TEL 559‐5017

令和元（2019）年10月15日

FAX 562‐3824

区の広報担当キャラクター

〒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）

「ため蔵」くん

小米良 希さん
（小学4年生）作

応募方法は区ホーム
ページを見てね。

263,573 人（＋90）

男122,337人 女141,236人

128,070 世帯（＋4）

※年齢・学年は応募時
のものです

令和元年９月1日現在推計
（前月比）
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秋の夜長は灯明まつり

９月から 月にかけて、地域の人たちが手づくり

で開催する灯明まつりが行われます。ろうそくの光

さんが協力して灯明に点

火しました。メインは、 目を輝かせていました。

63

がつくり出す幻想的な風景が人々を魅了します。

千個の灯明が

描く天の川
「たまがわ」
灯明委員会

は「 天 の 川 は も ち ろ ん、

千個以上の灯明で描く

が終わったころには、雄

みんなが心を込めて作っ

1

委員の島田基治さん（ ）

度、
「 た ま が わ 」灯 明 を

大で美しい光景が浮かび

た一つ一つの灯明も立派

2

「天の川」
。すべての点灯

玉川小学校運動場で開催

上がりました（写真）
。

な作品です。灯明まつり

玉川校区では 年に

しています。今年は 月

灯明まつりに初めて参

日に行われ、春吉中学

9

玉川
校区

11

「みなみん」に遊びにきませんか

期 日
11月13日㈬
12月19日㈭
1月15日㈬
2月13日㈭
3月12日㈭

時間・場所等
d午前10時～正
午l区 保 健 福 祉
センター講堂y
無料e不要

が る 思 い、
つな
がる笑顔
ひろ
医療・介護等事業所
ネットワーク活動紹介

ー第８回ー

長住・西長住
ささえあい隊

住団地の健康広場

で介護予防教室を

開催するなどの活

12

動をしています。

9

月 日に長住

「 長住・西長住ささえ 公民館で行われた「敬老

9

あい隊」は、長住・西長 祝いのお食事会」では、

29

住校区の介護保険事業所 足が不自由などで送迎を

を中心に平成 年 月に 希望する人を、事業所の

結成されました。この名 車で送迎しました。

同隊長の星直樹さん

）は「誰もが安心し

42

称は、地域の人とネット

ワークとが共に支え合う （

存在になりたいという意 て笑顔で暮らせる地域づ

味が込められています。 くりを目指しています。

公民館で介護保険サービ できることから実践し、

い合える関係を地域の皆

さんと築いていけるよう

に活動を続けたいです 」

【問い合わせ先】

区地域保健福祉課

a ５５９・5134

と話しました。

「敬老のお祝い」への参加をお手伝い

親子で安心して遊べます

区は、福岡女学院大学と協力してサロン
「みなみん」
を区
保健福祉センター講堂で、月に1回開催しています。みな
みんは、
「言葉が遅い」
「落ち着きがない」
「かんしゃくやこ
だわりが強い」など発達が気になったり、発達障がいの診
断を受けたりした就学前の子どもと保護者のためのサロン
です。サロンは自由に出入りができ、ゆっくり過ごすこと
ができます。自由に遊ぶ時間の他、保育士による親子遊び
や臨床心理士によるミニ講話も実施しています。
９月18日のみなみんに参加した保護者は「子どもの発達
の悩みを他のお母さんたちと共有できることがうれしいで
す。毎回楽しく参加しています」
と笑顔で話します。
区地域保健福祉課の佐藤めぐみ保健師は
「子どもは元気
いっぱいに遊び、保護者は安心して過ごせて『ほっ』とで
きるようなサロンにしていきたいです」
と話しました。
i区地域保健福祉課 a559-5133 f512-8811

f ５１２・8811

●一人で悩まず相談を
市や区の「子ども相談窓口」では専門的な
知識・経験を持つ職員が、育児や子どもに
関する相談を電話と窓口で受け付けていま
す。匿名でも相談でき、
秘密は守られます。
お気軽にご相談ください。
《子ども相談窓口》
◆福岡市こども総合相談センター（えがお
館）a833-3000
（24時 間 受 け 付 け ※
年末年始を除く）
◆区子育て支援課
i区子育て支援課 a559-5195 f5595149

14

発達が気になる子どもと保護者のためのサロン

スの説明会を開く他、長 困ったときに困ったと言

●虐待の発覚は近所の通報が多数
子どもへの虐待の多くは、近所に住む人
や、知り合いからの相談がきっかけで発見
されます。子どもの様子が心配なときは迷
わず「子ども相談窓口」へご相談ください。

