
 

    

 

  

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

今まで 

発行：沼田町役場 編集：総務財政課広報情報グル－プ 電話：0164-35-2111 

平成２９年１２月１４日発行 第１０１１号（1/３） 

 

 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.numata.hokkaido.jp ﾒｰﾙ soumu@town.numata.lg.jp 

平成３０年度 沼田町職員（看護師）募集について 

防災のしおりの配布について 

今回お送りしました「防災のしおり」は、先般、国において 
洪水浸水想定区域の見直しが行われたことから、「洪水ハザー 
ドマップ」などを更新したものです。 
この「防災のしおり」、「洪水ハザードマップ」は日頃からの 

心構えや行動、災害時のために備えておくべきものなど、非常 
時に役立てていただくための冊子です。 
町民の皆様におかれましては、「防災のしおり」で定期的に 

自分が避難する場所や各種災害時にとるべき行動等をご確認い 
ただき、ご自宅に保管いただくようお願い致します。 

 

■お問合せ 総務財政課総務グループ ☎３５－２１１１ 

■募集人員  看護職  １名 
■応募資格  ①看護師又は准看護師の資格を有する者 
       ②病院又は福祉施設等で看護業務の経験がある者 
■応募方法  下記の書類を、郵送または持参してください 

①履歴書（市販の物で可・写真添付） 
②資格を証明するもの 

■選考方法  書類選考の後、作文・面接試験（面接日は追って通知します） 
■採用・待遇 ①採用予定月日 平成３０年４月１日 
       ②身 分   沼田町職員 
       ③勤務場所   沼田町特別養護老人ホーム旭寿園 
■休暇・勤務時間   

地方公務員法及び沼田町各条例規程による（週休２日と祝日相当日数） 
■給与・手当等 

①給 与 沼田町の規程による 
②昇 給 年１回 
③賞 与 年４．３ヶ月分（６月・１２月） 
④手当等 住宅手当・寒冷地手当・特殊勤務手当（沼田町規程による） 
⑤住 宅 沼田町が斡旋する 

■応募期限  平成２９年１２月２９日（金）必着 
■応募先・お問合せ 
       〒078-2202 沼田町南１条３丁目６番５３号 

総務財政課 担当：一戸 ☎３５－２１２０ 

年末年始の各施設の業務日程のご案内 

 

○→通常業務    →お休みです △→申込があれば可能です 

 
平成２９年１２月 平成３０年１月   

29(金) 30(土) 31(日) 1(月) 2(火) 3(水) 4(木) 5(金) 6(土) 7(日) 8(月) 

役 場 

○      
一部 

開庁     

※役場の業務については休日中、日直（警備員）が対応致します。緊急等必要に応じ、 
職員が対応致します。 
※１月４日（木）は、８：４５～１２：００まで、住民生活課 窓口を開庁します。 
（戸籍、住民票、印鑑証明等手続きを行うことができます） 

