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月行事予定表

日

－

防災行政無線テレホンサービス ☎０９２ ９６２ ６３２５

－

SUN 月

直通電話を ご 利 用 く だ さ い

１１

活動する 33,000 人のまちづくり情報誌

新宮町役場 ☎９６２－０２３１
（代） FAX９６２－２０７８

シーオーレ新宮

新宮町福祉センター

税 …税務課········································ ☎９６３－１７３１

総 …総務課········································ ☎９６３－１７３０

住 …住民課········································ ☎９６３－１７３３

地 …地域協働課·························· ☎９６３－１７３４

·········· ☎９６２－５１５１
健 …健康福祉課（健康）

高 …健康福祉課
（高齢者）········ ☎７１０－８２８６

環 …環境課········································ ☎９６３－１７３２

政 …政策経営課·························· ☎９６２－０２３０

子 …子育て支援課··················· ☎９６３－２９９５

包 …地域包括支援センター········ ☎９６３－０６６３

············· ☎９６２－０２３９
福 …健康福祉課（福祉）

産 …産業振興課·························· ☎９６２－０２３８

図 …図書館········································ ☎９６２－５５００

協 …社会福祉協議会············· ☎９６３－０９２１

会 …会計課········································ ☎９６３－１７６５

学 …学校教育課·························· ☎９６３－１７３９

上 …上下水道課·························· ☎９６３－１７３６

都 …都市整備課·························· ☎９６３－１７３５

議 …議会事務局·························· ☎９６３－１７３７

������������������������� ☎９６３－１７３８

MON 火

TUE 水

WED 木

歴 …歴史資料館·························· ☎９６２－５５１１

（代）
そぴあしんぐう ☎９６２－５５５５

THU 金

社 …社会教育課······· ☎９６２－５１１１

FR I 土

SAT

※自動音声で聞くことができます。
（定時放送を除く）

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
【開】しごと・くらし相談室
【休】町福祉センター
【休】図書館・歴史資料館

【開】しごと・くらし相談室
【休】町福祉センター
【休】図書館・歴史資料館

○総合健診（要予約）健 住
受付 ８：００～１０：５０
場所 シーオーレ新宮
○マイナンバーカード受け取りの ○マタニティスクール（要予約）子
時間 １０：００～１１：３０
ための臨時開庁（要予約）住
（広報１５ページ参照）
場所 シーオーレ新宮
○総合健診（要予約）健 住
【開】しごと・くらし相談室
受付 ８：００～１０：５０
【休】町福祉センター
場所 シーオーレ新宮
【休】図書館・歴史資料館

【休】しごと・くらし相談室
【休】町福祉センター
【休】図書館・歴史資料館

○マイナンバーカードの臨時申請
受付 住
（広報１５ページ参照）
○マイナンバーカード受け取りの
ための臨時開庁（要予約）住
（広報１５ページ参照）
【開】しごと・くらし相談室
○総合健診（要予約）健 住
受付 ８：００～１０：５０
【休】町福祉センター
場所 シーオーレ新宮
【休】図書館・歴史資料館

○ふれあい１０分コールそら 協
時間 １３：００～１５：００
【開】消費生活相談室

○コロちゃんのおはなし会 図
時間 １４：００～１４：２０
場所 図書館
対象 ３歳以上

○育児相談（要予約）子
受付 ９：３０～１１：１５
場所 シーオーレ新宮
○ふれあい１０分コールそら 協
時間 １３：００～１５：００
【開】消費生活相談室

○コロちゃんのおはなし会 図
時間 １４：００～１４：２０
場所 図書館
対象 ３歳以上

○もぐもぐ講座（要予約）子
時間 ①１０：００～１１：００
②１１：００～１２：００
場所 シーオーレ新宮
（広報１６ページ参照）
【開】しごと・くらし相談室

○ふれあい１０分コールそら 協
時間 １３：００～１５：００
○不登校・ひきこもりほっこり
おはなし会 協
時間 １３：００～１５：００
場所 町福祉センター
【開】消費生活相談室

○コロちゃんのおはなし会 図
時間 １４：００～１４：２０
場所 図書館
対象 ３歳以上

○７か月児相談 子
受付 ９：００～９：３０
場所 シーオーレ新宮
対象 令和２年４月生
【開】しごと・くらし相談室

○育児相談（要予約）子
受付 ９：３０～１１：１５
場所 シーオーレ新宮
○ふれあい１０分コールそら
時間１３：００～１５：００
【開】消費生活相談室

○総合健診（要予約）健 住
受付 ８：００～１０：５０
場所 シーオーレ新宮
○コロちゃんのおはなし会 図
時間 １４：００～１４：２０
場所 図書館
対象 ３歳以上