は、いろいろな世代が交

●地域で子育て世帯を見守ろう
育児に困ったときに身近な相談相手がい
ない保護者もいま
す。子育て世帯が
孤立しないよう
に、地域で温かく
見守りましょう。

加した子どもは「いつも

午後５時半から公民館横の平尾新池で行われ
ます。池の斜面や遊歩道の脇に並べられた約
3,000個の「ぼんぼり」は、見る場所によって
違った表情を見せてくれます。当日は「夕暮れ
コンサート」も行われます。※小雨決行。雨天
の場合は公民館でコンサートのみ実施します。 池に映る「西高宮」の文字（昨年）
校区自治協議会会長の落合和浩さん
（68）の話「幻想的な光景を前に、
すてきな音楽とともに夕暮れの時間を楽しんでほしいです」
詳しくは各公民館、または区企画振興課 a559-5017 f562-3824へ。

11月は「児童虐待防止推進月間」です。
市・区は、子どもへの虐待のないまちづく
りを目指します。

校太鼓部や小学生ダンス

西高宮校区 「あかりのともる新池まつり」

みんなで防ごう児童虐待

流できる場を目指してい

西花畑校区 「灯明まつり」

～子どもにやさしいまちづくり～

の学校の雰囲気と違って

16 土
●

サークルの発表の後、小

6

午後５時半から久屋池で行われます。当日は、
吹奏楽やオカリナなどの音楽演奏が行われ、フォ
トコンテストなども催されます。小・中学生や地
域の人々が協力して制作した
「牛乳パック灯ろう」
など、約3,000個の灯籠が池の周りを彩ります。
※小雨決行。雨天の場合は公民館で実施します。 灯籠に点火をする中学生（昨年）
校区灯明まつり実行委員会委員長の棚町佐武郎さん
（54）
の話「三世代
交流の場として、少しでも絆を深めてもらえたらと思っています」
11/

ます」と話しました。

19土
●

きれい。また来たい」と

5

音楽とともに楽しめる 灯明まつり

10/

学 ・ 年生と地域の皆

まだ間に合う！

TEL 559‐5017
d＝日時、開催日、期間

l＝場所

i＝問い合わせ

f＝ファクス

来て！見て！体験！消防たい
（隊）

11／

3日㊗ ～消防士の仕事を体験しよう～

t＝対象

c＝定員

y＝料金、費用

j＝持参

南市民プールの臨時休館
南市民プールはボイラー点検とプールの
水抜き清掃のため、10月28日㈪～31日㈭
の４日間は臨時休館します。
i南市民プール a561-6011 f5613993

e＝申し込み

m＝メール

h＝ホームページ

シニアのつどい
（カラオケ祭り）
出演者募集

南消防団は、随時団員を募集しています。
消防団は地域住民を中心に構成された消防機
関で、
南消防団は６分団で組織されています。
昨年区内で豪雨災害が発生した際は、消防署
と連携して崖崩れの防止措置を行いました。
消防団員は、区内に住むか通勤・通学する
18歳以上の人が対象です。最近は女性も多
く在籍しています。消防団に入団して、身近
な地域で社会貢
献しませんか。
i南消防署警
備課
a541-0219
f552-8148

鶏肉による食中毒に注意
大人気のはしご車の試乗体験

n＝託児

消防団員になりませんか

土のうを作る訓練

はしご車の試乗体験や、防火服の試着体験
などがあります。親子で楽しみながら消防に
ついて学べるイベントです。※天候不良や災
害出動などで、内容が変更または中止になる
場合があります。d午前10時～正午l花畑
園 芸 公 園i南 消 防 署 予 防 課 a541-0219
f552-8148cはしご車の試乗体験は４歳
～小学生対象で先着50人（午前９時50分か
ら整理券を配布）y無料（駐車場は有料）

令和元（2019）年10月15日

FAX 562‐3824

加熱不十分な鶏肉や鶏レバーが原因とさ
れるカンピロバクター食中毒が毎年多発し
ています。
◆主な症状◆
下痢、腹痛、発熱な
ど。まれに、神経まひ
などを引き起こしま
す。

南区市民の祭り文
化祭「シニアのつど
い
（カラオケ祭り）
」
に出演しませんか。
d11月19日 ㈫ 午 前
９ 時50分 ～ 午 後 ４
時 半l南 市 民 セ ン
ター文化ホールi区シニアクラブ連合会事務
局（区福祉・介護保険課内）
a559-5129f
512-8811t区内に住む60歳以上の人c抽
選40人（グループでの応募は不可）y無料e
往復はがきに本紙14面の応募事項と歌う曲
名（ふりがな）
・歌手名を書いて10月23日㈬
必着で同事務局
（〒815-8501住所不要）へ。
◆予防のポイント◆
【調理の際】カンピロバクターは熱に弱
いため、鶏肉や鶏レバーを十分に加熱する
ことで食中毒を予防できます。鮮度に関わ
らず中心部までよく加熱しましょう。
【飲食店では】鶏肉料理を食べる際は、
鶏のレア焼きやレバ刺し、たたきなどは控
え、肉の中心まで火が通ったメニューを選
びましょう。
i区衛生課 a559-5162 f559-5149

