
日 曜 行　　　事　　　等　　　　　 休 日 診 療 ・ 保 健 事 業 燃えないごみ
収集日 剪定枝収集日 その他プラスチック

収集日
1 水 郷土資料館（館内整理日） 西小磯西

2 木 ●つどいの広場　生涯学習館　10：00〜15：00
図書館（館内整理日） 高麗２丁目

3 金
憲法記念日

●懐かしの金曜名画座『禁じられた遊び』　図書館本館　10：00〜11：25
子育て支援総合センター・障害福祉センター

在宅当番医　山田医院（科目：内）
　9：00〜12：00、14：00〜17：00　☎61-1625 中丸、石神台 馬場、生沢、寺坂

4 土
みどりの日

●おはなしと紙芝居　図書館本館　10：00〜10：40・図書館分館　10：30〜11：00
子育て支援総合センター・障害福祉センター

在宅当番医　横山医院（科目：小・循・内）
　9：00〜12：00、14：00〜17：00　☎72-2580 裡道、台町

北本町、北下町、
南本町、南下町、
茶屋町

5 日
こどもの日

●国府祭
子育て支援総合センター・障害福祉センター

在宅当番医　月京クリニック（科目：小・内）
　9：00〜12：00、14：00〜17：00　☎71-2321

6 月 振替休日
子育て支援総合センター・障害福祉センター

在宅当番医　井上整形外科（科目：整・リハ・リウマチ）
　9：00〜12：00、14：00〜17：00　☎72-4114

西小磯東、
西小磯西

国府新宿、月京、
虫窪、黒岩、西久保

7 火
●つどいの広場　生涯学習館　10：00〜13：00
●子育て講座｢ベビーマッサージ｣②　子育て支援総合センター　10：00〜11：30
●ママと一緒のお話タイム　子育て支援総合センター　11：00〜11：30
図書館・郷土資料館

●元気はつらつ運動広場　保健センター　13：30〜15：00
●骨太体操講習会　ふれあい会館　14：00〜15：30 高麗、東町 長者町、山王町、

神明町

8 水
●子育てぱんだ　保健センター　9：30〜11：30
●メンズエクササイズ　さざれ石　10：00〜11：30
●マタニティーエクササイズ&母乳育児のすすめ（予約制）
　保健センター　13：30〜15：30

中丸

9 木
●子育て講座｢親子で楽しもうリトミック」①　子育て支援総合センター　10：00〜/10：45〜
●3歳までのおはなし会　子育て支援総合センター　10：30〜11：00
●木曜シネマサロン『午後の遺言状』　図書館本館　13：30〜15：25
●町民春季ボウリング大会　プリンスホテルボウリングセンター　20：00〜

●骨太体操講習会　月京会館　13：00〜14：30 高麗１・３丁目

10 金 ●パソコン講座（初心者コース）①　生涯学習館　10：00〜12：00 ●元気はつらつ運動広場　保健センター　9：30〜11：00、13：30〜15：00 長者町 馬場、生沢、寺坂 中丸、石神台

11 土
●ファミリー教室「児童をとりまくネットの危険性と最新のスマホ事情」
　保健センター　9：30〜11：00
●おはなしと紙芝居　図書館本館　10：00〜10：40・図書館分館　10：30〜11：00

北本町、北下町、
南本町、南下町、
茶屋町

裡道、台町

12 日

●町民ソフトテニス大会　運動公園ほか　8：30〜
●卓球教室　大磯中学校体育館　9：00〜12：00
●ISO市　大磯駅前特設会場　9：00〜12：00
●町民春季ボウリング大会　プリンスホテルボウリングセンター　9：45〜
子育て支援総合センター・障害福祉センター

在宅当番医　尾上クリニック（科目：内・循）
　9：00〜12：00、14：00〜17：00　☎71-1612

13 月 ●母親講座｢茶道教室｣①　子育て支援総合センター　10：00〜11：30
図書館・郷土資料館・ふれあい会館 ●骨太体操講習会　国府新宿福祉館　13：30〜15：00 国府新宿

（JR 東海道線海側）
国府新宿、月京、
虫窪、黒岩、西久保

西小磯東、
西小磯西

14 火 ●つどいの広場　生涯学習館　10：00〜15：00

●健康相談日（予約制）　保健センター
●元気はつらつ運動広場　保健センター　9：30〜11：00
●にこにこクラブ　障害福祉センター　9：30〜11：30
●こゆるぎ体操体験会＆スキルアップ研修会　保健センター　13：30〜15：00
●骨太体操講習会　ふれあい会館　14：00〜15：30

東町 長者町、山王町、
神明町 高麗、東町

15 水 ●離乳食教室（ステップアップコース）　保健センター　13：15〜15：00 西小磯東

16 木 ●3歳までのおはなし会　図書館本館　10：30〜11：00
●つどいの広場　生涯学習館　10：00〜15：00

●1歳6か月児健康診査（H23.10月〜11月生）　保健センター　13：00〜14：00
●骨太体操講習会　さざれ石　14：00〜15：30

北本町、南本町、
南下町

17 金 ●母親講座「フラワーアレンジメント」　子育て支援総合センター　10：00〜11：30
●パソコン講座（初心者コース）②　生涯学習館　10：00〜12：00

国府新宿
（JR 東海道線山側）中丸、石神台 馬場、生沢、寺坂

18 土

●普通救命講習（成人の処置）　保健センター２階　9：00〜12：00
●オープンガーデン　町内各所　10：00-16：00（〜19日まで）
●おはなしと紙芝居　図書館本館　10：00〜10：40・図書館分館　10：30〜11：00
●ちびっこアニメ劇場『アンパンマン誕生』ほか　図書館本館　11：00〜11：30
●議会報告会　月京会館１階多目的ホール　13：30〜15：00
●ユニカール教室　国府小学校体育館　13：30〜16：00
●議会報告会　保健センター２階研修室　19：00〜20：30

