今月の水道修理当番
期間
（曜日）
9月1日㈰
～10日㈫
9月11日㈬
～20日㈮
9月21日㈯
～30日㈪

電話番号

修理
当番業者

昼

人 口 71,805 人

夜間

☎(923)1468

㈲平山設備工業

㈱一新工業 ☎(922)8111

金

月

12

13

火

（高）すこやか運動教室（初級編ケアビクス体操、65歳～69
歳、総合体育館）13:30～14:30（受付13:00～13:30）
（高）すこやか運動教室（中級編パラディソ体操、70～74歳、
総合体育館）15:00～16:00（受付14:20～14:50）
（高）すこやか運動教室（中級編パラディソ体操、65歳～69
歳、いきいき情報センター）13:30～14:30（受付13:00
～13:30）
（高）すこやか運動教室（初級編ケアビクス、70歳～74歳、い
きいき情報センター）15:00～16:00（受付14:20～
14:50）

（高）男性のためのすこやか運動教室（上級編筋力トレーニン
グ、65歳～74歳、いきいき情報センター）13：30～14：
20（受付13：00～13：30）
（高）男性のためのすこやか運動教室（上級編筋力トレーニン
グ、75歳以上、いきいき情報センター）14：30～15：20
（受付14：00～14：30）
（保）乳幼児健康相談 （受付13：15～14：30）

水

（保）４か月児健診（2019年4/21～5/10生まれ）

木

（高）すこやか運動教室（初級編ケアビクス体操、75歳～79
歳、総合体育館）13:30～14:30（受付13:00～13:30）
（高）すこやか運動教室（中級編パラディソ体操、80歳以上、
総合体育館）15:00～16:00（受付14:20～14:50）

金

（保）マタニティクッキング（要予約）10:00～12:00（受付
9:45～10:00）
（保）すこやか相談（要予約）（9:30～11:00）
（高）すこやか運動教室（中級編パラディソ体操、75歳～
79歳、いきいき情報センター）13:30～14:30（受
付13:00～13:30）
（高）すこやか運動教室（初級編ケアビクス、80歳以上、いき
いき情報センター）15:00～16:00（受付14:20～
14:50）
（ 高） す こ や か 相 談（要 予約 、 口腔 、 栄 養、 保 健 ）（9 : 3 0 ～
12:00）

14

15

日

−1) 傷

（環）環境美化センター日曜開放（9:00～12:00）

19

内科１次 あけぼのクリニック

大野城市曙町1-1-8

☎(585)8503

1

+1

内科２次 福岡徳洲会病院

春日市須玖北4-5

☎(573)6622

者

50

304

+13

（保）３歳児健診（2016年8/11～8/31生まれ）

水

（保）１歳６か月児健診（2018年2/6～2/25生まれ）

木

（高）すこやか運動教室（初級編ケアビクス体操、70歳～74
歳、総合体育館）13:30～14:30（受付13:00～13:30）
（高）すこやか運動教室（中級編パラディソ体操、65～69歳、
総合体育館）15:00～16:00（受付14:20～14:50）

金

21

土

（保）マタニティクラス（要予約）14:00～16:00（受付：13:45
～14:00）

22
23
火

（保）４か月児健診（2019年5/11～5/31生まれ）

木

（保）すこやか相談（要予約）（13:30～15:30）
（高）すこやか運動教室（初級編ケアビクス体操、80歳以上、
総合体育館）13:30～14:30（受付13:00～13:30）
（高）すこやか運動教室（中級編パラディソ体操、75歳～79
歳、総合体育館）15:00～16:00（受付14:20～14:50）

金

（子）ママ・ぷれママひろば（要予約）10:00～11:30
（保）モグモグカミカミ離乳食教室（要予約）14:00～16:00
（受付：13:45～14:00）
（高）すこやか運動教室（中級編パラディソ体操、80歳以上、
いきいき情報センター）13:30～14:30（受付13:00～
13:30）
（高）すこやか運動教室（初級編ケアビクス、75歳～79歳、い
きいき情報センター）15:00～16:00（受付14:20～
14:50）

25

27

月

（高）男性のためのすこやか運動教室（上級編筋力トレーニン
グ、75歳以上、いきいき情報センター）13：30～14：20
（受付13：00～13：30）
（高）男性のためのすこやか運動教室（上級編筋力トレーニン
グ、65歳～74歳、いきいき情報センター）14：30～15：
20（受付14：00～14：30）

