
日曜在宅医
無料育児相談
■内容絵本の読み聞かせ、育児相談　■8 月

25 日㈭ 10 時～ 11 時 30 分　■ゆうゆう　■対象乳
幼児と保護者　■申し込み不要
問ゆうゆう（☎ 65･1200、℻ 65･1219）

市勤労者生活資金貸し付け
無料相談

■内容教育費、医療費、冠婚葬祭費などを低金利
で貸し付ける制度の説明・相談　■ 9 月 4 日㈰、
11 日㈰。各 10 時～ 17 時　■九州労働金庫ローン
センター久留米　■対象市内に住んでいる 64 歳以
下で、融資制度がない中小企業に 1 年以上勤めて
いる人　■申し込み不要
問同センター（☎ 33･7117、℻ 33･7123）

税理士による成年後見・相続税・
贈与税無料相談会

■内容財産管理、相続、今後の生活の悩みなどに
税理士が対応　■9 月 17 日㈯ 10 時～ 16 時　■シ
ティプラザ　■定員 21 人・先着順　■申込開始 8
月 8 日㈪ 9 時
○申九州北部税理士会 成年後見支援センター

（☎ 092･433･2366、℻ 092･481･3878）
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【救急車を呼ぶか、病院に行くか迷ったとき】
24 時間受け付け救急電話相談・医療機関案内
■プッシュ回線＃７１１９　　■☎０９２･４７１･００９９

全日曜、祝日
外科 聖マリア病院 津福本町 35-3322
外科 新古賀病院 天神町 38-2222

内科・外科 嶋田病院 小郡市 72-2236
※ 平時の診療時間や災害時の開閉は各医療機関に

問い合わせてください
※ 医療機関が変わる場合があります。変更は市

ホームページ「日曜在宅医」で確認してください

休日当番薬局は久留米三井薬剤師会ホームページへ

※青字の医療機関では、市の各種健診やがん検診
などが受診できます。受診できる検診項目は各病
院へ直接問い合わせてください

8 月 11 日㈷

内
科

よしかいクリニック 花畑 39-4114
高良台リハビリテーション病院 藤光町 51-3838
古賀内科クリニック 野中町 38-7350
安本病院 三潴町 64-2032
緒方クリニック 田主丸町 0943-72-1771

外
科

なご整形外科 大橋町 47-1351
高木病院 大川市 0944-87-0001
浮羽クリニック うきは市 0943-77-7111

小
児

さかた小児科クリニック 御井旗崎 27-8841
くどうこどもクリニック 小郡市 75-9100

眼しらお眼科クリニック 野伏間 51-4100
耳たなか耳鼻咽喉科医院 小郡市 72-3387
歯タケダ歯科医院 藤山町 21-0106
産翁産婦人科医院 諏訪野町 46-8181

8 月 14 日

内
科

薬師寺内科医院 国分町 21-2683
堀川病院 西町 38-1200
赤司内科医院 山川追分 44-2095
安本病院 三潴町 64-2032
富田病院 城島町 62-3121
上田内科胃腸科医院 うきは市 0943-77-3588

外
科

白地整形外科・スポーツクリニック御井町 41-0379
神代病院 北野町 78-3177
高木病院 大川市 0944-87-0001
福田病院 大川市 0944-87-5757
田主丸中央病院 田主丸町 0943-72-2460

小児河野小児科 国分町 21-3219
眼林眼科医院 東町 32-2168
耳はかたみち耳鼻咽喉科 東櫛原町 38-0801
歯宮原歯科医院 南 21-7007
産いでウイメンズクリニック 天神町 33-1114

9 月 4 日

内
科

行徳診療所 日吉町 32-5175
稲田内科クリニック 花畑 46-8255
おだ内科医院 西町 32-4986
富田病院 城島町 62-3121
萬年内科 城島町 62-4161
今村医院 大川市 0944-86-3010
古賀内科小児科医院 うきは市 0943-77-2009

