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2 月
2023（令和 5）年

食育の日

税と使用料の口座振替日

建国記念の日

天皇誕生日

江の浦医院
℡ 22-5050（江浦町）

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）

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）

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）

吉野こどもクリニック
℡ 58-3132（宮崎）

大牟田市立病院
℡ 53-1061（宝坂町）

休日当番医

休日当番医
篠塚小児科皮膚科医院
℡ 58-5000（橘）

和田医院
℡ 55-1529（歴木）

中山内科・小児科医院
℡ 58-0025（吉野）

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）

休日当番医 和田医院
℡ 55-1529（歴木）

坂西医院 内科・小児科
℡ 52-2025（原山町） 休日当番医 吉野こどもクリニック

℡ 58-3132（宮崎）
大牟田市立病院
℡ 53-1061（宝坂町）

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）

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（総合市民センター）　
【月～土曜、10:00-16:00】
 問つどいの広場（63-5577）

特設人権相談所
（13:00~16:00 あたご苑）

教育委員会
（10:00~ 山川支所第４会議室）

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 旧消防署）

行政・心配ごと相談
（13:00~16:00 げんきかん）

心配ごと相談
（13:00~16:00 旧消防署）

心配ごと相談
（13:00~16:00 げんきかん）

心配ごと相談
（9:00~12:00まいピア高田）

心配ごと相談
（13:00~16:00 旧消防署）

農業委員会総会
（13:30~ 市役所本庁大会議室）

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）

清水山ロードレース大会
（スタート：10:15~）
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】）

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】）
おりがみ相談室

（14:00~ 図書館 【山川】）

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】）

４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）

1 歳 6 か月児健診 あたご苑 10 か月児健診 あたご苑

発達相談
※要予約（9:00~12:00 あたご苑）

母子健康手帳交付
（10:15~10:30 受付）

親子ふれあい教室「ふたば」
※要予約（10:00~11:30 あたご苑）

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）

３歳児健診 あたご苑

2 月 5 日㈰
内科 かみむら耳鼻咽喉科 （大）52-4426

西山醫院 （大）56-5111
むとう内科クリニック （大）41-9610
大牟田中央病院 （大）53-5111
益子医院 （柳）73-2053

小児科 篠塚小児科皮膚科医院（大）58-5000
外科 大牟田中央病院 （大）53-5111

ヨコクラ病院 （み）22-5811
耳鼻咽喉科伊東医院 （柳）72-2557
津留医院 （柳）74-5099

眼科 向坂眼科医院 （大）52-5560
歯科 久保田こころ歯科 （大）56-3739

2 月 11 日㈷
内科 末吉小児科内科医院 （大）59-8100

西村クリニック （大）54-5457
早川内科医院 （大）54-6600
白川病院 （大）53-4173
三橋長田医院 （柳）72-4171

小児科 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
中川ごうクリニック （柳）75-1105

眼科 ひまわり眼科大牟田 （大）32-8831
歯科 山本歯科クリニック （大）57-3211

2 月 19 日㈰
内科 向坂内科クリニック （大）51-7585

えだみつクリニック （大）52-8746
丸山内科呼吸器科医院（大）51-2395
ヨコクラ病院 （み）22-5811
まつなが内科クリニック（柳）72-5711

小児科 やまかわクリニック （大）52-2705
外科 永田整形外科病院 （大）53-3879

ヨコクラ病院 （み）22-5811
高橋皮ふ科医院 （柳）74-4155
龍外科医院 （柳）72-2100

眼科 ふくやま眼科医院 （大）50-1666
歯科 山下歯科クリニック （大）55-0200

2 月 23 日㈷
内科 大津胃腸科肛門科クリニック（大）56-0292

彌富医院 （大）52-3909
木村内科医院 （大）51-7680
南大牟田病院 （大）57-2000
川口内科医院 （柳）73-2007

小児科 友永医院 （大）52-2523
外科 蓮田医院 （大）54-1455

永田整形外科病院 （大）53-3879
みやま腎泌尿器科クリニック（み）67-7070

歯科 永井歯科クリニック （大）43-3595

2 月 12 日㈰
内科 吉村医院 （大）52-4427

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
千蔵医院 （柳）76-1854

小児科 原循環器科内科医院 （大）57-3301
ほほえみクリニック （み）62-5050

外科 大牟田天領病院 （大）54-8482
済生会大牟田病院 （大）53-2488
石橋医院 （柳）72-3176
一般財団柳川病院 （柳）72-6171

眼科 中山眼科医院 （大）58-0028
歯科 山下歯科 （大）52-8798

2 月 26 日㈰
内科 大牟田共立病院 （大）53-5461

林田クリニック （大）57-2105
升永医院 （大）52-3798
米の山病院 （大）51-3311
やながわクリニック （柳）73-8755
長田病院 （柳）72-3501

小児科 米の山病院 （大）51-3311
二宮医院 （柳）73-2600

外科 ありあけクリニック （大）52-5245
米の山病院 （大）51-3311
平木耳鼻咽喉科医院 （み）62-3405
弓削クリニック （柳）73-8400

眼科 米の山病院 （大）51-3311
歯科 杉野歯科 （大）51-8350

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「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。
　https://www.fmc.fukuoka.med.or.jp

　広報に掲載している記事
は1月25日時点で作成して
います。掲載している内容
は、変更になる場合があり

ますので、市
ホームページ
などで確認し
てください。

歴史講座
（14:00~　みやま市立図書館）

こが小児科医院
℡ 53-1150（岬）

水道料金の口座振替日

広報みやま発行日

◆ 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。12月22日、日本生命より「九州オルレみやま・

清水山コース」推進協議会に寄付金が贈呈さ
れました。

オルレコースの整備に寄付

ありがとう


