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彊詳しい内容は担当課へお問い合わせください。

◇問い合わせ先

医療機関 診療日時

夜間休日急患診療所
小山市健康医療介護総合支援センター内
小山市大字神鳥谷２２５１-７
撒０２８５（３９）８８８０

平日１９:００～２２:００（内科・小児科）
土曜日１９:００～２２:００（内科・小児科）
日曜、祝日、振替、年末年始（内科・小児科）
 １０:００～１２:００・１３:００～１７:００・１８:００～２１:００
※内科医等が小児科の診療を担当することがあり　
　ますので、事前に電話をしてから来院してください。

休日急患歯科診療所
小山市健康医療介護総合支援センター内
小山市大字神鳥谷２２５１-７
撒０２８５（３９）８８８１

日曜、祝日、振替、年末年始
 １０:００～１２:００・１３:００～１６:００

興救急医療情報　小山医療圏〈小山市・下野市・野木町・上三川町〉

〈不燃ごみ〉
●月２回（不燃ごみ集積所標識のある所）　朝８時まで

３日（火）・１７日（火） 友沼・潤島・新橋東・新橋西・芝山・大塚

５日（木）・１９日（木） 松原・卯ノ木・野木・野渡・ブルーミングガーデン

１０日（火）・２４日（火） 丸林東・丸林西

１２日（木）・２６日（木）
座又・行家・中之内・御門・北斗・中根・篠山・矢畑・中谷・
若林・佐川野・川田

〈資源物〉
●月２回（地域で決定したコンテナ設置場所）　朝９時まで

〈使用済み乾電池〉

●役場・ホープ館（町老人福祉センター）・町公民館・きらり館（ボランティア支
援センター）・野木ホフマン館・各小中学校・地域集会所等に設置してある回収容器

医療機関 診療日

野木病院
撒０２８０(５７)１０１１

１日．５日．（７日）．１１日．１３日．１７日．１９日．２３日．２５日．２９日．３１日

光南病院
撒０２８５(４５)７７１１

４日．６日．１０日．１２日．１６日．１８日．２２日．２４日．（２８日）．３０日

杉村病院
撒０２８５(２５)５５３３

３日．５日．９日．１１日．（１５日）．１７日．（２１日）．２３日．２７日．２９日

小山整形外科内科
撒０２８５(３１)１３３１

２日．４日．８日．１０日．（１４日）．１６日．２０日．２２日．２６日．（２８日）

石橋総合病院
撒０２８５(５３)１１３４

１日．３日．（７日）．９日．１３日．（１５日）．１９日．（２１日）．２５日．２７日．３１日

小金井中央病院
撒０２８５(４４)７０００

２日．６日．８日．１２日．（１４日）．１８日．２０日．２４日．２６日．３０日

心配ごと相談（第１・３水曜日）  ○ホープ館（町老人福祉センター）１０時～１２時

行政書士専門相談（第４水曜日）○ホープ館（町老人福祉センター）１０時～１２時

育児相談（第１・３水曜日）○保健センター 受付 ９時～１０時５０分　

子育てサロン　○新橋児童館　　７／２　　○あかつか児童センター　　７／９

興今月のごみの収集日
〈生ごみ・可燃ごみ・プラ容器・剪定枝〉
●可燃ごみ集積所標識のある所　朝８時まで

興今月の救急医療当番
当番時間  17 時～ 9 時（16 時間体制）
※ただし、（　）の日は、１７時～翌日１７時（２４時間体制）となります。
※当直医師などの関係で希望する治療が困難な場合がありますので、
　事前に電話で確認してください。

