
成人の日

元日

おお 知知 らら せせ

ごみは決められた方法で出しましょう
黒字：秦荘地区　青字：愛知川地区

問 健康推進課（愛知川庁舎） ☎42−4887

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

月日 火 水 木 金 土

１月のゴミカレンダー１月のゴミカレンダー

掲 載 料　月額1枠6,300円、2枠10,500円（税込）
掲載規格　縦50ｍｍ×横57ｍｍ（1枠）
※1掲載号につき2枠限りで、3回まで掲載できます。
　町ホームページへの広告も1枠7,300円（税込）で募集中です。
　　 みらい創生課（愛知川庁舎）☎29ー9046

　 広 告 募 集 中！　 広 告 募 集 中！
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１月の各種相談日

秦荘地区愛知川地区日（曜日） 

※「―」の日時は、他町の収集日となっています。  
※不定期でお申込みの方は、原則として不定期日での収集となります。
※集落名の後にある○印の数字は、申し込みいただいた収集回数を表しています。
　①は１か月に１回、②は２か月に１回、③は３か月に１回での申し込みを表し、「長野①」
　とある場合は１か月に１回で申し込みいただいた長野のお宅を収集させていただきます。
　なお、収集予定のない集落等については、翌月以降の収集となります。  
※月に２回で申し込みの場合は、原則１回目を同集落の月１回と同じ日に、２回目を
　１回目の15日後（2〜３日は前後します）に収集させていただきます。  
※不明な点は、湖東広域衛生管理組合（☎35-4058）またはクリーンライフ湖東　
　（☎35-5205）にお問い合わせください。
※集落とは、住所地名をさしていますので、該当する収集日に依頼してください。

１月のし尿収集カレンダー１月のし尿収集カレンダー
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燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃えないごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ 

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

燃やすごみ

白色トレイ

ガラス類・蛍光灯

金属

燃えないごみ

びん

松尾寺①②・斧磨①②

　　　　　　   ―

　　　　　　   ―

岩倉①・常安寺①

安孫子①・西出①・東出①

　　　　　　   ―

深草①・目加田①

蚊野②③・蚊野外①②・軽野②

　　　　　　   ―

　　　　　　   ―

島川①③

下八木②

宮後②・元持②・沖①

　　　　　　   ―

　　　　　　   ―

栗田③・長塚①③

　　　　　　   ―

長野①

愛知川①

沓掛①③

　　　　　　   ―

中宿①②・川原①・山川原①③

東円堂①

　　　　　　   ―

東円堂①

市①②③

　　　　　　   ―

東円堂②・豊満①②③・長野②

　　　　　　   ―

畑田②・苅間①②・平居①②③

石橋②・愛知川②

長野③

(月)

(火)

(水)

(金)

(火)

(水)

(金)

(月)

(火)

(水)

(木)

(金)

(月)

(火)

(水)

(金)

4日

5日

6日

8日

12日

13日

15日

18日

19日

20日

21日

22日

25日

26日

27日

29日

20歳から子宮頸がん検診、
40歳から乳がん検診

　検診の案内やクーポン券が届いているけ
れど、まだ受けられていないという人は、県
内の医療機関で、ぜひ受診してください。
受診できる医療機関等詳しいことは健康推
進課までお電話ください。

