
25 市報かんざき　９　月号

国勢調査は　みんなで描く　日本の自画像　
（平成22年国勢調査　標語）

平成22年10月１日 国勢調査を実施します！

総務省・佐賀県・神埼市

国勢調査については、平成22年国勢調査広報サイト「国勢調査 e-ガイド」をご覧ください。

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/kouhou/index.htm

国勢調査e-ガイド 検索

『国勢調査員が伺います』

『個人情報の保護は万全です』

『調査票の提出方法が選べます』

◎問い合わせ先
　神埼市役所　市長公室　 　　　☎37－0102
　千代田総合支所　総務企画課　☎44－2111
　脊振総合支所　総務企画課　　☎59－1111  

● 国勢調査は、日本に住んでいるすべての人と世帯が対象です。
● 平成22年国勢調査は、我が国が本格的な人口減少社会となって実施する最初の国勢調査  
　 で、日本の未来を考えるために欠くことのできない最新の人口・世帯の実態を明らかに
　 する重要な調査です。
● 調査結果は、さまざまな法令で使われるほか、社会福祉、雇用対策、生活環境の整備な
　 ど、私たちの暮らしのために役立てられます。

　調査票に記入していただいた内容は、統計の目的以外に使用することはありません。
調査票は、外部にもれないように厳重に管理し、集計が完了した後には完全に溶かし、
再生紙として生まれ変わります。 

　記入していただいた調査票は、封をして国勢調査員に渡していただくか、同封される
提出用封筒で市に郵送していただくか、ご希望の方法が選べます。 

　９月下旬から、皆さんのお宅に調査票と提出用封筒を配布します。
お届けするのは、総務大臣が任命し、守秘義務が課せられた国勢調査員です。  
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相談
と　き

9月5日
（日）

9月12日
（日）

月 日 実施医療機関 実施医療機関

※診療時間　午前9時から午後5時まで

　神埼町保健センター
　☎51－1234
　千代田町保健センター
　☎44－2021
　脊振総合支所　市民福祉課
　☎59－2111

○と　き　9月6日(月)・27日(月)           
　　　　　 10月4日(月)
　　　　　 13：15～15：00
○ところ　神埼町保健センター
○対象者　1歳未満の赤ちゃんとお母さん

17日（金）

  1日（水）

  7日（火）

  8日（水）

15日（金）

平成21年1月～2月生

22日（水）
3歳児健診（千代田地区）

13：15～13：45

13：15～13：30

平成21年2月～3月生
平成22年5月～6月生

乳幼児

生後満3ヶ月～90ヶ月未満で
ポリオ接種が2回に満たない子

生後満3ヶ月～90ヶ月未満で
ポリオ接種が2回に満たない子

29日（水）

10日（金）

13日（月）

予防接種ポリオ（径口投与）

予防接種ポリオ（径口投与）

3～4ヶ月児健診（千代田地区）
1歳6ヶ月児健診（千代田地区）

1歳6ヶ月児健診（神埼・脊振地区）

千代田町保健センター

千代田町保健センター

神埼町保健センター

神埼町保健センター

1歳未満の赤ちゃんとお母さん

神埼市中央公民館

12：40～13：00

12：40～13：00

千代田町保健センター

乳幼児相談　リトルわんぱくKID'S 脊振公民館

1歳～3歳未満のお子さん10：30～11：00親子リズム体操（要予約）

千代田町保健センター

千代田町保健センター

9：30～11：00

あかちゃん広場
（身長・体重の測定日）

1歳6ヶ月児健診後～5歳未満

1歳6ヶ月児健診後～5歳未満フッ素塗布（要予約）

フッ素塗布（要予約）

13：15～13：45

平成18年12月～平成19年1月生
13：00～13：30
13：00～13：30

13：00～13：30
13：00～13：30

9月

10月

事　業　名 受付時間 ところ 対　象　者

健康カレンダー（9月1日～10月15日）

日曜祝日在宅当番医

あかちゃん広場
（お母さん同士の交流などフリーの日）

健康相談
◎問い合わせ先○と　き　9月6日(月)・27日(月)　

