2018年（平成30年）１月１日
131,421人（前月比99人増）
男 61,745 人

女 69,676 人

65,782世帯（前月比50世帯増）
（平成 29 年 12 月１日現在推計）

長尾校区のどんど焼き（昨年）
d＝日時、開催日、期間

l＝場所

i＝問い合わせ

a＝電話

f＝ファクス

j＝持参

h＝ホームページ

第

33

33

区長賞＝樵田奈於▽優秀

賞＝安東日向子、山口綾

子▽奨励賞＝石田憲実、

近藤みつき▽城南魅力賞

受賞者を紹介します

奨励賞＝飯田えみか、織

＝田中浩子

回城南区市民アート展

第 回城南区市民アー

12

田耕造、清澄博仁、永田

●写真部門

ト展が 月に福岡アジア

美術館で開催され、
絵画、 由記子▽城南魅力賞＝鐘

長賞＝森﨑てい子▽優秀

▽会長賞＝徳永順子▽区

●グラフィックデザイ

32

m＝メール

グラフィックデザイン、 ヶ江千恵子

書、写真、工芸の５部門

江川恭子、平田俊

賞＝伊東裕一▽奨励賞＝

▽会長賞＝小森萌木▽区

●工芸部門

ン部門

の受賞が決定しました。

長賞＝佐伯真帆▽優秀賞

▽会長賞＝八尋由美子▽

の出展作品の中から 人

受賞者は次の通りです

＝一色美玖▽奨励賞＝川

（順不同・敬称略）
。

七隈公民館
a871- 6905

区長賞＝安藤かおる▽優

８日 午後０時半～
(月・祝) 七隈小学校校庭

島咲、副島智美▽城南魅

七隈

◆ ◇ ◆ ◇

金山公民館
a801-2830

アート展の開催中の様

午後６時～
金山小学校校庭

子は、区ホームページで

金山

も紹介しています。

片江公民館
a871-1219

■問い合わせ先／ふれ

正午～
片江小学校校庭

あい城南運営委員会事務

片江

局（区企画共創課内）

長尾公民館
a871-5619

a ８３３・４０５３

午前10時～
長尾小学校校庭

f ８４４・１２０４

長尾

●絵画部門

堤公民館
a863-5533

秀賞＝岩永耕三郎▽奨励

７日 午前10時～
㈰ 堤小学校校庭

力賞＝井本悟

田島公民館
a822-0307

▽会長賞＝小柳佳澄▽区

午前９時～
田島小学校校庭

賞＝乾智美▽城南魅力賞

南片江公民館
a862-2453

●書部門

堤

午前８時半～
南片江小学校校庭

長賞＝満屋佳那▽優秀賞

田島

堤丘公民館
a861-4821

e＝申し込み

＝田代功一

南片江

午前７時～
堤丘小学校校庭

写真部門 会長賞
徳永順子
「立ち話」

堤丘

問い合わせ先

n＝託児

▽会長賞＝天野千佳子▽

日時・場所

y＝料金、費用

＝恩田拓哉、中島希美▽

「どんど焼き」は、正月に飾ったしめ縄や門
松を持ち寄って燃やし、無病息災を祈願する
伝統行事で、区内各地で開催されます。地域
によって「ほん(う)げんきょう」ともいわれ
ています。※荒天の場合は中止。
校区

c＝定員

絵画部門 会長賞
小柳佳澄「秘密」

どんど焼き・ほんげんきょう

t＝対象

日曜福大健診を実施します

健(検)診内容
①

よかドック
( 特定健診)

対象者

料金

40～74歳の市国民
500円
健康保険加入者

お知らせ・参加者募集

区は福岡大学キャンパス内のヘリオスプラ
ザで特定健診・がん検診を行います。問い合
わせは区健康課まで。
d２月25日㈰e電話かファクスで２月９
日までに集団健診予約センター (a0120985-902 f0120-931-869)へ。i区健康
課 a831-4261 f822-5844

城南区市民公開講座

パパスクール城南

不正に戸籍謄本等が取得され、身元調査等
に使用される事案が発生しています。戸籍謄
本等が第三者に取得された場合に本人に通知
する「事前登録型本人通知制度」についての
講座を開催します。
d１月12日㈮午後１時半～３時15分l保
健所i区生涯学習推進課 a833 - 4043 f
822-2142c先着80人y無料e不要

沐浴(もくよく)や救急法、子育て
の心構えや親子遊びについて学ぶ
お父さんのための教室です。
d２月３日㈯、17日㈯午前10時～午後０時
半l保健所i区地域保健福祉課 a833-4113
f822-2133t区内に住む、父親になる予定
の人または１歳未満の乳児の父親で、両日参加
できる人c先着20人y無料n先着10人e １月
26日午後５時までに電話、ファクス、メール
(jchiikisenyou@city.fukuoka.lg.jp)で同課へ。

35歳以上

600円

城南市民カレッジ講演会

③ 大腸がん

40歳以上

500円

④ 肺がん

40～64歳以上

500円

⑤ 結核・肺がん

65歳以上

子どもの想像力と創造力を養う外遊びの大
切さを学ぶ講演会です。
d１月25日㈭午後１時半～３時半l城南市
民センター i区生涯学習推進課 a833-4043
f822-2142c先着130人y無料n先着10人
e不要。託児希望の場合は１月23日までに電
話またはファクスで同課へ。

⑥ 子宮頸(けい)がん 20歳以上の女性
⑦ 乳がん

無料
400円

40～49歳の女性

1,300円

50歳以上の女性

1,000円

※70歳以上または市県民税非課税世帯の人
等は無料 ※50歳以上の④⑤のハイリスク者
の喀痰(かくたん)検査は別途700円が必要。

今井亮介選手に平泳ぎを習おう
元水泳日本代表の今井亮介さんが、直接平
泳ぎの泳法を指導します。
d３月３日㈯午後２時～４時li城南市民
プール a863-7098 f863-7198t25㍍泳
げる中学生以上c抽選30人y500円e往復は
がき(〒814-0142片江一丁目５-１)にイベン
ト名、住所、氏名（ふりがな）
、年齢、電話
番号を書いて２月16日(必着)で同プールへ。

新米ママのにっこり子育て教室
初めての赤ちゃんと生活
する中で、悩んだり不安を
感じたりすることはありま
せんか。新米ママ同士で楽
しく過ごしながら、授乳や
病気、ベビーケアなどについて学びます。
d２月27日㈫、３月13日㈫午後１時半～３
時l保健所i区地域保健福祉課 a833-4113
f822-2133t区内に住む平成29年10月～平
成30年２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e１月９日か
ら２月16日までに電話で同課へ。

お知らせ・参加者募集

② 胃がん( 胃透視 )

確定申告は福岡タワーで
西福岡税務署は、平成29年分確定申告書
の申告相談を次の通り行います。
期間中は同税務署内で申告相談は行いませ
んのでご注意ください。
d２月16日㈮～３月15日㈭の平日、午前９
時～午後４時。ただし、２月18日㈰、25日㈰
は実施。l福岡タワー１階多目的ホール(早良
区百道浜二丁目)i同税務署 a843-6211

１月 10 日は 「110 番の日」
～ 110 番についてのお願い～
「110番」は、事件事故の
緊急通報専用電話です。慌
てず、焦らず、落ち着いて、
場所などの必要なことを伝
えましょう。
急を要しない相談や要望などは、警察相談
専用ダイヤル「#9110」をご利用ください。
i早良警察署 a847-0110

だまされないで！ 区役所職員をかたる不審な電話にご注意を！職員が電話でＡＴＭの操作をお願いすることは絶対にありません

