
　区は九州大学と連
携して、航空・宇宙に
ついての体験教室を
開催します。
　同大学大学院工学研究院の麻生茂教授を講
師に迎え、よく飛ぶ紙飛行機の作り方を学び
ます。
　d７月29日㈰午前10時〜午後１時lさい
とぴあt小学生（保護者同伴）c抽選で40人
y無料eiはがき、ファクスまたはメールに
住所、氏名（ふりがな）、学年、電話番号、保護者
氏名を書いて、７月４日㈬必着で区企画振興
課（〒819-8501住所不要、a895-7007 f 

885-0467msh inko.event24@city .
fukuoka.lg.jp）へ。

企画振興課　TEL 895-7007　FAX 885-0467

d＝日時、開催日、期間　l＝場所　t＝対象　c＝定員　y＝料金、費用　e＝申し込み　i＝問い合わせ　a＝電話　f＝ファクス　m＝メール　b＝受付時間　j＝持参

2018年（平成30年） ６月15日

人　口 211,254人 （前月比640人増）男101,292人	 女109,962人
世帯数 92,701世帯 （前月比584世帯増） ※平成30年5月１日現在推計
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子どもから高齢者までが
いつまでも暮らしたいまち・西区 にぎわいと楽しさがあふれるまち・西区

安全安心に暮らせるまち・西区

　子育てをしたいまちづくり
　10月を「西区子育て応援
月間」として、子育てフェス
タや里親の啓発など、さまざ
まなイベントを開催し、住民
一人一人が子育て世代を応
援するきっかけをつくります。
　地域包括ケアの推進
　「超高齢化を支える西区サミット」の開催
などにより、それぞれの地域の実情に応じた
支え合い・助け合いを行う仕組みづくりにつ
なげます。

　一人一花運動の推進
　花の産地を有する西区
の魅力を積極的に発信し、
市民や企業と共に、花と緑
あふれる街をつくる「一人
一花運動」を推進します。
　地域資源の活用
　地域と九州大学の自立的な交流・連携を進
め、地域の活性化を促します。また、地域が市
街化調整区域に関する規制緩和を活用して
進める定住化促進を支援します。
　地域を担う人材育成・発掘
　新たな地域の担い手が育
つ環境をつくり、地域が主
体的に計画・実行する力を
高めます。
　多様化する地域への対応
　大学関係者など、海外からの転入者にも
利用しやすい窓口にするため、タブレット
端末を使った翻訳サービスの活用や、西部
出張所のレイアウト変更
を行います。また、地域が
留学生と交流・連携に取
り組めるよう、事例紹介や
窓口の案内などの支援を
します。

　道路や橋、公園の安全性の確保
　地域の団体と連携して、
公園・緑地の適切な維持管
理を行います。また、道路・橋
の定期的な点検を実施し、
利用者の安全を図ります。
　災害への備えの充実
　校区が策定する防災計画の実効性が高ま
るよう引き続き支援します。また「超高齢化
を支える西区サミット」をきっかけに、災害
時に手助けが必要な住民に対する、地域で
の具体的な支援体制づくりを進めます。

　西区まるごと博物館推進会は、初心者で
も安心して参加できるマリンスポーツの体
験教室を開催します。穏やかな海で夏休み
の思い出をつくりませんか。
　d７月21日㈯午前９時30分〜午後０時
15分l市ヨットハーバー（小戸三丁目）t

市内に住む小学生以上c抽選で36人y２
種目で1,000円eiはがき、ファクスまた
はメールにイベント名、小型ヨット・ウイン
ドサーフィン・スタンドアップサーフィン
のうち希望の２種目、参加者全員の住所、氏
名、年齢、電話番号を書いて、６月27日㈬必
着で同推進会事務局（〒819-8501住所不
要、区企画振興課内 a895-7032 f885-
0467mshinko.event24@city.fukuoka.
lg.jp）へ。結果は、当日の詳細と併せて７月
５日㈭までに発送します。

西区まるごと博物館
海を楽しもうin小戸ヨットハーバー

よく飛ぶ紙飛行機製作教室

納期限までに納めましょう。コンビニエンスストアでも納付できます（30 万円を
超える納付書、バーコード印刷がない納付書、金額が訂正された納付書は対象外）。市県民税第１期の納期限は７月２日です市 税

