
今年度の西区の主な取り組み
「子どもから高齢者までが、安全で安心して暮らせるまち」を目指します

 i区企画振興課 a895-7006 f885-0467

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）。 i区納税課 a895-7014

f883-8565市県民税第１期の納期限は７月１日です市 税
ＮＥＷＳ

西区まるごと博物館
海を楽しもうin小戸ヨットハーバー

　初心者でも安心して参加できる、マリンス
ポーツの体験教室を開催します。
　d７月20日㈯午前９時半～午後０時50分
l市ヨットハーバー（小戸三丁目）t市内に住
む小学生以上c抽選で36人y２種目で1,200
円eiはがき、ファクスまたはメールにイベ
ント名、小型ヨット・ウインドサーフィン・ス
タンドアップサーフィンのうち希望の２種
目、参加者全員の住所、氏名、年齢、電話番号を
書いて、６月27日㈭必着でまるごと博物館推
進会事務局（〒819-8501住所不要、区企画
振興課内 a895-7032 f885-0467mshin 
ko.event24@city.fukuoka.lg.jp）へ。結果は、 
当日の詳細と併せて７月５日㈮までに発送し
ます。

災害への備えの充実
　校区が策定する防災計画を的確に実行でき
るように引き続き支援します。また、災害時に
手助けが必要な市民の支援体制づくりを進め
ます。
道路や橋、公園の安全性の確保
　道路・橋の定期的な点検を
実施し、利用者の安全を図り
ます。また、地域の団体と連
携して公園・緑地の適切な維
持管理を行います。
感染症への対策
　風疹予防のため、対象となる人への抗体検
査の受検やワクチン接種の啓発を進めます。
また、感染症の予防や適切な対応について飲
食店や医療施設などへ指導・研修を行います。

超高齢社会への備え
　生活習慣病の予防のため、モデル校区の設
定や医療機関での受診を勧めるなど、特定健
診（よかドック）を受けやすい環境づくりを行
います。また、「超高齢化を支える西区サミッ
ト」や「わがまちサミット」の開催などを通し
て、地域がそれぞれの実情に応じた支え合い・
助け合う仕組みづくりにつなげます。

子どもから高齢者まで
誰もが住みよいまち

安全で安心して暮らせるまち 子育てをしたいまちづくり
　10月を「西区子育て
応援月間」とし、子育
てフェスタやさまざ
まなイベントを行い
ます。また、「里親って
カフェ」を定期的に開
催し、市民の里親への関心を高め、住民一人一
人が子育て世代を応援するきっかけをつくり
ます。
　さらに保育園や幼稚園、学校、病院など、子
どもに関係する機関が連携し、子育て家庭へ
の支援や地域における見守りを充実します。

地域の活性化
　地域と九州大学の学生サークルや留学生を
つなぎ、地域の活性化や課題解決の支援を行
います。また、少子高齢化など課題を抱えた市
街化調整区域において、地域が進める定住化
促進の活動を支援します。
一人一花運動の推進
　企業やボランティア団体などがつくる

「パートナー花壇」をホー
ムページやフェイスブッ
ク「ぷらりにしく」で積極
的に紹介し、市民の関心を
高め、花による共創のまち
づくりを進めます。

にぎわいと魅力を活かしたまち

「西区市民美術展」
作品募集の事前案内

西祭（SaiSai）リーフレット
に掲載する文化行事を募集

　 区 は 、1 1 月
13日㈬～ 17日
㈰に西市民セン
ターで開催する

「西区市民美術
展」の作品を募
集します。作品
は、絵画（洋画の部・日本画の部）、書、写真、
工芸品の５部門で、各部門１人１点に限り
ます。
　作品募集の詳細は、後日、市政だよりや区
ホームページなどでお知らせします。
　なお、応募作品は審査の上、優秀作品を決
定し、11月16日㈯に西市民センターで表
彰式を行います。同日、各部門の審査員が出
展作品について解説するギャラリートーク
＝写真＝も行います。
　i西区イベント推進会議事務局（区企画
振興課内） a895-7033 f885-0467

　「西祭（SaiSai）～西
区みんなでつくる文
化祭～」のリーフレッ
トに掲載する、文化行
事などの情報を募集
します。リーフレット
は、区役所や公民館な
どで配布します。
　t10月～12月に区内で開催される音楽、舞
踊・民舞、演劇、文芸、茶道、華道、美術、歴史な
どをテーマにした行事（11月の行事を優先し
て掲載）eiはがき、ファクスまたはメールに
部門名、行事名、日時、会場、内容（資料があれ
ば添付）、参加費の有無、主催者名、問い合わせ
先の住所、電話番号を書いて、７月12日㈮必着
で西区イベント推進会議事務局（〒819-
8501住所不要、区企画振興課内 a895-
7032 f885-0467mshinko.NWO@city.
fukuoka.lg.jp）へ。
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　シンガーソングライター・ち
ひろさん＝写真＝によるトー
ク＆コンサート「みんなちがっ
て、みんないい生き方を～金子
みすゞの心とともに～」を開催
します。 ※手話通訳・要約筆記あり
　d７月７日㈰午後２時～４時l西市民セン
ターホールc800人y無料ei不要 ※託児
希望者は、電話か、はがき、ファクスまたは
メールに住所、親と子の氏名、年齢、電話番号
を書いて、６月28日㈮までに区生涯学習推進
課（〒819-8501住所不要 a895-7026 f 

