
日 月 火 水 木 金 土 各種相談会
肝炎検査・エイズの相談及び検査・
骨髄バンク登録 予
時 1日（水）、15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 8日（水）、10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 21日（火）
問 塩釜保健所 ☎︎365-3153

こころの相談 予
時 6日（月）、16日（木）
問 塩釜保健所 ☎︎365-3153

健康相談（栄養・歯科あり）・
親子相談 予
時 16日（木）
問 保健福祉センター ☎︎356-1334

無料法律相談 予
時 22日（水）午後1時~午後5時
問 役場 総務係 ☎︎767‒2192

生活・人権・行政・障害相談 予
時 22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 28日（火）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5時
問 障害児相談支援センター
　 もりのひろば ☎︎352-6080

◎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

◎健康麻雀ひろば 予
　時 午前9時30分～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～

◉こ・あきない市
　時 午前11時～午後3時
　　 （陶の泉は午前10時～午後3時）
　場 tsumiki、うちみ旅館、
　　 アトリエ陶の泉、
　　 MOLA MOLA CAFEの4会場

＼イベント詳細はこちら／

☆1歳6か月児健康診査
　対 令和2年5月1日～5月31日生
★栄養相談（西部児童館「りふ～る」）
　時 午前10時30分～午前11時30分

☆2歳6か月児歯科検診
　対 令和元年6月26日～7月18日生
◎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
◆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

「ハマスカキャンドルナイト」
　時 午後3時30分～午後7時30分
　場 MOLA MOLA CAFE前
　問 シティセールス係
　　 ☎︎767‒2120

　　　　☆BCG予防接種（受付時間：午前9時～午前9時30分）
　　　　　対 令和2年12月18日～令和3年9月17日生（未接種の方）
　　　　　持 予診票、母子健康手帳、体温計
★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
★保健師相談（子育て広場「十符っ子」）
　時 午前10時30分～午前11時30分
★にこにこ広場（利府第二おおぞら保育園）
　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）
★おもちゃ病院（東部児童館「ペア・きっず」）
　時 午前10時～正午
★町認可保育施設  令和4年2・3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～

「十符の里おさんぽ検定」
　時 午前9時～午後1時
　※詳しくは6ページをご覧ください

「朗読コンサート」
　時 第1部：午前11時～午前11時45分
　　 第2部：午後2時～午後3時30分
　※詳しくは15ページをご覧ください

★栄養相談（子育て広場「ありのみ」）
　時 午前10時30分～午前11時

☆3歳児健康診査
　対 平成30年5月14日～6月12日生
★栄養相談（東部児童館「ペア・きっず」）
　時 午前11時～正午

☆乳児健康診査
　対 令和3年8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
★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）

◎健康麻雀ひろば 予
　時 午前9時30分
　　 ～午前11時30分

◉【利用者意見交流会】
　語り尽くせ！まちをおもしろくする
　ためにtsumikiができる100のコト
  時 午後2時30分～午後4時30分
  場 tsumiki

＼イベント詳細はこちら／

◉しなやかカフェ④
　〜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 tsumiki
　※募集は締め切りました

12/21〜12/27
「羽黒前遺跡発掘調査パネル展」
　場 ペア・パル利府（町民交流館）
　問 文化振興係 ☎︎767‒2197

☆3歳児健康診査
　対 平成30年6月13日～7月10日生
◎脳力アップ教室 予
　時 午前10時30分～午前11時30分

◎健康麻雀ひろば 予
　時 午前9時30分～午前11時30分

「令和3年度利府町文化祭」
　時 午前9時20分～午後4時
　場 文化交流センター「リフノス」
　問 文化交流センター「リフノス」
　　 ☎︎353‒6114
◆母子健康手帳交付と妊婦面接
　時 午後1時15分～

「令和3年度利府町文化祭」
　時 午前9時10分～午後5時
　場 文化交流センター「リフノス」
　問 文化交流センター「リフノス」
　　 ☎︎353‒6114
　※詳しくは15ページをご覧ください

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

家庭ごみ収集・ごみの直接搬入 し尿汲み取り 塩釜地区りふ斎苑
年末 12月30日（木）まで 12月28日（火）まで 12月30日（木）まで
年始 1月4日（火）から 1月4日（火）から 1月4日（火）から