　　　　　 10月4日(月)　　　　   
　　　　　 9：30～11：30
○ところ　神埼町保健センター
　　　　　千代田町保健センター
　　　　　脊振総合支所

（外・胃・整外）

南医院
千代田町直鳥808－1
☎44－2777

（内）

おおつぼ内科医院
神埼町本堀2504－1
☎52－1525 （内・小・胃）

和田内科小児科胃腸科
神埼町神埼293
☎52－2021

（内・小・胃）

和田内科小児科胃腸科
神埼町神埼293
☎52－2021

9月19日
（日）

（内）

栗並医院
神埼町枝ヶ里76－1
☎52－2977

9月20日
（月）

9月23日
（木）

9月26日
（日）

（内・循）

しらいし内科
神埼町城原1256－1
☎52－3848（内）

（小・内）

中下医院
千代田町餘江128
☎44－2488

10月3日
（日）

10月10日
（日）

10月11日
（月）

小森医院
吉野ヶ里町豆田1254－2
☎52－1136

（内・胃）

ひらまつふれあいクリニック
吉野ヶ里町吉田2925－1
☎51－1110

（内・胃・呼）

神埼クリニック
神埼町田道ヶ里2396
☎53－1818

吉野ヶ里遊・学・館 
　　～9月の「野菜の日」～

高取山公園農産物直売所

◆9日（木）9：00～
　手作り「コーヒーゼリー」をおふるまい
　　　　　　　　　（先着50名様）
◆１8日（土）9：00～
　お楽しみ「野菜の抽選会」（先着60名様）

○と　き　9月19日(日)　　開始　10：00～
○ところ　高取山公園創作コーナー

中尾胃腸科医院
☎52－3295（外・整外・胃・内）
神埼町田道ヶ里2284

最所医院
☎52－2452（内・胃・呼）
吉野ヶ里町吉田826－3

神埼病院
☎52－3145（外・整外・胃）
神埼町田道ヶ里2216

たけうち小児科医院
☎52－2524（小）
神埼町本堀3210－1

古賀内科
☎44－2311（内・小・胃）
千代田町境原282－2

松本医院
☎52－4185（内・小）
吉野ヶ里町三津751－9

和田医院
☎44－2046（内・小）
千代田町嘉納1319－18

山田こどもクリニック
☎55－6566（小）
神埼町田道ヶ里2394

地元産の野菜を食べましょう！
各物産所では、季節の新鮮野菜を販売しています！
旬の野菜を食べて健康になりましょう！

　地元で採れた栗を使った渋皮煮の実演講習を
します。

物産所名・問い合わせ先
9：00～18：00
（定休日：毎週水曜日）
9：00～16：00（木・金・土曜日）
※魚の販売（木、8：00～9：00)
9：00～18：00
（休園日：第2・4水曜日）

吉野ヶ里　遊・学・館
（神埼駅北口）☎53－8587
菱の里　ちよだ
　　　　　   ☎44－6092
高取山公園　農産物直売所
（わんぱく館）☎51－9020

営業時間

栗の渋皮煮をつくろう！

◎問い合わせ先
　神埼市役所　保健環境課　☎３７－０１１２

蜂の巣駆除について蜂の巣駆除について
　市では宅地内や民有地の蜂の駆除は行ってお
らず、土地の所有者や管理者にお願いしています。
　なお、事故防止のためにも専門業者に依頼し、
駆除を行ってください。

蜂の巣駆除について蜂の巣駆除について蜂の巣駆除について
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○と　き　9月16日（木） 10：00～12：00
○ところ　神埼市役所　1－1会議室
○定　員　4人（１人30分）　　※要予約
○受　付　9月13日（月）まで
◎問い合わせ先
　神埼市役所　市長公室　☎37－0088

