2018年（平成30年）８月15日
明治公園

区ホームページ

区の人口 239,452 人（前月比 165 人増） （男 114,232 人

女 125,220 人）

世帯数 149,252 世帯（前月比 186 世帯増） （平成30年７月１日現在推計）

昨年度の市政に関する

で「災害時モード」
に切り

災害が起きたときは自動

的に活用して欲しいで

動の情報交換などで積極

ドして、日頃から地域活

害時に備えてダウンロー

課の濱口哲志さん。
「災

と話す市防災・危機管理

すればいいのか、あらか

災害時にどのように行動

小限に食い止めるために、

分かりません。被害を最

はいつ、どこで起こるか

地震や水害などの災害

福

岡

都

市

高

速

道

路

環
状

線

JR笹原駅

至南福岡

８月31日㈮は市県民税第 2 期の納期限です

板付第2保育園
●

災害時には使えません」 ました。

意識調査では、 ・７％

替わります。近くの避難

できることから始める防災

の市民が「避難生活に不

じめ考えておきましょう。

【問い合わせ先】

す」と呼び掛けます。

同館の谷川久子館長は

所や避難経路が地図上に

表示され、避難者同士で

安を感じる」と回答して

います。

市防災・危機管理課

■さざんぴあ博多で出張交付します
d10月３日㈬～５日㈮午前９時半～午後４
時 ※福祉乗車券の交付も行います。i区福
祉・介護保険課 a419-1078 f441-1455

被災状況や物資支援など 「災害時は電話がつなが
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73年前の６月19日、福岡大空襲で特に
大きな被害を受けた奈良屋周辺では、犠牲
になられた多くの人への追悼が毎年行われ
ています。
この日、奈良屋公民館で地元の市民合唱
団が空襲をテーマにした曲「焦土に涙す」
を披露する伝統文化講座が開催されました
＝写真。この講座は、体験者の空襲の記憶
を歌とともに後世に語り継いでいこうと新
たに企画されたものです。心を込めた合唱
団の歌声に107人の参加者が涙を拭う姿も
ありました。

り

３日㈪・４日㈫・５
日㈬

筑紫通りの麦野跨線橋
（こせんきょう）
解体
工事に伴い、９月14日に雑餉隈自転車保管
所を閉所します。15日以降は、JR笹原駅東
自転車駐車場３階＝下図＝に管内
（雑餉隈、
南福岡、笹原、西月隈を除く外環状道路以南
および諸岡五・六丁目）で撤去した自転車を
保管します。i区自転車対策・生活環境課 a
419-1071 f441-5603

奈良屋公民館で福岡大空襲を
歌い継ぐ講座が開催されました
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９月の指定日

川端通商店街
（上川端町）
の営業時間を延長
し、臨時出店やマルシェ、ステージイベント
などがある川端夜祭
（かわばたよまつり）
が開
催されます。夜の商店
街をお楽しみください。
d８月25日㈯午後６時
～10時i上川端商店街
振興組合 a281-6223
前回の川端夜祭
f281-6218

難所以外での避難状況も

■校区ごとの指定日があります
窓口の混雑緩和のため、校区ごとに指定日
＝下表＝を設けていますのでご協力ください。
10月以降は校区にかかわらず随時交付し
ます。また、９月～10月中旬は待ち時間が
長くなる場合がありますので、10月下旬～
12月の手続きをお勧めします。

川端夜祭を開催

生活を余儀なくされてい
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情報が共有できると心強
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博多区保健福祉センター

防災アプリが誕生

iPhone

いですね」と話してくれ

Android
地下鉄

西鉄バス
「駅前１丁目」

区役所駐車場

６月に美野島公民館

で、市が開始した無料防

災アプリ
「ツナガル＋
（プ

ラス ）
」の 講 座 ＝ 写 真 ＝

が行われました。

防災アプリ「ツナガル＋（プラス）」
ダウンロードはこちらから
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Ａ、サークル活動などの

【提携駐車場】
博多祇園駐車場

連絡や情報交換に利用で

９月３日㈪から平成30年度高齢者乗車券
を交付します。交
付 対 象 者 や 種 類、
手続きに必要なも
のなど詳しい内容
は、本紙６面でご
地下鉄やバスなどで利用で
確認ください。
きる交通用福祉ＩＣカード
■交付場所：博多区保健福祉センター３階
公共交通機関をご利用ください
（保健福祉
センター横駐車場は廃止されています）
。
■時間：午前９時～午後５時
（平日）
i市高齢者乗車券専用コールセンター
a0120 502 633 f0120 880 219

きるこのアプリは、いざ

高齢者乗車券を交付します

30

防 災 ア プ リを利用しよう
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三筑中学校

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 a419-1027 f476-5188
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※応募事項は 14 面の申し込
み方法参照

区役所をあなたの作品で
飾りませんか
アートフラワーなどの花に関する作品を募
集します。応募された作品は約１カ月間博多
区役所庁舎内に展示し、市ホームページ
（
「福
岡市 一人一花」で検索）にも掲載します。
詳しくは博多区ホームページもしくは公民館
等で配布するチラシをご覧
ください。
i博多区企画振興課 a4191043 f434 - 0053e募集
チラシに必要事項を記入し
同課へ。