ゆめっくる 
9：00 

~17:00 
         9：00 

~17:00 

図書館 
9：30 

~17:00 
         9：30 

~17:00 

町民会館 
9：00 

~17:15 
          

町民体育館 ○        ○ ○ ○ 

高穂スキー場 
10：00 
~16:00 

10：00 
~16:00 

10：00 

~15:00 

※食堂は

休業 

  
10：00 
~16:00 

10：00 
~16:00 

10：00 
~16:00 

10：00 
~16:00 

10：00 
~16:00 

10：00 
~16:00 

あんしん 

センター 

8：30 

~20:00 

9：00 

~17:00 
    

８：30 

~17:00 

８：30 

~17:00 

9：00 

~17:00 

9：00 

~17:00 

9：00 

~17:00 

トレーニング

ルーム 

8：30 

~20:00 

9：00 

~17:00 
    

８：30 

~17:00 

８：30 

~17:00 

9：00 

~17:00 

9：00 

~17:00 

9：00 

~17:00 

町営バス 

◆幌新線  

○ ○ ○ 
全便 

運休 

1・５便 

運休 
1・５便 

運休 ○ ○ ○ ○ ○ 

◆更新線 

○ ○ ○ 
全便 

運休 

１・５・

６便 

運休 

１・５・

６便 

運休 
○ ○ ○ ○ ○ 

◆東予線    
全便 

運休 

全便 

運休 

全便 

運休 

全便 

運休 

全便 

運休 

全便 

運休 

全便 

運休 

全便 

運休 

全便 

運休 

全便 

運休 

全便 

運休 

◆巡回バス   

○ ○ ○ 
全便 

運休 

全便 

運休 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

◆予約制バス   

○           

ゴミ処理場 

◆北空知衛生センター（深川市） 電話 23－3584   

○ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ○ ○ ○ ○ ○ 

◆沼田町資源・ごみセンター（役場裏）   

○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ○ ✕ ✕ 

し尿処理 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 

火葬場 ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

※火葬場については休日に関係なく、その都度状況に応じて対応いたします。 

年末・年始の業務につきましては、下記の通りとなりますので、ご理解とご協力をお願い致します。 



                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

今まで 

北海道後期高齢者医療広域連合からのお知らせ 
広域連合の計画に関する住民意見を募集しています 

北海道後期高齢者医療広域連合は、道内１７９市町村との連携のもと、後期高齢者医療制度
を運営している特別地方公共団体です。 
この度、広域連合では、広域連合と市町村が連携しながら処理する事務について定めた「第

２次広域計画」及び被保険者の健康の保持増進のための「保健事業実施計画」が平成２９年度
末で終了することから、平成３０年度からの新たな計画を策定します。 
この計画の策定にあたり、次のとおり広く住民の皆様からご意見を募集しております。 

 
■募集案件 「北海道後期高齢者医療広域連合第３次広域計画（原案）」 
      「北海道後期高齢者医療広域連合保健事業実施計画（第２期）（原案）」 
 
■募集期間  平成２９年１１月２９日（水）～平成２９年１２月２８日（木）（必着） 
 
■計画（原案）及び募集要領の閲覧方法について 
  北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ(http://iryokouiki-hokkaido.jp)に掲載す
るとともに、保健福祉課 窓口で印刷されたものを閲覧できます。 

  
■お問合せ    
  ・北海道後期高齢者医療広域連合 ☎０１１－２９０－５６０１ 
  ・保健福祉課 保険グループ ☎３５－２１２０ 

歳末特別警戒（強化期間）が始まります 

慌しい年の瀬を迎え、ちょっとした不注意による火災やその他災害の多発が予想されます。 

これらの災害を予防・警戒し、住民生活の安全を守るため歳末特別警戒を実施します。 

 

■強化実施期間 

 平成２９年１２月２５日（月）～３１日（日）まで  

■重点項目 

（1） 火災予防広報及び人命安全対策の普及 

（2） 消防隊の出動体制の強化 

（3） 消防機械器具の整備点検及び消防水利の確保 

 

沼田支署・沼田消防団で強化期間中、次の行事を実施しますので、皆さんのご協力をお願

い致します。 

 

①消防団員による夜間詰所勤務 

・１２月２５日～３０日 ２０：００～２２：００ 

②消防団員による夜間警戒パトロール 

・沼田町全域を車両巡回 

 

■お問合せ 深川地区消防組合沼田支署 予防係 ☎３５－２０５０ 

 

社会福祉協議会臨時介護職員募集について 

■募集人員  デイサービス臨時介護職員 １名 
■応募資格  ①介護福祉士または介護職員初任者（旧ヘルパー2 級） 
       ②普通自動車運転免許所持 
■雇用期間  平成３０年２月 1 日～平成３０年３月３１日 

（平成３０年 4 月以降更新の場合あり） 
■勤務場所  沼田町デイサービスセンター（沼田町暮らしの安心センター） 

沼田町南 1 条 1 丁目 8 番 25 号 
■勤務時間   ８：４５～１７：１５ 7 時間 30 分 
       ※勤務日数、勤務形態は相談に応じます。 
■給  与  月 額 １４５,０００円 
       日 額   ６,９００円 
■手  当  ①資格手当 介護福祉士取得者 ４,０００円（月額） 
             介護職員初任者  ２,０００円（ 〃 ） 
       ②処遇改善一時金（経験年数に応じて） 
■休  日  週休２日（日曜日以外はシフト制） 
■提出書類  ･履歴書（市販の物で可・写真添付） 
        ･資格を証明するもの 
■社会保険等 社会保険、厚生年金、雇用保険加入 
■応募期限  平成３０年１月１５日（月）必着 
■応募先・お問合せ    

