問 障害者相談支援事業所
　 ひまわり（保健福祉センター内）
　 ☎354-1556
　 090-1493-0569

障害児相談
時 平日 午前9時~午後6時
問 障害児相談支援センター
　 もりのひろば ☎352-6080

★にこにこ広場（菅谷台保育所）
　時 午前10時～午前11時
　※施設見学希望者のみ（要電話予約）

◎利府レッシュウォーキング教室 予
　時 午後1時30分～午後3時30分

◎健康麻雀ひろば 予
　時 午前9時30分～午前11時30分

※第2部の振替えを午後1時30分～
午後3時30分で実施。午前の部は
第3部としての実施。

★栄養相談（子育て広場「ぽかぽか」）
　時 午前11時～午前11時30分
◆母子健康手帳交付と妊婦面接
　時 午後1時15分～
◎フレイル予防で若返り教室 予
　時 午前9時30分～午前11時30分

　　　☆BCG予防接種
　（受付時間：午前9時～午前9時30分）
　対 令和2年11月13日～
　　 令和3年8月12日生（未接種の方）
　持 予診票、母子健康手帳、体温計
★おもちゃ病院
　時 午前10時～正午（子育て広場「りふ～る」）
　時 午後1時～午後3時（子育て広場「十符っ子」）
◆母子健康手帳交付と妊婦面接
　時 午後1時15分～

◎脳力アップ教室 予
　時 午前10時30分～午前11時30分

※第1部の振替え分

☆1歳6か月児健康診査
　対 令和2年4月7日～4月30日生

☆2歳6か月児歯科検診
　対 令和元年5月28日～6月25日生
◎健康麻雀ひろば 予
　時 午前9時30分～午前11時30分

㊡ペア・パル利府（町民交流館）
　臨時休館（館内清掃のため）
　問 財務課 管財契約係
　　 ☎767‒2116
11/13〜11/14

「見よう！感じよう！体験しよう！
tsumiki みんなのSHOW店街」

　時 午前11時～午後4時
　場 イオンモール新利府南館1階

11/13〜11/14
「見よう！感じよう！体験しよう！

tsumiki みんなのSHOW店街」
　時 午前11時～午後4時
　場 イオンモール新利府南館1階

★にこにこ広場（利府葉山保育園）
　時 午前10時～午前11時
　※保育園開放（園庭または室内での自由遊び）

◎脳力アップ教室 予
　時 午前10時30分～午前11時30分

※第1部の振替え分

☆3歳児健康診査
　対 平成30年4月15日～5月13日生
★にこにこ広場（菅谷台保育所）
　時 午前10時～午前11時
　※施設見学希望者のみ（要電話予約）

☆乳児健康診査
　対 令和3年7月生まれ
★栄養相談（子育て広場「ぽかぽか」）
　時 午前11時～午前11時30分

★栄養相談（子育て広場「ありのみ」）
　時 午前10時30分～午前11時
◎健康麻雀ひろば 予
　時 午前9時30分～午前11時30分

★栄養相談（子育て広場「十符っ子」）
　時 午前10時30分～午前11時30分
★町認可保育施設
　令和4年1月入所申込締切日
◆母子健康手帳交付と妊婦面接
　時 午後1時15分～

◉なりわい市
　時 午前11時～午後3時
　場 利府町まち・ひと・しごと
　　 創造ステーションtsumiki
　問 商工観光課 シティセールス係
　　 ☎767‒2120
＊第2回利府町民会議 予
　時 午後6時～午後7時45分
　場 リフノス多目的ホール
　※詳細はP.8をご覧ください

 勤労感謝の日
「利府ラリー」
　時 午前9時30分～
　場 利府町役場駐車場ほか
　問 商工観光課　観光係
　　 ☎767‒2120
　※ラリーカーの整備や開閉会式の様子
　　をご覧いただけます。（申込み不要）

◎脳力アップ教室 予
　時 午前10時30分～午前11時30分

※第1部の振替え分

「ALL RIFU産業祭」
　時 午前10時～午後5時
　場 利府町文化交流センター
　　 リフノス
　問 商工観光課　観光係
　　 ☎767‒2120
　※イベント詳細は後日全戸配布する　　　
　　チラシをご覧ください。

