TEL 559‐5017

2019年（平成31年）４月15日

FAX 562‐3824

区の広報担当キャラクター

「ため蔵」くん

たかと

〒815-8501 南区塩原三丁目25-1
窓口受付時間：午前８時45分〜午後５時15分
（土日・祝休日・年末年始を除く）

馬場 孝翔 さん
（小学２年生）作

応募方法は区ホーム
ページを見てね。

262,470 人（＋86）

男122,112人 女140,358人

※年齢・学年は応募
時のものです

126,440 世帯

（＋121）
平成31年３月1日現在推計
（前月比）
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あなたのまちのヘルスメイト

え物などの料理を約 人

「おいしい」と参加者たちから大好評

知って得する環境セミナー

エコ料理教室を開催しました
まだ食べられるのに捨てられてしまう食
べ物、いわゆる
「食品ロス」
の現状を知って
もらい、食品ロスを減らしていくため、３
月14日に区保健福祉センターで
「大根１本
使い切りエコクッキング」が開催されまし
た。この日は大根を丸ごと１本使って、大
根葉ご飯をはじめ、グラタン、スープ、パ
ンケーキの４品を作りました。
参加者からは「こうやってお菓子まで作
れるなんて驚きました。大根料理のレパー
トリーが増やせそうです」
「大根は１本買っ
ても、残って結局捨ててしまうこともあり
ましたが、これからは全部使い切りたいで
す」
という声が聞かれました。
皮を使ってスープ作り

フィナーレの総踊り（昨年）

i区生活環境課 a559-5101 f561-5360

後、ヘルスメイトのアド

バイスを受けながら主

食、主菜、副菜、果物な

ど９品から自分に合った

みました（左上写真）
。

するイベントに協力をし

区内では約１００人のヘ

参加した網代知恵子さ

た り してい ま す。 現 在、 献立を選んで食事を楽し

ルスメイトが活躍中です。

んは「今日の料理は薄味

ということですが、ソー

健康の大切さを伝えます

区内に約 1 0 0 人
のヘルス メ イ ト

「ヘルスメイト」
（食生

活改善推進員）は、地域

の人が健康に過ごせるよ

スが工夫されていて、と
40

健康食パーティー
でも「活躍」

ンに来ていた上月照代さ

う、食生活や運動の大切

食育は自分自身のために

んは「今日のようなバラ

22

てもおいしかったです。 に振る舞いました。サロ

センターで「健康食パー

もなるので、私もヘルス

1

35

2

月 日に区保健福祉

です。区が実施する「ヘ

ティー」が開催され、ヘ

ンスの良い献立は参考に

66

さを伝えるボランティア

ルスメイト養成教室」を

メイトになって、地域の

大人気の花自動車（昨年）

ルスメイト 人と地域の

修了後、校区の料理教室

「博多どんたく港まつり」が5月3日（金・祝）
、4日
（土・祝）
に開催されます。
今年も花自動車が3日午前11時半ごろに西鉄大橋
駅東口のロータリーにやって来ます。
また、同駅西口広場の「博多どんたく南区演舞台」
では、地域のサークルをはじめ約40団体による民
舞・ダンス・太鼓・歌・バンド演奏などが２日間に
わたって行われます。
【演舞台の内容】
▶５月３日（金・祝）午前10時半～午後４時半。舞
台開き式典では、福岡南民舞協会による祝舞が披露
されます。その他ステージ発表では、南消防団伝統
技術会による太鼓・まといの演技や、キッズダンス
など盛りだくさんの内容です。
▶５月４日（土・祝）午前11時～午後４時半。市内
を中心に活動する
「スイング アベニュー オーケス
トラ」の演奏で幕を開けます。祭りのフィナーレに
は、誰でも参加できる「総踊り」が行われます。
※プログラムの時間は前後する場合があります。
ステージ発表の他にも、クイズでごみ分別につい
て学ぶ啓発ブースを設置します。
i区企画振興課 a559-5064 f562-3824