〒078-2202 沼田町南 1 条 3 丁目８番２５号 
沼田町社会福祉協議会 担当：谷口 ☎３５－１９９８ 

沼田小学校、沼田中学校は、１２月２３日（土）～１月１６日（火）まで冬休み期間です。 
こども園は、１２月３０日（土）～１月５日（金）までが、休園日です。 

 小・中学校の外出時間は下記の通りとなっており、それ以降は保護者が同伴することになっ
ていますが、カラオケボックス・ゲームセンター・インターネットカフェなどは、保護者同伴
であっても深夜の入場は禁止されています。 
 この時期は雪も多く見通しの悪い所がたくさんあり、交通事故や落雪事故が予想されること
から、ご家庭や地域のみなさんで子ども達が事故にあわないよう注意や指導をお願いいたしま
す。 
また、お年玉などで子どもが多額の現金を持ち歩くことが考えられますが、保護者からお金

の大切さや使い方などのご指導をお願いいたします。 
 子ども達の楽しい冬休みのため、また健やかな成長のため、町民皆さんの温かいサポートを
お願いいたします。 
 

■外出時間 
・小学校   １６：００まで（暗くなる前に） 
・中学校   １８：００まで 

 
 

 
 
 
■お問合せ 沼田町教育委員会・沼田町生徒指導委員会 ☎３５－２１３２ 

冬休みが始まります！ 規則正しい生活をしましょう！ 

16 歳未満のカラオケボックス入場は、小中学生のみでは禁止（保護者同伴の場合は午後 6

時まで）と、日本カラオケボックス連合会の自主規制基準が定められています。 

保護者の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 

http://iryokouiki-hokkaido.jp/
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次のような場合は、忘れずに１２月２９日（金）までに届け出をして下さい。 

届出の対象は、住宅のほか車庫や物置、格納庫、納屋など建物全般です。 

 

①建物を新築または増築したとき → ご連絡下さい。建物の評価に伺います。 

②建物を取り壊したとき     → 家屋滅失の届出をして下さい。 

③建物の所有者が変わったとき  → 所有者変更の届出をして下さい。 

（②と③については、登記をされた方は不要です） 

 

■届出・お問合せ 住民生活課 税務グループ ☎３５－２１１５ 

今年度はインフルエンザワクチンの供給が例年に比べ遅れているため、定期接種・任意接種
ともに平成３０年１月３１日まで接種期間を延長します。 
 ただし、一部医療機関は対象外になりますので留意ください。 
 
■定期接種 
対象者：・６５歳以上 

     ・６０～６４歳未満で心臓・腎臓・呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスにより免
疫に障がいを有する方 

費 用：・７０歳未満の方 １，０００円 
     ・７０歳以上の方 無料 

（生活保護世帯の方・非課税世帯の方は、事前申請いただければ無料です） 
 
■任意接種 
対象者：・生後６か月～６５歳未満（１３歳未満の方は２回接種） 
費 用：・生後６か月～中学生相当の年齢の方 無料 

     ・高校生相当年齢～６５歳未満の方 １，０００円 
     （生活保護世帯の方・非課税世帯の方は、事前申請いただければ無料です） 
 
■平成３０年１月３１日まで接種可能な医療機関 
６か月～  予約不要 深川市立病院、津田こどもクリニック、本間クリニック 
１歳～  要予約  町立沼田厚生クリニック 

小学生～  予約不要 児島医院 
中学生～  予約不要 成田医院 
高校生～  要予約  齊藤整形外科医院、東が丘病院、北海道中央病院、妹背牛診療所 

       予約不要 新雨竜第一病院、秩父別診療所、深川市立多度志診療所 
            深川内科クリニック、北竜町立診療所、吉本病院   
２０歳～  予約不要 深川第一病院  

