東区版 2018 年（平成 30 年）10月15日
筥 崎 宮 の 花 庭園 で は ノ
ゲ イ ト ウ が 月 中 旬頃 ま
で見られます。
11

315,588人（＋62）

男 153,516 人 / 女 162,072 人

150,273 世帯（−2）

平成30 年９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

健康づくり情報をお届けします

ブルートレインと蒸
気機関車車内の特別公開
10月20・21日

貴重 な ブ ル ー ト レ イ ン「 ナ
ハフネ 」の車両

貝塚公園に展示しているブルートレイン
と蒸気機関車の車内を公開します。d10
月20日㈯、21日㈰の①午前９時半～正午
②午後１時～３時半 ※荒天の場合は公開
を中止する場合があります。l貝塚公園
（箱
崎七丁目）y無料e不要i区維持管理課
a645-1058 f632-8999

22

10月24～28日 香椎まちなか美術館
香椎周辺地域の小学校（香椎・香椎東・
香椎下原）の５・６年生を対象に「私のま
ち」をテーマに開催した第13回絵画コン
クールの応募作品を展示します。会場は、
JR香椎駅・浜男会館（香椎駅前一丁目）
などです。香椎付近の高校生や大学生の芸
術作品も展示されます。d10月24日㈬～
28日㈰午前11時～午後５時i香椎商工連
盟 a661-4316 f661-4339
ユ ー ス

フェスタ

公民館に健康だよりボードを設置

クックパッドで健康レシピを公開

区は、「健康だより
ボード（写真）
」を区
内の公民館などに設置
し、健康寿命を延ばす
ための情報をお届けし
ています。10月は「健
診受診」
、11月以降は
「介護予防」がテーマ
です。
また、自宅でできる運動やバランスのと
れた簡単な料理のレシピなども紹介してい
ます。内容は２カ月ごとに更新。健康づく
りにぜひご活用ください。※健康だよりボ
ードを設置していない若宮・千早西校区は
公民館の掲示板で、志賀島・勝馬校区は町
内回覧で、
「健康だより」をご覧ください。i
区地域保健福祉課 a645-1088 f6312295

栄養士（区職員）が監修した簡単でバラ
ンスのとれた料理の作り方を、料理レシピ
サイト・クックパッドで公開しています。ホ
ームページ（https://cook
pad.com）
にアクセスし、
「福
岡市東区」で検索してくださ
い。i区企画振興課 a645携帯は
こちらから
1014 f651-5097

東区一人一花レター

・ ひ が し

済生会福岡総合病院の医師が乳がんにつ
いて講演します。個別相談会あり。d11
月14日㈬午後２時～３時半lコミセンわ
じろ（和白丘一丁目）c先着50人y無料
e10月16日㈫午前10時以降に、電話か来
所で問い合わせ先へ。i和白図書館（和白
丘一丁目）a608-8490 f608-8495

「区の花 コスモス」

vol.４

▽

団の首長の墓と考えられ

さ

「歩・歩・歩・会」

N

仲津宮

ボランティアのおすすめスポット

自然豊かな森と海に

ており、市内でも数少な

志賀島の「海辺の古墳」

抱かれた志賀島北西部

い海辺の古墳です。

出土品は、市の埋蔵文

の勝馬地区は、縄文・

弥生時代から先人たち

化財センター（博多区井

相田二丁目）に収蔵され

の生活の場でした。

勝馬地区の明神鼻と

わたり「島眠」していた

ています。玄界灘と森に

平成６年、市の行っ

のか、土器や耳環はずっ

呼ばれる岬の丘陵地に

た調査で、仲津宮の前

しりと重く、ガラス玉の

とうみん

庭から、直径７㍍ほど

ラピスブルーはひときわ

守られ千年以上の長きに

の積石塚の古墳（中津

鮮やかで、あたかも当時

仲津宮があります。

宮古墳）が発掘されま

のままのようです。

現在、古墳は埋め戻さ

れ、周囲の石段にその面

した。その石室からは

須恵器の壺やガラスの

玉や管、耳環などの副

は

影をわずかに残すばかり

おも

葬品が多数出土しまし

耳を澄ませて、古代の海

潮見公園

●

蒙古塚
●

志賀島
旅客待合所

出土品（左から耳環、ガラス
玉、ガラス管）

玄界灘を望む仲津宮
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金印公園
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志賀海神社

