
 ■�大��の日�日������

 ■  3月は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の

��������止���。

           問合せ　リサイクルセンター☎ 578-1211

 市役所 ☎ 555-1111  福祉センター ☎ 554-0304  子ども家庭支援センター㈯㈰ 　☎ 578-2882
 生涯学習センターゆとろぎ㈪☎ 570-0707  いこいの里 （月の最終日曜日）☎ 578-0678  中央児童館㈮ 　☎ 554-4552
 図書館㈪ ☎ 554-2280  地域包括支援センターあさひ㈯㈰  西児童館㈫ 　☎ 554-7578

 ※小作台図書室㈪、 図書館分室㈪㈭㈰                            ☎ 555-8815  東児童館㈭                            ☎ 570-7751

 スポーツセンター㈪ ☎ 555-0033  地域包括支援センターあゆみ㈯㈰  富士見斎場                            ☎ 555-6269

 スイミングセンター㈪ ☎ 579-3210                            ☎ 570-1200  瑞穂斎場 　☎ 557-0064

 弓道場㈪ ☎ 555-9255  地域包括支援センターあかしあ㈯㈰  フレッシュランド西多摩㈪ 　☎ 570-2626

 郷土博物館㈪ ☎ 558-2561                           ☎ 578-5508  公立福生病院　　　　　　　　　　　 ☎ 551-1111

 水道事務所㈯㈰ ☎ 554-2269  保健センター㈯㈰ ☎ 555-1111  羽村 ・ 瑞穂地区学校給食センター㈯㈰

 コミュニティセンター㈪ ☎ 554-8584  平日夜間急患センター ☎ 555-9999                                               ☎ 554-2084

 市民活動センター㈯㈰ ☎ 555-1111  産業福祉センター㈪ ☎ 579-6425  自然休暇村       　　　　　　  ☎ 0551-48-4017

 リサイクルセンター㈯㈰ ☎ 578-1211  農産物直売所 ☎ 579-5467  シルバー人材センター㈯㈰       ☎ 554-5131

 消費生活センター㈯㈰ ☎ 555-1111  羽村駅西口土地区画整理事務所㈯㈰  羽村市観光案内所㈫㈬　     ☎ 555-9667
 動物公園㈪ ☎ 579-4041 ☎ 570-7474  防災行政無線の放送内容を確認できます
 　※ （　） 内は休館日                                         ☎ 0120-554-994
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       ��の��の問合せ

  �の������������������。

  ��の�合は������☎ 554-2269 へ

������の���������

問合せ　�����☎ 554-2269

※ 1�������������セシウム 134 ����

　セシウム 137 の合��）

※�����　）内の������������

※�����は�����の��������の���

　�������������。

※������は�問い合�せ�ください。

��日時

���������ク�ル ��）

���
セシウム 134

���
セシウム 137

2 月 2 日㈫

午前 10 時 10 分
���

������0�1）
���

������0�2）

����※ 1） 10

問合せ　����� 内 227

����の����

　��の�������）� 1 �間��������

の��は�1�000 �イクロシー�ル��1 時間����

����� 0�23 �イクロシー�ル�）�������

���������������ル�は�い����

�い��������防����の 2007 �����）。

※�����時間��は�問い合�せ�ください。

��日 ��
���さ�����）

5� 50 � 1m

2 月 10 日㈬ �� 0�053 0�053 0�054

　���������）の��������

　　     �� � ������イクロシー�ル� �時間）�

 ■ 3 月の�日��

�日����午前 9時�午� 5時 ���午� 5時�10時

※ ����������時間�����合�����。

※ �������い�����症�����は����

��������合�����。�前�問い合�せ�

ください。

※�日����は内��の�������。

※ ��の時間��は���������内サー

�ス������へ☎ 03-5272-0303�24 時

間対応） 

問合せ　������センター内）内 623

※ �日��������は�新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止の�����前����������

