
★東香園フリーマーケット　
　東香園利用者や地域の皆さんが出店し、
日用品やお菓子などを販売します。d８月
５日㈰午前10時～午後２時li老人福祉
センター東香園（香住ケ丘一丁目）a 

671-2213 f671-2214
★東市民プール夏祭り（バザーなど）
　d８月19日㈰午前９時
～午後５時 ※プール利用
者対象のイベントもありま
す。li東市民プール（名
島二丁目）a662-6111 f662-6112
★東図書館 百人一首かるたを体験しよう
　競技かるたに挑戦します。d８月24日㈮
午後２時～４時lなみきスクエア（千早四
丁目）t中高生c先着20人y無料e８月１
日㈬から電話か来所で問い合わせ先へ。i

東図書館（千早四丁目）a674-3982 f 

674-3973

　お盆の供え物は、８月15日㈬夜に収集し
ます。日没から午後10時（※がある校区は
記載の時間）までに下記指定場所に出してく
ださい。指定場所の運営は、町内会やボラン
ティアが行っています。お盆期間中、燃える
ごみや燃えないごみ、空き瓶・ペットボトル、
粗大ごみは通常通り収集します。i区生活環
境課 a645-1061 f632-8999

　雨天などで変更になる場合があります。
i区地域支援課 a645-1041 f645-1042

日程 開始 校区 場所

８/４㈯

15：00 香椎東 香椎宮グラウンド
15：30 美和台 美和台小学校

16：00
香椎浜 香椎浜小学校
照葉 アイランドシティ

中央公園

16：30 三苫 三苫小学校
若宮 若宮小学校

17：00 千早 香椎第１中学校
18：00 箱崎 箱崎小学校

８/18㈯ 16：00 松島 松島小学校
和白 和白小学校

18：30 志賀島 志賀公民館下広場

８/25㈯
15：00 香椎 香椎駅前西公園
18：00 西戸崎 地域交流広場

（西戸崎神社横）

健（検）診名 対象 料金
①よかドック

（特定健診）
40～74歳の市国民健
康保険被保険者 500円

②胃がん 40歳以上 600円
③大腸がん 40歳以上 500円
④子宮頸（けい）
がん 20歳以上の女性 400円

⑤乳がん 40～49歳の女性 1,300円
50歳以上の女性 1,000円

⑥肺がん 40～64歳 500円
⑦結核・肺がん 65歳以上 無料
　※④⑤は２年度に１回受診可。⑥⑦は喫煙
者など一定の条件に該当する50歳以上で、
喀痰(かくたん)細胞診検査希望者は別途700
円必要。
　i区健康課 a645-1078 f651-3844 

　よかドック（特定健診）と
がん検診を行います。d10月
４日㈭午前９時半～正午lな
みきスクエア(千早四丁目）
ty下表の通りe健（検）診日から10日前（土
日祝日などを除く）までに電話で予約センタ
ー（a0120-985-902午前９時～午後５時）
へ。平成30年度中（来年３月31日まで）に
40歳または50歳になる人は、よかドックが
無料。70歳以上と市民税非課税世帯の人な
どは料金免除（証明書が必要）。

　育児の喜びや迷いなどを話し合い、子育て
に必要な知識を学びながら仲間をつくるベビ
ープログラム（ＢＰ）です。d10月15日～
11月５日の月曜日午前10時～正午。全４回
l香椎子どもプラザ（香椎駅前二丁目）t区
内に住む、平成30年５～７月生まれの第１子
とその母親c抽選12組y無料e９月14日㈮
午後５時までに電話かメールで、住所・氏名・
電話番号、子どもの氏名（ふりがな）・性別・
生年月日を問い合わせ先へ。i区子育て支援
課 a645-1082 f631-1511mkosodate.
HIWO@city.fukuoka.lg.jp

