総務課

令和元（2019）年６月15日
〒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

区役所１階
撮影コーナー

中央区役所

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 201,005 人（前月比 695 人増） （男 89,682 人

女 111,323 人）

世帯数 123,602 世帯（前月比 698 世帯増） （令和元年５月１日現在推計）

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。

今年度の

安心をもっと

中央区の主な取り組みを紹介

■地域の防災・防犯活動の支援
災害時の避難に支援が必要な高齢者の見
守りや、避難所運営などの体制づくりを支
援し、地域の自主防災力の活性化を促進し
ます。
また、家族
や地域の安全
を考える機会
として、防災・
消防・防犯・
交 通 安 全 を 同フェスタの消火体験コーナー
テーマにした参加型イベント「中央区安全・
安心フェスタ2019」を10月に開催します。
i区地域支援課 a718-1056 f714-2141
■暮らしの安全・安心の確保
加熱不十分な食肉などが
引き起こす食中毒を未然に
防止するため、飲食店やイ
ベント・バザー関係者に対
して食品衛生講習会や立ち
入 り 調 査 な ど を 行 い ま す。
子ども向け手洗い教室など 食中毒防止隊タ
ベルマンが一緒
も実施します。
に啓発
i区衛生課 a761-7356 f761－8280

区は「人が集い、人が輝き、人がやさしいまち」
を目指したまちづくりを進めています。今年
度に実施する主な事業を紹介します。詳しくは区ホームページ
（
「中央区 運営方針」で検索）を
ご覧ください。i区企画振興課 a718-1012 f714-2141

にぎわいをもっと

つながりをもっと

■天神ビッグバン（※）と歩むまちづくり
天神地区の住民・企業・関係団体などで
構成される「We Love 天神協議会」と共働
し「歩いて楽しいまち・天神」
を目指します。
i区企画振興課 a718-1012 f714-2141

■地域コミュニティの活性化支援
シニア講座や乳幼児教室等、地域住民に
来館してもら
えるように魅
力的な公民館
事業などを実
施します。
i区地域支援
課 a7 1 8 大名公民館でのイベント
1061 f714-2141
■子育てサポートの充実
妊娠期から子育て期ま
で切れ目なく、さまざま
な支援を行います。また、
10月を
「中央区子育て応
援月間」として、区主催の
子育て支援事業を広く紹介します。
i区子育て支援課 a718-1106 f771-4955
■健寿社会の実現への取り組み
身近な公園で楽しみ
ながら運動できる
「健
康パークステーショ
ン」を展開し、
健康遊具を活
用した健康づ
くりに取り組
みます。
i区維持管理
課 a7 1 8 健康パークステーション
（梅光園緑道）
1085 f7181079 ／区地域保健福祉課 a718 - 1111
f734 - 1690

（※）
2015年から10年間で30棟の民間ビルの建て替
えを促し、新たな空間と雇用を創出するプロジェクト

■地域の魅力ある資源の活用
「福岡城さく
らまつり」の期
間 中、 地 域 と
共働で
「福岡
城・鴻臚館（こ
うろかん）ま つ
り」を 行 い ま
黒田二十五騎武者行列
す。福岡城や鴻臚館にちなんだ演目や武者
行列を行い、にぎわいづくりと歴史・文化
の継承に取り組みます。
i区企画振興課 a718-1012 f714-2141
■一人一花運動の拡大
G20会議の開
催や中央区人口
20万人突破など
を記念し、区役
所前広場で一人
一花のイベント
を開催。
「
『一人一花』
フラワーウィーク」
で山かき小僧も花衣装に
また、地域住
民、企業、行政が一緒に花を育てる運動を
推進し、思いやりの心を育み、区を花いっ
ぱいにします。
i区総務課 a718-1005 f714-2141