生ごみ
可燃ごみ

プラ容器 剪定枝 収集地域

毎週
月・木曜日

毎週
金曜日

６日（金）
２０日（金）

松原・野木・野渡・中谷・卯ノ木・
ブルーミングガーデン

毎週
火・金曜日

毎週
水曜日

４日（水）
１８日（水）

丸林東・丸林西・座又・行家・
中之内・御門・北斗・中根

毎週
水・土曜日

毎週
月曜日

２日（月）
１６日（月）

友沼・潤島・若林・佐川野・川田・篠山・矢畑・
新橋東・新橋西・芝山・大塚

※生ごみ・可燃ごみ・プラ容器・剪定枝は祝日も収集します。

名称・時間等 会場 休館日

１日 日

２日 月
健○プレママ・プレパパクラス
（受付9:00～9:15）

保健センター 図○○ホ き○

３日 火
エ○

４日 水
あ○ 新○

５日 木
健○健康相談（9:30～11:30） 新橋西１集会所

６日 金

７日 土

８日 日
野木町消防団夏季点検（8:00～9:10）
健○こどもまつり（10:00～12:00）

町役場駐車場
町公民館

９日 月
図○○ホ き○

１０日 火
エ○

１１日 水

○環人権・行政合同相談（9：00～12：00）
【受付は11：30まで】

健○プレママ・プレパパクラス
（受付9:00～9:15）

ホープ館
（町老人福祉センター）
保健センター

１２日 木

１３日 金

１４日 土

１５日 日

１６日 月
エ○川井郁子 １００年の音楽コンサート
（開場 14:30 開演 15:00）

エニスホール大ホール き○ あ○ 新○

１７日 火 ○ホ エ○

１８日 水

１９日 木

２０日 金
こ○小・中学校終業式 各小中学校

２１日 土

エ○甲斐よしひろ 愛のろくでなしツアー４ 
RockN' Roll Tonight2018 チケット発売
開始（8:00～）

エニスホール

２２日 日
図○こども映画会（14:00～15:30） 図書館

２３日 月
図○○ホ き○

２４日 火
健○４か月児健診（対象児：Ｈ３０．３月生）保健センター エ○

２５日 水

２６日 木
健○８か月児健診（対象児：Ｈ２９．１０月生）保健センター

２７日 金
産○第２７回ひまわりフェスティバル 野木第二中学校南側 図○

２８日 土

産○第２７回ひまわりフェスティバル
○ホ煉瓦窯夏フェスタ
第４３回栃木県消防操法大会（野木町消
防団出場）（9:00～）

野木第二中学校南側
野木町煉瓦窯
宇都宮市消防学校

２９日 日

産○第２７回ひまわりフェスティバル
○ホ煉瓦窯夏フェスタ
住○個人番号カード交付窓口開庁（9:00～12:00）

野木第二中学校南側
野木町煉瓦窯
住民課窓口

３０日 月
健○１歳６か月児健診（対象児：Ｈ２８．１２月生）保健センター 図○○ホ き○

３１日 火
健○３歳児健診（対象児：Ｈ２７．６月生） 保健センター エ○

お子さんが急な発熱やけがで心配なときは…

とちぎ子ども救急電話相談

「＃８０００」
（携帯電話やプッシュ回線以外は、「０２８－６００－００９９」へ）
月曜～土曜日　午後６時～翌朝８時
日曜・祝日　　午前８時～翌朝８時（２４時間）

救急車を呼ぶ？病院に行く？迷ったときは…

とちぎ救急医療電話相談
＜大人（概ね 15 歳以上の方）＞

「＃７１１１」
（携帯電話やプッシュ回線以外は、「０２８－６２３－３３４４」へ）
毎日　午後６時～午後１０時

興救急電話相談　

９日（月）・２３日（月） 潤島・若林・佐川野・川田・篠山・中之内

１０日（火）・２４日（火） 丸林東・座又・行家・御門・矢畑・中根・北斗・中谷

１１日（水）・２５日（水） 丸林西・新橋東・新橋西・芝山・大塚

１２日（木）・２６日（木） 野木・野渡・ブルーミングガーデン

１３日（金）・２７日（金） 友沼・松原・卯ノ木


