総務課

2019年（平成31年）３月１日

中央区役所

〒810-8622 中央区大名二丁目5-31

区役所代表電話

a 714 ー 2131

午前８時45分～午後５時15分

土・日・祝日・年末年始を除く

区ホームページは「福岡市 中央区」
で検索するか右のコードから
区フェイスブックページは
「情報発信中央区」
で検索

区の人口 199,594 人（前月比 182 人増） （男 89,148 人

女 110,446 人）

早咲きの桜
（小笹北公園）

世帯数 122,051 世帯（前月比 66 世帯増） （平成31年２月１日現在推計）
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３月・４月は
【受け取れる場所】

転出・転入届

転出日までに区役所市

●証明サービスコーナー

時～午後８時。戸籍関係

民課で転出手続きを行

14

●市外への転出

書類の取り扱いは平日の

い、転居後 日以内に新

15

土日祝日を含む午前９

午後５時 分までです。

住所地の市区町村役場で

転入手続きを。

▼天神（市役所１階情

報プラザ内）

所地の区役所へ届け出

●市内（区間）の転居

▼博多駅（地下鉄博多

を。※前住所地での転出

赤ちゃんとの関わり方や成長について学
び、保護者同士で交流しませんか。
d３月18日㈪午後１時半～３時半lあい
れふ６階作業療法室
（舞鶴二丁目）
t区内に住
む第１子の乳児
（平成30年12
月～平成31年２月生）とその
保護者c先着20組y無料e区
地域保健福祉課 a718-1111
f734-1690

中 央
体育館

参加しませんか

安心子育て応援セミナー

14

a ７３３・５２２２

駅博多口お客様サービス

届は不要。本人確認書類

休館日変更
３月の休館日を、21日(木・祝)から22日㈮
に変更します。
新１年生 水泳体験教室
d４月７日㈰～21日㈰の毎週土・日曜日
午前９時半～11時。全５回t新小学１年生
c抽選で８人y3,600円e往復はがきに教室
名、参加者の住所、氏名
（ふりがな）
、年齢(学
年)、電話番号を書いて３月１日㈮～15日㈮
必着で同プールへ。

転居後 日以内に新住

センター横）

（ 運 転 免 許 証 な ど ）と マ

〒810-0061 西公園14-30
a712-8090 f712-8298

ウェルカメラネット
携帯電話はこちらから

f ７３３・５２２４

a ４３２・５３５３

ファッションショーのモデル募集

イナンバーカードか通知

福岡市民の祭り
「博多どんたく港まつり」
の
パレードに「中央区どんたく隊」
として参加す
る人を募集します。
d５月３日(金・祝)午後１時～６時半t区
内に住むか通勤・通学する20歳以上で次の
要件を満たす人①４月15日㈪～19日㈮午後
０時15分～１時に区役所で行う踊りの練習
全５回に参加できること②着物を着る場合は
じゅばんや腰ひもなどを準備できることc抽
選で10人e往復はがきに
「中央区どんたく隊
参加希望」と記載の上、参加者全員の氏名と
代表者の住所、電話番号を書いて３月22日
㈮必着で区企画振興課内中央区市民の祭り運
営委員会事務局（〒810-8622住所不要 a
718-1055 f714-2141）
へ。

f ４８１・５３８０

参加者募集

カードが必要です（代理

中央区どんたく隊

中央市民
プール

参加しませんか

認知症の基礎知識、予防のための有酸素運
動や栄養の取り方などを学びます。
d４月10日、17日、24日、５月８日、22
日の水曜日午前10時～正午。全５回lあいれ
ふ６階作業療法室
（舞鶴二丁目）
t区内に住む
65歳以上で要介護認定を受けていない人。
体の状態により参加できない場合がありま
す。※初めての参加者優先c抽選で20人y
無料e３月20日㈬午後５時までに
電話で区地域保健福祉課
（a7181111 f734-1690）へ。 申 し 込
み時に簡単な問診があります。

