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6.1

６月は山地災害防止月間・土砂災害防止月間です。避難場所、避難経路を確認しましょう。
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受付時間　内科と外科　８時～11時30分

▷内科　新患のみ受付：月曜日は１診

(第１・３週)、２診・４診(第２・４

週)、火曜～金曜日は１診／その他の

外来：再診専門

▷外科　月曜は10時から診療

▷整形外科　受付８時～10時30分まで

▷眼科　火曜は手術のため、受付８時～

　　　11時まで

▷耳鼻咽喉科　水曜・金曜

　　　　13時30分～15時30分まで

▷歯科　全て予約制

受付方法

▷初めての方、診察券をお持ちでない方

は申込用紙を記入して保険証などと一

緒に受付１番窓口へ提出

▷診察券をお持ちの方は保険証などと一

緒に受付１番窓口へ提出

予約方法　

▷再来予約の方は直接予約してある科へ

※初診扱いの方の予約受付はしていません。

▷予約以外にも受診したい科があるとき

は受付１番窓口へ申し出ください。

　次回からの予約は診療科の看護師に相

　談ください。

▷予約の変更をするときは、なるべく午

後に診療科へ直接電話で相談ください。

医療相談　坂町病院には医療相談室があ

ります。各種申請・施設利用希望な

ど、お気軽に何でもご相談ください。

　詳しくは、診療科の看護師または受付

窓口へ問い合わせください。

患者様の声　より良い医療サービスを提

供できるよう、「患者様の声」の投書

箱を設置しています。日ごろ感じてい

るご意見をお寄せください。

専門外来　ストーマ外来は外科に、

　フットケア外来と透析予防外来は内科

にご確認ください。

問い合わせ　

　県立坂町病院☎62－3111

　糖尿病は、初期には無症状ですが、血

糖コントロールが悪い状態で何年も放置

しておくと失明や透析が必要になること

もある怖い病気です。

　坂町病院では、糖尿病の教育入院を平

成８年から実施しています。

　この機会に糖尿病の知識を身に付けて

みませんか。

糖尿病教育入院Ａ

(スタンダードコース：５泊６日)

▷令和元年度スケジュール

　(全て日曜から金曜まで)

 ５/12～17・６/９～14・７/７～12

９/８～13・10/６～11・11/24～29

２/２～７・３/８～13

糖尿病教育入院Ｂ

(ショートコース：２泊３日(金～日)) 

▷スケジュールは問い合わせください

問い合わせ・申し込み先　

　県立坂町病院☎62－3111

糖尿病教育入院者募集

県立坂町病院外来診療のご案内 令和元年６月１日現在

階 月 火 水 木 金

内　　科

整　形　外　科

眼　　　　　科

１　診
【総合診療外来】

第1・3週 
近 幸吉

姉﨑　一弥 姉﨑　一弥

田邊　靖貴

島津　　翔

五十嵐　仁

関根　輝夫 丹呉　益夫

鈴木　　薫

近　　幸吉 新潟大学【循環器】

今田　研生今田　研生

新潟大学

今田　研生

新潟大学

今田　研生

第1～4週 今田 研生

毎　週　嶋　俊郎
第２週　渡部和敏
第４週　三輪　仁

（新発田病院）

今田　研生
（予約制）

今田　研生
（予約制）

新潟大学

今田　研生

新潟大学 新潟大学

関根　輝夫鈴木　　薫 丹呉　益夫 島津　　翔

杉山　幹也14:00～

安斎　博隆13:30～
【消化管】
再来予約のみ

新潟大学【循環器】

新潟大学10:00～

新潟大学

新潟大学

鈴木　　薫

新潟大学

新潟大学

冨田　　広冨田　　広

第２・４週　冨田

冨田　　広

第１週　鈴木薫
ペースメーカー

外来

五十嵐　仁 
10:00～

島津　　翔

鈴木　　薫

島津　　翔

鈴木　　薫

近　　幸吉10:00～近　　幸吉10:30～

冨田　　広

五十嵐　仁

補綴Ⅰ
(義歯)

保存Ⅱ 
(歯冠修復)
(歯周病治療)

保存Ⅰ 
(歯内療法)

補綴Ⅱ
(歯冠修復)

口腔外科
(抜歯)

上田 　潤
受付11:00まで

中野里絵子
(新潟大学)

２　診

１　診
２　診

３　診

４　診

５診(場所は眼科)

乳児健診 13:30～

ストーマ外来 10:00～

喘息外来 14:00～

予防接種 13:30～

小児科

フットケア外来

耳鼻咽喉科(午後)

皮　膚　科(午前)

泌 尿 器 科(午前)

歯科(日本歯科大学)

人 間 ド ッ ク※

外　　　　　科

五十嵐　仁13:10～
糖尿病透析予防外来

再来予約のみ

【肝臓】
再来予約のみ

予約のみ 予約のみ

【内科新患】
第2・４・５週9:30～
【内科再来予約のみ】
第１・３週9:30～

新潟大学
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日 曜 行　事　予　定

６月

日 曜 行　事　予　定

村民親善野球大会(8:00～、スポーツ公園野球場) 

