令和元（2019）年 ９月15日
区役所で花に関する
作品を展示中

グリッピ

区ホームページ

区の人口 243,442 人（前月比 477 人増） （男 116,153 人

女 127,289 人）

世帯数 152,896 世帯（前月比 383 世帯増） （令和元年８月1日現在推計）
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区役所などで配布する

▽博多まちづくり推進

国道385号 美野島陸橋の舗装工事のため、
９月25日〜来年３月15日の間、終日片側１
車線の交通規制を行います。
朝夕の通勤・通学時間帯は混雑が予想され
ます。道路の迂回
（うかい）等にご理解とご協
力をお願いします。
i市道路維持課 a711 - 4488 f733 5591
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規定は次の通り（ガラス付きの額は不可）。
■中学生の部
【絵画】四つ切り画用紙38㌢×54㌢【書】
油類
（エンジンオイルや灯油）
を雨水側溝な
仕上げ寸法61㌢×200㌢以内（縦横自由）
どに流したことが原因で、水路や河川に油膜
■一般（高校生以上）の部
が浮く事例＝写真＝が増えています。
河川など
【絵画】８号以上30号以内【書】仕上げ寸
を元の状態に戻すためには費用がかかります。
法61㌢×200㌢以内
（縦横自由）
【写真】A ４
その費用は廃棄した人に負担してもらうこと
以上ワイド四つ切り以内【グラフィックデザ
もあります。河川の環境保全のために、油類
イン】B３判以上B２判以内
は適切に処 分しま
しょう。処分方法は
iまつりはかた実行委員会事務局（区企画
振 興 課 内）
メーカーや販売店
a419-1042 f434-0053t中
にご相談ください。
学生以上で区内在住または通勤・通学する人
もしくは区内のサークルに所属し活動する人
i区自転車対策・
生活環境課
y無料e区役所や公民館などで配布する申込
書を持参か郵送
（ 〒812-8512住 所 不 要）、
a419-1070
フ ァ ク ス、メ ー ル
（t-shinko.HAWO@city.
f441-5603
fukuoka.lg.jp）で ９ 月24日 ㈫〜11月22日
「博多区文化・芸術展」作品募集
（必着）に同事務局へ。申込書は区ホームペー
ジからでもダウンロードできます。作品の搬
来年１月30日㈭〜２月４日㈫に福岡アジ
入は11月25日㈪〜29日㈮に同事務局へ。
ア美術館
（下川端町）
で開催する区文化・芸術
展の作品を募集します。今年から中学生の部
納税は便利で確実な口座振替で
も設けました。日頃の芸術活動の成果を披露
しませんか。
納期ごとに指定の口座から自動的に振り替
各部門ごとに審査を行い表彰します。表彰
えて納税されるため、手間が省けて納め忘れ
式は来年２月２日㈰午後２時から同美術館で
もなくなります。
開催。
作品は未発表のものに限ります。
i市納税管理課 a711-4490 f711-4219

河川の環境保全にご協力を

美野島陸橋の交通規制を行います

と巡ります。博多うどん 【問い合わせ先】
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協議会a４７４・７２４３
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多くの提灯が並ぶ撮影スポット

９時〜午後５時）

たくさんの人でにぎわいます

ミニ手ぬぐい

話でこだわりの博多まち

アジアのナイトマーケットをモチーフにした異国情緒
あふれるイベントです。
焼鳥やもつ鍋など福岡のグルメが大集結する
「チカッ
パ横丁」をはじめ、ダンサーやアーティストによる
「星空
のステージ」、さまざまなアクセサリーや雑貨の販売など
もあります。
d開催中〜10月27日㈰の金・土・日曜日午後４時〜
11時l清流公園（キャナルシティ博多周辺）
（午前11
i千年夜市実行委員会 a090-5489-5747
時〜午後７時）

「博多水引」
ストラップ

も行います。

千年夜市

和バッジ

ンプを集めた人に左記の

世界20カ国以上の輸入
雑貨や料理が並びます。
そ
の他にも民族楽器の演奏
やパフォーマンスなども
楽しめます。
（月・
d10月12日㈯〜14日
祝）
午前10時〜午後６時l
楽器の演奏で会場を盛り上げます
住吉神社（住吉三丁目）
（スウィートロケットプラス）
/
isweet rocket plus
（午前９時〜午後５時）
N.P.G.福岡 a090-9727-4938

