
町民カレンダー　9月
日 月 火 水 木 金 土

役

文

体

健

役場本庁

総合文化会館

総合体育館

きんたろうひろば

健康福祉会館

くらし環境課（76－6130）

可燃ごみ

不燃ごみ

カン・金属類・小型家電

有害ごみ（乾電池・蛍光管）
危険ごみ（スプレー缶・ライター）

ビン・古紙類・段ボール

ペットボトル

ごみの収集

場　所

休日水道当番店
上下水道課（76－6125）

休日歯科当番医
健康増進課（76－６６６8）
9：00～15：00

行事名

行政相談 13：00～
くらし環境課（76－6130）

介護相談 13：30～
社会福祉協議会（76－9906）

心配ごと相談 13：30～
社会福祉協議会（76－9906）

のびのび子育て相談 9：30～
健康増進課（76－６６６８）

クアオルト健康ウオーキング 9：30～
観光スポーツ交流課（76－６114）

ココロの健康相談（予約制）
健康増進課（76－６６６８）

図書館おはなしの会 10：30～
図書館（76－4270）

ぺんぎんランド 10：00～
各こども園

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

　　すがぬまこども園

　　㈲理水工業
　　（76－4861）

　　いなば歯科クリニック
　　（８４－１０８０）
　　臼幸産業㈱
　　（76－1200）

　　足柄コース
　　㈱田代建設
　　（76－0503）

　　するがおやまこども園

　　全こども園

救急の日

秋分の日
　　江塚歯科医院
　　（８７－３１４１）
　　東静建設㈱
　　（76－0152）

１さい教室よちよち

　　小宮山歯科医院
　　（８２－２３３６）
　　㈲勝俣水道工事店
　　（76－1579）

　　きたごうこども園
２歳児歯科健診
２歳６か月児フッ素塗布
特設人権相談

１歳６か月児健診

　　足柄コース【出張】心配ごと相談
　（用沢公民館）

　　須走コース
　　江本歯科医院
　　（８２－１２４３）
　　㈱和太組
　　（78－0548）

　　エコーデンタルクリニック
　　（８７－７７７７）
　　㈱和太組
　　（78－0548）

環境保全の日
　　須走コース

"
　　すばしりこども園
　　須走コース
ねんきん相談（要予約）
健康屋さん

消費生活相談
商品の購入やサービス利用などで困ったら

相談時間　平日　9：00～17：00
相談場所　役場１階　相談室

小山町消費生活相談センター
☎76－6117

施設の休館日
　生涯学習センター
　　５日（月）、12日（月）、20日（火）、26日（月）
　あしがら温泉
　　６日（火）、13日（火）、20日（火）、27日（火）
　リラクゼーションスタジオ〈健康福祉会館〉
　　７日（水）、14日（水）、21日（水）、28日（水）

～スマホをかざすと動画が現れる！～みてみて！今月のおやまＡＲ

〈専用コード〉

（COCOAR２）

　広報おやまでは、右の金太郎のロゴがついたページにスマートフォン
などをかざすとAR動画を楽しめます。今月は、12ページの「ピカピカ
どろだんごのワークショップ」に設定！　専用のQRコード導入により、
簡単に視聴できます。紙面には盛りきれない魅力をご覧ください！　
おやまＡＲは、You Tubeでも放映しています。

　問合せ　地域振興課　☎76－6135

 
BCG予防接種
ボディメンテナンス

無料法律相談
３歳児健診　　足柄コース

9月は16：００点灯 

夕暮れ時は
早めのライトオン

小山町交通安全
対策協議会

新型コロナワクチン接種（４回目・集団）

新型コロナワクチン

■会　　場　総合文化会館　金太郎ホール
■受付時間　12：00～13：00
■ワクチンの種類　モデルナ社製

　予約した時間に余裕をもってお越しください。また、
半袖シャツなど肩までしっかりとまくり上げることが
できるような服を中に着て、ご来場ください。

９月の納期限（９月30日）

　■国民健康保険税（普徴３期）
　■後期高齢者医療保険料（第２期）
　■介護保険料（普徴３期）
　■住宅家賃　■保育料
　■町水道料金　■下水道使用料

新型コロナワクチン 新型コロナワクチン

新型コロナワクチン 新型コロナワクチン

新型コロナワクチン

新型コロナワクチン

敬老の日
食育の日
　　岩瀬歯科医院
　　（８３－８９８９）
　　㈲会澤工業
　　（76－0050）
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