10 月
２０１０

日

月

２６

２７

９/

９/

３

４

○平尾診療所 88-2595
○白男川クリニック 62-0069
○おかだクリニック 63-7011
○喜多医院 72-0038
○黒木胃腸科外科医院 75-0200
○よしだ歯科クリニック 63-1555

火

２８

９/

５

水

木

２９

３０

９/

６

９/

７

◎特定・胃がん検診
◎三種混合
◎メタボらない教室
■燃えるごみ
■燃えるごみ
（平尾・蔵之元・川内）（城川内・指江・下山門野） （獅子島アイランドセンター）
（鷹巣・諸浦） （浦底・川床・山門野） ■燃えないごみ・資源ごみ
（獅子島）（城川内・指江・下山門野）
■燃えないごみ
（獅子島）
（浦底・川床・山門野）
■資源ごみ （獅子島）

◇出水総合医療センター 67-1611
□そうごう薬局 64-8161

金

土

１

２

８

９

◎特定・胃がん検診
◎日本脳炎
■燃えるごみ
（城川内・指江・下山門野）
（浦底・川床・山門野）
（獅子島）
■天ぷら油
（浦底・川床・山門野）

◎乳児健診
◎ラッコ教室
（保健福祉センター）
（保健福祉センター）
■燃えるごみ
■燃えるごみ
（平尾・蔵之元・川内）（城川内・指江・下山門野）
（鷹巣・諸浦） （浦底・川床・山門野）
■天ぷら油（鷹巣・諸浦）
（獅子島）
■天ぷら油
（城川内・指江・下山門野）

□緑調剤薬局阿久根店 72-3388
□脇本調剤薬局 75-2215

●林胃腸科外科医院 73-3639

１０

１
１

体育の日

○飯尾医院 88-5040

○鷹巣診療所 86-0054

○せき耳鼻咽喉科クリニック 64-1187

○林泌尿器科クリニック 64-8800

○さくら通りクリニック 62-2311

○友愛クリニック 64-2101

○しみずこども医院

○いまむらクリニック 73-1700

68-0633

○石沢歯科医院 84-4411

○椎原歯科医院 67-4111

◇しみずこども医院

□マリン薬局米ノ津店 67-5002

68-0633

□メープル薬局 62-9292

□めぐみ薬局 82-5551

□さくらんぼ薬局 68-7000

□市民調剤薬局 68-0150

□すくすく薬局 72-5010

□長島調剤薬局 64-5555

１７

１８

１２

●阿久根市民病院 73-1331

１３

１４

１５

１６

２１

２２

２３

２８

２９

３０

◎ＢＣＧ
◎母子相談
■燃えるごみ
■燃えるごみ
( 保健福祉センター )
( 保健福祉センター ) （城川内・指江・下山門野）
（城川内・指江・下山門野）
■燃えるごみ
（浦底・川床・山門野）
（浦底・川床・山門野） ■燃えないごみ・資源ごみ
（獅子島）
（獅子島） （平尾・蔵之元・川内） （平尾・蔵之元・川内）
（鷹巣・諸浦）
（鷹巣・諸浦） ■天ぷら油
■天ぷら油
（浦底・川床・山門野）
（平尾・蔵之元・川内）
（獅子島）

●阿久根市民病院 73-1331

１９

●黒木胃腸科外科医院 75-0200

２０

◎シェイプアップ教室
◎メタボらない教室
■燃えるごみ
（保健福祉センター） （獅子島アイランドセンター）
（平尾・蔵之元・川内）
■燃えないごみ・資源ごみ
■燃えるごみ
○長島クリニック 88-6405 （鷹巣・諸浦）
○わかすぎ皮フ科クリニック 64-1313
■燃えないごみ
（獅子島）（城川内・指江・下山門野）（城川内・指江・下山門野）
○整形外科ばばぐちクリニック 64-8260
（浦底・川床・山門野） （浦底・川床・山門野）
○門松医院 64-6100
（獅子島） ■資源ごみ （獅子島）
○金子歯科医院 63-2150
◇出水総合医療センター 67-1611

◎１歳６カ月児検診
◎ラッコ教室
（保健福祉センター）
（保健福祉センター）
■燃えるごみ
■燃えるごみ
（平尾・蔵之元・川内）（城川内・指江・下山門野）
（鷹巣・諸浦） （浦底・川床・山門野）
■天ぷら油（鷹巣・諸浦）
（獅子島）
■天ぷら油
（城川内・指江・下山門野）

□いずみ調剤薬局 68-5822
□フタヤ薬局 67-5253
□中央薬局 73-2907
□しおかぜ薬局 88-6011

●鷹巣診療所 86-0054

２４

○平尾診療所 88-2595

○しもぞのクリニック 63-8300
○出水病院 62-0419
○山田クリニック 72-0420
○大田歯科クリニック 84-4700
◇二宮医院 62-0167
□ D・ML 五万石薬局 63-8800
□のぞみ薬局 73-2131

３１

２５

●阿久根市民病院 73-1331

２６

●阿久根市民病院 73-1331

２７

■燃えるごみ
■燃えないごみ・資源ごみ
■燃えるごみ
幼児歯科検診
◎シェイプアップ教室
（平尾・蔵之元・川内）（城川内・指江・下山門野） （平尾・蔵之元・川内）
（保健福祉センター）
（保健福祉センター）
（鷹巣・諸浦） （浦底・川床・山門野）
（鷹巣・諸浦） ■燃えるごみ
■燃えるごみ
（獅子島） ■びん・有害 （獅子島） （平尾・蔵之元・川内）（城川内・指江・下山門野）
（鷹巣・諸浦） （浦底・川床・山門野）
■天ぷら油
（獅子島）
（平尾・蔵之元・川内）

○飯尾医院 88-5040

○朝倉医院 82-0065
○こどもクリニック永松 64-1500
○北国医院 72-0016
○はしぐち歯科クリニック 62-8241

◇こどもクリニック永松 64-1500
□かしま薬局 63-3970
□上野薬局 72-1016

●北国医院 72-0016

●阿久根市民病院 73-1331

※行事予定・当番医等は都合により変更される場合があります。
（○休日当番医、□休日当番薬局、◇小児当番医 10 時～正午、●夜間当番医 19 時～ 22 時）

当番医の利用は急患に限ります。
ご協力ください。

祝日には、国旗を掲げましょう！
● 10 月 11 日は体育の日です。

体育の日は「スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう」ことを趣旨としています。1964 年東京オリンピックの開会式のあった 10 月 10 日を、
1966 年（昭
和 41 年）から国民の祝日としました。2000 年（平成 12 年）からは「ハッピーマンデー制度」の適用により、10 月の第 2 月曜日となっています。

