
●問い合わせ先＝医療介護課健康増進係☎ 72‐0333
（時間帯：平日８：30～17：00）

■どこの会場でも受診できます。
■健康手帳は不要です。

今年度も市内各地を無料の結核検診バスが巡回します。

日 地区 時　間 会　　場

5/26

（金）

市
　
　
木

9：30～ 9：40 郡司部（消防格納庫付近）
9：50～10：00 子持田（若松様宅）
10：15～10：25 平田（平塚様宅）
10：40～10：50 海北公民館
11：05～11：15 内ノ畑集落センター
11：30～11：45 石原公民館となり

北
方

13：40～13：55 倉掛地区営農研修施設
14：10～14：25 秋山地区営農研修施設
14：40～15：10 農村環境改善センター

5/30

（火）

本
　
　
城

9：40～ 9：55 遍保ヶ野公民館
10：10～10：25 居城田 ( 福留様宅）
10：40～11：10 道場（公民館横 JA 審査場）
11：25～11：40 樋口（川崎様宅）
13：30～14：00 本城公民館
14：15～14：30 下代田（岡崎様宅）
14：45～14：55 上千野公民館

5/31

（水）

福
　
　
島

9：30～10：00 寺里（スーパーよしだ）
10：15～10：35 塩屋原公民館
10：50～11：30 アクティブセンター
13：30～14：00 泉町（商工会議所）
14：15～14：50 上小路（寿楽園）
15：05～15：30 上町（セブンイレブン上町店）

6/6

（火）

大
　
　
束

9：20～ 9：35 奈留（島田商店）
9：50～10：10 仲別府地区営農研修センター
10：25～10：45 古大内公民館
11：00～11：10 堂園集落センター
11：25～11：35 西ノ園（西田様宅）
13：25～13：40 徳山（吉田様宅）
13：55～14：05 白坂公民館
14：20～14：30 石木田（内田茶園）
14：45～15：15 大束公民館

6/13

（火）

福
　
　
島

9：40～10：00 高松公民館
10：20～10：50 木代公民館
11：05～11：20 有明住宅集会場
11：35～11：50 福島今町駅
13：30～14：00 今町公民館
14：15～15：00 串間市総合保健福祉センター

6/15

（木）

都
　
　
井

9：40～ 9：50 名谷バス停付近
10：05～10：25 大納研修センター
10：40～11：30 宮之浦（大橋下）
13：20～13：25 岬（都井岬牧組合）
13：50～14：10 毛久保漁港
14：25～14：40 宮原（山田様宅）
14：55～15：10 東地区営農研修施設

6/23

（金）

福
　
島

9：30～10：00 泉町（商工会議所）
10：15～10：45 塩屋原（田中造園）
11：10～11：40 上町（幸せホームあすか）
13：30～14：00 串間市役所（正面玄関前）
14：15～14：45 串間市総合保健福祉センター

日 地区 時　間 会　　場

5/9
（火）

北
　
方

9：30～ 9：50 初田公民館
10：05～10：20 谷ノ口研修施設
10：30～10：45 古川公民館
11：05～11：25 徳間集落センター

市
　
木

13：00～13：25 市木公民館
13：40～14：05 石波公民館
14：20～14：40 藤公民館
15：10～15：15 夫婦浦
15：30～15：45 舳漁協

5/12

（金）

大
　
　
束

9：30～ 9：40 上大矢取（岩切様宅）
9：55～10：10 赤池キャンプ場
10：25～10：45 真萱（花田様宅）
11：00～11：10 大重野集落センター
11：25～11：40 高則公民館
13：30～13：40 射場地野
13：55～14：20 揚原（スーパーケンちゃん）
14：35～15：00 大束公民館

5/15

（月）

都
井

9：40～ 9：55 黒井公民館
10：10～10：40 立宇津東漁協
10：55～11：30 都井基幹集落センター

北
　
方

13：30～13：45 越ヶ谷 ( 佐藤様宅 )
14：00～14：15 前田公民館
14：30～14：45 羽ヶ瀬公民館
15：00～15：20 農村環境改善センター

5/16

（火）

福
　
　
島

9：30～10：00 寺里（スーパーよしだ）
10：15～10：30 西浜（ミネサキ串間店）
10：45～11：00 西浜（スーパーほりぐち西浜店）
11：15～11：35 塩町公民館
13：30～13：45 笠祇公民館
14：00～14：10 奴久見地区入口
14：25～14：35 鹿谷公民館

