
対　象：乳幼児と保護者
中　央： 2月 5日 ・12日(金) 午前10時30分～11時
大　東： 2月 5日 ・12日(金) 午前10時30分～11時
大須賀： 2月 19日 ・26日(金) 午前10時30分～11時
※　　のおはなし会では子育てコンシェルジュが
　育児相談などを行っています。

・健診、講座の問い合わせ 健康医療課 （☎23-8111）
・子育てコンシェルジュへの相談 こども政策課 （☎21-1211）

2月の子育て・健康案内 徳育：徳育保健センター（御所原)
大東：大東保健センター（三俣)

★は各館へ申し込み、■は直接会場へし物・展示 市内32か所へ！  移動図書館

中　央：毎週水曜日　午後3時～

対　象：家庭でよみきかせをしたい方
中　央： 2月19日(金） 午前10時30分～11時

北部
おおぞら号

南部
コスモス号

市立図書館

小学校、公民館などを巡回します。日
程は図書館へ問い合わせるか、図書館
ホームページをご覧ください。

2月

本のよみきかせと楽しい手遊び 絵本のよみきかせと簡単な工作

おすすめ絵本の紹介「え（ほ）んむすび」

よみきかせ会 ひまわりのおはなし会
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新型コロナウイルス感染症対策のため休館や
イベントなどが中止になることがあります。

●各健診とも、上記日程で都合のよい日に受けてください。
●赤ちゃんの身体測定は、徳育保健センターの開館日午前9時～午後4時に、い
つでも身長や体重を測ることができます。

※転入された方へ　高校3年生以下の子どもがいる保護者で、まだ予防接種の手続きが
済んでいない場合は、母子健康手帳を持って徳育保健センターへお越しください。

■新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各健診・教室を延期または中止す
る場合があります。ホームページでご確認ください。

小笠掛川急患診療所

月～金曜日（平日夜間）●受付時間  19：00～21：30

静岡こども救急電話相談　＃8000
　急な発熱や病気、けがで夜間または休日に受診を迷った
とき、まずはお電話を。保健師や看護師が相談に応じます。

■固定電話（プッシュ回線）・携帯電話 ⇒☎#8000
■固定電話（ダイヤル回線）・IP電話 ⇒☎054-247-9910
 平日 18：00～翌朝8：00／土曜 13：00～翌朝8：00
 日･祝 8：00～翌朝8：00

平日夜間・休日の救急診療はまず

希望の丘内・中部ふくしあ2階（入口別・杉谷南1-1-30）

※急病以外は、通常の診療時間内に開業医を受診してください。
※急患診療所では、交通事故と労災の診察をお受けできません。

診療科：内科、小児科

診療科：内科、小児科、外科、歯科（午前のみ）

診療案内　中央消防署（☎21-0119）、市役所日直（☎21-1111）

希望の丘

掛川駅

東名掛川IC

N

東名高速道路

東名掛川IC

広場

県立掛川特別支援学校

掛川東
病院

小笠掛川急患診療所
（受付2階）

保育園

特別養護
老人ホーム

※中東遠総合医療センター（☎21-5555）の救急医療は原則、入院や手術の必要な重症患者が対象です。
　また、初診の方で、紹介状のない方は特定初診料5,500円(税込み)がかかります。

日曜日・祝日　●受付時間  9：00～11：30、13：00～16：30

受診前に
連絡を!
☎61-1299

対　象： 幼児から小学校低学年
中　央： 2月 13日  ・27日(土) 午後 3時 ～3時30分
大　東： 2月 6日 ・20日(土)  午前 10時 30分～11時
大須賀： 2月 13日  ・27日(土) 午後 3時 ～3時30分

ワクワク・ドキドキ♪　今月紹介する話題の本

土曜日　※急患診療所は休み・市内の開業医へ
　

お薦めの1冊を
紹介しますBooKリレー○

『父の詫び状』
向田邦子/著
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▲岡上文子さん（葛ヶ丘）

各医療機関の診療案内は令和2年7月号折り込みの「保存版」
または市ホームページ「救急医療」（右二次元コード）で検索

子育てコンシェルジュだより
家族でお正月遊びを

雑誌『銀座百点』に掲載された
エッセイをまとめた本です。1編
10ページ程の短い文に、昭和時
代の父親の姿、子どもの生活の
様子などが鮮やかに浮かび上が
り、私自身の体験ではないのに
何だか懐かしい思いがします。
「子供たちの夜」の湯たんぽのく
だりが特に好きです。

