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休館日のお知らせ

休館日　1日㈪、8日㈪、15日㈪、22日㈪、25日㈭、29日㈪
▶8月の休館日

※最新の開館状況とイベント情報は、図書館ホームページを確認ください。

（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

8月のイベント・特設コーナー

みやま市立図書館（瀬高館）
▶赤ちゃんおはなし会（6日） 午前11時～11時15分
▶おはなし会（6・13・20・27日） 午後2時～2時20分
▶図書館ピアノ（14・28日） 午前11時30分～11時50分

特設コーナー 一般　no more war
児童　へいわとせんそう

▶夏休み子どもガチャガチャ抽選会（20・21日）
瀬高館で1日5点以上借りると、こども向け雑誌の付
録が当たるガチャガチャに参加できます。
※小学6年生までの児童が対象
※参加は1日1回まで
※景品がなくなり次第終了します

8 月 7 日㈰
内科 西内科循環器科医院 （大）53-8341

大牟田中央病院 （大）53-5111
いまいずみ内科・脳神経内科 （み）22-2255
つつみ内科・皮ふ形成クリニック （柳）75-3578

小児科 井上内科クリニック （大）52-4602
ほほえみクリニック （み）62-5050

外科 大牟田中央病院 （大）53-5111
ヨコクラ病院 （み）22-5811
石橋眼科医院 （み）62-2688
あだち医院 （み）63-2677

眼科 佐藤眼科 （大）55-1100
歯科 よしみ歯科 （大）53-4308

8 月 11 日㈷
内科 くにさき内科胃腸科医院 （大）59-0775

南大牟田クリニック （大）57-3300
杉循環器科内科病院 （大）56-1119

小児科・内科 幾嶋医院 （柳）73-3411
小児科 篠塚小児科皮膚科医院 （大）58-5000
外科 松島整形外科医院 （大）52-7315

永田整形外科病院 （大）53-3879
やながわ星子クリニック （柳）72-0835
くろだ整形クリニック （柳）72-1111

眼科 ふくやま眼科医院 （大）50-1666
歯科 やまもと歯科 （大）52-0030

8 月 14 日㈰
内科 西山醫院 （大）56-5111

村尾在宅クリニック （大）85-0401
済生会大牟田病院 （大）53-2488

小児科・内科 入江内科小児科医院 （み）62-3552
小児科 やまかわクリニック （大）52-2705
外科 大牟田天領病院 （大）54-8482

済生会大牟田病院 （大）53-2488
阿久根眼科医院 （柳）72-3376
一般財団柳川病院 （柳）72-6171

眼科 大牟田市立病院 （大）53-1061
歯科 あつさか歯科クリニック （大）51-1620

やすまる歯科診療所 （み）67-1782

8 月 15 日㈪
内科 むとう内科クリニック （大）41-9610

たくまクリニック （大）85-0581
南大牟田病院 （大）57-2000

小児科 原循環器科内科医院 （大）57-3301
外科 藤本整形外科医院 （大）52-7202

永田整形外科病院 （大）53-3879
眼科 大牟田市立病院 （大）53-1061
歯科 アルファ歯科 （大）85-8733

藤田歯科医院 （み）62-2195

8 月 13 日㈯
内科 小野胃腸科内科医院 （大）54-7237

野田萬里クリニック （大）50-0202
米の山病院 （大）51-3311

小児科 米の山病院 （大）51-3311
外科 吉田クリニック （大）53-6103

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

庄山歯科医院 （み）62-3337

8 月 21 日㈰
内科 坂本内科医院 （大）51-3200

西村クリニック （大）54-5457
ヨコクラ病院 （み）22-5811

小児科・内科 田中内科医院 （み）63-8511
小児科 吉野こどもクリニック （大）58-3132
外科 大津胃腸科肛門科クリニック （大）56-0292

ヨコクラ病院 （み）22-5811
こにし眼科 （柳）75-4110
ヤナガワ整形外科 （柳）85-7455

歯科 平山歯科 （大）52-5192

8 月の休日当番医

8 月 28 日㈰
内科 松岡医院 （大）53-3838

梶原クリニック （大）56-4818
兼行病院 （大）54-0055
甲斐病院 （柳）73-1217
長田病院 （柳）72-3501

小児科 こが小児科医院 （大）53-1150
辻小児科・アレルギークリニック （柳）32-9898

外科 永田整形外科病院 （大）53-3879
村上整形外科スポーツクリニック （み）22-6555
大鶴脳神経外科 （み）64-4130

眼科 まつお眼科 （大）55-3088
歯科 くさの歯科 （大）53-0488

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　※8/13～8/15は休みのため当番医まで。

【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「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。http://www.fmc.fukuoka.med.or.jp

新着図書 ※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。

忍者に結婚は難しい
横関 大／著

（講談社）

伊賀と甲賀。消えたはずのライバル忍者一族は、令和の
今も人知れず暗躍していた。悟郎と蛍はお互い忍者だと
知らずに結婚したが、いまや離婚寸前。そんなある日、
伊賀系の大物政治家が暗殺され…。

一般（み）

熱烈ビールマニアによるビアガイド。「ビールはどうやっ
てできるの ?」「クラフトビールはどれがおいしいの ?」と
いった疑問に答え、おつまみとのペアリングや、家ででき
るおいしい飲み方、古今東西のビールの知識などを紹介。

うまいビールが飲みたい!
最高の一杯を見つけるためのメソッド
くっくショーヘイ／著

（リトルモア）

一般（み）

お天気クイズにチャレンジしてお天気マスターをめざそ
う ! 「てるてる坊主のモデルは ?」「エルニーニョってどん
な意味 ?」など、世界の天気とふしぎな現象、外国のこ
とわざのクイズ 50 問を収録する。

気象予報士に挑戦!お天気クイズ　4
勝丸 恭子／作

（小峰書店）

児童（山）

となりの家に男の子が引っ越してきた。女の子は、友だ
ちになりたいと思って何度もあいさつするけれど、男の
子は知らんぷり。やっと気づいたと思ったら、変なしぐさ
をして…。手話を表したイラストも掲載。

ともだち
くすのき しげのり／作、よしむら めぐ／絵

（小学館）

絵本（高）

山川市民センター図書館（山川館）
▶おりがみ相談室 ※8月は中止します
▶おはなし会（20日） 午前11時～11時30分

一般　背筋がつめたくなる本
児童　のぞいてみよう 水の中

特設コーナー

▶夏休み子ども上映会（場所：山川市民センターホール）
13日㈯

午後3時～ ふしぎ駄菓子屋 銭天堂1（90分）
午前11時～ 映画すみっコぐらし～とびだす絵本とひみつのコ～（66分）

14日㈰

午後3時～ ふしぎ駄菓子屋 銭天堂2（90分）
午前11時～ 奇跡のパンダファミリー～愛と涙の子育て物語～（49分）

まいピア高田図書館（高田館）
▶おはなし会（6日） 午前11時～11時40分

一般　戦いの歴史から学ぶ
児童　なつがきた！

特設コーナー

▶夏休みアニメ上映会（場所：まいピア高田会議室3-1、3-2）
6日㈯

午後3時～ 忍たま乱太郎の宇宙大冒険withコズミックフロ
ント☆NEXT 地球の段◆はやぶさ2の段（50分）