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。
d９月12日、26日、10月10日、24日、11月
14日、28日の第２・４水曜日（全６回）午前
10時～正午l月隈公民館（月隈三丁目）
i博
多区地域保健福祉課 a419-1100 f4410057t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20人e電話かファクスで８月15日㈬以
降に同課へ。

保健
だより

こころの健康づくり教室
精神科医師や臨床心理士から、うつ病につ
いて学びます。d下表の通り。いずれも午後
２時～４時l博多区保健福祉センター i博多
区健康課 a419-1092 f441-0057t市内
在住または勤務する人c先着50人y無料e
電話かファクスで８月31日㈮までに同課へ。
日程

内容

講師

9/12㈬ こころの健康を保つために 精神科医師
9/20㈭

うつ病にならないための
認知行動療法

臨床心理士

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。d９月26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 a419-1100 f441-0057
t区内に住む平成30年６月・７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８月16日㈭午前９時半以降に同課へj
母子健康手帳、バスタオル等子どもの身の回
りで必要な物。

さざんぴあ博多で健康チェック
市内に住む人を対象に健
（検）診を行いま
す。d10月９日㈫午前９時半～11時半lさ

ざんぴあ博多
（南本町二丁目）
itye保健だ
より参照

ミュージカル出演者募集
市民参加型ミュージカル「ハッピーバース
デー」の出演者を募集します。練習期間など
詳しくは問い合わせ先へ。d10月８日（月・祝）
li博多市民センター a472-5991 f4725952e同センターで配布する申込用紙に必
要事項を書いて直接窓口へ。

博多市民プール
東那珂一丁目９-15 a473-8855 f473-8856
①第２期ウォーターキッズ教室
遊びを通して、泳ぎ方を学びます。d㋐10
月１日～12月17日の月曜日㋑10月５日～12
月14日の金曜日、いずれも午後４時～５時（計
10回）
t４～６歳の未就学児c各10人y5,000
円（保険料込み）
②第２期子ども水泳教室
クロールなどの泳ぎ方を学びます。d９月
29日～12月15日の土曜日㋐午前９時20分
㋑10時半㋒11時40分から各１時間
（計10回）
t小学生c各25人y8,000円（保険料込み）
（①②共通）
e往復はがきまたは館内配布申込
用紙（返信用はがきが必要）に応募事項と希望
日時（①は第２希望、②は第３希望まで）を書
いて８月31日（必着）までに同プールへ。

【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）。
※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。
t40～74 歳の市国民健康保険に加入している人 y500 円 ※平成
９／ 12㈬・26㈬
よかドック
（特定健診）
b８:30～10:30 要
10 ／２㈫・★16㈫
30年度中に40歳または50歳になる人は無料 j健康保険証
t40歳以上 y600円
【胃がん】
t35歳・40歳 y1,000円
【胃がんリスク検査
（ピロリ菌検査など）
】
がん検診
t40歳以上 y500円
【大腸がん】
胃がん 大腸がん
【子宮頸がん】t20歳以上 y400円
子宮頸
（けい）
がん
９／ 12㈬・26㈬
乳がん
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
10 ／２㈫・★16㈫
【肺がん】t40～64歳 y500円 ※
肺がん 結核・肺がん
①
【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
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
９／ 12㈬・26㈬
骨粗しょう症検査
b８:30～10:30 要
10 ／２㈫・★16㈫
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
l春住公民館
b９:00～11:00
９／２㈰
【健
（検）
診名】よかドック、胃がん、胃がんリスク検査（ピロリ菌検査な
要
ど）
、大腸がん、子宮頸がん、乳がん、肺がん、結核・肺がん
lさざんぴあ博多
b９:30～11:30
10 ／９㈫
内

容

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
母子巡回健康相談
校区献血

実施日

８／ 23㈭・30㈭
９／６㈭・13㈭・20㈭
８／ 22㈬・９／ 12㈬

b９:00～11:00
b16:00～18:00

－

匿名で検査可。検査結果は１～２週間後に本人に直接説明。
※梅毒抗体検査のみ有料（y610円）

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
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
８／ 24㈮
10:00～11:00
８／ 27㈪
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。
９／ 14㈮
14:00～15:00
８／27 ㈪、９／３㈪、10 ㈪のみ母子手帳交付窓口を併設 j母子健康
８／ 20㈪・27㈪
g13:30～15:00 － 手帳、筆記用具 ※母子健康手帳を受け取る場合は妊娠届出書、個人 ③
９／３㈪・10㈪
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
８／ 22㈬
g13:30～15:30 要 精神科医による相談。予約は前日まで。
９／ 19㈬
④
g13:30～15:30 要 心の病家族講座。テーマは「家族の対応について」
９／６㈭
＜９月＞▷５日㈬＝大浜公民館▷13日㈭＝東吉塚会館▷14日㈮＝弥生公民館▷18日㈫＝堅粕公民館▷19日㈬＝那
⑤
珂公民館 ＝共通＝b13:30～14:00t乳幼児と保護者、妊産婦j母子健康手帳e不要
＜８月＞▷24日㈮＝献血ルーム・おっしょい博多（博多駅中央街２-１博多バスターミナル８階）
（b10:00～13:00、
14:00～17:00）
＜９月＞▷14日㈮＝東月隈公民館（b９:30～12:30、13:30～15:00）▷21日㈮＝東光会館（b10:00 ⑥
e不要
～11:30、12:30～15:30）

９／６㈭・20㈭

★印は託児付き健診を実施

g９:00～11:00

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

