各

種

相

談

◆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・４水曜日、14時〜15時、市福祉事務
所。
◆障害者総合相談◆
金曜日
（祝日を除く）の９時〜12時。市福
祉事務所
◆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30分〜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、
９時30分〜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。大川商工会
議所☎86-2171
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◇◇◇◇◇◇ 今月の行事
今月の行事 ◇◇
●大川市消防団入退団式・教養訓練

３ ㈰
８ ㈮

保健センターだより

市消防本部・大川中央公園グラウンド（８時〜）
●ゼット旗争奪ソフトボール大会
●市内各中学校

入学式

筑後川総合運動公園
（８時〜）

◉保健衛生のことは、
お気軽に市保健センターへ☎86‐8450

市内各中学校体育館
（10時〜）

●春の大川木工まつり2011（〜10日） 大川産業会館ほか（９時〜18時）

９ ㈯

●おはなし会

12 ㈫

●市内各小学校

入学式

17 ㈰

●ふれあい朝市

木室ふれあい公園（８時〜１１時）

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）

●春の親善テニス大会

市内各小学校体育館
（10時〜）

大川中央公園テニスコート
（９時〜）

●第12回肥後街道宿場を歩く
（〜24日） 小保・榎津地区

23 ㈯

（23日＝９時30分〜17時、
24日＝９時30分〜16時30分）
●おはなし会

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）

24 ㈰

●ふれあいコンサート 古賀政男記念館（10時〜12時）

27 ㈬

●ピヨピヨおはなし会

30 ㈯

●大川市長旗争奪少年野球大会（〜５月５日） 筑後川総合運動公園

市立図書館（11時〜）

市役所の臨時日曜窓口開庁のお知らせ
市では、就職や転勤などで転入や転出が集中する時期の窓口
の混雑の緩和と市民サービスの向上のため、臨時的に窓口業務を
行います。
開庁日 ４月３日㈰
開庁時間 ８時30分〜12時
取扱業務 大川市への転入や市外への転出に関係する手続きの
ほか、住民票の写しや戸籍に関する証明書の交付、印鑑登録およ
び印鑑登録証明書の交付などです。
※手続きの内容によっては、平日に再度来庁していただく場合もあ
ります。
市企画調整課☎85‐5573

４月の日曜祝日在宅医
種別
月日
４月３日㈰
４月10日㈰
４月17日㈰
４月24日㈰
４月29日㈮

一般医療

救急医療

溝田医院
（大橋）

福田病院
（向島）

86‐3238

87‐5757

児玉医院
（酒見）

高木病院
（酒見）

86‐2373

87‐0001

宿里医院
（本木室）

福田病院
（向島）

86‐4069

87‐5757

髙宮クリニック
（一木）

高木病院
（酒見）

86‐2812

87‐0001
福田病院
（向島）
87‐5757

❶大川市健康ガイドブック
平成23年度版の
「大川市健康ガ
イドブック」
を４月１日号市報と同時
配布しています。
ガイドブックには集団検診（胃・
乳・子宮・特定健診）、乳幼児健診
や各教室の案内、予防接種など23
年度の保健事業について掲載して
います。
１年間は保管し、活用していただ
くようお願いします。

❷集団検診
昨年度に引き続き、待ち時間を
減らしスムーズな受診ができるよう
に、
事前申し込みが必要です。
ご理解とご協力をお願いします。
検診を希望する人は「大川市健
康ガイドブック」
にとじ込みの専用申
込みハガキで申込みください。
集団検診の日程は、健康ガイド
ブックに掲載しています。
その中から
希望する検診受診日を記入して申
し込みください。
申込期限 ５月９日㈪

❸定期予防接種（無料）
◉ポリオの集団接種があります
対象 生後３か月〜90か月未満
※生後６か月未満でBCG予防接
種を受けていない乳児は、
ポリオよ
り先にBCG予防接種を受けること
をお勧めします。
校区・接種日 ◉田口・木室＝４月
21日㈭◉三又・川口＝４月25日㈪
◉大川・大野島＝４月27日㈬
※子どもの体調などに合わせ、
いず
れの校区でも接種できます。

受付時間 13時15分〜14時45分
接種場所 市保健センター
麻しん風しん、二種混合、三種混
合、
日本脳炎、BCGの予防接種は
健康ガイドブックをご覧ください。
接種時には母子健康手帳、予診
票をご持参ください。
※医療機関には必ず予約が必要で
す。

❹離乳食教室（無料）
≪もぐもく離乳食教室≫
日時 ４月19日㈫、13時30分〜（受
付＝13時〜）
対象 これから離乳食を始めようと
思う人（おおよそ３〜５か月の乳児と
その保護者）
≪らくらく離乳食教室≫
日時 ４月20日㈬、13時30分〜（受
付＝13時〜）
対象 離乳食をすでに始めている
人（おおよそ７〜８か月の乳児とその
保護者）
内容 離乳食の進め方について
（講話・調理実習）
、
子育て交流
持参品 母子健康手帳、エプロン、
赤ちゃんのお出かけ用品（バスタオ
ル、
オムツなど）
※事前の予約が必要です。
※託児あり
（予約時に申し出てくだ
さい）
場所・申込み 市保健センター

スサポーターとして活動する食生活
改善推進員（ヘルスメイト）
を育成す
する教室です。
１年間を通して11回シリーズで行
い、出席率80％以上の人へ修了証
書を授与します。
対象 市内在住で、終了後ヘルス
メイトとして活動できる人
定員 25人
日程 ①５月13日②６月10日③７月
８日④８月５日⑤９月９日⑥10月14
日⑦11月11日⑧12月９日⑨１月13日
⑩２月10日⑪３月16日
※いずれも金曜日、
９時30分〜12
時（調理実習予定の６月･１月･２月
は12時30分まで）
内容 ①健康な食生活②栄養の
基礎知識③暮らしの中の食品衛生
④我が家の健康づくり⑤健康づくり
と運動Ⅰ⑥健康づくりと運動Ⅱ⑦
健康づくりと休養⑧生活習慣病と
食生活Ⅰ⑨生活習慣病と食生活
Ⅱ⑩生活習慣病と食生活Ⅲ⑪これ
からの活動のすすめ方
場所・申込み 市保健センター

母子健康手帳（妊娠届出）
交付窓口変更のお知らせ

４月1日から母子健康手帳（妊娠
届出）交付窓口が市民課から保健
センターに移ります。
母子健康手帳の交付を受ける人
は妊娠届出書を持参し、市保健セ
ンターにお越しください。
市保健センターの場所は、市民
体育館・中央公園の東側道路（郷
❺食生活改善推進教室（無料） 原一木線）沿い、市立図書館南側
です。
◉ヘルスメイトになってみませんか？
食生活改善を中心とした総合的
な健康づくりを習得し、地域のヘル

●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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