◎脳力アップ教室 予
　時 午前10時30分～午前11時30分

※第2部

◎健康麻雀ひろば 予
　時 午前9時30分～午前11時30分

★看護師相談（子育て広場「ありのみ」）
　時 午前10時30分～午前11時
◆母子健康手帳交付と妊婦面接
　時 午後1時15分～

◉しなやかカフェ③
　〜地域女性リーダー育成講座〜
　時 午前10時30分～午後0時30分
　場 利府町まち・ひと・しごと
　　 創造ステーションtsumiki
　※募集は締め切りました

◎終活講座 予
　時 午前10時～午前11時30分

子ども家庭センター（保健福祉センター内） ☎356-6711 東部児童館「ペア・きっず」 ☎767-8150
健康推進課 親子保健係（保健福祉センター内） ☎356-1334 子育て広場「ぽかぽか」（青山すぎのこ保育園内） ☎767-8841
菅谷台保育所 ☎349-0623 子育て広場「ありのみ」（アスク利府保育園内） ☎349-0611
子育て広場「十符っ子」 ☎767-2195 葉山保育園 ☎767-0781
西部児童館「りふ～る」 ☎781-9895

11/13-14
「見よう！感じよう！体験しよう！
　 tsumikiみんなのSHOW店街」
利府町を中心に活躍する小商い事業者さんが
大集合！布小物作り、マスコット作りといった
ワークショップや、ベーグルやパン、コーヒー
の販売もあります。2日間まるまる、利府町を
見て感じて体験しませんか？

11/20
「なりわい市」

2021新・生業塾の受講者がヨガ体験や陶芸品・
生花販売など新しい事業プランをお披露目します。
他にもクレープ販売や絵付け・コスメワーク
ショップなどのブースが出店。ここから始まる
新しいモノ・コトを味わってみませんか。

今月のイベントピックアップ
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日 月 火 水 木 金 土 各種相談会
 文化の日 肝炎検査・エイズの相談及び検査・

骨髄バンク登録 予
時 17日（水）
問 塩釜保健所 ☎363-5504

ひきこもり・思春期こころの相談 予
時 10日（水）、12日（金）
問 塩釜保健所 ☎365-3153

アルコール・薬物関連専門相談 予
時 16日（火）
問 塩釜保健所 ☎365-3153

こころの相談 予
時 11日（木）
問 塩釜保健所 ☎365-3153

健康相談・親子相談 予
時 19日（金）
問 保健福祉センター ☎356-1334

無料法律相談 予
時 24日（水）
問 役場 総務係 ☎767‒2192

生活・人権・行政・障害相談 予
時 24日（水）午前10時~午後3時
問 社会福祉協議会 ☎356-9060

生活保護相談 予
時 22日（月）午前10時~午後3時
問 役場 地域福祉課障がい福祉係
　 ☎767-2148
※前日までに、電話でご連絡ください。

障害者相談
時 平日 午前9時~午後5時
問 障害者相談支援事業所
　 ひまわり（保健福祉センター内）
　 ☎354-1556
　 090-1493-0569

障害児相談
時 平日 午前9時~午後6時
問 障害児相談支援センター
　 もりのひろば ☎352-6080

★にこにこ広場（菅谷台保育所）
　時 午前10時～午前11時
　※施設見学希望者のみ（要電話予約）

◎利府レッシュウォーキング教室 予
　時 午後1時30分～午後3時30分

◎健康麻雀ひろば 予
　時 午前9時30分～午前11時30分

※第2部の振替えを午後1時30分～
午後3時30分で実施。午前の部は
第3部としての実施。

★栄養相談（子育て広場「ぽかぽか」）
　時 午前11時～午前11時30分
◆母子健康手帳交付と妊婦面接
　時 午後1時15分～
◎フレイル予防で若返り教室 予
　時 午前9時30分～午前11時30分

　　　☆BCG予防接種
　（受付時間：午前9時～午前9時30分）
　対 令和2年11月13日～
　　 令和3年8月12日生（未接種の方）
　持 予診票、母子健康手帳、体温計
★おもちゃ病院
　時 午前10時～正午（子育て広場「りふ～る」）
　時 午後1時～午後3時（子育て広場「十符っ子」）
◆母子健康手帳交付と妊婦面接
　時 午後1時15分～

