2018年（平成30年）10月15日
グリッピ

区ホームページ
昨年のライトアップウォーク
（正定寺）

区の人口 239,808 人（前月比 119 人増） （男 114,388 人

女 125,420 人）

世帯数 149,451 世帯（前月比 84 世帯増） （平成30年9月1日現在推計）
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今回新たにライトアップされる一行寺

秋のステージはかた

博多駅近くの明治公園にある地下鉄七隈線
延伸工事用に設置された防音壁を活用して、
一夜限りの映画館を開設します。ポップコー
ンやサンドイッチ、から揚げ、ソフトドリン
クなどを販売するグルメブースもあります。
芝生の公園で夜空の下、映画をお楽しみくだ
さい。
d10月27日㈯午後５時開場 午後６時～７
時半上映「怪盗グルーのミニオン大脱走」
午後７時45分～10時上映「スパイダーマン：
ホームカミング」 ※雨天時は11月４日㈰に
延期l明治公園
（博多駅前三丁目24）
i博多
まちづくり推進協議会 a474-7243 f4742406c各先着
300人y無料e
不要
（ 上映１時
間前から受け付
け）※延期の場
合は、同協議会
ホームページ
(http://hakatamachi.jp)でお知
らせします。
▽

▽

▽

▽

▽

ホームページで公開して

◇

日常とは違う幻想的な

▽

平日限定「福岡大仏」
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博多旧市街ライトアップウォーク２０１８
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（題字 東長寺 藤田紫雲住職）
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最大級の木造坐像「福岡

トフォンやパソコンで会

ジ

を持つ神社や寺院などを

大仏」を特別に夜間公開

場の混み具合を確認でき

ア

東長寺では、 月 日

今年のライトアップ

します。美しい光で大仏

ます。

ト

くり出します。

は、伝来から７７７周年

の持つ荘厳な雰囲気をよ

イ

みませんか。
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色鮮やかな光で彩る「博

４日㈰午後５時半〜９時

を迎える「博多織」がコ

り一層引き立たせます。
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に開催されます。さらに

ンセプトです。江戸時代
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空間を楽しむことができ
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せ ん ね んこ う

今回から、より多くの人

に幕府へ献上された「博

FUKUOKA

る５日間です。博多のま

ウォーク２０１８千年煌

にイベントを楽しんでも

多織五色献上」をモチー

照明デザイナーの育成

ちで秋の夜長を満喫して

「ライトアジア」
とのタイ

【問い合わせ先】

博多星空映画館
in 明治公園

や

らえるよう、一行寺、
「博

フに、美しい色合いや繊

を目 的とするNPO法 人

アップイベントです。海

インフォメーションセ

10

夜」が 月 日㈬～ 月

多町家」ふるさと館、博

細な柄などを光で演出し

外の照明デザイナーと地

ンター（平日午前 時～

午後５時 ※会期中は午

元の大学生が共同で博多

織発祥の地である承天寺

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 f4765188 課税内容について＝区課税課 a4191027 f476-5188

後９時まで）

10 月 31 日㈬は
市県民税第３期の納期限です

をライトアップします。

■10月15日㈪～21日㈰は行政相談週間
総務大臣から委嘱された行政相談委員が、
行政サービスに対する要望や相談を受け付け
ます。d毎月第３月曜日(祝休日を除く)午後
１時～４時l区市民相談室
■10月17日㈬は特設相談所を開設
10月17日㈬午後１時～４時に、老人福祉
センター長生園
（千代一
丁目１ 42)で相談所を開
設します。気軽にご利用
ください。
(共通）y無料e不要i
総務省九州管区行政評価
局 a431-7082 f4318317

a ２８３・５０４１

hakata-light.jp/

エクスプレスパ
ス、 チ ケット
はこちらから

ご利用ください 行政相談

f ４３４・００５３

d10月31日㈬～ 11月４日㈰午後５時半～９時
l 有料会場＝櫛田神社(本殿・注連懸稲荷神
社)、承天寺、東長寺、妙楽寺、円覚寺、本岳寺、
善導寺、妙典寺、海元寺、龍宮寺 無料会場
＝櫛田神社清道、正定寺、一行寺、博多千年門、
葛城地蔵尊、
「博多町家」ふるさと館、はかた
伝統工芸館
y前売券1,000円、当日券
e
1,500円、エクスプレスパ
h
ス
（入場列を待たずに入場
可、数量限定）
3,000円
※eチケットで購入すると前売り券・当日
券が50円引き。
市観光案内所(博多駅・天神)、市役所１階ユ
ニバーサルカフェなどで紙チケット、セブンチ
ケット、ローソンチケットで引換券を販売中。

おすすめ情報

各 会 場の混 雑 予 測 を

博多旧市街ライトアップウォーク 2018

◇

多伝統工芸館の３つの会

ます。

平成４年に完成した、高さ10.8メートル、重さ30トンの福岡大仏

ラ

場を追加し、区内 カ所

16

10

今年で６回目を迎える博多区民の文化祭。
公民館サークルのステージ発表のほか、福岡
スクールオブミュージック＆ダンス専門学校
によるゴスペルや博多消防団による伝統技術
や
演技(木遣り・まとい振り）などが披露されま
す。また、欧州パンとコーヒーの店「ぺるる」
による販売もあります。
d10月28日㈰午前10時～午後４時l博多市
民センター (山王一丁目13-10)iまつりは
かた実行委員会
事務局
（区企画
振興課）a4191043 f434 0053y無料e
不要 ※公共交
通機関をご利用
ください。
昨年のステージ発表（バンド演奏）

