2017年（平成29年）11月１日
131,242人（前月比75人増）
男 61,643 人

女 69,599 人

65,656世帯（前月比66世帯増）
（平成 29 年 10 月１日現在推計）
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t＝対象

c＝定員

y＝料金、費用

j＝持参

h＝ホームページ

月

11

d 午後３時半～

コりん缶バッジがもらえ

させるコーナーもありま

商品券やくまモングッ

ます（先着３００人）
。

す＝写真②。また、東峰

ズが当たる抽選会を開催

ワクワク♪抽選会

村の復興支援として、ゆ

します。抽選券は当日来

日㈰に城南市民センターで開催

充実
 したバザーと体
験コーナー

ずの加工品や小石原焼等

も行われます。

時～午後３

d 午前

場者全員に配布します。

◇

の販売も行います。

時

◇

役所や区内公民館等で配

地鶏炭火焼きや焼きそ

３カ所のポイントを

布するチラシまたは、区

イベントの詳細は、区

します。ドングリや小枝

回って、城南区にまつわ

ホームページ（
「 ふれあ

クイズラリー

で作品を作る森のクラフ

るクイズに答えると、
ニッ

ば、焼き菓子などを販売

ト工房（一部有料）＝写

11

26

ふれあい城南フェスティバル

多彩なステージ

16

m＝メール

d 午 前 ９ 時 半 開 場、

10

時開演、 時閉演

福岡大学交響楽団の演

奏で始まり、田島神楽や

ベリーダンス、フリース

タイルバスケのパフォー

マンスなど、個性豊かな

ステージが披露されま

い城南フェスティバル 」

※臨時駐車場・駐輪場

の駐車台数には限りがあ

りますので、公共交通機

関をご利用ください。

受診しましょう
～日曜福大健診～

映画「ペコロスの母に会いに行く」とアニ
福岡大学で特定健診・がん検診を行います。
メ映画「ペット」の上映を行います。
※入場には11月１日㈬から同センター、 ●健診日 12月10日㈰、来年２月25日㈰
●申し込み方法
区内公民館、区生涯学習推進課で配布する入
電話かファクスで健診日の10日前（土日祝
場券（無料）が必要です。
日 を 除 く ） ま で に 集 団 健 診 予 約 センター
★
「ペコロスの母に会いに行く」

（2013年劇
-985-902 f0120-931-869）へ。
（a0120
場公開）
対象者
料金
d11月11日㈯午後２時半、午後６時半の
健（検）診内容
２回上映。
よかドック
40～74歳の市国民
①
500円
（特定健診）
健康保険加入者
★
「ペット」
（2016年劇場公開）
② 胃がん（胃透視）35歳以上
600円
d11月12日㈰午前10時、午後２時の２回
③ 大腸がん
40歳以上
500円
上映。
④ 肺がん
40 ～ 64歳以上
500円
＊＊＊＊＊＊＊共通事項＊＊＊＊＊＊＊
⑤ 結核・肺がん 65歳以上
無料
c各回500人i同センター a862-2141
子宮頸（けい）
f862-2801
⑥
20歳以上の女性
400円
お知らせ・参加者募集

11月３日（金・祝）から９
日㈭は福岡市男女共同参
画週間「みんなで参画ウ
イーク」です（本紙７面
に 関 連 記 事 ）。 区 内11校
区の男女共同参画の取り組みを紹介したパネ
ル展をまちかど文化ひろばで開催します。
d10月30日 ㈪～11月10日 ㈮lま ち か ど
文化ひろば（区役所１階ロビー内）i区地域
支援課 a833-4063 f822-2142

【問い合わせ先】

「みんなで参画ウイーク」 パネル展

e＝申し込み

城南市民センター 上映会

お知らせ・参加者募集

11月２日㈭午後１時から
中村学園大学内でキャンペ
ーンを行います。また、11
月中は区役所１階子育て支
シンボルマーク
「オレンジリボン」 援課窓口近くに啓発コーナー
を設置し、児童虐待防止を呼び掛けます。
連絡者やその内容に関する秘密は守られま
すので、安心してご相談ください。地域ぐる
みで子どもを見守りましょう。
i区子育て支援課 a833-4108 f8222133

ふれあい城南運営委員

11月は児童虐待防止推進月間

会事務局（区企画共創課

大会当日は、同学科のボランティア33人
が２千食分を調理し、給水所でランナーに提
供します。
i中村学園大学 a851-2634 f851-2539

１

内）a ８３３・４０５３

f ８４４・１２０４

レシピを考案した学生と食材を提供した果実堂社員

真①＝や、大きなキャン

２

で検索）
をご覧ください。

Mirey je brille= 地元福岡を中心に
活動するベリーダンススクール

す。また、ニッコりんや

オープニングは福岡大学交響楽団

バスにいろいろな色を

福岡マラソン2017のランナー向けに提供
する給食を、中村学園大学の学生が考案し、
同大学で完成した給食の発表会がありました。
今年新設されたフード・マネジメント学科
の学生によるプロジェクトで、熊本県益城町
の農業法人・果実堂提供の「発芽大豆」を使
ったメニューを学科内で公募。37メニューか
ら３メニューを教員が選び、それぞれの良い
部分を取り入れた給食を完成させました。
完成した給食は「発芽大豆」とタマネギ、
トマトなどが入ったスープをゼリー状にした
もので、ランナーに必要な塩分やアミノ酸な
どが含まれています。髙橋綾さん
（19）は「栄
養補給がしやすく、食べやすいよう、工夫し
ました」と話しました。

ワルもん、ちかまるが登

おいしい給食でランナーを笑顔に

場する
「じゃんけん大会」 使って一つの作品を完成

中村学園大学の学生が考案

n＝託児

11月12日㈰は福岡マラソン
2017が開催されます。
コース及び周辺道路での交通
規制にご協力をお願いします。

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。司会は区内の中
高生が担当します。
d11月19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 f822-2142

11 月３～９日は市男女共同参画「みんなで参画ウイーク」です

がん

⑦ 乳がん

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
人などは無料 ※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。
i区健康課 a831-4261 f822-5844

地域の男女共同参画推進の取 i 区地域支援課
り組みの輪を広めましょう
a833-4063 f822-2142

