
確認取れず
差し替えの可能性

６月６日～
７月12日まちの相談 ☆ 住民課　☎096（293）3112

★住民課で事前の予約が必要です

★住民課で事前の予約が必要です

センターで事前の予約が必要です
予約・問い合わせ　☎096（293）2231

地域包括支援センターで事前の予約が必要です
予約・問い合わせ　☎096（292）0770・0771

からいもくんがゆく
相　談 日　　時 場　所 相談員

心配ごと
相　　談

６/６(月) 13：30～15：30 人権啓発福祉センター 豊住　幸夫

７/４(月) 13：30～15：30 人権啓発福祉センター 江藤　忠一

６/７(火) 13：00～16：00 老人福祉センター 江藤　忠一

６/14(火) 13：00～16：00 老人福祉センター 栗林　重利

６/28(火) 13：00～16：00 老人福祉センター 太田　昭子

７/５(火) 13：00～16：00 老人福祉センター 樋口　紀子

７/12(火) 13：00～16：00 老人福祉センター 野田アツ子
心配ごと
児童相談 ６/21(火) 13：00～16：00 老人福祉センター 渡邉　幸子

身体障害者
相　　　談

６/６(月) 13：00～16：00 老人福祉センター
齋藤　　學

７/４(月) 13：00～16：00 老人福祉センター

行政相談 ６/16(木) 10：00～12：00 おおづ図書館 黒田　　傳

法律相談 ６/10(金) 10：00～12：00 おおづ図書館 藤本猪智郎

６/24(金) 10：00～12：00 おおづ図書館 坂本　秀德

年金相談
６/17(金) 10：00～15：00 おおづ図書館 年金事務所相談員

税務相談

教育相談 毎週
月～金

8：30～17：00 教育支援センター
教育相談員

消費生活
相　　談

もの忘れ
相　　談 ６/17(金)

 9：30～11：30 地域包括支援センター
認知症疾患

医療センター

雇用相談 毎週火・金
（休日の場合は翌平日） 9:00 ～ 17:00 生涯学習センター２階 雇用相談員

★９月まで税務相談はお休みします

学 校 給 食愛のこんだて
あい

「芋とじゃこのからめに」

揚
げ
物

　大津の特産を使ったからいものレシピです。甘辛く煮詰めたタレに揚げた
からいも、ナッツやちりめんを絡めました。からいもは、ビタミンＣや食物
繊維が豊富な食材です。

３月15日の給食献立
大津町学校給食センター

作り方（所要時間 約 30 分）

①Aの調味料は合わせ煮詰めておく。
②ちりめんは湯がく。
③からいもは一口大に切り、素揚げする。
④①とちりめん・からいも・黒ゴマ・アーモンドを和える。

栄養価（１人当たり）

エネルギー   208kcal
タンパク質   2.3g
脂質  9.7g
カルシウム   45mg
鉄   0.8mg

ビタミンA   3ugRE
(レチノール当量) 
ビタミンB1   0.08mg
ビタミンB2   0.08mg
ビタミンC   19mg
塩分量   0.1g

材料（４人分）

からいも   260ｇ
　　揚げ油   適量
　　三温糖    大さじ３
　　みりん 　   小さじ１／２
　　こいくちしょうゆ   小さじ１／２
黒ゴマ   2ｇ
アーモンド   20ｇ
ちりめん   10ｇ

