
情報カレンダー 月

日付 行　　事 健診・予防接種など

１ 木

子育て交流広場ぽっかぽか 友保  13:00～15:00
匠のまつり（４日まで）笠間芸術の森公園
骨董我楽多市（４日まで）笹目酒造裏駐車場（笠間観
光協会0296-72-9222）
いばらきストーンフェスティバル2007（４日まで）
笠間芸術の森公園（茨城県石材業協同組合連合会
0296-55-2535）

３～４か月児相談 友保  受付9:00～10:00
心のデイサービス 笠保 10:00～15:00

２ 金 ふれあい広場 いな保  9:30～11:30 ２歳児歯科健診 友保  受付13:00～13:20
ポリオ 岩保  受付13:30～14:10

３ 土 大地の宴かさま秋市（４日まで）大町公園通り駐車場
（実行委員会0296-72-0284） 両親学級 友保  受付9:30～9:45

４ 日 休日窓口受付【市役所本所】8:30～12:00

５ 月 子育て交流広場ぽっかぽか 友保  13:00～15:00
ふれあい広場 いな保  9:30～11:30 リハビリ 友保  13:00～15:30

６ 火 窓口サービス延長【岩間支所】17:30～19:30

１歳児相談 友保  受付9:00～10:00
健康相談 友保  9:00～11:00 笠保 9:00～11:30
ポリオ 友保  受付13:00～13:20
腹部超音波検診 岩保  受付7:00～10:00
BCG 岩保  13:10～13:20
心のデイサービス 岩保  10:00～12:30

７ 水 窓口サービス延長【市役所本所】17:30～19:30
子育て広場 くる保  9:00～12:00

心のデイサービス 友保  10:00～15:00
１歳６か月児健診 友保  受付13:00～13:20
リハビリ 笠保 13:00～15:30 岩保  13:15～15:15
腹部超音波検診 岩保  受付7:00～10:00

８ 木 子育て交流広場ぽっかぽか 友保  13:00～15:00
窓口サービス延長【笠間支所】17:30～19:30

BCG 友保  受付13:00～13:20
腹部超音波検診 岩保  受付7:00～10:00

９ 金 子育て交流広場「てんとう虫」 岩保  10:00～11:30
ふれあい広場 いな保  9:30～11:30

婦人科検診 友保  受付12:30～13:00
１歳児相談 笠保 受付9:50～10:00
ポリオ 笠保  受付13:00～13:30

10 土 婦人科検診 友保  受付12:30～13:00

11 日 休日窓口受付【市役所本所】8:30～12:00

12 月 子育て交流広場ぽっかぽか 友保  13:00～15:00
ふれあい広場 いな保  9:30～11:30 リハビリ 友保  13:00～15:30

13 火 窓口サービス延長【岩間支所】17:30～19:30 健康相談 友保  9:00～11:00 笠保 9:00～11:30
ポリオ 岩保  受付13:30～14:10

14 水
窓口サービス延長【市役所本所】17:30～19:30
子育て広場 くる保  9:00～12:00
行政相談 岩保  13:00～16:00（秘書課　内線224）

心のデイサービス 友保  10:00～15:00
ポリオ 友保  受付13:00～13:20
リハビリ 笠保 13:00～15:30
骨粗しょう症検診 岩保  受付9:30～11:00、13:00～
15:00

15 木

窓口サービス延長【笠間支所】17:30～19:30
子育て交流広場ぽっかぽか 友保  13:00～15:00
子育てサロン9:00～11:30みなみ公民館
（更生保護女性会　甲斐邦子☎0296-72-1477）

総合健診 友保  受付6:30～10:00
心のデイサービス 笠保 10:00～15:00
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電 話 番 号 一 覧
笠図笠間図書館 ……………72-5046
友図友部図書館 ……………78-1200
岩図岩間図書館 ……………45-2082
笠保笠間保健センター ……72-7711
友保友部保健センター ……77-9145
岩保岩間保健センター ……45-7888
てら保 てらざき保育所 ……72-0254
くる保 くるす保育所 ………72-0563

