
納 期 の お 知 ら せ
固定資産税	 ３期分
国民健康保険税	 ６期分
介護保険料	 ６期分
水道使用料	 10～11月分
下水道使用料	 10～11月分
農業集落排水施設使用料	 10～11月分
下水道事業受益者負担金	 ３期分
住宅使用料	 12月分
住宅駐車場使用料	 12月分
保育所・幼稚園保育料	 12月分
放課後児童クラブ保育料	 12月分

納期限　12月25日（月）
※口座振替をご利用の方は、上記納期限の前日までに、残高の確

認をお願いします。なお、毎週月曜日（祝日は除く）は、窓口
業務を午後７時まで延長していますので、税金などの納入およ
び納付相談にご利用ください。

土・ 日・ 祝 日 漏 水 当 番
月　日
12月16日（土） ㈲浜野和水道 33－2788
12月17日（日） ㈲本宮設備 33－2592
12月23日（祝） ㈲タカトク設備 33－2183
12月24日（日） オオナミ㈱ 33－1001 ・ 33－2412
12月29日（金） ㈲佐藤商会 33－5875
12月30日（土） ㈲光設工業所 48－2413 ・ 33－1895
12月31日（日） ㈲キング設備工業 33－1248
₁月₁日（祝） ㈲タカマツ設備 33－5242
₁月₂日（火） ㈱大敬工業所 48－3253 ・ 48－3665
₁月₃日（水） ㈱小山設備 33－3031
₁月₆日（土） ㈲須藤住機工業 48－2357
₁月₇日（日） ㈲浜野和水道 33－2788
₁月₈日（祝） ㈲本宮設備 33－2592
₁月13日（土） ㈲タカトク設備 33－2183
₁月14日（日） オオナミ㈱ 33－1001 ・ 33－2412
₁月20日（土） ㈲佐藤商会 33－5875
₁月21日（日） ㈲光設工業所 48－2413 ・ 33－1895
₁月27日（土） ㈲キング設備工業 33－1248
₁月28日（日） ㈲タカマツ設備 33－5242

水道工事指定店 電話番号

　火事などのお問い合わせは、
　　安達広域消防本部情報センター
　　　　　　　TEL	0243－23－1119へ

12月17日
　（医）国分整形外科医院 本宮町仲町 33－1088
　佐久間内科小児科医院（小児） 二本松市本町 22－0570
　社会保険二本松病院 二本松市成田 23－1231
12月23日
　今野外科整形外科医院 本宮町万世 33－3711
　春山あだたら診療所 二本松苗松 24－2024
　（医）辰星会枡記念病院 二本松市住吉 22－3100
　（医）博愛会東和クリニック（小児） 二本松市針道 66－2122
12月24日
　（医）慈久会谷病院 本宮町南町裡 33－2721
　（医）三浦内科医院 二本松市亀谷 23－3883
　（医）青木整形外科医院 二本松市榎戸 22－3103
　今古堂医院 二本松市西新殿 57－2101
12月30日
　（医）坂本クリニック（小児） 本宮町千代田 34－1188
　（医）成美会（セイビ）鈴木皮ふ科クリニック
 二本松市本町 22－6877
　（医）辰星会枡記念病院 二本松市住吉 22－3100
12月31日
　兼谷胃腸科外科医院 本宮町舘町 33－4141
　かさい小児科クリニック（小児） 二本松市油井 22－8800
　（医）原医院 二本松市若宮 23－2111
１月１日
　池田眼科医院 本宮町字仲町 34－4100
　（医）森小児科医院（小児） 二本松市郭内 22－3215
　野地眼科医院 二本松市若宮 23－0024
１月２日
　（医）慈久会谷病院 本宮町字南町裡 33－2721
　（医）慈水会みずのクリニック 二本松市根崎 23－5158
　社会保険二本松病院 二本松市成田 23－1231
１月３日
　（医）国分整形外科医院 本宮町字仲町 33－1088
　みうら内科クリニック（小児） 二本松市羽石 22－5512
　（医）菊慈会きくち整形外科 二本松市油井 23－2627
１月７日
　（医）落合会東北病院 本宮町青田字花掛 33－2588
　土川内科小児科（小児） 二本松市槻木 22－6688
　桑島耳鼻咽喉科医院 二本松市若宮 23－3387
　岩代国保診療所 二本松市百目木 56－2461
１月８日
　（医）よしだこどもクリニック（小児） 本宮町高木字平内 34－6418
　（医）安斎内科胃腸科医院 二本松市若宮 22－3001
　本田レディスクリニック 二本松市本町 22－0301
１月14日
　白沢村国保白岩診療所 白沢村白岩字田中 44－2008
　（医）佐藤内科胃腸科医院（小児） 二本松市油井 22－0174
　整形外科内科小林医院 二本松市根崎 22－0682
　小野崎医院 二本松市針道 46－2001
１月21日
　（医）幹正会よしだ内科 本宮町字一ツ屋 63－2333
　（医）ダザイ胃腸科内科医院 二本松市表 22－9255
　（医）原医院 二本松市若宮 23－2111
　（医）広仁会金子医院（小児） 二本松市小浜 55－2343
１月28日
　（医）渡辺クリニック 本宮町高木字高木 34－3311
　（医）森小児科医院（小児） 二本松市郭内 22－3215
　社会保険二本松病院 二本松市成田 23－1231
　和田医院 二本松市小浜 55－2303

日曜・祝日の当番のお医者さん

※診療時間 （9：00～17：00） ただし、旧岩代町、旧東和町の医療機関は正午まで
※（小児）は小児科標榜医療機関です

₁ 月 の 保 健 衛 生 だ よ り

※健康診査には「母子健康手帳・バスタオル」をお持ちください。健康相談には、「母子健康手帳」をお持ちください。
※親と子の健康相談日は、子どもたちの遊び場として（保護者同伴）本宮体育館をご利用いただけます。利用される方は、前日ま

でに保健福祉課健康づくり係へ電話予約してください。　　　　問い合わせ先：保健福祉課　健康づくり係（☎内線188・189）

種　　類
３～４か月児健康診査
10か月児健康診査
１歳６か月児健康診査
３歳児健康診査
親と子の健康相談

対 　 　 象
実施日において満₃～₄か月児
平成18年₂月22日～₃月25日生まれ
平成17年₆月₇日～₇月10日生まれ
平成15年₉月₆日～10月16日生まれ
妊婦・乳幼児～高校生の保護者

場　所
谷病院

本
宮
体
育
館11月は実施しません

月　　日
₁月10・24日（水）
₁月25日（木）
₁月10日（水）
₁月16日（火）
₁月15日（月）

受付時間
　9：00～　9：30
13：00～13：30
13：00～13：30
13：00～13：30
　9：30～11：00

　本格的な冬を迎え、水道管の破裂などが多く発生します。
凍結の恐れのあるところでは電熱線を巻くなどして、水道
管やメーター器を寒さから守る処置をしてください。

水道管凍結にご注意を

��

広報もとみや　平成18年12月