なります。 日３食きち

皆さん 人が参加しまし

んと食事をするよう心掛

けてはいましたが、改め

て食生活を見直そうと思

５月３日、４日はどんたくばい！
今年も花自動車がやって来ます

皆さんの食生活を支えた

で食 育に関する講 座を

込みを語りました。

た。このパーティーは、 いと思いました」と意気

区民に健康への意識を高

めてもらおうと毎年区が

員協議会の藤島満子さん

いました」
と笑顔でした。

横手校区食生活改善推

は「いろんな団体の依頼

主催しており、提供され

トが調理しています。参

進員協議会は、年に２回

で食事を作ることが多い

同校区食生活改善推進

加者は、管理栄養士から

行われている高齢者配食

ですが、食べた人の『お

横手
校区

バランスの良い
食事を提供

バランスの良い食事や１

事業の調理を担当するほ

る料理は全てヘルスメイ

日の適切な摂取カロリー

は出来合いのものを買う

いしい』という言葉が励

を実施し、１日に必要と

人も多く、どうしても濃

か、 校 区 健 康 フ ェ ア で

される３５０㌘の野菜を

い味付けになってしまい

「 日の野菜摂取量測定」 みになっています。最近

実際に量ってもらうな

の味を伝えるお手伝いが

がちです。みそ汁はだし

３月４日に、同校区社

できたらうれしいです 」

ど、他団体主催のイベン

会福祉協議会主催で高齢

と話しました。

から取るなど、昔ながら

者の交流を目的とした

【問い合わせ先】

トに協力しています。

「ふれあいサロン」
が開催

a559・5116

区健康課

人が、

f541・9914

され、ヘルスメイトやボ

ランティアなど

ちらし寿司、吸い物、和

13

1

についての講話を聞いた

あなたもヘルスメイトとして地域の皆さん
の
「食」をサポートしませんか。教室では
「食
生活の現状と問題点」
「バランスのよい食事と
献立の立て方」
「 健康づくりの基本」などを学
びます。d５月21日〜７月23日の毎週火曜
日
（５月28日、７月16日を 除く）
。 全８回。
午前９時半～午後０時10分
（６月25日は調理
実習のため午後１時まで）
l区保健福祉セン
ター講堂i区健康課 a559-5116 f5419914t区内に住む人c先着30人y無料e電
話かファクスに本紙14面の応募事項を書い
て５月17日㈮必着で同課へ。

行ったり、区の健康に関

ヘルスメイト養成教室
参加者を募集

TEL 559‐5017
d＝日時、開催日、期間

l＝場所

i＝問い合わせ

f＝ファクス

生後90日を超える犬は、登録
（生涯１回）
と毎年１回の狂犬病予防注射が必要です。区
内の動物病院や公民館、公園での集合注射を
下表の通り実施します。i東部動物愛護管理
センター a691-0131 f691-0132y▷登
録済みの犬3,200円（注射のみ）▷未登録の犬
6,200円
（登録と注射）※注意事項など、詳
しくはお問い合わせください。
◆動物病院
場

所

5月9日㈭、10日㈮
13：30～14：30

砂輝動物病院
（向野一丁目）

５月13日㈪、14日㈫

杉野動物病院

（大橋三丁目）

５月15日㈬、16日㈭
13：30～14：30

山中動物病院
（大橋一丁目）

５月17日㈮、18日㈯
13：30～14：30

児玉どうぶつ病院
（老司一丁目）

◆公民館・公園
時

間

場

所

５月14日㈫ 13：30～14：15

長住公民館

13：30～14：00

若久公民館

14：30～15：00

柏原林崎公園

13：30～14：00

花畑公民館

14：30～15：00

弥永西公民館

５月15日㈬
５月16日㈭

５月

がん検診

肺がん・結核

e＝申し込み

12日 他

5／

５月５日
（日・祝）
は、中学生以下は無料で利
用できます（同伴の保護者も無料）
。その他、
さまざまなイベントも行います。詳しくはお
問い合わせください。
◆南体育館
用具の貸し出しも無料
です。d午前９時～午後
10時
（中学生以下は午後
６時以降要保護者同伴）
li南体育館 a5 5 2 0301 f552 - 0302j
室内用の靴、運動着
◆南市民プール
d午前９時～午後９時のうちの２時間（中
学生以下は午後６時以降要保護者同伴）
li
南市民プール a561-6011 f561-3993

６月

g＝実施時間
b＝受付時間

よかドック（特定健診）
胃がん（胃透視）
、大腸がん
子宮頸（けい）
がん、乳がん

n＝託児

m＝メール

カヌー教室

カヌーに乗って、那珂川の自然を満喫しま
せんか
（写真）
。福岡市カヌー協会インストラ
クターが初心者にも丁寧に指導します。d下
表の通り ※天候などにより日時が変更にな
る場合があります。
実施日・時間帯
５月12日㈰
６月９日㈰
７月７日㈰
８月18日㈰
９月８日㈰
10月13日㈰
▷午前の部:午前10時～正午
▷午後の部:午後１～３時

（老司四丁目。
l那珂川および老司河畔公園
西鉄バス「老松神社前」バス停下車徒歩３分）
※公共交通機関でお越しください。i市カヌ
ー協会 f944-0506mfc-info@fccanoe.sa
kura.ne.jpか区企画振興課 a559-5064 f
562-3824t市内に住むか通勤・通学する小
学４年生以上
（中学生以下は要保護者同伴）
c
各回抽選25人y各回1,000円
（保険料込み）
e
往復はがきに本紙14面の応募事項と希望日・
時間帯を書いて、希望日の1週間前
（必着）ま
でに同協会
（〒811-3115 古賀市久保1352125 市カヌー協会・大塚）
へ。

