
日 月 火 水
 1  2   3

 7   8   9   10

14  15  16

　　　

 17

  23  24

 28
        

29  30
 

 31

2022

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 6月末 ※（  ）内は前月比

人口

28,356 女 14,892（-15）

（-25） 男 13,464（-10）

世帯

11,337 転入 59 出生 12

（19） 転出 67 死亡 29

（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）4･7カ月児健診  
  13:15～14:15
  市役所 西別館

（保） 1歳半児健診  
  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）4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）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 （後期）
  9:30～12:00
  市役所 西別館

（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）

（保）住 民 健 診
7:30～11:00
かわせみホール

（保）浮羽断酒会 20:00～
  総合福祉センター

（保）浮羽断酒会 20:00～
  総合福祉センター

（市）お盆期間中（13日～15日）し尿くみ取りは休業します
お盆前にくみ取りをされる場合は8月6日（土）まで
にご連絡をお願いします。
●吉井町域=うきは環境  ☎75-3344
●浮羽町域=浮羽美化センター  ☎77-2370

（保）住 民 健 診
7:30～11:00
かわせみホール

（ブ）一日森林セラピー  　　　　
　9:30～15:00予定
 （詳細P18）
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毎月9日は
「防火の日」
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うきくる
母子健康手帳の交付と面談・出産、育児の悩みや心配事の相談・子育てに関す
るサービス等の紹介・関係機関の紹介   8:30～17:15（平日のみ）☎75-4960

【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。

子育ての不安はありませんか？
頑張りすぎていませんか？
心に秘めた悩み、ささいなことでもかまいません。
お気軽にご相談くださいね。

休日在宅医
内科・外科の順

診療時間  9時～17時

7日（日）

坂本内科医院
（吉井町）☎ 75-2393  

くまがえクリニック
（田主丸町）☎72-2528

11日（木）

緒方クリニック
（田主丸町）☎72-1771

浮羽クリニック
（浮羽町）☎77-7111

14日（日）

上田内科胃腸科医院
（浮羽町）☎77-3588

田主丸中央病院
（田主丸町）☎72-2460

21日（日）

菊池医院
（吉井町）☎75-2711

原鶴温泉病院（吉井町）
☎ 75-3135

２8日（日）

※内科・外科とも
田主丸中央病院

（田主丸町）☎ 72-2460

（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P17）

（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P17）

（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）第2回人権セミナー
　18：30～20：00
　 白壁ホール　（詳細P14）

（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 

（保）住 民 健 診
7:30～11:00
かわせみホール

（保）住 民 健 診
7:30～11:00
かわせみホール

（保）住 民 健 診
7:30～11:00
かわせみホール

小・中学校始業式

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。 当日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。
※8月6日（土）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）

（共）
　男女共同参画セミナー
　映画上映会
　「ママをやめてもいい　
　ですか！？」　
　14：00開演　
　白壁ホール（詳細P14）
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