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今年も
よろしくだぞぅ♪

265,063 人（−149）

男122,964人 女142,099人

129,805 世帯（−94）

区の広報担当キャラクター

「ため蔵」くん
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になりました。南区は地

南区新成人 抱負を語る

あけましておめでとう

域活動が活発で、地域住

民のつながりが強いまち

ございます。１月 日に

マリンメッセ福岡で成人

だと感じました。

将来の目標は

の日記念行事が開催され

いつき

ます。同行事の実行委員

りょうや

中秋 両親が教師で、２

で、野多目校区在住の中

秋龍哉さんと中田樹さん

人の姿を見ているうちに

右から中田さんと中秋さん

式になりますが、今年な

ど、皆さんの思い出に残

生後１～３カ月

初めて子育てをするお母さんを対象に、ふ
れあい遊びやミニ講話を行います。d午後１時
半〜２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区
内に住む昨年10・11月生まれの第１子とその
母親c先着16組y無料j母子健康手帳、バス
タオル、その他赤ちゃんに必要な物e１月４日
㈪午前９時半以降に電話で同課へ申し込みを

イベントに関するお知らせ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大
を防ぐため、一部イベントが中止・延期に
なる場合があります。イベントの実施につ
いては、
各問い合わせ先へご確認ください。

中尾北公園（中尾一丁
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行いました。

よう こ

同会会長の木村謡子さ

70

目）の花壇は、平成 年

もたちがよく遊びに来る

ん（ ）は「地域の子ど

りの会」によって管理さ

ので、色鮮やかな花を植

から「中尾北公園ひまわ

れています。現在は、約

工夫をしています。植え

えて目で楽しめるように

期的な花の剪定や草取り

替えなどの際には、地域

人の会員で活動し、定

のほか、年２回の植え替

の子どもや保護者たちも

25

せ んて い

えなどを行っています。

参加して地域全体で花壇

を華やかにしています。

月 日には、同会の

19

に南区の魅力と将来の目

思いました。将来は南区

るような式典を企画して

らではの工夫をするな

の学校で働き、子どもの

います。私たちに任せて

３人で草取りや水やりを

これからも花壇を通し

て、地域交流をしていき

たいです」と笑顔で話し

ました。

【問い合わせ先】

区企画振興課

a559・5017

２月１日㈪は市県民税第４期の納期限で
す。納付は金融機関またはコンビニでも
できます。
期限内の納付にご協力ください。
i区課税課 a559-5041 f511-3652

笑顔と花が咲くように花壇を手入れ

自分も教師になりたいと

成長に関わりながら地域

良かったと思ってもらえ

保護者交流会

11

11

新春

29金 新米ママのための親子セミナー

1／

「みなみん」は、
「言葉が遅い」
「落ち着きがない」など発達が
気になったり、発達障がいの診
断を受けたりした就学前の子ど
もと保護者のためのサロンです。今回、保護
者のみが対象の交流会を開催します。保護者
同士や臨床心理士、保育士等と話してリフレッ
シュしませんか。d午前10〜11時l区保健福
祉センター講堂i区地域保健福祉課 a5595133 f512-8811t発達が気になる未就学児
の保護者c抽選15人y無料nなしe１月14日
㈭午後５時までに電話かメール（chiikifukushi.
MWO@city.fukuoka.lg.jp）に 本 紙15面 の 応
募事項を書いて同課へ申し込みを

f562・3824

市県民税の納期です

標を聞きました。

中秋 南区は、大橋駅周

に恩返しもしたいです。

るように頑張ります。

サロン「みなみん」番外編

確定申告相談・受付会場を開設

d２月１日㈪～３月15日㈪の平日午前９時
～午後４時（２月21日㈰、28日㈰は開設）l
ソラリアステージビル6階西鉄ホール（中央
区天神二丁目）
。来場の際は公共交通機関の
ご利用を。期間中、福岡・博多税務署内で
の確定申告相談は行いません。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、e-ＴＡＸの利用もご検討ください。
（自動音声案内）
i福岡税務署 a771-1151
f411-0124（聴覚障がい者用）

南区はこんな「まち」

辺の交通の利便性と豊か

中田 小学生の時に、悩

校区自治や青少年健全育成活動など、
地域のまちづくりに貢献した62人・２
団体に対し感謝状を贈呈しました。
受賞者の皆さまには、日々さまざまな
活動を通して、地域コミュニティ推進活動
に取り組んでいただき感謝申し上げます。
引き続き、地域のまちづくりにお力添えい
ただきますようお願い申し上げます。
【問い合わせ先】
区企画振興課 a559-5064 f562-3824

な自然が調和した、暮ら

南区長感謝状を贈呈

20水

1／

◇

三宅校区自治協議会
若八幡宮境内
af561-7363

◇

三宅

１/10㈰
９：30〜

みを相談できる先生に出

１/11
（月・祝）東若久公民館前
10：00〜
ふれあい広場

しやすいまちだと思いま

東若久

成人の日記念行事の詳

東花畑小学
校校庭

会い、支えてもらいまし

１/10㈰
10：00〜

す。春の那珂川の桜がと

東花畑

細は本紙５面をご覧くだ

長住小学校
校庭

た。私も小学校の教師に

１/10㈰
10：30〜

てもきれいで、よく花見

長住

さい。

高木小学校
校庭

なり、子どもを支えてい

１/10㈰
９：00〜

をしました。

高木

【問い合わせ先】

１/11
（月・祝）
塩原地禄神社
13：00〜

きたいです。

塩原

曰佐住吉神社

中田 子ども会の清掃活

１/10㈰
９：00〜

区企画振興課

曰佐

a559・5064

１/11
（月・祝）大池小学校
10：00〜
校庭

f562・3824

大池

問い合わせ先

大池公民館
a511-4231
f511-4232
曰佐公民館
a591-5542
f591-6096
塩原公民館
a541-0547
f541-0564
高木公民館
a585-1332
f585-1394
長住公民館
a551-4189
f551-4190
東花畑公民館
a511-6655
f511-6657
東若久公民館
a541-9548
f541-9549

成人式に向けて

場所

動に参加した時に、地域

日時

の大人や、学年の離れた

校区

2

人 コロナ禍での成人

正月に飾ったしめ縄や門松などを持ち寄っ
て燃やし、無病息災などを願う伝統行事「ど
んど焼き・ほん（う）げんぎょう」が下表の
通り行われます。筑紫丘、西花畑、横手、老
司校区は中止。町内会で行われるものなどは
掲載していません。
※天候や新型コロナウイルス感染症の影響
で中止される場合があります。開催の可否等
については各問い合わせ先に確認を。

人たちと友人や顔見知り

どんど焼き・ほんげんぎょう

第16回
第11回

