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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5（2023）年■1月令和5（2023）年■1月
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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

1月 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号
1日（祝） 東松山市立市民病院 内科、整形外科 大字松山2392 ☎24-6111
2日（休） 小川赤十字病院 内科、外科 小川町大字小川1525 ☎72-2333
3日（火） 武蔵嵐山病院 内科 上唐子1312-1 ☎81-7700
9日（祝） たばた小児科 小児科、アレルギー科、内科 吉見町久米田616-8 ☎54-8822
9日（祝） 瀬川病院 内科、外科 小川町大塚30-1 ☎72-0328
※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

市

子宮頸がんワクチン任意接
種費用の助成
　国が積極的勧奨を差し控えていたこと
で、公費で接種できる機会を逃し、定期
接種の期間を過ぎた後に自費で任意接種
を受けた人に、接種費用を助成します。
申請期限　令和7年3月31日まで（必着）
保健センター
・令和4年4月1日時点で東松山市に
住民票がある人
・平成9年4月2日～平成17年4月1日
生まれの女性
市が定める金額の範囲
健康推進課
　☎24-3921 22-7435

みんなきらめけ！！ハッピー体操

　介護予防を目的とした体操です。
ところ 2月 定員

市民体育館 6・20日（月）90人
唐子地区体育館 1・15日（水）40人
北地区体育館 9日（木） 70人
南地区体育館 10・24日（金）70人
大岡市民活動センター 2・16日（木）35人

野本市民活動センター 6・13・27日（月） 55人

高坂丘陵市民活動センター 7・21日（火）30人
大岡コミュニティセンター 7・21日（火）40人
きらめき市民大学 13・27日（月）40人
きらめき市民大学
（男性のみ） 20日（月） 40人

市民福祉センター 2・16日（木）30人
すわやま荘 21日（火） 35人
時間　午前10時～11時30分（大岡・
高坂丘陵市民活動センター、きらめ
き市民大学（男性のみ）は午後2時～
3時30分）
市内在住の60歳以上の人
フェイスタオル（体操用）、バスタオ
ル（敷物用）、体育館履き、飲物

※事前申込は不要。
総合福祉エリア

　☎22-5561 25-3305
　高齢介護課
　☎21-1406 22-7731

健康

すこやか相談（申込制）

1月31日（火）午前9時30分～10時30分
保健センター　 市内在住の人
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
・ 1月11日（水）～26
日（木）に直接又は電話で
健康推進課へ。
　☎24-3921 22-7435 市

市

大人のための健康歯援プロ
グラム
2月8日（水）、22日（水）午後（時間は個
別対応のため申し込み後にお知らせ）
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

高齢者・福祉
いきいきパス・ポイント対象
事業
　対象事業に参加して会場の受付又は
担当課窓口で「いきいきパス・ポイン
トカード」を提示するとポイントが付
与され、貯めたポイントを地域通貨ぼ
たん圓と交換できます。
市内在住の65歳以上の人

ポイント付与期間　2月28日（火）まで
ぼたん圓交換申込期限　3月15日（水）
まで

※申込みは年度内1回に限ります。
今月号掲載の対象事業 ページ

社会教育講座「今だから知りたい！
免疫力アップのコツ」 13

社会教育講座「脳の活性化リズム体操」 13
社会教育講座「つぼ押しで免疫力アップ」 13
社会教育講座「体ぽかぽか！ヨガ教室」 13
社会教育講座「お口から免疫力アップ」 13
きらめき市民大学令和5年度学生募集 17
ファミリー歯科健診 19
みんなきらめけ!!ハッピー体操 19
こちらウォーキングセンターです 20
月例市民ウォーキング 20

高齢介護課
　☎21-1406 22-7731

市 ファミリー歯科健診

2月8日（水）、22日（水）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

　コロナ禍でライフスタイルが変わり、飲酒習慣が変化していませんか。飲
酒は度を越すと自分の健康だけでなく、仕事や人間関係、家族関係に影響を
及ぼします。飲む量が増えてきたという人は、次の正しい飲酒の仕方を参考
にしてください。
・空腹で飲まない
・味わいながらゆっくり飲む
・適量飲酒を守る
・週に2日は休肝日をつくる
・強いお酒は割って飲む
・寝酒は極力控える
　お酒は、飲めば飲むほど強くなるわけではありません。
　適量を楽しむことが大切です。
〈参考〉お酒の適量
・ビール500ミリリットル缶1本 ・日本酒1合
・チューハイ（7％）350ミリリットル缶1本 ・ウイスキーダブル1杯
　上記のいずれかです。
健康推進課☎24-3921 22-7435

