西区役所 代表電話 TEL 881-2131

〒819-8501 西区内浜一丁目4-1

令和２（2020）年 ８月１日

のこのしまアイラン
ドパークのひまわり

企画振興課 TEL 895-7007 FAX 885-0467

【公式】インスタグラム

@f_nishistagram

【公式】フェイスブック

ぷらり にしく

人 口 212,243人 （前月比22人増） 男101,685人 女110,558人
世帯数 95,219世帯 （前月比97世帯増）※令和２年７月１日現在推計

西部出張所 代表電話 TEL 806-0004

〒819-0367 西区西都二丁目１-1

d＝日時、開催日、期間 l＝場所 t＝対象 c＝定員 y＝料金、費用 e＝申し込み i＝問い合わせ a＝電話 f＝ファクス m＝メール b＝受付時間 j＝持参

お盆期間のごみと供え物の収集

みんなで里親プロジェクト

◆燃えるごみなどは平常通り
燃えるごみ、燃えないごみ、空き瓶・ペット
ボトル、
粗大ごみは平常通り収集します。
◆お盆の供え物は15日夜に
８月15日㈯の夜に無料で収集します。午後
10時までに下表の場所に出してください。
※ただし、都町公園、拾六町団地18棟南側
集会所は午後９時半まで、豊浜公園、愛宕四丁
目公会堂前、天国社姪浜会館駐車場、神功町会
館前南側、能古校区、生の松原集会所玄関前、
あおやぎ西会館、拾六町団地バス停横広場、生
松台中公園、壱岐南公民館駐輪場、天国社伊都
会館駐車場は午後９時までに出してくださ
い。記載のない場所での収集は行いませんの
でご注意ください。

多くの人に里親について知ってもらい、里
親を増やしていくための活動です。親の病気
などの理由で、少しの間、親と離れて暮らす子
どもが、住み慣れた地域で暮らし続けられる
よう、短期の
「里親」を募集しています。毎月開
催している
「里親って？カフェ」で、里親につ
いて話をしませんか。
dl下表の通りy無料ei電話で、ＳＯＳ
子どもの村ＪＡＰＡＮ
（a737-8656 f7378665）
へ。
開催日

場所
８月20日㈭ 13:30〜15:30 西市民センター
第１会議室

（小戸五丁目２）
、都
内 浜 神功町会館前南側
町公園
北浦消防格納庫横、能古公民館前、能古
能 古 西町バス折り返し所東側、江の口ごみ
置き場横
下山門集会
下山門 下山門団地中央公園入口、
所前、
生の松原集会所玄関前
石 丸 あおやぎ西会館
（石丸二丁目11）
野方西団地３棟前不燃ごみ置き場、拾
壱 岐 六町団地バス停横広場、拾六町団地18
棟南側集会所、
生松台中公園
壱岐南 壱岐南公民館駐輪場
壱岐東 壱岐団地35棟給水塔横
玄 洋 横浜北公園南側
今 宿 長垂海浜公園東側入口
西 都 天国社伊都会館駐車場
（北原一丁目19）
周船寺 山﨑納骨堂前
今津財産管理組合
今 津 浜崎今津漁港西側、
駐車場前、
大原納骨堂前
唐泊購買店裏、西浦魚市
北 崎 宮浦公民館前、
場前

時間

市は、環境の保全に貢献し、顕著な功績が
あった個人・団体・学校・事業者を毎年表彰し
ています。今年度の受賞者は次の皆さんです
（順不同）
。
◆最優秀賞
中村学園三陽中学校・中村学園三陽高等学校
◆優秀賞
環境たくみの会
◆奨励賞
（表彰状）
九大ＣＡＲＰ、野方台団地オレンジ隊、野方
南１区子ども会、
野方南２区自治会２組
◆奨励賞
（感謝状）
個人／芹田三子男さん、
鳥羽富貴子さん
団体／壱岐公民館エコクラブ、生の松原団
地自治会、
株式会社エヌ・ジェイ・アール福岡
愛宕浜「精霊流し・花火大会」を中止します
毎年８月15日に実施している姪友会主
催の催しは、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、今年は中止いたします。供え物
の受付はしませんので、
ご注意ください。

