8 月の休日当番医

8 月の市民相談

※都合により変更になる場合があります。

ご自分の相談内容に応じてどの会場もご利用になれます。※相談時間は、正午〜午後１時を除きます。

期日

●中村優さん（松橋町）
梅雨明けした途端、めちゃめちゃ
暑い日々が続いてバテそうですね。
暑い中、働いてる方とか大変ですよ。
台所で料理するのも暑くてイヤにな
りそうです。扇風機の前で
「あ〜」っ
て言いながら子どもと過ごしていま
す。この間、保健センターに七夕飾
りに行ってきました。お願い事を書
いて家に
飾ってい
ます。と
ても楽し
かったで
す。あり
がとうご
ざいまし
た。来年
も参加し
たいです
☆
●ニャンコロリンさん（松橋町）
いよいよ梅雨が明けそうですね。
うっとおしい梅雨が終わると、暑い
暑い夏。私はもう夏バテ気味です。
食事と水分をたくさん取り、この暑
い夏を乗り切りたいです。
●万年還暦でいたいおばさんさん（三角町）
梅雨が明けて急に日差しが強く

なった。待ってましたとばかりにベ
ランダに梅干を干した。昼寝のひと
とき、風と共にシソと梅の香りが漂
い、心地良かった。赤く色づいた
梅を食べて、今年も夏を乗り切ろ
う。梅を頂いた方への感謝も忘れ
ずに‼
●もう限界さん（松橋町）
毎日暑い日が 続きます。わが家
では電気代節約のため、エアコン
をつけないようにしていますが、そ
ろそろ限界です。夜も寝苦しくなり、
仕事でも疲れて帰るので、身体を
休めてあげないと…。
●夏らしく西瓜さん（松橋町）
暑い毎日が続いております。お変
わりございませんか？左手に団扇で
涼をとりながら書いてます。これも
エコ‼「涼しさやすだれ 風鈴 団
扇かな」思いつくままに書きました。
ウフッ。
●オクヤンさん（松橋町）
先月、
内藤大助選手（ボクシング）
の書いた「いじめられっ子のチャン
ピオンベルト」という本を読みまし
た。いじめられっ子だった内藤選手
がボクシングを始め、チャンピオン
になる過程が描かれ、感謝の気持

広 報 クイズ

応募方法 メッセージ・ニュー
ス・意見・イラストなどと、郵
便番号・住所・氏名（匿名希望
の場合はペンネームも）・電話番
号・クイズの答えを書いたはが
き・FAX・メールを送ってくだ
さい。抽選でプレゼントが当たります。絵手紙・
宇城市の美しい自然・景観の写真も大歓迎です。
メッセージ・イラストなどは、みんなの広場など
で紹介することがあります。
あて先

〒８６９−０５９２（住所不要）
宇城市役所 広報クイズ係
ＦＡＸ ３２─０１１０
メールアドレス sogoseisakuka@city.uki.lg.jp
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ちを持って今でも戦っているという
ことが、内藤選手の強さだと思いま
した。とても良い本でした。
●山下あゆみさん（松橋町）
近ごろ、普段着物にハマってい
るので、ドラマのロケの記事（？）
がおもしろかったです。募集してい
る時から気になっていたものの、子
どもが小さいので断念しました。放
送が楽しみです。
●坂井まち子さん（小川町）
わたしの家の前を小学生たちが
カモの幼鳥のごとく一列に並んで学
校へと急いでいる。梅 雨空の中、
おそらくおのおのが家族の期待を
背負って家を出て来たであろう。犯
罪の多い昨今、
「無事に」
「がんばっ
て」と心から思うほほえましい一日
の始まりです。
☆ いよいよ夏
本番！8月は祭
り や イベント
が めじろ 押し
です。2008年
夏の思い出づく
りのため にぜ
ひご参加くださ
いね。

ロマンの湯ペア入浴券を5人にプレゼント！
ただし、メッセージ・ニュース・イラストなどを書いてくださいネ。

今月の締切
今月のクイズ

8 月 17 日（日）必着

Ｑ１ 不知火小学校出身の大嶋龍介さんが世界大会に出
場しますが、その種目は何？
①伝馬舟 ②ヨット ③ペーロン
Ｑ２ 今夏、東京都に開店した宇城市のアンテナショッ
プ、その名前は？
①ひまわり ②どぎゃん ③ぬくもり
Ｑ３ ９月７日にウイングまつばせで行われるのは
「能と○○の世界」、○○にあてはまるのは？
①狂言 ②落語 ③演歌
●先月号の答え Ｑ１③ Ｑ２② Ｑ３③
●応募総数 34 通で 33 通が正解でした。
プレゼントの発送で当選者の発表とします。

