
企画振興課　TEL 895-7007　FAX 885-0467

d＝日時、開催日、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　a＝電話　f＝ファクス　m＝メール　b＝受付時間　j＝持参

令和３（2021）年５月１日

人　口 212,211人	 （前月比48人減）  男101,665人 女110,546人
世帯数 95,228世帯	（前月比21世帯減）	※令和２年９月１日現在推計

西区役所 代表電話 TEL 881-2131
 〒819-8501  西区内浜一丁目4-1

西部出張所 TEL 806-0004
 〒819-0367  西区西都二丁目１-1

【公式】インスタグラム

 @f_nishistagram
【公式】フェイスブック
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子
ど
も
達
の
安
全
と
健

康
を
願
う
石
丸
校
区
の

こ
い
の
ぼ
り

　区は、親の病気や育児疲
れなどの理由で、少しの間
親と離れて暮らす子ども
が、住み慣れた地域で暮ら
し続けられるよう、短期の

「里親」を募集しています。
お茶を飲みながら、里親について話したり質
問したりできる「里親って？カフェ」を毎月開
催しています。気軽にお越しください。
　dl下表の通りy無料eiSOS子どもの
村JAPAN（a737-8656 f737-8665）

開催日 時間 場所

５月17日㈪ 13:30〜15:30 さいとぴあ１階
第３会議室

６月17日㈭ 13:30〜15:30 区役所３階
大会議室A

７月13日㈫ 10:00〜12:00 区役所３階
大会議室A

みんなで里親プロジェクト
〜いつもの町で暮らしたい子どもがいます〜

　取れたての新鮮な
タイ、カレイ、キス、
エビなどたくさんの
魚介を用意して漁師
たちが待っていま
す。博多湾名産「姪浜
のり」は、隣接する市漁協姪浜支所で販売して
います。
　l姪浜漁港（愛宕浜四丁目）d日曜日午前５
時半〜売り切れ次第終了i福岡市漁業協同組
合姪浜支所 a881-0025 f883-1612

〜地元の新鮮な魚介が魅力〜  
姪浜朝市に行こう

　暮らしの中にあるさまざまな
人権問題について学びます。
　d下表の通り。午前10時〜正
午l西市民センターc各回先着
100人（託児あり、１歳〜未就学児、先着10人）
y無料ei電話か、はがき、ファクスまたは
メールに希望する受講日、氏名、電話番号、住
所を書いて、各受講日の２日前（託児・要約筆
記希望の場合は一週間前）必着で区生涯学習
推進課（〒819-8501住所不要 a895-7027 
f882-2137 mnishi-kouza@city.fukuok 
a.lg.jp）へ。５月６日㈭から受け付け。
日程 タイトル（テーマ） 講師

６/３
㈭

子ども虐待の理解
と対応〜地域でで
きる支援を考える
〜（子ども）

市子ども家庭支援
センターはぐはぐ　
センター長　
河浦　龍生

６/11
㈮

部落の歴史と私〜
私 は 差 別 す る 側
だった〜（同和問
題）

元市人権啓発セン
ター人権啓発推進
指導員　
髙濱　圭子

６/16
㈬

認知症になっても
普通に暮らせるま
ち〜認知症多数派
社会の尊厳を考え
る〜（高齢者）

特別養護老人ホー
ムなごみの里
施設長 土居　孝男

６/22
㈫

なぜなくならない
のか、ハラスメン
ト（さまざまな人
権）

福岡県人権擁護委
員連合会
事務局長　
北村　紀代子

暮らしの中の人権講座

名称 住所 担当小学校区 電話 ファクス
西第１ 姪の浜４-８-２

（えきマチ１丁目姪浜２階）
愛宕、愛宕浜、小呂、能古、
姪北 881-8011 881-8021

西第２ 内浜１-３-31 内浜、玄界、福重、姪浜 885-8911 885-8913
西第３ 拾六町５-16-12-102 城原、西陵 882-7080 882-7088
西第４ 壱岐団地135-13 壱岐南、金武 892-2121 892-2122
西第５ 今宿１-５-27 今宿、今津、北崎、玄洋 807-6811 807-6831

