
2018 弥生

3 相談

■心配ごと・行政・人権・法律相談 （先着8名） ■女性のための法律相談 保　　 健 
13：00～15：00
※受付時間12：45～14：30

※受付・相談場所
 総1：総合センター相談室 1
 総2：総合センター相談室 2
 総3：総合センター相談室 3
老：老人福祉センター

社会福祉協議会（総合センター1階）
（別府 1283　☎327-8610）
社会福祉協議会巣南支部
（老人福祉センター内）
（田之上 597　☎328-5174）

（予約制6名・託児あり）※3日前まで
13：30～15：30

（健康推進課  ☎327-8611）

図書館休館日（図書館、分館）
（開館＝10：00～18：00）

納期 献血

社協 瑞穂大学瑞穂総合クラブ
（生涯学習課  ☎327-2117）

介護予防・地域包括ケア
（地域福祉高齢課  ☎327-4126）

納税

可燃物
全域収集

ビン・陶磁器類・
ガラス類

穂積地区 巣南地区

プラ容器・カン類・
ペットボトル

可燃物
全域収集

プラ容器・ビン・
陶磁器類・ガラス類

古紙・ビン・プラ容器・粗大ごみ全般・
陶磁器・ガラス類・有害ごみ

剪定木、プラ容器、古紙類の
搬入はできません

戸別回収の予約・回収は
ありません

プラ容器・カン類・
ペットボトル

粗大ごみ全般・古紙・
陶磁器・ガラス類・有害ごみ

※各地区の集積場にごみを出す場合は、収集日の朝7：30までにお願いします。
※古紙：新聞、雑誌、ダンボール、チラシ（環境課 ☎327-4127）

拠点回収 拠点回収

（税務課  ☎327-4112）

献血総合センターイベント

日 月SUN MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT

休日・夜間の小児救急電話相談
■電話番号

■受付時間

＃8000（全国統一、プッシュ回線）
☎058-240-4199（専用回線）

月～金曜日　18：00～翌朝8：00
土曜・休日　  8：00～翌朝8：00

お子様が夜間に急な病気でお困りのときは…

小児夜間急病センター

休日急病センター
救急外来

平日・土曜日 

診療日 診療時間 病院名
院内診療場所

23:00まで 23:00～翌朝8時まで

19:30～翌朝8:00

19:00～翌朝8:00

岐阜市民病院
日曜・祝日・
年末年始

（12/31～ 1/3）

☎058-251-1101

☎058-253-7277
☎058-251-1101

※健康保険証・福祉医療費受給者証、服用している薬の内容の
　わかるもの（処方箋やその説明書等）、お金等を持参してください

美
来
の
森

巣
南
集
積
場

十九条駅

サークルＫ

みずほバス
十九条東 至北方

本
巣
縦
貫
道

ＪＲ穂積駅
●瑞穂市役所
●総合センター

至岐阜

バロー
樽
見
鉄
道

みずほバス
防災センター

至大垣

牛牧団地

五
六
川

21

美来の森美来の森

至本巣

●天神神社

西小● ● 西ふれあい広場

瑞穂市役所巣南庁舎●
老人福祉センター●

鷺田橋

揖
斐
川

巣南集積場巣南集積場

休日のお医者さんはこちらへ
もとす広域連合休日急患診療所

岐阜地域救急医療情報センター（☎262-3799）
医療機関情報を提供しています

■診療科目 内科・小児科
■問い合わせ（☎323-0523）

■診療時間 9：00～16：00

至本巣

北方警察署

本
巣
縦
貫
道 157号線

至瑞穂

もとす広域連合
休日急患診療所糸

貫
川

12

3

4 6 7 8 9 10

11 13 14 15 16 17

18 19 20 21

28

22 23 24

25 26 27

美来の森
9：00～12：00

巣南集積場
9：00～12：00

美来の森
9：00～12：00

美来の森
9：00～12：00

2歳児相談（巣南保健センター）
受付 9：20～9：30

2

妊産婦・乳幼児相談～聞いてみよう!～
※相談のみ （保健センター）
受付 9：15～10：15

脳いきいき教室（老人福祉センター）
13：30～15：30 ※要予約

脳いきいき教室（老人福祉センター）
13：30～15：30 ※要予約

2歳児相談（保健センター）
受付 9：20～9：30

脳いきいき教室（老人福祉センター）
13：30～15：30 ※要予約

