総務課

2019年（平成31年）４月15日

中央区役所

〒810-8622 中央区大名二丁目5-31

区役所代表電話
午前８時45分～午後５時15分

a 714 ー 2131
土・日・祝日・年末年始を除く

区ホームページは「福岡市 中央区」
で検索するか右のコードから
区フェイスブックページは
「情報発信中央区」
で検索

区の人口 199,725 人（前月比 131 人増） （男 89,150 人

世帯数 122,149 世帯（前月比 98 世帯増） （平成31年３月１日現在推計）

女 110,575 人）
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などで構成される団体で

れ、関係者と地域の小中

30

仁校区自治協議会や唐人

す。よかトピア通りと地

唐人町西

町駅

地下鉄唐人

通りはアルファベットの「h」の形です

梅光園緑道

遊具で健康寿命を延ばしましょう

市税に関する証明を代理人が請求する場合は、家族であっても委任状が必要です。請求の際には代理人の
本人確認書類（運転免許証など）も併せてお持ちください。i区課税課 a718-1049 f714-4231

道として整備されまし

た。

鉄道の境界を示す石柱

など、所々に鉄道の痕跡

も残る緑道には、マツや

ウメなどの並木が並び、

四季の移ろいを感じるこ
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で、より効果的な運動が

同協議会は、校区を安
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て北西に約９００メート

筑肥新道

シンドローム（運動器症

心して生活できる地域に

お越しください」と呼び

ル伸びる梅光園緑道（梅
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候群）や認知症などの予
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の国鉄筑肥線の跡地で

会の構成員は全員「福岡

市 認 知 症 の 人 の 見 守 り 【問い合わせ先】

す。昭和 年に旧筑肥線

六本松４丁目南

油山観光道路

代理人の証明請求には委任状を
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別府橋通り（国道 202 号）

エコ発する事業補助金～ビギナーコース～
環境に関する市民参加型の活動を支援しま
す。補助金額は対象経費の４分の３以内
（上
限10万円）です。
t５人以上で組織される、環境活動経験３
年以内の市民団体・ＮＰＯ等e事前に相談の
上、申請書類に必要事項を記入して７月31
日㈬までに区生活環境課へ。 ※詳細は環境
局ホームページ（
「福岡市 エコ発する事業補
助金」で検索）か、区役所で配布するチラシを
ご覧ください。
i区生活環境課 a718-1092 f718-1079

の博多〜姪浜間が廃止さ

れ、鉄道跡地の一部が緑

お知らせ

国民健康保険
（国保）に加入している人が、
就職などにより職場の健康保険に加入したと
きは、国保を脱退する手続きが必要です。職
場から交付された健康保険証と国民健康保険
証を持参の上、手続きしてください。
また、75歳未満で、職場の健康保険など
をやめた人や、市外から転入した人で職場の
健康保険などに加入していない人は、国保へ
の加入手続きが必要です。加入日は前述の事
由が生じた日です。届け出が遅れると加入日
までさかのぼって保険料を納めることになり
ます。必ず届け出をしてください。
i区保険年金課 a718-1124 f725-2117

区総務課

国民健康保険の脱退・加入手続き

ネットワーク事業」の協

f ７１４・２１４１

区子育て支援課は、子育て・児童虐待など、
子どもや家庭に関する相談を受け付けていま
す。「子どもの育て方やしつけ方が分からな
い」
「事情があって子どもを養育できない」
「ひ
とり親家庭への支援について知りたい」
「近所
で子どもの激しい泣き声
が聞こえる」など、悩んで
いることや気になること
を気軽にご相談ください。
i区子育て支援課 a718-1106 f771-4955

力サポーターに登録し、 a ７１８・１０１３

認知症で行方不明になっ

こども家庭相談窓口

える場所にしたいです」 辺の歩道のバリアフリー

色とりどりの花を見に来てください

学生が花や苗木など 種

親子遊び
５月13日㈪
「歯や口の健康」について
13：30 ～ 15：30
おしゃべりタイム

下鉄唐人町駅をつなぐ

会会長の高濱博子さん

内容

５月30日㈭
母親の体操と健康づくり
２
13：30 ～ 15：30 おしゃべりタイム

を、楽しく歩きたくなる

通りにするために、さま

ざまな活動を行っていま

す。

１

フラッグは全７種

花壇とフラッグで
おもてなし

ホークスとうじん通り

日時

参加しませんか

アラフォーママならではの悩みを語り合
い、参加者同士の交流を楽しみませんか。育
児や母親の健康についての講話もあります。
（舞鶴二丁目）t
lあいれふ６階作業療法室
区内に住む40歳前後に第１子を出産した母
と１歳未満の子どもc先着20人y無料ei
４ 月15日 ㈪ か ら 電 話 で 区 地 域 保 健 福 祉 課
(a718-1111 f734-1690)へ。

