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　お茶を飲みながら、里親について話したり
質問したりできます。気軽にお越しください。
　dl12月17日㈪午後１時半〜３時半、１月
18日㈮午前10時〜正午、３月５日㈫午後１時
半〜３時半＝西区役所、２月12日㈫午後１時
半〜３時半＝さいとぴあy無料i区子育て支
援課（a895-7098 f881-5874）

種類 持ち出しできない日 持ち出しできる日

燃えるごみ

12月31日㈪ 12月29日㈯
１月１日（火・祝） １月４日㈮
１月２日㈬ １月６日㈰
１月３日㈭ １月５日㈯

燃えないごみ
１月１日（火・祝） 12月28日㈮
１月２日㈬ 12月30日㈰
１月３日㈭ １月４日㈮

空き瓶・
ペットボトル

１月１日（火・祝） 12月28日㈮
１月２日㈬ 12月30日㈰
１月３日㈭ １月４日㈮

粗大ごみ

　12月29日㈯〜１月３日㈭は休み。年内収集は12月22日㈯
午後５時までに粗大ごみ受付センター（a731-1153）へ電
話するか、同日午後４時までにインターネット（「福岡市粗大
ごみインターネット受付」で検索）、またはLINE（▷アカウント
名＝福岡市粗大ごみ受付▷ID＝@fukuoka 
city_sdg）で申し込みを。 ※実証実験期間のた
め、LINEでの受付は２月28日㈭まで。右のコー
ドから友だち追加できます。

処理場へ直接
持ち込むごみ

　１月１日（火・祝）〜３日㈭は休み。年内持ち込みは自己搬
入ごみ事前受付センター（a433-8234）へ予約して12月
31日㈪午後３時までに搬入を。

し尿の
汲み取り

　１月１日（火・祝）〜３日㈭は休み。年内の臨時くみ取りは
12月27日㈭までにふくおか環境財団業務課（a752-
7860）へ申し込みを。

資源物回収
ボックス

　12月29日㈯〜１月３日㈭は、西区役所・西部出張所の資
源物回収ボックスへの持ち込みはできません。

　年末年始は、次のように変わります。詳しくは、区生活環境課
（a895-7050 f882-2137）、西部出張所市民相談係（a806-9430 

f806-6811）へ。

　ごみ出し日をメールでお知らせしています。出し忘れが心配な人
はホームページ（hhttp://gomimail-kankyo.city.fu 
kuoka.lg.jp）で登録を。また、LINE（▷アカウント名＝福
岡市▷ID＝@fukuokacity）によるお知らせも行ってい
ます。 ※右のコードから友だち追加できます。

窓口業務内容 年末 年始
区分 担当窓口 連絡先 まで から
区役所（総務課）※１ a895-7003 28日㈮ ４日㈮

埋火葬許可の受け付け 市民課 a895-7010 休みなし夜間の問い合わせ 総務課 a895-7003
緊急を要する保護の相談※２ 保護課 a895-7083 31日㈪ ４日㈮

区保健福祉センター（保健所） a895-7071 28日㈮ ４日㈮
飲料水水質検査の受け付け※３

健康課 a895-7071 19日㈬ ７日㈪
腸内細菌検査の受け付け※３

さ
い
と
ぴ
あ

西部出張所（庶務係）※１ a806-0004 28日㈮ ４日㈮
埋火葬許可の受け付け 市民係 a806-9431 31日㈪ ２日㈬夜間の問い合わせ 庶務係 a806-0004

西部地域交流センター a807-8900 27日㈭ ４日㈮
西部図書館 a807-8802 ５日㈯

水
道
局

お客さまセンター a532-1010
f533-7370

28日㈮ ４日㈮西営業所※４ a882-1311
保全課 a292-0265

　★道路管漏水など緊急を要する場合は営業時間外緊急電話受付センター
（a0120-290-432）へ｡

西市民センター a891-7021
27日㈭

４日㈮
西図書館 a884-3874

５日㈯西体育館 a882-5144
総合西市民プール a885-0124 26日㈬
西部療育センター a883-7161

28日㈮ ４日㈮西障がい者フレンドホーム a883-7017
姪浜自転車保管所 a881-8848

自転車駐輪場（区内６か所） ー 無休

●年末年始の窓口案内● ●ごみ・し尿収集日の変更●
12月 １月
27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
木 金 土 日 月 火・祝 水 木 金 土

※１　 戸籍の届け出（出生、婚姻など）は、年末年始や土日祝日も預かり
ます（元日は区役所のみ）。詳しくは区市民課（a895-7010）、西
部出張所市民係（a806-9431）へ。

※２　 土日祝日を除く。
※３　 受け付けは正午まで。飲料水水質検査のビル管理項目・任意項目

は12月12日㈬正午まで。
※４　 営業所への電話は、いったんお客さまセンターにつながります。

　博多工業高校、福岡
西陵高校、講倫館高校、
玄洋高校、福岡中央高
校のダンス部が、クリ
スマスをテーマにダン
スを披露します。
　d12月23日㈰午後１時半〜５時半li西
市民センター a891-7021 f891-0503c 

