
　生活習慣病について知り、日頃の生活習慣を
振り返ってみませんか。
【内容】①健診を受けて得する話
　　　②血管が硬くなるということは
l早良保健所
i区地域保健福祉課 a833-4363 f833-4349

　田村校区での出張検診です。１度に希望す
る複数の検診が受けられます。
l特別養護老人ホーム サンシャインプラザ

（田村二丁目15-2）
i区健康課 a851-6012 f822-5733
e９月14日㈮までに労衛研予約センターへ電 
話(050-3646-1801)かファクス(303-8003)
で予約。

　市博物館・有馬館長の講演や映画「サザエさ
んとエプロンおばさん」の上映を行います。
市民の皆さんから寄せられた長谷川町子さん
ゆかりの品も展示します。
l西南コミュニティーセン
ター（西新六丁目２-92）
i区企画課　
　a833-4306 f846-2864
e９月３日㈪から電話かファクス、メール
(sawara-kikaku@city.fukuoka.lg.jp)に住所、
氏名、年齢、電話番号を書いて同課へ。

①体育の日無料開放
お試しレッスン(申し
込みは９月１日㈯から)
d10月８日（月・祝）

【チェアエクササイズ編】午前10時～ 11時
【バランスボール編】午前11時15分～午後０時
15分　t18歳以上　c先着各20人　y無料
②姿勢改善☆昼のピラティス教室(申し込み
は９月１日㈯～ 15日㈯に)
d10月19日～12月14日の毎週金曜日（11月23
日を除く）、午後１時半～午後２時45分、全８回
t40歳以上　c抽選20人　y3,400円
※①②共通
li早良体育館 a812-0301 f812-6458
e同体育館へ問い合わせを。

　20歳以上の学生には、申請により国民年金
保険料の納付が猶予される制度があります。
t大学（大学院）・短大・専修学校などに通う学
生。本人の所得制限有り。
jマイナンバーカードまたは通知カード、年
金手帳、学生証、印鑑
i区保険年金課 a833-4323 f846-9921
　入部出張所 a804-2014 f803-0924

　住宅・土地の保有状況及び世帯の居住状況
などの実態を明らかにするため、総務省によ
る５年に１度の調査が行われます。
　調査対象となった世帯には、９月上旬から
調査員が訪問し、調査票を配布します。ご理解
と協力をお願いします。
　調査に費用は発生しません。調査員を装っ
た詐欺にご注意ください。
t無作為に選ばれた約5,300世帯
i区総務課 a833-4303 f846-2864

　飯盛山中腹を散策し
ながら薬草を観察し、薬
剤師が生薬の名前や効
能などを解説します。
l飯盛神社(西区大字飯盛609）
t区内に住む２時間程度の山歩きが可能な人
i区健康課 a851-6567 f822-5733
e往復はがき(〒814-0006百道一丁目18-
18)に住所、氏名、年齢、電話番号、マイクロバ
ス利用希望の有無（希望者の中から抽選で19
人は午前９時に区役所集合で飯盛神社まで送
迎）を書いて９月21日㈮必着で同課へ。

　脳の五つの機能（記憶・学習、注意、言語、視
空間認知、思考）を検査し、低下している部分
の鍛え方を学びます。
d10月２日、30日、11月13日、20日、27日の火
曜日、全５回、午前10時～正午　l早良保健所
t65歳以上で医師から運動制限を受けてお
らず、介護保険サービスを利用していない人
i区地域保健福祉課 a833-4363 f833-4349
e９月14日㈮までに電話かファクスで同課へ。

～ 65歳になったら～
運動からはじめる認知症予防

抽選25人

無料

早良体育館の教室

2018年（平成30年）９月1日

さわら
男 103,152 人　女 115,832 人

97,878世帯（前月比81世帯増）（平成30年８月１日現在推計）
218,984人（前月比174人増） ●区ホームページは「早良区」で検索

「一人一花」運動の取り組みも紹介中
●区フェイスブックは「早良区情報玉手箱」で検索

☎

☎

一人一花華しるべミカサ会 
藤田美春さんの生け花を区役
所１階で展示しました

区ホームページ

健(検)診名 対象 料金 検査項目

よかドック
（特定健診）

40～74歳の
市国民健康
保険加入者

500円
身体測定・尿検
査・血圧測定・
心電図検査・血
液検査等

福
岡
市
各
種
が
ん
検
診(

市
内
在
住
の
人)