裡道、台町
北本町、北下町、
南本町、南下町、
茶屋町

19 日

●卓球教室　国府中学校体育館　9：00〜12：00
●さかなの朝市＆大磯市　大磯港　9：00〜14：00
●日曜おおいそキネマ『天国と地獄』　図書館本館　13：30〜15：55
●ニュースポーツを楽しむ会　国府小学校体育館　13：30〜16：00
子育て支援総合センター・障害福祉センター

在宅当番医　二宮胃腸内科クリニック（科目：内・消）
　9：00〜12：00、14：00〜17：00　☎73-2911

20 月 図書館・郷土資料館 ●骨太体操講習会　国府新宿福祉館　13：30〜15：00 生沢、寺坂 西小磯東、
西小磯西

国府新宿、月京、
虫窪、黒岩、西久保

21 火 ●つどいの広場　生涯学習館　10：00〜13：00
●ユニカール教室　国府小学校体育館　19：00〜21：00 ●元気はつらつ運動広場　保健センター　9：30〜11：00、13：30〜15：00 山王町（JR 東海道線海側）、

北下町 高麗、東町 長者町、山王町、
神明町

22 水 ●にこにこクラブ　岩田記念室内競技場　9：30〜11：30
●子育てぱんだ　保健センター　9：30〜11：30 馬場

23 木 ●子育て講座｢親子で楽しもうリトミック」②　子育て支援総合センター　10：00〜/10：45〜
●メンズエクササイズ　さざれ石　10：00〜11：30
●和食料理教室「きほんのき」　保健センター１階保健指導室　10：15〜12：30
●骨太体操講習会　月京会館　13：00〜14：30

山王町（JR 東海道線山側）、
神明町

24 金 ●パソコン講座（初心者コース）③　生涯学習館　10：00〜12：00 ●元気はつらつ運動広場　保健センター　9：30〜11：00、13：30〜15：00 月京 馬場、生沢、寺坂 中丸、石神台

25 土 ●おはなしと紙芝居　図書館本館　10：00〜10：40
●マタニティースクール「知ってて安心！赤ちゃんのお風呂＆
　夫婦で子育て講座」（予約制）　保健センター　9：00〜12：00
●ベビービクス・親子体操体験会（予約制）　保健センター　10：00〜11：00

北本町、北下町、
南本町、南下町、
茶屋町

裡道、台町

26 日
●町ぐるみ美化キャンペーン　7：00〜9：00
●町民ヨットスクール　江ノ島ヨットハーバー　10：00〜
子育て支援総合センター・障害福祉センター

在宅当番医　ひよこクリニック（科目：小・内・皮）
　9：00〜12：00、14：00〜17：00　☎61-7963

27 月 図書館・郷土資料館・生涯学習館 ●Ｂウェーブ（産後のシェイプアップ）　保健センター　10：00〜11：30 国府新宿、月京、
虫窪、黒岩、西久保

西小磯東、
西小磯西

28 火
●ユニカール教室　生涯学習館　9：30〜11：30
●つどいの広場　生涯学習館　10：00〜15：00
●ママと一緒のお話タイム　生涯学習館　11：00〜11：30

●元気はつらつ運動広場　保健センター　9：30〜11：00、13：30〜15：00
●赤ちゃんぱんだ　保健センター　9：30〜11：30
●骨太体操講習会　ふれあい会館　14：00〜15：30

台町（JR東海道線海側）、
茶屋町、裡道

長者町、山王町、
神明町 高麗、東町

29 水 ●ユニカール教室　大磯中学校体育館　19：00〜21：00 虫窪、黒岩、西久保

30 木 ●つどいの広場　生涯学習館　10：00〜15：00 ●２歳児歯科健診（H23.２月〜３月生）　保健センター　9：30〜10：00 台町
（JR 東海道線山側）

31 金 ●パソコン講座（初心者コース）④　生涯学習館　10：00〜12：00 ●元気はつらつ運動広場　保健センター　9：30〜11：00、13：30〜15：00 石神台

6/1 土 ●おはなしと紙芝居　図書館本館　10：00〜10：40・図書館分館　10：30〜11：00
郷土資料館（館内整理日） 裡道、台町

北本町、北下町、
南本町、南下町、
茶屋町
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東海大学大磯病院では、緊急の場合午後５時から 10 時まで夜間
一次救急の受診ができます。受診の際は、事前に電話でご確認
ください。☎７２－３２１ 1

◎今月の納期日：20日（保育園保育料）、27日（幼稚園保育料）、31日（軽自動車税、固定資産税第１期）

燃えないごみの
種類は、カン・ビ
ン・傘・乾電池・体
温計などです。
　☎72-4438

テレビ・冷蔵庫・
洗濯機・エアコ
ン・パソコンは粗
大ごみではあり
ません。販売店へ
ご相談ください。

燃せるごみは収
集日当日の朝8
時30分までに
決められた集積
場所に出してく
ださい。夜間の
ごみ出しはご遠
慮ください。

お住まいの地
区以外へのご
み出しはご遠
慮ください。

祝日ですが、ごみ収
集は行います。

祝日ですが、ごみ収
集は行います。

祝日ですが、ごみ収
集は行います。

在宅急患歯科診療　日曜・祝日に歯や歯肉が急激に痛み、お困り
の場合は休日診療所で診療が受けられます。
診療日時　日曜、祝日、年末年始　9:30 〜 11:30、13:30 〜 16:30
場　　所　平塚市東豊田４４８－３（平塚市保健センター内）
問 休日夜間急患診療所　☎５５－２１７６