「ホークスとうじん通り」 類を植えました。同協議

d、l、i など文中で使用している記号の説明は、本紙 14 面を参照してください。

アラフォーママの子育て交流会

花と緑いっぱいの街へ

2019 年（平成 31 年）４月 15 日

総務課
d、l、i など文中で使用している記号の説明は、本紙 14 面を参照してください。

中央市民
プール

〒810-0061西公園14-30
a712-8090 f712-8298

筋トレ DE シェイプアップ
夏の前に体を引き締めませんか。
d５月30日～７月18日の毎週木曜日午後
７時半～８時半。全８回t18歳以上c抽選
で15人y4,800円eはがきかファクスに教
室名、住所、氏名
（ふりがな）
、年齢、電話番
号を書いて４月15日㈪～ 30日㈫必着で同体
育館へ。応募多数の場合は抽選し、当選者の
みに通知します。ホームページ
（
「福岡市 中
央体育館」
で検索）
からも申し込み可。

精神保健家族講座

家族のつどい

ヘルスメイト養成教室

食を通じた健康づくりを進めるボランティ
ア「ヘルスメイト（食生活改善推進員）」を養成
する教室です。食生活
の現状と問題点、栄養
に関する基礎知識や調
理の基本などを学びま
す。
d右 表 の 日 程（ 木 曜
日程
終了時刻
日）で、開始は全て午 ５月16日 12：15
前９時半から。全８回 ５月23日
５月30日
（舞鶴
lあいれふ７階
12：10
６月６日
二 丁 目）
t区 内 に 住 む ６月13日
ボランティア活動がで ６月20日 13：10
きる人c先着40人y無 ６月27日
12：10
料ei４月15日㈪午前 ７月４日
10時から５月13日㈪午後５時までに電話か
ファクスで教室名、住所、氏名
（ふりがな）
、
電話番号を中央区健康課
（a761-7340 f
734-1690）へ。
〈地域でのボランティア活動の例〉
・生活習慣病予防や低栄養予防の料理、郷土
料理などをテーマとした料理教室の開催
・高齢者への配食など
昨年の教室

保健
だより

食で健康づくりのボランティア

〒810-0042赤坂二丁目5-5
a741-0301 f741-0617

参加しませんか

【プール各教室の申込方法】
e往復はがきに教室名、参加者の住所、
氏名（ふりがな）、年齢(学年)、電話番号を
書いて４月15日㈪～ 28日㈰必着で同プー
ルへ。

参加しませんか

無料開放
午前９時～午後９時t中
d５月５日（日・祝）
学生以下とその保護者（18歳以上）。午後６
時以降は保護者の同伴が必要です。
大人の初心者水泳教室
d５月14日～７月２日の毎週火曜日午後
７時～８時半。全８回t18歳以上c抽選で
12人y5,300円
初めてのピラティス教室
d５月14日～７月16日の
毎週火曜日午後２時～３時
15分。全10回t18歳以上c
抽選で12人y6,300円
小・中学生水泳教室
d５月19日～７月７日の毎週日曜日午前
９時15分～10時45分。全８回t小学４年生
～中学３年生c抽選で10人y4,800円

中央
体育館

精神科の医師や精神保健福祉士を講師に迎
え、統合失調症について理解を深めます。
d①５月31日㈮＝統合失調症の症状と治
療②６月14日㈮＝家族の対応について③７
月12日㈮＝当事者の話を聞こう④９月13日
㈮就労継続支援Ｂ型施設見学。各回午後１時
半～３時半lあいれふ７階第２研修室
（舞鶴
二丁目）
t精神障がい者を抱える家族c先着
30人y無料 ei電話かファクスで各回前日
までに中央区健康課（a761-7339 f7341690）
へ。

