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よかドックで健康チェック

市の国民健康保険に加入している ～ 歳の人を
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月 日㈰までによか
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ドックを受診した人の中
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５００円で受診できます。 らい、自分に合ったアド

な生活を送りましょう。

市国民健康保険加入者
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らして定食を食べるよう

保険証に記載されている
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きています。好きだった

は「思ったより早く終わっ

きました。今後も食事に
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る人、 ～ 歳の人など

た」と好評です。

気を付け、ウオーキング

健診結果に応じて

【問い合わせ先】

区健康課

a559・５１１６

f541・９９１４

昨年のこども大学

などの運動もして、健康

個別にアドバイス
な体づくりを続けます。

来年も受診したいです 」

と話しています。

区は、区内および周辺の七つの大学と合同
で実施する「南区こども大学」を今年も開催
します。８月までに区役所と各大学で19講
座を実施。小学生が大学の専門分野を体験し、
学ぶことの楽しさを発見する講座です。親子
で参加できる講座もあります。ぜひご参加く
ださい。
i区企画振興課 a559-5016 f562-3824
※詳しくは区役所で配布しているパンフ
レットか区ホームページ（
「福岡市南区こども
大学 2019」で検索）をご覧ください。

健診結果に応じ、医師

南区こども大学 2019

や保健師、管理栄養士な

〜学びの楽しさを発見しよう〜

年に一度は
よかドック♪

福岡市特定健診
イメージキャラクター

よかろーもん

第 1 回講座は 7 月 6 日㈯に開校
７月６日㈯午後２時半～３時半に福岡女学
院大学で「伝える力を楽しく学ぶ」を開催し
ます。自分の言葉で相手に思いを正確に伝え
る力、プレゼンテーションスキルの基本を科
学的に学びます。i同大学 a575-2971 f
575-4456t小学５・６年生c抽選30人y
無料eパンフレットか区ホームページをご覧
ください。
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29土

親子観劇会

毎年6月は「食育月間」
、毎月19日は「食
育の日」です。次のことを実践できている
か振り返り、
日頃の食生活を見直しましょう。
◇朝食を食べている
◇主食・主菜・副菜を毎回バランスよく
食べている
◇塩分を取り過ぎていない
◇よくかんで食べている
６月13日㈭～26日㈬に区役所１階「ま
ちかど文化ひろば」で「食育パネル展」を
開催します。シニアのための簡単レシピや
災害食レシピなどの配布も行います。
i区健康課 a559-5116 f541-9914

が る 思 い、
つな
がる笑顔
ひろ
医療・介護等事業所
ネットワーク活動紹介

ー第２回ー

南 4 ようと？会
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月 日には宮

竹公民館で、いつ

までも元気で生活

することを目標と

した高齢者グルー

活動に参加。普段の生活

28

「 南 ４ よ う と？（ な ん プ「あじさいクラブ」の

12

しようと）会」は平成

年 月に曰佐・宮竹・高 でできる簡単な体操（写

木・横手校区の医療・介 真）や、介護予防のアド

護事業所が連携して活動 バイスをしました。

15
同会代表の小嶋健太さ

33

を開始しました。現在

の事業所等が参加し、市 ん（ ）は「地域により

民グループの活動支援と 密着して、お互いに連携

し て 一 緒 に 体 操 を し た することで困った時に相

と多くの人に知ってもら

い、地域に根付いた活動

をしていきます」と話し

【問い合わせ先】

区地域保健福祉課

a559・５１３４

f512・８８１１

みんなで声を出して一緒に本を読む「音読
会」を開催します。音読で頭を活性化させま
しょう。d午前10時半～11時半l南市民セ
ンター第２会議室i南図書館 a561-3048
f561-3054c先 着10人y無 料e６ 月 ４ 日
㈫午前10時以降に電話か同図書館カウンタ
ーでお申し込みください。※６月24日㈪〜
７月１日㈪は休館

り、地域カフェのお手伝 談しやすい環境を目指し

南図書館「音読会」
ました。

７／ 木
4

６月は「食育月間」

地域交流を目的としたフリーマーケットで
す。家に眠ったままの衣類品や雑貨などを出
品してみませんか。d７月14日㈰午前10時
～午後１時 ※雨天決行li市立老人福祉セ
ンター若久園（若久六丁目29-1）a5117255 f511 7558t市 内 に
住 む20歳 以 上
c抽 選2 1 人 y
500円e６月８
日 ㈯～28日 ㈮
に同園に来所し
てお申し込みを
掘り出し物があるかも
（月曜を除く）
。
いをしたりしています。 ています。この会をもっ

劇団さんぽによる、
親子で楽しめる演劇
「ぼ
くのたからもの」を上演します。アヒルとガ
チョウが知恵を出し合いながら小さな命を懸
命に守る姿を描きま
す。d午後１～２時
（開場午後０時半）
l南市民センター文
化ホールi同センタ
ー a561- 2981 f
511-9721c800人
y無料e不要

若久園フリーマーケット
出店者募集
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