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結核胸部レントゲン撮影日程

6月28日（月）
受 付 時 間 会 　 場

  8時40分～  9時40分
10時00分～10時20分
10時40分～11時00分
11時20分～11時50分
13時40分～14時00分
14時10分～14時30分
14時50分～15時20分

保健センター
大久保公民館
柳沢公民館
八ッ手公民館
室内公民館
菖蒲沢公民館
柏木公民館

6月29日（火） 
受 付 時 間 会 　 場

  8時40分～  9時00分
  9時20分～  9時40分
  9時50分～10時10分
10時30分～11時00分
13時20分～13時50分
14時20分～15時00分
15時20分～16時10分

上里公民館
やつがね公民館
判之木公民館
南原公民館
樅の木荘
中新田公民館
払沢公民館

対象／65歳以上で医療機関・
　職場等でレントゲン撮影を受
　けていない方。
※居住地区に限らず、いずれの会場
　でも受けることができます。
　撮影は、レントゲン車でおこないま
　す。
　更衣室はありませんので、あらか
　じめ金具のない無地の下着や服
　装でおこしください。
問 保健福祉課 健康づくり係
　 電話 75-0228（直通）

　第37回八ヶ岳（阿弥陀岳）開山祭
阿弥陀岳山頂
・特設人権相談
　中央公民館　10：00～15：00

・育児相談（要予約）
　保健センター
　受付:９：３０～１１：００
　２歳児歯科検診
　H31年3・4月、R1年5月生
　保健センター
　受付:ご案内した時間

　少年バレーボール教室⑧
社会体育館　18：30～

中学校 中体連南信大会
　ジュニア教室
　ハンダ付けと電子工作教室
中央公民館　9：30～
ファミリースポーツデー
　社会体育館 １２：００～１７：００
　少年バスケットボール教室⑧
　社会体育館　１８：００～

はらむら塾②
　八ヶ岳美術館　13：30～

　1歳6か月健診
　R1年10・11月生
　保健センター
　受付:ご案内した時間
第57回原村バレーボール大会
社会体育館 18：45～22：00

中学校 中体連南信大会
　陸上記録会
　中学校校庭　８：3０～
　図書館まつり
図書館２階　10：00～
　バドミントン教室④
　社会体育館　１3：0０～
　少年バスケットボール教室⑨
　社会体育館　１８：００～

背すじピン体操講座②
　中央公民館 10：00～

・2か月児相談
　保健センター
　受付:13:00～13:15
・母乳学級（要予約）
　保健センター13:50～

小学校 音楽会
中学校 1学期期末テスト
台湾料理＆薬膳教室①
　中央公民館　10：00～
・母親学級前期コース②（要予約）
　保健センター
　受付:13:00～13:15
　少年バレーボール教室⑨
　社会体育館　18：30～

中学校 中体連南信大会
　第60回原村ソフトバレーボール大会
　社会体育館 １9：0０～22：00

　子宮がん集団検診（要予約）
　20歳以上の女性
　保健センター

休 図書館

休 図書館

不燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

不燃ごみ

資源物

子育てサロン

子育てサロン 子育てサロン

子育てサロン

資源物

可燃ごみ 可燃ごみ可燃ごみ可燃ごみ可燃ごみ可燃ごみ

可燃ごみ 可燃ごみ可燃ごみ可燃ごみ
可燃ごみ

可燃ごみ 可燃ごみ可燃ごみ可燃ごみ
可燃ごみ

可燃ごみ可燃ごみ

背すじピン体操講座①
　中央公民館 10：00～

中学校 計画休業
・精神保健相談（要予約）
　（問）健康づくり係 75-0228

　結核胸部レントゲン撮影
（詳細は枠内右下をご覧ください。）
　乳児健診
　R2年8・11月、R3年2月生
　保健センター
　受付:ご案内した時間
背すじピン体操講座③
　中央公民館 10：00～

休 もみの湯

休 八ヶ岳自然文化園

可燃ごみ

子育てサロン

子育てサロン

休 八ヶ岳自然文化園

可燃ごみ

子育てサロン

休 八ヶ岳自然文化園

可燃ごみ

子育てサロン

休 八ヶ岳自然文化園

子育てサロン

あひるクラブ③
中央公民館　10：00～

「日本で最も美しい村連合」加盟を契機に「村のさらなる良さ」を発見し、

名実ともに 美しい村”となるよう一緒に活動していきましょう。

”

