2018年（平成30年）５月15日

企画振興課 TEL 895-7007 FAX 885-0467

人 口 210,614人 （前月比552人減）男100,976人 女109,638人
世帯数 92,117世帯 （前月比91世帯増）※平成30年４月１日現在推計
d＝日時、開催日、期間 l＝場所 t＝対象 c＝定員 y＝料金、費用 e＝申し込み i＝問い合わせ a＝電話 f＝ファクス m＝メール b＝受付時間 j＝持参

「エコ発する事業補助金」
ビギナーコースのお知らせ

西区まるごと博物館

アビスパ福岡試合観戦招待

暮らしの中の人権講座

参加しませんか

５月20日㈰、
旧玄洋公民館に
文化財展示室がオープン

d下表の通り。午前10時〜正午l西市民
センター c各回先着110人
（託児あり、１歳
〜未就学児、先着10人）
y無料ei電話か、は
がき、ファクスまたはメールに希望する受講
日、氏名、電話番号を書いて、各受講日の２日
前
（託児希望の場合は一週間前）
必着で区生涯
学習推進課
（〒819-8501住所不要 a8957026 f882 - 2137mgakushu.NWO@
city.fukuoka.lg.jp）へ。５月21日㈪から受け
付け。
日程

タイトル（テーマ）

が鑑賞できることをご存

の公民館で、古代の遺物

皆さん、今津と周船寺

で発行している「西区の

ども数多くあります。区

周辺には史跡や神社な

a895-7014
f883-8565

市と交流連携協定を結

び、借りているものです。

周船寺公民館では、国

は に わ

i区納税課

史跡である丸隈山古墳か

まがたま

ら出土した「水鳥形埴輪」

の複製品や勾玉などが展

納期限までに納めましょう。コンビニエンスストアでも納付できます。
（バーコード印刷がない納付書、金額が訂正された納付書は対象外）

第９回

示されています。

■問い合わせ先／今津

宝」などを見ながら、歴

県松浦市の国史跡鷹島海

公民館 a ８０６・２０２

知ですか。

底遺跡で発見された元軍
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史巡りをしませんか。

の武器「てつはう」＝左

周船寺公民館 a ８０６・

今津公民館には、長崎

写真＝などが展示されて

１３７１f ８０６・１３

丸隈山古墳出土品

子育てについての相談を受け付けていま
す。困ったときは一人で悩まず、下記相談窓
口をご利用ください。
●こども総合相談センター（えがお館）
（年末年
a833-3000 24時間受け付け
始を除く）
●区子育て支援課こども相談係
a895-7098 f881-5874 月〜 金 曜日
午前９時〜午後５時
（祝休日、
年末年始を除く）

います。今津校区に元寇

軽自動車税の納期限は５月31日です

子どもに関する悩み
気軽に相談してください

講師

の史跡があることを縁に、 ９５

同校区自治協議会が松浦

△

△

△

市
税
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民生委員・児童委員は、
地域から推薦され、
厚
生労働大臣の委嘱を
受けたボランティア
です。
区内では約30
0人 が 活 動し、福 祉
や子育てなどの支援
民生委員・児童委員の皆さん
を行っています。
主な活動内容
●住民の見守り活動
一人暮らしの高齢者、障がい者への声掛け
や安否確認などを行います。
●住民の相談役
福祉、子育てなどの日常生活の心配事に対
する相談に応じます。
●住民への情報提供
福祉制度の内容や利用方法などのお知らせ
や、必要なサービスを受けられるよう行政機
関や福祉関係団体への橋渡しをします。
●地域・行政の事業への協力
行政や地域の子育て情報を提供します。
◆
◆
５月12日㈯から18日㈮までの
「民生委員・
児童委員の活動強化週間」
に、姪浜駅と九大学
研都市駅でＰＲ活動を行います。
i区地域保健福祉課 a895-7077 f8919894