【休】町福祉センター
【休】消費生活相談室

○３歳児健診 子
受付 １３：００～１３：３０
場所 シーオーレ新宮
対象 平成２９年１０月生

○心配ごと・福祉なんでも相談
時間 １０：００～１５：００
場所 町福祉センター
【開】消費生活相談室

○相島地区図書貸出
（欠航時中止）
時間 １０：００～１６：３０
場所 相島きずな館
○熊 丸みつ子先生の笑って！泣
いて！元気１００倍子育て講話 ○１歳半児健診 子
受付 １３：００～１３：３０
（要予約）子
時間 １０：３０～１１：３０
場所 シーオーレ新宮
場所 シーオーレ新宮
対象 平成３１年４月生
（広報１０月号参照）
【開】しごと・くらし相談室

○マイナンバーカードの臨時申請
受付 住（広報１５ページ参照）
○総合健診（要予約）健 住
受付 ８：００～１０：５０
場所 シーオーレ新宮
○お外であそぼ！ 協
時間 １０：００～１２：００
場所 人丸公園
○無料法律相談 協
○総合健診（要予約）健 住
時間 １３：００～１６：００
受付 ８：００～１０：５０
場所 町福祉センター
【開】消費生活相談室
場所 シーオーレ新宮

【開】消費生活相談室

○４か月児健診 子
受付 １３：００～１３：３０
場所 シーオーレ新宮
対象 令和２年７月生
【開】しごと・くらし相談室
【休】図書館（資料整理日）

【開】しごと・くらし相談室

１１月９日（月）～１５日（日）
秋季全国火災予防運動

火の取り扱いには十分注意しましょう。

協

飲酒運転
絶対しない
させない
許さない !

各種相談コーナー

今月の税

名称

固 定 資 産 税…………３期
国民健康保険税…………６期
納 期 １１月３０日（月）
期

休日当番医表

日

外

科

じんばやし整形外科医院
11月 1 日（日） ☎９６２ー０２００
福岡東医療センター

11月 3 日（火・祝） ☎９４３ー２３３１
11月 8 日（日）
11月 15 日（日）
11月 22 日（日）
11月 23 日（月・祝）
11月 29 日（日）

内科・小児科
粕屋北部

歯科
粕屋中南部

休日診療所

休日診療所

診療時間
９：００～１２：００
みやざき整形外科
１
３
：００～１７：００
☎４１０ー１１９２
住所
かわくぼ脳神経外科
☎９４０ー４９７０ 古賀市庄２０５
（サンコスモ古賀内）
古賀中央病院
☎９４４ー１５５１ ☎９４２ー１５１１
福岡東医療センター ※診 療 科 目 は 内 科
のみ、または小児
☎９４３ー２３３１
科のみになる場合
原外科医院
があります。
☎９６２ー０７０４

診療時間
９：００～１２：００
１３：００～１７：００
住所
久山町久原
３１６８ー１
☎６５２ー３１１９

分別収集日
行政区
収集日
緑ケ浜、中央駅西、下府１・２、湊坂、桜山手、パークシティ、
11 月 ８ 日（日）
杜の宮、新宮、湊、よつば、（仮称）アーバンパレス新宮
11 月 18 日（水）

