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東区版 令和３（2021）
年４月１日 東区役所 〒812-8653 東区箱崎二丁目54-１ 編集 企画振興課 a645-1012 f651-5097
ア イ ラ ン ド シ テ ィ 中央公
園 に 咲 く 菜 の 花 が 見頃 を
迎えています

321,728人（＋174）

男 156,417 人 / 女 165,311 人

156,652 世帯（＋126）

令和２年９月１日現在推計（前月比）

病院名

場所

４/14㈬
４/15㈭
４/16㈮
４/19㈪
４/20㈫
４/21㈬
４/22㈭

4/25㈰ アイリス動物病院 松崎四丁目1-36

４/23㈮

5/10㈪ 筥松ミルキーどう
箱崎一丁目41-13
5/11㈫ ぶつ病院

４/26㈪

5/12㈬ ちはやペットクリ
名島三丁目2-3
5/13㈭ ニック

４/27㈫
４/28㈬

時間
13:30〜13:45
14:15〜14:45
13:30〜13:45
14:15〜15:00
13:30〜14:00
14:30〜15:00
13:30〜14:20
13:30〜14:00
14:30〜15:00
13:30〜14:00
14:30〜15:00
13:30〜13:45
14:15〜14:45
13:30〜14:00
14:30〜15:00
13:30〜14:15
14:45〜15:00
13:30〜14:30
13:30〜14:00
14:30〜15:00



日程

日程

同センターについて詳しく

犬の飼い主には、飼い犬
の登録と、毎年度１回の狂
犬病予防注射が義務付けら
れています。予防集合注射
を次の通り行います。y登
録3,000円、注射3,200円。
詳しくは、ホームページ（
「わんにゃんよ
かネット」で検索）をご覧ください。i東部
動 物 愛 護 管 理 セ ン タ ー a691-0131 f
691-0132
■動物病院 ※時間は全て13:30 〜 14:30

