
シオジリおでかけカレンダー

月～金曜日（祝日を除く）に行っている相談
■すくすく子ども相談・産後ママのほっとステーション
　北部子育て支援センター内あんしんサポートルーム　☎内線5547
■健康・食事・歯科なんでも相談　　
　市保健福祉センター１階健康づくり課　☎�0858
■メンタルヘルス相談　（要予約で、場所や時間は申し込み後調整）
　市保健福祉センター１階健康づくり課　直  �0858
■消費生活相談　市役所１階消費生活センター　☎内線1129
■職業相談　市民交流センター４階塩尻市ふるさとハローワーク　☎�5588
■子育て、教育相談　総合文化センター１階家庭支援課　直  �0891
■女性相談（男性も可）　電話相談、面接相談（要予約）
　総合文化センター１階男女共同参画・人権課　☎�0783
■ボランティア相談・福祉総合相談　
　市保健福祉センター２階社会福祉協議会　☎�2795
■身体障がい者相談　市保健福祉センター１階福祉課　☎内線2115
※翌月の予定や詳細は、それぞれの担当へお問い合わせください。

市役所　☎0263�0280　　★印は事前申し込みが必要です。※図  交  人  健  子  の会場で記載のないものは、えんぱーくで行います。

6月
～7月

※このカレンダーには、イベントのほ
かに健診、相談、えんぱーくの予定な
どを中心に掲載しています。
※それぞれの申し込み方法などの詳細
は、お問い合わせください。
※えんぱーくの休館日は、３階市民サ
ロンと学習室のみ利用できます。

健診・健康相談の
対象
対象などの詳細は、
塩尻市ホームページ
をご覧下さい。

このほかにも、さまざまな催しを開催
しています。詳しくは、塩尻市ホーム
ページをご覧ください。

く  市民課くらしの相談係　☎内線1198
福  福祉課障がい福祉係　直  �0686
産  産業政策課　☎内線1279
人  男女共同参画・人権課　直  �0894
長  長寿課　☎内線2126
社  塩尻市社会福祉協議会　☎�7564
ハ  塩尻市ふるさとハローワーク　☎�5588

相
談

子
育
て

健  健康づくり課　直  �0855
北  北部子育て支援センター　☎�7701
子  子育て支援センター　☎�3382

■問い合わせ・申し込み先

日 月 火 水 木 金 土
6／4
第５0回木曽漆器祭・
奈良井宿場祭
平  釜井庵寺子屋塾①
午後１時半～３時
釜井庵

5
健★ 親と子の心理相談
市保健福祉センター

6
健★ BCG予防接種

（受付は午後１時20分～２時）
市保健福祉センター
子★ 環境講座「森と
なかよし」
午前10時～11時半
県林業総合センター

７　えんぱーく休館日
健  すくすく子ども相談
午前10時～11時半
片丘支所、
楢川保健福祉センター

８　
交★ NPO・市民活動無料相談会
午前10時～午後２時
健 ３歳児健診
市保健福祉センター
北  おはなし玉手箱
午前10時半～11時
長  結婚相談
午後１時半～３時
市保健福祉センター

９ 
塩尻市民芸術祭
健  すくすく子ども相談
午前10時～11時半、
午後１時半～３時
健  親子にこにこ食事相談
午前10時～11時半

１0　
塩尻市民芸術祭
図  おはなし会
午前11時～11時半
人★ シオジリカフェ・
ティラミス
午前10時～正午

１１　
塩尻市民芸術祭

１2　
健  口のケアと歯育相談
午前9時半～11時
北部子育て支援センター

１3
健 １歳6カ月児健診
市保健福祉センター
健  助産師なんでも相談
午前9時半～11時半
北部子育て支援センター
子★ 子育て市民講座
午前10時～正午

１4　えんぱーく休館日
健  すくすく子ども相談
午前10時～11時半
洗馬支所、
北小野支所
家  子育て公開講座
午前10時～正午
総合文化センター

１５　
図  0・1・2歳おはなし会
午前10時半～11時
図★ ビジネス情報相談会
午前10時～午後１時
健  親子にこにこ食事相談
午前10時～11時半
北部子育て支援センター
健 4カ月児健診
市保健福祉センター

１6
健★ 親と子の心理相談
市保健福祉センター
健  すくすく子ども相談
午前10時～11時半、
午後１時半～３時
健★ ぴよぴよ教室
午前10時～11時半
市保健福祉センター

