令和２（2020）年 ８月１日

博多区HP

博多の魅力HP

区政情報や
手続き案内

博多区

区の人口 245,508 人（前月比 263 人増） （男 117,200 人

女 128,308 人）

歴史や
観光情報

博多の魅力

世帯数 155,318 世帯（前月比 233 世帯増） （令和２年７月１日現在推計）

福岡市環境行動賞

【問い合わせ先】市環境政策課 a733-5381 f733-5592

東住吉 東林寺、東住吉公園小学校側入口
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「環境行動賞」は、環境美化活動やごみ減量・リサイクルなどに取り組み、環

千代 千代公民館

美野島 百年橋下流側那珂川沿い（美野島二）

境保全に貢献した個人・団体・学校・事業者に贈られます。第 回となる今回の

最優秀賞

イオン九州

店舗近隣に住む子どもを

春住 博多駅南公園東側入口、花野公園前

■奨励賞
【表彰状】大石 文弘さん【感謝状】梶原 弘之さん、岩田産業、
大和ハウス工業福岡支社、パナソニック福岡事業場、BeFriend事
業所
（元気堂空港店）
、東比恵２丁目自治会、ベストワークス、ミカ
ドコーポレーション、
美野島３丁目４区自治会・子ども会

住吉 住吉公園老人いこいの家前

受賞者のうち、博多区の皆さんを紹介します。

大 賞
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JR 博多シティ

日に 万人が訪れる大

型施設＝上写真＝として、 対象に、環境学習を実施し

19

ています。また、天候や気

温等を反映した発注システ

各テナントで 種類ものご

み分別を徹底し、ごみ減量

ムを活用して、食品ロスを

大幅に削減しています。

やリサイクルに取り組んで

います。

優秀賞

冷泉 那珂川沿い（中洲四）、冷泉公園内

また、大型の生ごみ処理

奈良屋 博多中学校南側老人いこいの家前

機＝下写真＝を導入し、飼

築港本町交差点ラファセアリービオ博
多前
（石城町）

ハカタ・リバイバル・
プラン

大浜

地域住民や学生、事業者

御供所 出来町公園内

のＣＳＲ
（社会貢献）
活動と

所

連携して、大博通りの歴史

場

モニュメントや周辺の清掃

校区等

に取り組んでいます。

■燃えるごみなど
平常通り収集します。
ゴミ 置場
■お盆の供え物
８月15日㈯午後10時か
ら順次収集します＝下表。
持ち出し時間は地域で異なるので、お問い
合わせください。

料化による１００％リサイ

クルを達成しました。

お盆の期間のごみ収集

1

博多区では 組が受賞

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
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市環境シンボル
キャラクター
「エコッパ」

堅粕 比恵公園内
東光 堅粕公園前、東光公園前、東比恵住宅内
吉塚
東吉塚

吉塚地蔵堂前

那珂八幡宮前、竹下地禄神社境内、平和
那珂 町榊田町公民館前、東那珂会館前、榊田
チビッ子広場入口、那珂町民館南側歩道
弥生 板付中央公園内入口付近
板付北 板付団地25棟南側、通津寺
（つうしんじ）
板付 井相田毘沙門天前、諸岡橋横
新和公園前、西春町二丁目旧不燃物置
場、中尾公園前、春町公園前、池田宅（旧
那珂南
池田畳店）向かい歩道（昭南町三）
、市営
西春町住宅前
三筑 麦野霊園前、池の上公園前、中尾公園前
下臼井町会館前、上臼井・青木各公民館
席田 前、今田前公園前、大井集会所前、池石
会館横
月隈

下月隈八幡宮前、東那珂二丁目２区公民
館前

下月隈団地集会所前、月隈団地元町・中
町各集会所前、浦田町公民館前、浦田二
東月隈
丁目公民館前、東月隈五丁目会館前、芳
井町会館前、月隈東団地集会所前

i区自転車対策・生活環境課 a419-1068
f441-5603

秋のステージはかた
中止のお知らせ
11月に開催を予定していた博多区民の文
化祭「秋のステージはかた」は、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため中止します。
iまつりはかた実行委員会事務局（区企画
振興課）a419-1043 f434-0053

※応募事項は 15 面の申し込み方法参照
※新型コロナウイルス感染対策を徹底した上で実施しま
す。なお、イベントが中止・延期になる場合もあります。

運動からはじめる認知症予防教室
認知症予防に効果的な運動
実技を中心に、食事の取り方
などの生活習慣についても学
びます。
25日、
10月９日の金曜日午後
d９月11日、
２時〜３時
（全３回）l博多体育館
（山王1丁
目）
i区 地 域 保 健 福 祉 課 a419-1100f
441-0057t区内在住の運動が可能な65歳
以上で、現在介護サービスを利用していない
人
（健康状態により参加できない場合があり
ます）
c先着12人e電話かファクスに応募事
項を書いて８月３日㈪以降に同課へ

シルバードライビングスクール
運転実技チェックや、安全運転サポート車
（サポカー）の乗車体験などを行います。※免
許更新時の高齢者講習ではありません。雨天
時は内容を変更することがあります。
（火・祝）
午後２時〜４時半lアイ
d９月22日
ルモータースクール博多の森
（糟屋郡志免町
王 子 一 丁 目28-16）
i区 総 務 課 a4191044 f452 6735t区内在住の60歳以上
の運転免許証所持者c先着40人y無料e電
話か、はがき
（〒812-8512住所不要）または
ファクスに応募事項と生年月日、
車種
（マニュ
アルかオートマチック）
を書いて９月８日
（必
着）
までに同課へ

高齢者乗車券・福祉乗車券の
交付が 郵送 に変わります

令和２年度の交付は、全て郵送で行いま
す。区役所・区保健福祉センター窓口では
手続きができませんので、ご注意ください。
■高齢者乗車券
交付対象者や手続きの方法などについて
は、
本紙７面でご確認ください。
i市高齢者乗車券郵送受付センター
a0120-502-633 f0120-880-219
■福祉乗車券
詳しくは問い合わせ先へご確認ください。
i市福祉乗車券等郵送受付センター
a0120-368-300 f0120-368-350

テイクアウト利用時の
食中毒 に注意
夏場は細菌性食中毒が発生しやすい時期
です。弁当などをテイクアウトで購入する
ときは、次のポイントに気を付けましょう。
①すぐ持ち帰る
弁当を持ったまま買い物をするなど、常
温で長時間持ち歩くことは避けましょう。
②高温多湿な所に放置しない
車の中や直射日光が当たる場所などで保
管することは避けましょう。
③早めに食べる
食べる前には手を洗い、できるだけすぐ
に食べましょう。
i区衛生課 a419-1126 f434-0007