■市民サービスの向上
家族が亡くなったときに必要となる健康
保険や国民年金などの手続きを案内する
「ご遺族サポート窓口」を開設しています。
i区市民課 a718-1148 f733-4840
■区役所玄関前広場の改修
全ての人が安心して快適に利用できるよ
うに玄関前広場に大型スロープを新設する
ほか、信号待ちの歩行者の滞留スペースの
確保などを行います。
i区総務課 a718-1005 f714-2141

須崎公園

鶏刺しなど、生の鶏肉を食べたことが原因で食中毒が多発しています。新鮮な肉でもカンピロバクターや
サルモネラなどの食中毒菌が付いていることがあるので危険です。i区衛生課 a761-7356 f761-8280

す。今は使われていませ

んが、かつてチューリッ

プをはじめ多くのミュー

ジシャンがコンサートを

行いました。

須崎公園は都心にあり

昼には芝生の上でシート
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ながら静かな場所です。

天神五丁目に位置する

など、ゆっくりと過ごす

を広げてお弁当を食べる

開園しました。噴水塔と

のがお薦めです。

須崎公園は、昭和 年に

広い芝生が特徴の公園で

化などを理由に公園全体

一方で、各施設の老朽

那の津通り側にはペ

を一新する計画が進めら
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す。

リー来航以後の外国船の

れています。数年後には

ることができなくなりま

侵入を防ぐために、文久

かれた砲台の石垣が今も

す。新しい公園になる前

現在の須崎公園の姿を見

残り、当時の海岸線が分

に遊びに出掛けてみませ

年（１８６３年）に築

かる貴重な史跡となって

鶏肉は生で食べないで！

砲台跡の石垣

（区維持管理課）

ここで多くの人々が音楽を楽しみました

んか。

噴水塔の周りにはベンチがあります

います。

昭和 年には、園内の

北東側に福岡県文化会館

がオープンし、現在では

福岡県立美術館として多

くの人々に親しまれてい

ます。

また、美術館のそばに

は野外音楽堂がありま
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信頼をもっと

令和元（2019）年６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。

国民健康保険料のお支払いは口座振替で

〒810-0061西公園14-30
a712-8090 f712-8298

小学１〜４年生水泳教室
水泳の基本的な技術を学び、
水 泳 の 楽 し さ を 体 験 し ま す。
d７月22日㈪～27日㈯の毎日
① 午 前 ９ 時15分 ～ 10時45分
②午前10時45分～午後０時15分。全６回t
クロールが苦手な①小学１・２年生②小学３・
４ 年 生c各10人y4,900円e往 復 は が き に
教室名（①か②も）、参加者の住所・氏名（ふ
りがな）・学年・電話番号を書いて６月15日
㈯～30日㈰必着で同プールへ。応募多数の
場合は抽選。

保健
だより

選挙事務の従事者を募集します

〒810-0042赤坂二丁目５-５
a741-0301 f741-0617

ZUMBA
（ズンバ）
教室
音楽に合わせて楽しくダン
スします。d７月19日～９月
20日の 毎 週 金 曜日午 後７時
15分 ～ ８ 時45分。 全10回
t18歳以上c25人y7,000円
（ふ
eはがきかファクスに教室名、住所・氏名
りがな）
・年齢・電話番号を書いて６月15㈯
～ 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。

参議院議員通常選挙の執行に伴い、中央区
の選挙事務に従事する人を募集します。
【投票日】7月21日㈰ ※期日は変更になる場
合があります【内容】投票日前日（または前々
日）の投票所の設営や投票日の投票所の受付
事務など。詳しくは区ホームページ（「中央区
参議院選挙」で検索）をご覧ください。
i中 央 区 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 a7181007 f714-2141

参加しませんか

中央市民
プール

お知らせ

平成31年度の国民健康保険料の納入通知
書（口座振替の人は決定通知書）
を６月中旬に
送付します（詳細は本紙５面参照）。
支払いは、便利で安心な口座振替がお勧め
です。納付に行く手間が省け、納め忘れもあ
りません。e納入通知書とキャッシュカード
を持って区保険年金課へ。金融機関での申し
込みは、納入通知書、通帳、金融機関の届け
出印が必要です。i中央区保険年金課 a7181124 f725-2117