病

院

種 別

名

小篠内科医院（不知火）☎ 33 ｰ 1206

期 日

時 間

場 所

本庁新館1階会議室
6日（水）
市民生活
13：30〜15：30 ※要電話予約 ☎32-1497
（多重債務） 20日（水）
市民生活相談センター

3日
安武眼科医院（松橋）☎ 32 ｰ 0733
（日）
おおもり病院（小川）☎ 43 ｰ 1155
済生会みすみ病院（三角）☎ 53 ｰ 1611
10日 竹宮医院（松橋）☎ 33 ｰ 1122
（日）
ダイヤモンドシティクリニック（小川）
☎ 34 ｰ 6071
きむら医院
（不知火）☎ 32 ｰ 0437
17日 くどう日日医院
（松橋）☎ 32 ｰ 0010
（日）
ダイヤモンドシティクリニック（小川）
☎ 34 ｰ 6071
池田胃腸科内科医院（三角）☎ 52 ｰ 2610
24日 みずたみ医院（松橋）☎ 32 ｰ 3372
（日）
ダイヤモンドシティクリニック（小川）
☎ 34 ｰ 6071

夜間納税
人権・行政
行

政

毎週木曜日 17：30〜19：00 本庁1階収納課窓口
8日（金） 13：00〜16：00 松橋公民館
12日（火）

9：30〜12：00 農業就業改善センター（松合）
12：30〜15：30 不知火公民館

21日（木）
豊野福祉センター
心配ごと
（社会福祉 22日（金） 13：30〜15：00 三角老人福祉センター
協議会）
松橋公民館
28日（木）
年

金

5日（火）
19日（火）

10：00〜15：00

本庁新館1階第3会議室
※毎月第1火曜日
宇土市役所

消費生活 毎週（月・木）10：00〜15：00 本庁新館1階第5会議室

勝目眼科医院（三角）☎ 52 ｰ 3688
（松橋）
31日 まつばせレディースクリニック
（日） ☎ 34 ｰ 0303
ダイヤモンドシティクリニック（小川）
☎ 34 ｰ 6071

高齢者介護
こども

日曜・祝日
8：30〜17：30 市地域包括支援センター
を除く毎日 （土曜日は17時まで）（不知火支所2階）
土・日曜・祝日
児童センター
9：00〜16：00
を除く毎日
（不知火支所1階）

消費者問題注意報！
商工観光課 ☎３２−１６０４

公的機関を名乗る「振り込め詐欺」が急増中！！
【事例】 税務署職員を名乗る人か
ら、「調べた結果、あなたの税金を
返還することになりました」と電
話があったので、手続きのために、
口座番号と携帯電話の番号を教え
ました。
「振り込みの手続きのために、銀
行かコンビニなどの ATM がある店
まで行ってください。着いたら携
帯電話で連絡してください」と言
われたので、ATM に行き、教えて
もらったフリーダイヤルの番号に
電話しました。
電話で指示されるとおりに ATM
を操作していると、いつ
の間にか自分の口座から
相手に 50 万円が振り込ま
れていました。

【回答】 現金自動預払機（ATM）の使用に慣れて
いない高齢者などを狙った手口です。「エラーでう
まく振り込めないので、確認のために一度そちら
から、お金を振り込んでみてください。振り込み
が確認できたら、還付金と一緒に振り込まれたお
金を入金します」などと言い、お金を振り込ませ
る場合もあります。
税務署の他、「社会保険事務所だが、年金増額の
ため」「市役所だが、医療費還付のため」とかたる
こともあります。公的機関の職員が ATM の操作
をするように指示することは絶対にありません。
相手の所属、氏名を尋ね、必ず電話帳に載ってい
る番号に電話をかけ直すなどして確認しましょう。
被害者の 9 割は、振り込め詐欺につ
いて知っていたにもかかわらず被害に
あっています。手口が巧妙なため、意
外に詐欺だと分からないようです。気
をつけてください。

※多重債務・悪質商法・衣食住などの相談は「消費生活相談窓口」へどうぞ（「8月の市民相談」をご覧ください）。

広報うき 2008・8・1

24

UKI CITY
August

