TEL 559‐5017

令和元（2019）年12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

大東 佑衣奈さん
（小学５年生）作

応募方法は区ホーム
ページを見てね。

264,138 人（＋356）

男122,678人 女141,460人

128,475 世帯（＋277）

※年齢・学年は応募時
のものです

令和元年11月1日現在推計
（前月比）

a561-2131

無休

南市民センター

a561-2981 27日㈮

４日㈯

南図書館

a561-3048 27日㈮

５日㈰

南体育館

a552-0301 27日㈮

５日㈰

南市民プール

a561-6011 27日㈮

５日㈰

無休
a524-0415 28日㈯

４日㈯

人とまちをつなぐ「街×人（マチビト）」

総務課

イベントでまちを元気に

区役所の休日・夜間の対応

3

西鉄大橋駅周辺をはじめ、区内の地域の活性化を

６日㈪

図ることを目的に今年 月に設立された、一般社団

a559-5114 17日㈫

法人「街×人（マチビト）
」の活動を紹介します。

健康課

代表理事の渡邉輝彦さ

催します。クリスマスツ

腸内細菌検査

皆さん、大橋駅西口広

て、さまざまな人たちと

リーが飾られ、限定マグ

６日㈪

43

スマスマーケット」を開

かおおはし」を知ってい

関わることができ、そこ

カップでホットワインや

６日㈪

ん（ ）は「活動を通し

ますか。このイベントを

で生まれたアイデアが新

ホットチョコレートなど

無休

場で行われている「楽し

開催しているのが街×人

しいイベントの開催につ

です。

を楽しめる他、食べ物や

6日㈪

a559-5114 17日㈫

加湿器の給水タンク
は清潔に

ながったこともありま

27日㈮

飲料水水質検査
※ビル管理項目・任意項目は 健康課
12月10日㈫まで

自転車保管所（平尾保管所）

街×人の前身は、平成

年始
開始日

緊急を要する生活保護の相談 保護第１課
a559-5011 31日㈫
（土・日曜日を除く）
保護第２課

自転車駐輪場（平尾、高宮、大橋、井尻、笹原）

雑貨などの販売もありま

年末
最終日

無休
a559-5023 （9：00～12：00、
13:00〜17:00）
a559-5023

す。区全体を盛り上げて

戸籍の届け出( 出生、婚姻など ) 市民課

年から活動していた

市民課

す。その他、九州を襲っ

埋火葬許可の受け付け

いくために、イベントの

区役所・区保健福祉センター

「 大橋駅周辺活性化委員

電話番号

た台風 号災害支援のた

●窓口案内
担当課

17

21

12 月
26 27 28 29 30 31
木 金 土 日 月 火

区役所や区保健福祉センターなどは12月28日㈯から来年１月５日㈰まで
お休みします。なお、一部の窓口や施設では下表の通り業務を行います。

業務内容

運営などに関わった人た

年末年始のご案内

会」です。同委員会の活

めのチャリティーブース

活動していきたいです」 も設置します。詳しくは

動を継承するとともに、 ちと、これからも一緒に

大橋駅周辺以外の地域活

左記へ問い合わせを。

と話しました。

【問い合わせ先】

街×人事務局（株式会

社大橋西口ビル内）

性化の活動などを幅広く

行うために設立され、現

在は主に同駅西口広場で

月 日㈮から
クリスマスマーケット
20

12

a ５６１・１２３５

i区福祉・介護保険課 a559-5127 f512-8811

12

大橋駅西口広場で 月

９～ 12 月
来年１～３月
４～６月
７～９月

６、７
8,000 円
6,000 円
4,000 円
2,000 円

や「国際交流広場」を実

１～５
12,000 円
9,000 円
6,000 円
3,000 円

25

f ５４１・７２６３

介護保険料所得段階

申請月

20

日㈮～ 日㈬に「クリ

９月から交付している高齢者乗車券は、
来年１月以降、下表の通り申請月によって
交付額が変わります。下記対象者で、今年
９月以降に交付を受けていない人は早めに
区福祉・介護保険課62番窓口で手続きし
てください。t区内に住民登録をしている
満70歳以上（誕生日の前日から申請可）で、
今年度の介護保険料の所得段階区分が１～
７の人j①本人の印鑑（朱肉を使うもの）
②
本人確認書類（健康保険証や介護保険証な
どの原本）③過去に交付を受けた人で今回
チャージを希望する人は交通用福祉ＩＣ
カード ※代理申請の場合は①～③に加え、
代理人の本人確認書類が必要