 
■平成２９年１２月３１日で接種を終了する医療機関（４医療機関） 
たかはし内科消化器内科、中澤歯科整形外科医院、みきた整形外科クリニック、吉田医院 

 
■お問合せ 保健福祉課 健康グループ ☎３５－２１２０ 

冬期間（１２月～２月）の上下水道料金について 

水道凍結にご注意を！  

～本格的な冬を前にご家庭の水抜栓を確認しましょう～ 

日ごとに寒さが増しておりますが、水道の冬支度はお済みですか？ 
本格的な冬を前に、管理されている空家やご家庭の散水栓など、水抜栓で水を落としている

か今一度ご確認下さい。水道管の凍結による漏水修理代金及び水道料金はご本人のご負担とな
りますのでご注意下さい。 
 
もし凍らせてしまったら…下記まで修理を依頼して下さい。 

 
 
 
■お問合せ 建設課 上下水道担当 ☎３５－２１１６ 

１２月から２月までの冬期間、積雪により毎月の水道メーターの検針ができないため、この
期間中の上下水道料金については、各ご家庭で１１月に使用されている水量を基に概算で料金
請求し、３月に検針した時点で超過分の料金を精算させて頂いております。ご希望があれば、
指定の金額で徴収することも可能ですのでご連絡願います。町民皆さまのご理解とご協力をお
願いいたします。 
 
〇料金の納入は便利な口座振込をご利用ください。直接、金融機関（信金・農協・郵便局）に
ご利用の印鑑・通帳を持参していただければ簡単に手続きができます。 
 
■お問合せ 建設課 上下水道担当 ☎３５－２１１６ 

沼田町給水装置指定業者 ㈲松尾住設  ３５－１６７２ 

 家屋（住宅・納屋・車庫等）の届出をお忘れではありませんか？ 

赤ちゃんのベッドからの転落事故に注意！！ 

乳幼児が、就寝時等に大人用ベッドから転落する事故報告が医療機関から消費者庁へと寄せ
られています。 
 ０～１歳の子どもが数十センチ以上の高さの大人用ベッドから転落すると、頭蓋骨骨折や頭
蓋内損傷を受傷することがあります。転落事故防止のため、出来るだけベビーベッドに寝かせ
る、ベビーベッドの柵を上げて使用するなど、乳幼児の寝室の環境に問題は無いか、今一度各
家庭でのチェックをお願いいたします。 
 
■お問合せ 保健福祉課 健康グループ ☎３５－２１２０ 

季節性インフルエンザワクチン予防接種期間を延長します 



平成２９年度狩猟免許試験等の実施について 

北海道小児救急電話相談 
お子さんの急な病気やケガで困った時、お気軽にお電話ください！ 

 
夜間における子どもの急な病気やけがの際、保護者等からの相談に対し、看護師や小児科医

師が電話で助言を行っています。 
 
①対処方法の助言であり、医師による診断治療ではないことをご了承ください。 
②午後７時から午後１１時までは道内の小児科医、看護師が応じ、１１：００から翌朝の８：
００まではコールセンター（道外の小児科医、看護師）が応じます。 

③緊急性のあるお子さんのための電話相談ですので、育児相談はご遠慮ください。 
 
■相談対象者 北海道内に在住、または滞在している子どもの保護者等 
■相 談 の 例 「転んだ！」「頭をぶつけた！」「熱が出た！」 

「様子を見てもいいのかしら？」「すぐに受診した方がいいのかしら？」 
■相 談 時 間 毎日１９：００～翌朝８：００まで 
■電 話 番 号 （０１１）２３２－１５９９［いーこきゅうきゅう］ 
        または、＃８０００［ 短縮ダイヤル ］ 
            ↑ＩＰ電話、ひかり電話、ＰＨＳからはつながりません。 
 
■お問合せ 
・北海道保健福祉部 地域医療推進局 地域医療課 
☎（０１１）２３２－４１１１（内線２５－３２６） 

・北海道深川保健所 ☎２２－１４２１ 

【狩猟試験予備講習】 
■日 時  平成３０年１月２８日(日) ９：００～１６：３０ 
■会 場  旭川市民生活館 住所：旭川市緑町１５丁目 
■受講料  ・第１種、第２種 ７，５００円(テキスト代込み) 

