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図書館通信
問みやま市立図書館（℡64-1117）
山川市民センター図書館（℡ 67-0401）
まいピア高田図書館（℡ 22-6655）

2 月の休日当番医
市ホームページ

当番医は変更の場合があるため、当日の新聞などで確認ください。問い合わせは各医療機関へお願いします。
【柳川山門医師会】休日当番医診療時間は午前９時〜午後 5 時（救急指定病院は除く）ですが、受診の際は電話で確認
ください。●内科救急指定病院＝長田病院 ( ℡ 72-3501)

【柳川山門歯科医師会】●歯科休日救急診療＝歯科保健センター ( ℡ 74-1333) 診療時間：午前 10 時〜午後 1 時、午後
2 時〜 5 時

【大牟田医師会・歯科医師会】休日当番医診療時間は【内科・小児科・外科】午前 9 時〜午後 6 時、【眼科・歯科】
午前 9 時〜午後 5 時（※ひまわり眼科午前 10 時〜午後 6 時）ですが、受診の際は電話で確認ください。

※県内の在宅当番医は右記 QR コードから「ふくおか医療情報ネット」のホームページをご覧ください。

2 月 27 日㈰
内科 彌富医院 （大） 52-3909

木村内科医院 （大） 51-7680
米の山病院 （大） 51-3311
永江医院 （柳） 72-3146

小児科 米の山病院 （大） 51-3311
外科 米の山病院 （大） 51-3311

ヨコクラ病院 （み） 22-5811
渡辺医院 （み） 63-2911

眼科 米の山病院 （大） 51-3311
歯科 米の山病院歯科 （大） 55-1180

2 月 20 日㈰
内科 辻クリニック （大） 55-2481

兼行病院 （大） 54-0055
ヨコクラ病院 （み） 22-5811
松尾医院 （柳） 72-2842

小児科 辻クリニック （大） 55-2481
二宮医院 （柳） 73-2600

外科 木村整形外科医院 （大） 59-8205
ヨコクラ病院 （み） 22-5811
柳川ツジ医院 （柳） 72-1122
一般財団柳川病院 （柳） 72-6171

眼科 小野眼科医院 （大） 52-7705
歯科 中尾歯科 （大） 56-6776

2 月 23 日㈷
内科 西村クリニック （大） 54-5457

くさかべ病院 （大） 58-1234
杉循環器科内科病院 （大） 56-1119

小児科 江の浦医院 （み） 22-5050
小児科・内科 古賀医院 （柳） 72-2207

外科 永田整形外科病院 （大） 53-3879
江の浦医院 （み） 22-5050
石橋眼科医院 （み） 62-2688
くろだ整形クリニック （柳） 72-1111

歯科 永井歯科クリニック （大） 43-3595

（み）みやま市立図書館　（山）山川市民センター図書館　（高）まいピア高田図書館※TRC週刊新刊全点案内より

開館時間（全館）：午前10時～午後6時

※最新の開館状況およびイベント情報は、図書館ホームページを確認ください。
2月の休館日：7日㈪、14日㈪、21日㈪、24日㈭、28日㈪
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2 月 11 日㈷
内科 西山醫院 （大） 56-5111

南大牟田病院 （大） 57-2000
杉循環器科内科病院 （大） 56-1119

小児科 友永医院 （大） 52-2523
小児科・内科 幾嶋医院 （柳） 73-3411

外科 堀整形外科麻酔科クリニック （大） 52-8065
ヨコクラ病院 （み） 22-5811
前原整形外科・リハビリクリニック （み） 63-2040
やながわ星子クリニック （柳） 72-0835

眼科 まつお眼科 （大） 55-3088
歯科 永江歯科 （み） 22-5020

2 月 13 日㈰
内科 梶原クリニック （大） 56-4818

松岡医院 （大） 53-3838
済生会大牟田病院 （大） 53-2488
きくち胃腸科内科クリニック （み） 63-2223

小児科 平田小児科内科医院 （大） 52-4195
ほほえみクリニック （み） 62-5050

外科 済生会大牟田病院 （大） 53-2488
大牟田天領病院 （大） 54-8482
藤吉クリニック （柳） 74-4025

眼科 諸岡眼科医院 （大） 51-9100
歯科 山下歯科 （大） 52-8798

2 月 6 日㈰
内科 小野胃腸科内科医院 （大） 54-7237

野村萬里クリニック （大） 50-0202
大牟田中央病院 （大） 53-5111
たなか皮ふ科クリニック （み） 63-4112
長田病院 （柳） 72-3501

