2017年（平成29年）12月15日
131,322人（前月比80人増）
男 61,690 人

女 69,632 人

65,732世帯（前月比76世帯増）
（平成 29 年 11 月１日現在推計）
友泉亭公園内にある木立と竹林
に囲まれた茶室
d＝日時、開催日、期間

l＝場所

i＝問い合わせ

a＝電話

科学の楽しさ新発見

鳥飼チルドレンズミュージアム

科学を取り入れた体験

る 種類のコーナーを設

けました。屋内では、毎

年人気のトランポリン

て遊ぶサイバーホイール

や、筒状の乗り物に乗っ

民館等が中心となり、企

まがたま

＝下写真＝に長蛇の列が

できました。屋外では、

17

h＝ホームページ

画しています。

会場には、理科サーク

11

型イベント「鳥飼チルド

レンズミュージアム」が

勾玉づくりやボーイスカ

大学
「はかたわん海援隊」 ウトによる火起こしなど

の指導が行われていまし

ル「 はこべの会 」
、福 岡

開催され、子どもやその

など 団体がボランティ

月 日に鳥飼小学校で

保護者など約７００人が
10

m＝メール

14

験コーナーを増やしまし

29日㈮

健康課

20日㈬

a831-4207

正午
28日㈭
４日㈭

a532-1010
f533-7370
a831-1311

28日㈭

a292-0265

a0120290-432

無休

の緊急時）
城南市民センター a862-2141
城南図書館

a864-4823

城南体育館

a851-0303

城南市民プール

a863-7098

４日㈭
27日㈬

５日㈮

※ビル管理項目・任意項目は12月13日㈬まで

12月28日㈭は固定資産税・都市計画税
第３期の納期限です

お手伝いします！
シルバー人材センター城南出張所

福岡市市民スポーツ

同センターでは家事・子育て支援・福祉サ
ービスを幅広く行っています。年末年始の慌
ただしい時期にお困りごとがあればご相談く
ださい。
＜業務内容＞
・家事サービス＝家事全般、庭の草取り等
・子育て支援サービス＝沐浴（もくよく）の
手伝い、園児などの送迎、子守等
・福祉サービス＝外出の付き添い、通院の介
助、話し相手等
i同出張所 a845-4680 f845-4681y
１時間当たりおおむね880円

市は、地域でスポーツ・レクリエーション
の普及・発展に長年貢献している市民に対し、
毎年表彰を行っています。今年度は城南区か
ら５人が表彰されました（敬称略、50音順、
かっこ内は所属団体）。
▷岡部都（堤丘校区体育振興会、ママさん
バレーボール）▷金山大典（南片江校区体育
振興会、ソフトボール実行委員会）▷河野典
子（長尾校区体育振興会、レディースソフト
ボール部）▷那須さとみ（片江校区体育振興
会、同校区子ども育成会）▷村上聖子（七隈
校区体育振興会、同校区青少年育成協議会）

油山でイノシシの駆除を行います
区内の油山一帯で、銃を使用したイノシシ
の駆除を行います。安全面に十分配慮します
が期間中はむやみに山へ入らないでください。
d来年１月９日㈫～２月28日㈬（日・祝
日を除く）午前９時～午後４時i区総務課
a833-4052 f822-2142

振興奨励賞

表彰式に出席した村上聖子さん
（左）
と那須さとみさん
（右）

（道路管漏水など

た。

保護課

緊急電話
受付センター

アとして参加し、子ども

(漏水・断水)

参加しました。このイベ

保全課

た。子どものうちに自然

に関する相談等)

参加者は「子どもも大

城南営業所(料金

たちが科学の楽しさや自

払方法の変更等)

10

お知らせ・参加者募集

ー (引越し時、支

目の記念開催に向け、さ

a833-4003

水道局
お客さまセンタ

同青少年育成部代表の

腸内細菌検査

らに新しい企画で皆さん

水質検査※

46

j＝持参

総務課

生活保護の相談 a833-4117
飲料水

山口麻衣子さん（ ）は、

緊急を要する

に楽しんでもらいたいで

問い合わせ

す」と語りました。

区役所の夜間の

無休

きないよう、関係団体で

a833-4018

（出生・婚姻など）

【問い合わせ先】

戸籍の届け出

市民課

試行錯誤を繰り返しなが

受け付け

鳥飼公民館

埋火葬許可の

ら体験コーナーを見直し

28日㈭ ４日㈭

a８２１・５２２７

区役所・保健福祉センター

年末
年始
最終日 開始日

ています。今回は今まで

連絡先

f８２１・５２４７

業務内容

お知らせ・参加者募集

窓口案内

少なかった体を使った体

■粗大ごみ（受付センター a731-1153）
12月29日㈮〜１月３日㈬は休みです。年
内の収集は、同センターに12月22日㈮午後
５時までに電話で申し込みを。インターネッ
トでの受け付けは同日午後４時までです。
■資源物回収ボックス（区役所内）
12月29日㈮〜１月３日㈬は休みのため持
ち込みができません。