６/２ 部落差別の現実に学ぶ 部落解放同盟福岡市
協議会青年部
㈯ （同和問題）
内屋 綾
心がかぜをひくとき〜
西九州大学非常勤講
６/８
安心感と自立〜
師 臨床心理士
㈮ （子どもの人権）
吉村 春生
消費生活アドバイザー
６/22 障がいの理解とその対 中村学園大学非常勤
応について
講師
㈮ （障がい者の人権）
江島 玲子
在日コリアンの人権〜
６/29 ヘイトスピーチ問題・ 北九州市立若松中央
多文化共生社会の実現 小学校民族学級講師
㈮ に向けて〜
朴 康秀
（外国人の人権）

△

旧玄洋公民館に地域の歴史を学べる
「文化
財展示室」
を開設します。
今山遺跡の出土品な
どをパネルで分かりやすく解説します。
〈開館時間〉平日午前９時〜午後５時、
土日祝日
午前10時〜午後３時 ※月曜と年末年始は休館。
●オープニングイベント
古代衣装を試着しての記念撮影など、子ど
も向けのイベントを開催します。
また、
６月17
日㈰まで文化財展示室で元岡古墳群から出土
した
「庚寅銘大刀
（こういんめいたち）
」復元品
を特別展示します。
d午前10時〜午後３時y無料l 玄洋公民
館
（横浜一丁目２-１） 旧
玄洋公民館
（今宿一丁目
17-24）
i 市埋蔵文化財
課 a711-4667 f7335537 玄 洋 公 民 館 a
806-9811 f806-9813 赤く塗られた弥生土器

参加しませんか

区内で環境活動に取り組
む団体等を支援する
「エコ
発 す る 事 業 補 助 金」ビ ギ
ナーコースの交付申請を募
集します。
対象団体は環境活動の経験が３年以下の５
人以上で組織された市民団体・NPO法人等で
す。
市民参加型の事業で▷ごみ減量・リサイクル
▷環境学習・啓発▷環境保全▷環境美化—のい
ずれかが対象。
補助期間は３年以内で、
補助金
額は対象経費の４分の３以内
（上限10万円）
。
申
請期限は７月31日㈫までです。※営利目的
（環
境ビジネス等）
や企業のＣＳＲ活動は対象外。
i区生活環境課 a895-7054 f882-2137

「参勤交代と福岡藩」をテーマに、同博物
館推進会の会員が解説します。
d６月23日㈯午後２時〜４時l西市民
センター４階視聴覚室c抽選で50人y無
料eiはがき、ファクスまたはメールにイ
ベント名、住所、
氏名
（ふりがな）
、
年齢、
電話
番号を書いて、６月５日㈫必着で同推進会
事務局（〒819-8501住所不要、区企画振
興課内 a895-7032 f885-0467mshin
ko.event24@city.fukuoka.lg.jp）へ。参加
決定通知は６月８日㈮までに発送します。

東 京ヴェルディ戦
に招待します。観戦希
望の小学生の中から、
選手と一緒に手をつ
ないで入場する
「エス
コートキッズ」
も併せて募集します。
d７月21日㈯午後６時キックオフlレベル
ファイブスタジアム
（博多区東平尾公園）
c抽
選で200組
（400人）
、エスコートキッズ11人
y無料t区内に住む高校生以下と保護者の２
人１組
（高校生２人は可）
ei往復はがきに、
イベント名、住所、保護者とこどもの氏名
（ふ
りがな）
、年齢
（学年）
、
電話番号を書いて、
６月
８日㈮必着で区企画振興課
（〒819-8501住
所不要 a895-7033 f885-0467）
へ。
※エスコートキッズを希望の場合は
「エス
コートキッズ希望」
と追記してください。※抽
選結果は当日の詳細と併せて、７月３日㈫ま
でに発送します。

市環境シンボルキャ
ラクター
「エコッパ」

知ってとくする!!西区歴史講座

ご存知ですか 民生委員・児童委員

