区役所前の花壇

あなたの身近な相談役

民生委員・児童委員

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

た人が急に来なくなった
ので、心配になり訪問し
異変に気付けたこともあ
ります。サロンに歩いて

こんな活動もしてい
ます
ロンに遊びに来てくださ

もつながります。一度サ

来ることで健康づくりに

は地域から推薦され、厚
簀子地区の同委員が主

「民生委員・児童委員」
生労働大臣の委嘱を受け

と文化、スポーツ、憩い

の場として多くの人に親

◇

しまれています。

◇

舞 鶴 公 園 で は、
「花」

と「緑」をテーマにさま

が多く、私の方が子ども

東部に隣接する「舞鶴公

大濠公園や市美術館の

を楽しむ「藤まつり」
「梅

チャーウォッチング」な

ざまなイベントが行われ

い。毎月違った内容で楽

たちから元気をもらって

同地区では第１・３の

本人からの相談だけで

施設として設置された鴻

例えば平安時代に外交

な楽しみ方があります。

てだけでなく、さまざま

講座 」
、自 然 の 移 ろ い を

使う「フラワーアレンジ

ぼう 」
、濠 に 咲 く ハ ス を

もらう「秋の公園であそ

みを子どもたちに感じて

しむバーベキュー施設

れて食やおしゃべりを楽

このほか、木立に囲ま

けています。

な自然に出会う機会を設

ています。四季折々の花

体となって取り組んでい
しめると思います」と呼

どを通じて同公園の豊か

て活動するボランティア
る活動を紹介します。

まつり 」
、秋 の 自 然 の 恵

です。民生委員は児童委

園」には、桜の名所とし

高齢者の交流支援
されている「ふれあいサ

水曜日と金曜日に、民生

なく、周囲からの相談で

臚館跡や、江戸時代に築

や、
「新鮮」
「エコ」
「ふ

子どもの見守り

ロン簀子」は、 年前に

委員が交通量の多い交差

支援につなぐこともあり

観 察 す る「 舞 鶴 ネ イ

どんな活動をしてい
るの？
住民の見守り・相談役 「家に閉じこもらずに外

点に立ち、児童の登校を

かれた福岡城跡では地元

こう

に出ましょう 」
「 お友達

ます。知り合いの人が悩

の歴史に触れることがで

ろ かん

高齢者や障がいのある

見守っています。

んでいるなど、お気軽に

きます。

加しました。活動が９年

分にできることで恩返し 【問い合わせ先】

お世話になったので、自

が小さい頃は地域の人に

４月は、旧簀子小学校 「夫婦共働きで、子ども

区地域保健福祉課

は守られます。

談内容などの個人の秘密

には守秘義務があり、相

備され今も市民に利用さ

また、昭和の時代に整

相談に応じます。
情報提供と関係機関へ
のつなぎ役

でスポーツを楽しむこと

ができます。ウメ、ボタ

ン、シャクヤクなど季節

会）

（ 市緑のまちづくり協

か。

つけに出かけてみません

季節ごとの楽しみを見

われています。

まちマルシェ」なども行

品を販売する「みどりの

れあい」にこだわった商

を作りましょう」という

民生委員となり３年目

ご相談ください。同委員

目の民生委員の尾関律子

をしたいとの思いで活動

a718・1109

の花々や緑もあり、歴史

お知らせ

人への声掛けや家庭訪問

の天本孝久さん（ ）は

さん（ ）は、参加者に

しています。あいさつを

f734・1690

た。

などを行います。また、 声 掛 け か ら 始 ま り ま し
医 療 や 介 護・ 子 育 て な

話し掛け、様子を見守り

きちんと返してくれる子

ど、日常生活の心配事に

住民が必要な福祉サー

ます。参加者は「みんな

で花見を行い、 人が参

ビスを受けられるように

でお弁当を食べながらお

情報冊子「シニアのため
の智恵袋」中央区版が完成
しました＝写真。
定年退職後の生きがい
や健康づくりのヒントのほ
か、健康保険などの手続
き方法、年金、税金や高
齢者福祉サービスの紹介
などが満載の冊子です。
区福祉・介護保険課、区情報コーナー、市
役所1階情報プラザで配布しています。区
ホームページでも見ることができます。
i区福祉・介護保険課
a718-1099 f771-4955

