TEL 559‐5017

2017年（平成29年）８月１日

FAX 562‐3824

〒815-8501 南区塩原三丁目25-1
窓口受付時間：午前８時45分〜午後５時15分
（土日・祝日・年末年始を除く）

応募方法は区ホーム
ページを見てね。応募
者全員にシールをプレ
ゼント！

黒田 哲平 さん
（６歳）作

区の広報担当キャラクター

259,300 人（＋ 48）

男120,662 人 女138,638 人

※年齢・学年は応募時
のものです

「ため蔵」くん

123,602 世帯（± 0）
平成29年 ７ 月 １日現在推計
（前月比）

d＝日時、
開催日、
期間 l＝場所 i＝問い合わせ f＝ファクス t＝対象 c＝定員 y＝料金、
費用 j＝持参 n＝託児 e＝申し込み m＝メール h＝ホームページ

地域で高める防災力

市民総合防災訓練

区は市民総合防災訓練を毎年行っています。今年

は熊本地震の教訓を踏まえ、南区の同訓練では初の

土のう作りなどの各種訓

れて丈夫なので他の用途

にも使えそう。事前に訓

練にも参加しました。

参加した生徒は「訓練

練できてよかった」と話

しました。

の裏方として地域の皆さ

避難所運営訓練を行うなど内容の充実を図りました。
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若い活力を
訓練に生かして

訓練は６月 日に老司

校 区で 実 施 されました。 ん の 役 に 立 て て 良 か っ

まちづくり老司協議会

た実効性のある防災訓練

た」と話しました。

体育館では避難所運営

になった。避難所運営訓

78

昨年は 月に訓練を行い

小学校には、地域住民や

訓練が行われました。体

練は今後も取り入れ、多

会長の吉田康雄さん

中 学 生 な ど 約 500 人

育館の安全を確認し、本

くの人に経験してもらい

ましたが、今年は梅雨入

が集まり、地震発生時に

部や衛生などの班に分か

たい」
と話していました。

地域が主体で
（ ）は「住民と防災機
避難所を〝開設〟

身をかがめて頭を守る姿

れ、段ボールベッドの作

【問い合わせ先】

りに合わせ時期を早めて

勢を取る訓練や、はしご

成や支援物資の搬入訓練

区総務課

関が連携し、一体となっ

車での救出訓練などが行

を行い、避難所運営を体

実施。会場となった老司

われました。老司中学校
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「避難所内には通路を作る」など運営
のポイントを学びました

衆議院小選挙区の区割りが変わりました

運動から始める
認知症予防教室

南市民プールからのお知らせ

【変更前】

【変更後】

第２区

→

第２区

警弥郷一丁目～三丁目
柳瀬一丁目、二丁目
弥永一丁目～五丁目
弥永団地

野多目四丁目（14 番～ 17 番、18
番 15 号～ 60 号、31 番、32 番）
、
野多目六丁目

老司一丁目（１番 18 号～ 25 号、５
番１号～ 17 号、５番 37 号～ 53 号、
７番１号～ 8 号、７番 29 号～ 39 号、
８番～ 35 番）
、老司二丁目～五丁目

