
ぴあサロン
１２月１２日E、午前１０

時から正午まで。働く婦人
の家。
再就職に必要な情報交換
や日ごろの悩みの共有の場。
定員は５人。お茶代１００円
が必要。
問い合わせ 働く婦人の
家（1(3１１８０）

不動産無料相談
１２月１２日E、午前１０

時から正午までと、午後１
時から３時まで。市役所２
階会議室。
岡山県宅地建物取引業協
会相談員による、不動産の
賃貸借・売買などに関する
相談。
問い合わせ 人権・まち
づくり課人権啓発係（1(2
８２５３）

消費生活相談
１２月１８日D、午前１０

時から午後４時まで。市役
所２階会議室。
架空請求や悪質商法など
による消費生活トラブルの
相談、消費生活情報の提供
を岡山県消費生活センター
の専門相談員がします。
問い合わせ 人権・まち
づくり課安全安心係（1(2
８２４９）

年金相談
１２月２６日E、午前９

時３０分から午後０時３０分
まで。総合福祉センター。
国民年金や厚生年金の給

付の相談。１２月２５日dま
でに予約が必要。
申込先・問い合わせ 倉
敷東年金事務所（1０８６－
４２３－６１５６）

無料法律
人権行政相談
平成２６年１月８日D、

午後１時３０分から４時３０
分まで。西庁舎３０１会議室。
相談員は、弁護士（要予
約。年度内に１人１回まで）、
司法書士、人権擁護委員、
行政相談委員。
弁護士への予約受け付け
は、１２月１６日bから開始
し、定員になり次第、締め
切り。弁護士以外への相談
は、当日午後３時３０分ご
ろまで会場前で受け付け。
申込先・問い合わせ 人
権・まちづくり課人権啓発
係（1(2８２５３）

無料巡回法律相談
平成２６年１月１５日D、

午前１０時から正午までと、
午後１時から３時まで。西
庁舎３０１会議室。
相談員は、弁護士（要予
約。年度内に１人１回まで）、
予約受け付けは、１２月１６
日bから開始し、定員にな
り次第、締め切り。
申込先・問い合わせ 人
権・まちづくり課人権啓発
係（1(2８２５３）
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■平成２５年１０月分の市長交際費
支出の種別 件　　数　　 金　　額
お供え ２件 １０，０００円
お祝い ０件 ０円
お見舞い ０件 ０円
会　費 １件 ６，０００円
その他 ３件 ２７，０００円

相談

当 番 医

当 番 医当 番 医当 番 医歯科
診察時間　９：００～１２：００

当 番 医当 番 医当 番 医当 番 医当 番 医当 番 医

当 番 医

当 番 医

と き当 番 医当 番 医必 要 な当 番 医当 番 医診 療 が当 番 医当 番 医緊 急 の当 番 医当 番 医間 外 に当 番 医当 番 医ど の 時当 番 医当 番 医夜 間 な

医療機関名
所在地・電話番号
森下病院
駅前一丁目　192-0591

医療機関名
所在地・電話番号
薬師寺慈恵病院
総社一丁目　192-0146

※必ず事前に電話で医療機関の受け入れ態勢を確認して
ください。
※医療機関の状態により、対応できないことがあります。
小児については、外科系のみの対応となります。