くらしの相談（行政書士会　東部支部）
と　き

9月
3日（金） 神埼市役所 1ー1会議室

1ー2会議室

1ー2会議室

☎37ー0088
☎44ー2111
☎59ー2111

3ー1会議室

1ー2会議室

1号会議室
3ー1会議室

神埼市役所

神埼市役所

神埼市役所　    　市長公室

女性の相談員が様々な悩みについて、相談をお受けします。 女性の弁護士が相談をお受けします。　※要予約

女性の臨床心理士が相談をお受けします。　※要予約
○相談日　9月18日（土）　14：00～16：00

神埼市役所　商工観光課 ☎37－0107

毎日 佐賀県消費生活センター ☎24－0999
吉野ヶ里町（東脊振庁舎）☎37－0350毎週木曜日

毎週火・金曜日 9：30～12：00

9：00～17：00

13：00～15：30

10：00～12：00 神埼町保健センター
千代田町福祉センター

◎問い合わせ先　神埼市役所　高齢障害課　☎37－0111

◎相談・問い合わせ先　アバンセ女性総合相談　☎26－0018

○相談日 ○相談日　9月4日（土）、16日（木）　13：00～16：00
【電話相談】…火～土曜（月曜が祝日のときは変更あり）

【面接相談】…※要予約
※毎月第1水曜日の午後3時から5時までの間は、相談員研修
　のため電話・面接とも相談をお休みします。

9：00～21：00、日・祝日、9：00～16：30

脊振総合支所 　　総務企画課
千代田総合支所　 総務企画課

千代田総合支所

千代田総合支所

脊振総合支所

1ー2会議室
1号会議室

1ー1会議室神埼市役所
千代田総合支所
脊振総合支所

千代田総合支所

○内容  遺言、相続、土地の境界、離婚、農地転用など

○内容　国や県、市など行政機関の業務に関する苦情・要望
　　　　人権に関わる困りごとや心配ごとなど
◎問い合わせ先

◆女性の相談全般 ◆法律相談

◆こころの相談

10日（金）

18日（月）

12日（火）

20日（水）

8日（金）

18日（月）

10：00～12：00

10：00～12：00

13：00～16：00

13：00～16：00

9：00～12：00

13：00～16：00

9：00～12：00

10月

10月

14日（火）

10日（金）

27日（月）

9月

ところ

と　き ところ

○と　き　月曜日～金曜日（祝日を除く）
　　　　  9：00～12：00、13：00～16：00
◎ところ・問い合わせ先
　神埼市役所　福祉課　☎37－0110

と　き ところ

9月14日（火）

と　き ところ・問い合わせ先

行政・人権相談

アバンセ女性総合相談

司法書士無料相談

家庭児童相談・母子自立支援相談

もの忘れ相談室

身体障害者相談

消費生活相談

家庭での子どもに関する悩み事、児童に関す
る問題、母子家庭・寡婦の方の自立支援のため
の相談など、お気軽にご相談ください。

　神埼市内にお住まいの方で、もの忘れや認知症について
不安に思っている方、そのご家族など専門の医師が相談に
応じます。ただし、すでに専門医を受診されている方、もの
忘れや認知症で治療されている方は除きます。
○と　き　9月17日（金）15：00～17：00
○ところ　千代田町保健センター
○受　付　当日の午前中まで　※要予約
○定　員　3人（1人40分程度）
◎予約・問い合わせ先
　神埼市役所　高齢障害課（神埼市おたっしゃ本舗）
　☎37－0111

　専門の消費生活相談員が悪質商法などの被害、商品やサービス
に関する苦情、事業者との契約トラブルなどに関する様々な相談を
お受けします。
※７月から神埼市実施分が、週１回から２回となりました。

相相談相談

表紙写真「第1回　城原川ハンギーまつり」
　夏のハンギー競漕イベント「堀デーちよだ」を、市の
シンボル「城原川」とイベント内容を代弁する「ハン
ギー」を加えた新イベント名に改名し、盛大に行われま
した。
　９月中旬から１０月中旬にかけて、千代田町下直鳥
地区周辺のクリークでは、ハンギー（木製のタライ）に
乗ってヒシを摘む光景が見られます。

○ と　き     9月16日（木）　13：30～16：30
○ ところ　 千代田町福祉センター
○ 受　付     9月13日（月）まで　　※要予約
○ 定　員     6人（1人30分）
◎ 問い合わせ先
神埼市社会福祉協議会　千代田総合支所　☎44－3121

無料法律相談（社会福祉協議会）

子どもの悩み相談室
　学校生活や家庭生活の中での心配ごとや悩みごとなど、
一人で悩まないでご相談ください。
○と　き　　月・木曜日（祝日を除く） 8：30～17：15
○ところ　　千代田総合支所内　２階　なやみ相談室
◎相談電話　☎４４－５６２２

蜂の巣駆除について


