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日々の生活をより便利に

高齢者がスマホ体験

柏原校区では、スマートフォンに不慣れな住民が

イルス接触確認アプリの

使い方を覚えて、新しい

生活様式などに対応した

いと思い参加しました 」

「早く操作に慣れて、離

老司緑地（野多目四丁
ました。

うに花の色を工夫し、夏

同会会長の辻晴久さん

「 野多目大池ふれあい公

には赤や黄色など元気が

目）の一部の花壇は、地

園花壇愛護会」が手入れ

出る色の花を植えていま

71

）は「季節に合うよ

をしています。水やりや

す。散歩をする人からは

域住民５人で結成された （

剪定のほか、定期的に花

心が和むといった声が寄

せん

の植え替えなどを行って

せられています。
今後は、

どの角度から見てもきれ

いな花が見えるように植

います。

８月 日には、３人で

花の剪定や草抜きを行い
え方などを工夫し、見る

人を楽しませる花壇をつ

くっていきたいです」と

話しました。

【問い合わせ先】

区企画振興課

南市民プールはボイラー点検とプール
の水抜き清掃のため、10月19日㈪～22
日㈭は臨時休館します。i南市民プール
a561-6011 f561-3993

暑さに負けず元気に花壇の手入れ

a559・5017

南市民プールの臨時休館

区内でも、コンビニで電子マ
ネーを買うように指示し、料金
をだまし取る詐欺（未遂）が発
生しています。怪しいと思ったら110番を。
◆区内で発生した事例
①「生活を支援します」などと語るメールが
届き、登録手数料１万円を請求された。
②インターネットを閲覧中に、突然ウイルス
感染に関する警告が表示され、解決手数料
３万円を請求された。
◆防犯のポイント
▷｢電子マネーを買って番号を送れ｣ は詐欺
▷
「生活支援」などの不審なメールに注意
▷ひとりで悩まず、家族や警察に相談を
i南警察署 a542-0110

10月 １ 日 か ら 自 転 車 保 険
（自転車損害賠償保険等）への
加入が義務付けられました。
●加入対象者
▷自転車利用者（子どもが利用する場合は
その保護者）▷業務中に従業員に自転車を利
用させる事業者▷自転車貸出業者
●賠償請求された自転車事故の事例
①信号待ちの歩行者に衝突してけがをさせた
②子どもが自転車で車道を横断中に直進して
きた自転車と衝突してけがをさせた
◇
◇
詳細は、市ホームページ（
「福岡市 自転
車保険」で検索）でご確認ください。i市防
犯･交通安全課 a711-4061 f711-4059
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柏原
校区

電子マネー型の詐欺に注意

自転車保険加入を忘れていませんか

f562・3824

認知症予防に効果的な有酸素運動や認知症
の基礎知識などを学びます。d11月９日㈪、
16日㈪、24日㈫、12月7日㈪、15日㈫の５
回。午前９時半～11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
f512-8811t次 の 要 件 を 全 て 満 た す 人
▷区内在住 ▷65歳 以 上 ▷運動可能 ▷介護保
険サービス利用なし▷全日程参加可能c抽 選
15人y無料jマスク、運動できる服装、水
分補給用の飲み物
e10月16日㈮午後
５時までに電話か
ファクスに本紙15
面の応募事項を書
いて同課へ。

操作方法を学び、防災アプリやキャッシュレス決済

20 年後の私！を自分で作る
認知症予防教室

れた友人や家族とテレビ

11／ 月
９ ~

を使えるようになるための講座が行われています。

i市マイナンバーカード申請予約センター
a0570-07-0178（平日午前９時～午後５
時）e希望日の３営業日前までに電話で同セ
ンターへy無料j▷通知カード▷本人確認書
類（運転免許証や、健康保険証などの原本）
▷住民基本台帳カード（お持ちの人のみ）

電話をしたいです」と話

－

しました。

鶴田
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む中で、
地域住民にスマー

11月６日㈮
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８月６・ 日に柏原公

大池

同公民館館長の安藤千

高木

トフォンに慣れ親しんで

11月４日㈬

民館の主催で「初心者の

西花畑

津代さん（ ）は「柏原

花畑

ほしいと考えていた公民

10月30日㈮

ためのスマホ活用塾」が

東若久

校区は、中心部から離れ

若久

館と、スマートフォンの

10月29日㈭

開催されました。この講

弥永

ているし、高齢者も多く

弥永西

操作方法などを教えてほ

10月28日㈬

座は、市の「地域の担い

－

住んでいます。だからこ

曰佐

しいと思っていた地域住

10月27日㈫

手パワーアップ事業」の

長丘

そ、皆さんにはＩＣＴを

筑紫丘

民の要望が一致したた

10月23日㈮

一つで、通信事業会社な

塩原

活用してもらい、少しで

長住

め、２年前から実施して

10月22日㈭

どの社員が講師を務めて

－

も快適で便利な生活を

西長住

います。

10月21日㈬
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送ってほしいです。
また、

西高宮

27

日は地域の高齢者

横手

土砂災害警戒区域も多い

10月20日㈫

人が参加し、
スマートフォ

野多目

ので、防災アプリも活用

柏原

ンの基礎知識の他、防災

10月16日㈮

してもらいたいです」と

宮竹

アプリ「ツナガル＋（プ

玉川

語りました。

10月15日㈭

ラス）
」の機 能やキャッ

大楠

【問い合わせ先】

三宅

シュレス決済の操作方法

10月８日㈭

区企画振興課

東花畑

などを学習しました。

老司

a559・5017

10月６日㈫

参加した高齢者は「ツ

開催公民館・時間
9:30〜12:00 14:00〜16:30

f562・3824

日程

便利なキャッシュレス決済を体験

ナガル＋や新型コロナウ

市は公民館でマイナンバーカード
（個人番
号カード）の申請受付を行う出張サービスを
行います＝下表。マイナンバーカードを持っ
ている人にはマイナポイント申し込みのサ
ポートも行います。※公民館だよりでも案内
中のため、定員に達している場合があります。
お住まいの校区以外への申し込みも可能です。
●日時と開催場所

います。近年、行政手続

きなどオンライン化が進

マイナンバーカード申請
出張サポート事業

第13回
第11回

