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問合 東区役所民生子ども課　☎934-1192

土木事務所

環境事業所

上下水道局中営業所

生涯学習センター

☎935-8846

☎723-5311

☎322-7760

☎932-4881

高岳福祉会館

高岳児童館

スポーツセンター

図 書 館

☎931-8174

☎932-1718

☎723-0411

☎712-3901

文化小劇場

警 察 署

消 防 署

社会福祉協議会

☎719-0430

☎936-0110

☎935-0119

☎932-8204

《編集》東区役所地域力推進室  〒461-8640 東区筒井一丁目７番74号 ☎935-2271（代）

区役所 日曜窓口
時間：午前8時45分～正午

7月 5 日
8月 ２日

　子どもの笑顔は何よりも代えがたいものですね。しかし、子育てをする中で悩むことはいっぱい。子育ての悩みや不安を自分1人で

抱え込んではいませんか？東区では次のような情報をお伝えしています。

用意するもの 作り方

●紙コップ1個　

●曲がるストロー1本

●画用紙、

　はさみ、めうち、

　フェルトペン、

　のり、

　セロハンテープ

①紙コップの底の中央に、めうちでストローが入る大きさの穴を開ける

②画用紙でカエルの顔、手足を作り、手足を紙コップにのりまたはセロハン

テープで貼る

③曲がるストローのジャバラを伸ばし、紙コップの内側から底に通す

④紙コップの底から出たストローの先にカエルの顔をセロハンテープで貼る

⑤出来上がり♪（ストローを上下すると、ジャバラがこすれて音が出る）

※カエルを他の動物に見立てても、お子さんが紙コップに直接

フェルトペンなどで絵を描いて作るのもいいですね

　身近な材料を使って、

親子でぜひ楽しんでみ

てくださいね。東保育園

では地域の子育て家庭

を対象に子育て支援セ

ンター事業やエリア支援

保育所事業を行ってい

ます。ぜひ一度のぞいて

みてください。

（東保育園長）

手づくりお
もちゃ

の紹介

－東保育園エリア支援保育所より－

ニコニコ子育てガイドには、子育てに関する情報
が満載！ウェブサイトでご覧いただけます。

ニコニコ子育てガイド 検索

　子育て中のみなさんが気軽に集まって、親子で遊んだり、子育て情報の交換や友達づくりをしたり

する身近な交流の場です。

※一部参加費が必要なサロンがあります。詳しくは民生子ども課（☎934-1192）までお問い合わせください。
（休止の情報などは東区公式ウェブサイトに掲載しております。）

こさくらくらぶ

やまぶきっ子

東しらかべっ子

プチプチ

葵子育てサロン

筒井子育てサロン

子育てサロン あさひっ子

ちびっこ集会

明倫子育てサロン

つどいの広場♪ハーモニー♪

矢田子育てサロン

砂田橋子育てサロン

東桜コミュニティセンター

山吹コミュニティセンター

東白壁コミュニティセンター

東白壁コミュニティセンター

葵コミュニティセンター

筒井コミュニティセンター

旭丘コミュニティセンター

本覚寺(徳川2-16-16)