ＮＥＷＳ i区納税課 a895-7014
f883-8565

ウインドサーフィン

スタンドアップサーフィン

作った紙飛行機を飛ばしてみよう

小型ヨット

平成30年度 西区運営方針

i区企画振興課 a895-7006 f885-0467

「子どもから高齢者までが、いつまでも安全で安心して
暮らせるまち、にぎわいと楽しさがあふれるまち」を目指します

西区イベント推進会議
事務局からのお知らせ

「西区市民美術展」
作品募集の事前案内

　区は、11月14日㈬〜 18日㈰に西市民セ
ンターで開催する「西区市民美術展」の作
品を募集します。作品は、絵画（洋画の部・
日本画の部）、書、写真、工芸品の５部門で、
各部門１人１点に限ります。作品募集の詳
細は、後日、市政だよりや区ホームページ
などでお知らせします。
　審査の上、優秀作品を決定し、11月17
日㈯に西市民センターで表彰式を行いま
す。同日、各部門の
審査員が出展作
品について解説
するギャラリート
ーク＝写真＝も行
います。
　i同事務局（区企画振興課内） a895-
7033 f885-0467

西祭（SaiSai）リーフレット
に掲載する文化行事を募集

　「西祭（SaiSai）〜みんなでつくる文化祭
〜」のリーフレットに掲載する文化行事な
どの情報を募集します。リーフレットは、区
役所や公民館などで配布します。
　t10月〜 12月に区内で開催される音
楽、舞踊・民舞、演劇、文芸、茶華道、美術、歴
史などの行事（11月の行事を優先して掲
載）eiはがき、ファクスまたはメールに
部門名、行事名、日時、会場、内容（資料があ
れば添付）、参加費の有無、主催者名、問い
合わせ先の住所、電話番号を書いて、７月
13日㈮必着で同事務局

（〒819-8501住所不要、
区企画振興課内 a895-
7032 f885-0467 
mshinko.NWO@city.
fukuoka.lg.jp）へ。
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d＝日時、開催日、期間 l＝場所 t＝対象 c＝定員 y＝料金、費用 e＝申し込み 
i＝問い合わせ a＝電話 f＝ファクス m＝メール h＝ホームページ j＝持参2018年（平成30年）６月15日

　初めて母親になった人のための教室です。
　d７月26日㈭午前10時〜正午l区保健福
祉センター（保健所）講堂t平成30年４月〜
５月生まれの子ども（第１子）とその保護者c

先着30組y無料ei電話かファクスで区地
域保健福祉課（a895-7080 f891-9894）
へ。６月26日㈫午前９時半から受け付け。

　li総合西市民プール a885-0124 f 

885-6016
１.Ｊｒ（ジュニア）アスリート運動教室

　d７月24日〜８月８日の火曜日と水曜日
午前10時〜11時。全６回t小学生c抽選で
12人y3,000円
２.夏休み小学生スイミング教室

　d７月30日㈪〜８月３日㈮午後５時30分
〜７時。全５回tクロールで25㍍以上泳げな
い小学生c抽選で30人y3,300円

　《申し込み方法》

　はがきかファクスに教室名、住所、氏名（ふり
がな）、年齢、学年、電話番号を書いて、６月30日
㈯必着で同プール（〒819-0046西の丘一丁
目４-１）へ送付するか、直接窓口で受け付け。

　認知症の人への接し方や基礎知識、利用で
きる制度について学びます。
　d７月５日㈭午後１時半〜３時半l区保健
福祉センター（保健所）講堂t市内に住む人c

先着50人y無料ei電話で区地域保健福祉
課（a895-7078 f891-9894）へ。６月18日
㈪から受け付け。

内　容 実施日 b＝受付時間
g＝実施時間

予
約 対象・料金・その他 e

i６月 ７月
エイズ・クラミジア抗体検査 毎週月曜日（祝休日を除く） b９:00〜11:00 ー 匿名検査（心配な出来事から３カ月たって受けてください） 

①

梅毒検査 毎週月曜日（祝休日を除く） b９:00〜11:00 ー 匿名で検査可y610円

風しん抗体検査 18㈪ ２㈪、９㈪ b９:00〜11:00 ー

t18歳以上の市民で、㋐妊娠を希望する女性㋑妊娠を希望する女性と同
居している配偶者㋒妊婦と同居している配偶者（抗体検査、接種を受けた
人、既往の人を除く）c各回先着70人j運転免許証、健康保険証などの住
所、氏名、年齢が確認できる証明書 

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査 18㈪ ９㈪ b９:00〜11:00 ー t20歳以上で過去に受診したことがない人 
栄養相談 28㈭ ５㈭、23㈪ g13:00〜16:00 要 乳幼児や高齢者、肥満、高血圧、脂質異常症の人の食事などの相談 

離乳食教室 l西保健所 25㈪ 30㈪ g13:30〜15:00 ー 離乳食の進め方やメニューの紹介。試食あり。乳児も同伴可
lさいとぴあ 15㈮ 20㈮ g13:50〜15:00