●実施医療機関
小児救急医療電話相談

＃8000
または1086-272-9939
■平日　午後７時から午後１１時まで
■土・日曜日、祝日、年末年始
午後６時から午後１１時まで

日曜・休日夜 間

当 番 医当 番 医当 番 医内科・外科

診療日　　月曜日・水曜日・金曜日
診察時間　１９：００～２１：００

診察時間　９：００～１７：００

当 番 医

■吉備医師会（1９３－５９７６）　■救急1１１９　■当番医【音声ガイダンス】（1９２－１９９８）

当 番 医当 番 医当 番 医当 番 医当 番 医当 番 医

当番当番
● 休日の当番医
　  内科系・外科系と歯科
● 夜間急病診療
● 夜間などの時間外に緊急の診療が必要なとき
● 水道修繕当番

水 道 修 繕 当 番水 道 修 繕 当 番

休 日 の 当 番 医

水 道 修 繕 当 番

図 書 館 か ら

【待機時間　８：００～１７：００】

月日（曜）
医療機関名・所在地・電話番号（担当の薬局名）
外　科　系 内　科 系

長野病院 杉本クリニック12月１日A
総社二丁目192-2361 駅前二丁目 192-1000
谷口レディースクリニック 杉生クリニック

12月８日A 真壁 194-3300 三須 192-0252
（かえで薬局）

原田整形外科医院 友野内科医院
12月15日A 井手 194-8881 富原 192-8822

（すみれ薬局） （ほのぼの薬局）
泉クリニック 平川内科クリニック12月22日A 小寺 194-5050 久代 196-2002
森下病院 佐藤医院　12月23日_
駅前一丁目192-0591 清音上中島 193-1606

12月29日A
渡辺外科胃腸科医院 旦医院
真壁 192-7222 美袋 199-1120
薬師寺慈恵病院 角田医院

12月30日B 総社一丁目192-0146 中央三丁目 193-1288
（きび薬局）

12月31日C こうら整形外科 パーク統合クリニック
中央六丁目190-2020 駅前二丁目 192-3661
さかえ外科内科クリニック みやした内科医院

１月１日_ 真壁 193-8800 真壁 195-2860
（サカエ薬局）

やまもと医院 高杉こどもクリニック
１月２日E 三輪 193-7773 井手 194-8839

（みわ薬局）
長野病院 くにとみクリニック１月３日F
総社二丁目192-2361 門田 192-0255

月日（曜） 医療機関名（担当の薬局名）・
所在地・電話番号

12月２日B
みやした内科医院（サカエ薬局）
真壁 195-2860

12月４日D
くにとみクリニック
門田 192-0255

12月６日F
長野病院
総社二丁目 192-2361

12月９日B
みやした内科医院（サカエ薬局）
真壁 195-2860

12月11日D
杉生クリニック（かえで薬局）
三須 192-0252

12月13日F
長野病院
総社二丁目 192-2361

12月16日B
みやした内科医院（サカエ薬局）
真壁 195-2860

12月18日D
杉本クリニック
駅前二丁目 192-1000

12月20日F
長野病院
総社二丁目 192-2361

12月25日D
平川内科クリニック
久代 196-2002

12月27日F
長野病院
総社二丁目 192-2361

12月30日B
みやした内科医院（サカエ薬局）
真壁 195-2860

１月６日B
みやした内科医院（サカエ薬局）
真壁 195-2860

月日（曜）
医療機関名・
所在地・電話番号

12月１日A
あおぞら歯科クリニック
東阿曽 199-7118

12月８日A
小西歯科医院
中央二丁目 193-4178

12月15日A
清水歯科医院
中央一丁目 192-1077

12月22日A
高木歯科医院
真壁 193-6710

１月５日A
タナベ歯科医院　
中央二丁目 193-6480

月日（曜） 修繕工事店 電話番号

12月１日A ㈱エイゼン社 193-2761

12月７日G ㈱カザケン 190-0777

12月８日A ㈱大伸建設工業 193-2762

12月14日G 広成工業㈲総社営業所 193-8029

12月15日A ㈱エンスイ工業 192-4859

12月21日G ㈱大伸建設工業 193-2762

12月22日A 浅沼建設工業㈱ 199-1351

12月23日_ ㈱エイゼン社 193-2761

12月28日G 広成工業㈲総社営業所 193-8029

12月29日A ㈱エンスイ工業 192-4859

12月30日B 浅沼建設工業㈱ 199-1351

12月31日C ㈱カザケン 190-0777

１月１日_ ㈱大伸建設工業 193-2762

１月２日E ㈱エイゼン社 193-2761

１月３日F 広成工業㈲総社営業所 193-8029

■雑がみの持ち込み方ワンポイント
ティッシュの箱、ギフトの箱、ラップやトイレ
ットペーパーの芯などは、そのままの形で出さず、
開いて折りたたんで出しましょう。その結果、か
さばらず一度にたくさんの雑がみを出すことがで
きます。上手に貯めて、たくさん雑がみを持って
きてください！


