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保健福祉センター案内図

●問い合わせ　子育て世代包括支援センター�

日　　時 対　　象 定　　員 場　　所
３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

にこにこ歯みがき教室 ※１組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�

日　　時 対　　象 定　　員 場　　所
３月17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組30分程度の個別相談となります

●問い合わせ　いきいき健康課�

男女とも体重が50kg以上の人が対象です。

献　血 （400㎖） ※医師の判断でお断りする場合があります

実  施  日 時　　間 場　　所

３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

子ども予防接種週間（３月１日～７日）
３月１日～７日は、保護者をはじめ地域の皆さんに予防接種に対する関
心を高めてもらう子ども予防接種週間です。
特に入園・入学前のお子さんは、接種歴を確認し、まだの場合は、実施
医療機関に予約の上、早めに接種を済ませましょう。なお、定期予防接種
は、対象年齢を過ぎると全額自己負担となりますので、ご注意ください。
●今年４月から小学校に入学する人へ
平成28年４月２日から平成29年４月１日生まれの人の麻しん風しん２
期の接種期限は３月31日㈮までです。
●11歳から13歳未満の人へ
二種混合（ジフテリア・破傷風）の接種期限は、13歳になる誕生日の
前日までです。
●問い合わせ　子育て世代包括支援センター

一般不妊治療費の一部を助成しています
体外受精、顕微授精を除く不妊治療および、不育治療に要する費
用の一部を助成します。助成は連続する２カ年度が対象となり、１
年度あたりの上限が３万円です。��������������������������������
●申請期限
治療を受けた日により、申請期限が異なります。治療を受けた
日が、４月から12月の場合は同年度の３月末日、１月の場合は
翌年度の４月末日、２月の場合は翌年度の５月末日、３月の場合
は翌年度の６月末日が申請期限となります。
●問い合わせ　子育て世代包括支援センター

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
高野町消防本部� ☎56-0119

休日の診療所

伊都地方休日急患診療所� ☎33-1903
▶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。

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

休日・夜間の小児医療電話相談

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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今月のピックアップ　図書館講座「遺言と相続」　　
来年４月から始まる「相続登記の義務化」と「遺言書の書き方」についてわかりや

すく説明していただきます。事前に予約が必要です。

今月の催し
催　　　し 日　程 時　間 場　所

近代文学（石
いし

井
い

照
てる

千
ち

代
よ

氏） ３/12㈰ 12:00～13:45

教育
文化会館

源氏物語（石井照千代氏） ３/12㈰ 14:10～16:00

英語で楽しむリア王（芝
しば

史
し

朗
ろう

氏） ３/19㈰ 14:00～16:00

English News（新聞） ３/19㈰ ９:30～11:45

English Camp（英文小説） ３/14㈫
３/28㈫ ９:30～11:45

English Lounge
（現代ビジネス英語）

３/12㈰
３/26㈰

９:30～11:30
９:30～11:45

English Café （英文短編集） ３/７㈫ ９:30～11:45

よみきかせ会
３/11㈯
３/18㈯
３/25㈯

10:30～、11:00～

※今月の「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。

新しく入った本 移動図書館ブッキー
日　程 時　間 場　　所

３/１㈬
９:20～９:50 橋本さつき保育園

10:15～11:30 城山小学校

３/２㈭

９:30～10:20 応其こども園

10:40～11:10 つくしんぼ園

13:30～14:45 隅田小学校

３/３㈮

９:30～10:00 サカイキャニング産業文化会館

10:20～11:35 応其小学校

13:30～14:00 紀見北地区公民館

３/７㈫

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

３/８㈬

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

３/９㈭ ９:30～10:45 三石小学校

３/10㈮

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

３/14㈫

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

３/15㈬

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

３/16㈭

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

●日時　３月18日㈯　午後２時～４時　
●講師　和歌山地方法務局橋本支局遺言保管官

●場所　教育文化会館
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ナマケモノヨガ和算の道をひらけ！ 

図書館にまいこんだ
こどもの大質問

祝祭のハングマン

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
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