対象者・料金・場所等
費用の記載がないものは無料

要 t40～74歳の市国民健康保険被保険者y500円
－

27
29

【胃がん】t40歳以上y600円【大腸がん】t40歳以上y500円【子宮頸がん】t20
歳以上y400円【乳がん】ty40歳以上女性、40歳代1,300円、50歳以上1,000円
５
b８:30～10:30 要
①
★ 10
ty40 ～ 64歳500円、65歳以上無料。喀痰（かくたん）細胞診検査は別途700円
※喫煙者など一定の条件に該当する50歳以上のハイリスクの人

骨粗しょう症検査

要 t40歳以上y500円 ※骨粗しょう症で治療中または経過観察中の人を除く。
13、30 ３、27 g10:00～14:45 要 乳幼児や高齢者、生活習慣病予防などの食生活についての個別相談

栄養相談

22

離乳食教室

15

20

17

g13:30～15:00 － t ４カ月健診受診後の生後４～ 12カ月の赤ちゃんとその保護者

おやこで参加！運動教室

ー

22

ー

g10:00〜11:30 要 t ４カ月〜１歳半頃の子どもとその保護者（保護者の運動が中心）

肝炎検査（Ｂ型・Ｃ型）

16

21

18

g９:00～11:00 － t20歳以上で検査を受けたことがない人

エイズ・クラミジア・梅毒検査
マタニティースクール
献血

毎週火曜日

（４/30 を除く）
22

13、20 ３、10
g13:30～15:30 － t妊婦とその家族
27
24

５月14日９:30 ～ 12:00＝サニー野間店
22

26

g９:30～11:00

－

９

13

g13:30～15:30

精神保健家族講座

－

未定

未定

発達が気になる子どもと親の
ためのサロン「みなみん」

17

15

26

母子巡回健康相談

②

g９:00～11:00 － 匿名での検査

24

心の健康相談

h＝ホームページ

ie

実施日
４月

j＝持参

南体育館・南市民プール
こどもの日は無料開放

予約

類

y＝料金、費用

【問い合わせ・申込先】
①予約センター a0120-985-902 f0120-931-869 ②健康課健康づくり係 a559-5116
③健康課母子保健係 a559-5119 ④健康課企画管理係 a559-5114
⑤健康課精神保健福祉係 a559-5118
②～⑤共通 f541-9914 ⑥地域保健福祉課 a559-5133 f512-8811

保健福祉センターだより

種

c＝定員

情 報 冊 子「 シ ニ ア の た
め の 智 恵 袋（ 南 区 版）
」＝
写真＝を配布していま
す。高齢者福祉サービス
の紹介の他、生きがい・
健康づくりのヒントなど
が満載です。
【 配 布 場 所 】 区 福 祉・ 介
護保険課、区情報コーナー、区内各公民館
i区総務課 a559-5005 f561-2130

5／ 日㊗
５

13：30～14：30

実施日

t＝対象

ご活用ください
シニアのための智恵袋

狂犬病予防集合注射の実施

実施日・時間

2019年（平成31年）４月15日

FAX 562‐3824

t男性:17 ～ 69歳、女性:18 ～ 69歳※65歳以上は60 ～ 64歳に献血経験がある人

要 精神科医が対応

③
④
⑤

g13:30～15:30 － 未定
g10:00～12:00 － t市内に住む、発達が気になるまたは発達障がいのある就学前の子どもとその保護者

時間はいずれも13：30〜14：00（５/17の弥永西公民館のみ９：30〜10：00）【４月】▷22日＝西長住公民館▷23日＝高木公 ⑥
民館【５月】▷13日＝東花畑公民館▷14日＝横手公民館▷15日＝
（市）柏原公民館▷16日＝塩原公民館▷17日＝弥永西公民館
▷29日＝宮竹公民館▷30日＝野多目公民館▷31日＝老司公民館 t乳幼児と妊産婦

※予約センターへの予約（９:00〜17:00）は、健
（検）診の10日前（土・日曜、祝休日を除く）までにしてください。予約なしの当日受診はできません。
※70歳以上および市県民税非課税世帯等は料金が免除されます（証明書等が必要）。詳しくはお問い合わせを。
※胃がん検診は前日午後９時以降の飲食はできません。子宮頸がん、乳がん検診は２年度に１回受診可（平成30年４月以降の受診者は受診できません）
。

★子育て応援！無料託児 ６月10日㈪の健診は託児を無料で利用できます。健診の予約後、区健康課に託児の予約をしてください。【託児対象】BCG接種済みの

生後６カ月～就学前の乳幼児【定員】先着15人【料金】無料 ※健診料は有料【問い合わせ先】区健康課 a559-5116 f541-9914

