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健康カレンダー（８月１日～９月15日）

日 曜 祝 日 在 宅 当 番 医 平成24年度難病相談日程表

と　き 事業名 受付時間 ところ 対象者

8月

3日（金） ポリオ予防接種（経口投与） 13:00～13:30 千代田町保健センター 生後満3か月～90か月未満で 
ポリオ接種が2回に満たない子

8日（水） ポリオ予防接種（経口投与） 13:00～13:30 神埼市中央公民館 生後満3か月～ 90か月未満で 
ポリオ接種が2回に満たない子

17日（金） フッ素塗布（要予約） 12:40～13:00 千代田町保健センター 1歳6か月児健診後～4歳未満
1歳6か月児健診（千代田地区） 13:00～13:30 平成22年12月～平成23年1月生

20日（月） あかちゃん広場
（身長・体重の測定日） 13:15～13:30 神埼町保健センター 1歳未満の赤ちゃんとお母さん

21日（火） ポリオ予防接種（経口投与） 13:00～13:30 国保脊振診療所 生後満3か月～90か月未満で 
ポリオ接種が2回に満たない子

22日（水） 3歳児健診（神埼・脊振地区） 13:00～13:30 神埼町保健センター 平成20年11月～12月生
27日（月） 親子リズム体操（要予約） 10:30～11:00 千代田町保健センター 1歳～ 3歳未満のお子さん
29日（水） 3～4か月児健診（神埼・脊振地区） 13:00～13:30 神埼町保健センター 平成24年4月～ 5月生

9月 10日（月） あかちゃん広場
（身長・体重の測定日） 13:15 ～ 13:30 神埼町保健センター 1歳未満の赤ちゃんとお母さん

11日（火） 乳幼児相談　リトルわんぱくKID'S 9:30 ～ 10:00 脊振公民館 乳幼児

あかちゃん広場 健康相談（予約制）

○と　き　8月：6日（月）・13日（月）
              　　 27日（月）
              9月：3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

※電話相談は随時受付
○と　き　8月：6日（月）・13日（月）
                 　   20日（月）・27日（月）
                 9：30 ～ 11：30
○ところ　応相談
　場所の相談や資料の準備等があります
ので、事前にお電話にてご連絡ください。

（お母さん同士の交流などフリーの日）
◎問い合わせ先
　神埼市役所
　保健環境課
　（神埼町保健センター）
　☎51－1234

　千代田町保健センター 
　☎44－2021

　疾患や治療方法、日常生活のこと等について、専門医
が相談に応じます。お気軽にご利用ください。

（相談は無料です）
内容 医療相談日

神経系
（脊髄小脳変性症　多系
統萎縮症等）

８月28日（火）
佐賀大学医学部付属病院医師

パーキンソン病関連疾患
（神経難病も含む）

９月13日（木）
柳川リハビリテーション病院
医師

膠原系（全身性エリテマ
トーデス、強皮症、皮膚
筋炎等）

９月25日（火）
佐賀大学医学部付属病院医師

消化器系
（潰瘍性大腸炎等）

10月23日（火）
佐賀大学医学部付属病院医師

後縦靭帯骨賞化症 11月13日（火）
久留米大学病院医師

○時間　14：00 ～ 15：30（１人約20分です）
○会場　佐賀中部保健福祉事務所（佐賀市八丁畷町）
　※事前予約が必要です。

◎問い合わせ先
　佐賀中部保健福祉事務所　健康増進課　☎30－1673

※診療時間　午前９時から午後５時まで

月　日 　実　施　医　療　機　関　 　実　施　医　療　機　関　

８月５日
（日）

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

久和会　和田医院
神埼町神埼293
☎52－2021（内・小・胃）

８月12日
（日）

山田こどもクリニック
神埼町田道ヶ里2394
☎55－6566（小）

古賀内科
千代田町境原282－2
☎44－2311（内・小・胃）

８月19日
（日）

最所医院
吉野ヶ里町吉田826－3
☎52－2452（内・胃・呼）

和田医院
千代田町嘉納1319－18
☎44－2046（内・小）

８月26日
（日）

神埼病院
神埼町田道ヶ里2216
☎52－3145（外・整外・胃）

中下医院
千代田町餘江128
☎44－2488（内）　

９月２日
（日）

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）

神埼クリニック
神埼町田道ヶ里2396
☎53－1818（内・胃・呼）

９月９日
（日）

松本医院
吉野ヶ里町三津751－9
☎52－4185（内・小）

和田記念病院
神埼町尾崎3780
☎52－5521（内・胃・小）

日曜日の歯科診療
　（神埼地区歯科医師会も輪番制で担当しています）
　＜場所＞　佐賀市保健福祉会館（ほほえみ館内）
　＜診療時間＞　９：３０～１６：００
◎問い合わせ先　　佐賀市休日歯科診療所　☎36－9164
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くらしの相談（行政書士会　東部支部）

