2017年（平成29年）７月15日
131,167人（前月比61人減）
男 61,520 人

女 69,647 人

65,523世帯（前月比7世帯減）
（平成 29 年 6 月 1 日現在推計）

長尾校区「こどもみこし」
d＝日時、開催日、期間
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h＝ホームページ

会等が主催する夏祭りが

７月、８月は自 治 協 議

に村人たちの雨乞いで雨

昔、干ばつが続いたとき

綱 」＝ 左 写 真 ＝ は、そ の

で初めて夏祭りを開催し

との思いから、地域全体

とができるイベントを、

住民同士の絆を深めるこ

健康づくりは日々の積

こ

み重ねが大事です。継続

DE

活 動

地区全体で初開催

各校区で開催されます＝

が降り、綱を引き合って

ます。同地区自治協議会

祭りの季節がやって来た

左表。和 太 鼓や盆踊り等

喜んだことが起源といわ

み

して運動をしている人を

す
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健康について日頃から
継続していること

物に行くなど、日頃から

て遠くのスーパーへ買い

さんは「絵手紙の教室や

なりました」と言う鍋島

るうちに風邪もひかなく

ごせています。長く続け

ます」と話します。

という思いで継続してい

族にとっても健康が一番

ます。自分にとっても家

た。現在は、約 分歩い

歩くことを心掛けていま
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◆
◆
◆

これから健康づくりに

社会福祉協議会の活動な

どで校区内を移動すると

取り組んでみませんか。

す。また、平成 年から

城南校区で毎週日曜日に

きは可能な限り歩いてい

朝から元気に体を動か
します

行われている「ひまわり

サンデーラジオ体操」に

一回も休まず参加してい

ま す。
「 ラ ジオ 体 操 を 始

めてから６時半を目標に

起きるようになりまし

同ラジオ体操は自由に参加できる城南
校区の一押しイベントです。毎週開催し
ていますので気軽に体験してみません
か。d毎週日曜日午前８時～
（約15分）
l城南小学校グラウンド ※雨天時は体
育館i同校区自治協議会 a843-9418
f843-8693y無料e不要

つつみ夏祭り

のイベントの他、
焼き鳥や

れている伝統行事です。 の山口繁実会長（ ）は

◆

紹介します。

◆

た。早朝から身体を動か

ひまわりサンデーラジオ体操

元 気

夏祭りへ行こう

綿菓子のバザーなど工夫

堤丘校区自治協議会の石 「こどもソーラン節や○

×クイズなど、子どもを

82

堤

堤地区自治協議会は、

を 凝 らした内 容で、子 ど

）は
「 祭り

80

m＝メール

橋雄一会長
（
76

今年 歳の鍋島壽美子

７月31日（月）は固定資産税・都市計画税
第２期の納期限です

すことで元気に一日を過

〈通知内容〉
①交付年月日②証明書の種別③通数④請求者の区分
（代理人、
第三者）
〈注意事項〉
この制度は代理人や第三者に住民票の写し
（本籍又は国籍・地域
が記載されたものに限る）や戸籍謄抄本などを交付した時に、交付
の事実をお知らせするものです。交付の可否を本人に問い合わせた
り、交付ができないようにしたりする制度ではありません。
【問い合わせ先】
区市民課 a833-4016 f841-7740

スタンプがたまると
粗品がもらえます

さん＝左下写真＝は、運

福岡市内に住民登録か本籍がある人は、
区役所などで、
この制度の登録手続きが無料でできるよ。運転免許証
など本人確認できるものを持ってきてね。

動を通した健康づくりに

なに！？
それじゃあ、こっそり戸籍を取ったことがばれるじゃ
ないか。

20

取り組んでいます。スポ

ワルもん、また悪いことを考えてるね。
ぼくは「事前登録型本人通知制度」を利用しているか
ら、他の人がぼくの戸籍を取ると、通知が来て分かる
んだよ！

ーツが好きで、 代の頃

標的はニッコりんか。第三者でも正当な理由があれば
住民票の写しや戸籍は取れるからな。嘘をついて適当
な理由で戸籍をとってやろう。ウヒヒ…

は、よくテニスやバスケ

ーある会社から不正な身元調査依頼を引き受けたワルもんー

ットボールを楽しみまし

区の魅力や、地域の情報、市の事業などを
ニッコりんが分かりやすく紹介するよ。

事前登録型
本人通知制度

○月△日
ニッコりん

教えて！ニッコりん

お知らせ・参加者募集

地域パレードの一般参加者を募集します。d10
月29日㈰午前10時～正午l金山小学校～福岡大学
i区企画共創課 a833-4009 f844-1204mkika
ku.JWO@city.fukuoka.lg.jpy無 料e区 役 所 や 公
民館に設置している参加申込書に必要事項を書い
て、団体は９月29日㈮、個人は10月20日㈮までに
同課へ持参またはファクス、メールを。

j＝持参

もから大人まで楽しめま

福岡大学

七隈祭＆地域ハロウィーンパレード 2017

主役にした企画を考えて

堤地区 ８/19㈯ 16：00～20：00
堤小学校 ８/20㈰
○天候などにより開催日・時間が変更になる場合もあります。
○会場までは公共交通機関をご利用ください。