校区 指定場所
志賀島 東警察署志賀島駐在所横、荘厳寺参拝

者駐車場、弘集会所前

西戸崎 西戸崎公民館駐車場、西戸崎交番前、
大岳集会所

和白 和白公民館駐車場

三苫 三苫六・七丁目野菜共同集出荷場横、
三苫一・三丁目町内会集会所横

奈多 奈多公民館前、雁の巣公民館前
和白東 和白東公民館内 ※午後９時まで

美和台
西鉄三苫駅前ロータリー、美和台２号
公園前、下和白集会所前 ※各所午後９
時半まで

香住丘 西鉄香椎花園前（無料駐車場はありま
せん）、唐原納骨堂入口、上唐原墓地前

香椎 香椎小学校前墓地、香椎荘公民館前

香椎東
香椎共同墓地入口（原病院前）、香椎宮
前団地集会所前、サニータウン香椎台
郵便局横

多々良 多々良橋横
青葉 青葉公民館駐車場
八田 八田四丁目第４集会所前
若宮 若宮公民館前
舞松原 香椎ケ丘会館前 ※午後９時半まで
千早 千早中央公園広場、香椎宮前駅前広場

千早西 千早西老人いこいの家横（千早公園内） 
※午後９時まで

名島
松崎墓地前、名島運動公園西側（名島
西公園入口 )、名島橋（釣具店前）、城
浜郵便局前空き地

城浜 城浜緑地公園（城浜フレンドショップ前）

筥松
筥松小前筥松橋たもと、二又瀬会館前、
原田西公園内、博電社駐車場 ※各所午
後９時まで

松島 月見町集会所前、坂本町町民会館前、
松島大橋（松島側）

東箱崎 東箱崎公民館駐車場
箱崎 箱崎１号緑地 ※午後９時半まで

馬出 馬出公民館前、馬出人権のまちづくり
館前

■福岡マラソン完走教室
　正しい走り方を指導します。d９月７日～
11月９日の金曜日午後７時～９時。全10回
l東体育館t18歳以上c抽選20人y6,500
円i東体育館（〒813-0003香住ケ丘一丁
目12-２）a672-0301 f672-0302
■小学生水泳教室①②
　d９月９日～10月28日の日曜日①午前９
時半～11時②午前11時～午後０時半。全８

認知症について学びませんか

回l東市民プールtクロールで
25㍍泳げない小学生c各抽選
25人y各5,500円i東市民プー
ル（ 〒813-0043名 島 二 丁 目
42-１） a662-6111 f662-6112
■共通事項
　e往復はがきに、教室名（①か②も）・住所・
氏名（ふりがな）・年齢（学年）・電話番号を
書いて各施設へ。８月14日㈫必着。

★校区夏祭り情報

なみきスクエアで健康チェック

●「認知症を学び地域で支えあおう」講座
　認知症の基礎知識
や、認知症の人との接
し方について学びま
す。受講者には、認知
症サポーターの証し「オレンジリング」
を進呈します。d９月５日㈬午後２時～
３時半lなみきスクエア(千早四丁目)c
抽選60人y無料e８月24日㈮午後５時
までに電話かファクスで、講座名・氏名

（ふりがな）・年齢・電話番号を問い合わ
せ先へ。i区地域保健福祉課 a645-
1087 f631-2295
●運動からはじめる認知症予防教室
　脳トレや有酸素運動など、頭と体を動
かして認知症を予防する教室です。d９
月７日～10月19日の金曜日（10月12
日は除く）午後１時半～３時半。全６回
lコミセンわじろ（和白丘一丁目）t全
回参加でき、65歳以上で軽い運動がで
きる人（介護保険サービスを利用してい
る人は除く）c抽選20人y無料e８月
17日㈮午後５時までに電話で問い合わ
せ先へ。i区地域保健福祉課 a645-
1088 f631-2295
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東体育館・東市民プールのお知らせ

お盆の供え物やごみの収集

親子の絆づくりプログラム
「赤ちゃんがきた！（BP）」

イベントに出掛けて
夏の思い出をつくろう
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d=日時、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　f=ファクス　m=メール　h=ホームページ　n=託児　j=持参　b=受付時間

東区版 2018 年（平成 30 年）８月１日

315,345人（＋114）
男 153,357 人 / 女 161,988 人
150,127 世帯（+133）
平成30 年７月１日現在推計（前月比）


