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木 thu 金 fri 土 sat

保セ  にこにこ教室　（要予約）
　　10:00～　千代田保健センター

 6
大安

 7
赤口

 1
赤口

 8
友引

保セ  1歳6ヶ月児健診　
　　13:00～　霞ヶ浦保健センター
　　　（H18年8月生）
社福  法律相談（要予約）
　13:00～　働く女性の家
　※予約は3/1～

13
先勝

保セ  妊婦教室②　（要予約）
　　9:30～　千代田保健センター

14
友引

15
先負

春分の日

20
友引

21
先負

保セ  妊婦教室③　（要予約）
　　9:30～　千代田保健センター

22
仏滅

【霞】C Dプラ･ダン･新聞

保セ  にこにこ教室　（要予約）
　　10:00～　千代田保健センター

27
先負

28
仏滅

29
大安

かすみがうら市ホームページアドレス　http://www.city.kasumigaura.ibaraki.jp/

【霞】C Dペット･雑誌･古布

【霞】C Dプラ･ダン･新聞

【霞】C Dペット･雑誌･古布

【千】A 不燃･カン
　   B可燃
【霞】C D可燃

【千】A プラ･ダン･新聞
　   B可燃
【霞】C D可燃

【千】A プラ･ダン･雑誌
　   B 可燃
【霞】C D可燃

【千】A 不燃･カン
　   B 可燃
【霞】C D可燃

【千】A 可燃
　   B不燃･カン
【霞】C Dその他ビン

【千】A 可燃
      Bプラ･ダン･新聞
【霞】C D粗大ごみ

【千】A 可燃
　   B プラ･ダン･雑誌
【霞】C D無色ビン

【千】A 可燃
　   B 不燃･カン
【霞】C D茶色ビン

日 sun 月 mon 火 tue 水 wed

3月 March.2008　おしらせカレンダー　

保セ  健康相談 （栄養･歯科相談）
　　　　霞ヶ浦保健センター

 5
仏滅

千公  読み聞かせ会　
　　16:00～　稲吉児童館
保セ  1歳児相談　
　　13:00～　霞ヶ浦保健センター
　　　（H19年3月生）

 4
先負

保セ  ハートの日 （こころの相談）
　　　（要予約）千代田保健センター

 3
友引

環境  霞ヶ浦・北浦地域清掃大作戦
　　　  《行政区で実施日が異なる場
　　　　 合があります》
郷土  ひなまつり展記念イベント
　　 9:00～
郷土  古文書講座⑩（全10回）
　　 13:30～

 2
先勝

保セ  2歳児健診　
　　13:00～　千代田保健センター
　　　（H18年3月生）
保セ  健康相談 
　　　　霞ヶ浦保健センター
社協  心配ごと相談  13:30～
　　　※働く女性の家

