
※「広報ひらど」から抜き取ってご利用ください。
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●「ながさきサンセットロード」
　一斉清掃イベント10：00～
●北松農業高校「農業文化祭」
　（～20日）（北松農業高校）
　10：00～16：00
●平戸市美術展覧会（～ 20日）
　（生月町開発総合センター）
　9：00～17：00
●おはなし会（ふれあいセン
　ター児童室）14：00 ～

●おはなし会（ふれあいセン
　ター児童室）14：00 ～

●越南まつり（ふれあいセン
　ター）
　9：00 ～ 18：00

●駅長おすすめのＪＲウォー
　キング秋編（市内）
　8：30受付開始

●おはなし会（ふれあいセン
　ター児童室）14：00 ～

●おはなし会（ふれあいセン
　ター児童室）14：00 ～

●ＫＢＣラジオ平戸市福岡 
　情報局発信！平戸んどん
　13：40 ～ 13：43

●「手作りおつまみ料理教
　室」申込期限

今
月
の
税

柿添病院 鏡川町 23-2151
北川病院 浦の町 22-2344
青洲会病院 田平町 57-2155
谷川病院 田平町 57-0045
くわはら医院 宮の町 22-2306
柿添病院 鏡川町 23-2151

電話番号日・曜日
３日（祝木）
６日（日）
13日（日）
20日（日）
23日（祝水）
27日（日）
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種
相
談

◎年金相談 （完全予約制）　
　11月   8日（火）10：00 ～ 12：00/13：00 ～ 15：00　生月支所
　11月29日（火）10：00 ～ 12：00/13：00 ～ 15：00　本庁３階大会議室
◎消費生活巡回相談
　11月   9日（水）13：00 ～ 16：00　ふれあいセンター談話室
　11月16日（水）13：00 ～ 15：00　生月支所
　11月30日（水）14：00 ～ 16：00　離島開発センター産業研修
◎ハローワークin平戸市
　11月11日（金）10：00 ～ 16：00　平戸商工会議所2階会議室
　11月25日（金）10：00 ～ 16：00　平戸商工会議所2階会議室

年金相談予約   ☎0956-34-1189 ※相談日の前日までにご予約ください
佐世保年金事務所お客様相談室   受付時間  8：30 ～ 17：00

咳エチケット

膵癌のお話

赤ちゃんの夜泣きについて

湿布かぶれ

子どもの注意欠如多動症(ADHD)と治療について

PSAが高いと言われたら

月

火

水

木

金
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●女性の人権ホットライン
　強化週間（～ 20日）

●おはなし会（平戸図書館
　おはなしのへや）14：00～

●不妊の理解と支援に関する
　研修会（佐々町文化会館中
　ホール）12：30 ～ 15：00
●おはなし会（平戸図書館
　おはなしのへや）14：00～

●おはなし会（平戸図書館
　おはなしのへや）14：00～

●みんなの技能のひろば　
　（佐世保高等技術専門学
　校）10：00 ～ 14：00

●県展移動展（～ 13日）（た
　びら町民センターホール）
　10：00～ 18：00

●たびら中瀬草原クロスカ
　ントリー申込期限
●公営住宅入居者募集期限
●税を考える週間（～17日）

●個別創業相談会（未来創造館
　COLAS平戸会議室A）
　10：00～ 16：00

●個別創業相談会（未来創造館
　COLAS平戸会議室A）
　10：00～16：00

●市民総合相談  田平地区　
　（田平支所2階会議室）
　13：00～16：00

●いきつき勇魚まつり（市役所
　生月支所前漁港用地広場）
　9：30 ～

●若者応援相談会（未来創造館
　COLAS平戸会議室Ｂ） 
　13：30～ 15：30
●個別創業相談会（未来創造館
　COLAS平戸会議室A）
　10：00～ 16：00

●木引田町商店街「まちゼミ」
　③「プロが教える、障子
　の張り替え方」（木田家具
　店）19：00 ～ 20：30

●ＫＢＣラジオ平戸市福岡
　情報局発信！平戸んどん
　13：40 ～ 13：43

●ＫＢＣラジオ平戸市福岡
　情報局発信！平戸んどん
　13：40 ～ 13：43

●木引田町商店街「まちゼミ」
　①「100倍モテる！白い歯
　のつくり方」（吉沢ビル１階
　特設会場）
　19：00 ～ 20：30
●ＫＢＣラジオ平戸市福岡
　情報局発信！平戸んどん
　13：40 ～ 13：43
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●平戸市美術展覧会（～ 14日）
　（大島村公民館）　
　9：00 ～ 17：00
●みんなdeシネマ（上映会）
　（未来創造館ホール）
　14：00 ～

