
　区の豊かな自然や歴史・文化のほか、「サザエさ
ん通り」の紹介など区内の魅力と情報が満載の「早
良区よかとこマップ」を、３月にリニューアル。裏
面では、区の全体地図と美しい景色が撮影できる
スポット（7カ所）を、紹介しています。
　区役所１階情報プラザで配布しています。ま
た、区ホームぺージ（「早良区　よかとこマップ」
で検索）からも閲覧・ダウンロードできます。
　※広げるとA1サイズ（594ﾐﾘ×841ﾐﾘ）、折り
畳むとA4サイズになります。

　古紙などの資源物は、地域で行われている古紙回収（地域集団
回収）や資源物回収場所等で回収しています。
　２月に校区ごとの「資源物回収場所早わかりマップ」を新たに
作成しました。資源物の出し方や校区内の回収場所などをイラ
ストや地図を用いて
分かりやすく紹介し
ています。
　区役所２階生活環
境課で配布のほか、市
ホームページ（「福岡
市　資源物　早わか
りマップ」で検索）か
らも閲覧・ダウンロー
ドできます。

　乳幼児がいる家庭向けに、公園や保育園・幼稚園、予防接
種登録医療機関など、子育てに役立つ情報を地図上にまと
めました。北部・中北部・中南部・南部の４エリアのマップが
あり、各種相談窓口なども紹介しています。   
　 区役所１階子育て支援課や区内の子どもプラザ（西南子
どもプラザ、次郎丸中子どもプラザ）で配布しています。

　「早良区ウォーキングマップ」は、区内の見どころの写真を
交え、２～４キロのコース10カ所を紹介しています。初心者
向けのコースもあるので、これからウォーキングを始めたい
と思っている人にもぴったりです。また、ウォーキング前後に
行うストレッチや、正しい靴の履き方、
歩き方なども掲載しています。
　このほか、区内18校区のウォーキン
グマップもあります。いずれも区役所
１階情報プラザで配布しています。ま
た、区ホームページ（「早良区　ウォー
キングマップ」で検索）からも閲覧・ダ
ウンロードできます。

まるっと分かる 早良区マップ特集 　早良区で暮らす皆さんへ、生活に役立つ情報などを
まとめたマップのうち、四つのマップを紹介します。

【受診方法】受診場所を選んで、電話かインター
ネット（②のみ）で予約の上、受診してください。
①実施医療機関（平日・土曜日）：実施医療機
関や連絡先は、よかドックご案内センター（a 

711-4826）で確認の上、各医療機関へ予約を。
②早良保健所（平日、月２回程度）：集団健診予
約センター（a0120-985-902）か健診専用サ
イト「けんしんナビ」（15面参照）で予約を。
③健康づくりサポートセンター（土・日・祝日、
奇数月の第２火曜日夜間）：予約および実施
日など、詳細は同センター（☎751-2806）へ。

　市国民健康保険加入者を対象とした「よか
ドック」は、糖尿病や高血圧などの生活習慣病
を予防するための特定健診です。500円で約
１万円相当の健診を受けることができます。
　自分の健康状態を知るために、年に１度必ず
受診しましょう。治療中の人も受けられます。
i区保険年金課 a833-4371 f846-9921
t40 ～ 74歳の市国民健康
保険加入者　y500円 
　※今年度40歳・50歳にな
る人、満70 ～ 74歳、市県民
税非課税世帯（要証明書）の 
人は無料。
j保険証、よかドック受診券

【健診内容】身体・血圧測定、尿・
血液検査、心電図検査、問診など

よかドックで健康チェック

　６月30日㈫までの期間中に受診した人の
中から抽選で301人に、福岡ソフトバンク
ホークス公式戦ペアチケットをプレゼント

（試合日程および席の種類は選べません）。
当選者には直接チケットをお送りします。

春得キャンペーン

　田植えや稲刈り、紅
茶作りなど、１年を通
して農業体験ができま
す。詳しくは、ホーム
ページ（「脇山あぐり倶楽部」で検索）で確認の
上、４月26日㈰までに申し込みを。
i子どもグリーンツーリズム in わきやま実
行委員会事務局・馬場 a090-3017-1981
t市内に住む小学生と保護者
☆１日体験イベント ～茶摘み・茶揉み体験～☆
　日本茶発祥の地といわれる脇山で、体験会
を開催。誰でも参加できます。問い合わせは、
同事務局（a090-3017-1981）まで。
d５月６日（水・休）、午前９時～正午
l脇山公民館　y1,000円　e不要

