東区版 2018 年（平成 30 年）６月15日
筥崎宮のあじさい
６ 月末 ま で 筥 崎 宮 あ じ
さい苑で楽しめます。

315,026人（+892）

男 153,221 人 / 女 161,805 人

149,868 世帯（+930）

平成30 年５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

東区の主な取り組みを紹介します

リーフレット

平成30年度

区は「歴史と自然の魅力にあふれ、人が活躍し、活力を創造するまち・東区」を目指して、さまざまな事業に取り組ん
でいます。区の取り組みの詳細は、東区役所、なみきスクエア（千早四丁目）で配布するリーフレットもしくは区ホーム
ページ（「東区 平成30年度運営方針」で検索）をご覧ください。i区企画振興課 a645-1014 f651-5097

安全安心・共創の
まちづくり

●認知症支援体制の充実
認知症の人が住み慣れた地域で安心して
暮らし続けられるように、認知症サポータ
ーの養成や、認知症の人とその家族の居場
所づくりなど、地域全体で支えていくため
の仕組みを充実させます。
●地域ヘルスプロモーション
健康寿命を延ばして、い
つまでも生き生きと暮らせ
るように、公民館などに設
置している「健康だより」
ボード（右写真）などで健
康情報を発信します。特定
健診の受診が可能な医療機関に健診受診を
促すカードを設置するなど、受診率向上に
取り組んでいます。

●地域での子育て支援の推進
絵本やおもちゃで遊び、保護者同士の交
流にもつながる子どもプラザや子育て交流
サロン、育児サークルの運営を支援するな
ど、地域の子育てを応援しています。

●地域防災力の向上
さまざまな災害を想定して、高齢者や障
がい者の避難支援体制を構築します。避難
所運営訓練などを通じて、地域住民が助け
合える仕組みづくりを進めます。
●ＳＴＯＰ！飲酒運転・交通事故
警察や地域、NPOと連携して交通安全
教室や街頭キャンペーンを実施し、飲酒運
転撲滅・自転車の安全利用を呼び掛けます。
●共創のまちづくりの推進
地域課題を解決し、活力のあるまちをつ
くるために、大学や企業などと地域が連携
する仕組みづくりに取り組みます。
●地域デビュー応援事業
自治会活動への参加を促すため、幅広い
世代の住民が気軽に楽しく交流できる自治
会・町内会主催の催しなどを支援します。

子どもプラザで遊ぶ子どもたち

子どもが健やかに育つ
まちづくり

●切れ目ない子育て支援
妊娠届の受理や母子手帳の交付、子育て
に関する情報提供などを行い、妊婦などが
相談しやすい環境をつくります。妊娠期か
ら子育て期まで、切れ目ない支援に取り組
んでいます。
●児童虐待防止の取り組み
保育所・学校・医療機関などのネットワ
ークを強化することで、養育に心配のある
家庭を把握し、虐待の予防や早期発見・早
期対応、支援を行います。
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①「うつ病について学ぼう」②「ストレスとの付き合
い方〜気持ちの整え方を知ろう〜」d ①７月10日㈫②
７月17日㈫午後２時～３時半。全２回 ※いずれかのみ
の参加も可l区保健福祉センター（保健所）c各先着
50人y無料e６月18日㈪午前９時から電話で問い合わ
せ先へ。i区健康課 a645-1079 f651-3844

14

一家 処刑からおよそ

うつ病予防講座

２７０年後の昭和

区ホームページ「東区！これが私の
オススメ！」では、一人一花運動に合
わせ、区内で撮影した花の写真の募集
を始めました。写真は区ホームページ
に掲載する他、市政だより東区版や区役所内に掲示
します。詳しくは、区ホームページ（
「東区！これ
が私のオススメ！」で検索）をご覧ください。
【応
募方法】メールに下記事項を記入し、写真（おおむ
ね１カ月以内に撮影・JPEG形式でデータ容量が２
MB未満）を添付して、
区企画振興課（h-osusume@
city.fukuoka.lg.jp）へ。
【記入事項】写真の撮影場
所と日付 、花の名前、住所、氏名（ハンドルネー
ムでも可）、電話番号、メールアドレスi区企画振
興課 a645-1012 f651-5097

