
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

犬・猫の引取日

日 月 火 水 木 金 土

☎ＩＰ電話 ☎ 
0 5 0   5 8 1 2

共通番号

11：30 ～ 12：00
引取場所

北広島町役場本庁

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 1 2

1 2 3 4 5

 観光イベントの問い合わせは
☎ 050-5812-6908 観光協会

 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

 人権総合相談所
（豊平中央公民館）10：00～12：０0

 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

 ソーシャルクラブひまわり会
（千代田中央公民館）10：00～13：00

 前期乳児健診
（役場本庁）受付13：00～13：30

 お元気サポーター養成講座
（千代田中央公民館） 13:30～15:30

 中世蒸風呂体験会
（万徳院跡歴史公園）

 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
（豊平子育て支援センター）10：00～11：30

 家庭教育相談
（千代田中央公民館）16：00～18：00

 後期乳児健診
（役場本庁）受付13:00～13：30

神楽の里
千代田神楽競演大会

（千代田開発センター）
 いわどホタル祭り

（岩戸集会所）

 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

 お元気サポーター養成講座
（芸北文化ホール） 13:30～15:30

 ソーシャルクラブひまわり会
（豊平保健福祉総合センター）10：00～13：00

 消費生活相談室
（人権・生活総合相談センター）10：00～16：00

 離乳食教室
（千代田中央公民館）10：00～13：00

 法律相談所〈予約制〉ＩＰ ☎5020
（人権・生活総合相談センター）13：00～16：０0

 健診結果説明会
（美和東文化センター）受付 9：30 ～ 10：30

 健診結果説明会
（大暮清流の家）受付 13：30 ～ 14：30

 お元気サポーター養成講座
（大朝保健センター） 13:30～15:30

 筏津ほたると　　
               神楽ァみィきん祭

（筏津コミュニティセンター）
 戦国の庭　ほたるまつり

（戦国の庭歴史館　特設会近）　
 田原温泉　蛍と神楽の乱舞

（田原温泉・交流館「天狗の里」付近）　

  神楽の日
（道の駅舞ロード IC 千代田）

 「ひろしま環境の日」
 買い物にはマイバックを持参しよう！

 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

 健診結果説明会
（美和集会センター）受付 9：30 ～ 10：30

 健診結果説明会
（雲月ふれあいセンター）受付 13：30 ～ 14：30

 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

 集団健診
（北広島町図書館）受付 8：00 ～ 10：00
　　　　　　    受付 13：00 ～ 14：00

 妊婦・育児相談
（大朝子育て支援センター）10：00～11：30

 定期巡回相談
（千代田開発センター）10：00～15：00

 ことばの相談会〈予約制〉
（千代田中央公民館）受付13：30～

 集団健診
（豊平中央公民館）受付8：00～10：00

 集団健診
（旧大塚小学校体育館）受付13:30～14：30

 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
　　　　  　　   受付 13：00 ～ 14：00

 お元気サポーター養成講座
（千代田中央公民館） 13:30～15:30

 消費生活相談室
（人権・生活総合相談センター）10：00～16：00

 集団健診
（大朝保健センター）受付 8：00 ～ 10：00
　　　　　　     受付 13：00 ～ 14：00

 法律相談所〈予約制〉ＩＰ ☎5020
（人権・生活総合相談センター）13：00～16：０0

 
 集団健診(豊平中央公民館）

受付8：00～10：00  受付13:00～14：00
 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
 人権総合相談所

（大朝支所）10：00～12：０0
 (芸北文化ホール・人権・生活総合相談センター）13：30～15：30

 壬生の花田植と無形文化
財合同まつり（壬生特設会場）

 月一の舞い「ふるさとの神楽」
（千代田開発センター）

 上川戸虫おくりまつり
（川戸熊野神社）

 カキツバタ祭り
（八幡カキツバタの里ほ場周辺）

６ 月 12 日（木）
６ 月 26 日（木）

 消費生活相談室
（人権・生活総合相談センター）10：00～16：00

 産婦交流会
（大朝保健センター）10：00～13：00

 法律相談所〈予約制〉ＩＰ ☎5020
（人権・生活総合相談センター）13：00～16：０0

 知って得する♪健康講座
（大朝保健センター）13：30～15：00

 消費生活相談室
（人権・生活総合相談センター）10：00～16：00

 認知症相談会
（人権・生活総合相談センター）13：30～15：30

 

 軽自動車税
固定資産税〔1期〕 
納期限

 町県民税
〔1期〕 納期限

 ひろしま「山の日」

千代田病院

いのうえ内科

雄鹿原診療所

今村メモリアルクリニック

大朝ふるさと病院

6水無月
月

その他税金きたひろネットスポーツ・行事保健・福祉育児

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。

2014（平成26）年
June


