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◇◇◇◇◇◇ 今月の行事
今月の行事 ◇◇
●市民プールオープン（〜８月31日） 筑後川総合運動公園（９時30分〜17時）

◆人権相談◆
第４水曜日、10時〜13時。市文化セン
ター。
電話でも随時相談に応じます。
人権擁護委員

木下
中村
吉川
熊井
木下
樺島
水落

弘
研一
優美代
惠子
邦子
正彦
一幸

榎
津 ☎87−6156
一
木 ☎87−2203
大 野 島 ☎88ー0598
向
島 ☎86−3088
幡
保 ☎87−5835
道 海 島 ☎87−4204
中 木 室 ☎87−4272

◆行政相談◆
第４水曜日、10時〜13時。市文化セン
ター。
◆補聴器相談◆
第２水曜日、14時〜15時。第１会議室。第
４水曜日、
14時〜15時。
市福祉事務所。
◆障害者総合相談◆
第１〜４金曜日、
９時〜12時。市福祉事務
所。
◆身体障害者相談◆
第２水曜日、13時〜15時。第１会議室。
◆知的障害者相談◆
第２木曜日、13時〜15時。市福祉事務
所。
◆無料法律相談（弁護士相談）
◆
第１・３金曜日、13時〜16時。市役所１階
市民相談室。相談の予約は、電話でのみ受
付けます。
相談日当日の朝９時に電話で市企
画調整課☎87-2101に予約してください。先
着８人まで受付けます。
◆大川市消費生活相談◆
火・金・日曜日
（祝日を除く）、
９時〜16時
30分。
ワークピア大川（小保）☎86-5105。
月・水・木曜日は市インテリア課☎85-5584
◆多重債務無料法律相談（弁護士相談）
◆
第２・４火曜日、13時〜16時。
ワークピア
大川（小保）。相談の予約は、相談日当日の
朝10時に電話で市消費生活相談窓口☎
86-5105に予約してください。先着６人まで
受付けます。
◆交通事故相談◆
月曜日から金曜日まで
（祝日を除く）
の９時
〜17時（受付は16時まで）。福岡県交通事
故相談所柳川支所（柳川総合庁舎内）☎
74-0990
◆心配ごと相談◆
第１〜４月曜日
（その日が祝日のときはそ
の翌日）、13時〜15時。第３月曜日は弁護士
相 談（ 要 電 話 予 約 ）。社 会 福 祉 協 議 会 ☎
86-6556
◆職業相談◆
月曜日から金曜日までの９時〜17時。ハ
ローワーク大川☎86-8609
◆教育相談◆
月曜日から金曜日までの９時〜16時。市
文化センター内☎87-7970
◆農事相談◆
農業委員会事務局（☎85-5590）
で随時
相談に応じます。
◆年金出張相談◆
第２・４火曜日、10時〜16時。年金相談や
社会保険業務（厚生年金・健康保険）の各
種届書の受付に応じます
（事前の電話予約
が必要です）
。大川商工会議所☎86-2171
23 2011. 7. 1
●

１ ㈮

●市民講座 市文化センター（５〜８、12〜15、20〜22、26、27日）
（５、
６、
12、
13、
20、
26日＝10時〜12時、
13時30分〜15時30分）
（１、
７、
８、14〜15、21、22日＝10時〜12時、27日＝13時30分〜15時30分）

３ ㈰

●川口校区グラウンドゴルフ大会 筑後川総合運動公園（８時30分〜）
●大野島校区子供スポーツ大会 大野島小体育館（９時〜11時30分）

６ ㈬

●同和問題強調月間街頭啓発 ゆめタウン大川ほか２か所（16時〜）

７ ㈭

●男の料理教室

三又コミセン
（10時〜）

●田口校区女性学級

田口コミセン
（13時30分〜17時）

９ ㈯

●たなばたおはなし会

10 ㈰

●親父の出番

11 ㈪

●三又校区高齢者学級

三又コミセン
（９時30分〜12時）

13 ㈬

●社会を明るくする運動

市文化センター
（13時30分〜）

17 ㈰

●ふれあい朝市

22 ㈮

●エツ供養祭 エツ伝承碑前広場
（９時30分〜）

市立図書館（15時〜）

●パソコン寺子屋 ふれあいの家（19時〜20時30分）
田口コミセン
（14時〜）

木室ふれあい広場（７時〜10時）

●大川市家庭婦人バレーボール大会

●大野島校区女性学級

23 ㈯

●おはなし会

市民体育館（９時〜）

大野島コミセン
（９時30分〜11時30分）

市立図書館
（15時〜）

●パソコン寺子屋 ふれあいの家（19時〜20時30分）
●木室校区子ども球技大会

24 ㈰

保健センターだより

木室小体育館（８時〜）

●川口校区子ども長なわとび大会
●大川校区親善将棋大会

川口小体育館（８時30分〜）

大川コミセン
（９時〜）

●ふれあいコンサート 古賀政男記念館（10時〜12時）

25 ㈪

●古賀政男命日祭

古賀政男記念館（10時〜）

26 ㈫

●田口校区子どもコミセン１日体験
（〜28日） 田口コミセン
（10時〜）

27 ㈬

●ピヨピヨおはなし会

30 ㈯

●市民夏まつり 国際医療福祉大学キャンパス
（17時〜）

31 ㈰

●市民ソフトボール大会

●田口校区高齢者学級
●献血

田口コミセン
（10時〜11時30分）

市役所（10時〜15時30分）
市立図書館（11時〜）

筑後川総合運動公園
（８時〜）

７月の日曜祝日在宅医
月日

種別

７月３日㈰
７月10日㈰
７月17日㈰

一般医療

救急医療

蔵本医院（榎津）
86‐2368
よしはら医院（小保）
87‐2711
平田医院（新田）
86‐2859

高木病院
（酒見）
87‐0001
福田病院
（向島）
87‐5757
高木病院
（酒見）
87‐0001
福田病院
（向島）
87‐5757
高木病院
（酒見）
87‐0001
福田病院
（向島）
87‐5757