1歳6か月児健康診査（保健センター）
受付 13：15～14：00

ほほえみ相談（総1）
13：30～15：30

女性のための法律相談（総1）
13：30～15：30 ※要予約
脳いきいき教室（牛牧南部コミセン）
13：30～15：30 ※要予約

脳いきいき教室（牛牧南部コミセン）
13：30～15：30 ※要予約

脳いきいき教室（牛牧南部コミセン）
13：30～15：30 ※要予約

2歳児相談（保健センター）
受付 9：20～9：30

法律相談（総1）・心配ごと相談（総2）
13：00～15：00

瑞穂総合クラブ

瑞穂総合クラブ

瑞穂総合クラブ

瑞穂総合クラブ

すまいる教室（牛牧南部コミセン）
13：30～15：30 ※要予約

10か月児相談（保健センター）
受付 9：15～9：55

すまいる教室（本田コミセン）
13：30～15：30 ※要予約

法律相談（総1）・心配ごと相談（総2）
13：00～15：00

人権相談（総1）・身体障がい者相談（総2）
法律相談・心配ごと相談（老）
13：00～15：00

脳いきいき教室（老人福祉センター）
13：30～15：30 ※要予約

（別府地区･多利町）

美来の森
9：00～12：00

巣南集積場
9：00～12：00

（本田・生津校区）※本田団地・本田緑町は除く

（穂積・稲里・本田団地・
 本田緑町）※多利町は除く

巣南中校区
9：00～11：00

生津小校区
9：00～11：00

本田小校区
9：00～11：00（別府地区･多利町）

穂積小校区
9：00～11：00

（本田・生津校区）
※本田団地・本田緑町は除く

（牛牧校区） 牛牧小校区
9：00～11：00

1 乳児健康診査（保健センター）
受付 13：00～13：40

こころの相談（総1）
13：30～15：30

（穂積・稲里・本田団地・本田緑町）
※多利町は除く

乳児健康診査（巣南保健センター）
受付 13：00～13：40

5 あたまの健康チェック（総合センター）
13：30～17：00 ※要予約8名まで

社協あい♥愛マーケット（総合センター）
豊住園・すみれの家  12：30～14：00
ボランティアほづみ  12：30～14：30  

すまいる教室（老人福祉センター）
13：30～15：30 ※要予約

社協あい♥愛マーケット（総合センター）
豊住園・すみれの家  12：30～14：00
ボランティアほづみ  12：30～14：30

（牛牧校区）

行政相談
心配ごと相談・法律相談（老）
13：00～15：00

親子ふれあい教室（巣南保健センター）
受付 13：15～13：30
乳幼児計測～測ってみよう!～
※計測のみ（巣南保健センター）
受付 10：00～11：00

無料税務相談（総1）
13：00～15：00

巣南集積場
9：00～12：00

瑞穂大学合同閉講式・修了式
（総合センター） 13：30～

美来の森
9：00～12：00

1歳6か月児健康診査（巣南保健センター）
受付 13：15～14：00

10か月児相談（巣南保健センター）
受付 9：15～9：55

パパママくらぶ（保健センター）
受付 18：45～19：00
内容 パパ妊婦さんに変身！沐浴体験してみよう ※要予約

春分の日
すまいる教室（総合センター）
13：30～15：30 ※要予約
出張！！あたまの健康チェック（牛牧南部コミセン）
9：30～11：30 ※要予約6名まで

健康相談（巣南保健センター）
受付 14：00～14：30

29 30 313歳児健康診査（巣南保健センター）
受付 13：15～14：00

3歳児健康診査（保健センター）
受付 13：15～14：00

離乳食教室（保健センター）
受付 10：15～10：30 ※要予約

1歳児教室（巣南保健センター）
受付 9：45～10：00

青少年育成市民会議
市民の集い2017
（総合センターサンシャイン
 ホール）10：00～

粗大ごみ処理袋・処理シール販売店舗（可燃ごみ収集袋も販売しています）

ミニストップ 巣南店
ミニストップ 瑞穂朝日大学前店
ミニストップ 瑞穂宝江店
ミニストップ 瑞穂只越店
ローソン 瑞穂牛牧北店
ローソン 瑞穂馬場上光店
ローソン 瑞穂野田新田店
ローソン 瑞穂本田店
セブン・イレブン 瑞穂市別府店
セブン・イレブン 瑞穂馬場小城町1丁目店
セブン・イレブン 穂積駅前通店
サークルK瑞穂大西店

