2018年（平成30年）５月15日
ホームページは
右記コードから

写真送付待ち

中比恵公園
（博多駅東二丁目）

区の人口 237,522 人（前月比 189 人増） （男 113,211 人

女 124,311 人）

世帯数 147,403 世帯（前月比 576 世帯増） （平成30年４月１日現在推計）
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４１９・１０９１

市食育推進
キャラクター
いくちゃん

勇気ある行動で
尊い命を救いました

子どもを預けたい人

③提供会員の紹介

ファミリー・
サポート・
センター支部

5 月３１日㈭は軽自動車税の納期限です

依頼会員

福岡ファミリー・サポート・センターは、
２月に、区内で３階建て建物の一室が全焼
地域の中で育児を助け合う子育て会員組織で
しました。付近を通りかかった辛島邑弥さん
す。自宅で子どもを預かる提供会員になるた （20）が火災に気付き、すぐに 119 番通報。
めの講習会
（３日間・約11時間）
を７月、９月、 建物内に逃げ遅れた男性がいることを聞くと
11月、来年１月に開催します。子どもを預
消火器で消火活動を行いながら、３階からそ
けたい依頼会員になるための講習会は随時開
の男性を背負って救出しました。救出された
催。詳細は問い合わせを。
男性は右半身にやけどを負いましたが、尊い
一命を取りとめました。
i福岡ファミリー・サポート・センター博多
支部 a474-0218 f436-3652
３月 28 日に博多消防署長が「速やかな通
報と救出に感謝します」と感謝状を渡すと、
〈利用の流れ〉
辛島さんは「誰かに助けを求めるより自分
⑥利用料金の支払い
で動いた方が早いと思い、男性を助けたい
⑤援助活動
という一心で
建物の中に飛
④事前打ち合わせ
登録
び込みました」
と話していま
した。
②援助依頼
i 博多消防署
⑦活動報告書提出
予防課
提供会員 登録
a475-0119
自宅で子どもを
預かる人
f475-0219
①援助活動依頼の
申し込み

福岡空港周辺の航空機騒音指定区域内で、
住宅防音のために設置した空調機器
（10年以
上経過し故障しているもの）
の取り換え工事に
一定額を助成します。申込書は、市空港対策
部空港対策課
（市役所北別館１階）
、区市民相
談室
（区役所２階）
、各共同利用会館で配布し
ています。
i空港 周辺整 備 機 構 a472-4594 f4724597e郵送
（ 〒812-0013博 多 駅 東 二 丁 目
17-５アークビル９階）
または持参で12月７日
（必着）
までに同機構へ

のものの味でおいしく食

空港周辺住宅の
空調機器の取り換え費用を助成

品、ハムやソーセージな

国の指針改定に基づき、7月から市の胃が
ん検診の対象者と検診間隔が変わります。
【7月以降の内容】同一年度にどちらか受診
○バリウムによる胃透視：満40歳以上の人
○内視鏡
（胃カメラ）
検査：満50歳以上で今年度偶
数年齢
（50、52、54歳以下同様）
になる人
i区健康課 a419-1091 f441-0057

４４１・００５７

市の胃がん検診が変わります

べることができます。

ヘルスメイト
（食生活改善推進員）
は、地域の
人が健康な毎日を過ごせるよう、食生活や運動
の大切さを伝えるボランティアです。
現在、区内に166人のヘルスメイトが在籍
中。月１回の講習会で生活習慣病予防のため
の献立や調理法を学び、健康について知識を
深め、地域で活動しています。
区は、管理栄養士などの専門家を講師に迎
え、食育や運動、食品衛生などについて講義
や実習を行う「ヘルスメイト養成教室」を開
催します。同教室を修了すると、ヘルスメイ
トとしてボラン
ティア活動に参
加することがで
きます。
（全
d下表の通り
９回・木曜日）l
区保健福祉セン
ター i区健康課
a419 - 10 91
月日
時間
f441 0057 ５月 31 日 ９:30 ～ 12:20
t区内在住で、 ６月 ７日 ９:30 ～ 12:00
修 了 後 地 域 で ６月 14 日
９:30 ～ 11:30
ボ ラ ン テ ィ ア ６月 21 日
活 動 が で き る ６月 28 日 ９:30 ～ 12:00
人c先着40人 ７月 ５日 ９:30 ～ 12:30
y無料e電話か ７月 12 日 ９:30 ～ 11:30
フ ァ ク ス で 同 ７月 19 日 ９:30 ～ 12:00
７月 26 日
課へ

どの肉加工食品、魚の干

ヘルスメイト養成教室

期限内の納付をお願いします。i ▷納付相談について＝区納税課 a419-1023
f476-5188 ▷課税内容について＝区課税課 a419-1022 f476-5188
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※応募事項は 14 面の申し込
み方法参照

