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●夜間の急患対応
　大隅広域夜間急病センター
　午後７時～翌日午前７時
　☎ 0994-45-4119

年中
無休

●町内の休日在宅医

（注）下記日程は変更になることもあります。
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農振…農業振興センター
野……野方改善センター
中公…中央公民館
保……保健センター
体……大崎町総合体育館
老……老人福祉センター
共……共済組合

菱……菱田改善センター
持……持留改善センター
中央…中央運動公園
砂……�ビーチスポーツ専

用競技場
大……大丸改善センター
役福…役場保健福祉課

野活…�野方地区活性化セ
ンター

中沖…中沖地区公民館
プ……益丸プール
ふ……ふれあいの里公園
図……大崎町立図書館
大も…大崎ものづくり会館

（注）下記日程は変更になることもあります。

【今月の納税】
住民税２期　     国民健康保険税 3 期　
介護保険料３期  後期高齢者医療保険料３期

【町営住宅空家情報】
８月１日現在空き家は２軒あります。

（ひばりケ丘２）
建設課管理係　☎ 476-1111（243）

人口と世帯数
■人　 口 14,592 人 （＋ 104）
　　男 6,942 人 （－ 3）
　　女 7,650 人 （＋ 107）
■世帯数 7,065 戸 （＋ 90）
●出生　 4 人 ●転入 29 人
●死亡 18 人 ●転出 40 人

平成 24 年７月末現在　対前月比

８月のイベント情報

町政76周年

町のカレンダー
The calendar of the town

豊かな自然が宝物　みんなで紡ぐ結いのまち

月 火 水 木 金 土 日
8/�

●マスターズプロジェクト
　野活 9:15〜11：00
●本の宅配
（町内　午前中）

� �
●スリム会
　保　9:00〜12:00
●農委定例総会
　共��9：00〜

� �
●動脈硬化予防フェア
　中公　8:30〜9:00
（受付）
●中沖夏祭り
　中沖小校庭
　17:00〜21:30
●ふれあいおはなし会
　図　10:00〜

�
●母子手帳発行
役福 9：00〜12：00

�
●マスターズプロジェクト
　大 9:15〜11：00
●育児相談・歯科相談　
　保13:30〜15:00
●農業用廃プラ回収
　（農協野菜選果場）
　9:00〜15:00
●成牛セリ市 大隅　9:30〜

�
●マスターズプロジェクト
　老 9:15〜11：00
●赤ちゃんはっする広場
　保10:00〜11:30
●障がい者巡回相談
　保10:00〜12:00
●子牛セリ市　大隅　9:30〜
（25日まで）

�
●いきいきクラブ
　老 10：00〜11：30
●県民体育大会
　曽於地区結団式　
　中公
　大ホール10:00〜

�
●教育委員会定例会　
　教育長室　10:00〜

�
●特定健診・各種がん検診
　保　7:30〜9:30
　（受付）

�
●特定健診・各種がん検診
　保　7:30〜9:30
　（受付）

�
●特定健診・各種がん検診
　野　7:30〜9:30
　（受付）

�
●マスターズプロジェクト
　老 9:15〜11：00

�
●マスターズプロジェクト
　野活 9:15〜11：00
●赤ちゃんはっする広場
　保10:00〜11:30

�
●いきいきクラブ
　老 10：00〜11：30
●乳児及び産婦健診
　保　12:50〜13:10
（受付）

�
●サマーナイトJazz
   inおおさき
　あすぱる大崎
　17:00〜21:00
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● カヌー教室
　益丸プール
　10:00〜12:00
　14:00〜16:00

2
● カヌー教室
　益丸プール
　10:00〜12:00
　14:00〜16:00

3
●母子手帳交付
役福 9：00〜12：00
●農家相談　農振
　9:00〜13:00
●小中学校始業式

4　
●マスターズプロジェクト
　野活 9:15〜11：00
●こころの集い
　保13:30〜15:00
●本の宅配
（町内　午前中）

5
●マスターズプロジェクト
　老 9:15〜11：00
●大崎町秋季畜産品評会
　9:00〜
　町家畜集合指導センター

6
●いきいきクラブ
　老 10：00〜11：30

7 8 9
●特設人権相談
　野　10:00〜15:00
●普通救命講習会
　体　13:00〜16:00

⓾ �
●マスターズプロジェクト
　老 9:15〜11：00
●育児相談・歯科相談
　保13:30〜15:00

�
●マスターズプロジェクト
　野活 9:15〜11：00
●赤ちゃんはっする広場
　保10:00〜11:30
●障がい者巡回相談
　保10:00〜12:00

�
●いきいきクラブ
　老 10：00〜11：30

�
●つくしんぼ教室
（親子教室）
　保10:00〜11:30

� �
●町職員採用試験

●教育相談
　毎週火曜日　9:00 ～ 16:00　
　中央公民館
●心配ごと相談
　毎週水曜日　9:30 ～ 15:30
　老人福祉センター
●行政相談
　毎月第 4水曜日　9:30 ～ 15:30
　老人福祉センター

資源ゴミ回収
（第３木曜日地区）

資源ゴミ回収
（第 4 木曜日地区）

資源ゴミ回収
（第 1 木曜日地区）

資源ゴミ回収
（第 2 木曜日地区）

今月から外国人登録数を含みます。

中沖夏祭り
●日　時　平成 24 年８月 19 日（日）
　　　　　17:00 ～ 21:30
●場　所　中沖小学校校庭　
●主　催　中沖キッズ地域盛り上げ隊

８月 19 日
休み
８月 26 日
■坂元内科クリニック　   ☎ 471-7055
９月２日
■牧瀬内科クリニック 　  ☎ 477-2121
９月９日
■草野クリニック 　　  　☎ 471-7533
９月 16 日
休み

●23日　13:30〜
　秋ソバさちいずみ
　栽培講習会
　中公