800人y無料e不要

高校ダンス部クリスマス公演 周船寺駅に駅前広場ができました
　７月から工事を進めていた周船寺駅の駅
前広場＝写真＝が一部完成しました。
　これまで駅前スペースは狭く、自動車で
の送迎が難しかったため、新しい駅前広場
には、ロータリーとタクシーや送迎用の乗
降スペースを整備しました。また、来年には
路線バスの乗り入れも始まります。

　※ロータリーは右回りの一方通行です。
規制標識を確認の上、通行してください。
　【問い合わせ先】
　市西部道路課 a733-5510 f711-4466

育児に悩んでいませんか｡近所に気になる子どもはいませんか｡迷わずご相談ください｡
i区子育て支援課 a895-7098 f881-5874 こども総合相談センター（えがお館） a833-3000子ども家庭相談窓口のご案内

 

　邪馬台国をテーマに「福岡西部、糸島の古
代史の謎にせまる」と題し、専門的な知識を
有する４人が講演します。１月16日㈬まで
に入場券を購入すると、事前に邪馬台国に
関する質問ができます。 ※質問の提出方法
は入場券に記載
　d２月16日㈯午後１時〜５時l西市民
センターホールc800人y前売り400円、
当日500円 ※400円分の定額小為替と、切
手を貼った返信用封筒を２月11日㈪必着
で区企画振興課（〒819-8501住所不要）
に郵送してください。到着後１週間以内に
前売り入場券を発
送します。i同博物
館推進会事務局 a 

895-7032 f885- 
0467

西区まるごと博物館
邪馬台国（ヤマタイコク）講演会

企画振興課　TEL 895-7007　FAX 885-0467

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

2018年（平成30年） 12月15日

人　口 212,220人 （前月比114人増）男101,699人	 女110,521人
世帯数 93,459世帯 （前月比109世帯増） ※平成30年11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 h＝ホームページ j＝持参2018年（平成30年）12月15日

内　容 実施日 b＝受付時間
g＝実施時間

予
約 対象・料金・その他 e

i12月 １月 ２月
エイズ・クラミジア抗体検査 毎週月曜日（祝休日を除く） b９:00〜11:00 ー 匿名検査（心配な出来事から３カ月たって受けてください） 

①

梅毒検査 毎週月曜日（祝休日を除く） b９:00〜11:00 ー 匿名で検査可y610円

風しん抗体検査 17㈪ ７㈪、21㈪ ４㈪、18㈪ b９:00〜11:00 ー

t18歳以上の市民で、㋐妊娠を希望する女性㋑妊娠を希望する女性と同居
している配偶者、パートナー㋒妊婦と同居している配偶者、パートナー（抗
体検査、接種を受けた人、既往の人を除く）j運転免許証、健康保険証など
の住所、氏名、年齢が確認できる証明書 

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査 17㈪ 21㈪ 18㈪ b９:00〜11:00 ー t20歳以上で過去に受診したことがない人 
栄養相談 21㈮ ８㈫、30㈬ ７㈭、27㈬ g13:00〜16:00 要 乳幼児や高齢者、肥満、高血圧、脂質異常症の人の食事などの相談 

離乳食教室 l西保健所 17㈪ 28㈪ 25㈪ g13:30〜15:00 ー 離乳食の進め方やメニューの紹介。試食あり。乳児も同伴可
lさいとぴあ ー 11㈮ 22㈮ g13:50〜15:00

マタニティスクール 17㈪ ７㈪、21㈪、
28㈪

４㈪、18㈪、
25㈪ b13:00〜13:30 ー 妊娠・出産・育児について学ぶ教室t妊婦とその家族j母子健康手帳 ②

心の健康相談
ー ９㈬ 13㈬ g９:30〜11:30 要 精神科医が相談に応じますc各回３人。必ず電話で予約を

③20㈭ 17㈭ 21㈭ g13:00〜15:00

精神保健家族講座 19㈬ 16㈬ 20㈬ g13:30〜15:30 要 ▷12月テーマ「くすりの話」▷１月テーマ「日常生活自立支援事業、成年後
見事業」▷２月テーマ「家族会について」

校区献血 dl▷２/１㈮10:00〜12:30、13:30〜16:00＝JA元岡支店▷３/４㈪９:30〜11:30＝視力障害センター、13:00〜16:00＝シー
サイド病院。予約不要。 ④

母子巡回健康相談
出産や育児の相談dl▷12/20㈭＝石丸公民館▷１/11㈮＝愛宕公民館▷１/15㈫＝今宿公民館▷１/16㈬＝金武公民館▷１/18㈮
＝壱岐東公民館、内浜公民館▷１/25㈮＝姪北公民館▷２/５㈫＝玄洋公民館 b13:30〜14:00。壱岐東公民館は９:45〜10:15。予
約不要。y無料j母子健康手帳