赤ちゃんとあそぼう！
絵本や手遊び、わらべ歌で楽しく遊びます。
（b10時
d５月27日㈰ 午 前10時 半～11時 半
～）
（山王一丁目）
l博多市民センター
i博多
図書館 a472-5996 f472-5999t ４カ月
～12カ月までの乳幼児と保護者 ※きょうだ
い児の参加はご遠慮ください。c先着15組e
直接来館もしくは電話で５月15日㈫以降に同
図書館へ

運動から始める認知症予防教室
認知症予防に効果的な運動実技や食事の仕
方などについて学びます。d ６月14日、
28日、
７月12日、26日、９月13日の木曜日
（全５回）
午前10時～正午l席田公 民館
（空港前三丁
目）
i博多区地域保健福祉課 a419-1100 f
441-0057t区内に住む運動が可能な65歳
以上で、現在介護サービスを利用していない
人c先着15人
（新規参加者を優先）
e電話か
ファクスで５月15日㈫以降に同課へ

人権講座
開催日・講師・テーマは次表の通りです。
dいずれも午前10時～正午l博多市民セン

ター i博多区生涯学習推進課 a419-1025
f419-1029c各 回 先 着90人y無 料eは が
き
（〒812-8512住所不要）かファクスに応
募事項を記入して５月25日㈮までに同課へ
開催日
６/１㈮

テーマ（講師）
小さな気づきが人権のはじまり
ウォームアップ編（同課 松本保成）

オカリナ演奏とおはなし 歌い継がれ
６/８㈮ るメロディ、いのちのうた
（マザー・アー
ス人権啓発研究所主宰 山口裕之）
聴かせてください、あなたの声を
６/12㈫
（えがおの会代表 杉浦しのぶ）
一歩成長の喜び
６/20㈬
（障がい児教育アドバイザー

星先薫）

孤立死防止のために、今私達ができる
６/28㈭ こと！（特定非営利活動法人孤立防止
センター理事長 速水靖夫）
７/６㈮

小さな気づきが人権のはじまり
フォローアップ編（同課 松本保成）

子どもおもしろ劇場
劇団「ドリームカンパニー」が「ブレーメ
ンの音楽隊」を上演します。d６月16日㈯午
後２時～３時
（開場は30分前から）
li博多
市民センター a472-5991 f472-5952t
子どもと保護者または高齢者c先着500人y
要整理券e５月25日㈮から同センター、博多
区生涯学習推進課、さざんぴあ博多で配布す
る整理券を当日持参し、先着順に入場

区中学生クイズ大会 2018
３人１組でクイズに挑戦し、知力・体力・
時の運を試します。d８月19日㈰午前10時
～午後３時lさざんぴあ博多（南本町二丁目）
i博多区企画振興課 a419-1043 f4340053mt - shinko.HAWO@city.fukuoka.
lg.jpt区内在住の中学生c50組y無料eメ
ールかファクスに応募事項を記入して６月
11日㈪～７月10日㈫に同課へj上履き

博多体育館
l山王一丁目９-５ a481-0301 f481-0302
■体力・体組成測定会
体脂肪や水分量、筋肉量などを測定します。
d５月23日㈬午後７時～９時t高校生以上
（体内に金属やペースメーカーがある人は測
定 不 可）
c先 着20人y500円e５ 月15日 ㈫
以降に直接同体育館へ

博多市民プール
l東那珂一丁目９-15 a473-8855 f473-8856
■着衣水泳教室
水難事故の対処法を学びます。d６月10
日㈰午前９時半～午後12時半c先着20組e
５月15日㈫午前10時以降に直接同プールへ
tj詳しくは同プールへ問い合わせを

