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建設業許可・産業廃棄物許可・会社設立・相続手続
遺言・古物商・内容証明・成年後見手続・農地転用
その他の書類作成にもご利用ください。

お電話下さればお伺いいたします。

※行政書士には守秘義務があります、お気軽にご連絡ください。

  杠　繁 美
ゆずりは　　　　　　　　し げ　　　　　み

日本行政書士会登録番号　05410974
〒842－0121　神埼市神埼町志波屋3627

　ＴＥＬ0952－53－1747　携帯090－8836－5630
ホームページ　杠　神埼 → 検索

行 政
書 士

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

○と　き　1月24日(月)・31日(月)     
　　　　　 2月  7日(月)・14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

19日（水）

21日（金）
平成19年4月～ 5月生

14日（金）

1歳6ヶ月児健診後～ 5歳未満

28日（金）

17日（月）

フッ素塗布（要予約）
3歳児健診（千代田地区）

千代田町保健センター

神埼町保健センター

10：30～11：00

千代田町保健センター

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）

平成22年9月～ 10月生3～4ヶ月児健診（千代田地区） 13：00～13：30
千代田町保健センター

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
13：00～13：30

1 月

事　業　名 受付時間 ところ 対　象　者

健康カレンダー（1月1日～2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）

　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

◎問い合わせ先
健康相談
○と　き　1月17日(月)・24日(月)・ 31日(月)
　　　　　 2月  7日(月)・14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

１月9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

１月10日
（月）

１月16日
（日）

１月23日
（日）

１月30日
（日）

2月6日
（日）

2月11日
（金）

2月13日
（日）

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

（外・胃・整外）

南医院
☎44－2777
千代田町直鳥808－1

最所医院
☎52－2452（内・胃・呼） （内・胃・呼）
吉野ヶ里町吉田826-3

山田こどもクリニック
☎55－6566（小）
神埼町田道ヶ里2394

神埼クリニック
☎53－1818
神埼町田道ヶ里2396

（内）

中下医院
☎44－2488
千代田町餘江128

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

神埼病院

☎52－3145
神埼町田道ヶ里2216

（外・整外・胃）☎52－3145
神埼町田道ヶ里2216

（外・内）橋本病院 ☎52－2022
神埼町本告牟田3005

身近なボランティア ～献血～
あなたの善意を待っている人がいます。

妊婦一般健康診査に
「HTLV-1抗体検査」が追加されました
　平成22年12月1日交付分から妊婦一般健
康診査に「HTLV-1抗体検査」が追加されま
した。「HTLV-１抗体検査」は、成人T細胞
性白血病の原因になる、HTLV-1ウイルスが
体内にあるかを調べる検査です。
　お母さんがウイルスを持っていると、授乳な
どで赤ちゃんに感染する可能性があります。
　詳しくは、お問い合わせください。

　※献血種類は400ml献血をお願いします。
　男女共に体重が50kg以上の
方で、18歳～ 69歳（65歳以上
の方は60～ 64歳の間の献血経
験者に限る）まで参加できます。
◎問い合わせ先
　佐賀県赤十字血液センター　業務課
　☎３２－１０１１

と　き
1月28日（金）
  9：00 ～ 12：00
13：00 ～ 16：00

ところ

神埼町保健センター
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○と　き　1月20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　1月17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1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　1月15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　1月8日（土）、20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

○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
4日（金）

18日（金）

10：00～12：00

 2 月

 1 月

 2 月

 1 月

7日（金）

14日（金）

1号会議室
1ー2会議室

1ー1会議室神埼市役所

1ー1会議室神埼市役所

脊振総合支所

1ー2会議室千代田総合支所

千代田総合支所

小会議室脊振公民館

14日（金）

11日（火）

17日（月）

9：00～12：00

13：00～16：00

13：00～16：00

13：00～16：00

13：00～16：00

9：00～12：0018日（金）

8日（火）

21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

1月11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　1月21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

○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

相相談相談

表紙写真「しめ縄作り」
　神埼市教育委員会では、隔週水曜日、市内の各小学校
で放課後の子どもの居場所づくり（ドリームパーク）を行ってい
ます。この日はお正月に向けてしめ縄飾りを作りました。
　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　

弁護士無料法律相談（社会福祉協議会）
○と　き　1月20日（木）　13：30～16：30
○ところ　神埼町保健センター
○受　付　1月17日（月）まで
○定　員　6人（1人30分）
◎問い合わせ先
　神埼市社会福祉協議会　神埼総合支所　☎51－1822

※要予約


