2018年（平成30年）５月15日
シャクヤク（友泉亭
公園）

区の人口 131,473 人（前月比 29 人減） （男 61,766 人

地域デザインの学校
プ は、
「 月 に 一 回、西 南

の杜湖畔公園（七隈六丁

目）でウオーキング、清

掃、お茶会を組み合わせ

という提案を行いまし

ラブアース ・ クリーンアップ
2018 城南

区内の取り組みを紹介します
長尾公民館「寄せ植え教室」
緑のコーディネーターを講師に招き、３月
24日に長尾公民館で「寄せ植え教室」が開
催され、18人が参加しました＝下写真。

市民、企業、行政が協力して樋井川河川敷
等
（筑肥橋～梅光園橋）
を清掃します。※ごみ
袋は当日配布。
d６月10日㈰午前９時
開始
（約２時間）
。小雨決
行。中止の場合は環境局
ホームページ
（
「福岡市
ラブアース」で検索）でお
知らせします。l区役所
東 側 広 場 に 集 合j軍 手、
タオル、飲み物

まちの美化活動に参加しませんか

お知らせ・参加者募集

同教室では、それぞれが一つの鉢に五つの
花苗の寄せ植えを行いました。
参加者からは、
「花が大好きですが、自分で寄せ植えをする
のは初めてで、
とても楽しいひとときでした」
「きれいな花を植えることでリフレッシュで
きました。これから大切に育てたいと思いま
す」との声が聞かれました。
i区地域支援課 a833-4063 f822-2142

地域活動に関わっていな
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い人も、気軽に参加でき

時から約２時間、西南

10

七隈校区

「やりたいこと」から始める地域活動

るような場づくりを目指

たイベントを開催する 」

で行われた「卒業式」で

しています。人と人がつ

いて検討を行いました。

は、それぞれのグループ

ながり交流が生まれるよ

まちの未来を

まちを豊かにするため

が企画案を発表しまし

う、企画の実現に取り組

た。梶 原 さ ん は、
「普段

に、さまざまな年代や立

た。福岡大学の学生によ

みます。初回のイベント

考える講座

場の人々が、共に地域で

るグループは、
「 校区内

として、５月 日㈰午前
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学生と地域住民の
交流を目指す

支え合う仕組みを考える

の空き家を大学の研究室

「地域デザインの学校」

講座です。市とＮＰＯ法

にして、地域と学生の交

の杜湖畔公園の清掃を実

３月 日に七隈公民館

人ドネルモの共働事業と

流の場として活用する」 を知る、良いきっかけに

施します。七隈公民館に

は、自分たちの暮らしと

してスタートし、これま

なりました」と話しまし
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卒業式後に、記念撮影が行わ
れました

で市内 地域で開催され

という提案を行いまし

ています。

もご協力いただきます。

どなたでも参加できます

ので、ぜひお立ち寄りく

ださい」と話しました。

た。

人と人がつながる
イベントを

i 区企画共創課

た。同大学４年の本田祐

）は、
「七隈校
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世帯数 65,984 世帯（前月比 169 世帯増） （平成30年４月１日現在推計）

七隈校区では、今年２

基さん
（

区には多くの学生が住ん
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月から計４回講座が行わ

れ、校区に住む人や学生

でいるので、学生の強み

七隈校区で不動産業を

人が受講しまし

を生かした地域貢献がし

3

など

た。三つのグループに分
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a ８ ３・４０５３

５月31日㈭は軽自動車税の納期限です

営む梶原亮司さん
（ ）
が

i城南市民センター a862-2141 f8622801

たいと考えました。自分

城南市民センターの駐車場入り口やセンタ
ー前の花壇が季節の花で彩られています＝下
写真。手入れをしている「城南市民センター
花くらぶ」代表の中西秀則さん(69)は「２
年前から市民センターの花壇づくりに取り組
んでいます。年間の計画を立てて、来館者や
通行する人に楽しんでもらえるよう、花選び
を工夫しています」と話しました。