・網 ５，０００円 ・わな ５，０００円 
・第１種または第２種と同時に網、わなを受講 １０，０００円 

■受付期間  平成２９年１２月１９日（火）～平成３０年１月１９日（金） 
 
【狩猟試験】※平成２９年度最後の試験開催となります。 
■日 時  平成３０年２月４日(日) ９：００～ 
■会 場  上川合同庁舎（上川総合振興局） 住所：旭川市永山６条１９丁目１－１ 
■受験料  ・申請手数料  ５，２００円 ※一部免除者 ３，９００円 
      ・医師の診断書 ４，０００円 
■受付期間  平成２９年１２月１９日（火）～平成３０年１月１９日（金） 
 
◎沼田町有害鳥獣対策委員会では、試験受験に係る経費の助成をしております。 
受験希望の方は下記までお問合せください。 

 
■お問合せ 農業商工課 農業振興グループ ☎３５－２１１４ 

 

冬 の道 路 を快 適 にしましょう！ 
北 海 道 開 発 局 ・北 海 道 ・深 川 警 察 署 ・沼 田 町 

１．道路に雪を出さないこと！ 

道路に雪を押し出すことにより、交通渋滞し直接交通事故の原因になることがあり極めて 

危険です。場合によっては道路交通法違反となることがあります。また、大型機械等で道路

わきに雪を積み上げないようご協力ください。 

 

２．道路敷地に物を放置しないこと！ 

除雪車も一般車両も雪の下の物件は見えにくく、事故につながる恐れがありますので、道

路敷地に物を放置しないようご協力ください。 

ごみ等は指定場所に出して下さい。また収集日以外の日は出さないようにしましょう。 

 

３．除雪作業車は危険ですから近寄らないこと！ 

除雪車は作業のため前進後退が繰返されることが多いと共に、雪煙等で視界が悪く、事故

につながるおそれがありますので、絶対に近寄らないでください。また、道路のセンターラ

イン付近を除雪する際に、センターラインを越えて作業する場合がありますので、ご注意く

ださい。 

 

４．除雪作業に支障になる駐車はしないこと！ 

夜間に路上駐車されると作業能率を低下させるばかりでなく、その路線の除雪が不可能と

なります。場合によっては放置物件として強制撤去し、また状況によっては道路交通法違反

となる場合があります。 

 

５．雨水桝及びマンホールに雪の投入はしないこと！ 

道路側溝の雨水桝やマンホールを開けて雪を投入する事は、人が落ちる危険性や交通事故

にもつながる危険な行為です。蓋をあけての雪の投入は絶対やめましょう。 

 

６．路上でのスキー、そり遊びはさせないこと！ 

道路や道路際の雪山でスキーやそり遊びをする事は、事故を誘発する原因となります。そ

のような行為を見かけたときには、みんなで注意し事故の防止に努めましょう。 

 

７．異常気象のときは車を使用しないようご協力を！ 

近年、大雪や猛吹雪等の異常気象で交通障害に見舞われることが多くなっています。通行

不能で路上に置いた車が支障となり除雪できない区間が出て町民生活にも支障がでてきま

す。気象情報に注意し豪雪、暴風雪の日はできるだけ車を使用しないようにしましょう。 

 

８．間口除雪を業者委託されている方へお願い！ 

個人宅の間口除雪をした雪を私有地（空地）や公共用地へ無断で搬入することは、近隣ト

ラブルの原因となりますので、必ず土地の所有者や管理者に許可を得てから搬入するようお

願いいたします。 

 

■お問合せ 建設課 ☎３５－２１１６ 



キップ・定期券は、ＪＲ石狩沼田駅で 
お買い求め下さい。 

祝祭日を除く月～金の 7:20～13:40で販売中です。 

※不在となる時間帯もあります。 

 

平成２９・３０年度自衛官等募集案内 

■自衛官候補生（男女） 
 資 格 日本国籍を有し、採用予定月の 1 日現在 18 歳以上 27 歳未満の男女 
 受付期間 年間を通じて行っております。※採用予定数に達した場合は実施しません。 
 試験期日 平成３０年１月１２日（金）・１３日（土） 
 試験会場 自衛隊旭川地方協力本部（旭川市春光町） 
 