子どもグリーンツーリズムinわきやま
費用１家族 5,000 円抽選10組
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健康づくりの第
一歩は健診から
だよ！
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i区地域保健福祉課
　a833-4363 f833-4349ウォーキングマップ

i区企画課
　a833-4307 f846-2864早良区よかとこマップ i区生活環境課

　a833-4343 f841-6687
資源物回収場所
早わかりマップ

i区子育て支援課
　a833-4398 f831-5723子育て情報マップ

　早良区のホームページ（「早良区」で検索）には、暮らしに役立つ情報が満載で
す。トップページにあるバナー（下記画像）をクリックしてアクセスしてください。
※スマホは下記コードからアクセスを。

ホームページも情報満載

　区の見どころやおで
かけ情報、脊振山系の
紹介など、区内の魅力
を写真や動画と共に発
信しています。
i区企画課 
　a833-4307 
　f846-2864

　妊婦や乳幼児がいる
家庭向けに、利用でき
る行政サービスや子育
て交流サロンなどの情
報をまとめています。
i区子育て支援課 
　a833-4398 
　f831-5723

　税や年金の手続き、仕事、
生きがい、健康のことなど、
定年退職後の新たなステー
ジを生き生きと暮らすため
の情報が詰まっています。
i区福祉・介護保険課 
　a833-4352 
　f831-5723

校区内の回収場所が一目で
分かってとても便利だね。
利用しやすい回収場所に、
ルールを守って出してね！

市ごみ減量
シンボルマーク
「かーるちゃん」

裏面

市内全域の資源物回収情報を
見ることができる「福岡市
Webまっぷ」は左コードから

令和２（2020）年４月15日

さわら
男 103,903 人　女 116,500 人

99,732世帯（前月比９世帯増）（令和２年３月１日現在推計）
220,403人（前月比12人増） ●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

☎

☎

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

区ホームページ

西油山中央公園のツツジ



d＝日時　l＝場所　i＝問い合わせ　a＝電話番号　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＝休館日令和２（2020）年４月 15日

保健福祉センターだより
③健康課健康づくり係	 ☎851-6012 f822-5733
④健康課母子保健係	 ☎851-6622 f822-5733
⑤健康課精神保健福祉係	☎851-6015 f822-5733

【問い合わせ・申込先】
①集団健診予約センター	 ☎0120-985-902 f0120-931-869
②エイズ相談専用電話	 ☎846-8391 f822-5733

内容 実施日 b＝受付時間
g＝実施時間

予
約

対象者・料金・その他 
【料金の記載がないものは無料】

e
i４月 ５月

検
査

よかドック（特定健診）
受け付け
終了

19㈫ 
26㈫

b８:30～10:30 要
t40～74歳の市国民健康保険の被保険者
y500円　j健康保険証と受診券

① 
※

が
ん
検
診

胃がん t40歳以上　y600円
子宮頸（けい）がん t20歳以上　y400円
乳がん ty40歳代1,300円、50歳以上1,000円
大腸がん t40歳以上　y500円

肺がん t40～64歳
y500円

喀痰（かくたん）細胞診検査
は50歳以上でハイリスク
と判定された人が受診可
y700円結核・肺がん t65歳以上

胃がんリスク検査 t35歳・40歳　y1,000円

骨粗しょう症検査 t40歳以上（骨粗しょう症で治療中また
は経過観察中でない人）　y500円

よかドック（特定健診）
総合がん検診

（入部公民館）
－ 28㈭ b９:00～10:30 よかドック、がん検診、胃がんリスク検

査。対象・費用は上記の通り。

エイズ・クラミジア・
梅毒検査

毎週水曜日
（4/29、5/6を除く）

b９:00～11:00 －
匿名での検査 ②

Ｂ型・Ｃ型肝炎検査 15㈬ 20㈬ t20歳以上（肝炎検査を受けたことがな
い人）

③

教
室
・
相
談

栄養相談 27㈪ ８㈮、25㈪ g10:00～14:45 要 生活習慣病予防や離乳食などに関する
栄養相談。

離乳食教室 17㈮ 15㈮ g13:30～15:00

－

t４～12カ月児の保護者

母子健康手帳交付 平日 g９:00～17:00 t市内に住む妊婦　j妊娠届出書、マイ
ナンバーが分かるものと本人確認書類
・講話の日は講話後に手帳を交付 ④マタニティー講話 20㈪ 11㈪、25㈪ b10:30～11:00