明倫コミュニティセンター

東区大松町4‐12　水野宅

矢田コミュニティセンター

砂田橋会館

妊娠中の方、未就園児

0～3歳の未就園児

0～3歳の未就園児

未就園児

0～3歳の未就園児

未就園児（きょうだいの参加可）

0～2歳の未就園児

未就園児（土曜日は就園児の参加可）

未就園児（東区在住）

0～3歳児

未就園児

未就園児

第2水曜日（1・8月は休み）  午前10：00～正午

第2木曜日（1・8月は休み）  午前10：00～11：30

第2月曜日（1・8月は休み）  午前10：00～11：30

第1・3月曜日  午前10：00～11：45

第3月曜日（8月は休み）  午前10：30～11：45

第3水曜日（1・8月は休み）  午前10：30～正午

第2水曜日（1・8月は休み）  午前10：00～11：30

第2・4月曜日 午前10：00～午後1：00／第2土曜日 午後2：00～4：00

第2火曜日（1・8月は休み）  午前10：00～11：30

毎週月曜日、第1水曜日  午前10：30～午後1：30

第3木曜日（8月は休み）  午前10：00～11：30

第2水曜日（砂田橋会館が休館の場合は休み）  午前10：00～正午

名 称 日 時 （祝日の場合は、変更になることがあります） 場 所 対 象

高岳児童館 ☎932-1718
《当面予約制》

【場  　所】 筒井町4‐25

【開 設 日】 月～金曜日（祝日を除く）

【開設時間】 午前9：15～11：45、午後1：00～3：30

主に0～3歳のお子さんと保護者の方が気軽に集い、交流できる場所です。絵本やおもちゃもあり、

専門のスタッフがいますので、子育てに関する悩みの相談もできます。

※曜日によって内容や対象年齢が変わりますので、詳しくは各施設にお問い合わせください。

【場  　所】 矢田3-3-44 やだ保育園内

【開 設 日】 月～金曜日（祝日を除く）

【開設時間】 午前10：00～午後3：00
月曜日（市立小学校の夏休み・冬休み・春休み期間中は

日曜日）、祝日（月曜日が祝日の場合はその翌日も休館）

【場   所】 泉2-28-5　【開館時間】 午前8：45～午後5：00

【休館日】

地域子育て支援センター
☎935-1905

《当面予約制》

東保育園

歌に合わせて音を出しても楽しいですよ♪

　支援センターでは「ひだまり」や「よちよち

くらぶ」、「とことこくらぶ」という子育て広

場を開いています。「よちよちくらぶ」、「とこ

とこくらぶ」に来たお子さんは、この支援

ルームで遊びます。手作り玩具がたくさん

用意してあります。ぜひ一

度、のぞいてみてください。

新型コロナウイルス感染症の影響により各事業は中止となる場合があります。

わたしは、

ひだまりちゃん。

会いに来てね。

鳥やお花をつけたり

外したりできます

タペストリーで

遊んでね♪

　やだっこひろばでは、保育園の

遊戯室やテラス、園庭でも自由に

広々と遊べます。

気軽に遊びに来

てください。

やだっこひろば ☎768-7070
地域子育て支援拠点事業

準備が整い次第再開します

作っちゃおう！

身近な素材で手づくりおもちゃ
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7/15（水）、8/5（水）

　警察官・警察職員の採用について

　警察官や警察職員は「県民の安全と安心を

守る」ために仕事をしています。

　業務は非常に幅広く、パトロー

ルなど地域に密着した業務をはじ

め、地道な捜査で事件を解決し、

被疑者を検挙する業務、交通指導

や取り締まりなど交通事故を防ぐ

業務など、部署によって役割は異

なりますが、日々、強い正義感を

持って働いています。

　７月上旬から、採用試験についての受験資

格や試験方法などをお知らせする受験案内と

申込書を、警察署や交番で配布します。

　少しでも興味のある方はご確認ください。

　　

「パトネットあいち」をご利用ください

　東区内の犯罪発生状況や交通事故の発生状

況などの情報は、東警察署のウェブサイトで

確認できます。

　身近な犯罪や事故の情報は、

メールマガジン

「パトネットあいち」で

配信しています。

　ぜひご利用ください。

　

登録用Eメール

アドレスコード

　ゲリラ豪雨や台風に備えて

　近年、局地的、突発的な豪雨や台風による

被害が多発しています。

　「令和元年房総半島台風」や「令和元年東

日本台風」も記憶に新しいところです。

　日ごろから風水害に備えて、非常持ち出し

品の準備をしておくほか、家族で避難経路や

避難場所をあらかじめ確認しましょう。

　また、ご自宅の２階やマンションの上階な

どの安全な場所に避難したときのことを考

え、食料や水などの備蓄品や、停電などへの

備えも大切です。

　実際に非常持ち出し品

を持って、避難のリハー

サルを行い、いざという

ときに備えましょう。

※ゲリラ豪雨

　局地的大雨、集中豪雨など

　停電に備えて、懐中電灯や

　携帯ラジオの替えの電池を

　用意しましょう。

　非常持ち出し品の準備

　をしましょう。　

毛虫対策は早期発見が大切！

　街路樹や公園樹木に毛虫のふんや巣を見つ

けたら、土木事務所へご連絡ください。毛虫

対策は早期の発見と処置が大切です。

　　　　　　　　土木事務所では、農薬を使

　　　　　　　わない毛虫対策を行っており

　　　　　　　ます。ご理解とご協力をお願

　　　　　　　いします。

 公園遊具に異常を見つけたら、

ご連絡を！

　東区には公園が59カ所あり、すべて集める

とナゴヤドームの敷地面積の約３倍になりま

す。

　公園には遊具やベンチなどが設置してあり

ますが、日々の施設点検で、遊具を軽くたた

いたり、揺らしたり、実際に使ったりして、

安全を確認しています。

　加えて、夏休み前に

は一斉点検を行って

います。

　もし、遊具の異常を

見つけたら、土木事務所

へご連絡ください。

　　　　　