年、一家の霊を 静 かに

花の写真を募集しています

幅広い世代が楽しめる地域
の催し「焼き芋大会」

健康づくり・介護予防につなが
る体操を行う場所「よかトレ実
践ステーション」

健やかで生き生きと暮らせる
まちづくり

2018 年（平成 30 年）６月 15 日

なみきスクエアで所得証明を発行

◆手続きに必要なものを忘れずに
①窓口に来る人の本人確認書類（運転免
許証など）②代理の場合は委任状（同世帯
の家族でも必要）③手数料１件300円
◆東区役所以外で取得できる場所
▷千早証明サービスコーナー（千早四丁
目）▷市内34カ所の郵便局（代理人は申
請不可）
。区内は、福岡東・和白・志賀島・
西戸崎・香椎御幸・福岡唐原・福岡八田・
福岡流通センター内・福岡青葉・福岡高美
台の10カ所▷市内の各区課税課、入部・
西部各出張所▷市役所北別館 納税管理課
◆郵送請求もできます

６月は区課税課窓口が混雑（特に休日明
けや午前11時～午後２時）しますので、
所得証明（市県民税課税・非課税証明）を
スムーズに取るポイントなどを紹介しま
す。所得証明は、なみきスクエアの千早証
明サービスコーナーでも発行します。i区
課税課 a645-1021 f632-4970
◆所得証明を取得できる市町村を確認する
29 年度証明 29 年１月１日に住んでいた市町村
30 年度証明 30 年１月１日に住んでいた市町村

◆福岡市の30年度所得証明の発行開始日
・市県民税非課税の人
・市県民税を給与からの天引
発行中
きだけで納付している人
・上記以外の人
６月 12 日㈫

福岡市税証明郵送請求センター

検索

福岡市市税に関する証明・閲覧

検索

◆市税に関する証明について

なみきスクエアであなたの講座を開きませんか
地域づくりや生活に役立
つ講座の企画を募集しま
す。講師謝礼などの費用は
区が負担します。講座の条
件は、９月～来年３月の間
に２～４回（１回２時間程度）なみきスクエ
ア（千早四丁目）で開催し、定員は20 ～ 50
人 。 t区内に住むか通勤・通学している人ま
たは区内で活動している団体e①講座のテー

マ②内容③どのように地域づくりや生活に役
立つか④対象者⑤講師プロフィール・実績と、
住所・氏名（団体の場合は代表者）
・電話番
号を書いた企画書（Ａ４サイズ１～２枚）を、
ファクスかメール、持参（平日午前９時～午
後５時）で問い合わせ先へ。７月13日㈮午
後５時 必 着。i区生 涯学習推 進課 a6451144 f645-1042mh-gakushu@city.fu
kuoka.lg.jp

６月は食育月間

毎食野菜を食べよう
健康のために１日に必要な野菜の目安
量は350㌘以上ですが、私たちの野菜摂
取量は年々減少しています。特に一人暮
らしの人や外食が多い人は野菜が不足し
がちです。
東区食育ホームページでは、
「らくら
くバランス料理レシピ」を紹介していま
す。電子レンジを使ったレシピや冷凍野
菜・冷蔵庫の残り野菜で手軽に作れる料
理などを掲載。毎食野菜を食
べて、健康を維持しましょう。
i区健康課 a645-1078 f
携帯は
こちらから
651-3844

唐津街道箱崎宿界隈の史跡・古民家
巡り＆山笠お汐井とり総流れ見物
箱崎周辺の史跡などを巡り、
「箱嶋家住宅」
で山笠お汐（しお）井とり総流れを見物しま
す。集合場所は、地下鉄「箱崎宮前」駅改札
口前d７月９日㈪午後２時半～６時c先着30
人y500円e６月16日㈯午前９時から電話か
ファクスで、氏名・電話番号を問い合わせ先
へ。i唐津街道箱崎宿お宝探索プロジェクト
チーム a090-5043-2107 f651-1062

①健康づくり係 a645-1078 ②精神保健福祉係 a645-1079 ③母子担当 a645-1077 ④医薬務係 a645-1081
①～④f651-3844 ⑤地域保健福祉課 a645-1088 f631-2295
※場所の記載がない場合は、区保健福祉センター（保健所・箱崎二丁目54-27）で実施。料金の記載がないものは無料。
※健
（検）
診は、70歳以上と市民税非課税世帯の人などは料金が免除されます（証明書が必要）。
６月

