令和元（2019）年 12月15日
博多駅前広場

グリッピ

区ホームページ

区の人口 244,190 人（前月比 631 人増） （男 116,566 人

女 127,624 人）

世帯数 153,613 世帯（前月比 564 世帯増） （令和元年11月1日現在推計）
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飲料水水質検査
（細菌・化学）※２

ごみの持ち出し日などのお知らせ
年末年始はごみの持ち出し日などが次の通り変わります。
福岡市LINE
（ライン）公式アカウントや市ホー
ムページ
（
「福岡市 ごみ出しメール」で検索）で
登録すると、
ごみ出し日をお知らせします。
i区自転車対策・生活環境課 a419-1068 f441-5603
■燃えるごみ
12月31日㈫〜１月３日㈮は持ち出しができません。
通常の持ち出し

休みなし
市民課 a419-1017
（9:00～17:00）

博多市民センター

a472-5991 27日㈮ ４日㈯

博多図書館

a472-5996 27日㈮ ５日㈰

博多体育館

a481-0301 27日㈮ ５日㈰

博多市民プール

a473-8855 27日㈮ ５日㈰
博多南図書館

12月30日㈪

a502-8580

27日㈮

４日㈯
５日㈰

※１：戸籍関係の届け出
（出生・婚姻など）
は年末年始や土日祝日も受け付け
（預かり）
ます。
詳しくは区市民課
（a419-1017 f482-7640）
へ。
※２：ビル管理項目や任意項目は12月11日㈬までで年内終了。
※３：12月28日㈯〜１月５日㈰は住民記録システム更新のため臨時休館。

１月６日㈪は固定資産税・都市計画税第３期の納期限です

１月２日㈭

１月４日㈯
１月６日㈪

➡
➡

振り替え日

12月29日㈰
12月30日㈪

■粗大ごみ
12月29日㈰〜１月３日㈮は受け付け・収集を休みます。
年内の収集を希望する場合は、12月23日㈪までに粗大ごみ
受付センター
（a731-1153 午前９時〜午後５時）へ申し込
みを。インターネット、
LINE
（ライン）では同日午後４時まで
受け付けます。
■し尿のくみ取り
１月１日
（水・祝）
〜１月３日㈮は休みます。年内の臨時くみ
取りは12月27日㈮までにふくおか環境財団
（a752-7860
午前８時半〜午後５時15分）へ申し込みを。
■資源物回収ボックス（博多市民センター）
12月29日㈰〜１月３日㈮は持ち込みができません。

期限内の納付をお願いします。i 納付相談について＝区納税課 a419-1023
f476-5188 課税内容について＝区課税課 a419-1032 f476-5188
▽

博多南地域交流センター a502-8570

１月５日㈰

月・木曜の地域

出せない日

▽

さざんぴあ博多

12月29日㈰

12月27日㈮

１月１日
（水・祝）
a432-5353 27日㈮ ６日㈪

年始開始日

■燃えないごみ、または空きびん・ペットボトル
１月１日
（水・祝）、２日㈭の持ち出し地域のみ変わります。

腸内細菌検査 ( 検便 )