●みんなdeシネマ（上映会）
　（未来創造館ホール）14：00～

●里親出前講座（平戸市福
　祉保健センター）14：00
　～ 15：00
●高次脳機能障害者および
　家族の集い（県北保健所）
　13：30 ～ 15：30
●永田記念図書館　休館日

●平戸市美術展覧会（～ 3日）
　（平戸文化センター）
　9：00～ 19：00
●平戸天然あら鍋まつり
　（～ 12/30）（市内参画宿泊
　施設・飲食店）

●個別創業相談会（未来創造館
　COLAS平戸会議室A）
　10：00～16：00

●平戸市美術展表彰式（平戸
　文化センター大ホール）
　9：00～10：00
●オール九州市町村合同公売
　会（大分県佐伯市総合体育
　館）9：20～

●大島村ふるさとまつり（平
　戸市役所大島支所前広場）
　10：00～
●宝くじ文化公演（生月町開
　発総合センター）8：30～

●よろず相談会（未来創造館
　COLAS平戸会議室Ａ）
　9：30～ 17：00

●木引田町商店街「まちゼミ」
　②「洗濯屋さんが教える、
　家庭での洗濯のコツ」（吉
　沢ビル１階特設会場）　
　19：00 ～ 20：30
●年末調整説明会（平戸文化
　センター）13：30～15：30

●永田記念図書館
　休館日

●永田記念図書館　休館日

●国営田平土地改良区総代
　選挙（たびら活性化施設
　研修室）8：30 ～ 12：00●永田記念図書館　休館日

フリーダイヤル  ☎0120-555-203 ( 携帯不可 )
（携帯電話からの場合   ☎095-826-5511）
＊祝日は前日のテープが流れます。
＊午前９時から翌朝午前９時までの２４時間、同じ内容
　のテープが３分間流れます。
＊曜日ごとにテーマが決められ、月ごとに変わります。
＊内容は専門の医師・歯科医師が作ります。

長崎県保険医協会　☎095-825-3829

○市税の納期　11月 30 日（水）
　国民健康保険税　 ６期
　後期高齢者医療保険料 ５期
　介護保険料 ６期

・救急医療機関を知るには…平戸市消防本部　℡0950-22-4199
・子どもが急な病気になったら…小児救急電話相談センター（18：00～8：00）
　℡ ＃8000 または 095-822-3308

●企業面談会（平戸商工会
　議所2階会議室）
　10：30 ～ 12：00

●おはなし会（平戸図書館
　おはなしのへや）14：00～

●青少年音楽会（平戸文化セ
　ンター大ホール）13：00～

※口座振替11月28日（月）です。

●年金相談（本庁）（市役所
　本庁3階大会議室）10：00 
　～12：00/13：00～15：00

年金相談は完全予約制

●永田記念図書館　休館日

●永田記念図書館　休館日

●消費生活巡回相談　生月
　地区（生月支所）13：00～
　15：00

●秋の全国火災予防運動　
　（～15日）

●「イノシシ大学」箱わな研究
　会（田平町中央公民館）
　14：00 ～ 16：00

●平戸市美術展覧会（～ 28日）
　（ふれあいセンター）
　10：00 ～ 18：00

●勤労感謝の日

●文化の日

●年金相談（生月支所３階会
　議室）10：00 ～ 12：00、　
　13：00 ～ 15：00

年金相談は完全予約制

●市民総合相談  中部地区　
　（ふれあいセンター）
　13：00～16：00

●消費生活巡回相談　大島
　地区（離島開発センター）
　14：00～ 16：00

●COLASまつり（～ 27日）
　（未来創造館）
　9：00～16：00

●ハローワークin平戸市
　（平戸商工会議所2階会
　議室）10：00 ～ 16：00

●ハローワークin平戸市
　（平戸商工会議所2階会
　議室）10：00 ～ 16：00

●越南まつり（ふれあいセン
　ター）
　9：00 ～ 15：00

３３歳児健診乳 乳児健診 １１歳６ヶ月児健診母子健康相談母妊 妊婦健康相談 パ Sun・Mamaひろば（パパ・ママ教室）

母妊 大島村離島開発総合センター
10：00 ～ 10：30

乳 未来創造館ＣＯＬＡＳ平戸
13：00 ～ 13：30

母妊 平戸市福祉保健センター
（田平町里免）
９：30 ～ 10：00 パ 平戸市福祉保健センター

（田平町里免）
19：00 ～ 21：00

母妊 ふれあいセンター
10：00 ～ 10：30

３ 平戸市福祉保健センター
（田平町里免）
12：30 ～ 12：45

１ 平戸市福祉保健センター
（田平町里免）
12：30 ～ 12：45


