総務課

2019年（平成31年）４月１日
〒810-8622 中央区大名二丁目5-31

区役所代表電話

a 714 ー 2131

午前８時45分～午後５時15分

区ホームページ
区の人口 199,725 人（前月比 131 人増） （男 89,150 人

女 110,575 人）

大濠公園のチュー
リップ

中央区役所

土・日・祝日・年末年始を除く

福岡市

中央区

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）

d、l、i など文中で使用している記号の説明は、本紙 15 面を参照してください。
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エクササイズ
①フロアレッスン ４月３日から毎週水曜
日。午前10時〜10時45分。
②アクアレッスン ４月５日から毎週金曜
日。午後2時〜２時半。
※①②休館日や祝日などを除く
y個人使用料e当日受付（開始30分前から）
◇
◇
◇
【★の申し込み方法】
e体育館ははがきまたはファクス、プール
は往復はがきに教室名、住所、名前（ふりが
な）、年齢（学年、年中・年長も）、電話番号
を書き、４月１日㈪～15日㈪必着で各施設
へ。応募多数のときは抽選。

参加しませんか

※休館日を５月２日㈭から４月22日㈪に
変更します。
★夜のピラティス教室①
d５月10日〜６月28日の毎週金曜日。午
後 ７ 時15分〜 ８ 時 半。 全 ８ 回t18歳 以 上
c12人y5,100円
★春の小学生水泳教室１部・２部
（１
d５月11日〜７月13日の毎週土曜日。
部）午前９時半〜11時
（２部）午前11時〜午
後０時半。全10回tクロールが苦手な小学
生c各20人y6,100円
★幼児水慣れ&スイミング教室１部・２部
（１
d５月12日〜７月14日の毎週日曜日。
部）午前９時45分〜10時45分
（２部）午前10
時45分〜11時45分。 全10回t
（ １ 部）３〜
５歳の未就学児
（２部）
４〜６歳の未就学児c
各６人y8,200円
ワンコインプログラム
d４月１日〜来年３月16日の毎週月曜日。午
前10時〜11時t18歳以上c各回先着10人y１
回500円e希望日の前月１日から直接窓口へ。

智子さん（ ）は「子ど

少しずつ増えてきていま

す」と話しました。

〒810-0061 西公園14-30
a712-8090 f712-8298
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フェの問い合わせは、内

林さん（a0 ９０・５０

２６・７７６９）へ。

参加しませんか

4 月上旬は区役所窓口が混雑します

子どもの居場所について

中央市民
プール

〒810-0042 赤坂二丁目5-5
a741-0301 f741-0617

施設無料開放
d５月５日（日・祝）午前９時～午後10時t
中学生以下の子どもとその保護者
（18歳以
上）。トレーニング室は中学生以上。※トレー
ニング室と午後６時以降の小中学生の利用は
保護者の同伴（高校生不可）
が必要。
★イベント「キッズタグラグビー教室」
午後２時～４時t小学生
d５月５日（日・祝）
c30人y無料
★幼児運動教室Ⅰ
d５月９日～７月11日の毎週木曜日。午
後 ３ 時 半 ～ ４ 時 半。 全10回t年 中・ 年 長
c20人y6,000円
らくらくトレーニング
d①毎週月・木曜日。午前９時45分～ 10
時45分②毎月最終月曜日。午後７時半～８
時半。いずれも定期点検日、休館日、祝日を
除くt18歳以上c各回先着16人y１回400
円e当日受付（開始15分前から）

区社会福祉協議会

中 央
体育館

a737・6280

f737・6285

★の教室は、事前申し込みが必要です
（中央
体育館・中央市民プール共通）

【問い合わせ先】

紙芝居や折り紙など、子どもたちは自由
に遊んで過ごします

す。安定した運営が継続

○薬院投票区
平尾小学校東棟1階会議室から同校講堂へ変更。
該当区域＝▷薬院三丁目〜四丁目▷薬院伊
福町▷御所ケ谷▷浄水通▷平尾浄水町▷平丘
町▷古小烏町▷山荘通三丁目▷桜坂三丁目
（１番１号〜５番16号、５番52号〜６番４号）
◆中央体育館の利用時間が変更になります
同選挙の開票所となるため、競技場は４月
７日㈰終日、８日㈪午後３時まで利用不可。
その他の施設は７日㈰午後５時から10時ま
で利用できません。
i区選挙管理委員会事務局 a718-1007
f714-2141
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浄満寺

いをしたい」と話してい

樋井川

（旧浄和幼稚園）
真福寺

ます。

浄満寺門徒会館

グランマキッチンカフェ

投票所

大名クロスガーデン

（大名一丁目）で、子ど

N

グループに分かれ、活動への思いや悩
みを共有しました

できるよう、ノウハウを

◆次の区域は投票所が変わります
入場整理券を確かめてお出掛けください。
○南当仁第二投票区
市営地行住宅１〜３棟集会所から浄満寺門
徒会館（旧浄和幼稚園）
に変更。
該当区域＝▷今川二丁目
（１番46号〜80
号、３番１号〜14号、３番29号〜５番16号、
５番26号〜46号）▷地行一丁目〜四丁目▷
地行浜一丁目〜二丁目

た。中央区から５団体参

4 月 7 日㈰は
統一地方選挙の投票日です

安心子育て応援セミナー
赤ちゃんとの関わり方などを学びます。
d ４月15日㈪午後１時半〜３時半lあい
れふ６階作業療養室（舞鶴二丁目）
t区内に
住む第１子の乳児
（平成31年１～３月生ま
れ）と保護者c先着20組y無料e電話で区
地域保健福祉課
（a718-1111 f7341690）へ。

転出・転入手続きのため、4 月 9 日ごろまで市民課の窓口が大変混雑します。特に週の初
めや午前 11 時～午後３時ごろは混み合います。i 区市民課 a718-1020 f733-4840