かれて、活動の目標や具

城南市民センター花壇

f ８４４・１２０４

一人一花運動

リーダーを務めるグルー

i上長尾テラス a408-2211

たちが暮らすまちのこと

「上長尾テラス」
（樋井川三丁目７-８）
は、平成28年７月に開設された地域交
流スペースです＝下写真。平成27年に
「地域デザインの学校」を卒業した、株
式会社樋井川村の吉浦隆紀代表（41）が
運営しています。
吉浦さんは、「地域デザインの学校で
知り合った自治会や商店街の人と話す中
で、地域の人がいつでも立ち寄れる交流
の拠点が必要だと感じ、カフェや地域食
堂、レンタルスペースなどを兼ね備えた
上長尾テラスを立ち上げました。気軽に
ご利用ください」と話しました。

体的な活動内容などにつ

受講生が工夫を凝らして企画
案を発表しました

卒業生の活動

女 69,707 人）

i区生活環境課 a833-4086 f822-4095

市税の納付には便利な口座振替をご利用ください。
コンビニエンスストアでも納めることができます。

i 区納税課
a833-4026 f841-2145

2018年（平成30年）５月15日

環境活動を支援します

校区健康づくり活動紹介パネル展
各校区のウオーキングや健
康講座などの取り組みを紹介
します。
d５月28日㈪～６月１日㈮
l区役所１階まちかど文化ひ
ろ ばi区 衛 生 連 合 会 a8314207 f822-5844

環境活動に取り組む団体を支援する「エコ
発する事業補助金」ビギナーコースの交付申
請を受け付けています。概要は下表の通り。
詳細はお問い合わせください。

補助期間

３年以内

補助金額

補助対象経費の４分の３以内

補助上限額 10万円

認知症サポーター養成講座
認知症の人を地域で見守る
ため、症状や対応の仕方など
について学びます。
d６月12日㈫午前10時～正
午l区役所i区地域保健福祉
課 a833-4112 f822-2133c先着50人y
無料e５月15日から電話で同課へ。

心臓や血管などの循環器
の病気である「心・血管病」
の予防をテーマにイベント
を開催します。
弁当を食べながら心・血
管病予防の講話を聞くラン
チョンセミナーや健康度測
定
（骨密度・血圧・血糖値・口腔・運動機能等）
、
地産地消食材販売などがあります。詳細は同
大学のホームページで確認するかお問い合わ
せください。
d６月９日㈯午前10時～午後２時li同大
学栄養クリニック a・f851-2869、8512859y無料tどなたでも
＊ランチョンセミナー＊
d正 午 か ら 午 後 １ 時10
分c先着70人y500円e
５月15日～16日の午前10
時～午後４時に電話で同ク
リニックへ。

胃がん検診が変わります

７月から市が実施する胃がん検診の対象者
と受診間隔が変わります。
【７月以降の内容】
・バリウムによる胃透視
t40歳以上の人
・内視鏡(胃カメラ)検査
t今年度50歳以上の偶数年齢になる人
※受診は同一年度中に胃透視か内視鏡のど
ちらか一方のみ。実施医療機関や健康づくり
サポートセンターおよび保健所(胃透視のみ)
で受診できます。
i区健康課 a831-4261 f822-5844
よかろーもん

申請書類や申請の手引きは、市ホームペー
ジ
（
「福岡市エコ発する事業」で検索）でダウ
ンロードするか、区生活環境課でも配布して
います。
i同課 a833-4087 f822-4095e７月
31日までに来所もしくは郵送(〒814-0192
住所不要)で同課へ。

