
「ひがしまつやまプライド」認定申請受付開始

Information
くらしの情報

日時 場所 対象 定員 内容 費用 持ち物 申込み 問合せ ホームページ メール

おことわり　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報紙に掲載の内容が変更となる場合があります。市施設を利用する際やイベント等に参加する前には検温とマスクの着用など新しい生活様式の実践をお願いします。 令和4（2022）年■11月令和4（2022）年■11月 1819
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名称 日時（診療時間） 施設 電話番号

休日夜間急患診療所 月～土曜日午後5時～11時、
日曜日、祝日午前9時～午後11時 東松山医師会病院 ☎22-2822

休日歯科センター 日曜日、祝日午前9時から
（受付は午前8時30分～11時30分） 保健センター ☎24-3920

比企地区こども夜間救急センター
（対象は原則として満15歳以下）

月～金曜日（祝日、年末年始は除く）午後8時から
（受付は午後7時30分～10時） 東松山医師会病院 ☎22-2822

休日・夜間診療 事前に電話相談をして受診

11月 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号
3日（祝） 宏仁会小川病院 内科 小川町原川205 ☎73-2750
23日（祝）麻見江ホスピタル 内科 鳩山町大橋1066 ☎049-296-1155
※休日当番医のほかにも、比企地域には日曜日に診察をしている医療機関があります。日曜日に診察している医療機
関は、市 でご確認ください。

休日当番医 診療時間　午前9時～午後5時　事前に電話相談をして受診

　☎#7119（又は048-824-4199）毎日24時間対応

埼玉県救急電話相談 （小児・大人共通） 健康推進課
　☎24-3921 22-7435

健康
さわやか運動教室（骨盤調整
ヨーガ）
保健センター
市内在住の64歳以下の人
※令和5年3月末時点
15人
・ 11月2日（水）から直接又は電話
で健康推進課へ。
☎24-3921 22-7435
※詳細は、市 又は「令和
4年度保健センター行事日
程表」をご確認ください。 市

ファミリー歯科健診

12月7日（水）・26日（月）午後1時30
分～2時30分
保健センター
市内在住の人
歯科健診、相談、フッ化物塗布（2
歳6か月～未就学児の希望者）
歯ブラシ、母子健康手帳（妊産婦、
未就学児）、バスタオル（未就学児）
・ 事前に健康推進課
へ。
　☎24-3921 22-7435

市

重複頻回受診者への訪問相
談
　保健師による訪問相談を行っていま
す。該当となる人へ案内を送付します
ので、相談を希望される人は保険年金
課へご連絡ください。
・病院等に、ひと月延べ15日以上
の通院をしており、その通院が3か
月以上続いている人

・ひと月4か所以上の病院を受診して
おり、その通院が3か月以上続いて
いる人
保険年金課

　☎63-5004 23-0076

災害時のお口のケアについて

　災害時の避難生活では、水不足やス
トレスなど様々な要因からお口の健康
状態が悪化し感染症にもかかりやすく
なります。避難中とはいえ、お口のお
手入れをおろそかにすることは命にか
かわります。防災グッズの中に日頃使
い慣れた歯ブラシや洗口剤、糸ようじ
や歯間ブラシ、入れ歯の洗浄剤などを
入れておく事が大切です。
健康推進課☎24-3921 22-7435

すこやか相談（申込制）

11月22日（火）午前9時30分～10時
30分
保健センター
市内在住の成人
15人（申込順）
身体測定、血圧測定、握力測定、尿
検査、健康相談、栄養相談、歯科相
談
・ 11月7日（月）～18
日（金）に直接又は電話で
健康推進課へ。
　☎24-3921 22-7435

大人のための健康歯援プロ
グラム
12月7日（水）・26日（月）午後（時間
は個別対応のため申込後にお知ら
せ）。
保健センター
市内在住の成人
歯と口の健康力チェック、口腔内
チェック
・ 事前に健康推進課
へ。