外
科

松浦整形外科医院 上津 22-2300
神代病院 北野町 78-3177
福田病院 大川市 0944-87-5757
宮﨑整形外科 田主丸町 0943-72-1000

小児吉永小児科 本町 33-2098
眼小川眼科医院 北野町 41-3701
耳ふじたクリニック 長門石 38-2816
歯吉松歯科医院 山川追分 43-2566
産聖マリア病院 津福本町 35-3322

8 月 7 日

内
科

中田循環器科内科クリニック 津福今町 30-3211
木下医院 南薫西町 32-4625
はるた医院 南 22-8100
富田病院 城島町 62-3121
古賀医院 三潴町 65-0240
蔵本医院 大川市 0944-86-2368
坂本内科医院 うきは市 0943-75-2393

外
科

あさひクリニック 上津町 65-3027
神代病院 北野町 78-3177
福田病院 大川市 0944-87-5757
くまがえクリニック 田主丸町 0943-72-2528

小児善導寺こどもクリニック 善導寺町 47-0818
眼山下眼科医院 筑後市 53-2225
耳まなこ耳鼻咽喉科クリニック みやき町 89-1733
歯田島歯科矯正口腔外科クリニック 本町 32-4755
産河田産婦人科 梅満町 32-2502

8 月 21 日

内
科

緒方胃腸科医院 荘島町 34-8311
文化街診療所 日吉町 33-3903
竹田津医院 国分町 21-3720
新古賀リハビリテーション病院みらい小郡市 73-0011
富田病院 城島町 62-3121
溝田医院 大川市 0944-86-3238
菊池医院 うきは市 0943-75-2711

外
科

まさ乳腺クリニック 花畑 46-1100
矢野医院 三潴町 65-1235
福田病院 大川市 0944-87-5757
原鶴温泉病院 うきは市 0943-75-3135

小児本間小児科医院 城南町 35-3619
眼橋本眼科医院 小郡市 72-2335
耳三橋耳鼻咽喉科クリニック 日吉町 32-2720
歯もりみつ歯科医院 御井旗崎 45-5511
産いづみレディスクリニック 新合川 45-2300

8 月 28 日

内
科

平塚医院 大橋町 47-0018
ツジ胃腸内科医院 国分町 21-1582
内藤病院 西町 32-1212
安本病院 三潴町 64-2032
野口医院 大木町 0944-32-1103
田主丸中央病院 田主丸町 0943-72-2460

外
科

戸次クリニック 東町 33-3123
神代病院 北野町 78-3177
高木病院 大川市 0944-87-0001
田主丸中央病院 田主丸町 0943-72-2460

小児つむらファミリークリニック 高良内町 43-9720
眼末田眼科医院 諏訪野町 35-1231

おの眼科 大川市 0944-88-8366
耳野口医院 大木町 0944-32-1103
歯ふかみず歯科クリニック 安武町 65-8249
産天神ウィメンズクリニック 諏訪野町 38-0002

・今年は 3 年ぶりに、さまざまなイベントが開催
決定となり、楽しみにしている人も多いと思いま
す。私も取材に行く機会が増えました。たくさん
の人が楽しんでいるのが、マスク越しでも分かり
ます。ただ、新型コロナの感染者数が増加してい
ます。外出する際は、マスクや手指消毒などの感
染予防対策と併せて、熱中症対策も忘れずに。（貴）

編集後記

【子どもの急な病気やケガで心配なとき】
小児救急医療電話相談
　受診するか迷ったら、看護師や小児科医師が助言します。
■平日 19 時～ 7 時、土曜は 12 時から
日曜・祝日は 24 時間受け付け

■ 8 月 13 日㈯ ～15 日㈪は 24 時間受け付け
■プッシュ回線・携帯電話#8000　■☎092･731･4119

久留米広域小児救急センター
　夜間の子どもの急病に対応しています。
■毎日 19時～ 23時。22 時30分受付終了
■聖マリア病院 地域医療支援棟 1 階
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