12
赤口

千公  読み聞かせ会　
　　16:00～　新治児童館
保セ  3歳児健診　
　　13:00～　千代田保健センター
　　　（H17年2月生）

11
大安

10
仏滅

郷土  霞ヶ浦学講座⑤（全5回）
　　 13:30～

 9
先負

保セ  健康相談 （栄養･歯科相談）
　　　　霞ヶ浦保健センター
社福  法律相談（要予約）
　　13:00～　あじさい館
　　※予約は3/1～

19
先勝

千公  読み聞かせ会　
　　16:00～　大塚児童館
子福  育児相談
　　15:00～（要予約）
　　 さくら保育所

18
赤口

農委  農地相談日　
　　（予定・要予約）
　　14:00～16:00

17
大安

16
仏滅

農委  農業委員会総会　
　　　14:00～
保セ  健康相談 
　　　　霞ヶ浦保健センター
社協  心配ごと相談  13:30～
　　　※あじさい館

26
友引

保セ  5ヶ月児健診　
　　13:00～　千代田保健センター
　　　（H19年10月生）

25
先勝

24
赤口

雪入  昆虫観察④ 9:00～
　　  雪入ふれあいの里公園

23
大安

弥生

平成
20 年

【千】B 粗大ごみ
【霞】C D不燃･カン

【千】A Bペット･雑誌･古布
【霞】C D不燃･カン

【千】A B ペット･雑誌･古布
【霞】C D不燃･カン

【千】A 粗大ごみ
【霞】C D不燃･カン

【千】A 茶色ビン
　   B 可燃
【霞】  D可燃

【千】A その他ビン
　   B 可燃
【霞】D可燃

【千】A 無色ビン
　   B 可燃
【霞】  D可燃

【千】A 茶色ビン
　   B 可燃
【霞】D可燃

【千】A 可燃
　   B 茶色ビン
【霞】C 可燃

【千】】A 可燃
　   B その他ビン
【霞】C 可燃

【千】A 可燃
　   B 無色ビン
【霞】C 可燃

【千】A 可燃
　   B 茶色ビン
【霞】C 可燃

今月の納付の納付納入期限 3月 31日

保育料 3月分・上下水道料 3月分

30
赤口

31
先勝

【千】A 可燃
【霞】C 可燃

※    県緊急医療情報システムは、以下のＨＰアドレス　
　www.qq.pref.ibaraki.jp/　でもご覧になれます。

3月　夜間緊急診療所【内科・小児科】
緊急診療所 (石岡市医師会病院内 ) ☎ 0299-23-3515
受付時間　19:00～ 22:30
診療日　　1，2，8，9，15，16，19，20，22，23，29，30日

3月　休日緊急診療所　（受付時間　9:00～ 11:30／ 13:00～ 15:30）
【外科】
2日
9日
16日
20日
23日
30日

滝田整形外科
関クリニック
田中クリニック
山王台病院
渡辺クリニック
府中クリニック

☎0299-23-2071
☎ 0299-23-8300
☎ 0299-23-2288
☎ 0299-26-3130
☎ 0299-26-7633
☎ 0299-22-2146

【内科・小児科】
緊急診療所 (石岡市医師会病院内 )
　　　　☎0299-23-3515
診療日　2，9，16，20，23，30日

3月　輪番制病院　（土浦･阿見地域病院群輪番制病院）
【土浦協同病院】☎029-823-3111
受付時間　18:00～翌8:00
診療日　2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28,30日
【東京医大霞ヶ浦病院】☎029-887-1161
受付時間　18:00～翌8:00
診療日　1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31日
【霞ヶ浦医療センター】☎029-822-5050
受付時間　18:00～翌8:00　　
診療日　4,11,18,25日

※その他の《休日・夜間診療の医療機関》をお探しの方は･･･
茨城県救急医療情報コントロールセンター　☎ 029-241-4199
市消防本部・西消防署　　　　　　☎0299-59-5111
　　　　　　東消防署　　　　　　☎029-897-0119

休
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所
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区
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（
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地
区
）

  ごみカレンダー、病院･診療所
の情報は市のホームページ
の他にモバイル版（携帯電
話から接続）でもご覧いた
だけます。モバイル版ＵＲＬ
は以下のとおりです。
http://www.city.kasumi
gaura.ibaraki.jp/mobile/

かすみがうら市役所
　☎0299(59)2111
　☎029(897)1111
　Fax  0299(59)2130
　※ 電話はどちらにおかけに

なっても庁舎間を内線電
話で転送いたします。

かすみがうら市福祉事務所
　Fax  0299(59)2186

中央出張所
　☎029(831)6399

宍倉出張所
　☎029(832)3696

あじさい館
　☎029(897)0511

保健センター（霞ヶ浦保健センター）
※保健行事の予約はこちら
　☎029(898)2312

教育委員会（美並地区公民館）
　☎029(898)2016

水道課（浄水場）
　☎029(897)1346

保セ  ＝保健センター
千公  ＝千代田公民館
　　　☎0299(59)5252
環境  ＝環境保全課
雪入  ＝雪入ふれあいの里公園
　　　☎0299(59)7000
社福  ＝社会福祉課
子福  ＝子ども福祉課
郷土  ＝郷土資料館
　　　☎029(896)0017
農委  ＝農業委員会事務局
社協  ＝社会福祉協議会
　　　☎0299(59)5509

主な 官公署 ☎

カレンダー内の表示･☎

A ＝志筑･新治･稲吉 1～5 丁目･
　　稲吉東 1～6 丁目･角来
B ＝七会･千代田ハウス～大塚団地～
 　　逆西11区周辺･稲吉南 1～3 丁目
C＝美並･佐賀･安飾地区
D ＝下大津･牛渡･志士庫地区

ごみ収集地区一覧 ごみの表記
●プラ・ダン・新聞
＝ プラスチック・
　ダンボール・新聞
●ペット・雑誌・古布
＝ ペットボトル・
　雑誌・古布

※ごみの収集　＝　環境保全課
　環境クリーンセンター　☎0299-59-4649

※保健行事の詳細は健康カレンダーをご覧ください。
 　その他の各行事の詳細は、担当課へお問い合わせください。