重臣（
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勝馬小

城戸

大雨災害から身を守ろう！～大雨防
② 11/20㈫
災ワークショップ

ですが、風の音や潮騒に

この中津宮古墳は７

人の声に想いを馳せてみ

沖津宮

●
●
●

内容
気象に興味を持とう！～気象知識と
簡単な気象実験～

た。

世紀前半ごろに作ら

① 11/13㈫

てはいかがでしょうか。

日程

ま

回

あ

気象予報士の永田健太郎氏とアナウンサー
の高橋早紀氏による講座です。d下表の午前
10時～11時半lなみきスクエア（千早四丁
目）
c各抽選50人y無料eはがきかファクス、
メールで住所・氏名・年齢・電話番号・参加
希望回（複数可）を問い合わせ先へ。10月
29日㈪必着。i区生涯学習推進課（〒8128653住所不要）a645-1144 f645-1042m
h-gakushu@city.fukuoka.lg.jp

れ、勝馬に住む海人集

市民企画講座「気象防災教室」

和白図書館の講座「知ること
から始めよう乳がんのこと」

コスモス・ナデシコ・ヒマワリは区の花です。９
月10日、区職員が区役所前の花壇にコスモスの
苗を植えました
（写真）
。10月下旬に見頃を迎える
予定です。区役所に来られた際はぜひご覧くださ
い。 区の一人一花運動の情報を区ホームページ
（
「東区一人一花」で検索）に掲載しています。

11月25日 YOUTH FESTA HIGASHI 2018
区内の小・中学
生や高校生によ
る音楽・文化活動
のステージ発表
や作品展示を行
います。子どもを
対象としたワークショップなども開催。詳
しくは、区ホームページ
（
「ユースフェスタ・
ひがし」で検索）をご覧ください。d11
月25日㈰午前10時～午後４時lなみきス
クエア（千早四丁目）i区地域支援課 a
645-1121 f645-1042

よかろーもん

秋のイベント情報

2018 年（平成 30 年）10 月 15 日

発達が気になる子と親の交流サロン

男女共同参画講演会「東区のつどい 2018」を開催

「チューリップくらぶ」は発達が気になる
就学前の子どもと保護者のための交流サロン
です。「言葉が増えない」
「ダウン症がある」
など、同じ思いを経験している親同士が情報
交換を行っています。d第２・４木曜日午前
10時半～午後０時半l東障がい者フレンド
ホーム（松島三丁目）y無料e不要i区地域
保健福祉課 a645-1088 f631-2295

親子の絆プログラム
「赤ちゃんがきた！（BP）」

育児の喜びや困りごと、迷いなどを話し合
い、子育てに必要な知識を学びながら仲間づ
くりをするプログラムです。d11月26日～
12月17日の月曜日午前10時～正午。全４回
l香椎子どもプラザ（香椎駅前二丁目）t区
内に住む、平成30年７～９月生まれの第１
子とその母親c抽選12組y無料e10月26日
㈮午後５時までに電話かメールで、住所・氏
名・電話番号、子どもの氏名（ふりがな）
・
性別・生年月日を問い合わせ先へ。i区子育
て支援課 a645-1082 f631-1511mkoso
date.HIWO@city.fukuoka.lg.jp

「男女の役割分担意識の根底にある、文化
や人権問題」について学びます。※内容は右
表の通りd10月31日㈬午後１時～３時45分
lなみきスクエア（千早四丁目）y無料e不
要i地域支援課 a645-1121 f645-1042

「生き残るのは女です」
２部
生涯学習・社会システム研究者 三浦清一郎氏

東体育館のお知らせ

東市民プールのお知らせ

●11月の利用制限について
福岡市長選挙の開票所となるため、利用時
間（駐車場含む）を下表の通り変更します。

●トレーニングレッスン
筋力トレーニングなどを行います。d10
月15日～来年３月30日（除外日あり）の月
曜日午後３時～３時30分、土曜日午後２時
～２時30分t18歳以上c抽選30人yプール
利用料e当日の開始15分前までに窓口で受
け付け。
●ハロウィーンイベント
10月16日㈫以降、館内に
ハロウィーンの飾り付けをし
ています。10月31日㈬は、中
学生以下の施設利用者にお菓
子をプレゼントします。※先着200人
i東 市 民 プ ー ル（ 名 島 二 丁 目 ）a6626111 f662-6112