打ち水で夏を涼しく♪

　暑い夏を涼しく過ごす工夫として「打ち

水」による涼気の効果が見直されています。

　地上気温を２℃程度下げるという

調査結果があるなど、省エネや

ヒートアイランド対策への効果も

期待できます。

　ためた雨水などで打ち水をして、

少し涼しい夏を過ごしませんか。

夏　休　み　昆　虫　教　室

　　　　　庄内緑地・名城公園で昆虫採集をします。身近な自然に生息している生き物を探そう！

日時・場所 ①８／２（日） 午前10：00～正午・庄内緑地　　②８／４（火） 午後６：30～８：00・名城公園

　　　　　③８／９（日） 午前10：00～正午・名城公園　　

対　象　　市内在住の小学生とその保護者（子どものみの参加は不可）　　

定　員　　①③50人 ②25人（応募者多数の場合は抽選）

持ち物　　筆記用具・飲み物・虫よけ・虫さされの薬など

申　込　　電話・はがき・ファクスにて、７／20（月）午後5：00必着で下記問い合わせ先まで。

　　　　　件名を「夏休み昆虫教室」とし、希望日、代表者の郵便番号・住所、参加者全員の氏名・電話番号を明記してください。

　　　　　当選者には案内を送付します。

申込 問合　西区公害対策室（北西部公害対策担当）〒451－8508  西区花の木二丁目18番1号　☎523－4613　℻523－4634

タモと虫かご

を子ども1人

につき1つ進呈

　東区民アンケートにご協力ください！

　区民の皆さまの区政に対するお考えやご意見をお聞きして、東区区政運営方針の基礎

資料とさせていただくため、「東区民アンケート」を実施します。

　無作為に抽出した満18歳以上の東区民2,000人の方にアンケート

をお送りしますので、ご協力をお願いします。

  アンケート結果は、後日東区公式ウェブサイトにて公表する予定です。

問合　東区役所企画経理室　☎934－1106

①　生ごみを減らす

　料理をするときの工夫や、食べ残しをしないようにして、生ごみを減らしましょう。

②　生ごみを隠して排出する

　生ごみだけ新聞紙や紙袋で包み、中身が見えないようにしましょう。

　※袋全体を覆わず、生ごみだけを覆うようにお願いします。

③　防鳥ネットを使用する

　カラスがごみに触れることができないように、ネットでごみ袋を覆ってみましょう。

　その際、ごみ袋がネットからはみ出したり、重しがなかったりすると効果がありません。

④　ごみ袋を収集日前に出さない

　生ごみを長い時間放置すると、カラスの被害に遭いやすくなります。

新型コロナウイルス感染症の影響により行事などは中止になる場合があります。各催しの担当部署へご確認ください。

無　料

　お　知　ら　せ

夏休み恒例イベント「子ども山車まつり教室」は新型コロナウイルス感染症防止の観点から中止としました。

ご理解のほど、よろしくお願いいたします。　　　　　　　　　　問合 東区役所地域力推進室　☎934－1123

◀どりょくん

カラスの被害を防ぐために 

　カラスの被害からまちを守るためにも、

　ぜひご協力をお願いします。

点検の様子

　調査期間

７／27（月）から

８／21（金）まで
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 ●オープン講座

　オープン講座は、新型コロナウイルス

　感染症の感染拡大の影響により

　当面の間、実施を見合わせることと

　なりました。

　開催時期など詳細は、福祉会館まで

　お問い合わせください。

●もの忘れ相談医の専門相談（無料）

日　時　７／15（水）

　　　　　午後２：00～３：30

申　込　７／13（月）までに電話で

●建中寺公園（公園内南東）

日　時　７／22（水）午後３：00～４：00

●徳川園（北門大型バス駐車場）

日　時　７／22（水）午後１：45～２：45

※いずれも無料

●来館される方へのお願い

★マスクを着用してください。

　（ハンカチ・タオルも持ち歩こう）

★受付が終わったら手洗いをして

　ください。こまめに手洗いを

　お願いします。

★ 飲み物を持参するなど水分補給ができる

ようにしてください。（食事はできません）

★おもちゃ（ゲーム含む）の持ち込みはできません。

★ 体調がすぐれない方のご利用は、ご遠慮

