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13：30〜13：45

若久公民館

14：30〜15：00 柏原林崎公園

を見守りました。あいさ

14：30〜15：00 弥永西公民館

つを交わすだけでなく

花畑公民館

新入生も安心

所

「 元気にいってらっしゃ

13：30〜14：00

場

長丘
校区

みんなで見守る通学路

５月14日㈮

間

い」
「 テストはどうやっ

５月13日㈭

時

各校区の交通安全推進委員会は、地域の交通安全

実施日

た」など、笑顔で子ども

◆公民館・公園

たちに声を掛けて見送り

杉野動物病院
（大橋三丁目）

を守るため通学路の見守りや啓発活動を行っていま

５月16日㈰
13：30〜14：30

す。長丘校区の事例を紹介します。

児玉どうぶつ病院
（老司一丁目）

66

ました。

５月12日㈬、13日㈭
13：30〜14：30

同委員会会長の嶋津千

山中動物病院
（大橋一丁目）

い ま す。ま た、
「交通安

４月26日㈪、27日㈫
13：30〜14：30

長丘校区交通安全推進

砂輝動物病院
（向野一丁目）

税務に携わる区職員が講師となり、２月
26日に福岡海星女子学院附属小学校で「租
税教室」を開催しました。この教室は、次
の世代を担う小中学生に税金への関心を
持ってもらおうと、税の意義や役割につい
て分かりやすく講義を行うものです。
教室では税の種類や使い道の講義のほか、
税金がない仮想社会を描いたDVDを観賞
して、税の大切さを学びました。
参加した児童は「税金がないと消防も来
てくれないこと
に驚いた」
「身近
に税金が使われ
ていることが分
かった」と話し
ました。
真剣に話を聞く小学６年生
i区納税課 a559-5169 f511-3652

鶴子さん（ ）は「長丘

４月16日㈮、17日㈯
13：30〜14：30

租税教室

全推進委員会だより」の

場 所
みぎわ動物病院
（長丘三丁目）

楽しく学ぼう税のこと
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委員会は、校区の安全を

どもたちを見守っていま

実施日・時間
４月14日㈬、15日㈭
13：30〜14：30

◎引っ越し手続きオンライン予約
待ち時間が短縮できます。詳
しくは市ホームページ
（
「福岡市
引っ越しオンライン」で検索）
からご確認ください。
スマホはこちら

は、交通安全推進委員だ

を受けて、自転車をテー

す。新学期も引き続き通

生後90日を超える犬は、登録
（生涯１回）
と毎年１回の狂犬病予防注射が必要です。下
表の通り集合注射を実施します。注意事項な
ど、詳しくはお問い合わせください。 ※新
型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、延
期になる場合があります
i東部動物愛護管理センター a691-0131
f691-0132y▷登録済みの犬
3,200円
（注射のみ）▷未登録の
犬 6,200円
（登録と注射）
◆動物病院

発行など、啓発活動にも

マにした増刊号を発行し

学路での見守りを実施す

狂犬病予防集合注射を実施

◎４月４日㈰は臨時開庁日
午前10時〜午後２時に臨時開庁します。
平日は混雑するので、
ぜひご利用ください。
i区市民課 a559 5022 f511-8560

守るために、小中学校の

ました。小学校低学年、

るほか、入学式から 日

引っ越し手続きをスムーズに

けでなくPTAの皆さん

高学年、保護者向けの３

間は青パトによるパト

混雑を避けて

変更なし

励んでいます。昨年は、

毎朝子どもたちの登校

種類を作成して世代ごと

ロールを重点的に行いま

４/12㈪ 午後１〜10時

先生を含めた 人で日々

を見守るほか、毎年５月

に分かりやすく広報する

す。安心して通学してく

４/11㈰ 終日使用不可 午前９時〜午後５時

も含め、地域みんなで子

には標識が見えづらく

など、コロナ禍でも工夫

ださい」と笑顔で話しま

その他の施設

10

月の市自転車条例改正

なっていないかなど、通

しながらさまざまな活動

した。
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【問い合わせ先】

区企画振興課

２月 日の朝も、同委

員７人とPTAの４人が

a559・5017

競技場

黄色い旗を持って通学路

日程

f562・3824

●期日前投票ができます
投票日当日に仕事などの用事がある人
は、期日前投票をご利用ください。
▷南 区役所２階大会議室＝３月26日㈮〜
４月10日㈯の午前８時半〜午後８時
▷市 役所１階ロビー＝４月３日㈯〜４月
10日㈯の午前10時〜午後７時
i区選挙管理委員会事務局
a559-5005 f561-2130
◇
◇
●南体育館の利用時間が変更になります
南体育館は同選挙の開票所となるため、
利用時間が下表の通り変更となります。
i同体育館 a552-0301 f552-0302

校長先生も一緒に見守ります

に立ち、小中学生の登校

４ 月11日 ㈰ は 県 知
事選挙の投票日です。
自宅に郵送で届く投票
所入場整理券を確認の
上、指定の投票所で投
明るい選挙キャラクター
票してください。
選挙のめいすいくん

活動しています。

学路の総点検を実施して

を継続しています。

４月 11 日㈰は県知事選挙

食中毒を防ぐ

衛生的なお弁当作りのポイント
暖かくなり、屋外で手作りのお弁当を食
べるのに良い季節になりました。食中毒を
起こさないために注意するポイントを紹介
します。お弁当は直射日光を
避 け、 涼 し い 場 所 で 保 管 し、
早めに食べましょう。
◇◆◇ お弁当を作る際の注意点 ◇◆◇
□調理の前や、生の肉、魚、卵を触った
後はせっけんで手を洗う
□包丁、まな板、布巾は事
前に洗浄、消毒したもの
を使う
□おにぎりは素手で握らず、おにぎり型
やラップを使う
□おかずは中心までしっかり火を通す
□作り置きのおかずも十分再加熱する
□粗熱を取ってから詰める
i区衛生課 a559-5162 f559-5149

市税の納付は便利な口座振替で
市税の納付は口座振替をご利用ください。
納期ごとに金融機関等に出掛ける手間が省
け、払い忘れがなく便利です。
詳しくは市ホームページ（
「福
岡市 口座振替」で検索）からご
確認を。 ※振替開始の手続きは
１カ月半程度かかります。
スマホからも
手続き可
【問い合わせ先】
市税収納管理センター
a711-4490 f711-4219