882-2137mgakushu.NWO@city.fukuoka.
lg.jp）へ。

　福岡県警察少年育成指導官
の堀井智帆氏の「生まれてきて
くれてありがとう～少年非行
の現場から～」をテーマにした
講演と、九州大学吹奏楽団の演
奏があります。
　d７月６日㈯午後１時～４時15分lさいと
ぴあ多目的ホールc300人y無料e不要i西
保護区保護司会 a894-4688 f894-4699

人権を考えるつどい

第69回 社会を明るくする運動
西区大会

小型ヨット スタンドアップサーフィン

ウインドサーフィン

更生保護マスコッ
トキャラクター
ホゴちゃん

企画振興課　TEL 895-7007　FAX 885-0467

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

令和元（2019）年６月15日

人　口 211,872人	 （前月比371人増） 男101,474人 女110,398人
世帯数 94,036世帯	（前月比482世帯増）	※令和元年５月１日現在推計



　初めて母親になった人のための教室です。
　d７月23日㈫午前10時～正午l区保健福
祉センター（保健所）講堂t平成31年４月～
令和元年５月生まれの子ども（第１子）とその
保護者c先着30組y無料ei電話かファク
ス で 区 地 域 保 健 福 祉 課（a 

895-7080 f891-9894）
へ。６月19日㈬午前９時半か
ら受け付け。

　市博物館の紹介と勾玉（まがたま）作り体験
を行います。
　d７月21日㈰午後１時半～３時li西部図
書館（さいとぴあ） a807-8802 f807-8884 
t小学１年生以上（小学生は保護者同伴）c先
着30人y材料代380円e６月15日㈯から電
話か同図書館窓口で受け付け。

　今宿野外活動センター内で虫捕りに挑戦し
ます。
　d７月28日㈰午前10時半～午後２時半l 

i同センター a806-3114 f806-3115t

未就学児と保護者c抽選で30人y ３歳以上
700円e往復はがきに教室名、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、電話番号を書いて、７月12日
㈮必着で同センター（〒819-0163今宿上ノ
原217-２）へ送付するか、ホームページ（同
センター名で検索）で受け付け。

ほやほやママの子育て教室

勾玉を作ってみよう

はじめてのアウトドア～虫捕り編～

　d下記の通り。いずれも
午後１時半～３時半lさ
いとぴあ１階第１会議室
t西区在住で、介護保険
サービスを利用していな
い65歳以上。全５回参加
できる人c先着25人y無料ei電話で区地
域保健福祉課（a895-7080 f891-9894）
へ。６月17日㈪午前９時半から受け付け。 ※
申込時に問診あり
回 日程 内容

１ ７/ １㈪ 認知症についての講話、体力測定
２ ７/ ８㈪ 認知症予防のための運動
３ ７/22㈪ 運動・歯科についての講話
４ ８/ ５㈪ 運動・栄養についての講話
５ ８/19㈪ 運動・体力測定

問診あり

　初心者から中級者向けの教室です。タブ
レット端末操作や資格対策など全18コース。
各コースの詳細は問い合わせを。
　d６月24日㈪～８月２日㈮各コース全５回
で１回２～４時間程度li市シルバー人材セ
ンター西出張所姪浜教
室・伊藤（姪の浜四丁目８
-28 a・f881-7266）
c各コース10人y7,500
円（テキスト代別）e電話
かファクスで同教室へ。

運動から始める認知症予防教室

きらきら広場市民パソコン教室

●井戸水は安全？
　地下水の水質は、周
りの環境や天候、地震
など、さまざまな要因
で変化することがあ
ります。色や濁り、味、
臭いなどに異常がな
いか、毎日、井戸水を
チェックしましょう。
また、日頃から井戸の周りや設備を点検し、清
潔にしておくことも大切です。
●定期的に検査を受けましょう
　井戸水は見た目がきれいでも、飲み水に適
しているかどうかは分かりません。飲み水に
使う場合は、年に一度水質検査を受けましょ
う。
　水質検査（有料）を希望する人は、事前に採
水容器を区保健福祉センター（保健所）また
は、西部出張所で受け取り、検査当日に水をく
んで、保健所１階に提出してください。受け付
けは月曜日と水曜日の午前中です。 ※西部出
張所は採水容器の受け取りのみ。提出はでき
ません。
　井戸水の水質については、区
衛 生 課 環 境 係（a895-7094 
f891-9894）に相談してくだ
さい。窓口で「井戸水の衛生管
理」のパンフレット＝上写真＝
を配布しています。