いただきますようお願いします。

●行事・クラブは９月末まで

　すべて中止とさせていただきます。

　10月以降については、検討をさせていただき

ホームページなどでお知らせする予定です。

　クラブの再開については、参加者の方に

はがきでお知らせします。

●本の帯コンクール  優秀作品展（無料）

日　程　８／１（土）～９（日）

　　　　※ただし８／３（月）は休館日

●一回参加型スポーツ教室

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

　７月開催分の一回参加型スポーツ

　教室は中止となりました。

キッズ水遊びⅡA ＜料金6,300円＞

日程　９／８～11／24の火曜日（全10回）
時間　午後３：30～４：30
対象　年少～年長（満３～６歳）の未就学児　20人

ジュニア水泳ⅡA ＜料金6,300円＞

日程　９／８～11／24の火曜日（全10回）
時間　午後４：30～５：30
対象　小学１～３年生　20人

ジュニア水泳ⅡB ＜料金6,300円＞

日程　９／８～11／24の火曜日（全10回）
時間　午後５：30～６：30
対象　小学４～６年生　20人

親子deハッピー水遊びⅡ ＜料金6,300円＞

日程　９／９～11／11の水曜日（全10回）
時間　午前10：00～11：00
対象　６カ月以上の乳幼児とその保護者　15組

キンダー水遊びⅡ ＜料金6,300円＞

日程　９／９～11／11の水曜日（全10回）
時間　午前11：00～正午
対象　２歳以上の未就園児　10人

成人水泳Ⅱ ＜料金5,770円＞

日程　９／10～11／12の木曜日（全10回）
時間　午後２：00～３：00
対象　一般　15人

キッズ水遊びⅡB ＜料金6,300円＞

日程　９／10～11／12の木曜日（全10回）
時間　午後３：30～４：30
対象　年少～年長（満３～６歳）の未就学児　20人

ジュニア水泳ⅡC ＜料金6,300円＞

日程　９／10～11／12の木曜日（全10回）
時間　午後４：30～５：30
対象　小学１～３年生　20人

レベルアップスイミングⅡ＜料金5,770円＞

日程　９／11～11／13の金曜日（全10回）
時間　午前11：00～正午
対象　一般　15人

キッズ水遊びⅡC ＜料金6,300円＞

日程　９／11～11／13の金曜日（全10回）
時間　午後３：30～４：30
対象　年少～年長（満３～６歳）の未就学児　20人

ジュニア水遊びⅡD ＜料金6,300円＞

日程　９／11～11／13の金曜日（全10回）
時間　午後４：30～５：30
対象　小学１～３年生　20人

バウンドテニス ＜料金3,150円＞

日程　10／６～12／15の火曜日（全10回）
時間　午前９：30～11：30
対象　一般　45人

キッズ体操Ⅱ ＜料金5,250円＞

日程　10／７～12／９の水曜日（全10回）
時間　午後３：30～４：30
対象　年少～年長（満３～６歳）の未就学児　50人

わんぱくジュニア体操Ⅱ ＜料金5,250円＞

日程　10／７～12／９の水曜日（全10回）
時間　午後４：30～５：30
対象　小学１～６年生　50人

バドミントン ＜料金5,250円＞

日程　10／７～12／９の水曜日（全10回）
時間　午後６：45～８：45
対象　一般　60人

健康寿命を延ばそう ＜料金3,150円＞
～健康で長生きするために～

日程　11／10～12／８の火曜日（全５回）
時間　午前９：45～10：45
対象　一般　20人

免疫力向上のための整腸体操
 ＜料金3,150円＞

日程　11／10～12／８の火曜日（全５回）
時間　午前11：00～正午
対象　一般（高齢者向け）　20人

申　込　 ７／17（金）～８／２（日）正午までに、窓口

または本紙❻面を参照し電子申請で。

※登録番号をお持ちの方は電話申し込みも可。

※ 申込多数の場合は抽選。抽選結果は８／８（土）

午後１：00以降にホームページでご確認いた

だくか施設に直接お問い合わせください。

※定員に満たない場合は随時募集します。

●第２期スポーツ教室

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、記載している講座などが中止となる可能性があります。詳細は施設へご確認ください。

