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区の広報担当キャラクター

「ため蔵」くん

262,470 人（＋86）

男122,112人 女140,358人

126,440 世帯（＋121）
平成31年３月1日現在推計
（前月比）
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徘徊者の捜索訓練など、認知症の人とその家族が

地域全体で取り組む

認知症の人が安心して暮らせるまちへ

はいかい

安心して暮らせるまちを目指して、積極的に取り組

んでいる弥永校区の活動を紹介します。

いました。訓練を通し、

徘徊者を校区内で発見で

きる体制を整え、誰もが

安心して外出できるまち

にしたい」と話します。

認知症の人と
地域住民との交流も

弥永校区では、住民同

28日

４／

に、できるだけ早期に発

見して安全に家に帰すた

士で顔見知りになっても

はしご車への試乗の他、防火服の試着、消
防車や救急車の車両展示など、親子で楽しみ
ながら消防について学べるイベントです。※
天候不良や災害出動などで、内容が変更また
は中止になる場合があります。d午前10時
～正午lもーもーらんど油山牧場中央広場i
南消防署予防課 a541-0219 f552-8148
cはしご車の試乗は４歳～小学生対象で、先
着30人（午前９時50分から同広場で整理券
を配布）y無料（駐車場は有料）

め、地域住民が徘徊者役

〜消防士の仕事を体験しよう〜

認知症行方 不 明 者
捜索 模 擬 訓 練

来て！見て！体験！消防たい（隊）

らおうと、同協議会主催

６土

の人を探して声掛けを行

４／

弥永校区社会福祉協議

公民館などで月に２回、

li南市民プール a561-6011 f561-3993
◆ワンポイントウオーキング
水中で歩くスピードや歩幅など、個人のレ
ベルに合わせて指導し、
健康増進を図ります。
d４月１日～翌年３月30日の毎週月曜日（７
月22日㈪～８月26日㈪、祝休日、年末年始
および点検日を除く）
。午後１時15分～１時
45分t18歳以上（高校生不可）c先着15人
y無料（プール使用料は必要）e当日にプー
ルサイドで午後０時45分から受け付け。
◆第１期アクアビクス教室
音楽に合わせて楽しく体を動かして、スト
レス発散や運動機能の向上を目指します。d
４月17日～７月10日の毎週水曜日（５月１日を
除く）
。全12回。午後２時45分～３時45分t
18歳以上（高校生不可）c先着25人y6,000
円（プール使用料込み）e４月３日㈬午前９
時から同プール２階窓口で受け付け。

で「ほほえみカフェ」を

とする介護事業所等の連

開催しています。このカ

南市民プールの教室

うもので、校区内を中心

知症の人が行方不明にな

携ネットワーク「ほっと

27

会は、近年、校区内で認

るケースが増えているこ

住民が交流することも目

かれん隊」
の協力を得て、 フェは認知症の人と地域

行われています。

的の一つです。
ほぼ毎回、

とを受け、平成 年から

徘徊の可能性がある認知

２月９日に実施された

緒にお菓子などを食べな

症の人の「情報カード」

最初に公民館で、
「 徘徊

がら楽しいひとときを過

80

人が参加。 認知症の人も参加し、一

カードは、本人や家族の

者へは『少し座って休ん

ごしています。

訓練には約

同意の上、顔写真や居住

でいきませんか』と話し

を作成しています。この

地域を記載したもので

11

同校区自治協議会会長

掛けの仕方を学んだ後、 の新堂末幸さん（ ）は

77

す。
現在 人分を管理し、 かけましょう」など、声

うち４人のカードを公民

４月１日㈪から、南区役所で無料公衆無線
LANサービス「Fukuoka City Wi-Fi」を下
記の通り開始します。利用に当たってはメー
ルアドレスを入力するなどのユーザー登録が
必要です。登録の方法など、詳しくはお問い
合わせください。
【サービスを利用できる場所】
区役所本館１・２
階および区保健福
祉センター２階 ※
一部つながりにく
い所があります。
i区総務課
a559-5005
f561-2130

三つのエリアに分かれ、 「カフェで認知症の人と

地域住民が顔見知りにな

４月１日㈪から南区役所で
Wi-Fi サービスを開始

年からは年に１

４月７日㈰は統一地方選挙（県知事・
県議会議員・市議会議員選挙）の投票日
です。投票日に仕事や用事がある人は、
区役所本館２階大会議室や市役所１階ロ
ビー（※）で期日前投票ができます。詳
しくは、市政だより３月15日号16面に
記載しています。不明な点は下記にお問
い合わせください。
※市役所１階ロビーは３月30日㈯から。
i区選挙管理委員会事務局 ☎559-5005
f561-2130

館に掲示しています。

模擬の情報カードを基

り、日常的にあいさつす

４月７日㈰は統一地方選挙
の投票日です

翌

に、通行人などの目撃情

住民や介護事業所など校

回、
「 認知症行方不明者

しました。参加者からは

区全体が一体となって、

ることが、徘徊の予防に

「訓練の最後に、ほっと

認知症の人やその家族が

報を聞きながらチームで

かれん隊の人から声掛け

住みやすいまちをつくっ

捜索模擬訓練」を実施し

の良かった点や注意点を

ていきたいです」と力強

ています。この訓練は、 徘徊者役の人を「捜索」 もつながります。
今後も、

実際に徘徊者が出た場合

教えてもらい、とても勉

区社会福祉協議会

く語りました。

同協議会会長の大島好

a554・1039

強になりました」という

勝さん
（ ）
は「過去には

f557・4068

【問い合わせ先】

隣の市まで徘徊した人も

68

声が聞かれました。

徘徊者役の人（右）に優しく声掛け

28

弥永校区

南図書館
こどものつどい

おはなし「世界でいちばんきれいな声」、パ
ネルシアター
「パンダ うさぎ コアラ」
、人形
劇「まんまるパン」などを行います。d午後２
～３時l南市民センター視聴覚室i南図書館
a561-3048 f561-3054t小学生以下の
子どもと保護者c70人y無料e不要

14火〜 初心者弓道教室

５／

日本古来の武道、弓道（写真）の基本的な技
術や知識を学びます。d ５月14日㈫～６月14
日㈮の毎週火・金曜日。全10回。午後６時半
～８時半l南体育館弓道場i同体育館 a5520301 f552-0302
（高校
t18歳 以 上
生 不 可 ）c抽 選20
人 y7 , 0 0 0 円 j運
動 で き る 服 装、 靴
下 ま た は 足 袋e往
復はがきに本紙15
面の応募事項を書
いて４月20日㈯必
着 で 同 体 育 館（ 〒
815-0032 塩原二
丁目８-１）へ。
お詫びと訂正 ３月15日号16面に掲載し
た「桧原桜フォトコンテスト」の中のイン
スタグラムアカウントに誤りがありまし
た。正しくは「＠hibaruzakura_minami」
です。お詫びして訂正します。