司法書士無料相談

アバンセの女性総合相談

行政・人権相談

家庭児童相談・母子自立支援相談 神埼市女性総合相談

消費生活相談
もの忘れ相談室

子どもの悩み相談室

まずは法テラスへ

と　き ところ

８月
3日（金）

10：00～12：00

神埼市役所 １－１会議室
10日（金） 千代田支所 ２－３会議室

９月
7日（金） 神埼市役所 １－１会議室

14日（金） 千代田支所 ２－３会議室

○内容　遺言、相続、土地の境界、離婚、農地転用など

と　き ところ

８月
7日（火） 13：00～16：00 千代田支所 ２－３会議室

10日（金）   9：00～12：00 脊振支所 １号会議室
20日（月） 13：00～16：00 神埼市役所 １－１会議室

９月
11日（火） 13：00～16：00 千代田支所 ２－３会議室
14日（金）   9：00～12：00 脊振支所 １号会議室
24日（月） 13：00～16：00 神埼市役所 １－１会議室

○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　神埼市役所　　市長公室　　　　　☎37－0088
　　　　　　　　千代田支所　　総合窓口課　　　　☎44－2111
　　　　　　　　脊振支所　　　総合窓口課　　　　☎59－2111

○と　き　８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　８月13日（月）まで
◎問い合わせ先
　神埼市役所　市長公室　☎37－0088

【法律相談】※要予約
女性の弁護士が相談をお受けします。
○と　き　８月４日（土）、16日（木）
　　　　　13：00 ～ 16：00

【こころの相談】※要予約
女性の臨床心理士が相談をお受けします。
○と　き　８月18日（土）　14：00～16：00
◎相談・問い合わせ先　
　アバンセ女性総合相談　☎26－0018

　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。
○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

　佐賀県配偶者暴力相談支援センターから派遣された専門
の相談員が相談をお受けします。お気軽にご相談ください。
秘密は厳守します。※要予約
○と　き　８月８日（水）（毎月第２水曜日）10:00～12:00
◎ところ・問い合わせ先
　 神埼市役所　福祉課　☎37－0110

と　き　 ところ・問い合わせ先

毎週火・金曜日

  9：30～12：00
13：00～15：30

神埼市役所  商工観光課  ☎37－0107

毎週木曜日 吉野ヶ里町（東脊振庁舎）☎37－0350

毎週月・水曜日 みやき町（三根庁舎）☎0942－96－5534

第２・４金曜日 上峰町役場　☎52－2181

毎　　日   9：00～17：00 佐賀県消費生活センター　☎24－0999

※消費生活相談窓口は広域連携をしていますので近隣市町でも相談できます。

　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　８月17日（金）15：00 ～ 17：00
○ところ　神埼町保健センター
○受　付　当日の11：00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　高齢障がい課（おたっしゃ本舗神埼）　
　☎37－0111

　学校生活や家庭生活の中での心配ごとや悩みごとなど、ひ
とり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　千代田支所　２－３会議室
◎相談電話　☎44－5622

　法テラスは、法的トラブルをかかえた方々に、解決への
きっかけとなる情報やサービスを提供しています。
　目の前の問題をどこに相談してよいか分からない方、ま
た、法的トラブルかどうか分からない方もまずは法テラス
へお気軽にお問い合わせください。
◎問い合わせ先　法テラス佐賀　☎050－3383－5510

身体障害者相談

心配ごと相談（社会福祉協議会）
と　　き ところ

８月９日（木）

10：00～12：00

脊振町高齢者生活福祉センター

８月16日（木）
神埼町保健センター

千代田町福祉センター

※脊振町・千代田町で開催する心配ごと相談は、司法書士も担当します。 
◎問い合わせ先　神埼市社会福祉協議会　☎59－2227

と　　き ところ
８月14日（火）

10：00～12：00
千代田町福祉センター

８月21日（火） 神埼町保健センター

◎問い合わせ先　神埼市役所　高齢障がい課　☎37－0111