当日の午前中に、伝統行

-

す。夏の 思い出 づく りに

別府小学校

います。子どもたちの心

17：30～20：00
（予定）

事保存会の指導で綱を作

長尾小学校

家 族 や 友 人 を 誘って、夏

別府

８/ ６㈰

祭りをぜひ体験

８/ ５㈯ こどもみこし13：00～
長尾
夏祭り17：30～21：00

祭りに参加しませんか。

城南小学校

に残る故郷の思い出を、

17：00～21：00

り ま す。参 加 者 は100

城南

一緒につくっていきたい

鳥飼小学校

人を超えます。綱作りか

16：00～20：00

伝統行事

鳥飼

堤丘
ぼんつな

① 盆 綱 づ く り ９：00 ～
①堤八幡宮
堤丘 ７/29㈯ 11：00
７/30㈰
②三尾池公園
②夏祭り18：00～21：00

e＝申し込み

です」と話します。

雨天時

n＝託児

ら綱引きまで、堤丘の夏

場

y＝料金、費用

「盆綱」
夏祭り

会

c＝定員

に来てくださ

時間

t＝対象

みんなで作った綱で夏

校区の夏祭り情報

f＝ファクス

い」と話します。

区 開催日

i＝問い合わせ

祭りに綱引きをする
「盆

校

l＝場所
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市税の納付には便利な口座振替をご利用ください。 i 区納税課
コンビニエンスストアでも納めることができます。 a833-4026 f841-2145

2017年（平成29年）７月15日

夏休み！ものづくり教室

授乳や病気のホームケア、親
子遊びについて学びます。d８
月29日㈫、９月12日㈫、午後
１時半～３時、全２回l保健所
i区地域保健福祉課 a833-4113 f8222133t区内に住む平成29年４月～８月生ま
れの第１子と保護者で、両日参加できる人c
先着25組y無料e７月18日から８月18日午
後５時までに電話で同課へ。

◆ボクシングエクササイズ
（９月19
d ８月22日～10月17日の火曜日
日を除く）
、午後７時15分～８時45分、全
８回t18歳～59歳c抽選30人y4,700円
◆アロマリフレッシュエクササイズ
d ８月23日～10月11日の水曜日、午前
９時半～10時45分、全８回t18歳以上c抽
選25人y2,800円
◆幼児体操教室
（11月３
d９月８日～11月17日の金曜日
日を除く）
、①午後３時５分～３時55分②午
後４時～４時50分、全10回t①３歳児②４・
５歳児c①抽選15人②抽選20人y6,900円

県立福岡工業高校の生徒が企画･運営する、
ものづくりを体験する教室です。d８月26日
㈯午前９時～ 11時半li同校
（〒814-8520早
良区荒江二丁目19-１）a821-5831 f8225837t小学生以上
（小学３年生以下は保護者
同伴、Ｂコースのみ小学５年生以上）
y無料e
往復はがきに参加者全員の氏名、年齢
（学年）
、
代表者の住所と電話番号、下表から希望のコ
ース
（第２希望まで）
を書いて７月31日
（消印有
効）
までに同校へ。※往復はがき１枚につき３
人まで。コースが異なる場合は、別はがきで
申し込み。応募者多数の場合は抽選。

食カレッジ☆知って得してニッコりん

li同体育館 a851-0303 f851-0040
（〒814-0104別府六丁目14-22）
eはがき
に教室名、住所、氏名
（ふりがな）
（ 幼児体操
教室は保護者も）
、年齢、電話番号を書いて
７月31日
（必着）
までに同体育館へ。

運動からはじめる認知症予防教室
認知症を正しく知り、自分に合った運動や
脳活性化トレーニングの方法を学びながら、
認知症を予防しましょう。d９月１日～10
月20日の金曜日、午後１時半～３時半、全
８ 回l保 健 所i区 地 域 保 健 福 祉 課 a8334113 f822-2133t介護保険サービスを
利用していない65歳以上c抽選20人y無料
e８月４日までに電話で同課へ。

コース

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ

内

容

定員
20人
トートバックのプリント体験
10人
木製プランターの製作
ソーラーカーとネームプレートの製作 10人
10人
ミニマイコンカーの製作
10人
防災ラジオを作ろう !!
20人
七宝焼と葉脈しおりの製作
10人
ＦＭラジオを作ってみよう！
10人
ショベルドーザー模型の製作
10人
ピカタワー製作

