令和２（2020）年 11月15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 245,437 人（前月比 8 人増） （男 117,176 人

女 128,261 人）

歴史や
観光情報

博多の魅力

世帯数 155,317 世帯（前月比 25 世帯増） （令和２年９月１日現在推計）
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地域のにぎわいの場「商店街」

区内には カ所もの商店街があり、地域の活力を生み出すためにさまざまな

取り組みを行っています。その中から、
上川端町の二つの商店街を紹介します。

防を博多弁で呼び掛ける

ようと、感染症対策をし

垂れ幕も設置し、商店街

ならではの取り組みで訪

コロナに負けない
取り組み

二つの商店街はプレミ

な が ら 頑 張っていま す。

川端中央商店街
上川端商店街

地下鉄中洲川端駅と

れる人を元気づけていま

12

月にはクリスマスセー

ル も 予 定 しているので、

アム付商品券の販売な

へ

キャナルシティを結ぶ通

や ひろ り

20

す」と笑顔で話しました。

15

ど、協力してさまざまな

11

りは、川端中央商店街と

ぜひ買い物を楽しんでく

活動をしています。

月 〜 日
せいもん払い

ださい」と呼び掛けます。

上川端商店街がつながっ

明治 年にアイデアマ

i ▽川端中央商店街振

検索

川端中央商店街振興組

合の竹ヶ原政徳理事長は

ンの博多商人・八尋利兵

興組合 a ２８１・０２２

商店街

12

たアーケード街です。

１３０年続く同商店街

「店の前の道路にテラス席

衛の発案によって始まっ

２▽上川端商店街振興

あ・きてん福岡

15

たけがはらまさのり

には、老舗と新しい店舗

を設置するなど、多くの

たこの大売出しは、毎年

「あ・きてん福岡」のホーム
ページでは、
市内の商店街とそ
の周辺の空き店舗を紹介してい
ます。
新規創業や出店の際はご
i市地域産業支
利用ください。
援課 a441-3303 f441-3211

11

え

が１００軒以上立ち並

人に来てもらえるよう工

組合 a ２８１・６２２３

び、地域の人や観光客か

月 日から６日間実施

夫しています。感染症予
されます。期間中に商店

千代公民館
14:15〜14:30
（千代一丁目20-11）

街で買い物をすると、そ

吉塚中公園
（吉塚二丁目７）

の場で豪華景品が当たる

13:30〜13:45

くじ（先着順）を引くこ

場所

とができます。

18日㈬

時間

し ま だ たかゆき

実施日

上川端商店街振興組合

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、下表の通りです。
詳しくは、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。
（あにまるぽー
i東部動物愛護管理センター
と）
a691-0131 f691-0132y登録3,000
円、注射3,200円

テラス席で飲食を楽しむ利用客

の嶋田高幸理事長は「商

犬の登録と狂犬病予防集合注射

全長400メートルのアーケード街

店街から地域を盛り上げ

自転車を歩道な
どに放置すると通
行の妨げになるだ
けでなく、歩道上で
の事故にもつなが
り危険です＝写真。
博多駅周辺にある下記の駐輪場は、３時間
無料です。ルールやマナーを守って自転車を
安全に利用しましょう。
・筑紫口駐輪場 a f431-9007
・明治公園駐輪場 a f474-2594
・博多口地下駐輪場 a f483-8490
そのほか、区内の駐輪場は区ホームページ
（
「博多区 駐輪場」
で検索）
で確認できます。
i区自転車対策・生活環境課 a419-1071
f441-5603

