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医療医療 コーナーコーナー医療医療 コーナーコーナー

市立病院外来診療日程市立病院外来診療日程

※初診の方、および診療券（カード）をお忘れの方の受け付けは８時から
　です。（土、日、祝日は休診）
※内科の午前の一部、整形外科の午後、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮
　膚科は出張医対応となります。

診療科 時間 月 火 水 木 金

内科

午前  7:45～11:30 餐 餐 餐 餐 餐

午後
13:00～15:00

※予約診療のみ
餐 餐

外科
午前

 7:45～11:30
※捷は10:30まで

餐 餐 餐 餐 餐

午後 13:00～15:00 餐

整形外科
午前  7:45～11:30 餐 餐 餐 餐

午後 13:00～15:00 餐 餐

小児科

午前  7：45～11：30 餐 餐 餐 残 餐

午後 15：00～16：00 餐 餐 残 餐

　残：第１木曜日は午前・午後とも休診

泌尿器科
午前  7:45～11:30 餐 餐

午後 13:00～15:30 餐

耳鼻咽喉科 午前  7:45～11:30 餐 餐

眼科 午前  7：45～11：00 餐 餐

皮膚科 午前  7:45～11:00 餐

診療時間 9：00～12：00

歯科休日診療

６月 歯科医院名

６日掌
おおさき歯科

（芦別市）緯0124-23-0648

13日掌
ひらやま歯科
（新十津川町）緯72-2323

20日掌
北竜町立歯科診療所
（北竜町）緯0164-34-2656

27日掌
コスモデンタルクリニック
（滝川市）緯23-3630

■発熱者外来を受診する方は、予
　約がある・なしにかかわらず事
　前に電話連絡（緯32-3211）をお
　願いします。

　【対象となる方】
　発熱、風邪症状、強い倦怠感、味
　覚障がい、嗅覚障がいなどがあ
　る方（小児を除く）

　【受付時間】
　平日10時30分～11時30分

発熱者外来受診時のお願い

司募集職種および人員（正職員）

市立病院スタッフ募集のお知らせ市立病院スタッフ募集のお知らせ

問合せ
あかびら市立病院管理課 緯32-3211（内線405）

看護師 … 若干名
採用年月日 … ８月１日以降
願書締切り … ６月24日昭
試験日・内容 … ７月６日昇小論文・面接
合格発表 … ７月13日昇

司募集職種および人員（会計年度任用職員）
　臨床工学技士 … １名
　看護師・准看護師 … 若干名
　病棟看護助手 … 若干名

お薬手帳の持参のお願い

■当院受診時には、お薬手帳を持
　参してください。医師・薬剤師が
　お薬手帳の記録を確認すること
　で、薬の飲み合わせや副作用、
　同じ薬が重複して処方されて
　いないか防ぐことができます。

※業務内容および勤務時間については相談に応じ
　ます。
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お知らせ

akabira

information

　　　法律相談

　　　水道

　　　子育て関連

　　　講座関連

　　　善意　　　

　　　講座関連

　　　法律相談

　　　水道

　　　子育て関連

　　　求人情報

　　　（職員募集など）

　　　試験情報

　　　（試験、講習など）

　　　スポーツ

　　　（運動教室など）

　　　市議会

　　　一般的なお知らせ

　　　スポーツ

　　　

　　　市議会

　　　試験情報

　　　

　　　一般的なお知らせ

　　　求人情報

　　　

令和３年４月末日現在

※（　）内は前月比

総　数　　9,538人　 （止32）

　男　　　4,335人　 （止12）

　女　　　5,203人　 （止20）

世帯数　　5,695世帯 （　－）

あかびらの人口

令和３年４月

　　　　　　　　　前 年　

最高気温　 19.7℃（ 20.4℃）

最低気温　 -4.4℃（ -4.9℃）

降 水 量　 96.0mm（ 37.0mm）

降 雪 量　  2.0cm（  0.0cm）

お天気メモ

kokko

かわいい
おともだちを
紹介します！

いしかわ ゆうせい くん

（１歳）

　金銭に関するトラブルや多重

債務、借地・借家問題、離婚、相続、

損害賠償請求事案など、お困りの

ことがありましたら気軽にご相

談ください。

開催日

◆６月１日峨（歌志内市・上砂川町）

　山内 崇史　弁護士

◆６月８日峨（赤平市）

　冨岡 俊介　弁護士

◆６月15日峨（歌志内市・上砂川町）

　渡部 敏広　弁護士

◆６月22日峨（赤平市）

　丸山  健　 弁護士

◆６月29日峨（歌志内市・上砂川町）

  小荒谷 勝　弁護士

赤平会場　市コミセン別館２階

　音楽室（商工会議所となり）

開催時間

▼赤平市（10時～12時）

▼歌志内市・上砂川町（13時30分      

　～15時30分）

申込み・問合せ

　生活環境交通係緯32‐2215

　歌志内市役所　緯42‐3217

　上砂川町役場　緯62‐2011

※先に申し込みをされている方

　が優先されます。

　　　無料法律相談　　　

　日常生活の中で、行政機関、特

殊法人（ＪＲやＮＴＴなど）の業

務、年金、登記、道路、河川、郵便、

窓口サービスなどで苦情、要望、

意見はありませんか。相談は無料
で秘密は厳守します。電話、手紙で
の相談も可能です。
日　時　６月16日我13時～16時

場　所　産業研修ホール２階

　　　　（総合体育館横）

※新型コロナウイルス感染症拡

　大の影響により、中止となる場

　合があります。

暫お急ぎの方は、総務省の「行政

  苦情110番」において対応して

　います。  緯0570‐090‐110

　行政相談委員　北村 則子 氏

問合せ

　生活環境交通係緯32‐2215

　　　定期行政相談　　　

　まちづくりや地域の課題につ

いて、市長とお話ししませんか。

日　時　６月28日俄18時～

対象者　市内に居住または勤務

　　　　されている方。

懇談時間　１人（１団体）30分

受　付　６月１日峨～７日俄

問合せ　広報広聴係緯32-1834

　　　こんばんは市長室　　　

すずき ことは ちゃん

（１歳）

広告募集
詳細は

コチラ革


