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板付遺跡
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区の人口 239,905 人（前月比 97 人増） （男 114,402 人

女 125,503 人）

世帯数 149,524 世帯（前月比 73 世帯増） （平成30年10月1日現在推計）
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ハロウィーンイベントが
校区で開催されました
10月の一大イベント・ハロウィーンに
ちなみ、区内でも数多くのイベントが行わ
れました。そのうちの一つとして、10月
27日には東光校区で初めてのハロウィー
ンイベントが校区青少年育成連合会・子ど
も会育成連合会・男女共同参画協議会・公
民館の共催で開催されました。このイベン
トには、専門学校麻生リハビリテーション
大学校や福岡ベル
エポック美容専門学
校の皆さんが、子ど
もの引率やメイク指
導のために参加しま
した=右写真。
思い思いの仮装や
メイクをした子どもたちは、近隣の企業や
公園などを回りお菓子をもらった後、公民
館で写真撮影を行い、ハロウィーン気分を
満喫しました。年代を超えた交流に、子ど
もたちはもちろん、スタッフや学生の皆さ
んにも笑顔があふれていました。

d11月21日㈬正午〜午後０時40分lJR博多駅博多口駅前広場
i福岡県警察本部広報課 a641-4141

東福岡自彊館
（じきょうか
ん）
中学書道部の皆さんから
お菓子をもらう子どもたち

福岡県警察音楽隊「安全・安心コンサート in 博多」

水路を引き込んだり、水

緑のコーディネーターの米倉治美さんと福
岡植木株式会社の皆さんにデザインや花選び
のアドバイスを受けながら、正面玄関花壇を
植え替えました。区役
所にお立ち寄りの際
は、
ぜひご覧ください。
i区総務課
a419-1004
f452-6735
10月18日に行われた植え替え

分ほどの集合住宅など

区役所の花壇を
植え替えました

います。 月 日の「板

博多市民センター・博多図書館・博多区山
王子どもプラザは、11月26日㈪から12月２
日㈰
（博多図書館は３日㈪）
まで休館します。
i同センター a472-5991 f472-5952

い ぜ き

工事のため臨時休館します

付弥生のムラ秋祭り」は、

■平成30年度の申し込みは12月７日まで
福岡空港周辺の航空機騒音指定区域内で住
宅防音工事により設置した空調機器(10年以
上経過し故障しているもの)の取り換え工事
に一定額を助成します。申込書は、市空港対
策課(市役所北別館１階)、区市民相談室(区役
所２階)、各共同利用会館で配布しています。
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12月７
日(必着)までに同機構へ。
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昭和 年に一人の青年
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【問い合わせ先】

か ん ご う しゅう

■犯罪被害相談「心のリリーフ・ライン」
犯罪被害に
遭った人の心
のケアを行う
専用の相談窓
口を開設して
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
丁寧に対応し、犯罪の被害に遭った人の心の
ケアやサポートを行います。
本人だけでなく、家族や友人など周囲の人
たちからの相談も受け付けます。匿名でも構
いません。秘密は守られますので、一人で悩
まずにご相談ください。
【専用電話】a632-7830
【受付時間】平日午前９時〜午後５時45分(祝
日・年末年始を除く)
※今年10月に
「ミズ・リリーフ・ライン」
から名称変更しました。
■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、
財産などの直接的な被害だけでなく、周囲の
心ない言動による二次被害までさまざまな問
題に直面することがあります。
地域社会全体で犯罪被害に遭った人たちを
支えていくことについて考えてみませんか。
i博多警察署 a412-0110

みることができます。

ています。当時の集落や

市史跡整備活用課

博多警察署からのお知らせ

現在は、二千数百年前

水田の様子などが

a ７１１・４７８３

【板付遺跡弥生館 施設情報】
l板付三丁目21-１ a・f5924936 y無料 o午前９時から午
後５時(入館は30分前まで) x12
月29日から翌年１月３日

たて あな

板付遺跡弥生館では遺跡の模型と大型
画面の映像を見ながら楽しく学べます

この地で発掘調査が始ま
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住居は実際に中に
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博多市民プール
ご利用ください相談室
博多区役所２階の市民相談室では、市民相
談員や専門家が、各種関係部署や機関などと
連携しながら、皆さんの問題解決を支援して
います。li博多区市民相談室 a419-1013
f452-6735y無料
相談名

相談日時など
月～金曜日

市政相談

午前９時～午後５時
毎週水曜日

法律相談

午後１時～４時（相談時間１人25分）
c先着７人e１週間前から受け付け

司法書士相談

毎月第２木曜日
午後１時～４時（相談時間１人30分）
c先着６人e要予約
※応募事項は 14 面の申し込
み方法参照

博多っ子講座
「糟屋の屯倉（みやけ）
から那津官家
（なのつ
のみやけ）へ」がテーマの講座です。d12月
８日㈯午後３時〜５時l博多小学校（奈良屋
町）iはかた部ランド協議会事務局 a2912466 f271-7160c先着100人y1,000円
e電話かファクスで同事務局へ。

