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11月4日、興味を持ったテーマを図書館で調べ、まと
めた作品を応募する「？に挑戦する調べる学習コン
クール」の表彰式が行われました。市内小中学生が応
募した中から、4人の作品が教育長賞を受賞。教育長
賞などの作品は、全国コンクールに出品されました。

図書館を活用し気になることを探求

10月26日、総合市民センターでみやま市防災協会
設立50周年記念式典が開催されました。大塚直会長
は「行政・市民・事業所が一体となり防災への取り組
みを進め、災害に強いまちづくりにつなげたい」とあ
いさつされました。

防災への決意を新たに

11月6日、市消防団岩田分団の格納庫に施された
シャッターアートのお披露目会が行われました。消
防団と地域の関係づくりや、岩田小の児童たちの思
い出にと企画され、同小の全校生徒100人が描いた
「好きな花」のイラストがちりばめられています。

消防団とつなぐ地域の輪

10月26日、JAみなみ筑後より75型キャスター台車付きテ
レビ１台が寄贈されました。テレビは総合市民センターに
設置され、通常時に加え災害時の避難者の情報収集手段
としても活用されます。吉田昭組合長は「市民の憩いの場
となるように活用してほしいです」とあいさつされました。

JA みなみ筑後より75型テレビを寄贈

11月11日、森田理
りの あ
愛さん（東山中１年、中央）と井上

未
みはる
晴さん（瀬高町）が第1回アジアダンス大会への出場
を教育長に報告しました。2人は団体部門に出場し、
中学生の部、大学生・一般の部で予選会を突破。「優勝を
目指して、全力で楽しみたいです」と決意を語りました。

国際的なダンスイベントに出場

10月21日、地域や家庭の協力を得て、開小学校の児
童59人が地域ウォークラリーに参加しました。この学
習では、閉校前に「自分たちの地域の良いところを再
発見する」ことを目的に、自然・文化・干拓の3コース
に分かれて、地域ならではの体験活動をしました。

地域の魅力を再発見「地域ウォークラリー」
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12月 11日㈰
内科 重藤内科外科 （大）57-2211

丸山内科呼吸器科医院 （大）51-2395
済生会大牟田病院 （大）53-2488

小児科 中山内科・小児科医院 （大）58-0025
小児科・内科 田中内科医院 （み）63-8511
外科 大牟田天領病院 （大）54-8482

済生会大牟田病院 （大）53-2488
石橋眼科医院 （み）62-2688
くろだ整形クリニック （柳）72-1111

眼科 諸岡眼科医院 （大）51-9100
歯科 浜崎歯科クリニック （大）43-1000

12 月 25日㈰
内科 トヨマス内科 （大）54-4747

村尾在宅クリニック （大）85-0401
米の山病院 （大）51-3311
わたなべ内科クリニック （柳）72-1636

小児科 米の山病院 （大）51-3311
外科 垣内クリニック （大）52-8419

米の山病院 （大）51-3311
溝上整形外科医院 （柳）76-1234

眼科 米の山病院 （大）51-3311
歯科 大川歯科 （大）51-1230

12 月 4日㈰
内科 林田クリニック （大）57-2105

升永医院 （大）52-3798
大牟田中央病院 （大）53-5111
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
二宮医院 （柳）73-2600

外科 大牟田中央病院 （大）53-5111
ヨコクラ病院 （み）22-5811
阿部皮膚科医院 （み）62-3404
一般財団柳川病院 （柳）72-6171

眼科 中山眼科医院 （大）58-0028
歯科 ありあけデンタルクリニック（大）56-5700

12 月 29日㈭
内科 辻クリニック （大）55-2481

大牟田共立病院 （大）53-5461
小児科 辻クリニック （大）55-2481

江の浦医院 （み）22-5050
外科 永田整形外科病院 （大）53-3879

江の浦医院 （み）22-5050
眼科 まつお眼科 （大）55-3088
歯科 しろもと歯科クリニック （大）52-6480

西原歯科医院 （み）63-6482

12 月 18日㈰
内科 向坂内科クリニック （大）51-7585

早川内科医院 （大）54-6600
ヨコクラ病院 （み）22-5811
甲斐病院 （柳）73-1217
長田病院 （柳）72-3501

小児科 石﨑医院 （大）58-0117
津末医院 （柳）72-2516

外科 松島整形外科医院 （大）52-7315
ヨコクラ病院 （み）22-5811
中川ごうクリニック （柳）75-1105

歯科 ますだあつこ歯科クリニック（大）41-5555

12 月 30日㈮
内科 吉岡クリニック （大）43-6027

白川病院 （大）53-4173
村石循環器科・内科 （柳）73-0099

小児科 井上内科クリニック （大）52-4602
末吉小児科内科医院 （大）59-8100

外科 堀整形外科麻酔科クリニック（大）52-8065
ありあけクリニック （大）52-5245
龍眼科 （柳）73-0880
藤吉クリニック （柳）74-4025

眼科 まつお眼科 （大）55-3088
歯科 まつだ歯科 （大）56-9191

大橋歯科医院 （柳）74-5088

12 月の休日当番医

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

※12/29 〜 1/3 はお正月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。

12月 31日㈯
内科 山下医院 （大）52-5077

兼行病院 （大）54-0055
永江医院 （柳）72-3146

小児科 篠塚小児科皮膚科医院 （大）58-5000
和田医院 （大）55-1529

外科 ありあけクリニック （大）52-5245
永田整形外科病院 （大）53-3879
植田医院 （み）67-2737
立石耳鼻咽喉科医院 （柳）72-3469

眼科 向坂眼科医院 （大）52-5560
歯科 アルファ歯科 （大）85-8733

吉田歯科医院 （み）63-8244

※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。

※掲載の医療機関に加え、内科１医療機関が追加されます。
詳しくは、ホームページをご確認ください。

市ホームページ