を受け取り後、新住所地

運動からはじめる認知症予防教室

34

▼千早（千早駅前 な

お知らせ

平成31年４月以降も引き続き国民健康保
険に加入する世帯へ、新しい国民健康保険被
保険者証を３月下旬に郵送します。なお、保
険料の未納がある場合は区役所の窓口で交付
することがあります。
【４月から保険証が変わります】
３月まで（藤色）
⇒４月から
（だいだい色）
i区保険年金課 a718-1124 f725-2117

平日午前９時～午後５

新しい国民健康保険証を郵送します

時。
区内では小笹郵便局、 の区役所で手続きを。

週の初めと３月中旬から４月上旬までは大
変混雑し、特に午前11時から午後２時ごろ
が混み合います。

区役所が混み合います

6

就職や転勤に伴う転

5

出・転入手続きのため区

4

役所の窓口が大変混雑し

3

ます。混雑を避け、待ち

2

時間を減らすためのサー

4/1

ルカメラネット」
で検索）

31

臨時開庁

ビスを紹介します。

30

31

で確認できます。

29

日曜日の臨時開庁

28

24

区役所以外の窓口

27

３月 日㈰と 日㈰の

26

10

次の証明書は、区役所

25

午前 時～午後２時に区

24

臨時開庁

以外でも受け取れます。

23

役所の市民課、保険年金

22

人は委任状も必要）
。

21

みきスクエア１階）

20

▽住民票の写し▽住民

19

課、福 祉・ 介 護 保 険 課、

18

● 市立小・中学校への転校
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a ６７４・３９８３

16

票記載事項証明書▽印鑑

15

子育て支援課の窓口を臨

14

転居前に学校で転校手

13

f ６７４・３９７４

12

登録証明書（印鑑登録証

11

時開庁します。

10

続きを行い、転校確認書

9

●市内 カ所の郵便局

8

が必要）▽戸籍全部（個

7

人）事項証明書▽戸籍謄

6

ウェルカメラネット

5

市民課と保険年金課、 （抄）本▽戸籍の附票の

4

■問い合わせ先／区市

3

福浜郵便局の２カ所のみ

土
2

写し ※戸籍関係書類は

金
3/1

天神証明サービスコー

木

民課 a ７１８・１０２０

2

の取り扱いです。代理申

水

本籍地が本市の人のみ受

火
3/1

f ７３３・４８４０

月
2/29

請はできません。

日
2/28

ナーの待ち人数を区ホー

閉庁日

混雑

け取れます。

大混雑

混雑予想カレンダー

ムページ
（
「中央区 ウェ

市民課窓口

〒810-0042 赤坂二丁目5-5
a741-0301 f741-0617

初心者エアロビクスⅠ
d４月16日～６月25日の毎週火曜日（４
月30日を除く）午前９時半～10時半。全10
回t40歳以上c抽選で18人y7,000円
ボクシングエクササイズⅠ
d４月16日～６月25日の毎週火曜日（４
月30日 を 除 く）午 後 ７ 時15分 ～ ８ 時45分。
全10回t18歳以上c抽選で25人y7,000円
アフタヌーンピラティスⅠ
d４月16日～７月９日の毎週
火曜日
（４月30日を除く）午後１
時半～２時45分。全12回t18
歳以上c抽選で30人y8,400円
【体育館各教室の申し込み方法】
はがきかファクスに教室名、住所、氏名
（ふりがな）、年齢、電話番号を書いて３月
１日㈮～15日㈮必着で同体育館へ。応募
多数の場合は抽選し、当選者のみに通知し
ます。ホームページ（「福岡市 中央体育館」
で検索）からも申し込み可。

３月30日㈯の
「福岡城和装フェスティバル2019」
で開催する着物ファッションショーのモデルを募集します。
年齢、性別は問いません。詳しくはお問い合わせください。i福岡城舞遊の館 a707-3191 f707-3193