いな保 いなだ保育所 ………74-2304
とも保 ともべ保育所 ………77-6105
病 笠間市立病院 …………77-0034
は いこいの家はなさか ……77-5110
笠公笠間公民館 ……………72-2100
友公友部公民館 ……………77-7533
岩公岩間公民館 ……………45-2080
岩海岩間海洋センター ……45-7085

• 笠間･友部地区から岩間地区の
施設への問合せは、（0299）を
つけてください。
• 岩間地区から笠間･友部地区の
施設への問合せは、（0296）を
つけてください。

体育行事はスポーツ振興課に問合せください。☎0296-72-9330

日付 行　　事 健診・予防接種など

16 金 ふれあい広場 いな保  9:30～11:30
地域児童相談 友保  10:00～16:00

３歳児健康診査 友保  受付13:00～13:20
BCG 笠保 受付13:00～13:30

17 土 魯山人野点茶会　春風萬里荘10:00～16:00（18日まで）
（笠間日動美術館0296-72-2160）

18 日
休日窓口受付【市役所本所】8:30～12:00
’07いわま商工まつり　岩間駅南広場・駅南道路
（岩間商工会0299-45-5711）

19 月 子育て交流広場ぽっかぽか 友保 13:00～15:00
ふれあい広場 いな保  9:30～11:30

リハビリ 友保  13:00～15:30
マタニティビクス 友保  受付13:15～13:30

20 火 窓口サービス延長【岩間支所】17:30～19:30
健康相談 友保  9:00～11:00 笠保 9:00～11:30
　　　　 岩保  9:30～11:00
BCG 友保  受付13:00～13:20

21 水 窓口サービス延長【市役所本所】17:30～19:30
子育て広場 くる保  9:00～12:00

心のデイサービス 友保  10:00～15:00
心の相談室 友保  9:30～11:00
離乳食教室 友保  10:00～11:30
リハビリ 笠保 13:00～15:30

22 木

窓口サービス延長【笠間支所】17:30～19:30
子育て交流広場ぽっかぽか 友保 13:00～15:00
行政相談 友公 13:00～16:00（秘書課　内線224）
市政懇談会（自治・協働部門）市役所本所大会議室
19:00～21:00（秘書課　内線224）

両親学級 友保  受付9:30～9:45
リハビリ 岩保  13:15～15:15

23 金

24 土 第２回お稲荷さんコンテスト　笠間稲荷神社（商工観
光課　内線517）

25 日 休日窓口受付【市役所本所】8:30～12:00

26 月 子育て交流広場ぽっかぽか 友保 13:00～15:00
ふれあい広場 いな保  9:30～11:30

リハビリ 友保  13:00～15:30
２歳児歯科検診 笠保 受付13:00～13:10
心のデイサービス 岩保  10:00～12:30

27 火 窓口サービス延長【岩間支所】17:30～19:30 健康相談 友保  9:00～11:00 笠保 13:00～16:00

28 水 窓口サービス延長【市役所本所】17:30～19:30
子育て広場 笠公 9:00～12:00

心のデイサービス 友保  10:00～15:00
リハビリ 笠保 10:00～15:30

29 木 窓口サービス延長【笠間支所】17:30～19:30 住民健診 笠保 受付17:00～20:00

30 金 ふれあい広場 いな保  9:30～11:30 住民健診 笠保 受付17:00～20:00
３歳児健康診査 岩保  受付13:00～13:20

日付 曜日 病院名 電話番号

3 土
梅里クリニック （岩）0299-45-2002
粟屋医院 （笠）0296-72-1567

4 日
塙医院 （友）0296-77-0072
太田皮フ科 （笠）0296-72-7777

11 日
笠間市立病院 （友）0296-77-0034
笠間眼科 （笠）0296-72-9917

日付 曜日 病院名 電話番号

18 日
菅谷病院 （岩）0299-45-2172
神里医院 （笠）0296-72-0177

23 金
あさひクリニック （友）0296-78-5011
石本病院 （笠）0296-72-4051

25 日
てらだ内科消化器科 （友）0296-70-5500
下田整形外科 （笠）0296-73-0858

医師の都合により、変
更することがあります。
確認の上、診療を受け
てください。

11月の休日救急診療当番（9：00～17：00）

（勤労感謝の日）
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