相島

的野、立花口、花立花、原上、ファーネスト新宮、三代、
11 月 22 日（日）
上府、中央駅前、夜臼１～４

生ごみ堆肥化容器等購入助成

家庭の生ごみの減量とリサイクルの
促進のため、生ごみ堆肥化容器等購入
費の一部を助成します。詳しくは役場
環境課まで問い合わせください。

町内の犯罪件数

対象品目

生ごみ処理機
生ごみ堆肥化容器
ダンボールコンポスト

助成金額

本体価格の２分の１、
上限額１９, ０００円

（８月 ）

町内の交通事故件数

性犯罪

０件 強盗

０件

ひったくり

０件 乗り物盗

４件

空き巣など

０件 自販機ねらい

０件

車ねらい

０件 万引き

４件

死者数

８件

負傷者数

合

計

８月中
件数

１１（－５）
１（－３）

内 高齢者の事故

０（±０）
１４（－７）
※（

人の動き

）内は前年比

内容

相談窓口または電話番号

健康相談

シーオーレ新宮健康福祉課
☎９６２－５１５１

月曜日～金曜日の９：００～１７：００（祝休日を除く）

認知症介護相談

クローバープラザ
☎５７４－０１９０

毎週水曜日、土曜日の１１：００～１６：００

博多公証役場

人

口

３３,６３３人

（＋３３）

男

性

１６,２６４人

（＋９）

女

性

１７,３６９人

（＋２４）

出

生

２９人

世帯数

１３，
４８５世帯

（＋８）

死

亡

２１人

月曜日～金曜日の８：３０～１２：００、１３：００～１７：００

相続・遺言、任意後見など ☎４００－２５６０

教育相談（電話）

教育全般

母子家庭・父子家庭就労支援
養育費電話相談

みんなの人権１１０番

シーオーレ新宮１階相談室
☎０９０－５７２９－７０３７

毎週金曜日の９：００～１７：００（要予約）
※予約は毎週金曜日の９：００～１７：００
※第５金曜日は休み

ひとり親サポートセンター
☎５８４－３９３１

月曜日～金曜日の９：００～１７：００
毎週土曜日、第１・第３日曜日の９：００～１６：００

福岡県立福岡特別支援学校
☎９６３－００３１

特別支援学校の教育相談
人権相談ダイヤル

月曜日～金曜日の９：００～１６：００
（学校での相談は要予約）

☎０５７０－００３－１１０

月曜日～金曜日の８：３０～１７：１５（祝休日を除く）

子どもの人権１１０番

☎０１２０－００７－１１０

月曜日～金曜日の８：３０～１７：１５（祝休日を除く）

女性の人権ホットライン

☎０５７０－０７０－８１０

月曜日～金曜日の８：３０～１７：１５（祝休日を除く）

かすや地区女性ホットライン

☎４０１－５３５３

毎日１０：００～１７：００ ※木曜のみ～１９：００
（祝休日、年末年始を除く）
毎週月曜日、木曜日の１０：００～１３：００、１４：００～１６：００
（閉庁日は除く）

しごと・くらし相談室

就労相談支援や、生活上で 役場２階
の困りごとの相談
☎０８０－２７５９－５９９４

法テラス福岡

相談窓口の紹介

☎０５０－３３８３－５５０１

くらし・行政
なんでも相談コーナー

各種相談

岩田屋本店新館６階お客様サロン 月曜日～土曜日の１０：００～１７：００
☎７８１－７８３０
（法律相談は要予約）

県民相談室

法律相談

福岡県庁１階☎６４３－３３３３

新宮町消費生活相談室

消費生活相談（面談・電話）役場２階☎４１０－２１８２

月曜日～金曜日の９：００～１７：００

毎月第１、第３金曜日の１３：００～１６：００（要予約）
毎週火曜日、金曜日の１０：００～１３：００、１４：００～１６：００

クレジット・サラ金・ヤミ金無料電話相談

☎７２４－９５０５

月曜日～金曜日の１８：００～２０：００（祝休日を除く）

労働トラブル電話相談

☎７２４－９５０５

毎週火曜日の２０：００～２１：００（祝休日を除く）

犯罪被害者相談電話

☎６３２－７８３０

月曜日～金曜日の９：００～１７：４５（祝休日を除く）

情報公開・個人情報保護総合 国・独立行政法人の情報公開制度 九州管区行政評価局（福岡合同庁舎本館８階） 月曜日～金曜日の９：００～１７：００
案内所
や個人情報保護制度に関する案内 ☎４３１－７０８３
（祝休日、年末年始を除く）

エコロの森（古賀清掃工場）
行事・内容

日

時

おとなのかえっこ 陶器・ガラス器を持ってきてポイン
トに換え、そのポイントで欲しい陶器・ガラス器と交換。

１１月１８日（水）
午前１０時～午後２時

みんなでフリマ
新品、中古品、手作り品を出店してみませんか？
欲しかったものが見つかるかも。

１１月１８日（水）
午前１０時～午後１時

出店
購入

おしゃべりカフェ「もちゃもちゃ」
親子でエコロの秋を楽しもう！

（９月末現在）

日時

エコエコクッキング 「ミートソースづくり～冷凍保存活
用～まとめ作りは食材をむだにしない！」
ミートソースを作り、残りご飯のドリアや忙しい朝のト
ーストのアレンジレシピを紹介します。

参加費

対

象

予

約

定

員

託

児

×

大人

不要

×

×

×

大人

【要予約】先着順
１１月１７日（火）締切

５店

×

×

大人

不要

×

×

１１月１９日（木）
午前１０時３０分～１１時３０分

×

未就学児と
その保護者

【要予約】先着順
１１月１８日（水）締切

５組

×

１１月２５日（水）
午前１０時３０分～正午

４００円

大人

【要予約】
１１月１７日（火）締切
１１月１８日（水）抽選

５人

×

※電話・メールでお申し込みください。（実施日前月の１日から受付開始、受付日時は祝日を除く月曜日～金曜日の午前９時～午後４時３０分）
【場所・申込・問い合わせ先】 古賀清掃工場 再生・展示棟
（古賀市筵内１９７０－１）☎９４２－１５３０
（内線４１０） メールアドレスecolo-no-mori.saisei@genkai-kankyo.jp

