
広報おおき町民カレンダー

2019 年   ２月
アクアス大喜楽
巡回バス運行日
アクアス0944-33-2002

（月曜日休館）

１ コ ー ス 大溝校区（県道大和城島線東側） 6日㈬・20 日㈬

２ コ ー ス 大溝校区（県道大和城島線西側・蛭池・侍島地区） 7日㈭・21 日㈭

３ コ ー ス 木佐木校区（蛭池・侍島地区を除く） 13日㈬・27 日㈬

４ コ ー ス 大莞校区（全地域） 14日㈭・28 日㈭
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消防団防火の日

主な施設の連絡先（市外局番 0944）

大木町役場（代表）　 32-1013
大木町図書・情報センター

　32-1047
大木町子育て支援センター

32-1515
大木町総合体育館　   32-1288
大木町環境プラザ　   33-2202

【各課・団体表示】（議）議会事務局（総）総務課（企）企画課（税町）税務町民課（こ）こども未来課（健）健康課（産）産業振興課（建）建設水道課（環）環境課・環境プラザ（学）学校教育課（生）生涯学習課（会）会計課（農）農業委員会（選）選挙管理委員会（社協）大木町社会福祉協議会（ア）アクアス（体協）大木町体育協会

（生）こっぽーっとおはなしの森
14:00～14:30　図書・情報センター

（生）こっぽーっとおはなしの森
14:00～14:30　図書・情報センター
（生）おりがみであそぼう
14:30～16:00　図書・情報センター

（生）こっぽーっとおはなしの森
14:00～14:30　図書・情報センター

（議）議会報告会・意見交換会
 15:00～16:30　こっぽーっとホール

日曜窓口開庁日
9:00 ～ 13:00

今月の納付
　● 固定資産税                 （４期）
　● 後期高齢者医療保険料 （８期）
　● 介護保険料　　　   （７期）　

巡回バス３コース

巡回バス１コース

巡回バス１コース

巡回バス２コース

巡回バス４コース

（社協）法律相談日
13:30～15:00　町福祉センター

（健・福）出前講座
  9:30～11:30  大角東

（健・福）出前講座
  9:00～11:00 上八院下

（環）おもちゃクリニック（申込不要）
10:00～12:00　環境プラザ

日曜祝日在宅当番医

2 月 3日

安本病院（内科）
0942-64-2032 三潴

国武医院（内科）
0944-32-1105 大木

高木病院（外科）
　　            0944-87-0001 大川

宿里医院（内科）
0944-86-4069 大川

2 月 10 日

富田病院（内科）
　　　　　 0942-62-3121 城島

よこやま外科乳腺ｸﾘﾆｯｸ（外科）
0944-32-2291 大木

福田病院（外科）
　　　　　0944-87-5757 大川

足達消化器科整形外科医院
0944-88-2688 大川

2 月 11 日

安本病院（内科）
0942-64-2032 三潴

高木病院（外科）
　　            0944-87-0001 大川

2 月 17 日

富田病院（内科）
　　　　　 0942-62-3121 城島

清水整形外科医院（外科）
0942-64-5335 三潴

福田病院（外科）
　　　　　0944-87-5757 大川

溝田医院（内科）
0944-86-3238 大川

2 月 24 日

安本病院（内科）
0942-64-2032 三潴

吉村医院（内科）
0942-64-2443 三潴

高木病院（外科）
　　            0944-87-0001 大川

よしはら医院（外科）
0944-87-2711 大川

巡回バス３コース

（社協）カフェ「wewe」
10:00～15:00　イオン大木内「ｗｅｗｅ」

（社協）障がい者就労相談
14:00～16:00　イオン大木内「ｗｅｗｅ」

シルバー人材センター入会説明会
13:30～15:00　役場西別館２階集会室

（こ）おっぱい育児相談
　　　　　　　　　　　（要予約）
 9:30～12:00　子育て支援センター 

日曜窓口開庁日
9:00 ～ 13:00

（社協）健康づくりおさらいセミナー
10:00～11:30　こっぽーっとホール

（総）行政相談
10:00～12:00　大溝コミセン

（福）介護予防健診
 9:30～10:00　子育て交流センター

（こ）言語発達相談（要予約）
13:00～15:00　子育て支援センター

（生）こっぽーっとおはなしの森
14:00～14:30　図書・情報センター

（環）着物リフォーム教室
13:30～16:00　環境プラザ（要予約） 

（環）着物リフォーム教室