国民健康保険加入者の特定健診

医療機関受診は

1月29日（金）までです。

年に1回、自分の健康のために

健診をうけましょう。

白色トレイ

ペットボトル

※１/20 ペットボトルは両地区

申

問

＝申し込み先

＝問い合わせ先

☎   ＝電話番号

  　＝ファックス番号

　  ＝電子メール

１月の保健センター事業
■弁護士による町民無料法律相談

※要予約。定員各6人（1人30分）。

◎ハーティーセンター秦荘　1/6（水）13：30〜16：30

問 経営戦略課（愛知川庁舎） ☎42ー7680

■女性の悩みカウンセリング
※ 要予約。女性の臨床心理士が相談に応じます。

町内在住・在勤の女性対象。定員2人（1人1時間）。

◎ハーティーセンター秦荘　1/15（金）13：00〜15：00

問 まちづくり協働課（愛知川庁舎）☎42ー7684

■心の教育相談
　（東近江少年センターあすくる事業）

※要予約。臨床心理士が相談に応じます。

　中学生から20歳までを対象。

◎秦荘庁舎（相談室１）

　1/18（月）10：00〜15：00

問 東近江少年センター　☎0748ー48ー6835

■就労相談
転職や失業の相談に就労指導員が応じます。

◎山川原地域総合センター （火）

◎川久保地域総合センター （水）

◎長塚地域総合センター　 （木）

　相談時間　9：00〜16：00

※曜日、時間は変更になることがありますので

　ご了承ください。

問 山川原地域総合センター ☎42ー2478

問 川久保地域総合センター ☎42ー2003

問 長塚地域総合センター　 ☎37ー3279

■心配ごと相談
介護・福祉相談も随時受付。電話相談、匿名相談可。

◎福祉センター愛の郷

　1/06（水）・1/20（水）　　13：30〜15：30

◎福祉センターラポール秦荘いきいきセンター

　1/13（水）・1/27（水）　　13：30〜15：30

問 社会福祉協議会愛知川事務所　☎42ー5843

問 社会福祉協議会秦荘事務所　　☎37ー8063

■特設人権なんでも相談所
◎福祉センター愛の郷　1/27（水）13：30〜15：30

※ 大津法務局彦根支局にて常設相談所も開設して

います。（9時30分〜16時30分　土・日・祝日

除く）

問 人権政策課（愛知川庁舎） ☎42ー7696

■行政相談
◎福祉センター愛の郷　1/14（木）13：30〜15：30

◎長塚会館（相談室） 　1/28（木）13：30〜15：30

問 経営戦略課（愛知川庁舎） ☎42ー7680

☆女性のための健康相談
●助産師による妊娠・更年期等についての相談（予約制）

実施日 相談時間
随　　時 個別に調整

☆保育園・幼稚園巡回訪問
●臨床心理士、保健師、心理判定員による園児の観察と保育相談
実施日 訪問保育園
1月12日 秦川愛児園
1月19日 つくし保育園

実施日 訪問保育園
1月20日 秦荘幼稚園
1月26日 愛知川幼稚園
1月26日 ゆたか保育園

☆健康相談
●保健師による「健康・こころ・子育て全般」に
　関する個別相談（予約制）

実施日 受付時間
4日（月） 13：00～16：30
18日（月） 9：00～16：3025日（月）

☆歯科相談
●歯科衛生士による「歯・口」に関する個別相談（予約制）

実施日 受付時間
18日（月） 9：00～11：00
25日（月） 13：30～１6：00

☆栄養相談・もぐもぐ相談
●�管理栄養士による「食事（離乳食）・栄養」に関
する個別相談（予約制）
実施日 受付時間
21日（木） 9：00～10：3028日（木）

☆おっぱい相談
●助産師による母乳育児等についての相談(予約制）

実施日 受付時間
18日（月） 13：00～16：00

☆子育て相談
●�臨床心理士による子どもの成長発達に関す
る個別相談（予約制）
実施日 受付時間
原則（木） 個別に調整

☆乳幼児健康診査
健診・相談名 実施日 受付時間 対　　象 備　　　考
4か月児健診 13日(水） ※ 令和2年 9月生
7か月児相談 個別に電話で対応します 令和2年 6月生
10か月児健診 15日(金）

※

令和2年 3月生
１歳６か月児健診 6日(水） 令和元年 6月生 ・歯ブラシとコップをご持参ください。保護者の方の歯科診察もあります。
２歳６か月児相談 6日(水） 平成30年 6月生 ・歯ブラシとコップをご持参ください。

３歳６か月児健診 5日(火） 平成29年 6月生
・早朝尿・歯ブラシ・コップをご持参ください。
・保護者の方の歯科診察もあります。
・スムーズに視力検査ができるようにご家庭で練習してきてください。

※受付時間は、個別に通知しています。ご確認ください。

１月分の休日急病診療（歯科）担当医療機関のお知らせ
　＊診療受付時間は、午前９時から午後４時です。　＊担当医療機関変更の場合は、防災行政無線でお知らせします。

月　日 病院・診療所名 住　所 電話番号
１/ １（金） 住井歯科医院 東近江市東沖野３丁目１－２５ 0748ー22ー1290
１/ ２（土） 佐々木歯科医院 東近江市佐野町484ー61 0748ー42ー6874
１/ ３（日） 江田歯科医院 近江八幡市中小森町江元 1394ー 1 0748ー31ー4618
１/11（月） ひめの歯科クリニック 東近江市建部上中町606 0748ー36ー2518

問�健康推進課（愛知川庁舎）☎42ー4887

23 aisho 2021.01 22aisho 2021.01