「新しい生活様式」で
　新型コロナウイルスの感染拡大を防止しましょう。

 十分な距離を

 取りましょう！

人との間隔は、できるだけ

２メートル（最低１メートル）

空けま

しょう。

■絵本■

「ケロリンピック」

大原悦子・文 古川裕子・絵

 （福音館書店）

ケロリンピックはカエルの

オリンピック。カエルのおう

えん声を聞いて、お天気の

かみさまは「ふれふれ！」と

言っているとかんちがい。

どんどん雨をふらせます。

あたらしい児童書のご案内

時　間　火～土曜日：午前９：30～午後７：00

　　　　日 曜 日：午前９：30～午後５：00

■低学年向け■

「ちょきんばこのたびやすみ」

村上しいこ・さく 長谷川義史・え

 （PHP研究所）

けんいちは、ぶたのちょきん

ばこをもっています。ゆめは

お金をためて日本一周するこ

と。ところがある日、ちょきん

ばこがどこかにいってしまい

ます。

■高学年向け■

「ゆりの木荘の子どもたち」

富安陽子・作 佐竹美保・絵

　　　　　　　　 （講談社）

ゆりの木荘は百年以上前に

建てられた立派な洋館。今は

老人ホームになっています。

ある日、サクラさんが手まり

歌を歌うとみんな子どもに

なってしまいました。

マスクをつけましょう！
 こまめに手を

 洗いましょう！

手洗いは30秒程度かけて

水と石けんで丁寧に洗い

ましょう。

曜　日 時　間 あそべる部屋

火・水・

木・金

午前９：00～正午 プレイルーム

のみ午後２：00～４：45

土・日
午前９：00～正午

ホールのみ
午後２：00～４：45

※正午～午後２：00は部屋の消毒などを行う

　ので、あそべません。

※ホールでの運動あそびはできません。

※３密を避けるため、状況に応じて人数を

　制限させていただく場合があります。

※予約（当日のみ、家族分のみ）も受け付け

　ますので、お問い合わせください。

●新型コロナウイルスの感染

　拡大防止のため、利用できる

　部屋や時間を制限しています。

市立小学校・特別支援学校小学

部の５・６年生と、市立中学校・

特別支援学校中等部の皆さんの

力作を展示します。

外出時、屋内にいるとき

や会話をするときは、症

状がなくても

マスクを着用

しましょう。
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こころの健康相談日（予約制）　☎934－1217

