令和元（2019）年 ７月１日
小柳公園のアジサイ
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区の人口 242,712 人（前月比 498 人増） （男 115,739 人

女 126,973 人）

世帯数 152,351 世帯（前月比 373 世帯増） （令和元年６月1日現在推計）
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済生会福岡総合病院呼吸器内科部長の古山
和人氏が、肺がんについて分かりやすく説明
します。講座終了後、希望者に個別相談も行
います。
d７月12日㈮午後２時〜３時半lさざん
ぴあ博多
（南本町二丁目）i博多南図書館
（さ
ざ ん ぴ あ 博 多 ２ 階）a5028580 f502-8579c先着50
人y無 料e電 話 で 申 し 込 む
か、同館で配布する申込書を
カウンターへ。

自分たちのまちを守る

がんについての情報講座
「意外に身近な肺がんのはなし」

地域の防犯活動

三味線と長唄・日本音楽の変
９月28日㈯
遷（ 長唄 蔦 の 会会主 杵屋
博多小学校
佐和二郎氏）

犯罪のない安全で住み

守っています。
「おはよう

６

よいまちづくりには、一

がいないか気を付けてパ

ございます」と隊員たち

クッキングパパの好きな博
８月10日㈯
５
多食いもん話
（漫画家 うえ
博多小学校
やまとち氏）

人一人が防犯意識を持っ

トロールしています。東

が積極的に声を掛けると、

筑前黒田藩御用窯高取焼・味
楽窯のお話
（高取焼味楽窯第
15代当主 亀井味楽氏）

て地域活動に取り組むこ

月隈校区は山林や坂道が

子どもたちから元気なあ

７月６日㈯
博多小学校

中でも大きな交差点など

多い地域なので青パトが

４

とが大切です。区内の各

地域防犯パトロール

とても役立っています」 いさつが返ってきます。

完全にオムツが取れた幼児
（１歳以上）
〜小
学校低学年向けの屋外プールを開場します。
安全のため、幼児には水着・水泳帽を着用し
た保護者の付き添いが必要です
（保護者１人
につき幼児２人まで）
。
（月・祝）
、20日㈯〜８月
d７月13日㈯〜15日
26日㈪午前９時〜午後６時li博多市民プー
ル
（東那珂一丁目）a473-8855 f473-8856

内容（講師）

の危険な場所に旗を持っ

カー「青パト」は徒歩よ

「 子どもたちがあいさ

屋外プールを開場します

日程・場所

地域で行われている活動

りも広い範囲を回ること

と話しました。パトロー

つをしてくれることで、

国民健康保険・後期高齢者医療制度の健全
な運営には、皆さんの保険料の納付が欠かせ
ません。特別な事情で納付が困難な場合は、
早めにご相談ください。i区保険年金課 a
419-1119 f441-0075

回

て立ち、子どもたちが安

ができ、効率的に地域を

ルの参加者からは「活動

私たちも元気をもらえま

保険料納付が困難な時は相談を

博多の歴史や伝統文化をテーマにした全８
回の講座です。７回目以降は問い合わせを。
dl下表の通り。いずれも午後３時〜５時
iはかた部ランド協議会事務局 a291-2466
f271-7160c各 回 先 着100人y1回 に つ き
1,000円e電話かファクスで同事務局へ。

の中から、東月隈校区の

見守ることができます。

を続けてきたおかげで空

す。また、地域の人の顔

前回の選挙
（平成31年４月７日統一地方選
挙）で投票所が堅粕小学校だった地区は、今
夏の参議院議員通常選挙から堅粕公民館
（博
多駅東一丁目８-２）
に変わります。
■対象地区
比恵町、博多駅前一丁目の一部、博多駅前
二丁目、博多駅東一丁目、博多駅東二丁目、
博多駅東三丁目、博多駅中央街、堅粕一丁目
の一部、堅粕二丁目、堅粕三丁目の一部、堅
粕四丁目１番の一部、堅粕五丁目
i区選挙管理委員会事務局 a419-1006
f452-6735

博多っ子講座

東月隈
全に学校に通えるよう見

同校区は平成 年に青

き巣や痴漢の被害が減り

を覚えてもらうことで不

※応募事項は 15 面の申し込
み方法参照

参議院議員通常選挙から
投票所が変わります

取り組みを紹介します。

パトを導入しました。週

ました」といった声が聞

■防犯パトロール

３回、小学生の下校時間

審者との見分けがつくよ

かれました。

うになり、子どもたち自

と夜間に地域のボラン

ティアが町内を回ってい

身が身を守ることにもつ

ながります」と話すのは

■スクールガード隊

月２回、同校区自治協

27

ます。

同校区自治協議会の永

防犯部の松下征雄部長＝

同校区自治協議会防災・

隊 員 が 黄 緑 色 の ジャン

顔写真左。
「 警察や学校

議会を中心とした 人の

＝は「地域の人たちが安

パーと帽子を着用して活

盛喜代子会長＝顔写真右

全に安心して暮らせるま

だけでなく地域全体で防

犯に取り組むことが大切

です。これからも子ども

たちのために見守りを続

けます」と語りました。

【問い合わせ先】

区総務課

a ４１９・１０４４

f ４５２・６７３５

動しています。通学路の

安心して横断歩道を渡る子どもたち

ちづくりのため、不審者

青パトで通学路を中心に回ります

18

小学校で月１回情報交換会を開催

夏休み親子料理教室
管理栄養士・食生活改善推進員に料理の基
本を学びながら、親子で料理をします。
d７月25日㈭午前10時〜午後１時l区保
健福祉センター i区健康課 a419-1091 f
441-0057t区内在
住の小学生と保護者
c先着20組40人y
１人500円e電話か
ファクスで７月１日
㈪以降に同課へ。
野菜の切り方を学ぶ小学生

なつのおはなし会
夏にちなんだ絵本の読み聞かせや紙芝居、
パネルシアターなどがあります。
d７月27日㈯午後２時半〜３時半l博多
市民センター（山王一丁目）
i博多図書館 a
472-5996 f
472 - 5999t３歳
〜小学生の子ども
（保護者の付き添い
可）c40人程度y無
料e不要
読み聞かせを聞く子どもたち

夏休み体育教室
跳び箱やマット運動、鉄棒など苦手な運動
の克服や体力向上を目的とした教室です。
d７月22日㈪〜26日㈮午前９時半〜11時
li博多体育館（山王一丁目）a481-0301
f481-0302t小 学 生c20人y1,000円e
７月１日㈪〜15日（月・祝）に料金を持参の上
同体育館窓口へ。j運動ができる服装、室内
用シューズ、タオル、飲み物