中学校 中体連南信大会
　第42回原村卓球大会
　社会体育館  9：00～12：00

粗大ごみ
大・柳・八

粗大ごみ
柏・菖・室・や・南

粗大ごみ
上・判・ペ・農・原

　結核胸部レントゲン撮影
　（詳細は枠内右下をご覧ください。）

中学校 中体連南信大会
　図書館まつり
　図書館２階　10：00～

休 図書館

休 図書館

休 図書館

休 社会体育館

休 社会体育館

休 社会体育館

休 社会体育館

中学校 参観日・親子環境整備作業

中学校 中体連南信大会

中学校 1学期期末テスト

緊急メール登録 原村公式LINE登録災害時の防災情報は、村内有線放送、村ホームページ、村緊急メール、
エルシーブイTV・ラジオ（FM769・76.9MHz）などでお知らせします。
※有線放送は、電話で聞くことができます。　☎0800-800-6299（通話料無料）
問　総務課 情報防災係 ☎75-5710（直通）

　   1 2 3 4 5　オオキンケイギク、オオハンゴンソウ、アレチウリについては、

栽培、移動、販売等が法律により禁止されています。

　既存の生態系への影響が深刻なため、所有地内等で発見した場

合は、駆除をお願いします。

問　建設水道課　環境係
電話７９－７９３３（直通）

特定外来植物駆除について

オオキンケイギク

日 月 火 水 木 金 土

　バドミントン教室③
　社会体育館　１3：0０～
　少年バスケットボール教室⑦
　社会体育館　１８：００～

6月
燃やさないごみ（不燃ごみ）　毎週水曜日　６：００～８：００

資源物 

・第２木曜日 収集時間は地区により異なります。

・第４土曜日　７：３０～１０：３０　役場駐車場

粗大ごみ

・7日（大久保、柳沢、八ッ手）

・14日（柏木、菖蒲沢、室内、やつがね、南原）

・21日（上里、判之木、ペンション、農場、原山）
・平日　９：００～１6：3０　南諏衛生センター

・子育てサロン　毎週火・木・金曜日

　１０：００～１２：００　図書館２階

　　※今月1８日はお休みします。

　没後４０年　清水多嘉示　絵画展　第1期　滞仏期未発表作品

　４月３日～ ７月４日

今月のごみの収集

今月の納税等
●納期限　6月30日（水）

・村県民税（普通徴収１期）　　　・国民健康保険税（普通徴収３期）

・後期高齢者医療保険料（普通徴収３期）

・介護保険料（普通徴収３期）

開山祭

収集曜日

毎週 月・木

毎週 火・金

毎週 水・土

払沢・柏木・菖蒲沢・室内

大久保・柳沢・八ッ手・原山・

農場・ペンション・中央高原

やつがね・判之木・南原・

中新田・上里

燃
や
す
ご
み（
可
燃
ご
み
）

地区名（時間６：００～８：００）

　ＢＣＧ
　生後5か月～1歳のお誕生日の前日まで
　保健センター
　受付:13:15～13:30
　おたのしみ会
図書館２階　16：00～

山歩き講座③ 茂来山
時間未定
　乳がんマンモグラフィ集団検診（要予約）
　S22年～S54年の偶数年に生まれた女性
　保健センター

・離乳食教室（11・12か月コース）
　R2年6・7月生
　保健センター
　受付:9:45～10:00
ゆがみ直し整体体操講座④
　中央公民館 10：00～

中学校 民生委員との懇談
入笠山湿原の「すずらん」を楽しもう
　入笠山 8：30～
　水痘　
　生後12か月～3歳のお誕生日の前日まで
　保健センター
　受付:13:15～13:30
　少年バレーボール教室⑦
社会体育館　18：30～

可燃ごみ 可燃ごみ可燃ごみ

不燃ごみ

可燃ごみ可燃ごみ

休 社会体育館

休 八ヶ岳自然文化園
子育てサロン

子育てサロン

子育てサロン

霜月絵手紙の会