日程　毎週水曜日（７／15を除く）

受付　午後３：00～５：00

内容　専門医による心の健康に関する相談。

　　　ご家族からの相談も可（秘密厳守）

うつ病家族相談日（予約制）　　☎934－1217

日程　７／15（水）

受付　午後３：00～５：00

対象　うつ病に関する悩みを抱える方の

　　　ご家族

内容　ご本人への関わり方などの相談に、

　　　専門医が応じます。（秘密厳守）

エイズ相談･検査、梅毒検査　　☎934－1218

日程　毎週火曜日

受付　午後２：00～３：00

対象　感染不安のある方（匿名可）

※料金の表記がないものは無料

このようなときには

   お気軽にご相談ください。

       保健師などがご相談に応じます。

　相談日　月～金曜日

　　　　　（祝休日・年末年始を除く）

　時　間　【電話相談】

　　　　　　午前８：45～午後５：15

　　　　　【面接相談】

　　　　　　午前９：00～午後４：30

　※体重測定などの希望がある方は

　　事前にお電話ください。

　問合 子育て総合相談窓口☎979－3588

　｢子どもの発達に不安がある｣

　｢離乳食の進め方がわからない｣

　｢育児に自信が持てない」

　｢妊娠・出産の心配事を

　 相談したい」

子育て総合相談窓口
（子育て世代包括支援センター）

◎指定医療機関で受けることができる予防接種（要予約）

　　●Ｂ型肝炎　　●Hib（インフルエンザ菌b型）　　●小児肺炎球菌　　●ＢＣＧ

　　●ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ（４種混合ワクチン）

　　●麻しん・風しん混合　　●水痘（みずぼうそう）　　●日本脳炎

　持ち物　母子健康手帳・シール式接種券

　※Hibおよび小児肺炎球菌は、接種開始月齢により接種回数が異なります。

　※詳しくは保健センターまたは指定医療機関にお問い合わせください。

問合　保健予防課感染症対策等担当☎934－1218

区　分 日　程 対象者（生年月日） 持ち物

３（４）カ月児
７／16（木）、
７／30（木）、
８／６（木）

新型コロナウイルス感染
防止のため中止または
延期となっている日程が
あることから、７月以降
実施分の対象者については
あらためてお知らせします。

母子健康手帳
１歳６カ月児 ７／17（金）

３歳児 ７／27（月）

　※料金の表記がないものは無料

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、記載している講座などが中止となる

可能性があります。開催の有無は各問い合わせ先へご確認ください。　

無料

事　業　名 日　程 受　付 対　象　・　内　容

赤ちゃんのお口
スクスク教室

（予約制） ☎934－1217
７／13（月）

午後１：00
　～１：10

令和元年11月～令和２年２月生まれ
乳歯を守る方法、お口の発達と食べさせ方の話

午後２：00
　～２：10

令和元年７～10月生まれ
親子で楽しく歯みがき、赤ちゃんのお口チェック

むし歯予防教室
（予約制） ☎934－1217

７／16（木）、
８／６（木）

午後１：10
　～１：30

１歳児
歯の検診・相談
持ち物　母子健康手帳・タオル・
　　　　子ども用歯ブラシ
　　　　※フッ化物塗布希望者は
　　　　　720円（料金免除制度あり）

午後１：45
　～２：15

２歳児～
未就学児

赤ちゃんのお食事相談
（３回食コース）
（予約制） ☎934－1216

７／29（水）
午前10：15
　～10：30

令和元年８～９月生まれ（先着12組）
離乳食でお困りの方

母乳相談
（予約制） ☎934－1219

７／30（木）
午後１：00
　～２：45

母乳についてお困りの方

１歳の子育て教室
（予約制） ☎934－1219

８／４（火）
午前10：00
　～10：15

１歳～１歳６カ月の幼児とその保護者（先着
15組）。子どもの発達と子育てのポイントなど
のお話、遊び、交流会

問合健康安全課食品衛生・動物愛護等担当

　　☎934－1212

対
　
策　・生のお肉に触れた手や包丁、まな板

　 などは十分に洗浄・消毒しましょう。

　・お肉の中心部の色が変わるまで

　 十分に加熱しましょう。

　お肉には、食中毒の原因

となる「腸管出血性大腸菌

（Ｏ
オ ー

１５７など）」や「カンピロバクター」

などがいることがあります。これらの菌

は少量でも食中毒を引き起こすので、

　「新鮮だから、生で食べても大丈夫」

　は間違いです。

また、Ｏ
オ ー

１５７に感染して重症化すると、

死に至る場合もあります。

お肉は十分に加熱して

  食べましょう！

受付…日程により異なります。詳しくはお問い合わせください。

問合　保健予防課保健感染症係☎934－1217

離乳食の動画、ご覧ください！

「はじめてみよう離乳食」

　はじめる時期の

目安や離乳食の

かたさなど、離乳食

のすすめ方について

説明しています。

「離乳食をつくろう！」

　離乳食の作り方を紹介していきます。

・つぶしがゆ　　　　・にんじんペースト

・かぼちゃペースト　・だしのとりかた

※今後も順次公開予定です。

動画はこちらからご覧ください。

「離乳食～赤ちゃんの食事～」➡

離乳食については、保健予防課保健感染症係

（管理栄養士）☎934－1216 にお尋ねください。

知ってもらいたい！

歯とお口の育ち

　乳幼児期は食べる・飲み込むなどの

お口の機能の基礎が作られる大事な

時期です。併せて、歯が生えてきたら

お口のケアも始まります。

　名古屋市では、お口のことについて

公式ウェブサイトに掲載しております

ので、ぜひご活用ください。

　（右の二次元コードから

 　アクセスできます。）

　この春は、新型コロナウイルス感染

症の影響で、お口の教室や歯科検診、

フッ素塗布などが実施できず、ご迷惑

をおかけしております。

歯とお口については、

保健予防課保健感染症係

（歯科衛生士）☎934－1217

にお尋ねください。
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