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262,444 人（ー26）

男121,891人 女140,553人

126,998 世帯（＋558）
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公園の除草作業
で使用する草刈り
思春期子育て講座
機などを最長１週
間貸し出します
思春期の子育てに役立つヒントがたくさん
ある講座です。講師は福岡こども短期大学の （ 公 園 内 で の 使 用
に限ります）
。貸
武部愛子教授。全２回
（どちらか１回の受講
し出す機材は、自 機材は軽く、操作も簡単です
も可）。dいずれも午前10時～正午l南市民
走式電動草刈り機、肩掛け式電動草刈り機な
セ ン タ ー 視 聴 覚 室i区 生 涯 学 習 推 進 課
どです。初回の貸し出し時に、機材の使い方
a559-5172 f562-3824t思春期の子ど
を職員が説明します。i区維持管理課 a559もを育てている人または思春期の子育てに関
心がある人c抽選30人y無料n１歳～就学
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前。 抽 選10人。 無 料eは が き、 フ ァ ク ス、 以上で構成する地域のグループや企業などy
メ ー ル（mm-simin@city.fukuoka.lg.jp）に
無料e所定の申請書で利用日の１カ月前～１
本紙15面の応募事項と応募の動機、１回の
週間前に同課へ。申請書は同課窓口で配布。
みの受講の場合は希望日、託児希望の場合は
区ホームページ（
「福岡市公園レンタル事業」
子どもの氏名、年齢を書いて５月21日㈫必
で検索）からダウンロードできます。※機材
着で同課（〒815-8501 住所不要）
は区役所でお渡しします。
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a559・5131

初めて子育てをするお母さんを対象に、ふ
れあい遊び（写真）
やミニ講話を行います。子
育ての悩みなどを話して、母親同士で交流し
ませんか。d午後１時半～３時半l区保健福
祉センター講堂i区地域保健福祉課 a5595133 f512-8811t区内に住む平成31年
２・３月生まれの第１子と母親c先着20組
y無 料j母 子 健
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音楽に合わせて体を動かし、心肺機能の強
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月・金 曜日。全５回。午 後７時 半～８時 半
li南市民プール a561-6011 f561-3993
t18歳以上（高校生可）
c先着20人y3,400
円（プール使用料込み）e５月13日㈪午後７
時から同プール２階窓口で受け付け。
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①親子観戦にご招待
アビスパ福岡対ＦＣ岐阜戦に招待します。
t区内に住む子ども（小学生～高校生）と保
（C）
avispa fukuoka
護者のペア ※高校生同士の応募も可c抽選
タジアム（博多区東平尾公園二丁目）i区企
200組400人
画振興課 a559-5064 f562-3824y無料
②エスコートキッズを募集
①に応募した小学生の中から、試合前に選
e往復はがきに本紙15面の応募事項（参加
手と手をつないで入場する「エスコートキッ
者２人とも）
、②を希望する場合は小学生の
ズ」を募集します。c抽選11人
名前を丸で囲んで、５月17日㈮必着で同課
d午後７時キックオフlレベルファイブス （〒815-8501 住所不要）へ。

国内外の災害救護活動など、日本赤十字社
が行っている全ての人道支援活動は、皆さん
から寄せられる活動資金（募金）によって支
えられています。今年も町内会・自治会を通
じて募金をお願いしています。皆さんのご協
力をよろしくお願いします。
【問い合わせ先】
▷地域での協力について＝区総務課 a
559-5004 f561-2130
▷個人や企業からの募金、日本赤十字社会
員への加入の相談＝日本赤十字社福岡市地区
本部 a711-4947 f711-4948

蜂の活動が活発になる季節です
これからの季節は、アシナガバチやス
ズメバチなどの蜂の活動が活発になり、
巣も大きくなります。庭木の剪定（せん
てい）などを行い、巣がないか定期的に
確認しましょう。敷地内に巣ができたと
きは早めに駆除してください。蜂が飛来
しても慌てず、刺激しないようにその場
を離れてください。スズメバチなど種類
によっては駆除に危険が伴う場合があり
ますので、専門業者に依頼することをお
勧めします
（有料）
。
※市では蜂や蜂の
巣の駆除は行って
いません。
i区生活環境課
a559-5101
f561-5360
スズメバチの巣