サークルK穂積十九条店
サークルK新穂積店
ファミリーマート 野白新田店
ファミリーマート 瑞穂牛牧店
ファミリーマート 瑞穂稲里店
バロー 穂積西店
ホームセンターバロー北方店
ピアゴ 穂積店
平和堂 穂積店
カネスエ北方店（粗大ごみ処理袋のみ）
コメリ 穂積店
メガ ドン・キホーテ瑞穂店
SUPER CENTER PLANT-6

DCMカーマ 北方店
DCMカーマ 真正店
DCMカーマ 瑞穂店
学納総合商社みづほ
事務用品あんぐる
まつい屋金物店
ゲンキー小柿店
ゲンキー真正店
ゲンキー田之上店
スギ薬局 穂積店
スギ薬局 穂積駅西店
ドラッグユタカ 北方高屋店
ほづみ薬局 

クスリのアオキ牛牧店
クスリのアオキ北方高屋店
クスリのアオキ穂積店
水野米穀
マックスバリュ 中部㈱穂積店
V.drug 穂積店
V.drug 穂積西店
V.drug 墨俣店
V.drug 瑞穂本田店
アピタ北方店
トミダヤ 岐大店
トミダヤ 巣南店
イオン ザ・ビッグエクストラ 本巣店

店舗名
※予定は変更されることがありますので、確認をお願いします。
※予防接種予診票は健康推進課（☎327-8611）で母子健康
　手帳を確認し、配付します。
※美来の森での剪定木の受け入れは、月～金および日曜日
　（年末年始および祝日を除く）14：00～16：00、処理料は
　100円／10kg（10kg未満も100円）です（搬入量以上の
　破砕木持ち帰りの場合は無料）。剪定木は長さ2m以下直径
　および枝張は0.3m以下にしてください。
※美来の森でのプラスチック製容器包装の回収は、剪定木の
　受入日時と同じです。ぜひご利用ください。
※巣南保健センターは西部複合センターの1階にあります。
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相談

■心配ごと・行政・人権・法律相談 （先着8名） ■女性のための法律相談 保　　 健 
13：00～15：00
※受付時間12：45～14：30

※受付・相談場所
 総1：総合センター相談室 1
 総2：総合センター相談室 2
 総3：総合センター相談室 3
老：老人福祉センター

社会福祉協議会（総合センター1階）
（別府 1283　☎327-8610）
社会福祉協議会巣南支部
（老人福祉センター内）
（田之上 597　☎328-5174）

