2019年（平成31年）２月15日
東公園の梅

区ホームページ

区の人口 240,698 人（前月比 42 人減） （男 114,817 人

女 125,881 人）

世帯数 150,095 世帯（前月比 91 世帯減） （平成31年１月1日現在推計）

区内には、 カ所もの商店街が点在しています。

その中から、独自の取り組みを行っている２つの商

店街を紹介します。

地下鉄祇園駅や呉服町
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駅の周辺に点在する店舗

す（
「御供所 インフォ」

で検索）
。

また、同ホームページ

中です。
１回１００円で、 紹介しています。寺社仏

で構成される御供所名店

閣をドローンで撮影した

内 の「 御 供 所マップ 」で

では、地元の高校生や留

同会の飲食店で利用でき

映像や、季節のイベント

いるので、訪れたいお店

やスポットを探す際にお

会では、２月 日㈭まで

ＪＲ吉塚駅近くに位置

学生がお手伝いをしてく

るお得なクーポンが入っ

情報なども盛り込まれて

の としゆき

「ガチャっとクーポン！」 は、同地区の店舗や寺社

する吉塚商店街は、昔な

れます。今年は一人一花

たカプセルマシーンが回

i 吉塚商店連合組合事務局
a409-3209 f611-5677
hwww.yoshiduka.com

仏閣などの詳しい情報も

がらのアーケードや街並

運動の一環で、皆で商店

吉塚商店街

と題したイベントを開催

みが印象的です。

同会の矢野俊幸副会長

役立てください。

せます。

は、
「 博多千年門＝右写

街の空き地に花を植えま

場としてだけではなく、 した」
と笑顔で話します。

真＝など観光スポットの

同商店街は、買い物の

また、商店街内の休憩

多い風情ある街並みに、 流れる御供所地区で、お

や

所では介護や健康に関す

気に入りのお店を探して

はかたせんねんのもん

地域のコミュニティーづ

る無料相談会が月４回実

レトロなカプセルマシー

ゆったりとした時間が

くりにも取り組んでいま

施 さ れ る な ど、 地 域 の

す。

吉塚商店連合組合の

同会館の図書室＝写真＝には小説や実用
書・児童書など約２万５千冊の蔵書があり、
貸し出し・閲覧を行っています。市総合図書
館などから本を取り寄せることも可能です。
また、サークル活動や会議などに利用でき
る
「いこい室」
もあります。ぜひ気軽にご利用
ください
（有料、要予約）
。
li博多駅地区土地区画整理記念会館（博
多駅前四丁目23-９）af474-0102o午前
10時〜午後５時x月曜日、祝日の翌日
（土日
が祝日の場合は翌火曜日）、年末年始、５月
３日〜５日

みませんか。

この機会に、お得におい

博多駅地区土地区画整理記念会館
を利用しませんか

ン＝左写真＝がマッチす

しい料理を楽しんでみま

検索

人々の生活を支える場所

せんか」
と呼び掛けます。

商店街

うえぞの と し お

同商店街は、奇数月の

イベントの参加店舗や

博多区

上園俊雄事務局長は、「地

最終土曜日に開催される

カプセルマシーンの設置

あ・きてん福岡

ると思い企画しました。

自然と生まれる温かさが

の特売品などのお得な情

もたちが元気に挨拶して 「ガラポン市」や各店舗

商店街の魅力です。子ど

報を、ホームページのほ

場所（６カ所）などはホ

「あ・きてん福岡」
のホームページでは、区
内の商店街一覧と商店街ごとの空き店
舗物件を紹介しています。i市地域産
業支援課 a441-3303 f441-3211

にもなっています。

くれますし、吉塚駅構内

か、インスタグラムでも

ームページで確認できま

博多区内の商店街

域の人との会話や交流が

での出張販売＝左写真＝

発信しています。昔懐か

しい温かさを感じに出掛

けてみませんか。

同商店街 の
インスタグ
ラ ム は 上記
のコードから
アクセスを

地域とのつながりを大切に

魅力あふれる

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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商
店
街