ら親しまれています。

自転車はルールを守り駐輪場へ

期間中はせいもん払いの三角旗
が飾られ、いつもと違う雰囲気

「博多の魅力」インスタグラム

博多警察署からのお知らせ

福岡県警マスコット
キャラクター
「ふっけい君」

■11月25日〜12月１日は犯罪被害者週間
犯罪被害に遭った人や家族は、
生命・身体・
冷泉公園
13:30〜13:50
（上川端町７）
財産などの直接的な被害だけでなく、周囲の
11月 19日㈭
心ない言動による二次被害など、さまざまな
花野公園
14:20〜14:35
問題に直面することが
（博多駅南三丁目11）
あります。犯罪被害に
金隈公民館
13:30〜14:00
遭った人たちが穏やか
（金の隈一丁目15-１）
に生活できるよう、地
20日㈮
東那珂公園
域社会全体で支えてい
14:30〜15:00
（東那珂三丁目５）
きましょう。
i博多警察署
空港周辺住宅の空調機器の
a412-0110
取り換え費用を助成します
■犯罪被害相談
「心のリリーフ・ライン」
犯罪被害に遭った人たちの心のケアを行う
■今年度の申し込みは12月４日㈮まで
福岡空港周辺の航空機騒音指定区域内で、 相談窓口が開設されています。女性の臨床心
理士が相談者のペースに合わせてゆっくり対
住宅の防音工事により設置した空調機器
（10
応し、犯罪被害に遭った人の心のケアやサ
年以上経過し故障しているもの）
の取り換え工
ポートを行います。
事に、
一定額を助成します。
申込書は、
市空港対
本人だけでなく、家族や友人など周囲の人
策課
（市役所北別館１階）
、
区市民相談室
（区役
も相談できます。
匿名で相談でき、
秘密は守ら
所２階）
、
各共同利用会館で配布しています。
れます。
一人で悩まずにご相談ください。
i空港周辺整備機構 a472-4594 f472【専用電話】a632-7830
4597e郵 送
（ 〒812-0013博 多 駅 東 二 丁 目
17- ５アークビル９階）
【受付時間】平日午前９時〜午後５時45分
または持参で12月４日
（祝日・年末年始を除く）
（必着）
までに同機構へ。

博多の魅力をより多くの人に届けるため、
新たに公式インスタグラム「博多の魅力」を開
設しました。博多の街並みや文化など、さまざ
まな情報を発信していきます。
ぜひ公式アカウント
「博多の魅力
（＠hakata_
miryoku）」をフォローしてください。
「博多の魅力発信会議」事務局（区企画振
i
興課内）
a419-1012 f434-0053

左上から時計回りに博多千年門
（はかたせんねんのもん）
、
ベイサイドプレイス博多、
「博多町家」ふるさと館、はか
た伝統工芸館の珈琲喫茶「珈也（かや）
」
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博多体育館
※応募事項は 14 面の申し込み方法参照

※新型コロナウイルス感染防止のため、教室等
の中止や内容の変更を行う場合があります。

子育てホッとひろば はかたん
子どもの発達が気になる保護者が、一息つ
ける空間です。専門スタッフと一緒に親子遊
びや交流会を行います。
d12月４日㈮午前10時〜11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 f441-0057t区内に在住ま
たは勤務する保護者と未就学児。保護者だけ
の参加も可c先着15組e電話か、ファクスに
参加者全員の応
募事項を書いて
11月16日 ㈪ 午
前９時半以降に
同課へ。

おもちゃで遊べます

スマホでの
申し込みは
こちらから

タレントのスマイリーキクチ氏＝写真＝が
インターネット上で誹謗中傷を受けた自身の
経験を基に、命の大切さや人生の大切さにつ
いて講演します。
（開場は１
d12月８日㈫午後２時半〜４時
時半）
l博多市民セン
ター（山王一丁目1310）
i博多区生涯学習
推 進 課 a419-1025
f419 - 1029c先 着
200人eフ ァ ク ス、は
がき、
メール
（gakushu.
HA W O@cit y.
fukuoka.lg.jp）
に住所、
氏名、電話番号を書い
て11月16日㈪以降に
同課へ。

ヨガやダンスなど、各種スポーツ教室の参
加者を募集しています。
日程などはホームペー
ジ
（
「博多体育館」で検索）で確認するか、同体
育館へお問い合わせください。
（山王一丁目
li同体育館
９- ５）a481-0301 f4810302

スマホは
こちらから

第49回人権を尊重する市民の集い

ノロウイルスによる食中毒や感染症は、冬
季を中心に流行します。ウイルスに汚染され
た食品や感染した人の吐物を介して感染し、
おう吐・下痢・腹痛などの症状が出ます。
■ノロウイルスの特徴
感染力が強く、少量のウイルスが体内に
入っただけでも感染します。ウイルスは腸内
で増え、便や吐物と一緒に大量に排出されま
す。症状がなくなってからも１カ月程度、体内
に残ることがあります。
■予防のポイント
①手洗い せっけんで丁寧
に手洗いをすることで、ほ
とんどのウイルスを取り除
くことができます。
②加熱 ノロウイルスは85℃〜90℃で90秒
以上加熱すると死滅します。食材は中心部ま
で十分に加熱しましょう。
③消毒 消毒用エタノールはノロウイルスに
対する消毒効果が弱いため、塩素系漂白剤で
消毒しましょう。
i博多区衛生課 a419-1126 f434-0007