（予約制6名・託児あり）※3日前まで
13：30～15：30

（健康推進課  ☎327-8611）

図書館休館日（図書館、分館）
（開館＝10：00～18：00）

納期 献血

社協 瑞穂大学瑞穂総合クラブ
（生涯学習課  ☎327-2117）

介護予防・地域包括ケア
（地域福祉高齢課  ☎327-4126）

納税

可燃物
全域収集

ビン・陶磁器類・
ガラス類

穂積地区 巣南地区

プラ容器・カン類・
ペットボトル

可燃物
全域収集

プラ容器・ビン・
陶磁器類・ガラス類

古紙・ビン・プラ容器・粗大ごみ全般・
陶磁器・ガラス類・有害ごみ

剪定木、プラ容器、古紙類の
搬入はできません

戸別回収の予約・回収は
ありません

プラ容器・カン類・
ペットボトル

粗大ごみ全般・古紙・
陶磁器・ガラス類・有害ごみ

※各地区の集積場にごみを出す場合は、収集日の朝7：30までにお願いします。
※古紙：新聞、雑誌、ダンボール、チラシ（環境課 ☎327-4127）

拠点回収 拠点回収

（税務課  ☎327-4112）

献血総合センターイベント
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10 11 12 13 14

15 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

日 月SUN MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT

美来の森
9：00～12：00

巣南集積場
9：00～12：00

美来の森
9：00～12：00

美来の森
9：00～12：00

6

2歳児相談（巣南保健センター）
受付 9：20～9：30

あたまの健康チェック（総合センター）
13：30～17：00 ※要予約8名まで

1歳児教室（巣南保健センター）
受付 9：45～10：00

あたまの健康チェック（総合センター）
13：30～17：00 ※要予約8名まで

女性のための法律相談（総1）
13：30～15：30 ※要予約
脳いきいき教室（牛牧南部コミセン）
13：30～15：30 ※要予約

すまいる教室（牛牧南部コミセン）
13：30～15：30 ※要予約

脳いきいき教室（牛牧南部コミセン）
13：30～15：30 ※要予約

10か月児相談（巣南保健センター）
受付 9：15～9：55

脳いきいき教室（牛牧南部コミセン）
13：30～15：30 ※要予約

1歳6か月児健康診査（巣南保健センター）
受付 13：15～14：00

すまいる教室（本田コミセン）
13：30～15：30 ※要予約

脳いきいき教室（老人福祉センター）
13：30～15：30 ※要予約

乳幼児計測～測ってみよう!～
※計測のみ（保健センター）
受付 10：00～11：00

人権相談（総1）・身体障がい者相談（総2）
法律相談・心配ごと相談（老）
13：00～15：00

（別府地区･多利町）

（本田・生津校区）※本田団地・本田緑町は除く

本田小校区
9：00～11：00（別府地区･多利町）

穂積小校区
9：00～11：00

（本田・生津校区）
※本田団地・本田緑町は除く

5
（穂積・稲里・本田団地・本田緑町）
※多利町は除く

9
あたまの健康チェック（総合センター）
13：30～17：00 ※要予約8名まで

社協あい♥愛マーケット（総合センター）
豊住園・すみれの家  12：30～14：00
ボランティアほづみ  12：30～14：30  

社協あい♥愛マーケット（総合センター）
豊住園・すみれの家  12：30～14：00
ボランティアほづみ  12：30～14：30

（牛牧校区）

休日のお医者さんはこちらへ
もとす広域連合休日急患診療所

医療機関情報を提供しています

■診療科目 内科・小児科
■問い合わせ（☎323-0523）

■診療時間 9：00～16：00

巣
南
集
積
場

岐阜地域救急医療情報センター（☎262-3799）

美
来
の
森

休日・夜間の小児救急電話相談
■電話番号

■受付時間

＃8000（全国統一、プッシュ回線）
☎058-240-4199（専用回線）

月～金曜日　18：00～翌朝8：00
土曜・休日　  8：00～翌朝8：00

お子様が夜間に急な病気でお困りのときは…
※健康保険証・福祉医療費受給者証、服用している薬の内容のわかるもの（処方箋やその説明書等）、
　お金等を持参してください 十九条駅

サークルＫ

みずほバス
十九条東 至北方

本
巣
縦
貫
道

ＪＲ穂積駅
●瑞穂市役所
●総合センター

至岐阜

バロー
樽
見
鉄
道

みずほバス
防災センター

至大垣

牛牧団地

五
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川
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美来の森美来の森