博多駅証明サービスコーナー
( 博多駅博多口地下 ) ※３

年内最終日

火・金曜の地域
日・水曜の地域

保護課 a419-1105 31日㈫ ６日㈪

健康課 a419-1089 18日㈬ ７日㈫

肌にイラストを描くボディージュエ
リー体験

ラインは
こちらから

緊急を要する保護の相談
（土日祝日を除く）

電話番号

若い力を生かして

学生が制作したゲームの

埋火葬許可証

担当課

年末
年始
【まで】【から】

専門学校との「共創のまちづくり」

２０１９千年煌夜」に区

体験など子どもから大人

博多区役所・
区保健福祉センター ※１

区分

窓口業務案内

来場者をおもてなし

内２校から約 人が運営

まで幅広い世代が参加で

下表の通り業務を行います。
その他の窓口については、
本紙７面をご確認く
ださい。

市は自治協議会や企

博多区には多くの専門

スタッフとして参加しま

きるブースを設置し、来

年末年始の窓口案内

業、専門学校などの団体

学校があることから、専

した。公務員を目指す学

場者と交流を深めました。

木 金 土 日 月 火

10

月の「博多旧市街ラ

門学校と共に地域コミュ

生が会場の案内誘導をし

参加した福岡ビュー

水・祝

と共に地域の未来を創り

ニティの活性化を目指し

たり、語学力を生かした

ティーアート専門学校の

7

出す
「共創のまちづくり」 イ ト ア ッ プ ウ ォ ー ク

ています。それぞれの学

い学生が外国人観光客へ

斉藤友梨香先生は「多く

6

せんねん こ う や

校の特徴を生かした取り

の声掛けを行ったりする

の人と接することがで

5

4

90

を推進しています。

組みを紹介します。

など実行委員会と共に博

き、学生にとってもいい

経験になります。これか

多のイベントを盛り上げ

らも活動を通して地域を

撮影会で
地域住民と交流

盛り上げていきたいで

ました。

秋のステージ はかた
に５校が参加

写真を学んでいる学生

たちが 月に大浜公民館

で撮影会を実施しました。

【問い合わせ先】
3

す」と話しました。

で開催された博多区民の

区企画振興課
2

11

月にさざんぴあ博多

が発揮でき、また参加者

文化祭「秋のステージ は

a ４１９・１０１０
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学生は日頃の学びの成果

は本格的な機材での撮影

かた」では、健康度チェッ

土 日 月 火

を体験しました。声を掛

金

f ４３４・００５３

12/27 28 29 30 31

ク やハン ドマッサ ー ジ、

陸上自衛隊の炊き出し

11月17日に月隈小学校で、
震度６強の地
震発生を想定した防災訓練を実施しました。
校区住民をはじめ、
警察、
陸上自衛隊、
区医師
会、
行政機関など約600人が参加。
避難所生
活に備えて段ボールベッドの作り方やエコ
ノミークラス
症候群の予防
方法を学んだ
り、火 災 現 場
を想定した消
火訓練を行っ
たりしまし
た。
i区総務課 a419-1044 f452-6735

けて自然な表情を引き出

すなど、終始和やかな雰

囲気の中で撮影会は進

み、地域との貴重な交流

の場となりました＝写真。

区総合防災訓練を実施しました

10
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※応募事項は 14 面の申し込
み方法参照

子どもおもしろ劇場
劇団ショーマンシップが、
絵本で有名な
「な
いた赤おに」を上演します。
人間たちと仲良く
したい赤鬼と、その思いをかなえようとする
青鬼との友情を描いた内容です。
d１月26日㈰午後２時〜２時50分（開場
は30分前から）li博多市民センター
（山王
一丁目）a472 5991 f472 5952c先着
500人y無料e１月６日㈪から同センター、
博多区生涯学習推進課、さざんぴあ博多で配
布する整理券を当日持参し、
先着順に入場。

ほやほやママの子育て教室
育児についての講話や赤ちゃ
んの体重測定、参加者同士の交
流会を行います。
d１月31日㈮午後１時半〜３
時半l博多区保健福祉センター i博多区地域
保健福祉課 a419-1100 f441-0057t区
内に住む今年10月〜11月生まれの第１子と
保護者c先着25組y無料e電話かファクス
に参加者全員の応募事項を書いて12月16日
㈪午前９時半以降に同課へj母子健康手帳

保健
だより

認知症について学ぼう！
〜認知症サポーター養成講座〜
認知症の人を地域で見守る
ため、その症状や接し方を学
びます。受講者には、認知症サ
ポーターの証しであるオレン
ジリングを進呈します＝写真。
d２月７日㈮午後１時半〜３時l博多区保
健福祉センター i博多区地域保健福祉課 a
419-1099 f441-0057c先着50人y無料
e電話で12月16日㈪午前９時半以降に同課
へ

d１月12日〜３月15日の日曜日午前９時
半〜10時 半（ 計10回）
t18歳 以 上c先 着15
人y5,100円e12月15日㈰午前10時以降に
同プールへ
＝①②共通＝ 料金は保険料込み。j水着、
水泳帽、タオル、ロッカー代（30円）、ゴーグル
（必要な場合）