柏原一丁目（26 番）
、柏原二丁目

九州大学大学院芸術工

大学生の
地域活動を紹介
第 ２回

九州大学

を鍛えるものなど５種類

のゲームを楽しみまし

た。参加者は「ゲームで

体を動かすことは楽し

い。運動する習慣がつき

ました」と話します。

学生の松野下剛史さん

発したゲームが地域の人

学研究院松隈研究室は、

による筋力低下を予防す

たちの健康づくりに役立
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）は「自分たちが開

るビデオゲームを使った

ってうれしい。皆さんの

同研究室で開発した加齢 （

運動教室を毎月２回開催

感じます」と目を輝かせ

笑顔を見るとやりがいを

６月に開催された教室

ま す。 松 隈 浩 之 准 教 授

しています。

には、地域の高齢者など

46

）は「 ゲームの〝 夢

中にさせる力〟を生かし

約 人が参加。片足立ち （

でバランスを取る「ロコ

環境を作りました。超高

齢社会を迎え、少しでも

介護予防に貢献したい 」

と抱負を語りました。

【問い合わせ先】

九州大学松隈研究室

モでバラミンゴ」
（写真） て、継続的に運動できる

や、腕の筋肉や反射神経
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２区から５区に変更された地域

曰佐三丁目

鶴田一丁目～三丁目、鶴田四丁目（１
番９号～ 43 号、２番、３番１号～４
号、３番 25 号～ 37 号、３番 55 号
～ 60 号、４番～ 54 番）

第５区

第５区

a553・4499

li南市民プール（〒811-1344三宅三丁
目31-1）a561-6011 f561-3993
◆第２期子ども水泳教室
d９月９日～12月２日の毎週土曜日（11
月11日を除く）
。全12回。①午前９時15分
～ 10時15分 ② 午 前10時25分～11時25分
③午前11時35分～午後０時35分t小学生c
各回抽選25人y8,100円（プール使用料込
み）e往復はがきに本紙15面の応募事項と
参加希望時間（第２希望まで）
、保護者氏名
を書いて８月19日㈯必着で同プールへ。
◆第２期ウォーターキッズ教室
d９月10日～10月15日の毎週日曜日。全
６回。午前10～11時。t４～６歳（就学前）
c抽選10人y3,000円（プール使用料込み）
e往復はがきに本紙15面の応募事項と保護者
氏名を書いて８月21日㈪必着で同プールへ。

衆議院小選挙区選出議員選挙の選挙区の区割りが変更さ
れ、これまで福岡県第２区だった南区の一部（弥永・弥永
西・老司・鶴田投票区に属する地域（右表参照）
）が福岡
県第５区に変わりました。
公示日が平成29年７月16日以降の衆議院選挙から新し
い選挙区になります（衆議院選挙以外の選挙では選挙区の
変更はありません）
。 なお、投票所と期日前投票所（南区
役所または市役所）はこれまでと変わりません。
i区選挙管理委員会 a559-5005 f561-2130

参加しませんか

認知症予防に効果的な有酸素運動や食事の
仕方などを学びませんか。運動を行うので、
通院中の人は主治医に確認を。d９月５日㈫、
19日 ㈫、10月 ３ 日 ㈫、17日 ㈫、31日 ㈫。
全５回。午前９時半～11時半l区保健福祉
センター講堂i区地域保健福祉課 a5595133 f512-8811t現在介護保険サービ
スを利用していない区内に住む65歳以上で、
全日程に参加でき、教室修了後自主グループ
などで運動を継続していく意思のある人c抽
選20人y無料e８月３日㈭午前９時半から８
月10日㈭午後５時までに電話で同課へ。

８月６日㈰は第 10 回
大橋サマーフェスティバル

a559・5063

５火〜

参加者は
「段
の生徒は開会式の進行や、 験しました。

９／

お知らせ

供え物収集場所
持ち出し時間
井尻橋（塩原四丁目 29）
午後４時～ 10 時
大楠公民館（大楠一丁目 22） 午後６時～９時
柏原公民館（柏原五丁目 20） 午後５時半～９時
柏原橋（大平寺一丁目 13）
午後５時～９時
警弥郷橋（警弥郷二丁目２）
午後３時～９時半
皿山中央公園前（皿山二丁目５）午後４時～９時
清水東公園（清水二丁目 14） 午後５時～９時
正法寺境内（横手三丁目 20） 午後６時～ 10 時
長徳寺（城南区樋井川三丁目 20）午後５時～ 10 時
天国社油山会館（桧原七丁目 42）午後５時～９時半
長住小学校校庭（長住四丁目５）午後６時～ 10 時
西高宮公民館（平和一丁目７） 午後６時～９時半
野間緑地（野間一丁目７）
午後５時～ 10 時
東花畑公民館（屋形原二丁目８）午後５時～９時
福海公園（高宮三丁目 16）
午後５時～９時半
三月田公園西側（高宮一丁目 10）午後５時～９時
三宅中央公園入口（三宅三丁目３）午後６時～ 10 時
宮竹公民館（井尻二丁目 4）
午後５時～９時
りぼん橋南側（塩原一丁目 13） 午後５時～ 10 時

f561・2130

お盆期間中、一般家庭ごみは平常通り収集
します。供え物は無料で収集しますので、８
月15日㈫に下表の通り持ち出してください。
※駐車場がない所もあります。i区生活環境
課 a559-5374 f561-5360

会 場 設 営 等に携 わる他、 ボールベッドは簡単に作

お盆期間中の家庭ごみと
供え物の収集





































プロレスの試合や音楽ライブ、太鼓の演奏など盛りだくさんの内容です。d午後０時15分〜９時（小雨決行）
l西鉄大橋駅西口広場iサマーフェスティバル実行委員会（㈱大橋西口ビル内）a561-1235 f541-7263