至本巣

●天神神社

西小● ● 西ふれあい広場

瑞穂市役所巣南庁舎●
老人福祉センター●

鷺田橋

揖
斐
川

巣南集積場巣南集積場

もとす広域連合
休日急患診療所

至本巣

北方警察署

本
巣
縦
貫
道 157号線 糸

貫
川

至瑞穂

小児夜間急病センター

休日急病センター

救急外来
平日・土曜日 

診療日 診療時間 病院名
院内診療場所

23:00まで 23:00～翌朝8時まで

19:30～
　  翌朝8:00

19:00～
　 翌朝8:00

岐阜市民病院
日曜・祝日・
年末年始

（12/31～ 1/3）

☎058-251-1101

☎058-253-7277

☎058-251-1101

すまいる教室（老人福祉センター）
13：30～15：30 ※要予約

2 乳児健康診査（保健センター）
受付 13：00～13：40

脳いきいき教室（老人福祉センター）
13：30～15：30 ※要予約 3 法律相談・心配ごと相談（老）

13：00～15：00

乳児健康診査（巣南保健センター）
受付 13：00～13：404 2歳児相談（保健センター）

受付 9：20～9：30

2歳児相談（保健センター）
受付 9：20～9：30

法律相談（総1）・心配ごと相談（総2）
13：00～15：00

脳いきいき教室（老人福祉センター）
13：30～15：30 ※要予約

（穂積・稲里・本田団地・
 本田緑町）※多利町は除く

巣南中校区
9：00～11：00

生津小校区
9：00～11：00

無料税務相談（総1）
13：00～15：00

1歳6か月児健康診査（保健センター）
受付 13：15～14：00

10か月児相談（保健センター）
受付 9：15～9：55

親子ふれあい教室（巣南保健センター）
受付 13：15～13：30

すまいる教室（総合センター）
13：30～15：30 ※要予約

3歳児健康診査（巣南保健センター）
受付 13：15～14：00

3歳児健康診査（保健センター）
受付 13：15～14：00

離乳食教室（保健センター）
受付 10：15～10：30 ※要予約

あたまの健康チェック（総合センター）
13：30～17：00 ※要予約8名まで

妊産婦・乳幼児相談～聞いてみよう!～
※相談のみ （巣南保健センター）
受付 9：15～10：15

脳いきいき教室（牛牧南部コミセン）
13：30～15：30 ※要予約

巣南集積場
9：00～12：00

脳いきいき教室（老人福祉センター）
13：30～15：30 ※要予約

パパママくらぶ（巣南保健センター）
受付 9：45～10：00
内容 育ママサロン＆ランチ会♪ ※要予約

瑞穂大学合同開講式・学長講話
（総合センター） 13：30～

法律相談（総1）・心配ごと相談（総2）
13：00～15：00

（穂積庁舎）9：30～12：30
（巣南庁舎）14：30～16：00

献血

美来の森
9：00～12：00

巣南集積場
9：00～12：00 （牛牧校区） 牛牧小校区

9：00～11：00

昭和の日

美来の森
9：00～12：00

粗大ごみ処理袋・処理シール販売店舗（可燃ごみ収集袋も販売しています）

ミニストップ 巣南店
ミニストップ 瑞穂朝日大学前店
ミニストップ 瑞穂宝江店
ミニストップ 瑞穂只越店
ローソン 瑞穂牛牧北店
ローソン 瑞穂馬場上光店
ローソン 瑞穂野田新田店
ローソン 瑞穂本田店
セブン・イレブン 瑞穂市別府店
セブン・イレブン 瑞穂馬場小城町1丁目店
セブン・イレブン 穂積駅前通店
サークルK瑞穂大西店

サークルK穂積十九条店
サークルK新穂積店
ファミリーマート 野白新田店
ファミリーマート 瑞穂牛牧店
ファミリーマート 瑞穂稲里店
バロー 穂積西店
ホームセンターバロー北方店
ピアゴ 穂積店
平和堂 穂積店
カネスエ北方店（粗大ごみ処理袋のみ）
コメリ 穂積店
メガ ドン・キホーテ瑞穂店
SUPER CENTER PLANT-6

DCMカーマ 北方店
DCMカーマ 真正店
DCMカーマ 瑞穂店
学納総合商社みづほ
事務用品あんぐる
まつい屋金物店
ゲンキー小柿店
ゲンキー真正店
ゲンキー田之上店
スギ薬局 穂積店
スギ薬局 穂積駅西店
ドラッグユタカ 北方高屋店
ほづみ薬局 

クスリのアオキ牛牧店
クスリのアオキ北方高屋店
クスリのアオキ穂積店
水野米穀
マックスバリュ 中部㈱穂積店
V.drug 穂積店
V.drug 穂積西店
V.drug 墨俣店
V.drug 瑞穂本田店
アピタ北方店
トミダヤ 岐大店
トミダヤ 巣南店
イオン ザ・ビッグエクストラ 本巣店

店舗名
※予定は変更されることがありますので、確認をお願いします。
※予防接種予診票は健康推進課（☎327-8611）で母子健康
　手帳を確認し、配付します。
※美来の森での剪定木の受け入れは、月～金および日曜日
　（年末年始および祝日を除く）14：00～16：00、処理料は
　100円／10kg（10kg未満も100円）です（搬入量以上の
　破砕木持ち帰りの場合は無料）。剪定木は長さ2m以下直径
　および枝張は0.3m以下にしてください。
※美来の森でのプラスチック製容器包装の回収は、剪定木の
　受入日時と同じです。ぜひご利用ください。
※巣南保健センターは西部複合センターの1階にあります。

健康相談（保健センター）
受付 14：00～14：30

水道料金、簡易水道料金、下水道
集排、コミ・プラ使用料（3月請求分）

後期高齢者医療保険料
（3月期）

国民健康保険税
（第9期）

瑞穂市制15周年記念イベント
みずほスマイルウィーク

こころの相談（総1）
13：30～15：30

ほほえみ相談（総1）
13：30～15：30