小 児 救 急 医 療 電 話 相 談
広報だざいふ

9/1
㈰

2019.9.1

（令和元年）

9/8
㈰

外科１次 うれしの外科胃腸科クリニック 那珂川市片縄9-30-4
春日市須玖北4-5

産婦人科 早瀬川医院

筑紫野市二日市中央4-12-6 ☎(924)3531

内科１次 どい内科クリニック

筑紫野市光が丘4-5-3

☎(926)7415

内科２次 済生会二日市病院

筑紫野市湯町3-13-1

☎(923)1551

外科１次 杉山整形外科医院

大野城市下大利1-1-7

☎(501)3369

外科２次 済生会二日市病院

筑紫野市湯町3-13-1

☎(923)1551

産婦人科 吉川レディースクリニック

筑紫野市二日市北2-2-1
イオン二日市店3F

☎(918)8522

☎(573)6622

内科１次 西田内科胃腸科医院 筑紫野市二日市北3-1-10 ☎(925)4114
春日市小倉東1-61

☎(581)0431

那珂川市中原2-4

☎(954)2551

春日市小倉東1-61

☎(581)0431

産婦人科 まなべ産婦人科医院

大野城市雑餉隈1-7-17

☎(571)4307

内科１次 香月内科クリニック

那珂川市道善1-17

☎(953)2862

内科２次 樋口病院
春日市紅葉ケ丘東1-86
9/16
外科１次 陣の内脳神経外科クリニック 春日市春日原北町3-63
（月・祝）
外科２次 福岡徳洲会病院
春日市須玖北4-5

☎(572)0343
☎(582)3232
☎(573)6622

産婦人科 城野産婦人科クリニック 春日市一の谷2-8-1

☎(584)1103

内科１次 乙成内科医院

筑紫野市紫3-6-28

☎(928)8818

内科２次 福岡大学筑紫病院

筑紫野市俗明院1-1-1

☎(921)1011

9/22
外科１次 なかむら整形外科
㈰
外科２次 福岡大学筑紫病院

筑紫野市原田3-19-7

☎(926)9300

筑紫野市俗明院1-1-1

☎(921)1011

産婦人科 あまがせ産婦人科

大野城市東大利1-14-6

☎(572)5503

内科１次 なごみ診療所

大野城市乙金2-9-6

☎(580)8810

内科２次 原病院

大野城市白木原5-1-15

☎(581)1631
9/23
外科１次 城戸整形外科クリニック 春日市春日原北町3-63-1 ☎(513)5002
（月・祝）
外科２次 福岡徳洲会病院
☎(573)6622
春日市須玖北4-5
産婦人科 女性クリニックみのり 那珂川市中原3丁目127-2階E1 ☎(555)3663
内科１次 いなだ医院

太宰府市大佐野4-16-2

☎(920)2040

内科２次 秦病院

大野城市筒井1-3-1

☎(501)1111

太宰府市向佐野2-11-28

☎(918)1521

那珂川市片縄3-81

☎(952)8888

筑紫野市紫4-1-10

☎(928)1103

9/29
外科１次 まつのクリニック
㈰
外科２次 諸岡整形外科病院
産婦人科 西尾産婦人科医院

診 療 日

日曜日、祝日、盆、
年末年始（12月30日～1月3日）

診療時間

午前9時～午後4時受付
（昼休みは午後0時30分～1時）

名

口腔保健センター
ちくし休日急患歯科診療所

☎(954)1111

外科２次 福岡徳洲会病院

内科２次 自衛隊福岡病院
9/15
外科１次 黒﨑整形外科医院
㈰
外科２次 自衛隊福岡病院

休日の急な歯痛などの場合に応急処置治療を行います。

市ホームページアドレス http://www.city.dazaifu.lg.jp/

称

所 在 地
電話番号

春日市春日原北町一丁目3-6
筑紫歯科医師会館内 ☎(571)0118

小児科の夜間・休日救急診療
区分

曜

日

診療時間

担当病院 所在地・電話番号

夜 火・木・土曜日 午後5時
間
～ 11時

9/1（日）
9/8（日）
9/15（日）
休
日 9/22（日）
9/29（日）

午前9時～
午後11時

午後5時
夜
間 月・水・金曜日 ～ 11時
9/16（月・祝）
午前9時～
休
日 9/22（日）
午後11時
9/23（月・祝）

福岡
徳洲会
病院

春日市須玖北
4丁目5番地
☎（573）6622

筑紫野市
福大
俗明院一丁目
筑紫病院 1番1号
☎（921）1011

※受付時間は午後10時30分までですが、診療体制により早く
終了することがあります。事前に電話で確認をお願いします。
※土曜日の午後1時～5時と各曜日の午後11時以降は各病院
（月・水・金曜日は福岡大学筑紫病院、火・木・土曜日は福岡徳
洲会病院）の救急診療部の医師が診療する場合があります。
※診療時間内でも状況により、小児科医ではない救急診療部の
医師が診療する場合があります。
※小児救急医療電話相談（☎：#を押して8000）

