
　写真撮影を楽しみながら、自然豊かな秋の
曲渕を散策します。当日は、フォトグラファー
YUTAKA氏が同行し、写真の撮り方をアドバ
イス。カメラやスマー
トフォンを持参して
ください。初心者も大
歓迎です。
d午後1時～ 4時
l曲渕小学校
i区企画課 a833-4412 f846-2864
c抽選15人　y500円
e往復はがき（〒814-8501住所不要）かファクス、
メール（sawaranoaki@city.fukuoka.lg.jp）にイ
ベント名、住所、氏名、年齢、電話番号を書いて11月
5日㈭必着で同課へ。※小学生以下は保護者同伴

さわらの秋を感じる
フォトウォーク

　区南部で生産されている新鮮な野菜や米、
手作り弁当などのほ
か、脇 山 産 の 里 芋 を
使った秋限定の「里芋
コロッケ」も販売しま
す。
d午前10時～午後3時
l区役所正面玄関前

さわら特産市

　漫画「サザエさん」発案の
地である百道浜からサザエ
さん商店街通りまで、観光
案内ボランティアガイドが
昔の街並みやサザエさんに
まつわるエピソードを交え
ながら案内します。
d①午前10時～午後0時半②午前10時半～
午後1時　l市総合図書館前
i区企画課 a833-4412 f846-2864
c各回抽選で10人　y500円
e往復はがき（〒814-8501住所不要）かファク
ス、メール（sawaranoaki@city.fukuoka.lg.jp）
にイベント名、住所、氏名、年齢、電話番号、参加
希望時間（①または②）を書いて10月30日㈮
必着で同課へ。※小学生以下は保護者同伴

サザエさんぽ まち歩き

　スマートフォンで下のコードを読み取る
と、「さわらの秋」の公式ホームページや協賛
店の地図、イン
スタグラム投稿
プレゼントキャ
ンペーン（左記）
などの詳しい情
報を見ることが
できます。

「さわらの秋」の情報が
スマホで簡単に入手できます

約
３
キ
ロ
を
歩
き
ま
す

秋の訪れを感じる曲渕の紅葉

早良区特産品セット（６人）

500円分ギフトカード（25人）

さわらのおやつセット（12人）

人気商品なのでお早めに

＃さわら秋日記 ＃さわらの秋 で
インスタグラム投稿プレゼントキャンペーン

【注意事項】応募の際は、区ホームページ（「さわらの秋」で検
索）で応募規定や応募規約を必ず確認してください。

【当選発表】当選者には、12月中旬～下旬頃にインスタグラム
のダイレクトメッセージで当選通知を送付します。

【応募方法】①インスタグラムで「さわらの秋」の公式アカウン
ト（＠sawaranoaki）をフォローする。
②キャプションに写真の撮影場所（区内）を入力し、ハッシュ
タグ「＃さわら秋日記」「＃さわらの秋」を両方つけてインスタ
グラムに投稿する。

【応募期間】10月1日㈭～ 12月7日㈪ ※期間中、何度でも応募
できます。

　早良区で見つけた秋の景色や、家族や友人と過ごした思い
出の場所など、「区の秋」を感じる写真をインスタグラムに投
稿すると、抽選で素敵な賞品をプレゼントします。

　区南部の脇山は、昭和天皇
即位時の大嘗祭でお米を献上
する主基斎田（すきさいでん）
に選ばれました。今もお米づくりが大切
に受け継がれています。脇山中央公園 

（写真）には、主基斎田
跡の記念碑があり、
秋の紅葉スポットと
してもお薦めです。

もっと知りたいさわらの歴史 さ
わ
☆
ラ
ッ
キ
ー

　飲食店やカフェ、パン屋、雑貨店など63の
協賛店や、お出掛けスポット、区内の特産品な
どを紹介したパンフ
レットを各区役所や
出 張 所、情 報 プ ラ ザ

（市役所1階）などで配
布しています＝写真。
区ホームページ（「さ
わらの秋」で検索）から
もダウンロードでき
ます。

「さわらの秋」
パンフレットを配布中

　10月15日㈭から11月20日㈮に「さわらの
秋」協賛店で500円以上の飲食や買い物をし
てスタンプをもらい、アンケートに記入の上、
応募すると抽選で区の特産品セットなどの賞
品（下写真）がもらえます。応募方法はパンフ
レットで確認を。※脇山米先着プレゼントは、
昨年度で終了。

スタンプラリーで
素敵な賞品をプレゼント

　早良区は豊かな自然と、近代的な街並みが融合したまち
です。区の魅力ある自然、イベント、食などを広く紹介する

「さわらの秋」で、秋を楽しみませんか。
　i区企画課 a833-4412 f846-2864

秋のわくわくを探しに行こう！

11/11・11/12
㈬ 　　 ㈭

11/14
㈯ 11/23

（月・祝）

　スタンプラリーの
用紙は、パンフレット
の最後のページにあ
るよ。

こちらのコード
からアクセスを

　イベントは感染対策を徹底した上で実施します。密閉、密集、密接の回避、マスクの着用などにご協力をお願いいたします。
　なお、感染拡大防止のためイベントが中止になる場合があります。事前にホームページ等で確認してください。

さわ☆ラッキ
ーの

こちらのコードからアク
セスを。投稿待ってます。

令和２（2020）年10月15日

さわら
男 104,092 人　女 116,827 人

100,718世帯（前月比120世帯増）（令和２年９月１日現在推計）
220,919人（前月比191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
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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 10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