マタニティースクール 20㈪ 11㈪、18㈪、
25㈪ g13:30～15:30 j母子健康手帳

心の健康相談
－ ７㈭ g９:30～11:30

要 専門医が相談に応じます。 ⑤
20㈪ 18㈪ g13:30～15:30

保健福祉センター（保健所）で実施する検査・教室・相談

母子巡回健康相談

場所 実施日 受付時間
高取公民館 ４/23㈭

13:30～14:00

原北公民館 ４/24㈮
田村公民館 ５/７㈭
飯原公民館 ５/８㈮

飯倉中央公民館 ５/11㈪
野芥公民館 ５/12㈫

t妊産婦および０～６歳児とその保護者
i区地域保健福祉課
　a833-4363 f833-4349

場所 実施日 受付時間
ツルハドラッグ
小田部店 ５/14㈭ 9:30～12:00

13:00～15:00
i区健康課 a851-6567 f822-5733

校区献血

　20歳以上の学生は、申請するとその年度の
国民年金保険料の納付が猶予されます。毎年
度手続きが必要です。
i区保険年金課 a833-4323 f846-9921
　入部出張所 a804-2014 f803-0924
t大学（大学院）・短大・専修学校などに通う学生。 
本人の所得制限あり。
jマイナンバーカードまたは通知カード、 
年金手帳、学生証、印鑑

国民年金保険料の学生納付特例制度

　「シックハウス症候群」とは、建材や壁紙等
に使われている化学物質やカビ・ダニなどが
原因で、頭痛や、目がチカチカするなどの症状
が出る病気です。

【予防のポイント】
　①建材や家具などは、なるべくホルムアル
デヒドなどの化学物質を含まないものを選ぶ
　②芳香剤や殺虫剤などの使用は必要最小限
に抑える
　③換気と掃除を小まめに行い、カビ・ダニの
発生を防ぐ
i区衛生課 
　a851-6602 f822-5733

シックハウス症候群にご注意

▷子宮頸がん・乳がん検診は、２年度に１回受診できます（平成31年４月以降に受診した人は受診できません）。
▷よかドックの結果票は、受診日の約１カ月後に保健福祉センター（保健所）で行われる結果説明会で交付します。
▷満70歳以上および市県民税非課税世帯等は、健（検）診料金が免除されます（証明書等が必要）。詳細は③にお問い合わせください。

　※健（検）診受診希望の人は、実施日から土日祝休日を除く10日前までに必ず予約を（受付時間は平日午前９時～午後５時）。

　右のコード 
から予約でき 
ます。

　19㈫の予約は４月30日㈭ 
まで、26㈫の予約は５月12
日㈫まで。

　認知症について正しく理解し、認知症予防
のための運動や脳トレなどを行います。
d５月８日、29日、６月５日、12日、26日の金曜日、 
全５回、午前10時～正午　l早良保健所
i区地域保健福祉課 a833-4363 f833-4349
t医師から運動制限を受けていない65歳以
上で、介護保険サービスを利用していない人
c抽選25人　y無料
e電話かファクスに住所、氏名、年齢、電話番号 
を書いて、４月24日㈮までに同課へ。

～65歳になったら～
運動からはじめる認知症予防教室

　食を通じた健康づくりのボランティア活動
を行う「ヘルスメイト」を養成する教室です。
d５月13日～７月１日の毎週水曜日、全８回、 
午前９時半～午後０時10分（６月10日のみ
午後１時まで）　l早良保健所
i区健康課 a851-6012 f822-5733
t区内に住み、住所地の校区でボランティア
活動ができる人　
c先着40人　y無料
e電話か、ファクスに住所、氏名、電話番号を
書いて、４月16日㈭以降に同課へ。

ヘルスメイト養成教室

　障がい者スポーツやニュースポーツなどを
どなたでも体験できます。
d５月５日（火・祝） 午前10時～正午
liももち体育館 a851-4550 f851-5551
cなし　y無料
e不要（当日来館し、各種目を自由に体験）

子どもの日「ももりんピック」

　４月30日㈭は固定資産税・都市計画税（第１期）
の納期限です。遅れないように納付しましょう。 
i区納税課 a833-4317 f841-2185

納期のお知らせ

　卓球初心者が対象の教室です。
d５月22日～７月10日の
毎週金曜日、全８回、
午後５時～６時
li早良体育館 
　a812-0301 f812-6458
t小学生　c抽選25人　y4,800円
eはがき（〒811-1103四箇六丁目17- ６）
に教室名、住所、氏名（ふりがな）、年齢（学年）、 
電話番号を書いて、４月30日㈭必着で郵送す
るか、同体育館窓口で直接申し込みを。

スマッシュ！子ども卓球教室（春期）

飲酒運転は絶対にダメ！ 一滴でもお酒を口にしたら車の運転をせず、公共交通機関やタクシー、運転代行などを利用しましょう。「飲酒
運転かも？」と思ったら、迷わず110番に通報を。　i早良警察署 af847-0110

健診専用サイト「けんしんナビ」
をご存じですか？
　健診の日程や健診が受けられる医療
機関を検索できます。また、保健所で実
施しているよかドック（特定健診）、各
種がん検診などの予約がスマホやパソ
コンから申し込めます。
　詳細は、ホームページ（「けんしんナ
ビ」で 検 索）ま た は 右 の
コードでご確認ください。
i区健康課
　a851-6012 f822-5733


