
問い合わせ先

北広島町役場
☎ ２１１１
芸北支所

☎ ２１１０
大朝支所

☎ ２２１１
豊平支所

☎ １１２２

休日当番医電話番号

変更は町内放送等で
お知らせします

今村メモリアルクリニック
☎ 0826-72-7701

雄鹿原診療所
☎ 050-5812-2117

千代田病院
☎ 0826-72-6511

いのうえ内科
☎ 0826-72-7717

江川医院
☎ 0826-72-2097

北広島町豊平病院
☎ 050-5812-1155

大朝ふるさと病院
☎ 050-5812-3900

市頭眼科医院
☎ 0826-72-5721

立川医院
☎ 050-5812-2255

北広島病院
☎ 0826-72-2050

金谷内科医院
☎ 0826-82-3831

千代田中央病院
☎ 0826-72-6111

日 月 火 水 木 金 土

☎ＩＰ電話 ☎ 
0 5 0   5 8 1 2

共通番号

☆消費生活相談
◎北広島町人権・生活
　　　　　総合相談センター内
消費生活相談室専用
☎ 0826-72-5571〔木曜日〕

☆法律相談所予約・問い合わせ
☆弁護士相談所予約・問い合わせ
◎北広島町人権・生活
　　　　　総合相談センター
 IP ☎ 050-5812-5020
　 ☎ 0826-72-5020

◎困ったときは…
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 観光イベントの問い合わせは
☎ 050-5812-6908 観光協会

〔11 月 25 日まで〕靉光記念児童生徒自画像展

 家庭教育相談
（千代田中央公民館）16：00～18：00

 集団健診
（大朝保健センター）受付8：00～10：00

 知って得する♪健康講座
（芸北文化ホール）13：30～15：30

 集団健診
（千代田開発センター）受付8：00～10：00

 定期巡回相談
（千代田開発センター）10：00～15：00

 妊婦・育児相談
（大朝子育て支援センター）10：00～11：30

 楽しむ拠点コース
（とよひらウイング）9：30～11：30

 家庭教育相談
（千代田中央公民館）10：00～16：00

 妊婦・育児相談
（役場本庁）13：30～15：30

 家庭教育相談
（千代田中央公民館）16：00～18：00

 弁護士相談所〈予約制〉
（豊平中央公民館）9：30～12：00

 ソーシャルクラブひまわり会
（大朝保健センター）10：00～13：00

 源泉所得税の年末調整説明会
（千代田中央公民館）13：30～15：30

 集団健診
（千代田開発センター）受付8：00～10：00

 近県選抜優秀神楽発表大会
（千代田総合体育館）

 アルコール相談会〈予約制〉
（豊平ふれあい健康館）9：30～11：30

 そばまつりとよひら 2014
（道の駅豊平どんぐり村）

 そばまつりとよひら 2014
（道の駅豊平どんぐり村）

 大朝文化祭
（大朝公民館・大朝保健センター）

 中世蒸風呂体験会
（万徳院館跡歴史公園）

 妊婦教室
（役場本庁）13：30～15：30

 家庭教育相談
（千代田中央公民館）16：00～18：00

 妊婦・育児相談
（豊平保健福祉総合センター）10：00～11：30

 こころの相談〈予約制〉
（千代田開発センター）13：30～15：30
☎082-513-5521（西部保健所広島支所）

 一日年金相談
（芸北文化ホール）10：00～15：30

 消費生活相談室
（人権・生活総合相談センター）10：00～16：00

 3歳児健診
（役場本庁） 受付13：00～13：30

 法律相談所〈予約制〉
（人権・生活総合相談センター）13：00～16：０0

 ことばの相談会〈予約制〉
（千代田中央公民館）受付13：45～

 神楽マラソン in 北広島
　　〔合併 10 周年記念事業〕

（道の駅豊平どんぐり村・とよひらウイング）

 妊婦・育児相談
（芸北ホリスティックセンター）13：30～15：30

 家庭教育相談
（千代田中央公民館）16：00～18：00

 知って得する♪健康講座
（千代田中央公民館）13：30～15：30

 北広島町ひまわり家族会
　公開シンポジウム

（役場本庁）13：30～15：30
 知って得する♪健康講座

（豊平保健福祉総合センター）13：30～15：30

 田原温泉神楽の宴「湯と食と舞と」
 　　（交流館「天狗の里」体育館）

 おおあさふるさとまつり
　　〔合併 10 周年記念事業〕

（大朝中学校体育館）

 「ひろしま環境の日」
やってみようエコドライブ！
～ふんわりアクセル

（発進時に５秒間で 20km/h）～
 千代田まつり

（千代田開発センター）
 大朝神楽競演大会

（大朝中学校体育館）

 楽しむ拠点コース
（とよひらウイング）9：30～11：30

 家庭教育相談
（千代田中央公民館）10：00～16：00

 ふれあい相談
（千代田子育て支援センター）10：00～11：30

 神楽マラソン in 北広島
    〔合併 10 周年記念事業〕

（道の駅豊平どんぐり村・とよひらウイング）

　　　　　　　　　

 月一ウォーキング
（大朝保健センター）9：30～11：30

 献血
（ショッピングセンターサンクス）受付11：30～15：30

 町県民税〔３期〕  
国民健康保険税〔４期〕
後期高齢者医療保険料〔４期〕

 消費生活相談室
（人権・生活総合相談センター）10：00～16：00

 １歳６か月児健診
（役場本庁）受付13：00～13：30

 消費生活相談室
（人権・生活総合相談センター）10：00～16：00

 集団健診
（豊平中央公民館）受付8：00～10：00

 法律相談所〈予約制〉
（人権・生活総合相談センター）13：00～16：０0

 消費生活相談室
（人権・生活総合相談センター）10：00～16：00

 一日年金相談
（役場本庁）10：00～15：30

 肝臓がん予防講演会
（千代田中央公民館）14：00～15：30

振替休日
勤労感謝の日

文化の日

 神楽マラソン in 北広島
 八王子よみがえりの水フェスタ

   （八王子神社・本地小学校）

きたひろ
読書の日

 靉光記念児童生徒自画像展（豊平中央公民館）〔11 月 6 日まで〕

　靉光記念児童生徒自画像展　（芸北文化ホール）

〔11 月 6 日まで〕靉光記念児童生徒自画像展　　（豊平中央公民館）

　靉光記念児童生徒自画像展　（芸北文化ホール）〔11 月 25 日まで〕

｝納期限

 知って得する♪
健康講座（大朝保健セ
ンター）13：30～15：30

 人権・多文化
共生講演会（役場本
庁）19：00～20：45

市頭眼科医院

江川医院

立川医院

金谷内科医院

北広島病院

千代田中央病院

北広島町豊平病院

11霜月
月

その他税金スポーツ・行事保健・福祉育児

2014（平成26）年
November

女性・ＤＶ相談専用

ＤＶ相談専用／休日・夜間

広島県西部こども家庭センター

北広島町役場福祉課

児童虐待・配偶者暴力などは、まず電話相談。

広島市南区宇品東 4-1-26

082-254-0381

050-5812-1851 082-254-0399
082-254-0391

悩まずに、
相談を。