「博多の味」をお得に

御供所名店会

i 御供所名店会事務局
a283-3775 f283-3776
hhttps://gokusho.info

空港周辺にお住まいの方へ

固定資産税等は期限内に納付を

福岡空港周辺の航空機騒音指定区域内で昭
和57年３月30日以前に建てられた家屋を対
象に、防音工事
（防音サッシ、空調機器の設
置など）の費用を助成します。申込書は、市
空港対策課
（市役所北別館１階）
と区市民相談
室で２月15日㈮から配布。
i空港周辺整備機構 a472-4594 f4724597e郵送
（〒812-0013博多駅東二丁目
17-５アークビル９階）または持参で４月１
日㈪〜５月10日
（必着）
に同機構へ。

2月28日㈭は固定資産税・都市計画税第4
期の納期限です。
i▷納付相談について＝区納税課 a4191023 f476-5188▷課税内容について＝
区課税課 a419-1032 f476-5188

自転車の放置はやめましょう

５月３日（金・祝）
・４日
（土・祝）に開催する福
岡市民の祭り「博多どんたく港まつり」博多区
演舞台が、今年も区役所横の藤田公園
（博多
駅前二丁目８）に登場します＝下図。ぜひお
越しください。
（区企画
iまつりはかた実行委員会事務局
振興課内）a419-1043 f434-0053
N

一方通行

博多警察署入口

祗園駅→
博多警察署
演舞台会場
（藤田公園）

福岡商工
会議所
博多区役所

一方通行

■博多駅周辺は自転車放置禁止区域
博多駅周辺には短時間無料や定期で利用で
きる駐輪場があります。区内の駐輪場情報は
区ホームページで確認するか、駐輪場案内を
している街頭指導員にお尋ねください。
■駐輪場利用時は複数の施錠を
路上駐輪場での自転車の盗難被害が報告さ
れています。駐輪する際は、複数の施錠
（二
重ロック）
を行いましょう。
i区自転車対策・生活環
境課 a419-1071 f4415603

博多区演舞台にお越しください

博多区役所前

ファッション
ビル

第2
大西ビル

2019年（平成31年）２月15日

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

※応募事項は 14 面の申し込
み方法参照

まちづくりフォーラム
「うどんで味わう博多旧市街」
博多発祥の
「うどん」をテーマに、トーク
セッションなどを通して博多のまちづくりに
ついて考えます。うどんの試食もあります。
d２月24日㈰午後２時〜３時半l博多小学
校i博多区企画振興課 a419-1012 f4340053c先着100人y無料e電話かファクス
に応募事項を書いて２月15日㈮〜22日㈮に
同課へ。

来て！見て！体験！消防たい（隊）

保健
だより

春休みおやこスナックスクール

やなせたかしさんの絵本をアニメ化した映
画
「ハルのふえ」
「アンパンマンが生まれた日」
を２本立てで上映します。
d３月９日㈯▷午前10時半〜11時半▷午
後２時〜３時
（開場は30分前から）
li博多
市民センター a472-5991 f472-5952c
各回先着500人y無料e２月15日㈮から同
センター、博多区生涯学習推進課、さざんぴ
あ博多で配布する整理券を当日持参し、先着
順に入場。

ほやほやママの子育て教室
育児についての講話や参加者同士の交流会
を行います。
d３月22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 f441-0057t平成30年12月・
平成31年１月生まれの第一子
と保護者c先着25組y無料e
電話かファクス
（参加者全員
の応募事項を記入）で２月15
日㈮午前９時半以降に同課へ
j母子健康手帳、タオル等子
どもの身の回りで必要な物。

スナック菓子に含まれる塩分やエネルギー
を知り、食習慣について考えます。
d３月26日㈫午前10時〜正午l博多区保健
福祉センター i博多区健康課 a419-1091
f441-0057t区内に住む小学生と保護者
（参加者
c先着20組y無料e電話かファクス
全員の応募事項を記入）で２月15日㈮午前9
時半以降に同課へ。

水道水に異常を感じたら
水道水は、細菌などの繁殖を防ぐために
塩素で消毒されています。貯水槽を使用し
ている建物では、管理が不十分だと塩素が
なくなることがあります。
貯水槽を使用している建物で万一、水道
水から変な味や臭いがしたり、色が付いた
りしているときは区衛生課までご相談くだ
さい。塩素の有無が分かる簡易検査キット
を無料で配布して
います＝写真。
i博多区衛生課
a419-1125
f434-0007