問い合わせ先 生活環境課 環境衛生係
☎︎767-2119

㈱利府衛生
☎︎356-2424

塩釜地区消防事務組合環境課
☎︎363-2777
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時 … 時間　　対 … 対象　　持 … 持ち物　　予 … 要予約　　場 … 場所

＜お問い合わせ先＞

●ごみ収集・し尿汲み取り・斎場の年末年始営業日等について（※し尿汲み取りの受付は12月20日（月）までといたします。）
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肝炎検査・エイズの相談及び検査・
骨髄バンク登録 予
時 1日（水）、15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 8日（水）、10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 21日（火）
問 塩釜保健所 ☎︎365-3153

こころの相談 予
時 6日（月）、16日（木）
問 塩釜保健所 ☎︎365-3153

健康相談（栄養・歯科あり）・
親子相談 予
時 16日（木）
問 保健福祉センター ☎︎356-1334

無料法律相談 予
時 22日（水）午後1時~午後5時
問 役場 総務係 ☎︎767‒2192

生活・人権・行政・障害相談 予
時 22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 28日（火）午前10時~午後3時
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※前日までに、電話でご連絡ください。

障害者相談
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問 障害者相談支援事業所
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　 もりのひろば ☎︎352-6080

◎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

◎健康麻雀ひろば 予
　時 午前9時30分～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～

◉こ・あきない市
　時 午前11時～午後3時
　　 （陶の泉は午前10時～午後3時）
　場 tsumiki、うちみ旅館、
　　 アトリエ陶の泉、
　　 MOLA MOLA CAFEの4会場

＼イベント詳細はこちら／

☆1歳6か月児健康診査
　対 令和2年5月1日～5月31日生
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　時 午前10時30分～午前11時30分

☆2歳6か月児歯科検診
　対 令和元年6月26日～7月18日生
◎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
◆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

「ハマスカキャンドルナイト」
　時 午後3時30分～午後7時30分
　場 MOLA MOLA CAFE前
　問 シティセールス係
　　 ☎︎767‒2120

　　　　☆BCG予防接種（受付時間：午前9時～午前9時30分）
　　　　　対 令和2年12月18日～令和3年9月17日生（未接種の方）
　　　　　持 予診票、母子健康手帳、体温計
★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
★保健師相談（子育て広場「十符っ子」）
　時 午前10時30分～午前11時30分
★にこにこ広場（利府第二おおぞら保育園）
　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）
★おもちゃ病院（東部児童館「ペア・きっず」）
　時 午前10時～正午
★町認可保育施設  令和4年2・3月入所申込締切日
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◎健康麻雀ひろば 予
　時 午前9時30分
　　 ～午前11時30分

◉【利用者意見交流会】
　語り尽くせ！まちをおもしろくする
　ためにtsumikiができる100のコト
  時 午後2時30分～午後4時30分
  場 tsumiki

＼イベント詳細はこちら／

◉しなやかカフェ④
　〜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 tsumiki
　※募集は締め切りました

12/21〜12/27
「羽黒前遺跡発掘調査パネル展」
　場 ペア・パル利府（町民交流館）
　問 文化振興係 ☎︎767‒2197

☆3歳児健康診査
　対 平成30年6月13日～7月10日生
◎脳力アップ教室 予
　時 午前10時30分～午前11時30分

◎健康麻雀ひろば 予
　時 午前9時30分～午前11時30分

「令和3年度利府町文化祭」
　時 午前9時20分～午後4時
　場 文化交流センター「リフノス」
　問 文化交流センター「リフノス」
　　 ☎︎353‒6114
◆母子健康手帳交付と妊婦面接
　時 午後1時15分～

「令和3年度利府町文化祭」
　時 午前9時10分～午後5時
　場 文化交流センター「リフノス」
　問 文化交流センター「リフノス」
　　 ☎︎353‒6114
　※詳しくは15ページをご覧ください

利府町役場
　12月29日（水）から1月3日（月）まで
ペア・パル利府（町民交流館）
　12月28日（火）から1月4日（火）まで

保健福祉センター
　12月29日（水）から1月3日（月）まで
総合体育館
　12月28日（火）から1月4日（火）まで

温水プール
　12月14日（火）から1月4日（火）まで
リフノス
　12月29日（水）から1月3日（月）まで

公共施設等の年末年始休館日のお知らせ
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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 12月 カレンダー
取り外してご活用ください
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