東区版 令和元（2019）年 ５月１日
一人一花 パ ー ト ナ ー 花
壇 に 登 録 さ れ た、バ ラ が
咲き誇る田中邸
（高美台二
丁目）
。

316,405人（＋103）

男 153,749 人 / 女 162,656 人

151,560 世帯（＋653）

平成31 年４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
観客と一緒に盛り上がるス
テージ（昨年）

５月 3 日・4 日
博多どんたく港まつり

東区演舞台へきんしゃい

「リサイクル情報」を配布しています
リサイクル情報を紹
介する冊子＝写真＝を
配布しています。校区
にあるリサイクルボッ
クスや地域集団回収団
体一覧、区役所で回収
する資源物、蛍光管・
乾電池などを回収する
店舗の情報を掲載して
い ま す。
【配布場所】
区内各公民館、なみきスクエア
（千早四丁目）
、
コミセンわじろ（和白丘一丁目）
、区生活環
境課 ※区ホームページ（
「東区リサイクル情
報」で検索）からもダウンロードできます。
i区生活環境課 a645-1024 f632-8999

スポーツ施設のお知らせ
■こどもの日 スポーツ施設無料開放
５月５日(日・祝)のこども
の日に、東体育館・東市民
プール・コミセンわじろの
３施設を無料開放します。
d午前９時～午後９時 ※
東体育館は午後10時まで（利用はいずれも
２時間以内）t中学生以下とその保護者（18
歳以上）
。午後６時以降の中学生以下の利用
は保護者の同伴が必要。i▷東体育館（香住
ケ丘一丁目）a672-0301 f672-0302▷
東市民プール（名島二丁目）a662-6111
f662-6112▷コミセンわじろ（和白丘一
丁目）a608-8480 f608-8485
■東体育館で同日開催 あそびフェスタ「あそ
び忍者パーク」
家族で体を動かし忍者遊
び を し ま す。d午 前10時 ～
午後２時y無料e不要i東体
育館
４月15日号15面「保健だより」の献
血欄に掲載した香椎東公民館の日付に誤
りがありました。正しくは５月23日㈭
です。お詫びして訂正します。
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東区演舞台
西鉄バス
「香椎」

3

香椎公民館
香椎
保育所 ×交番
西鉄バス
「香椎」

西鉄香椎駅

博多どんたく港まつり東区演舞台では、
地域で活動しているサークルなどが日本舞
踊・太鼓・ダンスなどを披露します。バザ
ーの他、４日の午前中に「区民総踊り」を
予定しています。どんたくで一緒に盛り上
がりましょう。
d５月３日（金・祝）午前10時～午後４時
５分、４日（土・祝）午前10時～午後４時l
香椎駅前西公園（香椎駅前二丁目）i区企
画振興課 a645-1037 f651-5097

セピア通り

親子の絆づくりプログラム
「赤ちゃんがきた！（BP）」
育児の喜びや困り事、
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。d６月
３日～24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31年１～３月生まれの第
１子とその母親c抽選10組y無料e５月17
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 f631-1511mko
sodate.HIWO@city.fukuoka.lg.jp

特定計量器（はかり）の
定期検査を実施します
取引・証明に使用する特定計量器は、２年
に１回の定期検査が義務付けられています。
dl下表の通り ※大型特定計量器（能力１
㌧以上）
は出張検査も可。t商店や事業所
（農
業・漁業を含む）で取引・証明用に使用して
いる「はかり・重り」y500円～1,800円程
度i（一社）福岡県計量協会 a791-2331
f791-2334
日程
５/16㈭

５/17㈮

時間

場所
勝馬公民館

和白公民館
11：00～
５/20㈪
奈多公民館
15：00
５/21㈫
市漁協 弘支所
５/22㈬
５/23㈭

市漁協 志賀島支所

５/24㈮

旧東市民センター
（香住ケ丘一丁目）

５/27㈪
５/28㈫

中央卸売市場青果市場
（ベジフルスタジアム）

６/ ３㈪

中央卸売市場食肉市場

６/ ５㈬

馬出小学校

５/29㈬ 10：30～ 多々良公民館
15：00 東市民プール
５/30㈭
６/ ４㈫
６/ ６㈭

筥松小学校

多々良中学校

肉を生や半生で食べる
ことは危険です
市内で「カンピロバクター」による食中
毒が多く発生しています。カンピロバクタ
ーは、鶏や牛、豚など動物の消化管内にい
る細菌で、食肉では、生の鶏肉に付いてい
ることが多く、新鮮だから安全というのは
間違いです。肉を生や加熱不十分な状態で
食べると、下痢や腹痛などの症状が起こる
恐れがあります。注意しましょう。
◆食中毒予防のポイント
①肉を生や半生で食べない
②肉は中心部まで加熱する
③生肉を取り扱った後は、
必ず手洗いをする
④生肉を取り扱ったまな板・包丁などはよ
く洗浄し、熱湯や消毒液などで消毒する
⑤肉を焼くときは、専用の箸やトングを使
い、自分が食べるための箸で生肉に触れな
い
i区衛生課 a645-1111 f645-1114

立花山・三日月山
保全ボランティア募集
立花山・三日月山保全
ボランティア「楽友会（ら
くゆうかい）
」では、東
区の北東部に位置する立
花山・三日月山の登山道
や竹林整備などの森林保全活動を行うメンバ
ーを随時募集しています。見学も可能なので
気軽に参加してみませんか。詳しくは問い合
わせ先へ。▷活動場所＝立花山・三日月山登
山道。集合場所は三日月山霊園管理事務所（大
字香椎）▷活動日時＝毎月第１土曜日と第４
金曜日（８月は休み）午前10時～午後３時i
同ボランティア「楽友会」事務局（区企画振
興課）a645-1037 f651-5097mkikaku.
HIWO@city.fukuoka.lg.jp

区内で撮影した写真を募集中
区 ホーム ペ ージ
「東区！これが私の
オススメ！」では、
区 内で 撮 影した 写
真 を 募 集し てい ま アナベル（投稿写真）
す。風景や地域の催しなどを撮影した
「通
常編」と花を撮影した「花編」があります。
投稿写真は区ホームページで公開しま
す。
【応募方法】メールに必要事項を記
入 し、 写 真 を 添 付 し て 区 企 画 振 興 課
（h - osusume@city.fukuoka.lg.jp）
へ。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。i区企画振興課 a645-1012
f651-5097