ください。��時間������合�����。

 21 日㈰ 

� �日 � ��クリ��ク ☎ 570-1588

� �� � ���������） ☎ 557-0072

� �� � ���� ☎ 555-4331

 28 日㈰

��日 ������ ☎ 554-0838

� �� ����クリ��ク����） ☎ 530-0221

� �� ������クリ��ク ☎ 579-1500

 7 日㈰ 

� �日 ����� ☎ 554-3111

� �� �����日�間��センター ☎ 555-9999

� �� ������� ☎ 554-7735

 14 日㈰

��日 �������� ☎ 554-5420

� �� ����クリ��ク����） ☎ 530-0221

� �� ���い�������クリ��ク☎ 579-1199

 20 日㈯ 春分の日 

� �日 ���クリ��ク ☎ 554-0188

� �� ����������） ☎ 557-0072

� �� ������� ☎ 555-8241

 ■�����

 ■�������� 3� 2月 1日��）

　�　27�644 ��-18）　�　27�061 ��-2）　

　�　54�705 ��-20）　���　25�804 ���23）　

　　　　　　　　　　　　　　　　�　）は前月�

 ■ 1月�の����

　��　33 ����　54 �　　

　��　162 ����　161 �

　　　　　　　　　問合せ　������ 内 123

 ■ 3 月の相談日

相談名 相談日 時　間 会場・電話

����相談（�����です）
 3 月 3 日㈬

 4 月 7 日㈬
午後 1時 30 分～ 4時

��相談�（���内）

555-1111 内 541

�相談は���������ます。

  ���し�、電話相談は���

　���ま��。

��相談（�����です）
 3 月 16 日㈫

 4 月 6 日㈫

午後 1時 30 分～ 4時 30 分

相�・�����しの��き相談

（��日の 1か月前か�の���）

 3 月 9 日㈫

 4 月 13 日㈫

������で�相談

（��日の 1か月前か�の���）
17 日㈬

��・���の�相談 18 日㈭

��相談

（��日の 1か月前か�の���）

3月 4 日㈭・

12 日㈮・27 日㈯

4月 1 日㈭・

9日㈮・24 日㈯

午後 1時 30 分～ 5時

（土曜日は午前 9時 30 分～

午後 1時）

������相談

（��日の 1か月前か�の���）

����・福��の���で�

　相談できます。

�����

3月 3日㈬ 

17日㈬・31日㈬

 4月 7日㈬・21日㈬

午後 1時 30 分～ 4時 30 分

�������相談�

���は��相談��

555-1111 内 541

�福���

 3月10日㈬・24日㈬

 4月14日㈬・28日㈬

午前 9時～午後 1時

福����� 1相談�

���は������

551-1529

健���で�相談 11 日㈭・25 日㈭ 午後 1時 30 分～ 3時 保健センター 555-1111 内 625

��金�相談（前日まで���） 9日㈫ 午後 2時～ 4時 �����会�相談� 555-6211

�金相談 ������です）
月・火・水・

金曜日

午前 9時～正午、

午後 1時～ 4時
��� 555-1111 内 140

�����土��������

関する相談
月～金曜日

午前 8時 30 分～正午、

午後 1時～ 5時 15 分

�����土��������

570-7474

����相談 月～金曜日
午前 9時 30 分～正午、

午後 1時～ 3時 30 分
����センター 555-1111 内 641

����相談 月～金曜日 午前 8時 30 分～午後 5時 �会福祉���� 内 107

��相談（�����です） 月～金曜日 午前 9時～午後 6時 ��相談� 554-1223

�����相談 月～金曜日 午前 8時 30 分～午後 5時

������センター

あ�� 555-8815

あ�� 570-1200

  あかしあ 578-5508

����・����相談 月～金曜日 午前 8時 30 分～午後 5時 ������ 555-1111 内 239

�������関する��相談

（���������センター）
月～金曜日 午前 8時 30 分～午後 5時

��保健・相談� 555-1111 内 692

���関する相談（���） 内 694

�������センター 578-2882

��相談 18 日㈭ 午前 10 時～ 11 時 ��保健・相談� 555-1111 内 692

���相談

月～金曜日 午前 8時 30 分～午後 5時

��の�保��　������

555-5780

������　��の� 555-9080

月・水・金曜日 午前 9時～正午 ���� 554-7578

火・木・土曜日 午前 9時～正午 ����� 554-4552

火・金・日曜日 午前 9時～正午 ���� 570-7751

��������関する相談

（�����です）
16 日㈫ 午後 2時～ 4時 ��福祉� 555-1111 内 186

��あ�相談 木・金曜日 午前 10 時～午後 4時
福祉センター 554-0304

フリーダイヤル 0120-294-992

���（�）相談

月～金曜日 午前 8時 30 分～午後 5時
������センターあ��

555-1210

����ンセリン�（����の�）

フリーダイヤル 0120-294-992

����ンセリン�

（����）27 日㈯

（����）23 日㈫

午後 1時～ 4時

��し（�����）

��相談（前日まで���）
24 日㈬ 午後 1時 30 分～ 4時 30 分 福祉センター 554-0304

　ま�、�日は相談�����場��あ�ます。��������������。
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��������相談�����場��、日�・会場・���������る場��あ�ます。