【問い合わせ・申込先】 ①集団健診予約センター a0120-985-902 f0120-931-869
③母子保健係
a419-1095
④精神保健福祉係 a419-1092
②健康づくり係
a419-1091
⑥医薬務係
a419-1090
f441-0057
（f は②～⑥共通）
⑤地域保健福祉課 a419-1100
保健
※場所の記載がないものは博多区保健福祉センター
（保健所）
で実施。
料金の記載がないものは無料。
だより
※各健（検）診は受診料の減免制度あり（満70歳以上、市民税非課税世帯の人など）。
※区役所の駐車場は大変混み合います。提携駐車場（博多祇園駐車場）や公共交通機関をご利用ください。
i
b＝受付時間
予
対象・料金・その他
内
容
実施日
e
g＝実施時間
約
太枠内の健（検）診予約は、①集団健診予約センターへ。【受付日時】平日９:00 ～ 17:00 各健（検）診日の10日前（土日祝日を除く）まで。
t40～74 歳の市国民健康保険に加入している人 y500 円 j 健康保
よかドック（特定健診）
b８:30～10:30 要
★６／ 13㈬ ・26㈫
険証 ※平成30年度中に40歳または50歳になる人は無料
y600円 【 大 腸がん】t40歳以上
がん検診
【 胃がん】t35歳以上
（６月まで）
胃がん 大腸がん
y500円 【子宮頸がん】t20歳以上 y400円
子宮頸（けい）
がん
【乳がん】t40歳以上 y40歳代1,300円、50歳以上1,000円
乳がん
b８:30～10:30 要【肺がん】t40～64歳 y500円 ※
★６／ 13㈬ ・26㈫
肺がん 結核・肺がん
【結核・肺がん】t65歳以上 ※
※子宮頸がん・乳がん検診は２
※喫煙本数など一定の条件に該当する50歳以上の希望者は喀痰
（か ①
年度に１回受診可
くたん）
細胞診検査（y700円）
あり
t40 歳以上（妊娠中の人（可能性のある人）
、骨粗しょう症で現在治療
骨粗しょう症検査
b８:30～10:30 要
★６／ 13㈬ ・26㈫
中または経過観察中の人を除く）y500円
ty上記よかドック・がん検診参照
校区などで実施する健（検）診							
【健（検）診名】よかドック、
胃がん、
大腸がん、
子宮頸がん、
乳がん、肺がん、結
lさざんぴあ博多
b９:30～11:30
６／６㈬
核・肺がん
要【健（検）
l堅粕人権のまちづくり館 ６／ 20㈬
診名】
よかドック、大腸がん、肺がん、結核・肺がん
b９:00～11:00
l吉塚公民館
６／ 22㈮
【健（検）
診名】
胃がん、子宮頸がん、肺がん、結核・肺がん
５／ 17㈭・24㈭・31㈭
エイズとクラミジア
b９:00～11:00
匿名で検査可。検査結果は１～２週間後に本人に直接説明。
６／７㈭・14㈭・21㈭
－
抗体検査
※梅毒抗体検査のみ有料（y610円）
（木曜日のみ梅毒抗体検査可） ５／ 23㈬・６／ 13㈬
b16:00～18:00
t18 歳以上で㋐妊娠を希望する女性㋑妊娠を希望する女性と同居し
５／ 17㈭
g９:00～11:00 － ている配偶者㋒妊婦と同居している配偶者 ※いずれも抗体検査歴、
風しん抗体検査
６／７㈭・21㈭
予防接種歴、既往歴のある人を除く c 先着70人 j 身分証等
②
５／ 18㈮
離乳食の進め方やレシピ紹介。l５月 18 日はさざんぴあ博多、
６月 15
g13:30～15:00 －
離乳食教室
６／ 15㈮
日は博多区保健福祉センター t 生後４～12カ月頃の子どもと保護者
10:00～11:00
５／ 28㈪
g12:30～13:30 要 管理栄養士による食事のバランス、離乳食などの個別相談。
栄養相談
６／８㈮
14:00～15:00
５／ 21㈪
j母子健康手帳、筆記用具 ※母子健康手帳交付の場合は妊娠届出
g13:30～15:00 －
マタニティースクール
③
６／４㈪・11㈪・18㈪
書、
個人番号
（マイナンバー）
が確認できるもの、
身分証等
g９:30～11：30 要 専門医による相談。予約は1週間前まで。t妊産婦
産後のお母さんの心の相談
６／ 27㈬
g13:30～15:30 要 精神科医による相談。予約は前日まで。
心の健康相談
６／ 20㈬
④
心の病を抱える人の家族を対象にした講座。テーマは「地域での支
g13:30～15:30 －
精神保健福祉家族講座
６／５㈫
援について」
＜６月＞▷６日㈬＝月隈公民館▷15日㈮＝東住吉公民館▷18日㈪＝住吉公民館、弥生公民館▷19日㈫＝東光会館▷
母子巡回健康相談
21日㈭＝東吉塚会館▷22日㈮＝三筑公民館 b住吉公民館のみ９:30 ～ 10:00、その他はすべて13:30 ～ 14:00＝ ⑤
共通＝t乳幼児と保護者、妊産婦e不要j母子健康手帳
＜５月＞▷24日㈭＝献血ルームキャナルシティ（住吉１）（b10:00 ～ 13:00、14:00 ～ 16:00）＜６月＞▷13日
校区献血
㈬＝弥生会館（b10:00 ～ 12:30、13:30 ～ 16:00）▷19日㈫＝板付北会館（b13:30 ～ 16:00）、那珂公民館（b ⑥
９:30 ～ 11:30） ＝共通＝e不要

★託児付き健診を実施

６月 13 日㈬の健診受診者を対象に、無料託児 ( 要予約 ) を実施します。i博多区健康課健康づくり係
a419-1091 f441-0057 t生後６ヶ月〜未就学児 e電話で同課へ

