


　　　 仏滅 大安 赤口 先勝 友引

先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負

仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

大安 赤口（海の日） 先勝 友引 先負 仏滅 大安

先勝 友引 先負 仏滅 大安

●眼科診療(予約制)※予定 ●ふれあい市場
６ ７ ８ ９ 10 11

※受付はせたな町立国保病院歯科前

※２　函館弁護士会による無料法律相談

14：00～16：00　（水仙パレス）
●脳トレ!　ふまねっと教室

12
●【日曜診療当番医】 ●丹羽健康相談 ●移動町長室 ●※１ ●巡回診療（皮膚科）

●婦人科診療
（せたな町立国保病院-隣接施設）

13：00～15：00 受付 (せたな国保病院)

　　　北 檜 山 区 行 事 予 定 表  　　  せたな町

日 月 火 水 木 金 土

５
●若松健康相談 ●北檜山職業相談室 ●ふれあい市場

１ ２ ３ ４
14：00～15：00　（温泉ホテル横）9：30～12：00　（イエローパレス） 9：00～12：00（北檜山職業相談室）

13：00～17：00(北檜山職業相談室) 13：00～15：00 受付 (せたな国保病院)

●北檜山職業相談室 ●婦人科診療

＊今金町国保病院 10：00～12：00 （水仙パレス） 9：00～　（瀬棚総合支所） 【無料】法律・登記相談(予約制) 13:00～14:30受付（健康センター） 9:00～15:00（せたな国保病院） 14：00～15：00　（温泉ホテル横）

☎82-0221 ☎84－5111 （役場総務課総務係）

　 ますます元気教室（運動） 13:00～14:30受付（健康センター） 13：00～15：00 受付 (せたな国保病院) 【無料】法律相談（予約制）
10:00～12:00、13:00～15:00 ●介護予防 ●巡回診療（耳鼻科） 10：00～12：00 （ふれあいプラザ） ●婦人科診療 ●※２

●介護予防研修会

10：30～12：00（大成町民センター） ☎(0138)41－0232 (函館弁護士会)

13：00～16：00　（ふれあいプラザ）

13 14 15 16 17 18 19
13：30～15：00　（ふれあいプラザ）

●平浜海水浴場海開き
＊せたな町立国保病院 13：00～15：00 受付 (せたな国保病院) 9:30～15:30（健康センター）
●【日曜診療当番医】 ●婦人科診療 ●乳幼児健康相談

●三本杉海水浴場海開き
10:00～12:00、13:00～15:00 ●脳トレ!　ふまねっと教室 ●第16回温泉まつり
☎84-5321

16：00～21：00

26
●【日曜診療当番医】 ●婦人科診療 ●眼科診療(予約制)※予定 ●がっぱり海の幸フェスタ
20 21 22 23 24 25

●【日曜診療当番医】 ●介護予防 ●小倉山健康相談
＊せたな町立国保病院

　 inわっためがして大成
☎82-0221 11：00～　（道の駅てっくいランド）

＊今金町国保病院 13：00～15：00 受付 (せたな国保病院) 9:00～15:00（せたな国保病院）

●太櫓海水浴場海開き
14：00～16：00 （水仙パレス） ●ふれあい市場

27 28
14：00～15：00　（温泉ホテル横）

14：00～16：00 （水仙パレス） （温泉ホテルきたひやま特設会場）

☎84－5321 10：30～12：00 （健康センター）

※１　函館司法書士会総合相談センター八雲支部
　　　 による法律・登記相談12：45～ （健康センター）

●1歳6か月3歳児健診
29 30 31

10:00～12:00、13:00～15:00 ●脳トレ!　ふまねっと教室

　 ますます元気教室（運動）

●乳児健診
13：20～ 受付 （健康センター）

●予防接種
(三種混合・ヒブ・小児肺炎球菌)

14：00～14：30受付

10:00～12:00、13:00～15:00

10：00～12：00(小倉山保健福祉館)



1 (火) 2 (水) 3 (木) 4 (金)

7 (月) 8 (火) 9 (水) 10 (木) 11 (金)

14 (月) 15 (火) 16 (水) 17 (木) 18 (金)

21 (月) 22 (火) 23 (水) 24 (木) 25 (金)

28 (月) 29 (火) 30 (水) 31 (木)