博多市民プールを休館します
ボイラー性能検査のため11月５日㈪～８
日㈭は休館します。通常の休館日は毎週水曜
日、毎月第２木曜日です。i博多市民プール
(東那珂一丁目９-15) a473-8855 f4738856
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※応募事項は 14 面の申し込
み方法参照

来て！見て！体験！消防たい（隊）
はしご車試乗やレスキュー体験など、子ど
もも楽しめる消防署見学会です。
d11月４日㈰午前10時～正午(荒天時中止)
li博多消防署(博多駅前四丁目19－７) ※
駐車場はありません。公共交通機関をご利用
ください。a475-0119 f475-0219y無料
e不要 ※はしご車試乗は４歳～小学生が対
象（未就学児は保護者の同
乗が必要）。午前９時半か
ら 整 理 券 を 配 布 し、 午 前
10時～10時40分、11時
15分～11時55分に実施
（各
回先着15組）。
ファイ太くん

ほやほやママの子育て教室
育児に関する講話や相談、参加者同士の交
流会を行います。
d11月９日㈮午後１時半～３時半l博多区保
健福祉センター i博多区地域保健福祉課 a
419-1100 f441-0057t区内に住む平成
30年８月・９月生まれの第１
子 と 保 護 者c先 着25組e電 話
かファクスで10月15日㈪午前
９時半以降に同課へj母子健康
手帳、タオル等子どもの身の回
りで必要な物。

保健
だより

運動から始める認知症予防教室
認知症予防に効果のある運動を中心に、そ
の知識や食事などについて学び、教室終了後
も継続して運動することを目指します。
d11月15日、22日、29日、12月６日、13
日の木曜日午後１時半～３時半
（全５回）
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
（体の状態により参
加できない場合もあり)。c先着20人e電話
かファクスで10月15日㈪午前９時半以降に
同課へ。

子どもおもしろ劇場
親子コンサート 2018
「福岡響(ひびき)ウインドオーケストラ」
が、
「アルルの女」
「塔の上のラプンツェル」など
の名曲を演奏します。指揮者体験コーナーも
あり、親子で楽しめるコンサートです。小さ
いお子さんもぜひご一緒に芸術の秋を楽しん
でみませんか。
d11月17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
f472-5952c先 着500人y無 料e往 復 は
が き(〒812-0015山 王 一 丁 目13-10)に 代
表者の応募事項と参加者全員の氏名(10人ま
で同時申し込み可)を書いて10月15日㈪か
ら11月５日(必着)までに同センターへ。

アタマジラミにご注意を
アタマジラミは暑さが和らいだ秋にも
発生します。子どもに寄生することが多
く、頭部の接触やくし、ヘアブラシ、タ
オルなどの共用が原因
となります。不潔にし
ているから発生すると
いうことではありませ
ん。
アタマジラミは人の頭に寄生し、皮膚
から血を吸って強いかゆみを引き起こし、
髪の毛に乳白色の卵を産み付けます。フ
ケやほこりと違って指で挟んで引っ張っ
てもなかなか取れない、白っぽいものが
付いていたらその卵かもしれません。
◆予防のために
・寝室を中心にしっかり掃除機をかける。
・こまめにシーツや枕カバーを洗濯する。
・頭や髪に触れるものを
他人と共用しない。
もし、アタマジラミ
が発生したら、薬局な
どで販売している専用
のシャンプーや目の細
かい専用のくしで髪を
すき、根気強く退治しましょう。
i博多区衛生課 a419-1125 f4340007

【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。
11／６㈫・14㈬・27㈫ b８:30～10:30 要 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）
12／３㈪・★12㈬
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
①
子宮頸（けい）がん
11／６㈫・14㈬・27㈫ 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
12／３㈪・★12㈬
乳がん
【肺がん】t40～64歳 y500円 ※
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
※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
２年度に１回受診可
（かくたん）
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
11／６㈫・14㈬・27㈫
骨粗しょう症検査
b８:30～10:30 要
12／３㈪・★12㈬
y500円
中または経過観察中の人を除く）
b16:00～18:00
10／24㈬・11／14㈬
エイズとクラミジア
匿名で検査可。検査結果は１～２週間後に本人に直接説明。
抗体検査
－
10／25㈭
※梅毒抗体検査のみ有料（y610円）
b９:00～11:00
（木曜日のみ梅毒抗体検査可） 11／１㈭・８㈭・15㈭
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
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
11／１㈭・15㈭
②
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
離乳食教室
10／26㈮・11／16㈮
10:00～11:00
10／22㈪
栄養相談
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。
11／９㈮
14:00～15:00
t妊婦とその家族 j母子健康手帳、筆記用具 ※10／22㈪・11／５
10／22㈪
g13:30～15:00 － ㈪・11／19㈪は母子健康手帳交付窓口を併設。受け取る場合は妊娠 ③
マタニティースクール
11／５㈪・12㈪・19㈪
届出書、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
10／24㈬
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
10／25㈭・11／22㈭
④
g13:30～15:30 要 心の病を抱える人の家族交流会
精神保健福祉家族講座
11／６㈫
内

容

実施日

▽

▽

▽

★12月12日㈬は託児付き健診を実施

▽

d10月 19日㈮＝吉塚会館b ９:30～12:30、13:30～15:30・千代公民館b ９:30～11:30 25日㈭＝那珂南会館
⑥
b10:00～13:00、14:00～16:00【共通】e不要

▽

校区献血

▽

d10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 23日
b13:30～14:00（東光会館のみ９:30～10:00）t乳幼児と保護者、妊産婦j母子健康手帳e ⑤
㈫＝那珂南会館【共通】
不要
▽

母子巡回健康相談

i博多区健康課 a419-1091 f441-0057tBCG接種済みの生後６カ月～未就学児
n無料 ※健診料は有料e集団健診予約センターへ健診予約した後に電話で同課へ予約を

