企画振興課 TEL 895-7007 FAX 885-0467

2019年（平成31年）１月１日

人 口 212,369人 （前月比149人増）男101,775人 女110,594人
世帯数 93,545世帯 （前月比86世帯増）※平成30年12月１日現在推計
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ほうけんぎょうで燃や

冬の空に火煙が上がります

人にぜんざいを無料で振

「高血圧攻略法！高血圧
による腎臓への影響とは」
をテーマに、白十字病院の
平野直史副院長が話しま
す。また、健康運動指導士に
よる
「生活習慣病予防の運
動」も行います。
d２月13日㈬午後１時半〜３時半l区保
健福祉センター（保健所）講堂c先着50人y
無料ei電話か、ファクスにセミナー名、住
所、氏名、年齢、電話番号を書いて、
区地域保健
福 祉 課（a895-7080 f891-9894）へ。１
月７日㈪午前９時半から受け付け。

すやぐらの骨組みとなる

生活習慣病予防セミナー

かなたけの里公園

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

アラフォーママの子育て教室
同年代のお母さんたちとの交流や、親子体
操を行う教室です。
d２月７日㈭午前10時〜正午l区保健福
祉センター（保健所）講堂t第１子を38歳以
上で出産した母親と子ども
（２月７日現在０
歳）c先着25組y無料ei電話か、ファクス
に教室名、母子の氏名、年齢、住所、電話番号、
子どもの生年月日を書いて、
区地域保健福祉課（a8957080 f891-9894）へ。１
月８日㈫午前９時半から受
け付け。

西市民センターの催し

区は、地域で男女共同参画を実践・推進
し、地域の男女共同参画社会の形成に貢献
した個人や団体を表彰しています。
今年度は２人を12月１日に表彰しまし
た（敬称略、かっこ内は校区名）
。
梶山宜子（愛宕浜）
、
道園真理
（壱岐東）
市
税
ＮＥＷＳ

市県民税第４期の納期限は１月31日です

li西体育館 a882-5144 f882-5244
１. 西ササイズ
d月曜日と金曜日①午後１時〜２時②午後
２時〜３時③火曜日午前10〜11時 ※休館
日、年末年始、祝日を除くt18歳以上c抽選
で 各15人y各350円e当 日 受 け 付 け
（10分
前まで）
２. 65歳からの健康教室
マットや椅子に座って運動を行
う初心者向けの教室です。
d火曜日午前９時〜10時 ※休
館日、年末年始、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）

li総 合 西 市 民 プ ー ル a885-0124 f
885-6016
１. 小学生体力測定強化教室
d２月18日〜３月25日の月曜日午後５時
半〜６時半。全６回t小学生c抽選で12人y
3,000円eはがきかファクスに教室名、住所、
氏名（ふりがな）、学年、電話番号を書いて、１
月15日㈫必着で同プール（〒819-0046西の
丘一丁目４-１）へ送付するか、ホームページ
（
「福岡市スポーツ協会」で検索）
、または直接
窓口で受け付け。
２. ワンポイントレッスン水泳（初級・中級）
d土曜日午後４時〜５
時
（ 初 級）
、午 後 ５ 時〜 ６
時
（中級）※祝日、大会日、
夏 休 み、年 末 年 始 な ど を
除くt18歳以上c先着各
15人y施設使用料のみe当日受け付け（30
分前から）
３. フロアストレッチ＆エクササイズ
d月曜日午前10時〜11時、土曜日午後１
時半〜２時半 ※祝日、大会日、年末年始を除
くt18歳以上c先着各18人y400円e当日
受け付け（15分前から）
４. アクアウォーキング＆エクササイズ
d水曜日午前10時〜11時 ※祝日、大会日、
年末年始などを除くt18歳以上c先着20人
y400円e当日受け付け（15分前から）

冬のおはなし会
d１ 月19日 ㈯ 午 後 ３ 時10分〜 ３ 時40分
（さいとぴあ）a807-8802
li西部図書館
f807-8884t小学生y無料e不要

西の浦十日恵比須まつり

d１月10日㈭午前９時半〜l恵比須神社
（昭和バス西の浦バス停から徒歩５分）
i市漁
協西浦支所 a809-2231 f809-2235y入
場無料
（福引は1,000円）
e不要

着衣への着火に気をつけましょう

市消防局マスコット
キャラクター
「ファイ太くん」

西区男女共同参画
推進奨励賞表彰

西市民プールの教室

調理中にガスこんろ
の奥の調味料を取ろう
としたり、仏壇のろうそ
くに火を付けたままお
供えをしたりして着衣
に火が付き、死傷者が発
生しています。
▷こんろの奥に物を置かない▷調理中は、
マフラーなどの着用を避ける▷火が付いたろ
うそくには囲いをし、床に置かないようにす
る－など、
日頃から気を付けましょう。

参加しませんか

参加しませんか

li西市民センター a891-7021 f8910503y無料e不要
★避難訓練コンサート
市消防音楽隊の演奏中に火
災が起こったと想定して、訓
練を行います。
d１ 月27日 ㈰ 午 後 １ 時〜
４時c先着700人
★九州ステューデントジャズフェスティバル
九州・沖縄各地の、小学生か
ら高校生までの演奏グループ
が集まる軽音楽の祭典です。
開催20回目を記念して特別
ゲストも登場します。
d２月３日㈰午前10時〜午後６時c先着
300人
（観覧券は、当日同センター２階受付で
配布）

西体育館の教室

確定申告は福岡タワーで

西福岡税務署は、確定申告相談会場を次
の通り設置します。期間中、同税務署内には
相談会場を設けません。
d２月18日㈪〜３月15日㈮午前９時〜
午後４時。２月24日㈰、３月３日㈰を除く
土日祝日は休みl福岡タワーホール
（早良
区百道浜二丁目）i西福岡税務署a8436211

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
a895-7014
i 区納税課
f883-8565
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）
。