13:30～16:00　環境プラザ（要予約） 

□くるるん夢市場0944-75-2153

「第 7回 JA 福岡大城　農業まつり」 協賛売り出し

巡回バス２コース

（健・福）出前講座
10:00～12:00  八町牟田上
13:30～15:30  野口中野

（健・福）出前講座
  9:30～11:30　上八院上
10:00～12:00　牟田

建国記念の日建国記念の日

（健）乳児健診
　　　（H30.4月生、H30.10月生）
13:15～14：00受付　健康福祉センター

アクアスの日

（こ）読み聞かせ誕生会
10:30～11:30　子育て支援センター 

（健・福）出前講座
 13:30～15:30　大藪

（こ・健）後期離乳食教室（要予約）
 9:30～12：00　健康福祉センター　
（こ）言語発達相談　
10:00～12:00　子育て支援センター

巡回バス４コース

（社協）町ボランティア養成研修
14:00～16:00　総合体育館研修室

（こ）日曜パパ広場
 10:30～12：00　こっぽーっとホール

プラスチックの収集は、12日㈫
に振り替えます。
【対象地区】　大莞校区
　　　　　　横溝・上白垣

（こ）産後リフレッシュセミナー
10:00～12:00　子育て支援センター音楽室

□デリ＆ビュッフェくるるん0944-75-2151
「親子バレンタインチョコレート作り」 バレンタインデーを前に、手作りチョコレートに挑戦！！
 参加費￥1,000　（親子ペアで）１人追加ごとに 500円
※要予約、限定 10組、エプロンとハンドタオルを持参ください。

（健）1歳6か月児健診（H29.6月
～29年8月生）
13:15～14：00受付　健康福祉センター

お出かけ情報（ちくご路かわら版・筑後七国観光情報）　　　　　　日時 /イベント名（場所）/問合せ先

2 月 9 日㈯～ 11 日㈪ 風浪宮大祭（大川市：風浪宮）
　風浪宮社務所0944-87-2154 2 月 11 日㈷～ 4 月 3 日㈫ 柳川雛祭りさげもんめぐり（柳川市内）

　柳川市観光案内所0944-74-0891
2 月 10 日㈰
　10 時～ 15 時 30 分

みやま平家の里　梅まつり（みやま市：ＪＡ山川支所前）
　みやま市役所商工観光課0944-64-1523 2 月 11 日㈷～ 4 月 3 日㈫ 筑後吉井おひなさまめぐり（うきは市：吉井白壁通り）

　うきは市観光協会0943-76-3980
2 月 10 日㈰
　～ 3月 10 日㈰

雛の里・八女ぼんぼん祭り（八女市福島地区一帯）
　茶のくに観光案内所0943-23-6644

２月 16 日㈯・17 日㈰
　9時 30 分～ 16 時

第 25 回城島酒蔵びらき（城島町：町民の森、開放７酒蔵）
　城島酒蔵びらき実行委員会事務局0942-64-3649

（健・福）出前講座
 9:30～11:30　荒牟田

（アクアス）100円優待　17：00～（大莞・木佐木地区）

（アクアス）100円優待　17：00～（大莞・木佐木地区）（アクアス）100円優待　
17：00～（大莞・木佐木地区）

（社協）カフェ「wewe」
10:00～15:00　イオン大木内「ｗｅｗｅ」

（健）ふれあいウォーキング教室
  9:00～10:00　健康福祉センター玄関集合
（健・福）出前講座
10:00～12:00　上牟田口

（こ）ママクッキング
10:30～12:30　子育て支援センター 

（健・福）出前講座
  9:00～11:00 横溝本村

（健・福）出前講座
 9:30～11:30　福間

（健・福）出前講座
 13:30～15:30　中島

（環）転入者向けごみ分別説明会
  9:30～10:30　 環境プラザ 

11 日㈪
15 時 30 分～

16 日㈯

アクアスの２月のお風呂案内
  １日㈮～  ３日㈰ 男性・和風呂 / 女性・洋風呂
  ５日㈫～ 11 日㈷ 男性・洋風呂 / 女性・和風呂
13 日㈬～ 17 日㈰ 男性・和風呂 / 女性・洋風呂
19 日㈫～ 24 日㈰ 男性・洋風呂 / 女性・和風呂
26 日㈫～ 28 日㈭ 男性・和風呂 / 女性・洋風呂

休館日：4日㈪・12 日㈫・18 日㈪・25 日㈪

pick up!
　町民の皆さんとの意見交換会を通じ、
政策提案や政策形成につなげていくため
に、大木町議会報告会・意見交換会を開
催いたします。
　皆さんのご意見をぜひお聞かせくださ
い。たくさんのご参加お待ちしています。
日時　2月23日㈯15：00～16：30
場所　こっぽーっとホール

議会報告会・意見交換会を開催します。

（こ）プレパパ・ママ学級
 9:15～12：00　子育て支援センター

堀干しまつり (詳細は21ページに掲載）
 10:00～クリークの里石丸山公園