ントは、鳥飼校区自治協

１/ ５㈮

に触れたり体を使う体験

１/ ３㈬

人も一緒に楽しめて、と

12/29㈮

然現象の驚きを体験でき

12/22㈮

１/ ２㈫

議会青少年育成部と同公

１/ １㈪

をしたりすることは脳の

燃えないごみ
空き瓶・ペット
ボトル

ても有意義な時間を過ご

12/30㈯

発達にとてもよく、子ど

12/31㈰

すことができました。来

燃えるごみ

もたちの健やかな成長に

振替日

「 毎 年 来てくれる人も飽

出せない日

e＝申し込み

年も参加したいです」と

種類

n＝託児

つながります。来年 回

■燃えるごみ、燃えないごみ、空き瓶・ペッ
トボトル
12月31日㈰〜１月３日㈬は持ち出しがで
きません。

y＝料金、費用

話しました。

ごみ・資源物の収集日の休み・変更

c＝定員

安全に体験できるようスタッ
フが見守っています

年末年始はごみの持ち出し日や窓
口業務が変更になったり、お休み
になったりしてるから確認してね。

t＝対象

樋井川に生息する亀や魚を観
察

年末年始のお知らせ

f＝ファクス

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）12月15日

火の用心

■城南体育館（〒814-0104別府六丁目1422）a851-0303 f851-0040
★エンジョイ♪トレーニング
ストレッチポールやバラン
スボール等の道具を使ったト
レーニングを行います。
 d第２・４土曜日、午前11
時半〜午後０時半t18歳以
上c先着20人y500円e当日11時か ら窓口
で受け付け
■城南市民プール（〒814-0142片江一丁
目５－１）a863-7098 f863-7198
①小学生水泳教室
d来年１月14日〜２月11日の日曜日、午
前10時〜正午、全５回tクロールで25㍍泳
げない小学生c抽選30人y3,100円
②大人の水泳教室
d来年１月20日〜２月24日の土曜日、午
後６時半〜８時、全６回tクロールで25㍍
泳げる18歳以上c抽選20人y3,300円
③親子水なれ教室
d来年1月21日〜２月18日の日曜日、午
後２時〜４時、全５回t ４歳から６歳まで
の水慣れしていない幼児と保護者c抽選10
組y3,500円
申し込み方法
来所か往復はがきに教室名、
住所、
氏名（ふ
りがな）
、年齢、電話番号を書いて、１月①
５日②11日③12日（いずれも必着）までに
同プールへ。

市民相談員や専門家が、市政に関すること
や日常生活上の問題など、さまざまな相談に
応じます。
①〜③に関する問い合わせは
区市民相談室(a833-4010）ま
で。①のみ予約不要。
①市政相談
市政に関する問い合わせや相談、
意見など。
必要に応じて専門相談窓口を案内します。
d平日の午前９時〜午後５時
②法律相談
相続や離婚、金銭のトラブルなど、日常生
活の法律に関する相談に弁護士が応じます。
利用は年に１回です。
午後１時〜４時（１人25分）
d毎週金曜日、
t市内に居住するか、通勤・通学する人

c先
着７人e希望日の１週間前の金曜日の午前９
時から電話にて受け付け
③司法書士相談
債権整理や不動産登記、成年後見などの相
談に司法書士が応じます。
d毎月第４水曜日、午後１時〜４時（１人
30分）t市内に居住するか、通勤・通学す
る人

c先着６人e電話か来所にて受け付け
④就労相談
キャリアコンサルタントが就職に関する相
談に応じます。希望を踏まえて求人情報の紹
介も行います。
d平日の午前９時〜午後５時e電話で市就
労相談窓口へ a733-0717