胃がん
検診 満40歳以上 600円 バリウムによる胃

透視
肺がん
検診 満40～64歳 500円 胸部 X 線撮影

※満 50 歳以上
のハイリスク者
のみ喀痰検査（別
途 700 円）有り

結核・
肺がん
検診

満65歳以上 無料

大腸が
ん検診 満40歳以上 500円 ２日間採便による

便潜血検査
子宮頸
がん検
診

満20歳以上
の女性 400円 子宮頸部の細胞診

乳がん
検診

満40～49歳 
の女性 1,300円 マンモグラフィー

（２方向）
満50歳以上
の女性 1,000円 マンモグラフィー

（１方向）
胃がん
リスク
検査

今年度に35
歳、40歳に
なる人

1,000円 血液検査

国民年金保険料の学生納付特例制度

平成30年住宅・土地統計調査

　区役所正面玄関前
で、新鮮な野菜や米
などを販売します。

さわら特産市 開催
９/12㈬、13㈭
　午前10時〜午後３時

i区企画課 a833-4412 f846-2864

薬草観察ハイキング
10/７㈰ 午前10時～正午

無料

抽選40人

血管若返り大作戦！
９/19㈬ 午前10時～正午

無料

申し込み不要

　転倒予防の重要性について学びます。
【テーマ】転倒予防は寝たきり防止～ピンピン
コロリを目指そう～
【講師】鳥取大学医学部保健学科　萩野浩教授
lももちパレス　c先着150人
i福岡市医師会医療介護推進室
　a852-1527 f852-1510
e９月１日㈯～26日㈬に電話かファクスで同
室へ。

在宅医療に関する公開講座
９/29㈯ 午前10時～11時半 無料

子育て安心教室
９/27㈭ 午後１時～３時

無料

先着25組

「サザエさん通り」を生かした
まちづくり　講演会＆上映会

無
料

10/８(月・祝) 午後１時～４時半 先着150人

　赤ちゃんとの関わり方を学び、
保護者同士で交流します。
l早良保健所
i地域保健福祉課 a833-4363 f833-4349
e９月３日㈪から電話かファクスで同課へ。

　市は、地域で交通安全の確保と事故防止
に積極的に取り組み、顕著な功績を挙げて
いる個人や団体を表彰しています。
　区からは、賀茂校区の村井大成（だいじょ
う）さん(78)が受賞しました。児童登下校
時に通学路を巡回見守りしたり、交差点で
交通立番を行っ
たりするなど、校
区の交通安全に
貢献しています。
i区総務課
　a833-4304
　f846-2864

　市は、毎年８月に、道路交通の安全や道路
愛護などに取り組み、顕著な功績を挙げて
いる個人や団体を表彰しています。
　区からは、室見校区の佐藤薫さん(57)が
受賞しました。金屑(かなくず)川に架かる
百道橋とその周辺で定期的な清掃活動を
行 い、地 域 住 民
の清掃意識向上
に寄与していま
す。
i区地域整備課
　a833-4332
　f851-2952写真中央が村井さん

早良プレミアムオードブル検診
９/29㈯　受付：午前９時～11時

区
役
所
収
蔵
の

漫
画
も
展
示

交通安全功労者表彰 道路愛護等功労者表彰

d＝日時　l＝場所　t＝対象　c＝定員　y＝料金、費用　j＝持参　n＝託児　i＝問い合わせ　a＝電話番号　f＝ファクス　e＝申し込み　o＝開館時間　x＝休館日　m＝メール

中園副市長から表彰状を受け取
る佐藤さん