ついて同じ住民の立場で

さまざまな情報を知ら

しゃべりをするのを楽し

国民健康保険の加入世帯で、前年中の所得
が把握できない人がいる世帯に所得報告書を
送付します。必要事項を記載の上、５月22日
㈬までに区保険年金課まで提出してください。
i区保険年金課 a718-1124 f725-2117

れている陸上競技場など

せ、行政機関や関係機関

みに毎回来ています」と

シニアの疑問に答えます

今年も「藤まつり」が開催され多くの人
が訪れました

気軽に相談を

います」と話しました。

員を兼ね、区内で約２７
簀子地区で月 回開催

みどりのまちマルシェには、体や環境
に優しい食べ物や商品が集まります

び掛けます。

０人が活動しています。

舞鶴公園

などへ橋渡しを行ってい

市税に関する証明を代理人が請求する場合は、家族で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

代理人の証明請求には委任状を

タッチであいさつする児童と
天本さん（左）

笑顔でした。尾関さんは

国民健康保険所得報告書の提出

72

家族が亡くなったとき
は、健康保険や介護保険、
国民年金などのさまざまな
手続きが必要です。
限られた時間で慣れない
手続きをしないといけないため、遺族にとっ
て大きな負担となってしまうこともありま
す。
区は、必要な手続きや問い合わせ先などを
まとめた「ご遺族のための手続きガイド」
を作
成しました。また、区役所内での各種手続き
を案内するためのサポート窓口を５月13日
㈪から設置します
（原則予約制）
。
i区市民課（ご遺族サポート窓口）
a718-1148 f733-4840

a 714 ー 2131
区役所代表電話

土・日・祝日・年末年始を除く
午前８時45分〜午後５時15分

1

30

世帯数 122,904 世帯（前月比 755 世帯増） （平成31年４月１日現在推計）
女 110,994 人）

区の人口 200,310 人（前月比 585 人増） （男 89,316 人

〒810-8622 中央区大名二丁目5-31

中央区役所

18

ます。

ご遺族サポート窓口を設置

70

地域・行政事業への協 「ずっとサロンに来てい
力
生後７カ月頃の赤ちゃ
んがいる家庭を訪問し、
地域の子育て情報を提供
する「こんにちは赤ちゃ
ん訪問事業」など、行政
の事業に協力をしていま
す。

桜の下で、笑い声が響いていました

令和元（2019）年５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。

令和元（2019）年５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。

電話で中央区地域保健福祉課
（a718-1111
へ。
f734-1690）

アラ還世代のための還活大学
退職等で人生の転換期を
迎える
「アラウンド還暦世
代」に、元気に生きがいを
持って生活してもらうため
の講座を開催します。
日時

平成31年度所得証明の発行について

テーマ（講師）

８月28日㈬ 健康づくりのための運動
③ 13:30
（健康づくりサポートセンター 健
〜15:30
康運動指導士）
地域活動と健康づくり・ボランテ
９月11日㈬ ィア活動の始め方
④ 13:30
（NPO法人アジアン・エイジング・
〜15:30
ビジネスセンター上席研究員 佐
々木喜美代氏）

（舞鶴二丁目）
lあいれふ10階講堂
t区内に
住むか通勤する55〜69歳の人。１回だけの
参加も可。①②は年齢に関係なく参加できま
す。c50人程度y無料e５月31日㈮までに

今年度の所得証明の発行開始日は次の通り
です。
▷市県民税の全額を給与か
ら特別徴収される人と市県民
税非課税の人＝５月17日㈮か
ら
▷市県民税を普通徴収また
は公的年金から特別徴収される人＝６月12
日㈬から
（運転免許証
j窓口に来た人の本人確認書類
など）
。代理人が請求するときは、家族でも
委任状が必要です。
i区課税課 a718-1049 f714-4231

