2018年（平成30年）９月15日
フラ ワ ーアート で
作 成 し た一 人 一 花
運動ロゴマーク

区ホームページ

区の人口 239,689 人（前月比 237 人増） （男 114,371 人

女 125,318 人）

世帯数 149,367 世帯（前月比 115 世帯増） （平成30年８月１日現在推計）

d ＝日時、開催日、期間 l ＝場所 i ＝問い合わせ a ＝電話 f ＝ファクス t ＝対象 c ＝定員 y ＝料金、費用 n ＝託児 e ＝申し込み j ＝持参 m ＝メール h ＝ホームページ

９月
日㈯～ 月４日㈰開催

施設
（ 地 図 内Ａ～

11

ライトアップウォークチケット発売
10月31日㈬～11月４日㈰に開催する「博多
旧市街ライトアップウォーク」の前売券を９
月20日㈭から発売します。y前売券1,000円、
当日券1,500円、エクスプレスパス（入場列
を待たずに入場可。入場料込）
3,000円 ※販
売場所は公式ホームページ
（
「博多ライトアッ
プウォーク」で検索）
で確認を。eチケットで
購入すると前売券・当日券が50円引き。
iインフォメーション
センター a283-5041
f434-0053
博多千年門

納期ごとに指定の口座から自動的に振り替
えて納税されるため、手間が省けて納め忘れ
もなくなります。
i市納税管理課 a711-4490 f711-4219

内の

納税は便利で確実な口座振替で

歴史ある寺社仏閣が点

提供会員

自宅で子どもを
預かる人

10

29

し く は、 ホ ー ム ペ ー ジ

登録

ファミリー・
サポート・
センター支部

⑦活動報告書提出

Ｊ）
でスタン プを 集 める

②援助依頼

①区文化・芸術展
来年１月31日㈭～２月５日㈫に福岡ア
ジア美術館
（下川端町）で開催する区文化・
芸術展の作品を募集します。日頃の芸術活
動の成果を披露しませんか。表彰式は来年
２月３日㈰午後２時から同美術館で開催。
作品は未発表のものに限ります
（個展、グ
ループ展を除く）
。規
定は次の通り
（いず
れもガラス付きの額
は不可）
。
【絵画】８
画像
号以上30号以内【写
入稿待ち
真 】A４ 判 以 上 ワ イ
ド四つ切り以内【書】
仕 上 げ 寸 法61 ㌢ ×
200 ㌢ 以 内
（縦横自

在し、伝統文化が息づく

登録

と、オリジナルグッズが （
「和の博多」で検索）ま

③提供会員の紹介

①援助活動依頼の
申し込み

④事前打ち合わせ

区文化・芸術展＆フォトコンテスト

博多は、
「和」の魅力あふ

⑤援助活動

たは期間中に地図内の施

⑥利用料金の支払い

もらえます。また、和装

〈利用の流れ〉

子どもを預けたい人

依頼会員

福岡ファミリー・サポート・センターは、
地域の中で育児を助け合う子育て会員組織＝
下図＝で、現在博多支部では約930人が登録
しています。自宅で子どもを預かる提供会員
になるための講習会を９月、11月、来年１月
に開催します。子どもを預けたい依頼会員に
なるための講習会は随時開催。詳細は問い合
わせ先へ。i福岡ファミリー・サポート・セ
ンター博多支部 a474-0218 f436-3652

セアカゴケグモは、日当たりの良い屋外の
物置や植木鉢の下など、低い場所の隙間を好
んで生息する毒グモです。おとなしく、触ら
ない限りかまれることはありません。見つけ
ても決して素手で触らず、市販の殺虫剤をか
けるか靴で踏みつぶすなどして駆除してくだ
さい。生息地域の把握のため、初めて見つけ
たときは区役所に
ご連絡ください。
i区自転車対策・
生活環境課
a419-1070
体長約１㎝
f441-5603