■中央図書館（☎24-5921）
午前9時～午後5時（水・木曜日は午後7時まで※）
2月の休館日：毎週月曜日、26日（金）
■大東図書館（☎72-1143）
午前9時～午後5時（木曜日は午後7時まで）
2月の休館日：毎週月曜日、11日（木・祝）
2月22日（月）～28日（日）は蔵書点検のため休館
■大須賀図書館（☎48-5269）
午前9時～午後5時（金曜日は午後7時まで）
2月の休館日：毎週月曜日、11日（木・祝）、

23日（火・祝）、25日（木）
※ 祝日は午後5時まで

飼い主である人間が出かけた後、留
守番の猫は何をしているのでしょう
か。カフェでコーヒーを飲んだり、床
屋に行ったり、本も好きだったり。
猫って意外と庶民的。猫の世界を満
喫していたのですね。

庭や畑の雑草には困りますね。そんな
雑草も、視点を変えてみると憎々しい
だけでなく、意外とかれんで、自然の
摂理に沿ったさまざまな役割を持って
いることが分かります。雑草との付き
合い方の指南書です。

峠で訪ねる信州

山が連なる長野県は、周囲を静岡な
ど8県に囲まれ、県内も松本、伊那、佐
久、善光寺、木曽の特色ある地域に区
分されます。これらを隔て、つなぐ、碓
氷、和田などの峠道の写真を見てい
るだけで旅に出たくなる本です。

  

徳育

徳育

徳育

大東

徳育

6か月児健康相談
9：15～9：45

2歳2か月児
健康診査

13：00～13：30

3歳児健康診査
13：00～13：30

 4 木 令和 2年 7月 1日 ～10日出生児
 10 水 令和 2年 7月 11日 ～20日出生児
 15 月 令和 2年 7月 21日 ～31日出生児
 8 月 令和 元年 7月 1日 ～10日出生児
 17 水 令和 元年 7月 11日 ～20日出生児
 19 金 令和 元年 7月 21日 ～31日出生児
 4 木 平成 30年 11月 1日 ～15日出生児
 15 月 平成 30年 11月 16日 ～30日出生児
 18 木 平成 30年　8 ～11月出生児

 5 金 平成 30年 1月 1日 ～10日出生児
 12 金 平成30年  1月 11日 ～20日出生児
 16 火 平成 30年 1月 21日 ～31日出生児

 事業名称・受付時間 日 曜 対　　　　象 会場

徳育

健診・相談・予防接種
説明会

9：15～9：30
徳育 2 火 令和 2年 12月 出生児

1歳6か月児健康診査
13：00～13：30

新米パパママセミナー

 26 金
出産を控えた夫婦（予約制）

 24 水 生後4～8か月児の親（予約制）

 3 水
徳育

川崎史郎/文
小林敬一/写真
（信濃毎日新聞社）

雑草と楽しむ庭
づくり

ひきちガーデン
サービス/著
（築地書館）

ねこはるすばん

町田尚子/作
（ほるぷ出版）

図書館へ行こう

■古本市～図書館で除籍した本などをお譲りします～　中央
期間：1月30日（土）～2月14日（日）大人向け文学書（小説など）

2月27日（土）～3月14日（日）大人向け実用書

★音訳講習会～音訳の基本的な技術を学びます～　中央
とき：2月の毎週水曜日 午前10時～正午　
※全4回

★手づくり講座「おひなさま飾りをつくろう」　大東
とき：2月16日（火）午前9時30分～11時30分
定員：大人8人
※2月2日（火）午前9時～申し込み受け付け

離乳食教室
もぐもぐ教室　  9：15～ 9：30

(歯科編) 13：15～13：30
(絵本栄養編) 9：15～ 9：30

お正月遊びも諸説ありますが、それぞれに思いを込めて楽
しんできました。
羽根つき…｢羽根をつくことで厄をはらう」という意味もあ
り、新年の厄払いができることを願い行われています。
福笑い…笑顔になることで良い年になるように願いながら行
われています。
すごろく…江戸時代にその年の運試しで「道中すごろく」と
いうものが行われていました。今の絵入りのマス目をたどる
すごろくにつながっています。
凧あげ…凧を高くあげ、願い事が天まで届きかなうようにと
願ったり、子どもの成長を祈ったりして行われています。
 1月は睦月といって、家族仲むつまじく過ごすときとも言わ
れています。昔から伝わる遊びを家族で
楽しんでみてはいかがでしょうか。笑顔
やスキンシップは子どもたちの心の栄養
になります。
“笑う門には福来たる”この1年良い年に
なりますように！
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