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■博多南図書館
絵本の読み聞かせや紙芝居、パネルシア
ター、手遊びなどがあります。
d12月８日㈯午後２時〜３時lさざんぴあ
博多２階多目的ホール(南本町二丁目)i博多
南図書館 a502-8580 f502-8579t幼児・
小学生とその保護者c先着100人y無料e不
要
■博多図書館
クリスマスや冬にちなんだ絵本の読み聞か
せ、紙芝居、パネルシアターなどで楽しいひ
とときを過ごしませんか。
d12月22日㈯午後２時半〜３時半l博多市
民センター５階音
楽室(山王一丁目)i
博多図書館 a4725996 f472-5999
t幼児・小学生とそ
の 保 護 者c先 着40
昨年の読み聞かせ（博多図書館）
人y無料e不要
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食生活改善推進員から栄養バランスのとれ
た食事について学びながら、
親子で調理します。
d12月26日㈬午前10時〜午後１時l区保健
福祉センター i区健康課 a419-1091 f
441-0057t区内に住む小学生とその保護
者c先着40人y１ 人500円e電 話 か フ ァ ク
スで12月３日㈪午前９時以降に同課へ。
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りを明るくしたりして、
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か、ボタンを押して定期
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8,000 円

ふっけい君

12,000 円
９〜 12 月

放火されにくい環境を作

所得段階
申請月

１〜５段階

６・７段階

ガレージが散らかって

おやこの食育教室

冬は、空気が乾燥して

注）警報音はメーカーや製品により異なります。

10

※応募事項は 15 面の申し
込み方法参照
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9月から高齢者乗車券の交付申請を受け付
けています。来年１月以降の申請は交付額が
少なくなります。12月中の申請をお勧めし
ます。
i区福祉・介護保険課 a419-1078 f4411455t満70歳以上(70歳になる誕生日の前
日から申請可)で、介護保険料の所得段階が
「１〜７」の人j①本人の印鑑(朱肉を使うも
の)②健康保険証や介護保険証など本人確認
ができるもの③交通用福祉ICカード＝写真
(すでに交付を受けている人のみ) ※代理申請
の場合は上記に加え、代
理人の本人確認ができる
もの(運転免許証など)も
必要。
【申請月と交付額】

りましょう。

高齢者乗車券の申請はお済みですか

世帯数 150,121 世帯（前月比 597 世帯増） （平成30年11月1日現在推計）
女 125,848 人）

区の人口 240,657 人（前月比 752 人増） （男 114,809 人
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