れるまちです。その魅力

福岡ファミリー・サポート・センター

設や区役所などで配布す

セアカゴケグモを見つけたら

で施設や店舗を訪れると

美しい朱塗りの本殿が特徴

をもっと多くの人に知っ

757 年創建の博多の総鎮守

10

るパンフレット＝右写真

写真の「和の博多」バッジ
のほかオリジナルグッズが
３種類から選べます

り

通

吉

住

お得な特典が受けられる

F

Ｆ. 住吉神社 授与所
（6：00～20：00）

てもらうために、
「和」を

Ｅ. 櫛田神社 拝殿
（4：00～22：00）

K

11

＝をご覧ください。

博多の暮らしや文化を紹介

博多駅

会（平日午前 時～午後

はかた駅前通り

Ｇ. キャナルシティ博多
１階インフォメーション
（10：00～21：00）

満喫できるイベントを開 「 博 多のまちは着 物でお

Ｊ. 博多あかちょこべ
（11：30～23：30）

得」
も同時開催。秋の博多 【問い合わせ先】

博多区役所

を和装で散策しませんか。 博多まちづくり推進協議

り

Ｈ. ＫＩＴＴＥ博多
２階デッキ
（10：00～21：00）

ほかにもさまざまなイ

Ｄ.
「博多町家」
ふるさと館
（10：00～18：00）
※プレゼント引換所

Ｃ
E

D

５時）a ４７４・７２４３

中洲川端駅 09

A

K

祇園駅 10
大
博
通

ベントを実施します（本

K

f ４７４・２４０６

B

紙４面に関連記事 ）
。詳

Ｉ. 博多リバレインモール
１階インフォメーション
（10：30～19：30）

催します。

博多の伝統工芸品を展示

五重塔と福岡大仏が見どころ

開催期間中には「和の

9/29 ㈯オープニング
イベントを開催します

博多スタンプラリー」を

Ｃ. はかた伝統工芸館
（10：00～17：30）

実施。情緒あるまち歩き

※かっこ内は受付時間

Ａ. 承天寺 仏殿前詰所 Ｂ. 東長寺 寺務所横
（8：00～16：00） （9：00～16：45）

を楽しみながら、エリア

スタンプラリー
マップ

eチケットは
こちらから

由）
【グラフィックデザイン】Ｂ３判以上Ｂ
２判以内
②一人一花フォトコンテスト2018
区文化・芸術展と同時開催。
「花」を題材とした写真
（Ａ４判
または四つ切りで写真用紙にプ
リントしたもの）を募集します。
（①②共通） iまつりはかた実行委員会事
務 局（ 区 企 画 振 興 課 内）a419-1042 f
434-0053t区内在住または通勤・通学
する人もしくは区内のサークルに所属し活
動する人（中学生以下を除く）
e区ホームペ
ージに掲載または同事務局などで配布する
各申込書を持参か郵送（〒812-8512住所
不要）、ファクス、メール（t-shinko.HAW
O@city.fukuoka.lg.jp）で９月25日㈫～11
月22日
（必着）
（ 作品の搬入は11月26日㈪～
30日㈮）に同事務局へ。

2018年（平成30年）９月15日号

d ＝日時、開催日、期間 l ＝場所 i ＝問い合わせ a ＝電話 f ＝ファクス t ＝対象 c ＝定員 y ＝料金、費用 n ＝託児 e ＝申し込み j ＝持参 m ＝メール h ＝ホームページ

※応募事項は 14 面の申し込
み方法参照
みりょく アップ

美力 UP 講演会＆セミナー
①美力UP講演会 「女性ならではのお悩み
解決！尿もれ・頻尿その原因と対策」をテー
マに専門医が分かりやすく解説します。d10
月３日㈬午後１時半～３時c先着30人程度
②美力UPセミナー 尿もれ予防のための
運動などについて学びます。d10月12日㈮午
後６時半～８時c先着25人程度
（①②共通） l博多区保健福祉センター i
博多区地域保健福祉課 a419-1100 f4410057t区内在住または勤務する40～50代の
女性y無料e電話かファクスに応募事項を書
いて開催日前日までに同課へ。

博多市民センター・文化祭
市民参加型のミュージカル「ハッピーバー
スデー」上演や絵画・彫刻の鑑賞会、フラワ
ーアレンジメント体験、地域活動支援センタ
ーによるコーヒーの試飲やパンの販売などが
あります。d10月８日（月・祝）午前10時～午後
５時li博多市民センター
（山王一丁目）a
472-5991 f472-5952y無料e一部事前申
し込みが必要。詳しくは問い合わせを。

保健
だより

市立保育所に遊びに来ませんか

ヤングママ♪いらっしゃ～い！

おもちゃ作りや絵本の紹介、おやつの試食
などを行います。dli下表の通りt未就学
児と保護者c各先着12人y無料e事前に電話
で各保育所へ。

親子遊びや育児の話などをしながらママ同
士で交流を深めます。妊娠中の人もぜひご参
加ください。d10月19日㈮午後１時半～３
時l博多区保健福祉センター i博多区地域保
健福祉課 a419-1100 f441-0057t区内
在住のおおむね25歳以下の妊産婦と乳幼児
y無料e電話かファクス、メール（chiikifuku
shi.HAWO@city.fukuoka.lg.jp）に応募事項
を書いて９月18日㈫以降に同課へ。

