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相談
と　き

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　12月6日(月)・13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

15日（水）

20日（月）

10日（金）

平成19年3月～ 4月生

14日（金）

1歳6ヶ月児健診後～ 5歳未満

22日（水）

17日（金）

フッ素塗布（要予約）

3歳児健診（神埼・脊振地区） 神埼町保健センター

神埼町保健センター

10：30～11：00 千代田町保健センター

千代田町保健センター

1歳～ 3歳未満のお子さん親子リズム体操（要予約）

13：15～13：30 1歳未満の赤ちゃんとお母さんあかちゃん広場
（身長・体重の測定日）

13：00～13：30 神埼町保健センター 平成22年8月～ 9月生3～4ヶ月児健診（神埼・脊振地区）

13：00～13：30

  7日（火） 乳幼児乳幼児相談　リトルわんぱくKID'S 脊振公民館9：30～11：00

平成21年5月～ 6月生1歳6ヶ月児健診（神埼・脊振地区） 神埼町保健センター13：00～13：30

12：40～13：00
平成21年4月～ 5月生1歳6ヶ月児健診（千代田地区） 13：00～13：30

12月

1 月

事　業　名 受付時間 ところ 対　象　者

健康カレンダー（12月1日～1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）

◎問い合わせ先健康相談
○と　き　12月6日(月)・13日(月)・ 20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

12月５日
（日）

松本医院
☎52－4185（内・小）
吉野ヶ里町三津751－9

和田記念病院
☎52－5521（内・胃・小）
神埼町尾崎3780

12月12日
（日）

12月19日
（日）

12月23日
（木）

12月26日
（日）

12月29日
（水）

12月30日
（木）

12月31日
（金）

１月１日
（土）

１月２日
（日）

１月3日
（月）

ひらまつふれあいクリニック
☎51－1110（内・胃）
吉野ヶ里町吉田2925－1

栗並医院
☎52－2977（内）
神埼町枝ヶ里76－1

おおつぼ内科医院
☎52－1525（内） （内・小）
神埼町本堀2504－1

福嶋内科医院
☎44－2141
千代田町境原2496－3

西谷クリニック
☎52－3139（内・形成外・皮） （外・内）
吉野ヶ里町大曲1507－1

橋本病院
☎52－2022
神埼町本告牟田3005

目達原整形外科
☎52－3717（整外） （内・循）
吉野ヶ里町吉田2900

しらいし内科
☎52－3848
神埼町城原1256－1

なかしま整形外科クリニック
☎51－1430（整外） （外・胃・整外）
神埼町本堀2934－25

南医院
☎44－2777
千代田町直鳥808－1

小森医院
☎52－1136（小・内） （内・小・胃）
吉野ヶ里町豆田1254－2

和田内科小児科胃腸科
☎52－2021
神埼町神埼293

たけうち小児科医院
☎52－2524（小） （内・小・胃）
神埼町本堀3210－1

古賀内科
☎44－2311
千代田町境原282－2

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

和田医院
☎44－2046
千代田町嘉納1319－18

（外・整外・胃）

神埼病院
☎52－3145
神埼町道ヶ里2216

（外・内）

橋本病院
☎52－2022
神埼町本告牟田3005

○ごみ収集の休業期間
　１２月３１日（金）～１月３日（月）
○脊振クリーンセンターへの直接持込期限
　１２月３０日（木）　まで
○し尿収集の休業期間　
　１２月３０日（木）～ 1月３日（月）

○動物の取扱の休業期間
　 ･ 犬の捕獲、犬・猫の引き取り業務
　　１２月２８日（火）～１月３日（月）
◎問い合わせ先 
神埼市役所　保健環境課　☎37－0112

※年末は、し尿収集業務が大変混み合います。
　予約はお早めに、「期限厳守」でお願いします。

環境業務の年末年始のお知らせ

◆乳がん、子宮頸がん検診日程追加◆
・12月 8日(水）【夜間】（乳がんのみ） 
　　神埼町保健センター
　　乳がん受付…18：00 ～ 19：30
・１月23日(日）（乳がん・子宮頸がん） 
　　神埼町保健センター
　　乳がん受付…8：30 ～ 10：00
　　子宮頸がん受付…9：45 ～ 10：45
※乳がん検診（40歳以上）を希望される
方は、神埼町保健センターまでご連絡く
ださい。
※子宮頸がん検診（20歳以上）を希望さ
れる方は、当日受付時間内に、直接会
場へお越しください。

※詳しくは、ホームページをご覧になるか
　お問い合わせください。

会　社
蓮 池 衛 研
三神清掃社
環 整 工 業

☎44－4111
☎52－3706 12月17日（金）
☎52－2718

電話番号 予約期限

夜間や休日に受診できる夜間や休日に受診できる
救急病院・診療所を知りたいときは救急病院・診療所を知りたいときは

夜間や休日に受診できる
救急病院・診療所を知りたいときは

www.qq.pref.saga.jp/
※携帯電話からもアクセスできます。

佐賀県救急医療協議会
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○と　き　12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　12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

1ー2会議室

☎37ー0088
☎44ー2111
☎59ー2111

1ー2会議室千代田総合支所

神埼市役所　    　市長公室

女性の相談員が様 な々悩みについて、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　12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

※年末年始（12月29日～1月3日）は、お休みします。

◎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　12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

神埼市役所

○内容  遺言、相続、土地の境界、離婚、農地転用など
※先月号掲載の11月5日(金）開催分について、正しくは、「10：00～12：00」です。
　お詫びして訂正します。

○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

1ー2会議室

1ー1会議室神埼市役所

千代田総合支所
7日（金）

14日（金）

10：00～12：00

 1 月

 1 月

3日（金）

10日（金）
12月

1ー2会議室
1号会議室

1ー1会議室神埼市役所

1ー2会議室神埼市役所

千代田総合支所

1ー2会議室千代田総合支所

脊振総合支所

1号会議室脊振総合支所

14日（火）

10日（金）

20日（月）
13：00～16：00

13：00～16：00

13：00～16：00

9：00～12：00

9：00～12：00

12月

14日（金）

11日（火）

17日（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

12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

弁護士クイック電話相談 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　12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

○と　き　毎週土曜日
　　　　　13：30～15：30　（一人10分程度）
◎相談電話・問い合わせ先
　佐賀県弁護士会　☎24－3411

相談相談

表紙写真「干し柿作り」
　初冬の澄んだ青空と軒下に吊された干し柿の色が鮮や
かなコントラストを描いています。この季節、山間部ではよく
見かけられる光景です。（脊振町鹿路）
　市報かんざきの表紙写真を一般公募しています。風景・
祭りなど季節を感じさせる写真がありましたら、ご応募くださ
い。詳しくは、神埼市役所　市長公室（☎３７－００８８）まで。

子どもの悩み相談室
○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　

脊振町高齢者生活福祉センター

千代田町福祉センター
神埼町保健センター

12月 9日（木）

12月16日（木）
10：00～12：00

と　き ところ

心配ごと相談（社会福祉協議会）

◎ 問い合わせ先　神埼市社会福祉協議会　☎59－2227　

夜間や休日に受診できる
救急病院・診療所を知りたいときは


