令和元（2 0 1 9 ）年９月1 5日

さわら

219,915人（前月比181人増）

男 103,695 人

女 116,220 人

（令和元年８月1日現在推計）
99,241世帯（前月比127世帯増）

☎
☎

区ホームページ

● 区ホームペ ージは「 早 良 区 」で検 索
一 人 一 花 運 動 の 取り組 みも紹 介 中
● 区フェイスブックは「 早 良 区 情 報 玉 手 箱」で検索

室見川沿いの彼岸花
（例年９月後半が見頃）

d＝日時 l＝場所 t＝対象 c＝定員 y＝料金、
費用 j＝持参 n＝託児 i＝問い合わせ a＝電話番号 f＝ファクス e＝申し込み o＝開館時間 x＝休館日 m＝メール

10/27㈰

さわらの自然を
楽しもう

曲渕の自然をまるっと満喫！

A 「目からウロコの自然体験」
楽しいイベントがいっぱい。
早良で秋をエンジョイしよう。
さわらの秋マスコット
さわ☆ラッキー

早良区は豊かな自然と、近代的な街並みが調和しています。
「さわらの秋」は区の魅力ある自
然、イベント、食などを広く紹介する活動です。 i区企画課 a833-4412 f846-2864

幻想的な灯明が揺
らめきます

９/15㈰ 賀茂の千灯明

毎年９月15日に、
賀茂神社の境内に
千個の灯明をとも
して無病息災を祈
り ま す。ま た、賀 茂
小学校校庭では、児童が同神社の神様として
祀（まつ）られるナマズを灯明で描きます。
（雨天中止）
d午後６時～９時
l賀茂神社（賀茂一丁目29-14）
i賀茂公民館 a863-7741 f863-7952

９/28㈯ 室見川灯明まつり

流派の垣根を越えて
結成された
「早良区音頭
振興会」
による発表会で、
今年で30回目を迎えま
す。新舞踊、民踊
（みんよ
う）
などさまざまな舞を観覧できます
（写真）
。
（開場は午前10時）
d午前10時半～午後４時
l早良市民センター
（申し込み不要） y2,000円
c先着500人
i区企画課 a833-4412 f846-2864

10/13㈰

五つの商店街
（オ
レンジ通り、西新中
央、中 西、高 取、藤
崎）からなる、通称
「サザエさん商店街
通り」の祭りです。当日はパレード
（天候によ
り変更あり）
や、
商店街ごとにイベントが開催
されます。東京にある
「サザエさん茶屋」で人
気の
「サザエさん焼き」
も販売されます。
d午前９時～午後５時
iサザエさん商店街通り夢まつり実行委員会
（コーヒーハウス ランダム）
a851-9962

その２

「さわらの秋」の楽しみ方
i区企画課 a833-4412 f846-2864

その１ パンフレット配布中

スタンプラリーで
「脇山米」をもらおう

10月15日㈫～ 11月15日㈮に
「さわらの
秋」協賛店で500円以上の飲食や買い物を
すると、
スタンプがもらえます。
３店舗分集
め、ワ ッ キ ー 主 基 の 里
（大
字 脇 山592 １）か 区 企 画
課に持参すると、先着400
人に脇山米
（ １ ㌔）を プ レ
ゼント。さらにアンケート
に回答すると、区の特産品詰め合わせ等の
景品が抽選で当たります。

脇山 の 豊 か な 自然
に育てられました

区自慢 の 特産品 な ど の
情報も掲載

飲 食 店 や パ ン・ス
イーツのお店、雑貨店
など64の協賛店や、お
すすめイベント、お出
掛けスポットなど区の
魅力が詰まった１冊で
す。各区役所や入部出張所、情報プラザ
（市
役所１階）などで配布中。区ホームページ
（「さわらの秋」
で検索）
からもダウンロード
できます。

サザエさん商店街通り
夢まつり

晴 れ た ら サ ザエさ
んに会えるかも

昨 年 は「 富 嶽 三 十 六
景」の一図を表現

今年のテーマは
「令和の夢と希望」
。
有田小学校の児童
や同校区のボラン
テ ィ ア 約600人 が、
約１万６千個の灯明で室見川河畔に
「人魚姫
が遊ぶ海の世界」
などを描きます。
（雨天中止）
d午後６時～９時
l外環室見橋から河原橋までの室見川早良区
側河川敷。地下鉄次郎丸駅から徒歩３分。
（有田公民
i有田校区まちづくり実行委員会
館内）a861-7679 f861-0943

工事のお知らせ

10/５㈯ 秋のおどり

スタンプラリーの用紙は、パンフ
レットの最後のページにあるよ。

脊振山系の麓にある清流と木々に囲まれた
曲渕ダム周辺で、自然の美しさや面白さを五
感で感じる体験イベントを開催
（写真）
。ゲー
ムを通じて植物や生き
物を間近で観察するこ
とができます。大人も
子どもも一緒に楽しめ
ます。
d①午前10時～正午 ②午後２時～４時
l集合は曲渕小学校（大字曲渕713-１）