■防衛大学校学生一般（後期） 
 資  格 日本国籍を有し、平成２９年４月１日現在１８歳以上２１歳未満の男女 

（高卒・見込み含む） 
 受付期間 平成３０年１月２０日（土）～１月２６日（金） 
 試験期日 第１次試験：平成３０年２月１７日（土） 
 試験会場 陸上自衛隊札幌駐屯地(札幌市中央区) 
 
■予備自衛官補（一般） 
 資  格 日本国籍を有し、平成３０年７月１日現在１８歳以上３４歳未満の男女 
 受付期間 平成３０年１月９日（火）～４月６日（金） 
 試験期日 平成３０年４月１４日（土）～４月１８日（水）いずれか１日 
 試験会場 陸上自衛隊旭川駐屯地(旭川市春光町) 
 
■お問合せ 自衛隊旭川地方協力本部 南地区隊 ☎０１６６－５４－５６１７ 
      総務財政課 担当：森田 ☎３５－２１１１ 

発行：沼田町役場 編集：総務財政課広報情報グル－プ 電話：0164-35-2111 

平成２９年１２月１４日発行 第１０１１号（３/３） 

 

 

 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.town.numata.hokkaido.jp ﾒｰﾙ soumu@town.numata.lg.jp 

沼田町議会からのお知らせ 

平成２９年第４回定例会が１２月１８日（月）から開催されますので、是非この機会に傍
聴にお越し下さい。なお、本定例会の一般質問は１８日１３：００からを予定しております。 
  
■お問合せ 議会事務局 ☎３５－２１１７ 



 

◆１２月１７日（日） 

歯   科   系…みやこし歯科診療所(滝川市)     ☎０１２５－７５－５３３０ 

内科・外科系…深川市立病院             ☎２２－１１０１ 

◆１２月２３日（土） 

歯   科   系…きたじま歯科クリニック(深川市)  ☎２６－８８８１ 

内科・外科系…深川市立病院            ☎２２－１１０１ 

◆１２月２４日（日） 

歯   科   系…E デンタルクリニック(滝川市)   ☎０１２５－５４－３５１０ 

内科・外科系…深川市立病院           ☎２２－１１０１ 

◆１２月２９日（金） 

歯   科   系…新十津川パンダ歯科(新十津川町) ☎０１２５－５４－３５１０ 

内科・外科系…深川市立病院           ☎２２－１１０１ 

◆１２月３０日（土） 

歯   科   系…杉村歯科医院(深川市)       ☎２２－２３２３ 

内科・外科系…深川市立病院           ☎２２－１１０１ 

◆１２月３１日（日） 

歯   科   系…深川第一病院歯科口腔外      ☎２３－３５１１ 

内科・外科系…深川市立病院           ☎２２－１１０１ 

１２月１４日から１２月３１日までの行事予定 

行事名          時 間   場 所 

１２月１４日（木） スポーツクラブ定期利用   １９：００～ 町民体育館 

１５日（金） フロアカーリング      １０：００～ ふれあい 

       雪合戦教室         １９：００～ 町民体育館 

１６日（土） クリスマスコンサート    １０：００～ ゆめっくる 

１９日（火） 高齢者サロン        １０：００～ 旭町コミセン 

定例行政相談        １２：００～ 町民会館 

２０日（水） 乳幼児健診          １１：４５～ ふれあい 

２１日（木） スポーツクラブ定期利用   １９：００～ 町民体育館 

２２日（金） フロアカーリング      １０：００～ ふれあい 

雪合戦教室         １９：００～ 町民体育館 

   ２３日（土） 高穂スキー場オープン     １０：００～ 高穂スキー場 

          生きがい講座「門松づくり講座」  ９：００～ ゆめっくる 

２５日（月） 脳トレ教室         １０：００～ ふれあい 

２６日（火） 高齢者サロン         １０：００～ 緑町コミセン 

２８日（木） スポーツクラブ定期利用   １９：００～ 町民体育館 

２９日（金） 雪合戦教室         １９：００～ 町民体育館 

日曜・祝日当番医のお知らせ 