加湿器は適切な
手入れをしましょう

加湿器にはスチーム式、超音波式、気化
式などがあります。いずれも適切に管理
しないと、タンク内などでカビや細菌が
繁殖し、空気中に拡散されることがあり
ます。
特に、水を加熱しない超音波式と気化
式は、注意が必要です。取扱説明書をよく
読んで、適切に手入れを行いましょう。
・タンク内の水は毎日入れ替え、使わな
いときは空にしましょう。
・タ ンクは毎日洗い、ぬめりが発生しな
いようにしましょう。
・フィルターやトレイなども定期的に洗
いましょう。
i博多区衛生課 a419-1125 f4340007

博多市民プール
東那珂一丁目９-15 a473-8855 f473-8856
①チケットクラス
泳ぎ方や水中運動などを１回から学ぶこと
ができます。
初心者歓迎です。
開催日時は問い
合わせを。
（中学生を除く）
t15歳以上
c各回先着10
〜15人y１回券620円、５回券2,850円、
10
回券5,100円e事前に同プールでチケットを
購入し各クラス開始30分前から受け付け
②第１期大人初級水泳教室
クロールや背泳ぎを基本から学びます。

【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
（f は②～⑤共通）
⑤地域保健福祉課 a419-1100 f441-0057
※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（12/29〜１/ ３は休み）9:00～17:00 各健（検）診日の10日前（土日休日を除く）まで。
t40～74歳の市国民健康保険に加入している人 y500円 ※今年度
要
よかドック（特定健診）
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
子宮頸
（けい）がん
１／15㈬・27㈪
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
★２／12㈬
① ②
【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
※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
は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
（妊娠の可能性がある人）
、
骨粗しょう症で
骨粗しょう症検査
要
現在治療中または経過観察中の人を除く y500円
校区などで実施する健（検）診
【健
（検）
診名】よかドック、胃がん、胃がんリスク検査 ( ピロリ菌検査
２／14㈮
lさざんぴあ博多
b９:30～11:30 要
など )、大腸がん、子宮頸がん、乳がん、肺がん、結核・肺がん
12／19㈭・26㈭
１／９㈭・16㈭・23㈭・30㈭ b９:00～11:00
エイズ・クラミジア・梅毒抗 ２／６㈭・13㈭・20㈭
－ 匿名で検査可。検査結果は2週間後に本人に直接説明。
体検査
12／25㈬
b16:00～18:00
１／８㈬ ・22 ㈬
２／12㈬
12／19㈭
検査結果は2週間後に本人に直接説明。
② B型・C型肝炎ウイルス検査 １／16㈭
b９:00～11:00 －
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
２／20㈭
１／24㈮
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
離乳食教室
２／14㈮
10:00～11:00
12／23㈪
栄養相談
１／10㈮・27㈪
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。
２／７㈮・17㈪
14:00～15:00
t 妊婦とその家族 j 母子健康手帳、筆記用具 ※１／20、27、２／
１／20㈪・27㈪
g13:30～15:30 － ３、17は母子健康手帳交付窓口を併設。受け取る場合は妊娠届出
③ マタニティースクール
２／３㈪・10㈪・17㈪
書、個人番号 ( マイナンバー ) が確認できるもの、本人確認書類など。
g ９:30～11:30 要 専門医による相談。予約は１週間前まで。t妊産婦
お母さんの心の相談
12／25㈬
g13:30～15:30 要 精神科医による相談。予約は前日まで。
12／26㈭
④ 心の健康相談
１／７㈫
g13:30～15:30 － 心の病を抱える人の家族を対象にした交流会。
精神保健福祉家族講座
２／４㈫
d １／10㈮＝吉塚会館 １／27㈪＝板付北公民館 １／28㈫＝三筑公民館 １／29㈬＝那珂公民館 １／30㈭
＝弥生公民館 ２／17㈪＝春住公民館 ２／18㈫＝那珂南会館 ２／19㈬＝堅粕公民館 ２／20㈭＝東吉塚会館
⑤ 母子巡回健康相談
【共通】b13:30～14:00t 乳幼児と保護者、妊産婦 j 母子健康手帳 e 不要
▽

▽

▽

▽

▽

★2／12㈬は託児付き健診を実施

▽

実施日

▽

容

▽

内

▽

e i

t ＢＣＧ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