７月18日㈪
松田耳鼻咽喉科医院（榎津）
88‐2100
今村医院（中古賀）
７月31日㈰
86‐3010
７月24日㈰

◉７月４日㈪、
14時〜 大川市がん征圧大会
「大腸がんについて〜検診と精密検査の実際〜」

市保健センター☎86‐8450

❶予防接種（接種料金無料）

❷子宮頸がん予防ワクチン接種の
に高校２年生（相当する年齢含む）
※予防接種の予約時は接種の有
一部再開のお知らせ
が追加されました。高校２年生で接
無を必ず母子健康手帳で確認して
平成23年２月１日より対象者に
種をご希望の人は、手続きが必要
ください。
「子宮頸がん予防ワクチン」の接種
となりますので保健センターへご連
❶日本脳炎予防接種の一部改正
を無料で実施しておりましたが、
ワク
絡ください。
ただし、海外に行く人以
のお知らせ
チンの供給不足のため、平成23年
外は、
できるだけ高校３年生で接種
日本脳炎の予防接種について
３月９日より初回接種が差し控えと
するようにお願いします。
は、平成17年５月末から平成22年３
なっていました。今回、
ワクチンの供
月まで積極的な接種の勧奨が差し
給量の一部が確保され、以下の対
❷離乳食教室（無料・要予約）
控えとなっていました。
したがって、 象者に接種を再開できるようになり
平成22年４月に第１期定期接種の
ました。
教室名 ①もぐもぐ離乳食教室
積極的な接種勧奨が再開された後
対象者 初回接種をされていない
②らくらく離乳食教室
も、接種を受ける機会を逃したこと
高校２年生（相当する年齢含む）
の
日時 ①７月19日㈫、②７月20日
から未接種の人が多いと考えられ
女子（平成６年４月２日〜平成７年
㈬、いずれも13時30分〜（受付＝
ます。
このため、予防接種法の一部
４月１日生まれ）※すでに初回接種
13時〜）
が改正され、
されている人は、残りの回数を接種
対象 ①これから離乳食を始めよ
日本脳炎の定期接種
してください。
うと思う人（おおよそ３〜５か月児と
対象者に、下記の特例対象者が追
接種期限 平成24年３月３１日
その保護者）②離乳食をすでに始
加されました。特例対象者は、20歳
※ただし、
３回接種するには６か月
めている人（おおよそ７〜８か月児と
未満の間に、未接種分を定期接種
かかるため、初回接種を９月30日ま
その保護者）
として接種することができます。
でに接種してください。
内容 離乳食の進め方について
【特例対象者】
接種回数 ３回接種（初回接種か （講話、
調理実習）、子育て交流
平成７年６月１日〜平成１９年４月１
持ってくるもの 母子健康手帳、
エ
日生まれの人で、第１期（初回2回、 ら１ヶ月後に２回目、初回接種から６
か月後に３回目を接種）
プロン、赤ちゃんのお出かけ用品
追加1回）
または第２期の日本脳炎
※上記対象者以外の人について （バスタオル、
オムツなど）
の予防接種が終了していない人
は、今後ワクチンの必要な供給量の
※無料託児あり
（予約時に申し出）
【接種方法】
確保ができた段階で、順次再開さ
場所 市保健センター
◉第１期
①第１期の接種を全く受けていない
れます。
人
❸麻しんが流行しています―麻し
❸集団検診（胃がん・子宮
ん風しんの予防接種を受けましょう
１期初回＝６〜２８日間隔で２回接
がん・乳がん・特定健診）
種
平成23年５月１１日現在の麻しん
患者報告数は全国で206例であり、
集団検診の予約者には、
６月に
１期追加＝１期初回の２回目が終了
昨年度と比較して大幅な増加です。 案内通知書を送付しています。指定
後おおむね１年をおいて１回接種
②１期初回のうち１回接種し、間隔 【対象者】
された日時に検診会場へお越しく
◉第１期＝１歳〜２歳未満
ださい。
その際は、送付しました案
が空いている人＝６日以上の間隔
◉第２期＝５歳〜７歳未満で小学
で残り２回を接種
内通知と受診票、料金を忘れずに
校就学前の１年間
ご持参ください。
なお、特定健診を
③１期初回が完了し、間隔が空いて
◉第３期＝中学１年生（相当する年
いる人＝１期追加の１回分を接種
受診される人は、受診券と国民健
齢含む）
◉第２期
康保険証を必ずご持参ください。
ま
◉第４期＝高校３年生（相当する
９歳以上の人に対して、第１期接
た、女性特有のがん検診（子宮頸
年齢含む）
種終了後６日以上の間隔をおいて
がん・乳がん検診無料）の対象者
※修学旅行や留学などで海外に行
接種。
しかし、通常、
第１期接種終了
は、受診の際は無料クーポン券を
く機会が増え、麻しん感染予防のた
後、
おおむね５年の間隔をおいて接
お持ちください（対象者については
め、法令の改正で、第４期の対象者
種することが望ましい。
健康ガイドブック3ページ参照）。
●火災情報についての問い合せは☎(88)0119へお願いします。
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