施しています。

高齢者乗車券の申請はお済みですか

「サマーフェスティバル」

d＝日時、
開催日、
期間 l＝場所 i＝問い合わせ 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 h＝ホームページ

山小屋をイメージした出店が並ぶ
クリスマスマーケット

１月
１

２ ３ ４ ５ ６

水・祝 木 金 土 日 月

●ごみ・し尿収集日の休みと変更
i区生活環境課 a559-5374 f561-5360
◆燃えるごみ、燃えないごみ、空きびん・ペットボトル
12月31日㈫～１月３日㈮は、ごみの収集を行いません。持
ち出し日は下記の通りとなります。
【燃えるごみ】※は通常の曜日と異なります
通常の持ち出し日

年末最終日

年始開始日

月・木曜の地域

12月30日㈪

１月６日㈪

日・水曜の地域

12月29日㈰

１月５日㈰

火・金曜の地域

12月27日㈮

１月４日㈯ ※

【燃えないごみ、空きびん・ペットボトル】
通常の持ち出し日

毎月１回目の水曜の地域

毎月１回目の木曜の地域

持ち出せない日 → 振替日

１月１日
（水・祝）→12月29日㈰

１月２日㈭ →12月30日㈪

◆粗大ごみ（粗大ごみ受付センター a731-1153）
12月29日㈰～１月３日㈮は休みです。年内収集を希望する
場合は12月23日㈪午後５時までに同センターへ電話で申し込
みを。インターネットやLINE
（ライン）での受け付けは12月23
日㈪午後４時まで。
◆資源物回収ボックス（南市民センター内）
12月29日㈰～１月３日㈮は休みのため、持ち込み不可です。
◆し尿のくみ取り（ふくおか環境財団 a752-7860)
１月１日(水・祝) ～１月３日㈮の収集地区は、年内に繰り上げ
収集します。年内の臨時くみ取りを希望する場合は、12月27
日㈮午後５時15分までに同財団へ電話で申し込みを。

加湿器はインフルエンザ予防などに効果がありますが、タンクの汚れやぬめりが感染症の原因になることがあり
ます。タンクの水は毎日交換し、小まめに清掃しましょう。i区衛生課 a559-5161 f559-5149

TEL 559‐5017
d＝日時、開催日、期間

24金

1／

l＝場所

i＝問い合わせ

f＝ファクス

t＝対象

c＝定員

生後１～３カ月新米ママの
ための親子セミナー

初めて子育てをするお母さんを対象に、ふ
れあい遊び（写真）やミニ講話を行います。
d午後１時半～３時半l区保健福祉センター
講堂i区地域保健福祉課 a559 - 5133 f
512-8811t区内に住む今年10・11月生ま
れの第１子とその母親c先着20組y無料j
母子健康手帳、
バ ス タ オ ル、
その他赤ちゃ
んに必要な物
e来 年 １ 月 ６
日㈪午前９時
半以降に電話
で同課へ。

入学直前！
キッズスイム教室

2／ 日〜
2

就学前に水慣れから泳ぎの基礎までを練習
します。d来年２月２日～３月22日の毎週
日曜日。全８回。午後２～３時li南市民プー
ル
（〒811-1344 三宅三丁目31-１）a5616011 f561-3993t５・６歳
（小学生不可）
（プール使用料込み）
c抽選10人y5,400円
e往復はがきに本紙14面の応募事項と保護
者氏名を書い
て来年１月７
日㈫必着で同
プールへ。持参
物などの詳細
はお問い合わ
せを。

