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◆夜間・休日にお子さまの
　　　　　　病気で対応に迷ったら…
⇒小児救急でんわ相談  電話「＃8000」
　　（小児科医師や看護師に電話で
　　　　　　　　相談ができます）
◆急なけがや病気で対応に迷ったら…
⇒救急でんわ相談  電話「＃7119」
　　（看護師が救急車利用の電話
　　　相談を24時間受け付けます）
※明らかに緊急を要する場合は
　すぐに救急車（119番）を呼んでください！

休日当番医
（11㌻に掲載）

坂西内科医院
 ℡52-2025（原山町）

和田医院
 ℡55-1529（歴木）

休日当番医
（11㌻に掲載）

休日当番医
（11㌻に掲載）

休日当番医
（11㌻に掲載）

大牟田市立病院
 ℡53-1061（宝坂町）

大牟田市立病院
 ℡53-1061（宝坂町）

大牟田市立病院
 ℡53-1061（宝坂町）

大牟田市立病院
 ℡53-1061（宝坂町）

大牟田市立病院
 ℡53-1061（宝坂町）

平田小児科内科医院
 ℡52-4195（歴木）

日の出町すぎ病院
 ℡55-3000（東新町）

末吉小児科内科医院
 ℡59-8100（船津町）

大牟田市立病院
℡53-1061（宝坂町）

吉野こどもクリニック
 ℡58-3132（宮崎）

篠塚小児科皮膚科医院
 ℡58-5000（橘）

末吉小児科内科医院
 ℡59-8100（船津町）

大牟田市立病院
 ℡53-1061（宝坂町）

やまかわクリニック
 ℡52-2705（中白川町）

大牟田市立病院
 ℡53-1061（宝坂町）

江の浦医院
 ℡22-5050（江浦町）

こが小児科医院
 ℡53-1150（岬）

和田医院
 ℡55-1529（歴木）

休日当番医
（11㌻に掲載）

やまかわクリニック
 ℡52-2705（中白川町）

吉野こどもクリニック
 ℡58-3132（宮崎）

休日当番医
（11㌻に掲載）

休日当番医
（11㌻に掲載）

休日当番医
（11㌻に掲載）

和田医院
 ℡55-1529（歴木）

１歳６カ月児健診 あたご苑
フッ素塗布
（13:00~13:20 受付、あたご苑）

行政・心配ごと相談
（13:00~16:00 げんきかん）

行政・心配ごと相談
（9:00~12:00まいピア高田）

４カ月児健診 あたご苑

１０カ月児健診 あたご苑

日曜コンサート
（11:30~図書館【瀬高】）

発達相談 
※要予約（9:00~12:00あたご苑）

おはなし会
（14:00~図書館【瀬高・高田】）

母子手帳交付
（10:15~10:30 受付）

心配ごと相談
（13:00~16:00 本郷小学校）

心配ごと相談
（13:00~16:00 げんきかん）

税と使用料の　　
　　　口座振替日

母子手帳交付
（10:15~10:30 受付）

農業委員会総会
（14:00~高田支所会議室）
農地相談
（15:30~ 高田支所会議室）

おはなし会
（14:00~ 図書館【瀬高・山川】）

人権何でも相談所
（13:00~16:00みやま市立図書館）
認知症・高齢者相談会
（13:30~15:30市地域包括支援センター）

日曜コンサート
（11:30~ 図書館【瀬高】）

行政・心配ごと相談
（13:00~16:00 本郷小学校）

３歳児健診 あたご苑

心配ごと相談
（9:00~12:00まいピア高田）

おりがみ相談室
（14:00~ 図書館【山川】）

　　  定 例 行 事・相 談
つどいの広場（あたご苑）
【月～土曜、10:00-16:00】

いきいきライフ教室（げんきかん）
【火・金曜、9:30-11:00】

家庭児童相談室（TEL 64-1566） 
【月～金曜、8:30-17:00】

ヤングテレホンみやま（TEL 63-4000）
【土曜、13:00-16:00】

教育委員会
（14:00~ 山川支所第４会議室）

みやマルシェ
（9:30~11:00JR瀬高駅前）離乳食教室

※要予約（10:00~あたご苑）

おはなし会
（14:00~ 図書館【瀬高】）

広報みやま発行日

広報みやま発行日

献血
（10:00~12:30/13:30~15:30
みやま市役所本庁前）

心配ごと相談
（13:00~16:00 本郷小学校）

献血
（10:00~11:30/12:30~15:30
げんきかん）

献血
（10:00~11:30/12:30~15:30
あたご苑）

成人式
（10:00~まいピア高田）
臼かぶり
（10:00~ 江浦町二の丸・吉原
地区）

幸若舞
（11:30~大江天満神社）

1月の休日当番医は11ページに掲載しています。
…平日時間外小児急患診療（19:00～22:00 ※土曜日のみ14:00～22:00）
　木曜・土曜の大牟田市立病院は協力医療機関の医師が大牟田市立病院に出向いて診療を行います。 

竹飯八幡宮境内竹灯籠奉納
12月31日（17:00~翌午前2:00）
1月1日～5日（17:00~22:00）
（竹飯八幡宮）

みやま市消防出初式
（9:00~ みやま市消防本部）

第１２回みやま市・柳川市
暴力団追放総決起大会
（開場12:45~ 柳川市民会館）

わすれていませんか、「納税」を。
　みやま市では、市税の確保と納期内納税者との公平性を保つため、
滞納者に対して財産（預貯金・給与・不動産・自宅捜索による動産等）
の差し押さえを行い、公売等の強制換価による徴収に力を入れています。

南筑後地区県・市町合同公売会を開催します
■日時　1月18日㈯
　　　  （開場＝午後1時、入札時間＝午後1時30分～午後2時）
■場所　まいピア高田
■出品物　日用品や家電品、インテリア用品など138点
■公売方法
　入札・せり売り（見積価額以上かつ最高価額の人を落札者とします）
■必要なもの
　本人確認できる証明書（運転免許証など）・印鑑・購入代金・委
任状（代理人の場合）
※出品物などの詳細は市のホームページに掲載しています

■注意事項
・入札は、誰でも参加できます。ただし、出品物を差し押さえられた
本人や過去に公売を妨害した人などは参加できません。
・滞納税の完納などにより、出品を中止する場合があります。
・ブランド名や作者名、焼き物の名称などの記載は、本物であること
を保証するものではありません。
・出品物は、未使用であっても中古品扱いで、経年劣化や汚れ、傷
などがある物件もあります。現物をよく確認してください。
・公売物件の見積価額（最低公売価額）は低めに設定しています。
返品はできませんので、注意事項をよく読んで入札してください。

問税務課 収納係（℡64-1537）

実施機関

大川市

みやま市

筑後市

八女市

大木町

広川町

柳川市

品名

腕時計

二層式洗濯機

かびん

芋焼酎

カップセット

ゴルフバッグ

液晶テレビ24型

見積価額（最低公売価額）

600 円

2000 円

500 円

500 円

500 円

7000 円

2000 円

■主な出品一覧

　病気や事故などにより髪を失った人へ、医療用ウィッグ
（かつら）の材料となる髪の毛を提供する活動「ヘアドネー
ション」について知り、がんで他界した自分の祖母も抗が
ん剤治療の際にウィッグを着けていたことを思い出した
森さん。困ったり苦しんだりしている人のために何かした
いと、伸ばしていた自分の髪をカットして寄付。感謝状
カードを受け取り、11月21日、その報告に訪れました。森陽春さん（水上小6年）

ひばり