5/18
（木）

本
　
城

9：30～ 9：40 永田（消防格納庫横）
9：55～10：25 崎田集落施設
10：40～10：55 港公民館
11：10～11：40 諏訪神社鳥居付近

福
島

13：30～13：50 串間保育園駐車場
14：30～14：40 弓田公民館
14：55～15：30 金谷公民館

5/19

（金）

大
　
　
束

9：30～ 9：50 一氏公民館
10：05～10：30 市ノ瀬公民館
10：45～11：00 上井牟田（山口様宅）
11：15～11：40 大束公民館
13：30～13：45 末広（スーパーたけだ末広店）
14：00～14：25 旧ＪＡ大束大平支所
14：40～14：55 広野（黒原様宅）
15：10～15：20 風野（鈴嶽神社前）　　

5/22

（月）

福
　
　
島

9：20～ 9：50 桂原研修センター
10：05～10：20 穂佐ヶ原研修施設
10：35～11：00 桜ヶ丘集会場
11：15～11：40 天神公民館
13：30～13：45 上田口集落センター
14：00～14：20 西方集落センター
14：35～15：20 串間市総合保健福祉センター

平成29年度  結核検診日程表

　65歳以上の方は法律により、年に１回Ｘ線撮影を行
うことが義務付けられています。対象の方には、４月
上旬より青色のハガキサイズの受診券を郵送します。
受診券持参のうえ、お近くの会場までお越しください。

予約は不要です。
　また、受診券が届いた方で、施設入所中や病院受診
予定などといった理由で市の結核検診を受けない方は
必ず連絡をいただきますようお願いします。

平成29年度結核検診が始まります
平成29年度公民館定期講座生募集
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子どもからお年寄りまで、仲間と一緒に
いろいろなことを学んだり、楽しんだり、
生涯学習にチャレンジしましょう。生涯学習だよりきらめき

て
　

楽
し

み
て　 学

び
続

け
て

中央公民館 ☎72－1846 講　師 日　　時 内　　容 定員 参加費等 回数
1 洋・和アクセ 木代 美絵子 第1・3月曜日 13時～16時 洋物、和物のアクセサリーや小物類を作ります。 10 500円～1,000円 8

2 ラッピング教室 鈴木　　香 第1火曜日 10時半～12時 商品に合わせた紙の切り方、リボンの結び方などを学びます。 15 500円 3

3 アメリカンフラワー 鈴木　　香 第1火曜日 13時～15時半 ワイヤーと合成樹脂液を使ってガラスのような花を作ります。 15 2000円程度 3

4 手作りパン教室 天川　知子 第1金曜日 10時～12時半 基礎から学びたい方必見！！優しくお教えします。 15 初回5,000円 10

5 挿し木教室 吉田 美代治 6月2日 10時～12時 挿し木のポイント伝授します。 なし 500円程度 1

6 フラワーアレンジメント 山本　　歩 第３金曜日 19時～20時半 基礎などを学びながらセンスを磨きましょう。 15 2,000円程度 10

7 小物づくり 冨永 可奈子 第2・４金曜日 13時半～15時半 普段使いの小物を作ります。 12 500円程度 10

8 楽しく歌おう
ジャズヴォーカル講座 谷口 さとみ 第2・４金曜日 19時～20時半 ジャズのスタンダードナンバーを歌ってみませんか？ 10 無料 10

9 十二月の季節の料理 水頭・水元・
吉松 第3金曜日 10時～12時半

13時半～15時半 季節を感じる、楽しい食卓のポイントをお教えします。 20 500円程度 9

10 ぎょしょく 串間市漁協組合 ７月４日 10時～12時 触・職・食　調理法から食べ方まですべて学びます。 15 1,000円 1

11 市民コンシェルジュ養成講座 商工観光スポーツ
ランド推進課 ７月５日 13時半～15時 街の活性化のお手伝いしてみませんか？ なし 無料 1

大束公民館 ☎71-2011 講　師 日　　時 内　　容 定員 参加費等 回数
1 大人の詩吟 吉田 美代治 第1月曜日 1４時～16時 声を出すことで脳の活性化につながります。 なし 無料 10