④

　下記の健診予約は、集団健診予約センター（a0120-985-902 f0120-931-869※いずれも通話無料）で受け付けます。受付時間は、平日の午前９時
〜午後５時までで、受診希望日の10日前までにお申し込みください（いずれも土日祝日、12/29〜１/３を除く）。

内　容 実施日
b＝受付時間 予

約 対象・料金・その他１月 ２月 ３月
よかドック（特定健診） 11㈮、22㈫ ５㈫、14㈭ １㈮ b８:30〜10:30 要 t40〜74歳の市国民健康保険被保険者y500円 
骨粗しょう症検査 11㈮、22㈫ ５㈫、14㈭ １㈮ b８:30〜10:30 要 t40歳以上y500円

がん検診

胃がん

11㈮、22㈫ ５㈫、14㈭ １㈮ b８:30〜10:30 要

t40歳以上y600円
子宮頸（けい）
がん ２年度に１回受診可t20歳以上y400円

乳がん ２年度に１回受診可t40歳以上y40歳代1,300円、50歳以上1,000円 
大腸がん t40歳以上y500円
肺がん t40〜64歳y500円 喫煙者など一定の条件に該当する50歳以上で喀痰

（かくたん）細胞診検査の希望者は別途700円結核・肺がん t65歳以上y無料
さいとぴあ健診 19㈯ １㈮ ４㈪ b９:30〜11:00 要 検診項目とtyは上記よかドック、がん検診と同じ

※場所の記載がないものは保健福祉センター（保健所）で実施します。料金の記載がないものは無料。
ei①健康づくり係 a895-7073　②母子保健係 a895-7055　③精神保健福祉係 a895-7074　
④医薬務係 a895-7072　⑤地域保健福祉課 a895-7080 f891-9894（①〜⑤共通）

保健福祉センターだより
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運動から始める認知症予防教室
　d下記の通り。午前10時〜正午
l姪北公民館（姪の浜二丁目）t西
区在住の介護保険サービスを利用
していない65歳以上で、全５回参
加できる人c先着20人y無料ei電話で区
地域保健福祉課（a895-7080 f891-9894）
へ。12月18日㈫午前９時半から受け付け。 ※
申込時に問診あり

市民パソコン教室
　初心者から中級者向けの教室です。タブ
レット端末操作や資格対策など全18コース
あります。各コースの詳細は問い合わせを。
　d１月７日㈪〜２月18日㈪各コース全５回
で１回２〜４時間程度li市シルバー人材セ
ンター西出張所姪浜教室・伊藤（姪の浜四丁目
８-28 a・f881-7266）c各
コース10人y6,500円（テキス
ト代別）e電話かファクスで同
教室へ。

回 日程 内容
１ １/23㈬ 認知症講話、体力測定
２ ２/ ６㈬ 認知症予防のための運動
３ ２/12㈫ 運動・歯科講話
４ ２/20㈬ 運動・栄養講話
５ ２/27㈬ 運動・体力測定

ほやほやママの子育て教室
　初めて母親になった人のための教室です。
　d１月17日㈭午前10時〜正午l区保健福祉
センター（保健所）講堂t平成30年10月〜11月
生まれの子ども（第１子）とその保護者c先着
30組y無料ei電話かファクスで
区地域保健福祉課（a895-7080 
f891-9894）へ。要予約。12月18
日㈫午前９時半から受け付け。

今宿野外活動センターの催し
　li今宿野外活動センター a806-3114 
f806-3115
１. 新春もちつき大会

　どんど焼きと餅つきを行います。
　d１月14日（月・祝）午前10時〜午後２時c

先着50人y４歳以上500円、３歳以下100円
jエプロン、食器、タオル、飲み物、箸、飾り終
えた正月飾りe電話で同センターへ。12月22
日㈯午前９時から受け付け。
２. たき火をかこもう

　たき火用の広場を開設します。自由にたき
火や飲食ができます。
　d１月20日㈰午前10時〜午後３時y３歳
以上100円、２歳以下無料j軍手、焼きたい食
材、食器類、たき火道具（持っている人のみ）e

当日の午後２時までに同センター第１営火場
で受け付け。

まつ毛エクステする前に
〜サロン選びのポイント〜

　近年、まつ毛エクステによる
アレルギー症状（目の充血、ま
ぶたの腫れ）や結膜炎、角膜炎
などの相談が増えています。
　サロンでまつ毛エクステを行うために
は、店舗が保健所の確認を受け、施術者全員
が美容師免許を持つことが必要です。
《施術前に次のことを確認しましょう》
□   事前にカウンセリング、パッチテストが

あるか。
□   ピンセットなど使用器具の消毒、交換は

されているか。
□   施術担当者は美容師であるか。
□   施術するサロンは保健所の確認を受け

ているお店か。
　※市条例では、
保健所の検査確
認番号と美容師
の氏名・免許番号
を店内の見える
場所に掲示する
ことが義務付け
られています。
　【問い合わせ先】
　区衛生課 a895-7094 f891-9894

店内の掲示例