空気が乾燥し、暖房器具を使うこの時期は、
火災が発生しやすくなります。暖を取りなが
ら寝てしまい、布団がストーブに接触して出
火する事例もあります。出火原因のほとんど
が不注意や火の不始末によるものです。スト
ーブなどから離れるときは必ず電源を切るよ
う徹底しましょう。
■住宅用火災警報器で自分の身を守る
住宅用火災警報器は、煙
や熱を感知し、いち早く知
らせる器具で、法律で設置
が義務付けられています。
警報音によって就寝中に発
ファイ太くん
生した火災から逃げ出せた
事例も多くあります。なお、警報器の寿命に
より火災を感知できなくなる場合があります
ので、定期的に作動確認をし、10年を目安
に機器本体を交換しましょう。
■火災が起きたら
①119番通報
火災が発生したことと「住所」
「燃えてい
るもの」「目標となるもの」を伝える。
②初期消火
消火器や水バケツを使うか、水でぬらした
大きめのタオルで火元を覆う。
③避難
天井まで火が燃え上がったら消火を諦め、
すぐに外に避難する。
i城南消防署予防課 a863-8119 f865
-3594

お知らせ・参加者募集

市民相談室を利用しませんか

お知らせ・参加者募集

体育館 ・ プールで開催する教室

よかろーもん

【問い合わせ・申込先】

a0120-985-902 ②健康課 健康づくり係
a831-4261
①予約センター
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

保健所での健（検）診・検査・教室・相談
内容

実施日
★は託児有
12月 １月 ２月

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。 母子巡回健康相談

b＝受付時間
g＝実施時間

肺がん
結核・肺がん
骨粗しょう症検査
（ミニ運動教室付き）
エイズ・クラミジア・
毎週水曜日
梅毒検査
B・C 型肝炎ウイルス検査 20 17 21
10 ７
風しん抗体検査
20
17 21
離乳食教室
19 16 20
30 ６
栄養相談
22 19 23
22
マタニティースクール
25
26
29
心の健康相談
21 18 15

b9：00～11：00

（表下※２参照）

大腸がん

11 ２
b8：30～10：30
★22 ★16

健診は①託児は②

乳がん

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

t40～74歳の市国民健康保険加入者
y500円
j国民健康保険被保険者証
t35歳以上y600円
t20歳以上女性y400円
t40歳以上女性
y40歳代1,300円 50歳以上1,000円
t40歳以上y500円
t40～64歳
＊50歳 以 上の肺がん
y500円
のハイリスク者で喀痰
（かくたん）細胞診希
t65歳以上y無料
望者は別途700円
t40歳以上y500円
手首の骨量
（骨密度）
測定。
運動教室は参加自由
匿名での検査 yエイズ・クラミジア無料、梅毒
不要
570円
t20歳以上（過去に検査を受けたことがない人）
不要
t妊娠を考えている人とその配偶者・妊婦の配
不要 ②
偶者で、抗体検査未受診者、18歳以上
不要
離乳食の講話や試食。乳児の同伴可
要（表下※１参照）

がん検診

胃がん
（胃透視）
子宮頸
（けい）
がん

i
e

減免制度あり

よかドック
（特定健診）

予約

場所

実施日

受付時間

i

田島公民館 12/19
長尾公民館 12/25
金山公民館 １/17
城南公民館 １/19

13:30～14:00 ⑥

七隈公民館 ２/７
別府公民館 ２/16

保健所レター

健康みらい予報

「健康みらい予報」は、健診デ
ータを入力することで、同性・同
b9：00～11：00
年代と比べた場合、10年後にど
g13：30～15：00
の程度糖尿病になる危険性がある
g9：30～12：00
要※3
管理栄養士が食事の相談に対応
かを予測することができます。
g13：00～15：30
t妊婦とその家族など
詳細はお問い合わせください。
g13：30～15：30 不要 ③
j母子健康手帳・筆記用具 動きやすい服装で
（平日のみ）
の午前
d毎月１〜７日
g14：00～16：00 要※3
専門の医師が相談に対応
10時〜午後３時
～７
月１ 日は
④ t心の病を抱える人の家族など
※予約不要
毎
（内容）１/23「薬の話」、２/27グループホーム
こころの病 家族講座 - 23 27 g13：30～15：30 要※3
li区 地 域 保 健
見学と「障がい福祉サービスについて」
福祉課
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。
a833-4113
※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。
f822-2133
※３ 予約締め切りは各相談・教室の前日まで。
b9：00～11：00