舞などのオープニングイ

大博多輸入雑貨市

ベントをはじめとして、 ■スタンプラリー

「 和 」を 感 じ ら れ る イ ベ
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※応募事項は 14 面の申し込
み方法参照

博多市民センター 文化祭
フォークソングの演奏会や介護体験講座、
作品の展示、パンやスイーツの販売などがあ
ります。
d10月14日（月・祝）午前10時〜午後５時
li博多市民センター（山王一丁目）a4725991 f472-5952y無 料e一 部 事 前 申 し
込みが必要。
詳しくは同センターへ。

市立保育所に遊びに来ませんか
おもちゃや絵本の紹介、おやつの試食など
を行います。
dli下表の通りt未就学児と保護者c各
12人y無料e事前に電話で各保育所へ
日時

場所

連絡先

a・f
10/５㈯
那珂保育所
午前10時～正午（竹下五丁目14-７） 431-3882

博多消防署 普通救命講習

a651-2615
10/12㈯
千代保育所
午前10時～正午（千代五丁目13-１）f633-3878

心肺蘇生法
（人工呼吸・胸骨圧迫）
やＡＥＤ
（自動体外式除細動器）の使用法、出血時の止
血方法などを学びます。
12月15日 ㈰ 午 前10時〜
d10月16日 ㈬、
午後１時li博多消防署
（博多駅前四丁目）
a475-0119 f475-0219t市内在住また
は通勤・通学している人c各先着40人y無
料e開催日の前月１日午前９時から市ホーム
ページ
（
「福岡市イン
ターネット手続きサー
ビス」で検索）で受け付
けj運動靴、動きやす
い服装

ヤングママ♪いらっしゃ〜い！

日時
10/10㈭
午後１時半～３時
10/18㈮
午後１時半～３時

①
②

保健
だより

市消防局マスコット
キャラクター
ファイ太くん

親子遊びやママ同士で話
しながら交流を深めます。
２回シリーズの教室です。
d下表の通りl博多区保
健福祉センター i博多区地域保健福祉課 a
419-1100 f441-0057t区内在住のおおむ
ね25歳以下の妊産婦と乳幼児y無料e電話か
ファクス、
メール(chiikifukushi.HAWO@city.
fukuoka.lg.jp)に応募事項を書いて９月17日
㈫午前９時半以降に同課へ。

博多市民プール

内容
親子ヨガ
虫歯予防の話
絵本の読み聞かせ
救急法と事故予防

東那珂一丁目９-15 a473-8855 f473-8856
①第１期大人初級クロール教室 クロールを
基本から学びます。 d10月６日〜12月15日

の日曜日
（10月13日を除く）午前９時半〜10
時半
（計10回）
t40歳以上
②チケットクラス 泳ぎ方や水中運動などを
学ぶことができます。
初心者歓迎です。
③40周年記念イベント d10月13日㈰
④体育の日イベント d10月14日
（月・祝）
＝共通＝ 料金や申し込み方法など詳しくは
同プールへ問い合わせを j水着、
水泳帽、
タ
オル、
ロッカー代
（30円）
、
ゴーグル
（必要な人）

ビルやマンションの
水は大丈夫ですか

水道水は細菌などの繁殖を抑えるた
め、
塩素で消毒されています。
ビルやマンションなどの多くは、
貯水槽
に水道水をためて給水しています。その
ため建物の管理者は、貯水槽の清掃や設
備の検査・点検を定期的に行う必要があ
ります。
貯水槽の管理が不適切な場合、
塩
素が消失してしまうことがあります。
博多区衛生課では、塩素の有無を調べ
る簡単な検査キットを無料で配布してい
ます。
もし、
貯水槽を使用している建物で
飲 み 水に異 常を 感じ
たら、同課までご相談
ください。
i博多区衛生課
a419-1125
f434-0007