中 央
体育館

市民公開講座
研究から生活習慣を考える
九州大学大学院医学研究院助教 吉田大悟
氏による講座です。健康診断の結果と生活習
慣を基に、５年後、10年後の糖尿病などの生
活習慣病の発症リスクを予測する
「ひさやま
元気予報」を使って生活習慣を見直しません
か。d７月12日㈮午後１時半～３時半lあい
れふ10階講堂
（舞鶴二丁目）
c120人y無料e
電話で中央区地域保健福祉課
（a718-1111
へ。
f734 1690）

乳幼児の「養育里親」を募集します
養育里親とは、さまざまな
事情で親と暮らせなくなった
子どもを自分の家庭に迎え、
一定期間子どもを養育する人
赤ちゃんの
笑顔のために
のことをいいます。
乳幼児の心身の成長にとって、特定の大人
と過ごす温かい家庭での生活はたとえ数日で
あっても大切です。
短期間（数日～数カ月）、乳幼児を自宅に迎
えて養育する里親を募集しています。詳細は
お問い合わせください。※本事業は市の委託
事業です。
i特定非営利活動法人キーアセット福岡オ
フィス a406-6351 f406-6352

【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地域保健福祉係 a718-1111
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
6月

7月

b＝受付時間
g＝実施時間

予
約

よかドック（特定健診）
胃がん（胃透視）

大腸がん

－

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

当仁公民館

6/20㈭

t40歳以上y600円

平尾公民館

6/21㈮

警固公民館

6/24㈪

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

春吉公民館

7/2㈫

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

子宮頸（けい）がん

実施日

ty40歳代1,300円、50歳以上1,000円
※受診は２年度に１回

b8:30〜10:30

【 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

21㈮

離乳食教室

離乳食の進め方の講習｡ 試食あり。乳児の
24㈪ 22㈪ g13:30〜15:00 －
同伴可

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
24㈪ 22㈪ g13:30〜15:15 －
体重測定
相談

心の健康相談
精神保健家族講座

エイズ即日検査

12㈮
21㈮
妊娠、出産、育児についての講義と実技
19㈮ g13:30〜15:30 －
28㈮
t妊婦とその家族
26㈮
－

11㈭ g10:00〜11:00

20㈭ 18㈭ g14:00〜15:30
－

－

③

要 精神科医による相談
④

t精神障がい者を抱える家族▷当事者の話
12㈮ g13:30〜15:30 要
を聞こう

毎週火曜日
（祝日は除く）g9:00〜10:30

要

13:30~14:00

⑥

6月は食育月間です

管理栄養士による食事のバランス、離乳食
②
などの個別相談

栄養相談

マタニティースクール

i

保健所レター

Ｂ･Ｃ型肝炎ウイルス検査 18㈫ 16㈫ b9:00〜11:00 － t20歳以上で過去に検査を受けたことがな
い人
要

受付時間

t40歳以上y500円

t40歳以上y500円

19㈮
24㈬ g9:30〜11:30

予約不要。乳幼児の身体測定、健康相談。
場所

要

がん検診

健（検）診

乳がん

対象･料金･その他

i
e

母子巡回健康相談

匿名検査。 結果説明は採血からおおむね１
時間後

14㈰ 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

⑤

近年、偏食や朝食を食べないなどの
食生活の乱れ、肥満・痩身傾向など、
健康を取り巻くさまざまな問題が生じ
ています。
「食」に関する知識と選択力を身に付
け、健全な食生活を送るための「食育」
が重要です。
日頃の食生活を見直したり、大切な
家族や仲間と食卓を囲んだり、がめ煮
などの郷土料理に挑
戦 し た り す る な ど、
食育の実践に取り組
んでみませんか。
市食育推進
【問い合わせ先】
キャラクター
中央区健康課
「いくちゃん」
a761-7340 f734-1690