井戸水の衛生について
〜日頃の管理が大切です〜

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 h＝ホームページ j＝持参令和元（2019）年６月15日

内　容 実施日 b＝受付時間
g＝実施時間

予
約 対象・料金・その他 e

i６月 ７月
エイズ・クラミジア抗体検査 毎週月曜日（祝休日を除く） b９:00〜11:00 ー 匿名検査（心配な出来事から３カ月たって受けてください）

①

梅毒検査 毎週月曜日（祝休日を除く） b９:00〜11:00 ー 匿名で検査可y無料
Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査 17㈪ ８㈪ b９:00〜11:00 ー t20歳以上で過去に受診したことがない人
栄養相談 26㈬ ２㈫、26㈮ g13:00〜16:00 要 乳幼児や高齢者、肥満、高血圧、脂質異常症の人の食事などの相談

離乳食教室
l西保健所 24㈪ 29㈪ g13:30〜15:00

ー 離乳食の進め方やメニューの紹介。試食あり。乳児も同伴可
lさいとぴあ － 19㈮ g13:50〜15:00

マタニティスクール 17㈪、24㈪ ８㈪、22㈪、29㈪ b13:00〜13:30 ー 妊娠・出産・育児について学ぶ教室t妊婦とその家族j母子健康手帳 ②

心の健康相談
－ 10㈬ g９:30〜11:30

要 精神科医が相談に応じますc各回３人。必ず電話で予約を
③20㈭ 18㈭ g13:00〜15:00

精神保健家族講座 19㈬ － g13:30〜15:30 要 テーマ「統合失調症の理解〜家族の対応・訪問看護について〜」

校区献血 dl▷６/19㈬９:30〜11:30＝ＪＡ福岡市北崎支店、13:30〜16:00＝マルショク今宿店▷７/４㈭9:30〜11:30、12:30〜15:30
＝西保健所。予約不要。 ④

母子巡回健康相談
出産や育児の相談 dl ▷６/17㈪＝福重公民館▷６/18㈫＝西都公民館▷６/25㈫＝壱岐公民館▷６/26㈬＝姪浜公民館▷７/８
㈪＝今津公民館▷７/９㈫＝愛宕公民館▷７/10㈬＝元岡公民館▷７/11㈭＝姪北公民館▷７/12㈮＝室見が丘集会所、今宿公民館
b13:30〜14:00。室見が丘集会所は９:45〜10:15。予約不要。y無料j母子健康手帳

⑤

下記の健診予約は、集団健診予約センター（a0120-985-902 f0120-931-869※いずれも通話無料）で受け付けます。受付時間は平日（8/13〜8/15
を除く）の午前９時から午後５時までで、予約の締め切りは健診日の10日前（土日祝日、8/13〜8/15を除く）です。なお、定員に達している場合はご了承
ください。★印の日に無料託児（生後６カ月〜未就学児）を実施。検診を予約した後に区健康課（a895-7073 f891-9894）へ事前に予約を。

内　容 実施日
b＝受付時間 予

約 対象・料金・その他（対象開始年齢の人は、誕生日前でも受診できます）７月 ８月
よかドック（特定健診） ★９㈫、26㈮ 20㈫ b８:30〜10:30 要 t40〜74歳の市国民健康保険被保険者y500円 
骨粗しょう症検査 ★９㈫、26㈮ 20㈫ b８:30〜10:30 要 t40歳以上y500円

がん検診

胃がん

★９㈫、26㈮ 20㈫ b８:30〜10:30 要

t40歳以上y600円
子宮頸（けい）がん ２年度に１回受診可t20歳以上y400円
乳がん ２年度に１回受診可t40歳以上y40歳代1,300円、50歳以上1,000円
大腸がん t40歳以上y500円
肺がん t40〜64歳y500円 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）細胞診検査の希望者は別途700円結核・肺がん t65歳以上y無料
さいとぴあ健診 23㈫ 29㈭ b９:30〜11:30 要 検診項目とtyは上記よかドック、がん検診と同じ

※場所の記載がないものは保健福祉センター（保健所）で実施します。料金の記載のないものは無料。
ei①健康づくり係 a895-7073　②母子保健係 a895-7055　③精神保健福祉係 a895-7074　
④医薬務係 a895-7072　⑤地域保健福祉課 a895-7080 f891-9894（①～⑤共通）

保健福祉センターだより