１7　
図  おはなし会
午前11時～11時半
図  本と音楽を楽しむ
ひととき
午後５時半～６時
平  山野草を語ろう
午前10時～11時
本洗馬歴史の里資料館

１8　
図★ 本の寺子屋講演会
午後１時半～３時半
自★ 上高地自然観察会
午前７時50分～午後４時
学★ 第27回スポレクバ
イアスロン大会
午前８時半から
市立体育館

１9　
健★ レタス丸ごと料理講座
午前10時～午後１時
総合文化センター
北★ ０歳児の集い
午前10時半～11時半
北部子育て支援センター
子★ 子育て市民講座
午前9時半～正午

20　
子  おでかけ支援センター
午前10時15分～正午
洗馬児童館

2１　えんぱーく休館日
健  口のケアと歯育相談
午前10時～11時半
市保健福祉センター
福★ 精神障がい者相談
午後４時～５時

22　
図★ 読み聞かせ講座①
午前10時～正午
健  ３歳児健診
市保健福祉センター
子  おはなし玉手箱
午前10時半～11時

23　
交★ NPO・市民活動無料相談会
午前10時～午後２時
健  口のケアと歯育相談
午前9時半～11時
北部子育て支援センター
健  すくすく子ども相談
午前10時～11時半、
午後１時半～３時
健  親子にこにこ食事相談
午前10時～11時半

24　
第１7回エコ・ウオーク

「クリーン塩尻」大作戦
図  おはなし会
午前11時～11時半
自★ 第39回自然科学講座
午後1時半～3時
総合文化センター
平★ 大人の土器づくり講座
午前10時～午後４時
平出遺跡公園ガイダンス棟

2５　
図★ 目指せ図書館
マスター①
午前10時～正午
図★ 日韓出版文化
フォーラム
午後２時～５時

26　図書館、子育て支
援センター休館日
健★ 助産師なんでも相談
午前10時～午後0時半
市保健福祉センター
健★ こころの健康相談
午後２時～５時
市保健福祉センター
子★ 子育てサポーター＆
地域ボランティア養成講座③
午前9時半～正午

27　
健  １0カ月児相談
市保健福祉センター
健  助産師なんでも相談
午前9時半～11時半
北部子育て支援センター
ハ★ 求職者のための
心の健康相談
午後１時～５時
えんぱーく

28　えんぱーく休館日 29
図★ 読み聞かせ講座②
午前10時～正午
交★ 伝統食を学ぼう
午前9時半～午後０時半

30　
健  すくすく子ども相談
午前10時～11時半、
午後１時半～３時

７／１
図  おはなし会
午前11時～11時半
人★ 共働き夫婦のための
イマドキお片づけ講座
午前10時～11時半
子★ 子育てサポーター＆
地域ボランティア養成講座④
午前9時半～正午

２
図★ 子ども本の寺子屋
バスツアー
午後１時～５時
交★ ビジネス接遇マナー
研修講座
午前10時～午後４時
平★ ひらいでミュージアム
コンサート
午前10時半～正午

３
交★ NPO・市民活動
無料相談会
午前10時～午後２時
健★ 親と子の心理相談
市保健福祉センター

4 ５　えんぱーく休館日
健  すくすく子ども相談
午前10時～11時半
片丘支所、
楢川保健福祉センター

上下水道料金納期限

市・県民税納期限

催
し

図  市立図書館　☎�3365
交  交流支援課　☎�3350
自  自然博物館　☎�6342
平  平出博物館　☎�1022
学  生涯学習スポーツ課　☎�1253
家  家庭支援課　☎内線3182
人  男女共同参画・人権課　直  �0894

社★ 成年後見専門相談　６月８日㈭　塩尻市成年後見支援センター
く★ 法律相談　６月15日㈭・22日㈭　総合文化センター
く★ 相続・贈与・登記相談　６月13日㈫　総合文化センター
く★ 公証相談　６月13日㈫　総合文化センター
く  　行政相談　６月14日㈬　午後１時～3時　総合文化センター
産★ 巡回労働相談 ６月15日㈭　午後１時～４時　えんぱーく
人  　人権特設相談　６月15日㈭　午前10時～午後3時　総合文化センター
産★ 若年者就労相談　６月22日㈭　午後１時半～５時　えんぱーく