◎脳力アップ教室 予
　時 午前10時30分～午前11時30分

※第1部の振替え分

☆1歳6か月児健康診査
　対 令和2年4月7日～4月30日生

☆2歳6か月児歯科検診
　対 令和元年5月28日～6月25日生
◎健康麻雀ひろば 予
　時 午前9時30分～午前11時30分

㊡ペア・パル利府（町民交流館）
　臨時休館（館内清掃のため）
　問 財務課 管財契約係
　　 ☎767‒2116
11/13〜11/14

「見よう！感じよう！体験しよう！
tsumiki みんなのSHOW店街」

　時 午前11時～午後4時
　場 イオンモール新利府南館1階

11/13〜11/14
「見よう！感じよう！体験しよう！

tsumiki みんなのSHOW店街」
　時 午前11時～午後4時
　場 イオンモール新利府南館1階

★にこにこ広場（利府葉山保育園）
　時 午前10時～午前11時
　※保育園開放（園庭または室内での自由遊び）

◎脳力アップ教室 予
　時 午前10時30分～午前11時30分

※第1部の振替え分

☆3歳児健康診査
　対 平成30年4月15日～5月13日生
★にこにこ広場（菅谷台保育所）
　時 午前10時～午前11時
　※施設見学希望者のみ（要電話予約）

☆乳児健康診査
　対 令和3年7月生まれ
★栄養相談（子育て広場「ぽかぽか」）
　時 午前11時～午前11時30分

★栄養相談（子育て広場「ありのみ」）
　時 午前10時30分～午前11時
◎健康麻雀ひろば 予
　時 午前9時30分～午前11時30分

★栄養相談（子育て広場「十符っ子」）
　時 午前10時30分～午前11時30分
★町認可保育施設
　令和4年1月入所申込締切日
◆母子健康手帳交付と妊婦面接
　時 午後1時15分～

◉なりわい市
　時 午前11時～午後3時
　場 利府町まち・ひと・しごと
　　 創造ステーションtsumiki
　問 商工観光課 シティセールス係
　　 ☎767‒2120
＊第2回利府町民会議 予
　時 午後6時～午後7時45分
　場 リフノス多目的ホール
　※詳細はP.8をご覧ください

 勤労感謝の日
「利府ラリー」
　時 午前9時30分～
　場 利府町役場駐車場ほか
　問 商工観光課　観光係
　　 ☎767‒2120
　※ラリーカーの整備や開閉会式の様子
　　をご覧いただけます。（申込み不要）

◎脳力アップ教室 予
　時 午前10時30分～午前11時30分

※第1部の振替え分

「ALL RIFU産業祭」
　時 午前10時～午後5時
　場 利府町文化交流センター
　　 リフノス
　問 商工観光課　観光係
　　 ☎767‒2120
　※イベント詳細は後日全戸配布する　　　
　　チラシをご覧ください。

◎脳力アップ教室 予
　時 午前10時30分～午前11時30分

※第2部

◎健康麻雀ひろば 予
　時 午前9時30分～午前11時30分

★看護師相談（子育て広場「ありのみ」）
　時 午前10時30分～午前11時
◆母子健康手帳交付と妊婦面接
　時 午後1時15分～

◉しなやかカフェ③
　〜地域女性リーダー育成講座〜
　時 午前10時30分～午後0時30分
　場 利府町まち・ひと・しごと
　　 創造ステーションtsumiki
　※募集は締め切りました

◎終活講座 予
　時 午前10時～午前11時30分
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★子育て事業（子育て相談も実施しています：P.21）
☆乳幼児健康診査　会場：保健福祉センター
　問　親子保健係　☎356‒1334
　※持ち物や受付時間等の詳細は、個別通知をご確認ください。
　　またホームページにも掲載しています。
◎介護予防教室　問　長生き支援係　☎356‒1334

◆母子健康手帳交付と妊婦面接　会場：保健福祉センター
　問　子ども家庭センター　☎356‒6711
　持　妊娠届、マイナンバーカード
　　　（通知カードの場合には、写真付きの本人確認書類も必要です）
　※妊婦本人がお越しください。来所が難しい場合は、あらかじめご連絡
　　ください。時間は1時間程度です。

令和3年 11月 カレンダー
取り外してご活用ください
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