【問い合わせ・申込先】 ①集団健診予約センター a0120-985-902 f0120-931-869
②健康づくり係
a419-1091 ③母子保健係 a419-1095 ④精神保健福祉係 a419-1092
a419-1090 f441-0057
（f は②～⑥共通）
⑤地域保健福祉課 a419-1100 ⑥医薬務係
※場所の記載がないものは博多区保健福祉センター（保健所）で実施。料金の記載がないものは無料。
※各健 ( 検 ) 診は受診料の減免制度あり（満70歳以上、市民税非課税世帯の人など）。
※博多区役所の駐車場は大変混み合います。公共交通機関をご利用ください。

b＝受付時間 予
対象・料金・その他
g＝実施時間 約
太枠内の健（検）診予約は、①集団健診予約センターへ。【受付日時】平日９:00～17:00 各健（検）診日の10日前（土日祝日を除く）まで。
t40～74 歳の市国民健康保険に加入している人 y500 円 ※今年
よかドック（特定健診）
要
度中に40歳・50歳になる人、
満70～74歳の人は無料 j健康保険証
【胃がん】t40歳以上 y600円
がん検診
【胃がんリスク検査（ピロリ菌検査など）】t35歳・40歳 y1,000円
胃がん 胃がんリスク検査
【大腸がん】t40歳以上 y500円
大腸がん
【子宮頸がん】t20歳以上 y400円
① ② 子宮頸
（けい）がん
★10／８㈫
b８:30～10:30 要【乳がん】t40歳以上 y40歳代1,300円、50歳以上1,000円
乳がん
11／11㈪・20㈬
【肺がん】t40～64歳 y500円 ※
肺がん 結核・肺がん
【結核・肺がん】t65歳以上 ※
※子宮頸がん・乳がん検診は
※喫煙本数など一定の条件に該当する50歳以上の希望者は喀痰
２年度に１回受診可
（かくたん）
細胞診検査
（y700円）
あり
t40歳以上 ※妊娠中の人
（可能性のある人）
、骨粗しょう症で現在治
骨粗しょう症検査
要
療中または経過観察中の人を除くy500円
内

e i

容

実施日

９／25㈬
エイズ・クラミジア・梅毒抗体 10／９㈬
検査
９／26㈭
10／３㈭・10㈭・17㈭
②

b16:00～18:00

－ 匿名で検査可。検査結果は2週間後に本人に直接説明。

b９:00～11:00

10／17㈭

b９:00～11:00

離乳食教室

９／27㈮
10／25㈮

g13:30～15:00 － 離乳食の進め方やレシピ紹介。t 生後４～12カ月頃の子どもと保護者

栄養相談

９／24㈫
10／11㈮・21㈪

③

マタニティースクール

④

産後のお母さんの心の相談
心の健康相談

⑤

母子巡回健康相談

⑥

校区献血

－

検査結果は2週間後に本人に直接説明。
t市内に住む20歳以上で過去に検査を受けたことがない人

B型・C型肝炎ウイルス検査

10:00～11:00
g12:30～13:30 要 管理栄養士による食事のバランス、離乳食などの個別相談。
14:00～15:00
t妊婦とその家族j母子健康手帳、筆記用具 ※母子健康手帳を受
９／30㈪
g13:30～15:30 － け取る場合は妊娠届出書、マイナンバー（個人番号）が確認できる
10／７㈪
もの、本人確認書類など
g９:30～11:30 要 専門医による相談。予約は1週間前まで。
t妊産婦
10／23㈬
g13:30～15:30 要 精神科医による相談。予約は前日まで。
９／18㈬・10／24㈭
d ▷９／26㈭＝那珂公民館▷９／27㈮＝東光会館、春住公民館▷10／２㈬＝堅粕公民館▷10／３㈭＝那珂南会
館▷10／４㈮＝月隈公民館 【共通】b13:30～14:00( 東光会館のみ９:30～10:00)t 乳幼児と保護者、妊産婦 j
母子健康手帳 e 不要
d ▷９／20㈮＝東光会館 b10:00〜11:30、12:30〜15:30▷10／９㈬＝博多小学校 b9:30〜12:00、13:00〜
15:30▷10／11㈮＝千代公民館 b13:30〜15:30▷10／17㈭＝那珂南会館 b10:00〜13:00、14:00〜16:00▷
10／18㈮＝吉塚会館 b9:30〜12:30、13:30〜15:30 【共通】e 不要

★10／８㈫は託児付き健診を実施

tＢＣＧ接種済みの生後６カ月～未就学児e健診予約後に博多区健康課（a419-1091 f441-0057）へ