高ボッチ高原レンゲツツジ鑑賞期間　６月上旬～６月下旬



休日の当番医等
塩筑医師会
塩筑歯科医師会
松本薬剤師会

医
　
　
　
科

期　日 医療機関名 所在地 ☎

６月３日土 広仁堂医院 広　丘 �1520

６月４日日

穂苅整形外科
リウマチクリニック 広　丘 �0333

吉田原耳鼻咽喉科 吉　田 �0711

６月10日土 塩尻協立病院 塩尻東 �5353

６月11日日 こまくさ野村クリニック 広　丘 �1121

６月17日土 横山内科医院 大　門 �3181

６月18日日 奈良井医院 洗　馬 �0695

６月24日土 上條医院耳鼻咽喉科 大　門 �8722

６月25日日 三澤医院 大　門 �0202

７月１日土 ふるや内科クリニック 大　門 �2280

７月２日日 百瀬医院 大　門 �0286

夜間緊急医 夜間急病センター 松本市
城西 �0622

歯
　
　
科

期　日 医療機関名 所在地 ☎

６月11日日 関歯科医院 大　門 �0205

６月25日日 田中歯科医院 大　門 �1120

薬
　
　
局

期　日 医療機関名 所在地 ☎

６月４日日 広丘野村とをしや薬局 広　丘 �6022

６月11日日 いろは堂薬局 大　門 �0532

６月18日日 ダイリン薬局 広　丘 �4709

６月25日日 扇町薬局 大　門 �0121

７月２日日 小松薬局 大　門 �0430

時
間
等

■医科　○土曜日　　　　正午〜午後５時
　　　　○日曜日・祝日　午前９時〜午後５時
　　　　○夜間緊急医　　午後７時〜11時
■歯科　午前９時〜正午
■薬局　午前９時〜午後６時
※診療科目については、医療機関に直接お問い合
わせください。
※歯科の松本歯科大学病院は、休日、祝日および
夜間でも受診することができます。急患の場合は、
電話（☎�2300）でご確認ください。

※月の途中で都合により変更となる場合がありますの
で、最新の情報は市ホームページをご覧ください。

■ 問い合わせ先　　レザンホール　☎0263�5503
■ ホームページ　　 URL http://www.raisin.or.jp
■ メールアドレス　 raisin@raisin.or.jp

２０１７キエフ国立フィルハーモニー交響楽団「第九」
ベートーヴェンの「歓喜の歌」

レザン「第九」合唱団　団員募集
　レザンホール開館以来、初となるベートーヴェン「第
九」を開催します。人類の喜びと希望にあふれる歓喜の
歌を、東欧最高のキエフ国立フィルハーモニー交響楽団
と一緒にレザンホールに響かせてみませんか。
■募集人数　200人程度（先着順）
　○ソプラノ、アルト　各60人
　○テノール、バス　各４0人
■対象　中学生以上で、１2月の本番に出演でき、おおむね
　練習に参加できる人
■募集期間　６月１日㈭～30日㈮
■参加費
　○登録費　一般5,000円、高校生以下3,000円
　○月会費　１,000円
※本番のチケット（6,000円）１枚を進呈します。
■指定楽譜　カワイ出版の、次のいずれかの指定楽譜を
　各自でご用意ください。
　○交響曲第九第四楽章「合唱」
　○交響曲第九第四楽章「歓喜に寄せて」（フリガナ付き）
■練習日程　７月から本番までの１0～１5回で、月曜日の
　午後７時～９時半および別途指定日
■練習場所　レザンホール大ホール
■合唱指導
　清

きよすみ

住　真
まさみち

達さん（国立音楽大学声楽学科卒業、長野県合
　唱連盟副理事長）
■応募方法
　レザンホールのホームページの専用メールフォームか
　らのお申し込み、または参加申込書に記
　入の上、レザンホール受付へ持参いただ
　くか、ファクス（50263�１１03）でお申し
　込みください。
※詳細はお問い合わせください。

２０１７キエフ国立フィルハーモニー交響楽団
「第九」

■日時　１2月１７日㈰　午後２時開演予定
■会場　大ホール（全席指定）
■前売料金
　○一般　6,000円　○高校生以下　3,000円
■チケット発売　７月中旬予定
■�プログラム　○ドヴォルジャーク　交響楽団第九番
「新世界より」　○ベートーヴェン　交響曲第九番
ニ短調「合唱付き」作品１25
■指揮　ニコライ・ジャジューラ
■演奏　キエフ国立フィルハーモニー交響楽団
　○ソプラノ　イワンナ・ブリシュ
　○メゾ　オリガ・タブリナ
　○テノール　オレクサンドル・チェフビロ
　○バス　アンドリー・マスリャコフ
　○合唱　レザン「第九」合唱団

31 広報しおじり　2017.6.1