【問い合わせ先・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 
【費用の記載がないものは無料】

e
i10 月 11 月

検
査

よかドック
（特定健診） 受け付け

終了
・12㈭ ★
予約締切
10/28㈬

・24㈫
予約締切
11/9㈪

b８:30～10:30

　◇下のコードか
ら予約できます。

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

小田部公民館がん検
診 ― ３（火・祝） b９:00～10:30

胃がん、大腸がん、子宮頸がん、肺がん、
結核・肺がんの検診。
l小田部公民館　ty上記のとおり

エイズ・クラミジア・
梅毒検査 第１・３水曜日 b９:00～11:00

―
匿名での検査。 ②

Ｂ型・Ｃ型肝炎検査 21㈬ 18㈬ b９:00～11:00 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 19㈪ 9㈪
26㈭ 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 16㈮ 20㈮ g11:00～12:00 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

④
マタニティースクール ―

9㈪
16㈪
30㈪

g13:30～15:00

要

c各回先着10名　j母子健康手帳　▷11
月の予約は10/21㈬９時半から受け付け

心の健康相談
― 5㈭ g９:30～11:30

専門医が相談に応じます。 ⑤
19㈪ 16㈪ 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
原西公民館 10/27㈫

13:30～14:00

田村公民館 10/28㈬
野芥公民館 10/29㈭
小田部公民館 10/30㈮
原北公民館 11/9㈪
星の原団地集会所 11/10㈫
有田公民館 11/11㈬
飯倉中央公民館 11/12㈭
飯原公民館 11/13㈮ 9:30～10:00
高取公民館 11/13㈮ 13:30～14:00
i区地域保健福祉課
　a833-4363 f833-4349

場所 実施日 受付時間
脇山多目的集会所 10/16㈮ 10:00～11:30

四箇田公民館 10/16㈮ 10:00～13:00
14:00～15:30

ミスターマックス
野芥店 10/24㈯ 10:00～12:00

13:00～15:30
原公民館 10/29㈭ 9:30～11:30
室見公民館 10/29㈭ 13:30～16:00

有住公民館 10/31㈯ 9:30～11:30
12:30～15:30

百道公民館 11/3（火・祝） 10:00～12:00
13:00～15:00

原西公民館 11/9㈪ 9:30～12:30
13:30～15:30

入部公民館 11/13㈮ 10:00～12:00
13:00～15:00

i区健康課 a851-6567 f822-5733

校区献血

　▷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月以降の受診者は受診できません）。
　▷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。
　★11/12㈭は無料託児付き健（検）診を実施します（事前予約必要）。健（検）診を予約後に③へ申し込んでください。託児対象は6カ月～未就学児です。
　〇新型コロナウイルス感染症の影響により、日程は変更となる場合があります。各問い合わせ先・申込先へお問い合わせください。

　※健（検）診を受診希望の人は、実施日から土・日曜・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）。

　区は、自然や文化など、区の魅力を動画サイ
ト（「福岡チャンネル　早良区　玉手箱」で検
索）で紹介しています。
　▷百道エリア
の公園や広場な
ど、公 共 の 空 間
に設置されたパ
ブリックアート
と呼ばれる芸術
作品▷自転車にカメラを取り付けて撮影した
映像や、季節ごとのおすすめポイントも盛り
込んだ、百道浜から野河内渓谷までのサイク
リングコース▷設置遊具のほか、トイレ・駐車

場の情報も
紹介する区
の公園情報
―等さまざ
まな動画が
あります。

動画「早良区   彩食健美の玉手箱」

　区の公式フェイスブックページ「早良区 情
報玉手箱」では、区の事業や各種手続き、イベ
ント情報等に加え、災害時は避難所開設情報
も発信。フェイスブックの登録をしていない
人でも閲覧可能です（下記コードからアクセ
ス）。登録をしている人は、ページの

「いいね！」を押すと、自動でお知ら
せを受け取ることができます。

フェイスブック「早良区 情報玉手箱」

油山観光道路で
交通規制を実施しています！

　区のホームページ（「早良区」で検索）には、
妊婦や乳幼児がいる家庭が利用できる行政
サービスや、子育て交流サロンなどの情報を
まとめた「さわらっ子育てホームページ」があ
ります。また、定年退職後の税や年金の手続
き、仕事、生きがい、健康のことなど、新たなス
テージを生き生きと暮らすための情報をまと
めた「シニアのための知恵袋」のページもあり
ます。

ホームページも情報満載

早良区の魅力や暮らしに役立つ情報を発信中 i区企画課
a833-4307 f846-2864

11月2日㈪は市県民税（第3期）の納期限です。忘れないように納付しましょう。　i区納税課 a833-4317 f841-2185

　夜間の騒音被害防止のため、油山観光道
路の一部区間で自動二輪車（125cc以下を
除く）の交通規制を実施しています。ご理解
とご協力をお願いします。
〇交通規制の内容
規制区間：油山団地東口交差点（城南区東
油山一丁目）から油山片江展望台（城南区大
字片江）までの油山観光道路=地図参照
規制時間：毎日午後9時～翌日午前5時

油山団地
東口交差点

博多
工業高校
博多
工業高校油山片江

展望台
油山片江
展望台

東油山公園
野球場
東油山公園
野球場

油山ゴルフクラブ油山ゴルフクラブ

桧原運動公園
野球場
桧原運動公園
野球場

桧原
運動公園
桧原
運動公園

規制区間

557 N

油山
観光
道路

油山
観光
道路

花畑園芸公園花畑園芸公園

i早良警察署交通第一課 af847-0110
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