【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
②健康づくり係
a419-1091 ③母子保健係 a419-1095 ④精神保健福祉係 a419-1092
（f は②〜⑤共通）
⑤地域保健福祉課 a419-1100 f441-0057
※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）。

保健
だより

健（検）診予約は、各健（検）診日の10日前（土・日曜・祝休日を除く）まで。※予約受付日時は平日9:00〜17:00
★12/７㈪は託児付健診を実施。tBCG 接種済みの生後６カ月～未就学児 e 健診を予約後、②健康づくり係へ

健
（検）
診等
e 予
i 約

実施日
12月 １月

内容

受付時間

対象・料金・その他（来年３月31日までに対象年齢になる人は誕生日前でも受診可）
t40～74歳の市国民健康保険に加入している人 y500円 ※令和２年度中に40歳・50
歳になる人、満70～74歳の人は無料 j 国民健康保険証、受診券

よかドック
（特定健診）

t40歳以上 y600円

大腸がん

t40歳以上 y500円

がん検診

申し込みは①、問い合わせは②

胃がん
（胃透視）
乳がん

要

ノロウイルスにご用心

冬季スポーツ教室

t40歳以上（2年度に1回）y40歳代1,300円、50歳以上1,000円
★７㈪ 20 ㈬
８:30～10:30
21㈪ 25 ㈪
t20歳以上（2年度に1回）y400円

子宮頸
（けい）
がん

肺がん

t40～64歳 y500円

結核・肺がん

t65歳以上

※50歳以上で肺がんのハイリスク者は喀痰（かくたん）
細胞
診検査（y700円）
あり

胃がんリスク検査
（血液検査）

t令和２年度中に35歳または40歳になる人 y1,000円

骨粗しょう症検査

t40歳以上 ※妊娠中の人、骨粗しょう症で現在治療中または経過観察中の人を除く y500円

さざんぴあ博多での健
（検）
診

ー

26 ㈫ 9:30 ～ 11:30

【健（検）診名】よかドック、胃がん、胃がんリスク検査（血液検査）
、大腸がん、子宮頸が
ん、乳がん、肺がん、結核・肺がん

検査・相談等
e 予
i 約

②

不
要

要

③

要

④

要

要 心の健康相談

26㈭ 24㈭ g13:30～15:30 精神科医による相談。e 前日まで

t妊産婦、乳幼児とその保護者c先着
15組30人e電話か、
ファクスに参加者全
員の応募事項を書いて11月16日㈪午前
９時半以降に博多区地域保健福祉課へ。
予
約

場所
東吉塚会館
御供所公民館

要
⑤

不
要

実施日
b＝受付時間
対象・料金・その他
11月 12月 g＝実施時間
３㈭
エイズ・クラミジア・ 26㈭ 10㈭ b ９:00～11:00 匿名で検査可。
17㈭
梅毒抗体検査
検査結果は１週間後に本人に直接説明。
25㈬ ９㈬ b16:00～18:00
Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイ
検査結果は2週間後に本人に直接説明。t 市内に
ー 17㈭ b ９:00～11:00
ルス検査
住む20歳以上で過去に検査を受けたことがない人
離乳食開始の目安、初期の進め方についての相
離乳食ミニ相談会
20㈮ 11㈮ g13:00～16:00 談。l12/11はさざんぴあ博多 t 生後５～８カ
月頃の子どもと保護者 c 先着25組程度
10:00～11:00
管理栄養士による食事のバランス、離乳食など
栄養相談
24㈫ ４㈮ g12:30～13:30
の個別相談。
14:00～15:00
t 区内在住の妊婦とその家族 c 先着15組
e11/16㈪午前９時半以降に受け付け
７㈪
j 母子健康手帳、筆記用具
マタニティースクール ー 14㈪ g13:30～15:30
※12/７
・21は母子健康手帳交付窓口を併設。
21㈪
受け取る場合は妊娠届出書、個人番号
（マイナン
バー）
が確認できるもの、本人確認書類など
お母さんの心の相談 ー 23㈬ g ９:30～11:30 専門医による相談。t 妊産婦 e１週間前まで
内容

ei

不
要

母子巡回健康相談

月隈公民館

実施日

実施時間

12/10㈭ 13:30～
12/11㈮

９:30～

千代公民館

12/22㈫

席田公民館

12/23㈬ 13:30～

吉塚会館

12/24㈭

東月隈会館

12/25㈮

母子巡回健康相談は事前
予約制に変更したよ。
予約を忘れずに！
よかろーもん

