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8 月
2022（令和 4）年

広報みやま発行日

山の日

食育の日

休日当番医

献血
（10:00~11:30 道の駅みやま、
13:30~15:30農村環境改善センター）

税と使用料の口座振替日

休日当番医

休日当番医

休日当番医

休日当番医

和田医院
℡ 55-1529（歴木）

やまかわクリニック
℡ 52-2705（中白川町）

江の浦医院
℡ 22-5050（江浦町）

大牟田市立病院
℡ 53-1061（宝坂町）

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）

こが小児科医院
℡ 53-1150（岬）

和田医院
℡ 55-1529（歴木）

日の出町すぎ病院
℡ 55-3000（東新町） 休日当番医 吉野こどもクリニック

℡ 58-3132（宮崎） 休日当番医

和田医院
℡ 55-1529（歴木）

篠塚小児科皮膚科医院
℡ 58-5000（橘）

大牟田市立病院
℡ 53-1061（宝坂町）

大牟田市立病院
℡ 53-1061（宝坂町）

末吉小児科内科医院
℡ 59-8100（船津町）

江の浦医院
℡ 22-5050（江浦町）

和田医院
℡ 55-1529（歴木）

坂西医院 内科・小児科
℡ 52-2025（原山町）

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）

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）

和田医院
℡ 55-1529（歴木）

やまかわクリニック
℡ 52-2705（中白川町）

教育委員会
（10:00~山川支所大会議室）

心配ごと相談
（13:00~16:00 旧上庄小学校）

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）

行政・心配ごと相談
（13:00~16:00 旧上庄小学校）

献血 みやま市役所本庁
（10:00~12:30、13:30~15:30）

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

いきいきライフ教室（げんきかん）
 【火・金曜、9:30-11:00】

つどいの広場（あたご苑） 【月～土曜、10:00-16:00】
※ 8/13 ㈯、15 ㈪はお休みします

　問市社会福祉協議会（22-5000）

◆夜間・休日に子ども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。

心配ごと相談
（13:00~16:00 旧上庄小学校）

行政・心配ごと相談
（13:00~16:00 げんきかん）

ヤングテレホンみやま
（13:00~16:00、℡ 63-4000）

ヤングテレホンみやま
（13:00~16:00、℡ 63-4000）

ヤングテレホンみやま
（13:00~16:00、℡ 63-4000）

ヤングテレホンみやま
（13:00~16:00、℡ 63-4000）

カヌー教室
（17:00~19:00矢部川松原堰上流）

レインボー九州少年ソフトボール大会
（8:15~ 開会式 ：まいピア高田 /
試合会場：高田農村運動広場他）

親子ふれあい教室「ふたば」
※要予約（10:00~11:30あたご苑） ４か月児健診 あたご苑

母子健康手帳交付
（10:15~10:30 受付）

1 歳 6 か月児健診 あたご苑

親子ふれあい教室「ふたば」
※要予約（10:00~11:30あたご苑）

母子健康手帳交付
（10:15~10:30 受付）

３歳児健診 あたご苑

発達相談
※要予約（9:00~12:00あたご苑）

10 か月児健診 あたご苑レインボー九州少年ソフトボール大会
（9:00~：高田農村運動広場）

心配ごと相談
（9:00~12:00まいピア高田）

赤ちゃんおはなし会
（11:00~ 図書館 【瀬高】）
おはなし会
（11:00~ 図書館 【高田】、

14:00~ 図書館 【瀬高】）

おはなし会
（14:00~ 図書館 【瀬高】）

おはなし会（11:00~図書館 【山川】、
                    14:00~図書館 【瀬高】）

おはなし会
（14:00~ 図書館 【瀬高】）

図書館ピアノ
（11:30~ 図書館 【瀬高】）

図書館ピアノ
（11:30~ 図書館 【瀬高】）

8月の休日当番医は、14㌻に掲載しています。
…平日時間外小児急患診療

（午後 7 時～午後 10 時 ※土曜のみ午後 2 時～午後 10 時）
木曜・土曜の大牟田市立病院は、協力医療機関の医師が
診療を担当します。 

　広報に掲載している記事は7月25日時
点で作成しています。掲載している内容
は、新型コロナウイルスの影響で変更に

農業委員会総会
（13:30~ 市役所本庁大会議室）

特設人権相談所
（13:00~16:00まいピア高田）
認知症・高齢者相談会
※要予約（13:30~市地域包括支援センター）

みやま山んこ川んこ夏祭り
（17:00~JA 山川選果場前）

第４回みやま市芸能文化フェスティバル
（9:45~ まいピア高田）

市内小中学校に学校閉庁日を設けます
問学校教育課 学校教育係（℡32-9026）

　「学校における働き方改革」の取り組みとして、教職員の長時間勤務の改
善、心身の健康増進および休暇取得の促進を進めています。学校閉庁日は
学校に職員がいません。部活動も原則実施しません。
■学校閉庁日　8月12日㈮、15日㈪、16日㈫、12月28日㈬、令和5年1月4
日㈬、5日㈭
■学校閉庁日の緊急連絡先　みやま市教育委員会 学校教育課（℡32-
9026。平日午前８時30分～午後５時）
※休日夜間＝みやま市役所当直室（℡63-6111）

マイナンバーカード交付申請書が送付されます
問市民課 住民係 マイナンバー専用（℡88-9737）

　マイナンバーカードをまだ持っていない人に、国の委託機関より７月下旬か
ら９月上旬にかけて、マイナンバーカード交付申請書が送付されます。
※今年の２月頃に後期高齢者医療広域連合から交付申請書が届いている
人には送付されません。
■申請場所　みやま市立図書
館、市民課 住民係、各支所 市民
サービス係（郵送での申請や、ＱＲ
コードを読み取ることでスマートフォ
ンなどからの申請も可能です）
■持ってくるもの　マイナンバーカード交付申請書、本人確認できるもの（運
転免許証、保険証など）

　7月5日、（写真左から）一丸美次さん、久保田匠さん、長喬治さんが自
衛官募集相談員として委嘱されました。募集相談員は、自衛官募集の広
報活動を行います。
問自衛隊福岡地方協力本部 大牟田地域事務所（℡0944-52-3810）

自衛官募集相談員を委嘱しました

なる場合がありますの
で、市ホームページなど
で確認してください。