郡市ポンプ操法競技会(12:30～、神林農村環境改善センター)

国民文化祭、全国障害者芸術文化祭100日前イベント
 (アオーレ長岡アリーナ)

乳児相談（4、5か月児）(受付13:10～13:30、保健センター）

健康相談日（11：00～13：30、保健センター）

関川村フレイル教室2019
(10:20～11:45、光兎子ども館、女川・川北・湯沢)

特設人権相談(9:00～12:00、むつみ荘)

１歳６か月、３歳児健診（受付12:50～13:30、保健センター）

関川村議会６月(第４回)定例会議（10:00～、役場３階議場）

くらしの行政相談(行政相談員)(9:30～11:30、社会福祉センター)

関川村議会６月(第４回)定例会議（15:30～、役場３階議場）

こころの健康相談会（10：00～12：00、村上保健所）

第19回歌とおどりの祭典(開演9:30～、村民会館大ホール）

歯科講演会(13:30～14：30、の～む)

４施設合同運動会(10:30～14:30、パルパーク神林)

関川村フレイル教室2019 (10:20～11:45、村民会館大ホール、

下関・上関・四ヶ字・霧出・七ヶ谷・九ヶ谷)

関川村議会６月(第４回)定例会議（10:00～、役場３階議場）

婦人がん(子宮頸がん・乳がん)検診（保健センター）

※午前　霧出・湯沢　　午後　下関・七ヶ谷

(子宮頸がん　午前 受付８:50～９:30、午後 受付12:30～13:20）

(乳がん　　　午前 受付９:40～10:30、午後 受付13:30～14:30）

関川村議会６月(第４回)定例会議（10:00～、役場３階議場）

すくすくおかず作り講習会(10:00～11：30、保健センター)

関川村戦死病没者合同慰霊祭（10:30～、村民会館大ホール）

[父の日]
第46回ＵＰ・ＤＯＷＮ関川マラソン大会
（開会式8:30～、せきかわふれあいど～む）

荒川水防訓練(９:30～、荒川左岸小見橋下流河川敷)

休日労働相談会(13:00～16：30、新潟地域振興局)

ゆ～む休館日
関川村フレイル教室2019
(10:20～11:45、光兎子ども館、女川・川北・湯沢)

健康相談日（11：00～13：30、保健センター）

関川村議会議員一般選挙立候補予定者説明会
(13:30～、役場大会議室)

胃がん・大腸がん検診（～７月７日まで　日曜除く、

※時間と場所については6月15日号お知らせ版に掲載します）

関川村フレイル教室2019 (10:20～11:45、村民会館大ホール、

下関・上関・四ヶ字・霧出・七ヶ谷・九ヶ谷)

[夏至] 

シナイモツゴ勉強会(9:00～12：00、七ケ谷ふるさと会館) 

わぁ～むカフェ（10:00～12:00、ふれあいの家） 

特設人権相談(9:00～12:00、女川地区ふるさと会館)

なごみカフェ(10:00～11:30、垂水の里)

婦人がん(子宮頸がん・乳がん)検診（保健センター）

※午前　四ヶ字・九ヶ谷・川北　午後　上関・女川

(子宮頸がん　午前 受付８:50～９:30、午後 受付12:30～13:20）

(乳がん　　　午前 受付９:40～10:30、午後 受付13:30～14:30）

女性の健康相談会（13：30～16：00、村上保健所）

１ 土

２ 日

３ 月

４ 火

５ 水

６ 木

７ 金

８ 土

９ 日

10 月

11 火

12 水

13 木

14 金

15 土

７月

20 木

18 火

17 月

16 日

19 水

21 金

22 土

23 日

24 月

25 火

26 水

27 木

28 金

29 土

30 日

１ 月

２ 火

３ 水

４ 木

５ 金

●上映作品　「10ぴきのかえるのなつまつり」
●上映日　７月６日(土)
●時　間　10:00～10:40
●入場料　無料　
●定　員　80人（先着順）

プラネタリウムものがたりシアター

情報ひろば
村上市教育情報センター

TEL５３－７５１１

太極拳教室（10:00～11:30、村民会館大ホール）※第１月曜休み
毎週
月曜

電話予約による証明書の夜間受け取り(開庁日のみ)
(予約時間８:30～17:00、受取時間17:30～21:00、役場警備員室) 

毎週
木曜

◆毎週の予定◆　※祝日の場合はお休みです。

せきともクラブ（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

健康教室「ズンバゴールド」
（昼の部９:30～10:20、夜の部19:30～20:30、村民会館大ホール）

健康教室「骨盤体操」(10:30～11:30、村民会館大ホール)

バドミントンサークル（19:00～、村民会館アリーナ）

電話予約による証明書の夜間受け取り(開庁日のみ)
(予約時間８:30～17:00、受取時間17:30～21:00、役場警備員室) 

毎週
火曜

カレンダー ６月１日　７月５日