施設名

競技場・武道室
その他

11月18日㈰

終日利用不可
午後１時～５時

11月19日㈪
休館日

●夜のピラティスⅡ
d12月７日～来年２月８日（12月28日、
来年１月４日は除く）の金曜日午後7時半～
９時。全８回t18歳以上c抽選25人y5,800
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。10月31日㈬必着。
i東体育館（〒813-0003香住ケ丘一丁
目12-2）a672-0301 f672-0302

①健康づくり係 a645-1078
①～④f651-3844

内容・講師
「笑顔で語ろう男女共同参画」
そこつやかんしん
１部
落語家 粗忽家勘心氏

②精神保健福祉係 a645-1079

③母子担当 a645-1077

⑤地域保健福祉課 a645-1088 f631-2295

④医薬務係 a645-1081

※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）。

ー

エイズ・クラミジア・梅
ー
毒検査
Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイル
ー
ス検査
個別栄養相談
要
離乳食教室

ー

心の健康相談

要

こころの病で悩んでい
ー
る家族のための講座
マタニティスクール ー
母子健康手帳交付 & マ
ー
タニティ講話

献血

ー

10月

実施日

11月

実施時間

16㈫

６㈫、20㈫

9:00～11:00

16㈫、23㈫、
30㈫

６㈫、13㈫、
20㈫、27㈫

9:00～11:00

16㈫

20㈫

９:00～11:00

24㈬、29㈪

対象者・料金・場所等

ie

風しん抗体検査

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
居している配偶者。 ※いずれも18歳以上で、抗体検査歴（妊婦健診時の検
査を含む）、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。
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
のみ610円
①
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。
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。
t４カ月健診後〜おおむね生後８カ月の子どもとその保護者 lなみきスク
エア
t おおむね生後９〜18カ月の子どもとその保護者

７㈬、14㈬、 10:00～12:00
13:30～15:00
30㈫
27㈫
11:00～12:00
ー
13㈫
10:00～11:30
精神科医による相談。１人30分程度。
23㈫
27㈫
13:30～15:00
②
＜テーマ＞統合失調症の理解②～家族の支援を通して～＜講師＞雁の巣
ー
７㈬
13:30～15:30
病院 精神保健福祉士
15㈪、29㈪ ５㈪、12㈪、26㈪ 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
15㈪、22㈪、 5㈪、12㈪、
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
19㈪、26㈪ 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
29㈪
▷11/２㈮青葉公民館10：00～12：00、13：00～15：30
④

ー b13:30～14:00 ▷11/ ８㈭和白公民館 ▷11/９㈮松島公民館 ▷11/12㈪香椎下原公民館 ▷11/13㈫筥松公民館 ⑤
▷11/15㈭箱崎公民館 ▷11/16㈮西戸崎公民館 ▷11/19㈪名島公民館
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
11月
12月
よかドック
（特定健診）要 ７㈬、22㈭
６㈭、19㈬
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 ７㈬、22㈭
６㈭、19㈬
８:30～10:30
乳がん
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
肺がん
t40～64歳 y500円 ※喫煙者など一定の条件に該当する50歳以上で喀 ①
痰（かくたん）細胞診検査希望者は別途700円。
結核・肺がん
t65歳以上 y 無料

母子巡回健康相談

予約

がん検診

骨粗しょう症検査
校区がん検診

要

7㈬、22㈭
６㈭、19㈬
８:30～10:30 t40歳以上 y500円
11/９㈮奈多公民館 b9：30～11：00
胃がん、子宮頸がん、肺がん、結核・肺がん検診
11/10㈯中町集会所・本町集会所
（志賀島校区）
b9：00～11：00
対象や料金は
要
よかドック、胃がん、大腸がん、子宮頸がん、乳
上記参照。
11/26㈪和白公民館 b9：30～11：30
がん、肺がん、結核・肺がん検診
12/２㈰松島小学校 b9：00～11：00

窓口受付時の本人確認書類
提示のお願い

市民課で届け出や証明申請をする際は、運転免許証・パスポート・マイナンバー（個人番号）カード・健
康保険証など本人確認ができるものが必要です。i区市民課 a645-1016 f632-0360

