TEL 559‐5017

2019年（平成31年）３月１日

FAX 562‐3824

〒815-8501 南区塩原三丁目25-1
窓口受付時間：午前８時45分～午後５時15分
（土日・祝休日・年末年始を除く）
区ホームページへのアクセスは下記コードから

262,384 人（＋52）

男122,058人 女140,326人

126,319 世帯（＋36）

区の広報担当キャラクター

「ため蔵」くん

平成31年２月1日現在推計
（前月比）

指導を受けて練習した

体験活動で深める地域の絆

弥永西公民館では、子

後、子どもと大人総勢

「 チャレンジ やにしっ子」

どもたちにさまざまな体

人が試合をしました。

参加した小学生は「お

験活動をしてもらおう

と、地域の各種団体やボ

域のパトロールをしてく

母さんの普段と違う一面

を実施しています。夏は

れている人とたくさん話

ので親子で参加してもら

ランティアと連携して

カヌー体験、冬はクリス

ができた」とうれしそう
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臨時開庁

マスケーキ作り教室など

閉庁日

2/24

臨時開庁

い、親と子の絆、そして

やや混雑

でした。親子で参加して

市民課窓口混雑予想カレンダー
混雑

32

弥永西
校区

「バスタボー」とは
１チーム４人（ペア２組）で行う南区発
祥のスポーツ。２人で１枚のバスタオルを
使って、ネットを挟んだ相手とバレーボー
ルをラリーし、相手コートでボールが２バ
ウンド以上するか相手からの返球がライン
を越えると得点となる。１セット11点制。

５月３、４日は博多どんたく港まつり！

引っ越しが多い３月中旬～４月中旬は、区
役所の窓口が大変混雑します。そのため３月
24日㈰と31日㈰の午前10時～午後２時に区
の市民課、保険年金課、福祉・介護保険課、
子育て支援課の窓口を開けます。 ※他市町
村に確認が必要な手続きなど、受け付けがで
きない場合がありますので事前にお問い合わ
せ く だ さ い。i 区 市 民 課 a559-5022
f511-8560 区保険年金課 a559-5152
f561-3444 区福祉・介護保険課 a5595127 f512-8811 区子育て支援課 a5595123 f559-5149
◆混雑を避けて窓口へ
休日明けや午前11時〜午後３時の時間帯
は窓口が混雑します。来所の際は、
「市民課
窓口混雑予想カレンダー」
（下図）を参考に
して、時間に余裕を持ってお越しください。
大変混雑

を行っています。

） 住民同士の絆を深めてほ

市民相 談 室 を
利用しま せ んか

いた山田幸恵さん（

は「子どもがこの活動に

金曜 15：10〜16：50
c抽選24人 y4,000円

◇

卓球教室
（40歳以上対象）

１月 日には弥永西小

学校体育館で「親子バス

参加して地域の人と顔見

公民館では子どもの健

親子リトミック

金曜 ①９：10〜９：55
②10：05〜10：50
c各回抽選15組 y5,000円

す。詳しくはお住まいの

木曜 12：00〜12：55
c抽選20人 y9,000円

す」と話しました。

ジュナフロア

臨時開庁します

△

木曜 11：00〜11：55
c抽選30人 y9,000円

24日・31日

３／

33

△

ジュナサイズ

校区の公民館か左記へお

水曜 19：15〜20：15
c抽選20人 y7,500円

同公民館長の藤英和さ

ボクシング体操

69

19

△ △

水曜 ９：15〜10：15
リンパ＆ルーシー
c抽選30人 y6,500円

問い合わせください。

水曜 ①10：30〜11：20
リラクゼーション
②11：25〜12：15
ヨガ
c各回抽選30人 y6,500円

ん（ ）は「親子で参加

時間・料金等
（全10回）

【問い合わせ先】

教室名

できる活動を行っていま

４月から下記のスポーツ教室を順次開講し
ます。実施日など詳しくはお問い合わせを。
※下表以外の教室も開講しています。li南
体育館 a552-0301 f552-0302e３月４
日㈪～12日㈫に直接窓口で申し込むか、往
復はがきに本紙15面の応募事項と教室名、
希望の時間を書いて３月12日㈫必着で同体
育館（〒815-0032 塩原二丁目８-１）へ。

区地域支援課

南体育館の教室

す。親が参加することで

４月〜

a559・5073

九州中央病院リハビリテーション科の竹迫
仁則部長と金城亜紀医長が「発見！健康寿命
を延ばす 栄養・運動・お口のケア」をテー
マに講演します。d午後２時～４時半lアミ
カ ス ４ 階 ホ ー ルiア ミ カ ス a526-3755
f526-3766c先着150人y無料n６カ月～
小学３年生。無料。３月６日㈬までに申し込
み を。e電 話 か フ ァ ク ス、 メ ー ル（m
amikas@city.fukuoka.lg.jp）
、ホームペー
ジ内の申し込みフォームに本紙15面の応募
事項と託児希望の場合は子どもの氏名と年齢
を書いてアミカスへ。

地域の担い手づくりにも

区民と医師との会 公開講演会

f562・3824

16土

３／

試合中は大人も子どもも真剣です

つながる。働く親も多い

まだ食べられるのに
捨てられてしまう食べ
物、いわゆる「食品ロ
ス」が市でも問題にな
っています。葉も皮も
含め大根を丸ごと１本
使って４品を作るエコ
料理教室を開催します。d午前10時～午後２
時l区保健福祉センター１階栄養室i区生活
環 境 課 a559-5101 f561-5360c抽 選
20人y無料jエプロン、三角巾e電話かファ
クス、メール（m seikatsukankyo.MWO@
city.fukuoka.lg.jp)に本紙15面の応募事項を
書いて３月７日㈭必着で同課へ。

しいです」
と話しました。

タボー教室」が開かれま

知りになり、日頃から声

全育成事業を行っていま

14木 大根１本使い切りエコクッキング

◇

した。スポーツ推進員の
掛けをしてもらっていま

〜 知って得する環境セミナー 〜

３／

「チャレンジ やにしっ子」 を見ることができた」「地

d＝日時、
開催日、
期間 l＝場所 i＝問い合わせ f＝ファクス t＝対象 c＝定員 y＝料金、
費用 j＝持参 n＝託児 e＝申し込み m＝メール h＝ホームページ

南区演舞台の出演者募集

どんたく南区演舞台（西鉄大橋駅西口広場）
で踊りや歌、楽器演奏、お笑いなどを披露す
る出演者を募集します。日頃の練習の成果を
披露しませんか。d５月３日
（金・祝）正午～午
後４時半、４日
（土・祝）午前11時20分～午後
３時半i区企画振興課 a559-5064 f5623824t区内に住むか通勤・通学する人、ま
たは区内の講座やサークルで活動する人・団
体（出演時間は１組につき10分以内。準備、
後片付けを含む）c両日とも13組程度（応
募多数の場合は団体を優先して選考）eはが
き、ファクス、メール（m kikaku.MWO@
city.fukuoka.lg.jp）に団体名（人数）、出演
内容、出演希望日時（第３希望まで）、代表
者の氏名・住所・電話番号、
「どんたく出演
希望」と書いて、３月20日㈬必着で同課（〒
815-8501 住所不要）へ。選考結果は４月
中旬に文書で通知します。詳細は同課へお問
い合わせください。

「和太鼓 絆星（きらり）」の舞台（昨年）

市政や日常生活に関することについて無料で相談に応じています。d月～金曜日（祝休日・年末年始を除く）の
午前９時～午後５時li区市民相談室 a559-5010 f562-3824