■公民館・公園など

を知りたい」など家族から

犬の登録と狂犬病予防集合注射

は、市ホームページ（
「 いき

※東第４・東第５・東第10いきいきセンターは、４月１日に
移転します（矢印以降が新住所）。電話番号・ファクス番号の変
更はありません。

の相談や、友人からの相談

a409-4589
f409-4547

高齢者の困り事は

筥松・松島

いきセンター

東第11 筥松ニ丁目22-20

も受け付けています。

東第10 香椎浜三丁目12-１ ２階 香椎浜・城浜・ a674-2511
   ※ →香椎照葉三丁目２-１ ２階 照葉・照葉北
f674-2512

ふくおか」で

香椎下原・香椎 a692-9991
東
f692-9658

同センターのスタッフは

東第９ 香椎一丁目１-１

検索）をご覧

箱崎・東箱崎・ a631-3011
馬出
f631-3018

「相談に関するプライバ

東第８ 箱崎二丁目21-17

a661-3200
f661-3222

知りたい 」
「 認知症になっ

名島

「 いきいきセンターふく

東第７ 名島二丁目２-15

ください。

青葉・多 々 良・ a515-1021
八田
f515-1023

シーは守られますので安心

東第６ 八田一丁目４-48

a665-5011
f665-5012

たときの生活やお金の管理

舞松原・若宮

おか 」
（ 福岡市地域包括支

東第５ 舞松原一丁目11-７
→水谷ニ丁目３-15
※

i区 地 域 保 健 福 祉 課 a６

香陵・千早・千 a663-5711
早西
f663-5731

してください。一人で抱え

東第４ 千早一丁目25-14
→千早四丁目93-２
※

が心配」といった高齢者本

a673-3088
f673-3097

援センター）は、高齢者が

東第３ 香椎駅前一丁目18-35 ２階 香椎・香住丘

a605-5411
f605-5412

４ ５・１ ０ ８ ７ f６ ３ １・

美和台・和白東

込まずに、まずは気軽にご

東第２ 和白丘一丁目22-17

人からの相談のほか、
「一

東第１
西戸崎三丁目２-２
（支所）

a608-4633
勝馬・西戸崎・ f608-4638
志賀島・奈多・
a603-1607
三苫・和白
f603-1608

住み慣れた地域で安心して

東第１ 奈多三丁目４-18

担当小学校区 問い合わせ先

２２９５

住所

相談ください」
と話します。

名称

人暮らしの親が入れる施設

●区内のいきいきセンターふくおか
b月〜土曜日午前９時〜午後５時（祝休日・年末年始を除
く）

暮らし続けることができる

よう、市が設置した総合相

談窓口です。保健師・社会

イベント・講座等についてのお知らせ

福 祉 士・ 主 任 ケ ア マ ネ

ファイ太くん

東消防団では、消防団員を随
時募集しています。区内に居住
または通勤・通学する18歳以
上であれば入団できます。消防
団員は、火災や災害発生時に現場に駆け付け、
消火・救助活動を行う非常勤特別職の公務員
です。地域で応急手当の普及活動や防災指導
なども行います。団員は自営業者、会社員、
学生などさまざまで、最近は女性も活躍して
います。詳しくは、
市消防局ホームページ
（
「消
防団員募集」で検索）をご覧ください。i東
消防署警備課 a683-0119 f683-1129

ジャーなどの資格を持つス

消防団員を募集しています

タッフが、健康や福祉、介

脳トレやストレッチなどで頭と体を一緒に
動かして、認知症を予防しましょう。d５月
14日〜６月11日の金曜日午後１時半〜３時
半。全５回l舞松原公民館（水谷一丁目）t
介護保険サービスを利用していない、65歳
以上で軽い運動ができ、全回参加できる人c
抽選10人y無料e４月16日㈮午後５時まで
に電話で問い合わせ先へi区地域保健福祉課
a645-1088 f631-2295

護などに関する相談に無料

運動からはじめる認知症予防教室

青い看板や黄色いのぼりがセンター
の目印です

で応じています。

新型コロナウイルス感染症対策
のため、投票所に来る際はマスク
の着用をお願いします。鉛筆また
はシャープペンシルを持参して使
選挙の
用することも可能です。
めいすいくん
●期日前投票
▷東区役所（別館３階301会議室）＝３月
26日㈮〜４月10日㈯午前８時半〜午後８時
▷なみきスクエア（千早四丁目）＝４月３
日㈯〜４月10日㈯午前10時〜午後８時
▷市役所１階（中央区天神一丁目）＝４月
３日㈯〜４月10日㈯午前10時〜午後７時
●投票所の変更
以下の投票区は投票所が変わります。投票
所入場整理券（３月25日㈭以降随時郵送）
に記載の投票所を確かめてお出掛けください。
▷多々良第一投票区
（旧）多々良小学校講堂
→（新）多々良公民館
▷奈多第一投票区
（旧）奈多小学校留守家庭子ども会室
→（新）奈多小学校講堂
i区選挙管理委員会事務局 a645-1009
f645-1127
●体育館の利用時間の変更
東体育館は選挙の開票所となるため、４月
11日㈰から12日㈪午後１時まで、全館利用
できません。
i東体育館 a672-0301 f672-0302

「 健康を維持する方法を

４月 11 日㈰は
福岡県知事選挙の投票日です

「いきいきセンターふくおか」へ

d=日時、
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 f=ファクス m=メール h=ホームページ n=託児 j=持参 b=受付時間

スマホは
こちら

場所
勝馬公民館
志賀公民館
弘自然休養村センター前広場
西戸崎地域交流ひろば
和白公民館
美和台北公園
香椎下原公民館
大岳集会所（旧大岳生活館）
奈多公園
八尻中公園
和白東公民館
高美台４丁目集会所
高美台東公園
奈多公民館
美和台２号公園
香椎公民館
坂本町町民会館
香住丘公民館
みどりが丘中公園
青葉公民館

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座等が中止になる場合があります。事前に各問い合わせ
先にご確認ください。掲載している情報は、３月10日時点のものです。