西第５（支所）大字宮浦1963-３ 805-2611 805-2612
西第６ 石丸３-１-10 石丸、下山門 834-2280 834-2358
西第７ 壱岐団地76-１ 壱岐、壱岐東 812-5711 812-5712
西第８ 周船寺２-１-25 西都、周船寺、元岡 834-8547 834-8504

　一部行事等が中止・延期となる場合があ
ります。事前に各問い合わせ先へご確認く
ださい。講座等に参加の際は、マスクの着用
をお願いします。

　地域包括支援センター（いきいきセンター
ふくおか）は、高齢者が住み慣れた地域で安心
して、自分らしく暮らし続けることができる
よう、市が設置した高齢者の総合相談窓口で
す。
　健康づくりや介護保険、高齢者の生活の困
り事などの相談に、保健師や社会福祉士、ケア

抱え込まずにまず相談を マネジャーらが対応し、解決
に向けた支援を行います。本
人からだけではなく家族や友
人、知人等からの相談も受け
付けています。
　心配事を一人で抱え込まずに気軽にご相談
ください。
　i区地域保健福祉課 a895-7078 f 

891-9894

①特別徴収（給与引き去りの人）・非課税の人：５月19日㈬から
②特別徴収（公的年金引き去りの人）・普通徴収の人：６月11日㈮から i区課税課 a895-7013 

f883-8565
令和３年度市県民税 課税・非課税証明書

（所得証明書）の発行開始日について
市 税
ＮＥＷＳ

b月〜土曜日 午前９時〜午後５時（祝日・年末年始を除く）
西区の各地域包括支援センター（いきいきセンターふくおか）

　市消費生活センターの職員が悪質商法への
対処法などについて話します。
　d５月26日㈬午後２〜３時lさいとぴあ
t20歳以上c先着15人y無料i西部図書館 
a807-8802 f807-8884e電話か同館窓
口で申し込み。５月１日㈯から受け付け。

くらしの講座
〜だまされんばい悪質商法〜

　d６月５日㈯午前９時〜正午li総合西市
民プール a885-0124 f885-6016eはが
き、ファクス、ホームページから、教室名、住
所、氏名、年齢、電話番号を明記し、同プール

（〒819-0046西の丘一丁目４-１）へ。５月
15日㈯必着（応募者多数の場合は抽選）。詳し
くはホームページ（「西市民プール」で検索）で
ご確認ください。

内容 対象 定員 料金
プールで親子
スキンシップ

年少以上の子ども
とその保護者 ８組 800円

チャレンジ!!
水慣れ教室 年中から小１ ８人

500円はじめての
水泳教室

水泳を始めたい
小学生 ８人

遊泳コース 小学生以下の子ど
もとその保護者 20人 無料

西市民プールの教室（キッズパーク）

　つる性植物で建物の壁面を覆う「緑のカー
テン」を造るためのアサガオやゴーヤの種を、
５月６日㈭から、区生活環境課窓口と１階コ
ミュニティ情報コーナーで配布します（無く
なり次第終了）。緑のカーテンは、室内に入る
日差しを適度に遮る他、植物の蒸散作用が周
りの熱を奪い、冷房効率を高めるため省エネ
につながります。
　i区生活環境課 a895-7053 f882-2137

西区で広げよう緑のカーテン

　４月から西区長に就任し
た駒田です。
　西区は、三つの島々や美
しい海岸線、緑豊かな山並
みを持つ、自然環境に恵まれた地域です。多
くの史跡があり、伝統行事が受け継がれ、人
のぬくもりを実感できるまちです。歴史と
文化が根付くこの西区に、区長として就任
できたことを大変うれしく思います。
　このような西区の魅力を生かしながら

「子どもから高齢者までが安全で安心して
暮らせるまちづくり」を目指し、地域防災力
の強化、地域の助け合いや、支え合いの仕組
みづくり、オンラインを活用した事業など
を進めてまいります。

西区長　駒田　浩良

子どもから高齢者までが安全で
安心して暮らせるまちを

西区子育て応援
キャラクター
カブーとガニー

例年の朝市の様子


