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265,063 人（−149）

男122,964人 女142,099人

129,805 世帯（−94）

令和２年９月1日現在推計（前月比）

山本惣太郎さん
（小学５年生）作
※年齢・学年は応募時
のものです

区の広報担当キャラクター
「ため蔵」くん

　応募方法は区ホーム
ページを見てね。

〒815-8501 南区塩原三丁目25-1　
窓口受付時間：午前８時45分～午後５時15分

（土日・祝休日・年末年始を除く）　

すてきな似顔絵
ありがとう♪

　近年、急増している
振り込め詐欺や高齢者
の悪質商法被害に関し
て、最新事例やその予
防策を中心に学びま
す。
　d午後１〜２時l市
立老人福祉センター若久園（若久六丁目29-
１）２階大広間i市立老人福祉センター若久
園 a511-7255 f511-7558t市内に住む
60歳以上の人c抽選20人y無料e６月３日
㈭〜17日㈭に同園へ電話または来園してお
申し込みください（６月７日㈪、６月14日
㈪を除く）。

参加
募集

悪質商法対策講座22火６／

参加
募集

南区人権講座９水他６／

　身の回りにある人権問題について一緒に考
えてみませんか。 ※手話通訳・要約筆記あ
りd時間はいずれも午後１時半〜３時半l市
男女共同参画推進センター・アミカスi区生
涯学習推進課 a559-5172 f562-3824c

各回150人y無料e５月17日㈪から同課へ
申し込みを。詳細は区ホームページ（「南区
人権講座」で検索）をご確認ください。n各
回先着10人。6月1日㈫までに電話で同課へ
お申し込みください。
日程 テーマ 講師

６/９
㈬

「いいんだよ」は魔法
のことば〜寛容の精神
が醸成される社会へ〜

立花高等学校
校長
齋藤眞人 氏

６/18
㈮

LGBTQ+に学ぶ多様
性を受け入れる社会

九州合同法律
事務所弁護士　
久保井摂 氏

６/22
㈫

わたしたちのまちに
“リスペクトの風”を〜
“気 付 き”か ら“築 き”
へ!!あなたの障がい観
は大丈夫ですか？〜

元福岡市発達
教育センター
所長　
笠原嘉治 氏

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。

　公園の除草に使用する草刈り機=写真=な
どを、最長１週間貸し出します。初回の貸し
出し時には職員が機材の使い方を説明します。

【貸し出し機材】
・自走式電動草刈り機
・肩掛式電動草刈り機　等
 i区維持管理課 a559-
5093 f559-5096t公
園愛護会など５人以上で構成する地域のグ
ループや企業などy無料e所定の申請書で利
用日の１カ月前から１週間前に同課へ。申請
書は同課窓口で配布、または区ホームページ

（「福岡市公園レンタル事業」で検索）からも
ダウンロードできます。

お知
らせ

公園で使う
草刈り機を貸し出します

　４月１日に就任した野中
晶
あ き

区長＝写真＝に、区の広
報担当キャラクター「ため
蔵」くんがインタビューし
ました。
　 南区の印象は？

　南区は市内で２番目に人口が多いです
が、那珂川や鴻巣山など自然が近くにあ
り落ち着きを感じます。また、大学や短
期大学が集まる文教地区で、学生が多く
活気もあります。この二つを併せ持つ、
暮らしやすいまちだと思います。

　 重点的に取り組む事業は何ですか？
　大学や企業等が地域活動に参画する共
創の取り組みの推進や、災害に備えた地
域防災力の向上、薬局や公民館などで行
う高齢者の健康づくりの支援などについ
て、感染症対策を実施しながら進めてま
いります。

　 区民の皆さんに一言お願いします
　皆さんのさまざまなご意見を聞きなが
ら、安全・安心で暮らしやすいまちづく
りに職員一丸となって取り組んでまいり
ます。どうぞよろしくお願いします。

新しい南区長に聞きました

　区は、南区周辺７つの大学と連携して独自に「南区出前講座（大学版）」を実施しています。
また、区職員が地域に出向いて解説する「南区出前講座」もあります。詳しくは区役所などで
配布しているパンフレットか、区ホームページ（「南区 出前講座」で検索）をご覧ください。
　※会場は申込者が区内で準備してください。

　大学・短期大学の先生が講師として地域に
出向き、専門性を生かしたテーマで講義しま
す。今年は多くの新規講座を含めた65講座
を準備しています。講義のほか、実習形式で
学べるものもあります。詳細は区ホームペー

ジ等でご確認ください。
　ie区企画振興課 a559-5016 f562-
3824t区内に居住、または通勤・通学する
20人前後の団体y無料（会場費、材料費等
が必要な場合は申込者負担）