中村学園大学 健康フェスティバル
～心 ・ 血管病は予防が基本～

①姿勢改善！ストレッチポール教室
d６月15日～７月20日の金曜日、午前11
時半～午後０時45分、全６回t18歳以上c
抽選25人y2,400円
②ステップアップ！ヨガ
ストレッチや呼吸法など
ヨガの基礎を学びます。
d７月４日～９月19日の
水 曜 日（ ７ 月25日、 ８ 月15
日を除く）、午前11時10分～午後０時40分、
全10回t18歳以上c抽選35人y4,500円
〈共通事項〉
li同体育館 a851-0303 f851-0040e
はがき(〒814-0104別府六丁目14-22)に教
室名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番
号を書いて５月31日(必着)までに同体育館へ。

お知らせ・参加者募集

対象事業

ごみ減量やリサイクル、
環境美化、環
境保全、
啓発活動等を行う市民参加
型の事業
お知らせ・参加者募集

対象団体

以下に該当する市民団体・NPO法人
・５人以上で組織
・環境活動の経験が３年以内
・市内で活動

城南体育館の教室

【問い合わせ・申込先】
a0120-985-902 ④健康課 精神保健福祉係 a831-4209
①予約センター
a831-4208
②健康課 健康づくり係 a831-4261
⑤健康課 医薬務係
a844-1071
a833-4113
③健康課 母子保健係
⑥地域保健福祉課
f①0120-931-869、②〜⑤822-5844、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
５月 ６月 ７月

b＝受付時間
g＝実施時間

予約

14
12
b8：30～10：30
★28 ★31

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 16 20
18
６
４
風しん抗体検査
16
20
18
離乳食教室
15 19
17
22 ５
24
栄養相談
22
６
21 ４ 11 ２ ９
マタニティースクール
28 18 25 23
心の健康相談

b9：00～11：00 不要
b9：00～11：00 不要

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（７月からは40歳以上）y600円

場所

実施日

鳥飼 城南保健所 ５/15

10：00～12：00
13：00～15：30

城南 城南公民館 ５/30

10：00～12：00
13：00～15：00

21

19 g14：00～16：00 要※3

こころの病 家族講座 22

26

24 g13：30～15：30 要※3

i

⑤

金山 金山公民館 ６/１ 10：00～12：00

t20歳以上女性y400円
t40歳以上女性
10：30～13：00
別府 中村学園大学 ６/13
y40歳代1,300円 50歳以上1,000円
14：00～16：30
t40歳以上y500円
母子巡回健康相談
＊50歳 以 上の肺がん
t40～64歳
のハイリスク者で喀痰
y500円
身体測定や育児相談をします。t妊
（かくたん）細胞診希
産婦、乳幼児と保護者j母子健康手帳
t65歳以上y無料
望者は別途700円
i
場所
実施日
受付時間
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
七隈公民館 ５/22
匿名での検査yエイズ・クラミジア無料、梅毒
610円
別府公民館 ５/23 13：30〜14：00

t20歳以上（過去に検査を受けたことがない人）
t妊娠を考えている人とその配偶者・妊婦の配
金山公民館 ５/24
b9：00～11：00 不要 ②
偶者で、抗体検査未受診者、18歳以上
離乳食の講話や試食。乳児の同伴可
g13：30～15：00 不要
堤公民館
６/11
g9：30～12：00
要※3
管理栄養士が食生活の相談に対応
g13：00～15：30
堤丘公民館 ６/11
t妊婦とその家族など
g13：30～15：00 不要 ③
j母子健康手帳・筆記用具 動きやすい服装で
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受付時間

（表下※２参照）

大腸がん

-

校区

対象者・料金・その他

健診は①託児は②

がん検診

子宮頸
（けい）がん

要（表下※１参照）

胃がん
（胃透視）

i
e

減免制度あり

よかドック
（特定健診）

乳がん

校区献血

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。

専門の医師が相談に対応

④ t心の病を抱える人の家族など
(内容）５/22統合失調症の症状と治療

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回受診可。
※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。
（検）
診の料金が免除。
※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
※３ 予約締め切りは各相談・教室の前日まで。

9：45～10：15 ⑥

城南公民館 ６/13 13：30〜14：00
鳥飼公民館 ６/14