塩素
（消毒剤）
があると
ピンク色になります

はしご車試乗やレスキュー体験など、子ど
もも一緒に楽しめる消防署見学会です。
（荒天中止）
d３月３日㈰午前10時〜正午
l
（博多駅前四丁目19-7）a475i博多消防署
0119 f475-0219y無料e不要 ※はしご
車試乗は４歳〜小学生が対象
（未就学児は保
護者の同乗が必要）。午前９
時 半 か ら 整 理 券 を 配 布 し、
午前10時〜10時40分、午前
11時10分〜11時50分に実施
（各回先着15組）
。
ファイ太くん

子どもおもしろ劇場

【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
f441-0057
（f は②～⑤共通）
⑤地域保健福祉課 a419-1100
※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。
（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）。
※各健
※博多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。

b＝受付時間 予
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
内

容

対象・料金・その他

実施日

各健（検）診日の10日前（土日祝日を除く）まで。

b８:30～10:30

t40～74 歳の市国民健康保険に加入している人 y500 円 ※平成 30
要
年度中に40歳または50歳になる人は無料 j健康保険証

がん検診
胃がん 胃がんリスク検査
大腸がん
子宮頸（けい）がん
３／５㈫
乳がん
肺がん 結核・肺がん
※子宮頸がん・乳がん検診は
２年度に１回受診可

b８:30～10:30

【胃がん】t40歳以上 y600円
【胃がんリスク検査（ピロリ菌検査など）
】t35歳・40歳 y1,000円
【大腸がん】t40歳以上 y500円
【子宮頸がん】t20歳以上 y400円
要【乳がん】t40歳以上 y40歳代1,300円、50歳以上1,000円
【肺がん】t40～64歳 y500円 ※
【結核・肺がん】t65歳以上 ※
※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
（かくたん）
細胞診検査（y700円）
あり

骨粗しょう症検査

３／５㈫

b８:30～10:30

要

３／８㈮

b９:30～11:30

【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

よかドック
（特定健診）

３／５㈫

i
e

①

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
y500円
中または経過観察中の人を除く）

校区などで実施する健（検）診
lさざんぴあ博多

２／ 21㈭・28㈭
エ イ ズ と ク ラ ミ ジ ア 抗 体 検 査 ３／７㈭・14㈭
（木曜日のみ梅毒抗体検査可） ２／ 27㈬
３／ 13㈬

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
－ いる人㋒妊婦と同居している人 ※いずれも抗体検査歴、予防接種歴、
②
既往歴のある人を除く j身分証等

g９:00～11:00

離乳食教室

２／ 15㈮
３／ 15㈮

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

栄養相談

２／ 25㈪
３／８㈮

10:00～11:00
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。
14:00～15:00

マタニティースクール

t妊婦とその家族 j母子健康手帳、筆記用具 ※２／25、３／４・18
２／ 18㈪・25㈪
g13:30～15:00 － は母子健康手帳交付窓口を併設。受け取る場合は妊娠届出書、個人番 ③
３／４㈪・11㈪・18㈪
号（マイナンバー）が確認できるもの、身分証等

産後のお母さんの心の相談

２／ 27㈬

g９:30～11:30

心の健康相談

２／ 28㈭

g13:30～15:30 要 精神科医による相談。予約は前日まで。

精神保健福祉家族講座

３／５㈫

g13:30～15:30 要 心の病を抱える人の家族交流会。

母子巡回健康相談

d＜２月＞ 19日㈫＝那珂南会館 20日㈬＝千代公民館
児と保護者、妊産婦j母子健康手帳e不要

博多駅証明サービスコーナーが便利です

t妊産婦
要 専門医による相談。予約は1週間前まで。

21日㈭＝三筑公民館 【共通】b13:30～14:00t乳幼

▽

▽

２／ 21㈭
３／７㈭

▽

風しん抗体検査

④
⑤

土日祝日も含め、毎日午前９時から午後８時まで住民票や印鑑登録証明書が取得できます
（戸籍の証明書は平日
i博多駅証明サービスコーナー
午前９時から午後５時15分）
。
（博多駅博多口地下）a432-5353 f481-5380

