令和２（2020）年８月１日
ボ タ ン ヅ ル（ 油 山 市
民の森）

区の人口 133,191 人（前月比 18 人増） （男 62,617 人

女 70,574 人）

休

世帯数 68,278 世帯（前月比 37 世帯増） （令和２年７月１日現在推計）

令和２年度分から高齢者乗車券の
交付方法が郵送に変わります

お盆の供え物やごみの収集
・精霊送り ( 祭壇の設置 )
燃えるごみ、燃えないごみ、空き瓶・ペッ
トボトルは平常通り収集します。
■お盆の供え物は８月15日㈯夜に収集
下表の場所へ必ず時間内に出しましょう。
i区生活環境課 a833-4086 f822-4095
校区
地区

【グラフィックデザイン】
「なんだっていいんだ」
三木 まどかさん

経済的な理由で保険料の納付が困難な場
合、申請により保険料の支払いが免除または
猶予される制度があります。継続審査対象者
を除き、申請は毎年必要です。新型コロナウ
イルス感染症の影響に伴う免除等の臨時特例
もあります。
詳しくは、日本年金機構ホームページ
（
「日
本年金機構」で検索）で確認するか、下記問
い合わせ先へ。郵送による申請も受け付けて
います。
j年金手帳、マイナンバーカードや運転免
許証などの本人確認書類、印鑑
（代理人の場
合）
。失業中の人が申請する場合は、離職票
か雇用保険受給資格者証
（写し可）
。i区保険
年金課 a833 4125 f844 6790

収集場所

鳥飼 ※中止（塩屋橋の南側）
別府公民館
（別府一丁目15）
ＪＡ別府支店の駐車場
別府
（別府五丁目13）
鶴亀指圧治療院の西側
城南
（荒江一丁目20）
城南公園
城南
（七隈二丁目１）

持ち込める
時間
－

別府

【書】
「秋の田のかりほの庵の」石田 憲実さん

国民年金保険料
免除・納付猶予の申請

うつ病は年齢や性別に関係なく、誰もがか
かる可能性のある病気です。うつ病について
学び、不安への対処方法を考えてみませんか。

田島 ※中止（田島橋の西側）

午後６時～
９時
午後５時～
９時半
－

七隈川沿いリサイクル
午後７時～
七隈 ボックス横
10時
（七隈五丁目１）
浦谷公園
午後６時～
片江
（片江三丁目27）
９時
長徳寺境内
午後５時～
堤
（樋井川三丁目20）
10時
仲の町公園東側
日没～
南片江
（南片江二丁目16）
午後10時
西花畑 天国社油山会館の駐車場 午後５時～
（南区）
（南区桧原七丁目42）
９時半

※上記場所以外は家庭ゴミの持ち出し日に出す
ことも可能です。

■精霊送り
（祭壇の設置）
について
鳥飼、別府、田島校区の上記場所で例年実
施している精霊送り(祭壇の設置)は、中止し
ます。
i区地域支援課 a833-4063 f822-2142

８月31日㈪は市県民税第２期の納期限です

日時

内容／講師

うつ病はどんな病気？～正し
９月２日㈬
い知識と治療について～
午前10時～正午
／精神科医師
ストレスマネージメント～ス
９月９日㈬
トレスとの上手な付き合い方～
午前10時～正午
／臨床心理士

d上表の通りl保健所i区健康課 a8314209 f822-5844c各回先着30人 y無料
e各回８月３日から開催日の前日までに電話
またはファクスに住所、氏名、電話番号、希
望の日程を書いて同課へ。

新米ママのにっこり子育て教室

お知らせ・参加者募集

【工芸】
「新作・能面・
小獅子」
岩永 耕三郎さん

お知らせ・参加者募集

【写真】「水ぬるむ」
江川 恭子さん

【絵画】「城南の春」
村上 米子さん

令和元年度最優秀賞受賞作品

うつ病予防講座

■令和２年度分の申請について
令和２年度分の高齢者乗車券は、郵送また
はオンラインで申請してく
ださい。区役所での受付・
交付は行いません。詳細は
本紙７面をご覧ください。
i高 齢 者 乗 車 券 郵 送 受 付 セ ン タ ー a
0120-502-633 f0120-880-219
■令和元年度分の申請は窓口へ
令和元年度分
（令和元年９月～令和２年９
月末）をまだ申請していない人は、９月末ま
でに区福祉・介護保険課12番窓口へお越し
ください。
t区に住民登録をしている満70歳以上で、
令和元年度の介護保険料の所得段階区分１～
７の人。j①本人の印鑑②本人確認書類
（健
康保険証、介護保険証など）③交通用福祉IC
カード
（これまでに交付を受けた人のみ）i
区福祉・介護保険課 a833-4170 f8222133

城南区市民アート展の作品を募集します
絵画・グラフィックデザイン・書・写真・
工芸の５部門で募集します。各部門から優秀
作品を選出し、応募作品は全て12月８日㈫
から13日㈰まで、市美術館
（中央区大濠公園）
に展示します。なお、区ホームページにも全
作品を掲載します。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、
表彰式・ギャラリートークは実施しません。
t区内に住むか、通勤・通学する中学生以
上（区内公民館等の教室の生徒を含む）i区企
画共創課 a833-4053 f844-1204y無料
「城南区
e ９月30日までに区ホームページ（
市民アート展」で検索）
から申し込むか、申込
書（チラシ内面）
を郵送、ファクス、メールま
たは持参で同課へ。作品は12月６日㈰に市
美術館へ持参を。※詳しくは８月３日から区
役所・各公民館などで配布するチラシまたは
区ホームページをご覧ください。

16

初めての育児で不安や
悩みはありませんか。ベ
ビーケアや親子遊び、病
気や事故の際のホームケ
アについて学びます。保
健師や助産師による個別
相談も実施します。
d９月９日㈬午後１時半～３時（希望者は
３時～個別相談を実施）
l保健所i区地域保
健 福 祉 課 a833-4113 f822-2133 t区
内に住む令和２年５月～８月生まれの第１子
と保護者c先着15組y無料e８月３日から
８月31日午後５時までに電話で同課へ。区
ホームページ（「福岡市 新米ママ」で検索）
の申込フォームからも受け付けます。

楽しく脳トレ！認知症予防教室
認知症の正しい知識を学び、脳を活性化す
る生活習慣を始めてみませんか。
d９月９日～10月７日の水曜日、午前10
時～11時半、全５回l城南市民センター i
区 地 域 保 健 福 祉 課 a833-4113 f8222133 t介護保険サービスを利用していない
65歳以上c抽選15人y無料e８月17日まで
に電話またはファクスで住所、氏名、電話番
号を書いて同課へ。

エンジョイ♪トレーニング
ストレッチポールや
バランスボールなどの
道具を使ったトレーニ
ングやエアロビクスな
どを行います。
申し込み方法など詳しくはホームページ
（
「城南体育館」で検索）で確認するか、下記
問い合わせ先へ。
d第２～４土曜日、午前11時15分～午後
０ 時15分li城 南 体 育 館 a851-0303 f
851-0040t18歳以上c先着９人y500円

市税は金融機関、コンビニエンスストアのほか、モバイルレジ、LINE Pay、クレジットカードで
も納付できます。便利な口座振替もご利用ください。i 区納税課 a833-4026 f841-2145

