東区版 2018 年（平成 30 年）４月１日
名島城址公園 名( 島一丁
目 に) 咲く臥龍
（がりゅう）
桜 昨
= 年４月５日撮影

314,487人（＋38）

男 153,097 人 / 女 161,390 人

148,747 世帯（+30）

平成30 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

「ゾーン３０」
にご協力ください

道路の標示

香住丘校区内（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
っている区域で最高速度を時速30㌔に制限
する特定地域のことです。
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・f643-0110
JR 九産大前
香住丘
小学校
ゾーン30
西鉄 香椎花園前
香住丘
かしいかえん 高等学校

香住ヶ丘ニ
香住ヶ丘一

区役所窓口の場所が変わりました

↓

↓

生涯学習推進課、
地域支援課は３階

↓

健康課

２階連絡通路

（保健所）２階 東営業所２階
区役所別館
水道局

区役所本館・別館（保健所）窓口の場所が
一部下記の通りに変わりました。電話番号の
変更はありません。また、４月２日㈪から区社
会福祉協議会（a643-8922 f643-8923）
が区役所別館１階に移転します。
i区総務課 a645-1007 f645-1127
地域保健
衛生課 健康課 福祉課

本館へ

子育て
支援課

♪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、
メールにイベント名（芸術文化祭）
、代表
者の住所・氏名（ふりがな）
・電話番号と
参加人数を書いて、問い合わせ先へ。4月
27日㈮必着。当選者には通知します。i
区企画振興課（〒812-8653住所不要）a
645-1037 f651-5097mkikaku.HIWO@
city.fukuoka.lg.jp

犬の登録と狂犬病予防集合注射

制限速度３０キロに規制 香住丘

N

九州管楽合奏団

♪音楽のプロ、中学生、地域団体が出演
６月２日㈯、
なみきスクエア
（千早四丁目）
で第２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）では、福岡を拠点としたプロの
吹奏楽団「九州管楽合奏団」と「九管ポッ
プス」音楽監督で米米ＣＬＵＢメンバーの
オリタ・ノボッタ（織田浩司）氏、香椎第
三中学校吹奏楽部が出演します。第２部は
地域団体などが歌や楽器演奏、ダンスなど
を披露します。その他、ひまわりひろばで
絵画・工芸などの作品展示、並木広場で食
の出店・バザーなどを予定。詳細は、決定
次第本紙でお知らせします。

オリタ・ノボッタ氏

６月２日㈯ 第２回なみき芸術文化祭を開催

博多どんたく港まつり東区演舞台サブイベント

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。一部の動物病院でも集合
注射を実施。日程（土日も実施）など、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
４月９日㈪
14:15～14:45 志賀公民館
弘自然休養村センター
13:30～13:45
前広場
10 日㈫
海の中道 海辺の里駐
14:15～14:45
車場（大岳生活館隣）
11 日㈬ 13:30～14:30 和白公民館
12 日㈭ 13:30～14:30 美和台北公園
13 日㈮ 13:30～14:30 西戸崎地域交流ひろば
16 日㈪ 13:30～14:30 香椎下原公民館
13:30～14:00 高美台 4 丁目集会所
17 日㈫
14:30～15:00 高美台東公園
13:30～14:00 八尻中公園
18 日㈬
14:30～15:00 香椎公民館
19 日㈭ 13:30～14:00 奈多公園
20 日㈮ 13:30～14:00 坂本町町民会館
23 日㈪ 13:30～14:30 奈多公民館
24 日㈫ 13:30～14:30 和白東公民館
25 日㈬ 13:30～15:00 香住丘公民館
26 日㈭ 13:30～14:30 みどりが丘中公園
27 日㈮ 13:30～14:30 美和台２号公園
５月７日㈪ 13:30～14:30 青葉公民館
8 日㈫ 13:30～14:30 若宮公民館
9 日㈬ 13:30～14:00 馬出公民館

４月１日㈰は臨時開庁日

４月１日㈰の午前10時〜午後２時の間
は、区の市民課、保険年金課、福祉・介護
保険課、子育て支援課の窓口で、転入・転
出の手続きなどを受け付けます。平日は大
変混雑しますので、臨時開庁日をご利用く
ださい。※臨時駐車場は、平日のみ（４月
17日㈫まで）開設します。
i区総務課 a645-1007 f645-1127

すこやかウオーキング大会

博多どんたく港まつ
り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。d５月３日(木・祝)午前9時半～正午。
小雨決行l区演舞台（香椎駅前西公園:香椎
駅前二丁目）集合c抽選300人y500円(保
険料・バザー食事券代含む）
。未就学児は無
料（保険加入、
バザー券なし）eはがきかファ
クス、メールにイベント名（ウオーキング大
会）、代表者の住所・氏名（ふりがな）・電話
番号と参加人数を書いて、問い合わせ先へ。
4月13日㈮必着。落選者のみ４月20日㈮ま
でに電話連絡。i区企画振興課（〒812－
8653住所不要）a645-1037 f651-5097
mkikaku.HIWO@city.fukuoka.lg.jp

東市民プール・東体育館のお知らせ
■東市民プール（〒813-0043名島二丁目
42-1）a662-6111 f662-6112
●気軽に♪ヨガ教室
d４月18日～６月６日の水曜日午前10時～
11時。全８回t18歳以上c抽選10人y5,200
円
●キッズ体操スクール（①年中②年長）
跳び箱や鉄棒を使う教室です。d４月18
日～９月19日の水曜日（６月13日、７月25
日、８月15日は除く）①午後３時15分～４
時15分②午後４時15分～５時15分。全20
回t①４～５歳②５～６歳の未就学児c各抽
選10人y各9,500円
●新小学１年生お祝い
４月14日㈯～ 15日㈰に施設を利用した小
学１年生にプレゼントを進呈（先着50人）し
ます。
■東体育館（〒813-0003香住ケ丘一丁目
12-2）a672-0301 f672-0302
●キッズ運動チャレンジ教室①②
マットやボール遊びなどを通じて運動に興
味をもってもらう教室です。d５月９日～６
月27日の水曜日①午後４時～５時②午後５
時～６時。全８回t①４～６歳②小学１～３
年生c各抽選20人y各3,500円
●元気に朝トレ！東エクササイズ春①②
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11日～６月29日の金曜
日①午前９時10分から50分間②午前10時５
分から50分間。全８回t18歳以上c各抽選
20人y各3,200円
■共通事項
・住所・
e往復はがきに、教室名（①か②も）
氏名（ふりがな）・年齢（学年）・電話番号を
書いて各施設へ。プールは４月５日㈭、体育
館は４月15日㈰必着。