保健
だより

①第３期子ども水泳教室
水慣れから始め、クロー
ル・背泳ぎなどの泳ぎ方
を学びます。
d１月12日〜３月16日
の土曜日㋐午前９時20分
㋑午前10時半㋒午前11時40分から各１時間
（ 全10回）
t小 学 生c抽 選 で 各25人y8,000
円
②第３期ウォーターキッズ教室
遊びながら水慣れしたり、泳ぎ方を学んだ
りします。
d㋐１月７日〜３月18日の月曜日（除外日
１月14日・２月11日）㋑１月11日〜３月８
日の金曜日の午後４時〜５時
（全９回）
t４〜
６歳の未就学児c抽選で各10人y4,500円
（①②共通）
各教室の料金には保険料が含まれていま
す。li同プール
（〒812-0892 東那珂一丁
目9-15）a473-8855 f473-8856e往復
はがきか館内配布申込用紙
（返信用はがきが
必要）
に応募事項・性別・希望日時
（①はア〜
ウ、②はア・イを希望順に）を書いて①は11
月30日
（必着）
、②は11月25日
（必着）までに
同プールへ。同教室内きょうだいで同時申し
込み可。j水着、水泳帽、タオル、ロッカー
代30円

ノロウイルスに注意
ノロウイルスによる感染
性胃腸炎は冬季を中心に流
行し、おう吐・下痢・腹痛な
どの症状が出ます。ウイルス
に汚染された食品や人の手
などを介して感染します。
■ノロウイルスの特徴
感染力が強く、わずかなウイルスが体
内に入っただけでも感染します。感染し
た人の便や吐物には大量のウイルスが含
まれ、ここからさらに感染が広がります。
症状がなくなってからも１カ月程度はウ
イルスを排出することがあります。
■感染を防ぐために
①手洗い 石けんで丁寧に手洗いするこ
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
は十分加熱しましょう。
③消毒 アルコ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。吐物は広く飛び散る
ので、周辺まで消毒しましょう。
i博多区衛生課 a419-1126 f4340007

【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
（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）。
※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。

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。
12／３㈪・★12㈬
t40～74歳の市国民健康保険に加入している人 y500円 ※平成30
よかドック
（特定健診）
b８:30～10:30 要
１／22㈫
年度中に40歳または50歳になる人は無料 j健康保険証
【胃がん】t40歳以上 y600円
がん検診
【胃がんリスク検査（ピロリ菌検査など）
】t35歳・40歳 y1,000円
胃がん 胃がんリスク検査
【大腸がん】t40歳以上 y500円
大腸がん
【子宮頸がん】t20歳以上 y400円
子宮頸（けい）がん
12／３㈪・★12㈬
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
乳がん
１／22㈫
①
【肺がん】t40～64歳 y500円 ※
肺がん 結核・肺がん
【結核・肺がん】t65歳以上 ※
※子宮頸がん・乳がん検診は
※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
２年度に１回受診可
（かくたん）
細胞診検査（y700円）
あり
12／３㈪・★12㈬
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
骨粗しょう症検査
b８:30～10:30 要
１／22㈫
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東月隈公民館
b９:00～11:00 要【健（検）
１／11㈮
診名】胃がん、子宮頸がん、肺がん、結核・肺がん
11／22㈭・29㈭
エイズとクラミジア
b９:00～11:00
匿名で検査可。検査結果は１～２週間後に本人に直接説明。
12／６㈭・13㈭・20㈭
抗体検査
－
※梅毒抗体検査のみ有料（y610円）
※木曜日のみ梅毒抗体検査可
b16:00～18:00
11／28㈬・12／12㈬
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
g９:00～11:00 － ている配偶者㋒妊婦と同居している配偶者 ※いずれも抗体検査歴、
風しん抗体検査
12／６㈭・20㈭
②
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
離乳食教室
12／21㈮
10:00～11:00
栄養相談
12／14㈮
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
t妊婦とその家族 j母子健康手帳、筆記用具 ※ 11／19・12／３・
11／19㈪
g13:30～15:00 － 17 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 ③
マタニティースクール
12／３㈪・10㈪・17㈪
人番号（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
産後のお母さんの心の相談
12／26㈬
g13:30～15:30 要 精神科医による相談。予約は前日まで。
心の健康相談
11／22㈭
④
g13:30～15:30 要 心の病を抱える人の家族交流会
精神保健福祉家族講座
12／４㈫
d＜11月＞ 20日㈫＝東月隈会館 21日㈬＝那珂公民館 28日㈬＝席田公民館 29日㈭＝三筑公民館 30日㈮＝
千代公民館、東住吉公民館＜12月＞ ４日㈫＝板付北公民館 ５日㈬＝春住公民館 ６日㈭＝東吉塚会館 ７日㈮
母子巡回健康相談
⑤
＝美野島公民館、月隈公民館 【共通】b東住吉公民館・美野島公民館のみ9:30〜10:00、その他はすべて13:30〜
14:00t乳幼児と保護者、妊産婦j母子健康手帳e不要
▽

▽

▽

▽

▽

▽

★12月12日㈬は託児付き健診を実施

▽

実施日

▽

容

▽

内

i博多区健康課 a419-1091 f441-0057tＢＣＧ接種済みの生後６カ月〜未就学児
e健診予約した後に電話で同課へ予約を。

