総務課

令和元（2019）年12月１日

中央区役所

〒810-8622 中央区大名二丁目5-31

区役所代表電話

a 714 ー 2131

午前８時45分〜午後５時15分

土・日・祝日・年末年始を除く

区ホームページは
「福岡市 中央区」
で検索するか右のコードから
区フェイスブックページは
「情報発信中央区」
で検索

区の人口 201,835 人（前月比 395 人増） （男 90,012 人

女 111,823 人）

舞鶴公園の一人一花花壇

世帯数 124,153 世帯（前月比 308 世帯増） （令和元年11月１日現在推計）

d、l、i など文中で使用している記号の説明は、本紙 15 面を参照してください。

高齢者乗車券・福祉乗車券の手続きはお済みですか

12月１日は世界エイズデー

カード
（写真。すでに持っている人）
※代理人が申請する場合は、①〜③に加え
て、代理人の本人確認ができるもの
（運転免
許証などの原本）
も必要です。
[交付金額]

中央区公式アカウント

福岡ファミリー・サポート・センター

▽ ▽

8,000円 6,000円 4,000円 2,000円
福祉 所得200
乗車券 万円未満

提供会員養成講習会

⑥利用料金の支払い
⑤援助活動

②援助依頼

登録

提供会員

自宅で子どもを
預かる人

登録

ファミリー・
サポート・
センター支部

⑦活動報告書提出

③提供会員の紹介

④事前打ち合わせ

冬のおはなし会

参加しませんか

〈利用の流れ〉

子どもを預けたい人

依頼会員

福岡ファミリー・サポート・センターは、
子どもを預けたい人
（依頼会員）
と子どもを預
かる人
（提供会員）
が、地域で子育てを助け合
う会員組織です。自宅で子どもを預かる提供
会員となるための講習会を開催します。
※特に平尾、当仁、南当仁、警固、赤坂、
高宮校区の
「提供会員」
を募集しています。
d①来年１月10日㈮午前10時〜午後３時
②来年１月20日㈪午前10時〜午後２時半③
来年１月28日㈫午前10時半〜午後３時。全３
回lふくふくプラザ
（荒戸三丁目）
t市内に住
み、心身ともに健康で、自宅で安全に子ども
を預かることができる人c100人
（15人まで
託児あり。要予約）
y無料ei福岡ファミリー・
サ ポ ート・ セ ン タ ー a761-1892 f7376285

①援助活動依頼の
申し込み

年 末 の 交 通 安 全 県 民 運 動

７月
～９月

高齢者 所得段階
乗車券 ６～７

お知らせ

赤ちゃんとの関わり方や成長について学び、
保護者同士の交流を通して育児の不安を解消
しましょう。d12月16日㈪午後１時半～３時
半lあいれふ６階作業療法室
（舞鶴二丁目）
t
区内に住む第１子の乳児
（令和元年９～ 11月
生まれ）とその保護者c先着20組y無料e電
話で区地域保健福祉課
（a718-1111 f7341690）
へ。

４月
～６月

福祉 市民税
乗車券 非課税

保険年金課からのお知らせ

安心子育て応援セミナー

～ 12月 来年１月
～３月

12,000円 9,000円 6,000円 3,000円

区は、ＬＩＮＥ（ライ
ン）を活用した安全安心
に関する情報配信サービ
スを開始しました。災害
中央区公式アカウント
発生時には避難所の開設
情報などを即時に発信します。利用には
ＬＩＮＥアプリが必要です。上記のコー
ドから登録してください。
i区地域支援課 a718-1056 f714-2141

設置イメージ

申請月

高齢者 所得段階
乗車券 １～５

▽

▽

▽

i区福祉・介護保険課 a718-1099 f7714955 ※精神障害者保健福祉手帳の人のみ＝
区健康課 a761-7339 f734-1690

種類

早期発見が大切
医療の進歩によりＨＩＶ
（ヒト免疫不全ウイルス）に感
染しても、早期に発見し、治
療を開始することで、エイズ
の発症を遅らせることがで
き、長期にわたり普段と変わらない日常生
活を送ることが期待できるようになりまし
た。
しかし、有効な治療法がなく死に至る病
といわれていた頃の認識が今も根強く残っ
ています。そのため、感染を心配する人が
検査を避けてしまうケースが多いといわれ
ています。
中央保健所で検査をしています
検査は無料・匿名で受けられます。中央
保健所では採血から約１時間後に結果が分
かる即日検査を実施しています。
感染の有無を知るには、検査を受ける以
外に方法はありません。早期発見のために、
検査に行きましょう。
【12月のエイズ検査】
①d12月１日㈰、８日㈰午後２時〜３時
c先着50人y無料（予約不要）
②d毎週火曜日（12月31日は除く）、午前
９時〜10時半y無料（要予約）
l① ② い ず れ も 中 央 保 健 所（ 舞 鶴 二 丁 目
あいれふ５階）
ei区エイズダイヤル（平日の午前９時〜
午後５時）a712-8391 f734-1690
レッドリボン

高齢者乗車券や福祉乗車券の交付金額は３
カ月ごとに減額となります
（右表参照）
。交付
対象者で手続きが済んでいない人は、12月
27日㈮までの申請をお勧めします。
[対象となる人]
高齢者乗車券：満70歳以上で、平成31年
度介護保険料の所得段階が１〜７の人
福祉乗車券：平成30年の所得が200万円
未満
（対象者が18歳未満の場合は、世帯の合
計所得が200万円未満）で次の手帳を持って
いる人 身体障害者手帳１級〜３級 療育手
帳Ａ 精神障害者保健福祉手帳１級 被爆者
健康手帳 戦傷病者手帳
[持ってくるもの］
①本人の印鑑（朱肉を使うもの）
②本人確認ができるもの（保険証、運転免
許証、身体障害者手帳などの原本）※ただし、
身体障害者手帳等を
持っている人は必ず手
帳の原本が必要です。
③交通用福祉ＩＣ

12月２日㈪から、
区役所１階保険 年
金課では窓口の 呼
出状況が大型モ ニ
ターに表示され る
ようになります。
i区 保 険 年 金 課
a718-1122 f725-2117

エイズ検査を受けましょう

冬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を行います。d12月21
日㈯午前11時～正午l中央市民センター２
階音楽室（赤坂二丁目）
t幼児や小学生とその
保 護 者y無 料e不 要i中 央 図 書 館 a7519534 f751-9535

中 央
体育館

〒810-0042赤坂二丁目５-５
a741-0301 f741-0617

小学生体操教室
小学校低学年向けの体操教室です。d来年
１月16日〜３月19日の毎週木曜日。午後５
時半〜６時45分。全10回t小学１～３年生
c18人y6,000円
【上記教室の申し込み方法】
はがきかファクスに教室名、郵便番号、住
所、氏名
（ふりがな）
、年齢、学年、電話番号
を書いて12月１日～15日必着で上記住所へ。
応募多数の場合は抽選。当選者のみに通知し
ます。ホームページ
（
「福岡市 中央体育館」
で検索）
からも申し込み可。

12月11日㈬～ 31日㈫は年末の交通安全県民運動期間です。今年の重点目標は「飲酒運転の撲滅」
と「子供と高齢者の交通事故防止」です。i区地域支援課 a718-1056 f714-2141

