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家庭児童相談
子育て・家庭の悩み　月～金　9:00～17:00

☎73-9151（専用ダイアル）

ひとり親サポート相談（県ひとり親サポートセンター）

養育費電話相談など　

平日９:00～17:00／毎週土曜日、第1・ 3日曜日 9:00～16:00  

☎092-584-3931

うきは市の人口 5月末 ※（  ）内は前月比

人口

28,381 女 14,907（-3）

（-7） 男 13,474（-4）

世帯

11,318 転入 67 出生 18

（6） 転出 66 死亡 26

（保）子育て相談
  10:00～11:30
  市役所 西別館

（保） 浮羽断酒会 20:00～
  朝倉市総合市民センター

（保）住 民 健 診
7:30～11:00
市役所 西別館

（保）住 民 健 診
7:30～11:00
市役所 西別館

（保）住 民 健 診
7:30～11:00
市役所 西別館

 （保）4･7カ月児健診  
  13:15～14:15
  市役所 西別館

（保） 3歳児健診  
  13:15～14:15
  市役所 西別館

（保）10･12カ月児健診  
  13:15～14:15
  市役所西別館

（保）浮羽断酒友の会
  19:00～
  うきは市民センター

（総）行政相談
 13:00～15:00
  総合福祉センター
 うきは市民センター

（保）２月生まれ 離乳食教室
  ９:40～1２:00
  るり色ふるさと館1F          
  調理室 

（保）浮羽断酒会 20:00～
  総合福祉センター

（保）子育て相談
  10:00～11:30
 うきは市民センター３階

（保）住 民 健 診
7:30～11:00
市役所 西別館

（保）住 民 健 診
7:30～11:00
市役所 西別館

（保）浮羽断酒会 20:00～
  総合福祉センター

（保）浮羽断酒友の会
  19:00～
  うきは市民センター

（保）母親学級 （中期）
  9:30～12:00
  市役所 西別館

31

小・中学校終業式

（市）休日窓口 開庁日
  9:00～12:00

マイナンバーカード
申請・交付のみ
（市役所のみ）

第26回参議院議員通常選挙期日前投票のお知らせ
7月10日（日）に参議院議員通常選挙が行われます。投票日に仕事や用事などの予定がある方は、
期日前投票をすることができます。
●期間:～7月９日（土）まで 　●時間:8:00～20:00
●場所:（吉井町）うきは市役所1階101会議室　（浮羽町）うきは市民ホールコミュニティルーム
※どちらの投票所でも投票できます。入場券裏面の期日前投票宣誓書に必要事項を記入の上、
お持ちください。
※新型コロナウイルス感染症対策として、期日前投票をすることも可能です。当日の混雑緩和にご協力をお願いします。

第26回
参議院議員通常選挙投票日

                                 （ブ）
              夏休み子ども企画   
         『森のたんけんと川
     遊びをしよう』10:00～
   （詳細P15）
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【カレンダー内（   ）=問い合わせなどの各課・団体表示】

（総）総務課 ☎75-4980
（保）保健課 ☎75-4960
（市）市民生活課 ☎75-4972
（生）生涯学習課 ☎75-3343

（共）男女共同参画推進室 ☎77-2661
（ブ）ブランド推進課 ☎76-9095
（人）人権・同和対策室 ☎75-4984
（建）建設課 ☎75-4987

（再）再生工房・耳納ねっと ☎76-2077
（年）久留米年金事務所 ☎0942-33-6192
（筑）筑後労働者支援事務所  ☎0942-38-7579
（観）観光会館「土蔵」☎76-3980

         ＝乳幼児・子どもに関する事業           =相談事業          =イベント           =料理教室

夜間・休日のお子さんの
救急やケガで困ったとき
は小児救急医療電話相談
へ「♯8000」
◆日曜・祝日 24時間
※休日当番薬局は浮羽薬
剤師会ホームページでご
確認ください。

毎月9日は
「防火の日」

休日在宅医
内科・外科の順

診療時間  9時～17時

3日（日）

※内科・外科とも
筑後川温泉病院（浮羽町）

☎77-7251

10日（日）

平井内科医院（吉井町）
☎75-2387

田主丸町中央病院
（田主丸町）☎72-2460

17日（日）

矢野医院（吉井町）
☎75-2859 

原鶴温泉病院（吉井町）
☎ 75-3135 

18日（月）

原田小児科内科医院
（田主丸町）☎73-0195

平田外科診療所（吉井町）
☎ 75-2065

２４日（日）

うすい内科・循環器科
（吉井町）☎ 75-2260

吉村医院（田主丸町)
☎ 72-3131

３１日（日）

※内科・外科とも
田主丸町中央病院

（田主丸町）☎72-2460

（市）休日窓口 開庁日
  9:00～12:00

マイナンバーカード
申請・交付のみ
（市役所のみ）

住民健診の注意事項
◎胃がん検診を受ける方は、前日の夜9時以降から検査終了まで
飲食しないでください。 
血圧･血糖・心臓等の薬を服用している方の受診は、主治医に必ず
ご相談ください。
の起床後は禁煙をお願いします。
◎持参物：受診券（圧着ハガキ）、がん検診料金
※その他詳細は5月初旬に全戸配布された「住民健診パンフレット」をご覧ください。
※7月8日（金）は、託児を行います。ご希望の方は、３日前までにご予約をお
願いします。（先着10名）

（保）住 民 健 診
7:30～11:00
市役所 西別館

（保）住 民 健 診
7:30～11:00
市役所 西別館

（年）年金出張相談
  10:00～15:00（要予約）
  うきは市民センター

（再）
 耳納ねっと!の料理教室
 10:00～（詳細P15）

（保）住 民 健 診
7:30～11:00
市役所 西別館

（人）人権相談
  13:00～16:00
  総合福祉センター

（再）
 耳納ねっと!の料理教室
 10:00～（詳細P15）

（人）人権相談
  13:00～16:00
  うきは市民センター 

（筑）出張就業相談
（事前予約）
　図書館３階　9:00～11:30
　ピーポート甘木
　13:30～15:30

（人）同和問題啓発強化月間
   講演会｢へこたれん～人は
   きっとつながれる～」
 （詳細P16)

（保）健康料理教室
  10:00～12:00
    御幸コミュニティーセンター
  1階 調理実習室 
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