慣れない作業に真剣に取り
組む参加者

家庭で役立つ食の安全や栄
養バランスの知識を２回に分
けて学びます。講師は中村学
園大学栄養科学部の古賀信幸
先生と森口里利子先生です。
２回目の講座では、大学の食
堂で一汁三菜ランチを食べます。d①９月
15日㈮午前10時～午後１時②10月19日㈭
午前10時～午後２時40分l中村学園大学７
号館１階i区衛生課 a831-4219 f8225844meisei.JWO@city.fukuoka.lg.jpt市
内に住む小学生以下の子どもの保護者で、両
日参加できる人c先着30人y①無料②450
円
（ランチ代）n定員15人（１歳以上）e ７月
18日から８月18日までに電話、ファクスま
たはメールにイベント名、住所、氏名（ふり
がな）
、年齢、電話番号、託児希望の場合は
子どもの氏名、年齢、性別を書いて同課へ。

お知らせ・参加者募集

城南体育館

お知らせ・参加者募集

新米ママのにっこり子育て教室

【問い合わせ・申込先】
a0120-985-902
a831-4261
①予約センター
②健康課 健康づくり係
③健康課 母子保健担当 a844-1071
④健康課 精神保健福祉係 a831-4209
a831-4208
a833-4113
⑤健康課 医薬務係
⑥地域保健福祉課
f①0120-931-869、②〜⑤は822-5844、⑥822-2133
※場所の記載がないものは保健所で実施。料金の記載がないものは無料。

保健所での健（検）診・検査・教室・相談
内容

実施日
★は託児有
７月 ８月 ９月

b＝受付時間
g＝実施時間

母子巡回健康相談

i
予約
e

身体測定や育児相談をします。t妊産
婦、乳幼児と保護者j母子健康手帳

対象者・料金・その他

場所

実施日

受付時間

i

減免制度あり

保健所レター

（表下※２参照）

健診は①託児は②

要（表下※１参照）

がん検診

t40～74歳の市国民健康保険加入者
堤公民館
７/26
よかドック
（特定健診）
y500円
13:30～14:00 ⑥
七隈公民館 ８/７
j国民健康保険被保険者証
t35歳以上y600円
胃がん
t20歳以上女性y400円
子宮頸
（けい）
がん
t40歳以上女性
乳がん
～熱中症は予防が大切です～
11
y40歳代1,300円 50歳以上1,000円
b8：30～10：30
17
★26
t40歳以上y500円
大腸がん
熱中症は、室温や気温が高い環境
で、体温調節がうまくできなくなっ
t40～64歳
＊50歳 以 上の肺がん
肺がん
て起こる体の不調です。
y500円
のハイリスク者で喀痰
（かくたん）細胞診希
特に高齢者や乳幼児は注意が必要
t65歳以上y無料
結核・肺がん
望者は別途700円
です。
《こんなときは要注意》
t40歳以上y500円
骨粗しょう症検査
（ミニ運動教室付き）
手首の骨量
（骨密度）
測定。
運動教室は参加自由
気温が高い、湿度が高い、風が弱
エイズ・クラミジア・
匿名での検査 yエイズ・クラミジア無料、梅毒 い、強い照り返しがある、室内を閉
毎週水曜日 b9：00～11：00 不要
め切っている、急に暑くなった日等。
梅毒検査
570円
《どんな症状なの？》
t20歳以上（過去に検査を受けたことがない人）
B・C 型肝炎ウイルス検査 19 16 20 b9：00～11：00 不要
体温が高い、めまい、頭痛、吐き
t妊娠を考えている人とその配偶者・妊婦の配
6
2
b9：00～11：00 不要 ②
風しん抗体検査
19
気、だるさ、大量の汗、けいれん、
16 20
偶者で、抗体検査未受診者、18歳以上
意識障害等
離乳食教室
18 22 19 g13：30～15：00 不要
離乳食の講話や試食。乳児の同伴可
《予防方法は？》
25 8
5 g9：30～12：00
栄養相談
要※3
管理栄養士が食事の相談に対応
●こまめに水分を補給する
25 29 g13：00～15：30
●汗をかいた時には塩分を補給す
t妊婦とその家族など
14
マタニティースクール
31
11 g13：30～15：30 不要 ③
る
28
j母子健康手帳・筆記用具 動きやすい服装で
●外出時は日傘や帽子を活用する
心の健康相談
20 17 21 g14：00～16：00 要※3
専門の医師が相談に対応
●風通しの良い日陰やクーラーを
④ t心の病を抱える人の家族など
活用してこまめに休息する
- g13：30～15：30 要※3
こころの病 家族講座 25 （内容）７/25「統合失調症の症状と治療」
i区 健 康 課 a831-4261 f8225844
子宮頸がん検診・乳がん検診は２年度に１回。その他の健
（検）
診は１年度に１回。

※１ 健（検）診の予約締め切り：各健
（検）
診日の土日祝日を除く10日前まで。
※２ 市県民税非課税世帯・生活保護世帯・70歳以上の人などは必要書類の提出により健
（検）
診の料金が免除されます。詳細はお問い合わせください。
※３ 予約締め切りは各相談・教室の前日まで。