保健センター便り

募集・求人
市立小・中学校の市費採用
教員募集
採用期間　4月1日～令和6年3月31日
資格 小学校の教員免許又は中学校の
教員免許を有する人、又は令和5年3月
31日までに当該免許取得見込みの人。
すにいかあ教員11人、小中一貫教
育支援教員2人
勤務日及び勤務時間　平日（1日7時間
30分）※応相談
試験内容　書類選考及び面接
・ 学校教育課又は市 にある募集
要項を確認し、登録申込書、教員免
許状の写し（又は、取得見込証明書）、
健康診断の結果（又はコピー、1年以
内に受診したもので、胸部X線含む）、
身分証明書（免許証、パスポートな
ど）の写しを添付して、直接又は郵
送で、〒355-8601松葉町1-1-58学
校教育課へ。☎21-1429 23-7255
※持参の場合は、当日に面接を行いま
す。郵送の場合は、後日、面接日につ
いて電話で連絡します。
※「募集要項等」は市 からダウンロー
ドできます。
※「教員免許状の写し」は、
現在、4年制大学・短期大
学等に在学中の人は後日の
提出で構いません。

第4期青少年育成推進員募集

応募資格　青少年の健全育成に理解と
熱意のある人
任期　4月1日（土）から2年間
次代を担う青少年の健全育成を図る
ため、青少年育成運動の趣旨普及及
び望ましい環境づくりの促進を行い
ます。
・愛の一声運動（東松山・高坂駅周辺
パトロール活動、環境美化活動）
・南・東・北中学校での朝のあいさつ
運動　等
※ご都合の良い日に活動へのご協力、
ご参加ください。
1月20日（金）までに申込書に必要事
項を記入し、直接、FAX又は郵送で
〒355-8601東松山市松葉町1-1-
58子育て支援課へ。☎63-5005　
23-2239

※申込書は、子育て支援課
にあります。また、市 か
らもダウンロードできま
す。

市役所で働いてみませんか

　事務補助員として働きたい人の登録
を随時募集しています。
窓口・受付対応、データ入力、書類
整理・確認作業など
報酬　時給1,004円（1月1日現在）
任用期間　4月1日～令和6年3月31日
の間で、主に業務の繁忙期に任用。
登録方法　市指定の「会計年度任用職
員登録申込書」を人事課に提出して
ください。※登録されても採用を確
約するものではありません。
人事課☎21-1417 24-6123

市

市

令和5年度学校開放利用団体
登録受付
　令和5年度に市内小・中学校の体育
館、校庭、夜間照明の利用を希望する
団体の登録を受け付けます。
市内在住・在勤・在学の人が半数以
上で構成されている10人以上の団体
（代表者は市内在住の成年者に限る）
学校開放体育施設利用団体登録申請
書、学校体育施設利用者名簿、誓約
書及び小中学校体育施設利用におけ
る新型コロナウイルス感染防止
チェックリスト
・ 1月10日（火）～2月
3日（金）に直接スポーツ
課へ。
　☎21-1439 23-2239 市

http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/gakkoukyouikubu/gakkokyoiku/menu/Recruitment/suniikaasyokuinn.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kodomokateibu/kosodate/menu/seishonen/1670379419430.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/shougaigakushuubu/sport/sinseisyo/1352184892632.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/kenkosuishin/menu/kyuukyuuiryou/1408511228750.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/kenkosuishin/menu/seijinkenkousoudan/1359099745295.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/kenkosuishin/menu/immunization/1613372712407.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/kenkosuishin/menu/seijinkenkousinsa/ks_22.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/kenkosuishin/menu/seijinkenkousinsa/1422577166212.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/koreikaigo/menu/elder_care_facility/ikipass.html
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kenkofukushibu/koreikaigo/menu/elder_care_facility/yobou/1582851413942.html