お知らせ

７月12日㈮ 研究から生活習慣を考える
② 13:30
（九州大学大学院医学研究院助教・
〜15:30
医学博士・保健師 吉田大悟氏）

参加しませんか

６月11日㈫ アラ還世代からの健康づくり
① 13:30
（健康づくりサポートセンター セ
〜15:30
ンター長 井口登與志氏）

保健
だより

国民年金

学生納付特例

大学・専門学校などに通
う学生は、在学中の国民年
金保険料の納付が猶予され
る
「学生納付特例制度」を利
用できます(所得制限あり)。
個人番号（マイナンバー）カード、年金手帳、
学生証を持って窓口へ。通知カードの場合は、
別途本人確認書類（顔写真のないものは２点）
が必要。さらに代理人の場合は委任状と代理
人の本人確認書類の持参を。手続きは毎年度
必要です。
i区保険年金課 a718-1126 f725-2117

中央区歩こう会

みんなの
掲示板

往路はＪＲ筑肥線
「今
宿 駅」
〜 長 垂 海 岸〜 生
国勢調査に向けた試験調査を実施します
の松原元寇防塁跡
（見
学あり）
〜小戸公園の約
2020年に実施する国勢調査に向け、より良
８㌔。
帰路はＪＲ筑肥線
「姪浜駅」
まで３㌔です。
い調査方法を検討するために、国が指定した
中央区内の一部地域で試験調査を実施します。 d５月19日㈰午前９時にＪＲ今宿駅前に集合
５月下旬から県知事に任命された調査員が対
y200円j昼 食、 飲 み 物e不 要i同 会 平 林
象地域に伺います。ご協力をお願いします。 （a090-6778-0723）か 平 田
（a090-25188274）
へ。※雨天時は５月26日㈰に延期。
i市統計調査課 a711-4081 f711-4934

【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
f① 0120-931-869、②〜⑥ 734-1690
⑥企画管理係 a761-7318
⑤エイズダイヤル a712-8391
※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
５月

６月

b＝受付時間
g＝実施時間

予
約

対象･料金･その他

i
e

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）

献血
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。
場所

実施日

春吉公民館

5/15㈬

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

警固公民館

5/16㈭

草ヶ江公民
館講堂

6/5㈬

中央保健所
（あいれふ）

6/6㈭

子宮頸（けい）がん
大腸がん

b8:30〜10:30
－

12㈬ ※ 予 約は10営 業
28㈮ 日前までです。予
約 受 付 時 間は平
日9:00 ～ 17:00。

肺がん・結核検診
骨粗しょう症検査

t20歳以上y400円 ※受診は２年度に１回

①

t40歳以上y600円

要

がん検診

健（検）診

胃がん（胃透視）

t40歳以上y500円
【 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

受付時間

i

10:00〜12:00
13:00〜15:30
13:30〜16:00

⑥

10:00〜16:00

6/28㈮の健診は託児を無料で利用で
きます（事前予約制）
。健診の予約後、
上記②へ託児の申し込みをしてください。

t40歳以上y500円

Ｂ･Ｃ型肝炎ウイルス検査 21㈫ 18㈫ b9:00〜11:00 － t20歳以上で過去に検査を受けたことがな
い人
栄養相談

17㈮ 5㈬
29㈬ 21㈮ 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
27㈪ 24㈪ 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
27㈪ 24㈪ 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

14㈮
17㈮
妊娠、出産、育児についての講義と実技
21㈮ g13:30〜15:30 －
24㈮
t妊婦とその家族
28㈮
－

13㈭ g10:00〜11:00

16㈭ 20㈭ g14:00〜15:30

毎週火曜日
（祝日は除く）g9:00〜10:30
－

よかドックを受けよう

③

要 精神科医による相談

t精神障がい者を抱える家族▷5/31㈮統合
31㈮ 14㈮ g13:30〜15:30 要 失調症の症状と治療▷6/14㈮家族の対応に
ついて
要

匿名検査。 結果説明は採血からおおむね１
時間後

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

保健所レター

④

⑤

年に１回は
「よかドック(特定健診）
」
を受けて、病気の早期発見・生活習慣
病の予防に役立てましょう。国民健康
保険に加入している40〜74歳の人を
対象に、身体・血圧測定、尿・血液・
心電図検査、問診など１万円程度の健
診が500円で受診できます。詳しくは
左表をご覧くださ
い。
【問い合わせ先】
中央区健康課
a761-7340
血圧測定中のよかろー
f734-1690
もん