【問い合わせ・申込先】
①予約センター a0120-985-902 ②健康づくり係 a761-7340 ③母子保健係 a761-7338 ④精神保健福祉係 a761-7339
⑥企画管理係 a761-7318
⑦地域保健福祉係 a718-1111
⑤エイズダイヤル a712-8391
f① 0120-931-869、②～⑥ 734-1690
※市民税非課税世帯や70歳以上の人は健（検）診の料金が減免（証明書必要）。 ※料金の記載のないものは無料。
場所の記載のないものは中央区保健福祉センター（中央保健所・舞鶴二
丁目あいれふ内）で実施。

健（検）診・検査・相談等
内容

実施日
４月

５月

b＝受付時間
g＝実施時間

予
約

対象･料金･その他
t国民健康保険証によかドック受診番号が記
載されている人y500円

よかドック（特定健診）

t40歳以上y600円

乳がん

ty40歳代1,300円、50歳以上1,000円
※受診は２年度に１回

－

8㈬ ※予約は10営業
20㈪ 日前までです。予
約 受 付 時 間は平
日9:00〜17:00

t20歳以上y400円 ※受診は２年度に１回

t40歳以上y500円

Ｂ･Ｃ型肝炎ウイルス検査 16㈫ 21㈫ b9:00～11:00
19㈮ 17㈮
24㈬ 29㈬ g9:30～11:30

離乳食教室

離乳食の進め方の講習｡ 試食あり。乳児の
22㈪ 27㈪ g13:30～15:00 －
同伴可。

要

管理栄養士による食事のバランス、離乳食
②
などの相談

検査・相談

助産師による妊娠、出産、育児などの相談。
母子（赤ちゃん）何でも
22㈪ 27㈪ g13:30～15:15 －
体重測定。
相談

マタニティースクール
心の健康相談
精神保健家族講座

エイズ即日検査

10㈮
19㈮
妊娠、出産、育児についての講義と実技
17㈮ g13:30～15:30 －
26㈮
t妊婦とその家族
24㈮
－

9㈭ g9:30～11:00

18㈭ 16㈭ g14:00～15:30
－

－

③

要 精神科医による相談
④

31㈮ g13:30～15:30 要 t精神障がい者を抱える家族▷統合失調症
の症状と治療

毎週火曜日
（祝日は除く）g9:00～10:30

要

匿名検査。 結果説明は採血からおおむね１
時間後

12㈰ g14:00～15:00 － c先着50人。 匿名検査。 結果説明は採血
からおおむね１時間後

春吉公民館

5/15㈬

警固公民館

5/16㈭

場所

実施日

南当仁公民館

4/19㈮

中央保健所
（大名・舞鶴）

－ t20歳以上で過去に検査を受けたことがな
い人

栄養相談

実施日

受付時間

i

10：00～12：00
13：00～15：30

⑥

13：30～16：00

乳幼児の身体測定、健康相談。予約不要。

【 胸 部 エックス 線 撮 影 】ty40歳～64歳
500円、65歳以上無料
【喀痰（かくたん）細胞診検査】t喫煙者な
ど一定の条件に該当する50歳以上y700円

骨粗しょう症検査

場所

母子巡回健康相談

t40歳以上y500円

肺がん・結核検診

予約不要。t 男女とも体重 50㎏以上。男性：
満 17 ～ 69 歳。女性：満 18 ～ 69 歳。

①

大腸がん

b8:30～10:30

要

がん検診

健（検）診

胃がん（胃透視）

子宮頸（けい）がん

i
e

献血

⑤

５/９㈭

受付時間

i

13:30~14:00
⑦

草ヶ江公民館

5/10㈮

簀子公民館

5/13㈪

10:00~10:30

小笹公民館

5/14㈫

13:30~14:00

鶏肉の生食はやめましょう
鶏刺しや鶏たたきなどが原因で食中
毒が起きています。次のポイントに気
を付けて食中毒を予防しましょう。
・生や半生の肉を食べない
・肉の中心まで加熱する
・生肉に使用した調理器具はよく洗う
・生肉専用のトングや箸を使う
・手はせっけんで丁寧に洗う
i中央区衛生課
a761-7356 f761-8280