　区役所職員が講師となり身近なテーマを扱
う講座です。「くらし」「まちづくり」「子ども」

「健康・福祉」「ごみ・環境」の５つの分野で
19講座を用意しています。詳細は区ホーム
ページ等でご確認ください。
　d原則平日午前９時〜午後５時の間の90

南区出前講座（大学版）
講座名 大学

\New/ レコードで学ぶ昭
和とその芸能文化 九州大学

\New/ 新型コロナ感染症
について 香蘭女子短期大学

\New/ 認知症の予防　ま
ずは認知症を知ることか
ら始めよう

純真学園大学

\New/ キッチン食品学　
塩を使って素敵な雑貨を
つくってみませんか？

純真短期大学

\New/ 発酵食品あれこれ 精華女子短期大学
\New/ 健康なマチをみん
なでつくろう　〜災害支
援経験も含めて〜

第一薬科大学

前向き子育てセミナー 福岡女学院大学

南区出前講座
講座テーマ 問い合わせ先

家庭でできる食中毒の
予防

区衛生課
a559-5162 
f559-5149

ごみの分別とリサイク
ル

区生活環境課
a559-5374 
f561-5360

認知症に関する取り組
み紹介〜予防から安心
したまちづくりまで〜

区地域保健福祉課
a559-5132 
f512-8811

子どもと子育て家庭へ
の支援について

区子育て支援課
a559-5123 
f559-5149

分程度。 ※夜間や土・日曜、祝休日を希望
する場合は各担当課にご相談ください。t区
内に居住、または通勤・通学する５人以上の
団体y無料e希望日の２週間前までに電話か
ファクスに希望テーマ、日時、会場、連絡先
を書いて各担当課へ。

南区出前講座　気軽に「ご注文」を

南区出前講座（大学版）

南区出前講座

〜新規・おすすめ講座の紹介〜
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保健福祉センター

だより

【問い合わせ・申込先】※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため中止・延期になる場合があります
①予約センター a0120-985-902 f0120-931-869 ②健康課健康・感染症対策係 a559-5116
③健康課母子保健係 a559-5119 ④健康課企画管理係 a559-5114 ⑤健康課精神保健福祉係 
a559-5118 ②～⑤共通 f541-9914 ⑥地域保健福祉課 a559-5133 f512-8811

種　類 b＝受付時間
g＝実施時間

予
約

対象者・料金・場所等
費用の記載がないものは無料、場所の記載のないものは保健福祉センターで実施

i
e

よかドック（特定健診）

31
４

★11
25

９
16 b8:30〜10:30

要 t40〜74歳の市国民健康保険被保険者y500円

①
が
ん
検
診

胃がん（胃透視）、大腸がん
子宮頸（けい）がん、乳がん 要

【胃がん】t40〜69歳y600円【大腸がん】t40歳以上y500円
【子宮頸がん】t20歳以上y400円【乳がん】t40歳以上女性y40歳代1,300円、
50歳以上は1,000円

肺がん・結核 ty40〜64歳500円、65歳以上無料。喀痰（かくたん）細胞診検査は別途700円 
※喫煙者など一定の条件に該当する50歳以上のハイリスクの人

骨粗しょう症検査 要 t40歳以上y500円 ※骨粗しょう症で治療中または経過観察中の人を除く。
栄養相談 26 ７、15 ５、26 g10:00〜14:45 要 乳幼児や高齢者、生活習慣病予防などの食生活についての個別相談

②

離乳食教室 21 18 16 g13:00〜15:00 要 t生後４〜６カ月の赤ちゃんとその保護者

離乳食相談 19 ２、23、
30

７、14、
28 g10:00〜14:45 要 離乳食についての個別相談

おやこで参加！運動教室 － 未定 g10:00〜11:30 要 t生後４カ月〜１歳半頃の赤ちゃんとその保護者。保護者の運動が中心
肝炎検査（Ｂ型・Ｃ型） 18 15 20 g9:00〜11:00 － t20歳以上で検査を受けたことがない人
エイズ・クラミジア・梅毒検査 18 １、15 ６、20 g9:00〜11:00 － 匿名での検査
マタニティ個別相談 － ７ 26 g13:00〜15:00 要 t市内に住む妊婦 ③

献血 ６月10日▷10:00〜12:30▷13:30〜16:00＝長住団地広場（サニー前UR公園）t男性：17〜69歳、女性：18〜69歳　※65
歳以上は60〜64歳の間に献血経験がある人 ④