2 みんなで楽しむ３Ｂ体操 武田　和子 第2・４木曜日 13時半～15時 ベル・ベルター・ボールを使ってできる楽しい体操です。 なし 初回100円 10

3 絵教室 桐山　千鶴 第3木曜日 13時～15時 あなたの知らなかった技法も学べます。 10 初回1,000円 10

4 市民コンシェルジュ養成講座 商工観光スポーツ
ランド推進課 ７月12日 13時半～15時 街の活性化のお手伝いしてみませんか？ なし 無料 1

5 竹細工に挑戦 吉田 美代治 9・10月
第1・3木・金曜日 13時半～16時 竹ヒゴ作りから始めます。すてきなかごができますよ。 10 初回500円 8

本城公民館 ☎71-3011 講　師 日　　時 内　　容 定員 参加費等 回数
1 絵を楽しみましょう 桐山　千鶴 第1・3水曜日 10時～12時 いろいろな絵の表現を楽しみましょう。 10 初回1,000円 8

2 野菜のソムリエ 吉松 ちあき 7・9・11月
第2木曜日 10時～12時 旬の野菜・果物たっぷりの料理を作ります。 10 500円 3

3 クラフトテープで素敵なカ
ゴ作り 菊永　和代 第2・４木曜日 13時半～15時半 基本的な編み方を学びます。一緒に楽しく作りませんか？ 10 500円程度 8

4 毎日使える木工品作り 
（トレイ） 温水　三郎 第1・3金曜日 13時半～15時半 毎日の生活が楽しくなる木工品（トレイ）を作ります。 10 1,000円程度 5

市木公民館 ☎71-5011（支所） 講師 日　　時 内　　容 定員 参加費等 回数
1 ママと赤ちゃんのヨガ&骨盤ケア 西川　純子 6月19日 11時～12時半 妊娠中、産後の方、赤ちゃん、女性の方の骨盤ケアを行います。 10 500円 1

2 笑顔でニュースポーツ 市スポーツ推進員 第3水曜日 19時半～21時 誰もが楽しめるニュースポーツを楽しく体験できます。 20 保険料のみ 5

3 毎日使える木工品作り 温水　三郎 第2金曜日 13時半～15時半 自分だけの木工品を作って楽しく暮らしませんか。 10 1,000円程度 3

4 楽しい料理(夕食) 中原 裕紀子 9・10月
第2金曜日 13時半～15時半 季節の料理を使っておいしい料理を楽しく作りましょう。 10 500円 2

北方農村環境改善センター
☎72-1846（中央公民館） 講　師 日　　時 内　　容 定員 参加費等 回数

1 絵手紙を楽しむ 日高　リユ 第１月曜日 13時半～15時半 簡単な絵手紙を描きましょう。 15 申込の際道具確認 10

2 パッチワーク 泥谷 かずこ 第2・４月曜日 13時半～15時半 基礎を学びながら、配色の幅を広げ、楽しんでいきます。 15 初回500円 10

3 笑顔でニュースポーツ 市スポーツ推進員 第2水曜日 19時半～21時 誰もが楽しめるニュースポーツを体験できます。 30 保険料のみ 5
都井基幹集落センター 

☎71-4011 講　師 日　　時 内　　容 定員 参加費等 回数

1 一閑張り 渡会 理美子 第2火曜日 10時～12時 すてきなカゴやインテリアを作ります。 15 初回2,000円 10

2 笑顔でニュースポーツ 市スポーツ推進員 第4水曜日 19時半～21時 誰もが楽しめるニュースポーツを体験できます。 30 保険料のみ 5

3 農家直伝 おいしい野菜レシピ 吉松 ちあき 6・8・10月
第2木曜日 10時～12時 旬の野菜・果物をおいしくいただく調理法を伝授します。 10 500円程度 3

4 可愛い人形づくり 遠山 ひろみ ２カ月に１回
第２木曜日 14時～15時半 布や綿でつくる簡単な人形を一緒に作りましょう。 10 300円程度 5

5 筆で美しい文字を書く 谷口　弘之 第１・３木曜日 13時半～15時 書道入門講座。筆遣いの基本を学びます。 10 申込の際道具確認 10

　６月から始まる公民館定期講座をご紹介します。健康づくり、仲間づくり、
知識を高め、地域貢献をめざし生涯学習でいきいきライフを満喫しましょう。
●受付期間＝４月10日（月）～５月15日（月）先着順です。
●�申込方法＝中央公民館および各支所にて受け付けております。
●問い合わせ先＝中央公民館☎72－１８４６