※診療時間は、午前9時～午後5時です。往診はしません。
※午後5時から翌朝午前9時までの当番医は、消防署[☎(924)4119]へお尋ね
ください。
※当番医は急に変更される場合もあります。当番医が変更になっていないか、ま
た、診療可能な症状かどうかを、あらかじめ医療機関に必ず電話で確認して
ください。また、病院の状況により受付終了時間が早くなる場合があります。
※医療機関を受診すべきか迷った場合は「在宅患者救急時電話相談事業」をご
利用ください。（☎：♯を押して7119または092-471-0099）
※診療費とは別に料金がかかる場合があります。詳しくは病院へお問い合わせ
ください。

こころの相談

28
29

30

電話番号

0

20

26

所在地

者

（保）ピッカピッカ歯科教室(要予約）10:30～12：00、13：30
～15：00（受付10：15～10：30、13：15～13：30）
（高）すこやか運動教室（中級編パラディソ体操、70歳～74
歳、いきいき情報センター）13:30～14:30（受付13:00
～13:30）
（高）すこやか運動教室（初級編ケアビクス、65歳～69歳、い
きいき情報センター）15:00～16:00（受付14:20～
14:50）

24

病医院名

+6

問い合わせ
（保）→元気づくり課（保健センター） ☎（９２８）２０００
（子）→元気づくり課（子育て支援センター） ☎（９１９）６００１
（高）→高齢者支援課（包括支援係） ☎（９２９）３２１０
（環）→環境課（ごみ減量推進係） ☎内線３６２
火

科目

229

16

35

期日

歯科休日急患診療

37

今月は14日㈯・28日㈯の
午前９時から正午まで開庁します。

（保）３歳児健診（2016年7/21～8/10生まれ）

7
8

10
11

( −26) 死

17
18

木

9

女 37,372 人

−2) 発生件数

※業務内容によっては取り扱いできないものもあります。
取扱業務・問い合わせ
○住民票の写し、印鑑証明、戸籍の記録事項証明等 市民課（☎内線304）
○所得証明、課税証明等 税務課（☎内線330）

1
2
3

6

(

R1累計 H30累計比

休日在宅当番医

毎月第２・４土曜窓口サービス実施中

9月

5

男 34,433 人

6月分

（件）

☎(923)1144

中央設備㈱

固定資産税・都市計画税・・・・３期
国民健康保険税・・・・・・・・・・・４期
介護保険料・・・・・・・・・・・・・・・４期
後期高齢者医療保険料・・・・・３期

水

( −24)

090(1971)
世帯数 31,789 世帯 (
9629

※納付は便利な口座振替をご利用
ください。

4

市内の交通事故

市人口の動き 令和元年7月末
(
)は前月差

内容：こころの悩みや不安の相談を精神科医師がお受けします。
日程：第４水曜日（祝日は別日に変更。お知らせカレンダー参照）
①13：00～ ②13：40～ ③14：20～
場所：保健センター ※前日までに要予約
問い合わせ：元気づくり課（保健センター） ☎（９２８）２０００

母子健康手帳交付 －市民対象－
○受付日時 ： 毎週火曜日 （休日を除く。）
午前 9 時 20 分～ 9 時 40 分
※受付後、随時個別相談を行い、午前９時45分頃
から約30分間、母子健康手帳や妊婦健康診査補
助券などの説明を行います。
※受付時間内に来所できない妊婦さんは、ご連絡
をお願いします。

○持ってくるもの
・妊娠届出書・上のお子さんの母子健康手帳
・①または②をそろえて
①マイナンバーカード（顔写真付きＩＣカード）
またはその写し
②個人番号の通知カードまたはその写しと運
転免許証またはパスポートなど
※代理人は委任状などが必要です。詳細は市ホー
ムページでご確認ください。

○連絡先および交付場所
元気づくり課（保健センター）☎(928)2000
（五条三丁目１－１ いきいき情報センター１階）

子どもの急な病気（発熱・下痢・吐く・けいれん・ひきつけ等）に、
看護師または必要に応じて小児科医が保護者からの相談に応じます。
相談時間 午後７時～翌朝午前７時／土曜日 正午～翌朝午前７時／日祝日 午前７時～翌朝午前７時

電話番号 ♯ 8000
または☎（661）0771

太宰府市役所 代表電話 (921)2121 FAX (921)1601

広報だざいふ

2019.9.1

（令和元年）
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