実施日

７月

実施時間

対象者・料金・場所等

ie

予約

内容

t 妊娠を希望する女性（妊婦は除く）。妊娠を希望する女性または妊婦と同
9:00～11:00 居している配偶者。 ※いずれも18歳以上で、抗体検査歴、予防接種歴、既
往歴のある人を除く。検査結果は２～３週間後に本人に直接説明。
エイズ・クラミジア・梅
３㈫、10㈫
匿名で受けられます。検査結果は２週間後に本人に直接説明。y 梅毒検査
9:00～11:00
ー 19㈫、26㈫
のみ610円
17㈫、
24㈫、
31㈫
毒検査
①
Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイル
ー
19㈫
17㈫
９:00～11:00 t20歳以上で過去に検査を受けたことがない人。検査結果は２週間後に本
人に直接説明。
ス検査
個別栄養相談
要 18㈪、
20㈬ ４㈬、11㈬、23㈪ 10:00～12:00 栄養士による食事のバランスチェックや離乳食・子どもの食生活などの相談。
13:30～15:00 t４カ月健診後〜生後８カ月頃の子どもとその保護者
離乳食教室
ー
19㈫
18㈬
l なみきスクエア
11:00～12:00 t生後９〜18カ月頃の子どもとその保護者
ー
10㈫
10:00～11:30
心の健康相談
要
精神科医による相談。１人30分程度。
26㈫
24㈫
13:30～15:00
②
こころの病で悩んでい
＜テーマ＞Q-ACT（キューアクト）の活動について＜講師＞ちはやＡＣＴ
ー
ー
４㈬
13:30～15:30
クリニック院長 渡邉 真里子氏
る家族のための講座
マタニティースクール ー
18㈪
２㈪、９㈪、23㈪ 13:30～15:30 妊娠、出産、育児について学びます。j 母子健康手帳
母子健康手帳交付 & プ
２㈪、９㈪、
妊娠届出書の受け付け後、母子健康手帳を交付。母子健康手帳の使い方な ③
ー 18㈪、25㈪
b９:30～10:00 どを説明します。所要時間１時間程度。j マイナンバーが分かるもの
レママ教室
23㈪、30㈪
▷７/ ３㈫馬出公民館９:30～12:00 ▷７/ ５㈭和白東公民館９:30～12:00 ▷７/ ５㈭香椎東公民館14:00～16:00
献血
ー
④
▷７/12㈭香椎公民館９:30～12:30
b
母子巡回健康相談
ー 13:30～14:00 ▷７/ ９㈪和白公民館 ▷７/10㈫馬出公民館 ▷７/11㈬香椎下原公民館 ▷７/12㈭美和台公民館 ⑤
▷７/13㈮西戸崎公民館 ▷７/17㈫箱崎公民館 ▷７/19㈭若宮公民館
太枠内の予約は、健（検）診日より土日祝日などを除く10日前までに、予約センター（b 平日９：00～17：00 a0120-985-902 f0120-931-869）へ。
実施日
i
内容
受付時間
対象者・料金・場所等
７月
８月
よかドック
（特定健診）要 ６㈮、20㈮
２㈭
８:30～10:30 t40～74歳の市国民健康保険被保険者 y500円 j 健康保険証 ※平成30
年度中（来年３月31日まで）に40歳または50歳になる人は無料 。
胃がん
t40歳以上 y600円
大腸がん
t40歳以上 y500円
子宮頸
（けい）がん
２年度に１回受診可 t20歳以上 y400円
要 ６㈮、20㈮
２㈭
８:30～10:30 ２年度に１回受診可 t40歳以上 y40歳代は1,300円、50歳以上は1,000円 ①
乳がん
※喫煙者など一定の条件に該当する50歳以
肺がん
t40～64歳 y500円
上で喀痰（かくたん）細胞診検査希望者は別途
結核・肺がん
t65歳以上 y 無料
700円。
骨粗しょう症検査
要 ６㈮、20㈮
２㈭
８:30～10:30 t40歳以上 y500円
校区がん検診
要 胃がん、子宮頸がん、肺がん、結核・肺がん検診。料金や対象は上記がん検診と同じ。▷８/10㈮勝馬公民館 b９:30～11:00
風しん抗体検査

ー

19㈫

３㈫、17㈫

予約

がん検診

なみきスクエアで土日祝日も
午後８時まで証明書を発行

なみきスクエアの千早証明サービスコーナーで、
土日祝日も午後８時まで住民票の写しや印鑑登録証明書を
発行します。
申請には本人確認書類が必要です。
i千早証明サービスコーナー a674-3983 f674-3974