日時

場所

連絡先

①

10／４㈭
那珂保育所
af431-3882
10:00～12:00 （竹下五丁目）

②

a651-2615
10／13㈯
千代保育所
10:00～12:00 （千代五丁目） f633-3878

子育て教室（託児あり）

博多市民プール

子どものイヤイヤ期についての講話を聞い
たり、親子遊びをしたりします。d10月18日
㈭午前10時～正午l博多区保健福祉センター
i博多区子育て支援課 a419-1086 f4411455t区内在住の１歳半～３歳の子どもとそ
の保護者c先着20組程
度y無料n要予約e電
話かファクスに参加者
全員の応募事項と託児
の希望を書いて９月18
日㈫〜10月９日㈫に同
課へ。j子どもの飲み
物
（お茶など）

東那珂一丁目９-15 a473-8855 f473-8856
①チケットクラス 泳ぎ方や水中運動など
を学べる45分のクラスです
（初心者歓迎）
。開
催日は問い合わせを。t15歳以上
（中学生を
除く）
c各回先着10～15人y1回券600円、5
回券2,800円、10回券5,000円e事前に同プ
ールでチケットを購入、各クラス開始30分
前から受け付け
②第２期大人初級水泳教室 クロールなど
を基本から学べます。d10月７日～12月９日
の日曜日、午後７時～８時半
（全10回）
t18
歳以上c先着15人y7,000円
（保険料込み）
e
９月15日㈯午前10時以降に同プール窓口へ。

【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
※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。
※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）。
※博多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
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。
10／２㈫・ ★16㈫
t40～74歳の市国民健康保険に加入している人 y500円 ※平成30
よかドック
（特定健診）
b８:30～10:30 要
11／６㈫・14㈬
年度中に40歳または50歳になる人は無料 j健康保険証
【胃がん】t40歳以上 y600円
がん検診
【胃がんリスク検査（ピロリ菌検査など）
】t35歳・40歳 y1,000円
胃がん 胃がんリスク検査
【大腸がん】t40歳以上 y500円
大腸がん
【子宮頸がん】t20歳以上 y400円
子宮頸（けい）がん
10／２㈫・ ★16㈫
b８:30～10:30 要【乳がん】t40歳以上 y40歳代1,300円、50歳以上1,000円
乳がん
11／６㈫・14㈬
【肺がん】t40～64歳 y500円 ※
①
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
年度に１回受診可
（かくたん）
細胞診検査（y700円）
あり
10／２㈫・ ★16㈫
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
11／６㈫・14㈬
y500円
中または経過観察中の人を除く）
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
内

容

lさざんぴあ博多
エイズとクラミジア
抗体検査
（木曜日のみ梅毒抗体検査可）
風しん抗体検査
離乳食教室
栄養相談
マタニティースクール
産後のお母さんの心の相談
心の健康相談
精神保健福祉家族講座

実施日

10／９㈫

b９:30～11:30

【健
（検）
診名】よかドック、胃がん、胃がんリスク検査、大腸がん、子宮頸
要
がん、乳がん、肺がん、結核・肺がん

９／20㈭・27㈭
b９:00～11:00
10／４㈭・11㈭・18㈭
匿名で検査可。検査結果は１～２週間後に本人に直接説明。
－
※梅毒抗体検査のみ有料（y610円）
９／26㈬
b16:00～18:00
10／10㈬
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
９／20㈭
g９:00～11:00 － し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 ②
10／４㈭・18㈭
歴、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
g13:30～15:00 － 離乳食の進め方やレシピ紹介。t生後４～12カ月頃の子どもと保護者
９／28㈮
10:00～11:00
９／25㈫
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。
10／12㈮
14:00～15:00
j母子健康手帳、筆記用具 ※ 10／1 ㈪・22 ㈪は妊娠初期〜中期の
10／１㈪・15㈪・22㈪ g13:30～15:00 － 人を対象に母子健康手帳交付窓口を併設。受け取る場合は妊娠届出 ③
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
10／24㈬
g13:30～15:30 要 精神科医による相談。予約は前日まで。
10／25㈭
④
g13:30～15:30 要 心の病 家族講座。テーマは「統合失調症の方のお話を聞こう」
10／２㈫

母子巡回健康相談

＜９月＞▷18日㈫＝堅粕公民館▷19日㈬＝那珂公民館＜10月＞▷17日㈬＝月隈公民館▷18日㈭＝吉塚会館▷19日
㈮＝東光会館、板付会館▷22日㈪＝美野島公民館 ＝共通＝b東光会館のみ９:30～10:00、その他はすべて13:30 ⑤
～14:00t乳幼児と保護者、妊産婦j母子健康手帳e不要

校区献血

＜９月＞▷21日㈮＝東光会館（b10:00～11:30、12:30～15:30）＜10月＞▷５日㈮＝美野島公民館（b10:00～
⑥
12:00、13:00～15:00）▷10日㈬＝博多小学校（b９:30～12:00、13:00～15:30） ＝共通＝e不要

★10月16日㈫は託児付き健診を実施

i博多区健康課 a419-1091 f441-0057t生後６カ月～未就学児n無料e電話で同課へ予約を。