　☎24-3921 22-7435

市

市

成人男性の風しん抗体検査・
予防接種のご案内
　風しんの予防接種を受ける機会のな
かった昭和37年4月2日～昭和54年4
月1日生まれの男性は風しん抗体検査
と予防接種を無料で受けることができ
ます。まずは風しん抗体検査を受けま
しょう。
昭和37年4月2日～昭和54年4月1
日生まれの男性で、市が発行する
クーポン券をお持ちの人

※有効期間は、令和5年3月末日です。
クーポン券、免許証等の本人確認が
できるもの
健康推進課

　☎24-3921 22-7435
※詳細は、市 ご確認くだ
さい。 市

東松山市×カーブスジャパン
共催からだの衰え度チェック
11月15日（火）午前9時20分～午前
最終受付11時20分、午後1時10分
～午後最終受付3時50分（予約時に
時間調整）
野本市民活動センター
市内在住の人
36人（申込順）
血管年齢測定、姿勢バランスチェッ
クなど（所要時間40分程度）
体育館履き（動きやすいもの）
・ 直接又は電話で高齢介護課へ。
　　　☎21-1406 22-7731

市

認定品一覧
認定ランク 申請品名 商号又は名称

銀賞
COEDOクラフトビール COEDOクラフトビール醸造所
手焼きせんべい 石田せんべい工房
松ぽっくり 有限会社富久屋

銅賞

プレミアム梨パウンドケーキ なしやさん
箭弓さまの牡丹だんご 有限会社富久屋
国分牛100％ハンバーグ 国分牧場
東松山名物　みそだれ餃子 とんかつぼたん
木工品 福祉作業所あんだんて
やきゅうのおいなりさん ベーカリーカフェあーとの国
比企の手染め「桜染めの雛人形」 人形の吉福　東松山会館

ルーキー賞
まなこころ 真心農園
かき餅 もちっ米

認定ランク
金賞　銀賞認定期間2年以上かつ売上等目標値達成
銀賞　銅賞認定期間2年以上かつ売上等目標値達成
銅賞　ルーキー賞認定期間2年以上又は市内で3年以上の営業販売実績があ
る事業者で販売開始から1年以上のもの
ルーキー賞　市内での営業実績が3年未満の事業者又は販売開始してから1
年未満のもの

商工観光課☎21-1427 23-7700

　事業者の意欲向上、観光の振興、
地域経済の活性化及びシティセー
ルスの強化を目的に、市内の優れ
た商品を地域ブランドとして認定
する制度「ひがしまつやまプライ
ド」の認定申請の受付を開始しま
す。
募集期間　11月1日（火）～11月
30日（水）
市内に事業所を構える法人、団
体又は個人が、市内で生産、製
造又は加工した「農産物」「製造
品」「加工品」「工芸品」「芸術品」
など
11月30日（水）までに直接、郵
送又は で〒355-8601松葉町
1-1-58商工観光課へ。
SHOKOKANKOKA@city .
higashimatsuyama.lg.jp
※詳細は募集要項をご確認くださ
い。
※募集要項や申請書は、商工観光
課、市商工会、市観光協会、東松
山駅観光案内所、各市民活動セン
ターにあります。また、市 から
もダウンロードできます。

市

高齢者・福祉
精神障害に関する理解促進・
普及啓発研修会
11月25日（金）午後1時30分～3時
30分
松山市民活動センター
30人
・精神障害についての講義

・精神障害当事者（ピアサポーター）の
体験談
・ 事前に総合福祉エリア総合相談
課へ。☎21-5570 25-3305

http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/kenkosuishin/menu/kenkoukyousitu/1409724248870.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/kenkosuishin/menu/seijinkenkousoudan/1359099745295.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/kenkosuishin/menu/seijinkenkousinsa/ks_22.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kankyosangyobu/shoko/menu/commerce_and_industry/higashimatsuyama_pride/1584490608355.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/kenkosuishin/menu/seijinkenkousinsa/1422577166212.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/kenkosuishin/menu/immunization/1560319799310.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/kenkosuishin/menu/kyuukyuuiryou/1408511228750.html