マタニティスクール 18㈪、25㈪ ２㈪、９㈪
23㈪、30㈪ b13:00〜13:30 ー 妊娠・出産・育児について学ぶ教室t妊婦とその家族j母子健康手帳 ②

心の健康相談
ー 11㈬ g９:30〜11:30 要 精神科医が相談に応じますc各回３人。必ず電話で予約を ③

21㈭ 19㈭ g13:00〜15:00

校区献血 dl▷６/21㈭９:30〜11:30＝ＪＡ北崎支店、13:30〜16:00＝マルショク今宿店▷７/６㈮9:30〜11:30、12:30〜15:30＝西保
健所。予約不要。 ④

母子巡回健康相談
出産や育児の相談dl▷６/25㈪＝北崎公民館、玄洋公民館▷６/27㈬＝姪浜公民館▷６/28㈭＝壱岐公民館▷６/29㈮＝城原公民
館▷７/３㈫＝今宿公民館▷７/４㈬＝元岡公民館▷７/５㈭＝西都公民館▷７/６㈮＝愛宕公民館▷７/９㈪＝今津公民館b13:30
〜14:00。北崎公民館と今津公民館は９:45〜10:15。予約不要。y無料j母子健康手帳

⑤

下記の健診予約は、集団健診予約センター（a0120-985-902 f0120-931-869※いずれもフリーコール）で受け付けます。受付時間は、平日の午前９時から午後
５時までで、予約の締め切りは、健診日の10日前（土日祝日を除く）です。
★印の日に無料託児（生後６カ月～未就学児）を実施。検診を予約した後に区健康課（a895-7073 f891-9894）へ事前に予約を。

内　容 実施日
b＝受付時間 予

約 対象・料金・その他７月 ８月
よかドック（特定健診） 10㈫、24㈫ ★２㈭ b８:30〜10:30 要 t40〜74歳の市国民健康保険被保険者y500円 
骨粗しょう症検査 10㈫、24㈫ ★２㈭ b８:30〜10:30 要 t40歳以上y500円

がん検診

胃がん

10㈫、24㈫ ★２㈭ b８:30〜10:30 要

t40歳以上y600円
子宮頸（けい）
がん ２年度に１回受診可t20歳以上y400円 

乳がん ２年度に１回受診可t40歳以上y40歳代1,300円、50歳以上1,000円 
大腸がん t40歳以上y500円
肺がん t40〜64歳y500円 喫煙者など一定の条件に該当する50歳以上で喀痰

（かくたん）細胞診検査の希望者は別途700円結核・肺がん t65歳以上y無料
さいとぴあ健診 ー 29㈬ b９:30〜11:00 要 検診項目とtyは上記よかドック、がん検診と同じ

　西部療育センターの遊び場を
開放し、スタッフが親子遊びの
紹介や紙芝居・絵本の読み聞か
せを行います。
　d７月20日㈮午後２時半〜３時半（受付時
間: ２時20分〜２時45分）l西部療育セン
ター（内浜一丁目）t区内に住む未就園児と保
護者y無料i同センター a883-7161 f 

883-7163 ※駐車場は利用できません。

　li西体育館 a882-5144 f882-5244
１.65歳からの健康教室

　マットや椅子に座って運動をします。
　d毎週火曜日午前９時〜10時 ※休館日、祝
日を除くt65歳以上c抽選で20人y200円
e当日受け付け（10分前まで）
２.夏休みキッズＨＩＰＨＯＰダンス

　リズムに合わせて楽しく体を動かします。
　d７月24日㈫〜８月２日㈭の平日午前11
時〜午後０時半。全８回t小学生c抽選で25
人y4,100円e往復はがき
に教室名、住所、氏名（ふり
がな）、年齢、学年、電話番号
を書いて、６月30日㈯必着
で同体育館（〒819-0041
拾六町一丁目13-35）へ。

※場所の記載がないものは保健福祉センター（保健所）で実施します。料金の記載がないものは無料。
ei①健康づくり係 a895-7073　②母子保健係 a895-7055　③精神保健福祉係 a895-7074　
④医薬務係 a895-7072　⑤地域保健福祉課 a895-7080 f891-9894（①〜⑤共通）

保健福祉センターだより
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人権を考えるつどい

きらきら広場

ほやほやママの子育て教室

西市民プールの教室西体育館の教室

認知症を学ぶ講座
　シンガーソングラ
イターのちひろさん=
写真=によるトーク＆
コンサート「みんなち
がって、みんないい生
き方を〜金子みすゞ
の心とともに〜」と、
壱岐南校区の有志が集まった劇団藤ヶ
丘による人権劇「泥かぶら」を行います。
　d７月８日㈰午後１時15分〜４時
l西市民センターホールc800人y無
料e不要i区生涯学習推進課 a895-
7026 f882-2137