令和元（2019）年12月15日

FAX 562‐3824
y＝料金、費用

j＝持参

n＝託児

e＝申し込み

m＝メール

h＝ホームページ

各種受賞 おめでとうございます
市制施行130周年記念式典表彰

市青少年健全育成奨励賞

市は、市制施行130周年を記念し
て11月13日に福岡市民会館で式典
を行いました。式典では、市勢の発
展に多大な貢献をした個人や団体に
髙島市長から表彰状や感謝状が贈ら
れました。表彰された南区自治組織
協議会会長の今井是生さん
（80）は
「これからも地域や南区のために積
極的に活動していきたいです」と話
しました。
表彰された区民の皆さんは以下の
23人です
（敬称略、50音順）
。▷石
井大三▷伊藤嘉人▷今井是生▷入江
健一▷内山仁▷樫本幸好▷木下政博
▷桐島正則▷嶋津千鶴子▷新開玉子
▷新開康善▷関山登▷武末一榮▷
千々和美津子▷戸部田宣子▷中橋庸
介▷野口亰▷橋本繁義▷葊田勝義▷
藤田喜代子▷堀内德之▷持丸重良▷
森藤久繁

市は地域で青少年の健全育成や非行防止に
積極的に取り組み、青少年育成活動に貢献し
ている個人・団体に奨励賞を贈呈しています。
区からは、川口好美さん
（横手校区）
、木下孝
之さん（大楠校区）
、船越都さん（大池校区）
、
三津良子さん
（野多目校区）
、矢野幸子さん
（老
司校区）が受賞しました。11月５日に天神ス
カイホールで行われた表彰式で、荒瀬副市長
から奨励賞が手渡されました。

前列左から２人目が矢野さん、５人目が三津さん
（川口さん、木下さん、船越さんは欠席）

市福祉のまちづくり推進大会表彰

市は福祉のまちづくりの推進に献身的な活
動を続け、社会福祉の向上に貢献している人
に表彰状や感謝状を贈呈しています。区から
は、21の個人・団体が市長表彰、60の個人・
団体が市長感謝状を受賞しました。11月15
日に福岡市民会館で行われた表彰式で、髙島
市長から表彰状や感謝状が授与されました。
【問い合わせ先】区企画振興課 a559-5017 f562-3824

【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
類

実施日
12月

１月

２月

b＝受付時間
g＝実施時間

よかドック（特定健診）
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

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
ー

20
27

５
★14

【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

24

離乳食教室

16

20

17

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

肝炎検査（Ｂ型・Ｃ型）

17

21

18

g ９:00〜11:00 － t20歳以上で検査を受けたことがない人

８、
30 ７、28 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

エイズ・クラミジア・梅毒検査

毎週火曜日
(12/31を除く)

マタニティースクール

ー

区民と医師との会

ー

３、10
g13:30〜15:30 － t妊婦とその家族
17

③

時間はいずれも14：00～15：30【１月】
▷29日
「在宅医療について」
＝東花畑公民館
【２月】▷5日「在宅医療について」＝玉川公民館
④
▷13日
「白内障」
＝長住公民館▷15日
「在宅医療について」
＝三宅公民館
22

26

g ９:30〜11:00

ー

９

13

g13:30〜15:30

精神保健家族講座

ー

31

ー

g13:30〜15:30 － １/31「自立に向けて～福岡市生活自立支援センター紹介～」

発達が気になる子どもと親の
ためのサロン「みなみん」

19

15

13

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

母子巡回健康相談

②

g ９:00〜11:00 － 匿名での検査

25

心の健康相談

ie

種

予約

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

要 精神科医が対応

⑤

時間はいずれも13：30～14：00（12/16の東若久公民館、１/31の高木公民館は9：30～10：00）
【12月】▷16日＝東若久公民館、⑥
曰佐公民館▷17日＝長丘公民館▷18日＝三宅公民館▷19日＝若久公民館【１月】▷６日＝東花畑公民館▷８日＝西花畑公民館▷
９日＝長住公民館▷21日＝玉川公民館▷22日＝柏原公民館▷23日＝塩原公民館▷31日＝高木公民館館 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、年末年始を除く）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）
。

★子育て応援！無料託児 ２月14日㈮の健診は託児を無料で利用できます。健診の予約後、区健康課に託児の予約をしてください。【託児対象】BCG接種済みの

生後６カ月〜就学前の乳幼児【定員】先着15人【料金】無料 ※健診料は有料【問い合わせ】区健康課 a559-5116 f541-9914