B

曲渕と脊振の自然の素材でつくる
「ネイチャークラフト」

木の実や枝、河原の石など、
曲渕と脊振の自
然にあるいろいろな素材を生かし、思い思い
の作品を作ります（写
真）
。自然の素材は一つ
ずつ形が違い、組み合
わせ方も自由です。自
然の温かみを感じなが
ら、あなたの個性が光るクラフトづくりに挑
戦してみませんか。
d①午前10時～正午 ②午後２時～４時
l曲渕小学校体育館（大字曲渕713-1）
t小学３年生以上
～～～～～～～ A、B共通～～～～～～～
c各回抽選20人 y500円
i区企画課 a833-4412 f846-2864
（〒814-8501住所不要）
かファク
e往復はがき
ス、メール
（sawaranoaki@city.fukuoka.lg.jp）
に住所、
氏名、
年齢、
電話番号、
イベント名と参加
希望時間を書いて、
10月４日㈮必着で同課へ。
※小学生以下は保護者同伴
駐車場は曲渕小学校校庭を利用可

魅 力
「
紹 介

」

＆
「よかとこ情報探検隊」
「さわらの秋」の紹介コーナー（写真）
と、区内の見どころや催しなどを取材す
るボランティア「よかとこ情報探検隊」の
写真展を中央区天神で開催します。
写真展では、隊
員の皆さんが撮
影した区の美し
い風景が展示さ
れます。
d９月14日㈯～17日㈫
午前８時45分～午後６時
l市役所１階ロビー y無料
i区企画課 a833-4307 f846-2864

10月から来年の１月にかけて、区役所の空調設備とトイレの工事を行います。トイレの使用制限など、工事期間中はご
迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。 i 区総務課 a833-4303 f846-2864

d＝日時 l＝場所 t＝対象 c＝定員 y＝料金、
費用 j＝持参 n＝託児 i＝問い合わせ
a＝電話番号 f＝ファクス e＝申し込み b＝受け付け o＝開館時間 h＝ホームページ

令和元（2019）年９月 15 日

先着各50人

道路愛護等功労者表彰
市は、毎年８月に道路交通の安全や道
路愛護などに積極的に取り組み、顕著な
功績をあげている個人や団体を表彰して
います。区からは３名、
１団体が表彰され
ました。
◆青木輝行氏・藤井正治氏（原北校区）
約５年間、南庄周辺の道路２km区間
の清掃活動を２人で行い、道路の美化に
努めています。
◆藤原祐治氏（飯倉校区）
約９年間、早朝２～３時間かけて、
飯倉
五丁目を中心とした道路の清掃・除草を
行い、道路の美化に努めています。
◆内野校区石釜自治会
約30年間、町内の道路の草刈りや清
掃、道路脇斜面の除草など、
道路の良好な
環境保持に貢献しています。
※個人名は50音順で記載。
i区維持管理課 a833-4336 f841-6687
10/11㈮

先着50人

10/14
（月・祝）

体育の日 施設無料開放

うつ病の予防や治療について学びます。
①d10月31日㈭ 午後１時半〜３時半
【テーマ】

精神科医による
うつ病の話～うつ病の正
しい理解と治療～
【講師】
油山病院 院長
三野原義光氏
②d11月7日㈭ 午後１時半〜３時半
【テーマ】
心理士が伝えるこころの健康の保ち方
【講師】
油山病院 臨床心理士 國﨑貴弘氏
※①②共通
l早良保健所
i区健康課 a851-6015 f822-5733
e９月17日㈫から電話かファクスに氏名、電
話番号、
参加希望日を書いて同課へ。

早良体育館・早良市民プールを無料開放し
ます（利用は２時間以内）。小・中学生は午後６
時以降保護者同伴。
【早良体育館】開放時間：午前９時～午後10時
①ＳＡＷＡＲＡスポーツフェスタ
ディスゲッター
（写真）
などのニュースポーツ
や、車いすバスケットな
どの障がい者スポーツを
自由に体験できます。
d午前10時～正午
②体力測定会
握力や長座体前屈などを測定します。
d午後１時～３時
i早良体育館 a812-0301 f812-6458
【早良市民プール】開放時間：午前９時～午
後９時
i早良市民プール a841-1080 f846-6528
※10月15日㈫～18㈮は臨時休館します。

出店料 2,000 円

早良みなみマルシェ 2019
にぎわい広場 出店者募集

認知症サポーター養成講座
受講者 に オ レ ン ジ
リングを進呈

認知症に対する理解を深め、認知症の人と
の関わり方を学びます。
d午後２時〜４時
t区内に住み、認知症
に関心のある人
l早良市民センター
i区地域保健福祉課 a833-4362 f833-4349
e９月17日㈫から電話かファクスで講座名、
住所、氏名、電話番号を書いて同課へ。

区南部のＰＲイベント会場
（写真）
で食材、
料理、
雑貨、
工芸品などを販売する人を募集します。
d11月17日㈰ 午前10時～午後３時
l脇山中央公園
i区企画課
a833-4306
f846-2864
e申込書に必要事項
を書いてファクスかメール
（sawara-kikaku
@city.fukuoka.lg.jp）で、
9月30日㈪までに同
課へ。申込書は区ホームページ
（
「早良みなみ
マルシェ」
で検索）
からダウンロードできます。

