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害が多発しています。地

野外等でのごみの焼却は、法律で原則禁止されています。周囲の人に迷惑をかける原因にもなります。ごみは、福
岡市指定袋に入れて、決められた日時・場所に出してください。i 区生活環境課 a833-4086 f822-4095

野焼きは禁止されています

過去に災害を体験した人や、被災者を
献身的に支えた関係者の声を基に、災害
時の心得や避難生活レポートなどをまと
めています。
11月中旬から区内の各公民館で冊子
を配布します。市ホームページ（「避難生
活ハンドブック」で検索）からもダウン
ロード可能です。
防災アプリ「ツナガル＋
（プラス）
」
ダウンロードはこちらから

別府
感じた」などの声が聞か
段ボールでパーソナルスペースを確保（別府校区）

世帯数 66,715 世帯（前月比 127 世帯増） （平成30年10月１日現在推計）
女 70,070 人）

区の人口 132,133 人（前月比 132 人増） （男 62,063 人

2018年（平成30年）11月15日

城南区子ども文化祭
区内の小学生が中心とな
り、歌やダンスなどをステー
ジで披露します。司会進行は
区内の中高生が担当します。
d11月25日㈰午前10時～
午後３時l城南市民センター c先着500人y
無料e不要i区地域支援課 a833-4062 f
822-2142 ※会場へは公共交通機関をご利
用ください。

大胡田誠さん=写真=の講演のほか、七隈
校区人権尊重推進協議会による人権劇「ひま
わりのおか」を行います。手話通訳・要約筆
記あり。
（午後１時
d12月６日㈭午後１時半～４時
開場）l城南市民センター i区生涯学習推進
課 a833-4044 f822-2142c先着500人
（生後6カ月以上）
。託児希
y無料n先着10人
望の場合は、11月30日までに電話またはフ
ァクスで同課へ。

イズ

ミ ー

子ども横丁～ This is Me ～

お知らせ・参加者募集

お知らせ・参加者募集

①おしごと帰りの★夜ヨガ
d来年１月８日～３月12日の火曜日、午
後 ７ 時15分 ～ ８ 時45分、 全10回t18歳 以
上c抽選35人y5,000円
②ステップアップ！ヨガ
d来年１月９日～３月13日
の水曜日、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
③おしごと帰りの★ピラティス
d来年１月９日～３月13日の水曜日、午
後 ７ 時15分 ～ ８ 時45分、 全10回t18歳 以
上c抽選30人y7,400円
＜共通事項＞
li同体育館 a851-0303 f851-0040
e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、11月30日(必着)までに同
体育館へ。

デ ィ ス

人権を尊重する市民の集い
「全盲の僕が弁護士になった理由」

城南体育館の教室

城南市民センターで「子ども横丁～ This
is Me ～」を開催
します。
百人一首、かる
た、将棋など誰も
が楽しめる遊びを
体験できます。さ
らに、ステージで
は、高校生が中心となって企画したさまざま
なアトラクションが披露され、会場を盛り上
げます。
詳しくは区ホームページ(「城南区 子ども
横丁」で検索)でご確認ください。
d12月１日㈯午前10時～午後４時l城南
市民センター i区地域支援課 a833-4062
f822-2142y無料 ※会場へは公共交通機
関をご利用ください。

ツイッターアカウント
「ニッコりんのつぶやき」
＜大胡田誠さんプロフィール＞
12歳で視力を失うも弁護士を志し、８年
の苦学の末、平成18年に５回目のチャレン
ジで司法試験に合格。
現在、一般民事事件や企業法務、家事事件
のほか、障がい者の人権問題にも積極的に取
り組んでいる。プライベートでは、全盲の妻
と共に２児の子育てに奮闘中。著書『全盲の
僕が弁護士になった理由』(日経ＢＰ社)は、
テレビドラマ化され、話題を呼んだ。

区は、ツイッターアカウント「ニッコりん
のつぶやき」を開設しました。区政情報や区
の魅力を発信しています。
i区企画共創課 a833-4053 f844-1204
右の二次元
バーコードか、
URL から
アクセスしてね♪
https://twitter.com/
jonan_nikkolin

よかろーもん

【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
f ① 0120-931-869、②〜⑤ 822-5844、⑥ 822-2133

保健所での健（検）診・検査・教室・相談
内容

実施日
★は託児有
11月 12月 １月

b＝受付時間
g＝実施時間

献血
予約

i
e

対象者・料金・その他

場所

実施日

堤公民館

11/24

受付時間

i

10：00～12：30
⑤
13：30～15：30

（表下※２参照）

健診は①託児は②

要（表下※１参照）

がん検診

減免制度あり

t40～74歳の市国民健康保険加入者
母子巡回健康相談
y500円j国民健康保険被保険者証
胃がん
（胃透視）
t40歳以上y600円
身体測定や育児相談をします。t妊産
子宮頸
（けい）
がん
t20歳以上女性y400円
婦、乳幼児と保護者j母子健康手帳
t40歳以上女性
乳がん
i
場所
実施日
受付時間
y40歳代1,300円 50歳以上1,000円
七隈公民館 11/28
８
大腸がん
t40歳以上y500円
29 ★17
b8：30～10：30
★21
＊50歳以上の肺がん
堤公民館 11/29
t40～64歳
肺がん
のハイリスク者で喀痰
y500円
別府公民館 11/30
13：30～14：00 ⑥
（かくたん）細胞診希
12/13
金山公民館
結核・肺がん
t65歳以上y無料 望者は別途700円
城南公民館 12/14
骨粗しょう症検査
t40歳以上y500円
田島公民館 12/17
（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
t今年度35歳および40歳y1,000円
胃がんリスク検査
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
毎週水曜日 b9：00～11：00 不要
梅毒検査
610円
B・C 型肝炎ウイルス検査 21 19 16 b9：00～11：00 不要
t20歳以上（過去に検査を受けたことがない人） インフルエンザにご注意ください
t18歳以上の①妊娠希望の女性②妊娠希望の 【インフルエンザの主な症状】
５ ９
風しん抗体検査
21
b9：00～11：00 不要 ② 女性または妊婦と同居する配偶者・パートナー ※ ・急激な発熱（38 〜 39℃）
19 16
抗体検査歴、
予防接種歴、既往歴がある人を除く ・頭痛、腰痛、関節痛、筋肉痛など
離乳食教室
20 18 15 g13：30～15：00 不要
離乳食の講話や試食。乳児の同伴可
・咽頭痛、咳などの呼吸器症状
４ 22 g9：30～12：00
要※3
管理栄養士が食事の相談に対応
栄養相談
【感染予防のポイント】
16 21 11 g13：00～15：30
・ワクチン接種（12月上旬までに受
19 ３ 10 ７ 21
t妊婦とその家族など
マタニティースクール
g13：30～15：00 不要 ③
けましょう）
26 17 28
j母子健康手帳・筆記用具 動きやすい服装で
・外出後のうがい、手洗い
心の健康相談
15 20 17 g14：00～16：00 要※3
専門の医師が相談に対応
・咳エチケットの徹底
④ t心の病を抱える人の家族など
こころの病 家族講座 27 - 22 g13：30～15：30 要※3
（内容）11/27「当事者の話を聞こう」
・適 度に換気を行い、湿度を50 〜
60％に保つ。
子宮頸がん検診・乳がん検診は２年度に１回、その他健
（検）
診については１年度に１回受診可。
i区健康課 a831-4261 f822※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。 5844
よかドック
（特定健診）

保健所レター

※３ 予約締め切りは各相談・教室の前日まで。