小児科 末吉小児科内科医院 （大） 59-8100
辻小児科・アレルギークリニック （柳） 32-9898

外科 大牟田中央病院 （大） 53-5111
永田整形外科病院 （大） 53-3879
大城医院 （柳） 73-2427

眼科 ふくやま眼科医院 （大） 50-1666
歯科 石井歯科 （大） 58-6666

※たなか皮ふ科クリニックは、精神科・心療内科のみ対応可能
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まいピア高田図書館（高田館）
▶おはなし会（5日） 午前11時～11時40分

一般　スポーツよもやま話
児童　つよいぞ！おにのおはなし

特設コーナー

山川市民センター図書館（山川館）
▶おりがみ相談室（12日） 午後2時～3時
▶おはなし会（19日） 午後2時～2時30分

一般　いろんな景色を見よう
絵本　気分はパティシエ

特設コーナー

おりがみ教室（山川館）
初級から中級者向けの教室です。おりがみで花のくすだまを作って
みませんか？（2月より各図書館で作品の見本を展示します）

※所蔵していない本は、リクエストでできるだけお応えしていきます。お気軽にお尋ねください。

みやま市立図書館（瀬高館）

▶おはなし会（5・12・19・26日） 午後2時～2時20分
▶図書館ピアノ（13・27日） 午前11時30分～11時50分
特設コーナー 一般　お金の困った！読んで解決

児童　おいしい おはなし

▶冬の雑誌ふろく抽選会
瀬高館で購読している雑誌のふろくを抽選でプレゼントしま
す。応募券配布期間中（2月1日㈫～13日㈰）に瀬高館で資
料を貸出すると、応募券がもらえます(1日1枚まで)。
応募手順など詳しくは館内ポスター・チラシをご覧ください。

応募期限　2月27日㈰
抽選発表・受け渡し期間　3月4日㈮～31日㈭

▶作品　花くすだまのトピアリー
▶開催日時　2月23日㈷午後2時～3時30分
▶定員　先着10人
▶申込方法　2月5日㈯午前10時～、山川館カウンターおよび電話で申し込み

※電話を含み、山川館でのみ申し込みを受け付けます。

ぼくの頭のなかは、おすしのことばかり。おすしのダ
ジャレを連発したり、魚を見ればおすしを思い浮かべ
たり。将来の夢はもちろんすし職人で…。おすしが大
好きなぼくの爆笑妄想ストーリー。

おすしがすきすぎて
サトシン／作、田中 六

ろくだい

大／絵
（学研プラス）

絵本（高）

そろそろ寝る時間。5人兄妹のこぶたたちは、そろってベッ
ドに入ると、どんな夢をみようか考えて…。夢を見るの
が楽しみになる、おやすみ前にぴったりの絵本。

こんやはどんなゆめをみる?
工藤 ノリコ／作

（学研プラス）

絵本（高）

生理のはなし
～おとなも子どもも知っておきたい新常識～
高橋 怜

れ な

奈／監修、のはら あこ／漫画
（主婦と生活社）

女性の人生のなかで、約 40 年もの付き合いになる生理。
初めての生理から閉経まで、生理と上手に付き合ってい
く方法を、マンガと Q&A でわかりやすく解説する。

児童（山）

ブラジルの子どもの元にはワニの顔をしたクカが、ドイツ
の子どもの元には小人の姿のザントマンが。あなたの元
にはどんな怖いモノがやってきてほしい ? 一話読みきり
のホラー版ショートショート。

3分後にゾッとする話8～魔物ミュージアム～
野宮 麻

あ さ み

未、怖い話研究会／著、マニアニ／絵
（理論社）

児童（山）

Web 選考にはしっかりとした準備が必要。人事・採用フ
ローを知り尽くした社労士が、自己 PR 動画の作り方や、
Web 面接突破のコツなどを解説する。就活に役立つ心
理学も紹介。

Web選考は「準備」が9割!
田中 亜矢子／著

（自由国民社）

一般（み）

源頼朝の死後、即位した 2 代将軍・頼家。若き将軍を補
佐する名目で敷かれた、13 人の合議制だったが…。鎌倉
13 人衆について、ビジュアル資料でわかりやすく解説する。

日本中世史最大の謎!鎌倉13人衆の真実
本郷 和

か ず と

人／著
（東京：宝島社）

一般（み）