姿勢改善☆昼のピラティス教室②
全８回、
d10月18日～12月６日の毎週金曜日、
午後１時～２時
t18歳以上 c抽選で20人
y4,200円
li早良体育館
a812-0301 f812-6458
eは が き（ 〒811-1103四 箇 六 丁 目17-６）
に教室名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番
号を書いて９月30日㈪必着で郵送するか、同
体育館窓口で直接申し込みを。

【問い合わせ・申込先】
①集団検診予約センター ☎0120-985-902 f0120-931-869 ④健康課精神保健福祉係 ☎851-6015 f822-5733
a851-6567 f822-5733
②健康課健康づくり係
☎851-6012 f822-5733
⑤健康課医薬務係
a833-4363 f833-4349
③健康課母子保健係
☎851-6622 f822-5733
⑥地域保健福祉課

保健福祉センター（保健所）で実施する検査・教室・相談

校区献血

※健
（検）
診受診希望の人は、
実施日から土日祝日を除く10日前までに必ず予約を
（受付時間は平日午前９時〜午後５時）
。
対象者・料金・その他
e
【費用の記載がないものは無料】
i
t40～74歳の市国民健康保険の被保険者
10/1㈫、
よかドック
（特定健診）
b８:30～10:30 要
15㈫★、
31㈭
y500円 j健康保険証
t40歳以上 y600円
胃がん
t20歳以上 y400円
子宮頸
（けい）
がん
が 乳がん
ty40歳代1,300円、50歳以上1,000円
ん
t40歳以上 y500円
大腸がん
10/1㈫、
検
b８:30～10:30 要
15㈫★、
31㈭
t40～64歳 喀痰
（かくたん）細胞診検査は ①
診 肺がん
y500円
50歳以上でハイリスクと判定 ※
検
t65歳以上 された人が受診可 y700円
結核・肺がん
査
t35歳・40歳y1,000円
胃がんリスク検査
骨粗しょう症検査
10/1㈫、15㈫★、31㈭ b８:30～10:30 要 t40歳以上y500円
内

容

小田部総合がん検診

実施日

11/1㈮

b＝受付時間
g＝実施時間

予
約

胃がん、子宮頸がん、肺がん、結核・肺がんの
b９:00～10:30 要 検診
l小田部公民館 ty上記のとおり
b９:00～11:00 － t20歳以上（肝炎検査を受けたことがない人）

Ｂ型・Ｃ型肝炎検査
10/16㈬
エイズ・クラミジア・ 10/2㈬、
9㈬、
b９:00～11:00 － 匿名での検査
梅毒検査
16㈬、23㈬、30㈬

10/3㈭、17㈭、24㈭ g11:00～11:50
栄養相談
10/8㈫、29㈫ g10:00～11:50 要
10/25㈮
g16:00～16:50
教 離乳食教室
10/25㈮
g13:30～15:00 －
室
・ マタニティースクール 10/7㈪、21㈪、28㈪ g13:30～15:30 －
相 母子健康手帳交付
平日
g９:00～17:00 －
談

マタニティー講話

10/7㈪、
21㈪

心の健康相談

10/3㈭
10/21㈪

申し込み不要

こころの健康づくり講演会

抽選40団体

無料

保健福祉センターだより

無料

生活習慣病予防や離乳食などに関する栄養
相談

t４～12カ月児の保護者
j母子健康手帳
t市内に住む妊婦j妊娠届出書、マイナン
バーが分かるものと本人確認書類
b10:30～11:00 － ※10/7㈪、21㈪は講話後に手帳を交付

g９:30～11:30
要 専門医が相談に応じます
g13:30～15:30

②

③

④

場所

実施日

早良公民館

10/7㈪

脇山多目的集会所 10/11㈮
有住公民館

10/26㈯

受付時間

10:00～12:00
13:00～16:00

i

9:30～11:30
9:30～11:30

ミスターマックス
10/26㈯ 13:30～16:00 ⑤
野芥店駐車場
10:00～13:00
四箇田公民館 10/28㈪
14:00～15:30
原公民館
室見公民館

10/29㈫

9:30～11:30

10/29㈫ 13:30～16:00

母子巡回健康相談
i
場所
実施日
受付時間
原公民館
９/20㈮ 13:30～14:00
⑥
t 妊産婦および０～６歳児とその保護者

９月24～30日は
結核予防週間です
結核の症状は、
せき、
たん、
発熱、
体がだ
るいなど風邪と似ています。
せきが2週間
以上続くなど、気になる症状があるとき
には、マスクを着用して早めに医療機関
を受診しましょう。また左表を参考に定
期的に結核・肺がん検診を受けましょう。
i区健康課 a851-6012 f822-5733

子宮頸がん・乳がん検診は、２年度に１回の受診。
満70歳以上および市県民税非課税世帯等は、健（検）診料金が免除されます
（証明書等が必要）
。詳細はお問い合わせください。
★10/15㈫は無料託児付き健（検）診を実施します
（事前予約必要）
。健
（検）
診を予約後に②へ申し込んでください。託児対象は6カ月～未就学児です。