Ａ

まちの人口 平成28年4月末現在

人口 34,189人 （＋76人）
男 16,850 人 （＋70人）
女 17,339 人 （＋６人）

世帯数 13,655 戸 （＋51世帯）

●出生／ 32人 
●死亡／ 25人
●転入／ 233人 
●転出／ 163人
※増減は前月比

問い合わせ　菊池郡市医師会テレホンサービス　☎0968（25）3300
　　　　　　※歯科、薬局を除く

休日当番医・薬局 ※在宅当番医は変更さ
れることがあります。6 月

６月５日
（日）

ナカシマセブンクリニック(内) 合志市 096(288)0777

ふくだ医院(内・耳・ア・泌) 大津町 096(293)2771

矢野医院(内・外) 菊陽町 096(232)5266

かつき皮膚科医院(皮) 菊池市 0968(24)5500

おおづ調剤薬局(薬) 大津町 096(288)6610

光の森歯科クリニック(歯) 菊陽町 096(340)2611

６月12日
（日）

古荘医院(内・小) 菊池市 0968(25)2046

宮本内科医院(内) 大津町 096(293)1700

庄嶋医院(胃・肛・外) 合志市 096(242)3388

岡山眼科医院(眼) 菊池市 0968(25)2209

アップル調剤薬局大津店(薬) 大津町 096(294)0120

永田歯科医院(歯) 大津町 096(293)0588

６月19日
（日）

のざわ医院(内・胃・外) 大津町 096(293)8000

菊池郡市医師会立病院(内) 菊池市 0968(25)2191

光の森脳神経外科内科(脳・神内・内) 菊陽町 096(232)7711

木庭耳鼻咽喉科医院(耳・ア) 菊池市 0968(24)2551

みさきの薬局(薬) 大津町 096(237)7452

城歯科医院(歯) 合志市 096(248)6464

６月26日
（日）

河野内科クリニック
(内・呼内・ア・循内・消内・神内・小) 菊陽町 096(233)1717

山岡胃腸科内科(内・胃・消) 合志市 096(248)9001

岩倉整形外科医院(整・形・リハ・麻) 大津町 096(293)8888

米田産婦人科医院(産婦・麻) 菊池市 0968(25)2589

ハロー薬局(薬) 大津町 096(293)8665

さかい歯科クリニック(歯) 菊陽町 096(284)8433

７月３日
（日）

旭志石田医院(内・循・神内) 菊池市 0968(37)2037

山縣医院(内) 大津町 096(293)4430

菊陽台病院(整) 菊陽町 096(232)1191

温耳鼻咽喉科医院(耳) 合志市 096(248)6188

ひろ歯科クリニック(歯) 菊陽町 096(285)3456

７月10日
（日）

清原医院(内・小) 菊池市 0968(38)2106

赤星医院(内・呼) 菊池市 0968(25)2738

熊本リハビリテーション病院(整・内) 菊陽町 096(232)3111

友田皮ふ科医院(皮) 合志市 096(248)6211

原賀歯科医院(歯) 菊池市 0968(25)0202

6月の再生資源集団回収活動団体

平成28年度は団体の活動休止により
偶数月の資源回収はありません。

休 止 中

まちのカレンダー 月6
中  公 町中央公民館
ホール
オークス 町民交流施設

町文化ホール
福  祉 町老人福祉センター
スポ森
子・健 子育て・健診センター

町運動公園
スポ休 町運動公園休園

※乳幼児健診の対象者には個別に通知します

交流休 町交流会館休館
伝承休 歴史・文化伝承館休館図書休 おおづ図書館休館

1 水
７～８カ月児健診・ブックスタート（H27年10～11月生）
13：00～13：45受付　 子・健
窓口証明業務延長～19：00

2 木

3 金 図書休

4 土

5 日

6 月 交流休 伝承休 図書休 

7 火 １歳６カ月児健診（H26年11～12月生）12:45～13:30受付　 子・健  

8 水
お誕生月セミナー（H27年6月生）9:00～9:30受付　 子・健
４～５カ月児健診（H28年1～2月生）13:00～13:45受付　 子・健
窓口証明業務延長～19：00  

9 木

10 金

11 土

12 日

13 月 マタニティセミナー 13：15～13：30受付　 子・健
 交流休 伝承休 図書休

14 火
３歳児健診（H25年4～5月生）12:45～13:30受付　 子・健
大津町教育の日※各学校など（県立学校含む）で違う日程となる場合があります
　　　　　　　　あらかじめ学校などに問い合わせいただき、参観ください

手話通訳設置日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

15 水 大津中央公園調整会議（H28年7月分）17:30～　 子・健
窓口証明業務延長～19：00

16 木

17 金 １歳６カ月児健診（H26年9～10月生）12:45～13:30受付　 子・健

18 土

19 日

20 月  交流休 伝承休 図書休

21 火

22 水 子どもの発達セミナー 10：00～12：00受付　場所：風の子保育園
窓口証明業務延長～19：00

23 木

24 金

25 土

26 日

27 月 交流休 伝承休 図書休

28 火 １歳６カ月児健診（H26年11～12月生）12:45～13:30受付　 子・健
手話通訳設置日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

29 水
７～８カ月児健診・ブックスタート（H27年10～11月生）
13：00～13：45受付　 子・健
窓口証明業務延長～19：00

30 木

1 金 図書休

2 土

3 日

7月
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