【問い合わせ・申込先】
①予約センター a0120-985-902 f0120-931-869 ②健康課健康づくり係 a559-5116
③健康課母子保健係 a559-5119 ④健康課企画管理係 a559-5114 ⑤健康課精神保健福祉係

保健福祉センターだより

a559-5118 ②～⑤共通 f541-9914 ⑥地域保健福祉課 a559-5133 f512-8811
10月 11月 12月

b＝受付時間
g＝実施時間

よかドック（特定健診）

対象者・料金・場所等
費用の記載がないものは無料

要 t40〜74歳の市国民健康保険被保険者y500円

がん検診

胃がん（胃透視）
、大腸がん
子宮頸（けい）がん、乳がん
肺がん・結核

31

６
18

４
16

【胃がん】t40歳以上y600円【大腸がん】t40歳以上y500円【子宮頸がん】t20
歳以上y400円【乳がん】t40歳以上女性y40歳代1,300円、50歳以上1,000円
b ８:30〜10:30 要
①
ty40〜64歳500円、65歳以上無料。喀痰（かくたん）細胞診検査は別途700円 ※喫
煙者など一定の条件に該当する50歳以上のハイリスクの人

骨粗しょう症検査

要 t40歳以上y500円 ※骨粗しょう症で治療中または経過観察中の人を除く。

栄養相談

29

離乳食教室

21

18

16

g13:30〜15:00 － t４カ月健診受診後の生後４〜12カ月の赤ちゃんとその保護者

おやこで参加！運動教室

ー

20

ー

g10:00〜11:30 要 t４カ月〜１歳半頃の子どもとその保護者（保護者の運動が中心）

肝炎検査（Ｂ型・Ｃ型）

15

19

17

g ９:00〜11:00 － t20歳以上で検査を受けたことがない人

エイズ・クラミジア・梅毒検査
マタニティースクール
献血

５、
25 ２、
24 g10:00〜14:45 要 乳幼児や高齢者、生活習慣病予防などの食生活についての個別相談

毎週火曜日
(10/22を除く)
21、28

11、
18
2、
9
25

g13:30〜15:30 － t妊婦とその家族

時間はいずれも14：00～15：30【10月】▷23日
「生活習慣病の常識」＝弥永西公民館▷24日
「更年期障害
（特に尿もれについて）」＝
老司公民館【11月】▷9日
「骨粗しょう症、いつのまにか骨折の予防」＝西高宮公民館、
「在宅医療について」＝塩原公民館▷14日
「在
宅医療について」
＝東若久公民館
23

27

25

g ９:30〜11:00

ー

14

12

g13:30〜15:30

こころの健康づくりセミナー

25

8、
15

ー

g14:00〜16:00 要 tうつ病に関心のある人

精神保健家族講座

25

29

ー

g13:30〜15:30 要

発達が気になる子どもと親の
ためのサロン「みなみん」

ー

13

19

g10:00〜12:00 － t市内に住む、発達が気になるまたは発達障がいのある就学前の子どもとその保護者

心の健康相談

②

g ９:00〜11:00 － 匿名での検査

【10月】▷18日9：30～12：00、13：00～15：30＝高木公民館▷18日9：30～11：30＝弥永西公民館▷28日10：00～12：00、13：
00～16：00＝西鉄大橋駅西口広場【11月】▷11日10：00～12：30、13：30～16：00＝サニー長丘店 t 男性：17～69歳、女性：
18～69歳 ※65歳以上は60～64歳に献血経験がある人

区民と医師との会

母子巡回健康相談

ie

実施日

類

予約

種

③

④

要 精神科医が対応
⑤

10/25「当事者からのメッセージ～施設見学～」11/29「就労継続支援B型作業所見学」
※11/29は予約不要

時間はいずれも13：30～14：00（10/21の花畑公民館、11/11の鶴田公民館は9：30～10：00）
【10月】▷21日＝花畑公民館、西長 ⑥
住公民館▷23日＝大池公民館▷24日＝三宅公民館▷30日＝西花畑公民館【11月】▷６日＝玉川公民館▷７日＝横手公民館▷８日
＝筑紫丘公民館▷11日＝鶴田公民館、野多目公民館▷12日＝西高宮公民館▷13日＝弥永公民館▷14日＝弥永西公民館▷28日＝
塩原公民館▷29日＝宮竹公民館 t 乳幼児と妊産婦

※予約センターへの予約
（9：00～17：00）
は、健
（検）診の10日前（土・日曜、祝休日を除く）までにしてください。予約なしの当日受診はできません。
※70歳以上および市県民税非課税世帯等は料金が免除されます（証明書等が必要）。詳しくはお問い合わせを。
※胃がん検診は前日午後９時以降の飲食はできません。子宮頸がん、乳がん検診は２年度に１回受診可（平成30年４月以降の受診者は利用できません）
。

