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220,155人（前月比106人増）

男 103,790 人

女 116,365 人
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● 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

（令和元年11月1日現在推計）
99,579世帯（前月比115世帯増）

飯仲通りのイルミネーション
（飯倉４丁目）

２番目に多い火災の原

ながら、緊急時には自宅

として勉学に励んだりし

に付けた非常勤特別職の

纒（まとい）を持つ伊賀さん
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理整頓です。室内を片付

地方公務員です。普段は

けておくことで、火災が

切です（その他のポイン

●西新分団で副分団長

広がりにくくなります。

バー
ゲン
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OPEN

①スキンシップ♪親子ヨガ教室
（２月28日
d１月10日～３月６日の毎週金曜日
を除く）
、
全８回、
午前11時15分～午後０時15分
t１歳半～３歳児とその保護者
c抽選20組 y4,300円
②ちょっと一息♪昼のヨガ教室
（２月11日
d１月21日～３月17日の毎週火曜日
を除く）
、
全８回、
午前11時10分～午後０時40分
t18歳以上 c抽選30人 y4,300円
※①②共通
li早良体育館 a812-0301 f812-6458
（12
eはがきか同体育館窓口で直接申し込み
月15日㈰必着）
。詳細はお問い合わせくださ
い。

別の仕事をしたり、学生

を務める伊賀浩明さん

早良体育館の教室

トは左上図参照）
。

因は「こんろ」です。こ

なくすると放火対策にも

また、屋外に置く物を少

先輩に誘われて入団

なります。

今後は、自分よりも若

んろを使用するときは、 （ ）に話を聞きました

火から目を離さないよう

し、今年で 年目を迎え
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●火災の原因トップ３

1

にしましょう（その他の

ポイントは左上図参照）
。 ます。消防団では、早良

西新分団を活性化させて

消防署との合同訓練や、 い消防団員を増やして、

分団の象徴で伝統技術で

●その他の原因

電気ヒーター等の電気

j本人の印鑑（朱肉を使うもの）、本人確認が
できるもの（介護保険証や健康保険証、
運転免
許証などの原本）
、交通用福祉ＩＣカード
（こ
れまでに交付を受けた人のみ）
※代理申請はこれらに加え、代理人の本人確
認書類も必要です。

いきたいです。

2,000円

まとい

3,000円

ある纒の訓練に励んでい

７～９月

機器やストーブなども火

4,000円

【問い合わせ先】

6,000円

ます。入団してから今ま

４～６月

災の原因になります。

6,000円

早良消防署予防課

9,000円

でにたくさんの人と知り

１～３月

変な音や臭いがするな

8,000円

a ８２１・０２４５

一番記憶に残っている

12,000円

合うことができ、自分自

使用するときは、洗濯物

のは、約 年前に西新の

９～12月

ど、劣化の恐れがある電

を乾かさないことや、燃

民家で起きた火災です。

６・７段階

f ８２２・１５６１

えやすい物を近くに置か

朝７時ごろ慌ただしい

１～５段階

身の財産の一つになって

ないことが大切です。ま

中、黒煙が立ち上がって

申請月

介護保険料所得段階

気機器は使わないように

た、古い灯油は機器の故

いる家の消火活動を行い

９月から、今年度の高齢者乗車券の交付を
行っています。
申請月によって交付額が変わり
ますので、
まだ済んでいない人は12月中の申
請をお勧めします。
li福祉・介護保険課 a833-4352 f831-5723
平成
t区内に住民登録している満70歳以上で、
31年度介護保険料の所得段階区分が
「１～７」
の人 ※70歳になる誕生日の前日から申請可。

います。

障につながるので、やめ

ました。
煙がものすごく、

高齢者乗車券の申請はお済みですか

福岡市

①ごみは外に放置せず、
収集日に出す
②夜は照明をつけ、建物の周囲に死角を作らない
③物置にも鍵を掛ける
④車やバイクのカバーは燃えにくい物を使う
⑤自転車のかごや郵便ポストに燃えやすい物
を置いたままにしない
しましょう。ストーブを

ましょう。

初めは恐怖感がありまし

たが、懸命に消火活動に

火災を防ぐために皆さ

励みました。

消防団は地域住民を中

んにしてほしいことは整

地域で活躍する
消防団

心に構成された消防機関
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福岡市

平成 年に市内で起き

①調理をしている最中は火から目を離さない
ようにし、火のそばを離れる場合は必ず火を
消す
②こんろの周辺に布巾や油などの燃えやすい
物を置かない
③こんろの奥の物は火を消してから取る

5

家庭でできる火災予防

3

！
特売
980

で、早良消防団は８分団

た火災の原因は「放火・

因は「たばこ」です。灰

や職場などから駆けつけ

4

で組織されています。消

放火の疑い」が最も多く

皿に吸い殻を溜め過ぎな

て、消火や救助活動を行

油

これからの季節は特に注意

冬は空気が乾燥するた

なっています。放火への

いよう注意し、寝たばこ

います。

2
5

防団員は、救命や防災に

め、火災が起きやすくな

対策として、家の周りに

は絶対にやめましょう。

2

関する知識 ･ 技術を身

ります。身の回りの対策

燃えやすい物を置かない

1

家庭での火災に
注意しよう

を 行 い、 注 意 し ま し ょ

！
特売
980

3

３番目に多い火災の原

～放火予防のポイント～

ようにすることなどが大

～こんろ火災予防のポイント～

う。

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

先着10組

無料

親子の絆づくりプログラム
“ 赤ちゃんがきた！”
赤ちゃんを初めて育てている母親向けのプ
ログラムです。赤ちゃんとの関わり方を学び、
親子の絆を深めます。
全４回、
d１月24日～２月14日の毎週金曜日、
午前10時～正午 l早良市民センター
i区子育て支援課 a833-4398 f831-5723
t区内に住み、令和元年８月～11月生まれの
第１子と母で、全回参加できる親子
e12月 ２ 日 ㈪ か ら27日 ㈮ ま で に、電 話 か
メール
（kosodate.SWO@city.fukuoka.lg.jp）
に住所、電話番号、母子の氏名、子の生年月日
を書いて同課へ。

12月11日㈬～31日㈫は、
「年末の交通安全県民運動」を実施します。今年の重点目標は「飲酒運転の撲滅」
「子供と高齢者の交通事故
防止」
です。
交通ルールを守り、
正しい交通マナーを実践しましょう。 i区総務課 a833-4304 f846-2864

