
今月のピックアップ『図書館講座　南
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葵
き

音楽文庫アカデミー2021』
紀州藩主徳
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が集めた楽譜などの資料「南葵音楽文庫」の中から、今回は音楽家シャルル・
ルルーとの関わりや、頼貞が著した「薈

わい

庭
て い

樂
が く

話
わ

」について講座を開催します。
日時　９月18日㈯　午後１時30分～３時30分　　　　定員　先着60人
場所　教育文化会館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※申し込みが必要です。
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著
ルイス・スロボドキン
出版社
瑞雲舎

編
暮らしの図鑑編集部
出版社
翔泳社

著
チョ・ナムジュ
出版社
筑摩書房

なまずにいさんコレットとわがまま王女

暮らしの図鑑　文房具サハマンション 日　程 時　間 場　　所

９/１㈬

９:30～10:00 隅田地区公民館

10:15～11:30 あやの台チルドレンセンター

13:30～14:00 高野口地区公民館

９/２㈭

９:30～10:30 すみだこども園

10:50～11:20 悠久の郷（紀之川寮）

13:20～14:35 境原小学校

９/３㈮

９:20～９:50 橋本さつき保育園

10:15～11:30 城山小学校

13:20～14:35 橋本小学校

９/７㈫

９:30～10:20 応其こども園

10:40～11:10 つくしんぼ園

13:05～14:20 隅田小学校

９/９㈭

９:30～10:00 産業文化会館

10:20～11:35 応其小学校

13:30～14:00 紀見北地区公民館

９/10㈮

10:00～10:40 柱本小学校

11:05～11:35 境原幼稚園

13:30～14:00 ごもうのいえ

９/14㈫

９:25～10:40 学文路小学校

11:00～11:30 山田地区公民館

13:20～14:35 あやの台小学校

９/15㈬ ９:30～10:45 三石小学校

９/16㈭

９:25～10:40 高野口小学校

11:00～11:30 高野口こども園

13:30～14:00 紀見地区公民館

９/17㈮

９:30～10:00 山田さつきこども園

10:20～11:35 西部小学校

13:20～14:30 恋野小学校

９/21㈫

９:30～10:00 恋野地区公民館

10:25～11:35 清水小学校

13:30～14:00 香久の実保育園

９/22㈬

９:20～９:50 学文路さつきこども園

10:25～11:35 紀見小学校

13:20～14:35 橋本小学校

今月の催し
催　　　し 日　程 時　間 場　所

近代文学（石井照千代） ９/５㈰ 12:00～13:45

教育
文化会館

源氏物語（石井照千代） ９/５㈰ 14:10～16:00

English News（新聞） ９/５㈰ ９:30～11:45

English Camp（英文小説） ９/14㈫
９/28㈫ ９:30～11:45

English Lounge
（ラジオビジネス英語）

９/12㈰
９/26㈰ ９:30～11:45

English Café（英文短編集） ９/７㈫ ９:30～11:45

English Café（自由討論） ９/21㈫ ９:30～11:45

英語で楽しむリア王（芝史朗） ９/12㈰ 14:00～16:00

移動図書館ブッキー

1』

※今月の「よみきかせ会」「赤ちゃんと絵本のひととき」「みんな
のストーリーテリング」は中止します。
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保健福祉センター案内図

骨髄移植ドナー登録の助成金を交付しています
白血病などの血液疾患の治療には、骨髄移植などが有効といわれています。骨
髄移植には、提供者（ドナー）の存在が不可欠です。市では、骨髄などを提供し
た人に対し、骨髄移植ドナー支援助成金を交付します。ひとりでも多くの命を救
うため、ドナー登録にご協力ください。

●対象　骨髄などの提供時に市内に住所を有し、骨
髄バンク事業において骨髄などの提供を完
了してから１年以内の人。

●助成額　骨髄などの提供に関する通院などについ
て、１日あたり２万円。ただし、1回に
つき限度額14万円。

生後１歳までの間に３回の接種が必要です。１回目を接種してから
27日以上の間隔をおいて２回目を接種し、３回目の接種は１回目の接
種から139日以上の間隔をおいて受けてください。まだ接種していない
場合は、実施医療機関に予約の上、接種を受けてください。
●問い合わせ　子育て世代包括支援センター 母子保健係

男女とも体重が50kg以上の人が対象です。

実  施  日 時　　間 場　　所

９月５日㈰

10:00～12:00
13:00～16:00

スーパーセンターオークワ 橋本店

９月12日㈰ 松源 伏原店

９月14日㈫ 保健福祉センター

９月18日㈯ オークワ 彩の台店

献　血 （400㎖） ※医師の判断でお断りする場合があります

●問い合わせ　いきいき健康課 保健予防係

B型肝炎

予防接種 ※母子健康手帳をお持ちください

●問い合わせ　子育て世代包括支援センター 母子保健係

にこにこ歯みがき教室

日　　時 対　　象 定　　員 場　　所
９月16日㈭
９:30～11:30

歯の生えた頃～１歳半頃の
子どもとその保護者

８組
（要予約）

保健福祉
センター

※１人30分程度の個別相談となります

●問い合わせ　子育て世代包括支援センター 母子保健係

日　　時 対　　象 定　　員 場　　所
９月24日㈮
13:00～15:30

生後５カ月～８カ月頃の
乳児とその保護者

10組
（要予約）

保健福祉
センター

離乳食教室 ※１人30分程度の個別相談となります

●申請方法
交付申請書など、詳しくは市ホームページを確認し
ていただくか、いきいき健康課までお問い合わせく
ださい。
●申し込み・問い合わせ
いきいき健康課 保健予防係

休日・夜間の診療所

伊都地方休日急患診療所 ☎33-1903
▶土曜日（内科系） 18:00～21:00
▶日曜・祝日（内科系、外科系）
９:00～12:00（受付は11:30まで）
13:00～17:00（受付は16:30まで）

伊都地方休日急患歯科診療所 ☎33-1905
▶日曜・祝日 ９:00～12:00
※事前に電話連絡してください。また、
受診の際は健康保険証をお持ちくだ
さい。

休日診療　医療機関の紹介

橋本・伊都地域消防指令センター
 ☎34-0119
橋本市消防本部 ☎33-0119
伊都消防組合消防本部 ☎22-0119

休日・夜間の小児医療電話相談

☎♯8000 または 073-431-8000
　▶平日 19:00～翌9:00
　▶土・日曜、祝日 ９:00～翌9:00

本のひろば
問い合わせ▶ 橋本市図書館 ☎33-0899
 利用時間：９:00～18:00
 休 館 日：毎週月曜日健康カレンダー

問い合わせ
▶子育て世代包括支援センター ☎33-0039
▶いきいき健康課 ☎33-6111
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