東区版 2019 年（平成 31 年）４月１日
区役所花壇に今年も「か
し い か え ん 」か ら 贈 呈 さ
れ た チ ュ ー リ ッ プ の 球根
を植えています
（写真は昨
年）
。

316,302人（＋207）

男 153,904 人 / 女 162,398 人

150,907 世帯（＋172）

平成31 年３月１日現在推計（前月比）

d=日時、
期間 l=場所 t=対象 c=定員 y=料金、
費用 e=申し込み i=問い合わせ f=ファクス m=メール h=ホームページ n=託児 j=持参 b=受付時間

第 3 回なみき芸術文化祭を開催

i区 企 画 振 興 課（ 〒812-8653住 所 不
要）a645-1037 f651-5097mkikaku.
HIWO@city.fukuoka.lg.jp

犬の登録と狂犬病予防集合注射

「ゾーン３０」にご協力ください
制限速度３０キロに規制 多々良

多々良校区内（下地図）の生活道路に「ゾ
ーン30」が４月１日㈪から導入されます。
ゾーン30とは、住宅地などの生活道路が集
まっているゾーン（区域）
で 最 高 速 度 を 時 速30 ㌔
に制限する、交通安全対
策の一つです。ゾーン内
は、歩行者や自転車の通
行を優先し、車の通行を抑制するなどして、
交通事故を防止します。
地域から要望を受け、
東警察署と協議して整備しました。ゾーン内
では制限速度30㌔を守り、通り抜けを控え
てください。i東警察署交通第一課 a・f
643-0110
道路の標示

東区演舞台をスタ
ート・ゴールとする
ウオーキング大会の
参加者を募集しま
す。コースは「御島
グリーンベイウォー
ク」などを通る約６㌔です。ゴール後、参加
者を対象に東区の特産品などが当たる抽選会
も開催。d５月３日
（金・祝）
午前９時半～午後０
時55分。小雨決行l香椎駅前西公園（香椎駅
前二丁目）集合c抽選150人（未就学児は保
護者同伴）y無料 ※傷害保険、
抽選券付き（未
就学児は抽選券なし）
。eはがきかファクス、
メールでイベント名（すこやかウオーキング
大会）・代表者の住所・氏名（ふりがな）
・電
話番号と参加人数（未就学児がいる場合は、
未就学児以外と未就学児の人数を分けて記
入）を書いて、問い合わせ先へ。４月16日㈫
午後５時必着。当選者には４月19日㈮まで
に通知します。i区企画振興課（〒812－
8653住所不要）a645-1037 f651-5097
mkikaku.HIWO@city.fukuoka.lg.jp

ファイ太くん

すこやかウオーキング大会

さえき まゆこ氏

博多どんたく港まつり東区演舞台サブイベント

東消防団では、消防団員
を随時募集しています。消
防団員は、火災や災害発生
時に現場に駆け付け、消火・
救助活動を行う非常勤特別
職の公務員です。地域で応
急手当の普及活動や防災指導なども行いま
す。団員は自営業者、会社員、学生などさま
ざまで、最近は女性も増えています。区内に
居住または通勤・通学する18歳以上であれば
入団できます。あなたも消防団に入団して地
域に貢献してみませんか。詳しくは、市消防
局ホームページ（
「消防団員募集」で検索）
をご覧ください。i東消防署警備課 a6830119 f683-1129

♪第１部の入場整理券の申し込み
c抽 選600人y無 料eは が き か フ ァ ク
ス、メールでイベント名（芸術文化祭）
・
代表者の住所・氏名（ふりがな）
・電話番
号と参加人数を問い合わせ先へ。4月26日
㈮午後５時必着。当選者には５月中旬ごろ
通知します。
九州管楽合奏団

♪音楽のプロ、高校生、地域の団体が出演
６月１日㈯、
なみきスクエア（千早四丁目）
で第３回なみき芸術文化祭を開催します。
なみきホールの第1部（午前10時～正午：
要整理券）には、福岡を拠点に活動する九
州管楽合奏団とさえきまゆこ氏（元劇団四
季）、九州産業大学附属九州高校吹奏楽部
が出演します。
第２部は、地域で活動しているグループ
などが歌や楽器演奏、ダンスなどを披露し
ます。今回は「G20福岡財務大臣・中央
銀行総裁会議」開催を記念して、九州産業
大学の留学生も出演します。
その他、ひまわりひろばで写真展や日本
文化の体験、並木広場で食の出店やバザー
なども行います。詳細は、決定次第、本紙
でお知らせします。

消防団員を募集しています

～G20 福岡 周知協力事業～

N

土井
（桃田）

多々良
バス停前

ゾーン30

多々良中央
中学校
多々良
小学校

多々良川
JR

山

線

幹

新

陽

の校名や通学路などは、地域・保護者・学校・
行政の代表者で構成する「開校準備委員会」
で協議しました。
照葉小学校の児童数増加に伴い、４月１日
照葉北小学校区の通学区域
㈪に照葉北小学校＝下写真＝が開校します。 通学区域の詳細
照葉北小学校
は、市教育委員
同校は、連絡通路で照葉小・中学校とつなが
っています。照葉小・中学校の児童や生徒、 会ホームページ 照葉小学校
（
「通学区域」で 照葉中学校
教員と交流しな
検索）で確認で
がら、２小１中
福岡市
総合体育館
きます。i教育
による一体的な
アイランド
委員会教育政策
小中連携教育に
N
シティ
課 a711-4252
取り組みます。
中央公園
照葉北小学校
f711-4600

照葉北小学校が開校

飼い犬の登録と、毎年度
１回の狂犬病予防注射が飼
い主に義務付けられていま
す。予防集合注射の日程は
下表の通り。y登録3,000
円、注射3,200円。※一部の動物病院で土・
日曜日も集合注射を実施しています。詳しく
はホームページ（
「わんにゃんよかネット」で
検索）で確認を。i東部動物愛護管理センタ
ー（蒲田五丁目）a691-0131 f691-0132

日程

時間

場所

13:30〜13:45 勝馬公民館
14:15〜14:45 志賀公民館
弘自然休養村セン
13:30〜13:45
ター前広場
16日㈫
14:15〜15:00 西戸崎地域交流ひろば
13:30〜14:00 和白公民館
17日㈬
14:30〜15:00 美和台北公園
18日㈭ 13:30〜14:30 香椎下原公民館
13:30〜14:00 大岳生活館
19日㈮
14:30〜15:00 奈多公園
13:30〜14:00 八尻中公園
22日㈪
14:30〜15:00 和白東公民館
13:30〜13:45 高美台４丁目集会所
23日㈫
14:15〜14:45 高美台東公園
13:30〜14:00 奈多公民館
24日㈬
14:30〜15:00 美和台２号公園
13:30〜14:15 若宮公民館
25日㈭
14:45〜15:00 坂本町町民会館
26日㈮ 13:30〜14:30 香住丘公民館
13:30〜14:00 みどりが丘中公園
５月７日㈫
14:30〜15:00 青葉公民館
８日㈬ 13:30〜14:00 香椎公民館

４月 15日㈪

東体育館の教室
●元気に朝トレ！東エクササイズ春
器具を使ったトレーニングで筋力アップを
目指します。d５月10日～６月28日の金曜
日午前９時半～ 10時半。全８回t18歳以上
c抽 選30人y3,200円e往 復 は が き に、 教
室名・住所・氏名（ふりがな）
・年齢・電話
番号を書いて問い合わせ先へ。４月15日㈪
必 着。i東 体 育 館（ 〒813-0003香 住 ケ 丘
一丁目12-2）a672-0301 f672-0302