第 23 回

納期限までに納めましょう。コンビニエンスストアでも納付できます（30万円を超える納付書、バーコード
印刷がない納付書、金額が訂正された納付書は対象外）。i 区納税課 a895-7014 f883-8565

集まり、引き合います。

３回目ぐらいで綱に切

れ目を入れて、切れた時

点で綱引きを終わりま

す。綱を切るのは先祖の

霊の帰り道をつくるため

この盆綱引きは、かつ

といわれています。

引き」をご存じですか。

て多くの地域で行われて

皆さん、
「 草場の盆綱

市無形民俗文化財に指

いた夏の年中行事でした。

地域に根付いた伝統を

【問い合わせ先】

15
守る強い想いが感じられ

取ってきたツタを、農協

北崎公民館

ます。

倉庫前の広場で束ねて盆

a ８０９・１７３３

早朝に近くの山から

綱に仕上げ、夕方５時ご

市県民税第２期の納期限は８月31日㈪です

f ８０９・１３１９

ナタで綱に切れ目を入れます

ろ町内の人たちが広場に

地区に分かれて引き合います

定される草場地区の盆行

●井戸水は安全？
地下水の水質は、周りの環境
や天候、地震など、さまざまな
要因で変化することがありま
す。色や濁り、味、臭いなどに異
常がないか、日頃から、井戸水をチェックして
ください。また、井戸の周りや設備を点検し、
清潔にしておきましょう。
●定期的に検査を受けましょう
井戸水は見た目がきれいでも、飲み水に適
しているかどうかは分かりません。飲み水に
使う場合、
年に一度水質検査を受けましょう。
水質検査
（有料）を希望する人は、事前に採
水容器を区保健福祉センター
（保健所）また
は、西部出張所で受け取り、検査当日に水をく
んで、保健所１階に提出してください。受け付
けは月曜日と水曜日の午前中です。
※西部出張所は採水容器の受け取りのみ。
提出はできません。
井戸水の水質については、区衛生課環境係
（a895-7094 f891-9894）に相談してく
ださい。窓口で、
「井戸水の衛生管理」のパンフ
レット＝上写真＝を配布しています。
事の一つで、毎年８月

市環境行動賞受賞者決定

日に行われています。

10月13日㈫ 10:00〜12:00 区役所大会議室Ａ

不登校を考える集い

市
税
ＮＥＷＳ

井戸水の衛生について

〜日頃の管理が大切です〜

【問い合わせ先】
区生活環境課 a895-7050 f882-2137
西部出張所 a806-9430 f806-6811

夏休み明けに子どもが学校に行けなくなっ
たとき、どうしたらよいかを一緒に考えます。
基調講演は、不登校サポートネット代表の長
阿彌幹生
（ちょうあみみきお）
氏です。
d８月29日㈯午後１時半〜３時半l西市
民センター t不登校の生徒の保護者や家族、
または支援者c先着25人y無料ei電話か、
ファクスまたはメールで氏名
（ふりがな）、電
話番号を書いて、８月27日㈭までに区生涯学
習推進課
（a895-7026 f882-2137 mga
kushu.NWO@city.fukuoka.lg.jp）
へ。

令和２年度高齢者乗車券の交
付方法が郵送に変わります。詳
細は本紙７面をご覧ください。
【注意】申請は郵送またはオン
ラインで、交付は全て郵送で行
います。区役所や西部出張所、玄界島、能古
島での交付は行いませんのでご注意くださ
い。
i▷申請方法など＝専用コールセンター
a0120-502-633 f0120-880-219▷
記事に関する問い合わせ先＝区福祉・介護
保険課a895-7063 f881-5874

９月24日㈭ 13:30〜15:30 さいとぴあ第３会議室

校区
場所
愛 宕 豊浜公園、
愛宕四丁目公会堂前

天国社姪浜会館駐車場
（姪浜駅南二丁
姪 浜 目20）

高齢者乗車券の交付方法の変更

