令和２（2020）年４月１日
那珂川沿いのパンジー

グリッピ

区ホームページ

区の人口 244,379 人（前月比 51 人増） （男 116,670 人

女 127,709 人）

世帯数 153,595 世帯（前月比 51 世帯増） （令和２年３月1日現在推計）

市は、自治協議会と市がパートナーとして、企業などさまざまな団体を巻き込

みながら、地域の未来を共に創り出す「共創」のまちづくりを推進しています。

今回は、企業と共に認知症高齢者の見守りに取り組む板付北校区を紹介します。

私たちは、課題を抱え

し合いを行っています。

こで、近くにある春吉タ

春吉タクシーの運転手

る地域と課題を解決する

認知症の人の居場所が

共創コネクターの
池田さんに聞きました

は、市や校区が開催する

ための専門性やアイデア

認知症への理解を
深めるために

分からなくなったときに 「認知症サポーター養成

を持つ団体をつなぎ、そ

クシーと連携に向けた話

講座」を受講し、認知症

の解決に向けた取り組み

板付北校区自治協議会
内田会長に聞きました

は、同社の無線を活用し

の人との接し方やその症

を支援しています。

■地域の課題

てその情報を共有し、タ

状について、疑似体験を

今回の事例は、地元の

場所

吉塚中公園
（吉塚二丁目７）

博多の歴史や伝統文化をテーマにした全８
回の講座です。
５回目以降は問い合わせを。
いずれも午後３時〜５時
dl下表の通り。
iはかた部ランド協議会事務局 a291-2466
f271-7160c各回先着100人y１回につき
1,000円、全８回で6,000円e電話かファクス
で同協議会へ
回
日程・場所
内容(講師)

1

４月25日㈯
博多小学校

①開講式
②博多松ばやし、国重要
無形民俗文化財指定・認
定(元民族芸能学会代表
理事 山路興造氏)

2

５月16日㈯
博多小学校

博多練酒と日本酒の歴史
(若竹屋酒造場社長 林
田浩暢氏)

3

６月27日㈯
崇福寺本堂

崇 福 寺 の 由 来、 歴 史(崇
福寺住職 岩月海洞氏)

４

７月11日㈯
博多小学校

TULIP
（ チューリップ）と
博多の町
（TULIPドラムス
上田雅利氏）

冷泉公園
（上川端町７）

14:30〜
花野公園
14:45 （博多駅南三丁目11）
13:30〜
金隈公民館
14:00 （金の隈一丁目15-１）
14:30〜
15:00

共創コネクターの池田祐介さん

博多っ子講座

14:30〜
千代公民館
15:00 （千代一丁目20-11）
13:30〜
14:00

板付北

※応募事項は 15 面の申し込
み方法参照

13:30～
なごや動物医院
14:30 （諸岡三丁目10-25）
13:30〜
14:00

65

板付北校区は、高齢化

上の人の割合、令和元年

クシー運転手に捜索をサ

交えながら学んでいます

29

率（人口に占める 歳以

９月末時点）が ％と区

ポートしてもらうという

内でも 番目に高い地域

手の特性が生きるすてき

13日㈬

道に詳しいタクシー運転

小田次長は「高齢者や

な取り組みです。協定締

５月 12日㈫

＝左写真。

どこシステム」と名付け、

ハンディキャップがある

結をきっかけに、まち全

１日㈮

内容です。これを「いま

月には博多区役所で同

さまざまなお客さまと接

体で見守るという雰囲気

18日㈯

です。

社の小田紘通次長と協定

する上で、相手の気持ち

４月

17日㈮

12

認知症の人が行方不明

るので、今まで地域住民

書を取り交わしました＝

が広がっていくとうれし

i東 部 動 物 愛 護 管
理センター (あにまる
ぽーと) a691-0131
f691 - 0132y登録
3,000円、注 射3,200
円
実施日
時間

になる事例も発生してい

が協力して行っていたパ

を理解することが大切だ

いですね。コネクターと

左写真。

と思い、２年前から受講

して、具体化に向けたサ

生後91日以上の犬には生涯１回の登録と
毎年度１回狂犬病予防注射が義務付けられて
います。集合注射の日程は右表の通りです。
詳細は市ホームページ(
「わんにゃんよか
ネット」で検索)を確認するか、お問い合わせ
ください。

トロール車による防犯活

タクシー会社と協力す

し始めました。タクシー

ポートを続けていきます。

犬の登録と狂犬病予防集合注射

動に加えて、さらに新し

ることで、より多くの住

運転手も高齢化していく

８月下旬〜10月末に行われる国勢調査に
従事する人を募集します(20歳以上などの要
件有り)。従事する内容は▷調査書類の作成▷
調査票の配布▷未回答世帯へ確認状の配布▷
調査書類の提出ーなど。報酬額は２調査区
(120世帯)を担当して約77,000円です。
担 当 調 査 地 域 は、可
能な限り要望にお応え
します。詳しくは、お問
い合わせください。
i区 総 務 課 a4191005 f452-6735e
平日午前９時〜午後５
時に同課で受け付け

い取り組みが必要だと感

民を見守ることができま

地域や企業、
NPOなどの皆さんから相談を
受け付けています。
気軽にご連絡ください。
i共創デスク ※市NPO・ボランティア交流
センター
「あすみん」
内
（中央区今泉一丁目1922 西鉄天神クラス４階）a070-7582-0497
（月〜土曜日午前10時〜午後６時）

国勢調査員を募集します

じていました。

なかで、社員もより身近

日々の業務に励んでいま

共創コネクターへご相談を

す。認知症の人たちも安

取り組みを充実させてい

す」と話しました。

心して暮らせるように、 な 問 題 に 感 じ な が ら、

「共創」という考え方に

きたいです。

■企業と共に

は興味がありました。そ

板付北校区自治協議会の内田利男会長

2

いつまでも安心して暮らせるまちへ

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

東那珂公園
（東那珂三丁目５）