午前診療
午後診療
夜間診療

　せたな町立国保病院　７月分内科診療担当医他一覧表（予定）

ご確認ください
変更となることもあります

　先生の都合により、急きょ変更となる場合がございます
ので病院内の掲示板か受付に電話するなどしてください。

原　田
小　林

午前診療

午前診療

午後診療

原　田
遠　藤

遠　藤 原　田

原　田

小　林

せたな町立国保病院　☎　0137-84-5321

（土・日）

遠　藤

遠　藤

原　田
小　林

遠　藤

（山の上病院）森

小　林 小　林
（山の上病院）森遠　藤

遠　藤

小　林 小　林

（土・日）

原　田

小　林
宮　田小　林 （山の上病院）森 １３日当番医

原　田原　田 遠　藤

小　林
遠　藤

（土・日）

２７日当番医

10：00～15：00

宮　田

原　田

（山の上病院）森

遠　藤

小　林
原　田原　田

遠　藤

原　田

原　田

10：00～15：00

（土・日）

休診

※小林久倫先生は６月末をもちまして退職となりました。

午後診療

小　林 小　林

遠　藤

午前診療 原　田

遠　藤

午前診療 小　林

午後診療 遠　藤 遠　藤

午後診療
遠　藤

遠　藤
宮　田

宮　田

原　田

遠　藤

遠　藤

（土・日）

金

原　田

水

小　林

木

遠　藤午後診療 遠　藤 遠　藤 原　田

午前診療

診察

小　林
遠　藤

月 火

原　田 原　田

◇　整形外科(森院長)の診察日

小　林 遠　藤

※　急患はいつでも診察いたします。

※毎週火・木曜日（受付1７:３0～19:０0まで）夜間診療を行います。また、火・木午後からは往診となります。

診察診察

― 診察 ― 診察 ―

診察

診察 診察 往診 診察往診

診察



普段あまり馴染みがない手話について、みなさんに楽しみながら学んでも
らいたいと考え、昨年度に続き、研修会を開催いたします。今年度は、手
話を実際に行いながら、コミュニケーションをとる内容を増やしていきたい
と考えております。皆様のご参加お待ちしております。

【主催】せたな町

日 時：平成26年7月5日(土） 

時 間：午後1時30分～午後3時30分まで（13:00開場・受付） 

場 所：せたな町健康センター 総合検診室 

     （久遠郡せたな町北檜山区徳島63番地１） 
 

≪内容・講師≫ 

★「手話の楽しみ」 

 ＊講師 

・北海道ろうあ連盟 

 手話通訳者 酒谷 佳代 
 

・江差 手話の会 事務局  

 小田島 有紀 
 

＊進行 

・渡島・檜山圏域障がい者総合相談支援センター めい 

              地域づくりコーディネーター 道下 康子 

  ≪お申し込み・お問い合わせ≫ 

  せたな町保健福祉課 障害福祉係 （内線1408） 

      ℡：0137-84-5111  fax：0137-84-5065 

  ＊お申し込みの際は、住所・氏名・連絡先をお知らせ下さい。 

  ＊お申込みの締め切りは、7月3日（木）です。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12plh7ul3/EXP=1386894381;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVFQ5cG9aUWJfX1B5dmpCTDQyT3ZleWRETWI0cmZUeVkyd01nZmlSU0dXV2tha0xseVloSnQwY21BBHADNW9tTDZLbXhJT09DcE9PRHFlT0N1ZU9EaUEtLQRwb3MDNgRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--/*-http:/www.city.onojo.fukuoka.jp/var/rev0/0011/6019/GUM13_CL05003.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12bokkk7s/EXP=1386895046;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUmJxOHBKNW1LTmZ1ZkpJWHA5cWRqek1jUGxpUFU4UlV3aGVXMTFWYzdEWkZXaC1PRXNycWpzX2cEcAM1b21MNktteElPT0NwT09EcWVPQ3VlT0RpQS0tBHBvcwM1MTIEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-/*-http:/www.fuchu.or.jp/~flsc-heart/image/news/syuwa.gi
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12ns3t9t3/EXP=1386898958;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUW9Xa283Q1pmZWtjb2trazJhd3VIMko2T0FtWDgyWm9ZdDJCdGpjVXRySG1tbUdDNFFTNXpuWWpFBHADNW9tTDZLbXhJT09DcE9PRHFlT0N1ZU9EaUEtLQRwb3MDNjYEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-/*-http:/blog-imgs-44.fc2.com/m/a/y/mayokecha08/20100410232333db8.gi


 

平成 26年 7月 5日 せたな町手話を楽しむ研修会  

出席連絡票 

 

住   所 氏      名 電 話 番 号 

   
   

   

   

 

※7月 3日（木）までに下記宛にＦＡＸ又は電話にて連絡くださるようお願いします。 

 

●連絡先 

 せたな町役場保健福祉課 障害福祉係  

  ＦＡＸ ０１３７－８４－５０６５ 

  電話  ０１３７－８４－５１１１（内線 １４０８） 

 










