TEL 559‐5017

令和元（2019）年９月１日

FAX 562‐3824

〒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）
区ホームページへのアクセスは下記コードから

263,483 人（＋175）

男122,336人 女141,147人

区の広報担当
キャラクター

128,066 世帯（＋197）

「ため蔵」くん

令和元年８月1日現在推計
（前月比）
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福岡市特定健診
イメージキャラクター

よかろーもん

生後１～３カ月

「ダンスフェスタ in MINAMI」
出演団体募集

26木 新米ママのための親子セミナー

９／

初めて子育てをするお母さんを対象に、ふ
れあい遊びやミニ講話を行います。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 a559-5133 f512-8811
t区内に住む今年６・７月生まれの第１子と
母親c先着20組y無料j母子健康手帳、バ
スタオル、その他赤ちゃん
に必要な物e９月２日㈪午
前９時半以降に電話かファ
クスに本紙15面の応募事
項を書いて同課へ。

12月1日㈰正午から開催する「ダンスフェ
スタ in MINAMI」に出演する団体を募集。
リハーサルは11月30日㈯に行います。li南
市民センター a561-2981 f511-9721t
区内の公民館ダンスサークル・学校やスタジ
オで練習しているダンスチームc抽選16団体
程度y無料e応募用紙（同センター窓口で配
布または同センターホームページからダウン
ロード）に必要事項を書いて、９月24日㈫必
着で同センターに提出するか郵送（〒8150032 塩原二丁目８-２）で申し込みを。

福岡市交通安全功労者表彰を受賞しました
市と市交通安全推進協議会は、交通安
全活動に積極的に取り組む個人・団体を
交通安全功労者として表彰しています。区
では、落水保さん・川島仁美さん
（長丘校
区）
、
辻野久朗さん
（三宅校区）
、
山本俊次さ
ん
（塩原校区）
が受賞しました。7月26日に
市役所15階講堂で表彰式が行われ、中村
副市長から記念品が手渡されました。
i区総務課 a559-5063 f561-2130

前列左から 3 人目が辻野さん、3 人おいて落水さん、川島さん
（山本さんは欠席）

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６回ー

ほっとかれん隊

日には

26

りしています。

７月

「物忘れの勉強会」

を弥永団地集会所

で行いました。同

ほっとかれん隊は、「誰 隊メンバーや民生委員・

もが安心して暮らせるま 児童委員、
認知症の人、
認

ちづくり」を目指し、弥 知症の人の家族などが集

6

永・弥永西校区を中心と まって悩みを共有し、認

28

する介護事業所等によっ 知症の疑いのある人への

て平成 年 月に結成さ 受診の促し方などについ

同隊隊長の猪野早苗美

れました。地域の要望を て意見交換をしました。

受けて出前講座を主催す

る他、弥永校区で実施し さんは、
「 今では地域の

ている認知症行方不明者 企業もネットワークに参

れからも地域の人たちと

共に、見守りの目を増や

していきたいです」と話

【問い合わせ先】

区地域保健福祉課

a559・5134

f512・8811

しました。

お悩み相談も和やかな雰囲気

捜索模擬訓練に協力した 加してくれています。こ

南市民プールの教室
li南市民プール（〒811-1344 三宅三
丁目31-１）a561-6011 f561-3993
◆第2期アクアビクス教室
d９月18日～12月11日の毎週水曜日（10月
30日を除く）
。全12回。午後２時45分～３時
45分t18歳以上（高校生不可）c先着25人
（プール使用料込み）
y6,000円
e９月4日㈬午
前９時から同プール２階窓口で受け付け。
◆第2期ウォーターキッズ教室
d10月６日～12月８日の毎週日曜日。全
10回。午後２～３時t４～６歳（就学前）c
抽選15人y5,000円（プール使用料込み）e
往復はがきに本紙15面の応募事項と保護者氏
名を書いて９月14日㈯必着で同プールへ。

て、クイズ形式でアルツ

食券を販売します。

によるお菓子などの販売

ハイマー型認知症の疑い

「手洗い」をチェック

や、JA 福岡市博多じょ

物販コーナー

手洗いチェック用のロ

うもんさん曰佐市場によ

の有無をチェックします

ーションで手を洗い、洗

る福岡県産の野菜などを

障がい者社会復帰施設

い残しがないかをブラッ

販売します。

精華女子短期大学の学生やヘルスメイトと
共に健康食を作り、会食をしながら健康づくり
について学びます。d午前10時～午後２時l
同大学３号館調理実習室i区健康課 a5595116 f541-9914t区内に住む人c先着30
人y無料e９月２日㈪午前９時以降に電話かフ
ァクスに本紙15面の応募事項を書いて同課へ。

クライトで照らして確認

みんなで楽しく
簡単レシピの料理教室

福岡
 100 情報

19木

11

コーナー（新企画）

自らも糖尿病患者の医師、
南昌江氏（写真）の講演「こ
わがらなくても大丈夫！元気
が出る糖尿病のおはなし」
。質
問コーナーもあります。d午
後２時～４時半lアミカス４階ホールiアミ
カ ス a526-3755 f526-3766c先 着150
人y無料n６カ月～小学３年生。無料。９月
４日㈬までに申し込みを。e電話・来館するか、
フ ァ ク ス、メ ー ル
（mamikas@city.fukuoka.
lg.jp）
、
ホームページ内の申し込みフォームに
本紙15面の応募事項と託児希望の場合は子ど
もの氏名と年齢を書いてアミカスへ。

９／

します（①午前 ～ 時

②午後 時半～ 時半）
。

区民と医師との会
公開講演会

人生１００年時代に向

けて、健康で自分らしく

暮らしていくためのヒン

その他、薬に関するク

トや情報を、チラシやパ

検査で肺年齢を測定す

イズや体験コーナー、パ

ネルなどで紹介します。

る
「 肺の健康相談」（ 先着

ネル展示も行います。

◆

１ ０ ０ 人 ） や、BMI

【問い合わせ先】

◆

値
（体格指数）
などを測定

区健康課
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◆

できる「健康測定コーナ

a559・5116

f541・9914

ー」
、看 護 師 に よ る 健 康

相談などもあります。

14土
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0

（受け付けは正午まで）
。
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