心の健康相談 26 23 28 g9:30〜11:00 要 精神科医が対応 ⑤－ 10 ８ g13:30〜15:30
精神保健家族講座 － 25 30 g13:30〜15:30 － t心の病を抱える人とその家族や支援者
発達が気になる子どもと親の
ためのサロン「みなみん」 19 10 14 g10:00〜11:30 要 t市内に住む、発達が気になるまたは発達障がいのある就学前の子どもとその保護

者 ⑥

実 施 日
５月 ６月 ７月

ワクチン接種等をかたった電話に注意
　新型コロナウイルス感染症のワクチン接
種に便乗して金銭を要求したり、個人情報
をだまし取ろうとしたりする詐欺の電話が
かかってきています。

〈相談事例〉
　保健所職員を装い「ワクチン
の予約を取るのに住所と電話番
号、予約金が必要」と電話があった。

〈対処法〉
　市町村等がワクチン接種のために金銭や
個人情報を電話で求めることはありませ
ん。要求には応じないでください。

架空請求ハガキの相談が急増
　国民生活センターのよ
うな名称をかたり、「未
納料がある」「訴訟提起
された」などと消費者の
不安をあおり金銭をだま
し取ろうとするはがきが
届いています。

〈架空請求はがきの特徴〉
　公的機関によく似た名称を使い「訴訟」
などの脅し文句で「至急連絡」などと、時間
的余裕を与えず焦って連絡させようとする。

〈対処法〉
　絶対に連絡せず、無視しましょう。
◆困ったときや不安を感じたら
　一人で悩まないで、市消費生活センター
相談コーナーa781-0999（来所での相
談は予約制）または消費者ホットライン 
a188へ気軽にご相談ください。
　i市消費生活センター a712-2929 
f712-2765

確認通知書
令和◯年◯月◯日

訴訟　　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
至急連絡してください
△△△ -×××× - ○○○○

国民生活センター
架空請求はがきの例

　宮竹公園（井尻一丁目）＝写真＝が見通し
の良い広々としたきれいな公園になりました。
　井尻一丁目１、２区町内会長の緒方由子さ
んは「ベビーカーを押した親子連れから高齢
者まで、幅広い世代に利用されています。明
るくきれいに整備してもらったので、住民の
皆さんがとても喜んでいます」と笑顔で話し
ました。
　i区維持管理課 a559-5093 f559-
5096

　民生委員・児童委員は、地域から推薦さ
れ、厚生労働大臣の委嘱を受けたボラン
ティアです。主な活動を紹介します。

〈地域で活動中の同委員からメッセージ〉
　塩原校区民生委員児童委員協議会会長の
重松悦子さんは「コロナ禍で、電話での活
動を中心に行っています。新しい暮らし方
を受け入れつつ、早く皆さ
んとお会いして、話を聞け
るようになってほしいで
す」と話しました。
　　　　　◇　　　　　　　◇
　民生委員・児童委員は、活動によって知
り得た秘密は必ず守ります。何か困ったこ
とがあれば、気軽にご相談ください。
　i 区地域保健福祉課 a 559-5131 
f512-8811

　市が回収する家庭ごみのうち年間4.4万ト
ンは「資源化可能な古紙」で、その約９割が

「雑がみ」＝下図＝です。
　集めた雑がみは地域集団回収やリサイクル
ボックスへ出してください。回収すればリサイ
クルされ、新しい紙製品に生まれ変わります。

　i区生活環境課 a559-5101 f561-
5360

「雑がみ」をリサイクルして
環境に優しいまちに

宮竹公園が
生まれ変わりました

５月は消費者月間
困ったときはご相談ください

一人暮らしの高齢者、障がいの
ある人への声掛けや安否確認等

見守り
活動

福祉、保健、子育てなどの日常
生活の心配事に関する相談相談

住民へ福祉制度の内容等の情報
提供や、サービスが必要な住民
と行政機関などとの橋渡し

情報
提供

民生委員・児童委員の活動紹介
地域の身近な相談役

※予約センターへの予約（９：00〜17：00）は、健（検）診の10日前（土・日曜、祝休日を除く）までにしてください。予約なしの当日受診はできません。
※胃がん検診は前日午後９時以降の飲食はできません。70歳以上の人はバリウムの誤嚥（ごえん）や、透視台からの転倒等のリスクがあるため内視鏡検査をお勧めします。
※子宮頸がん、乳がん検診は２年度に１回受診可（令和２年４月以降の受診者は利用できません）。
※70歳以上および市県民税非課税世帯等の人は料金が免除されます（証明書等が必要）。詳しくは②健康課健康・感染症対策係へお問い合わせを。

６月11日㈮の健診は託児を無料で利用できます。健診の予約後に託児の予約をしてください（託児予約は区健康課）。【託児対象】BCG接種済
みの生後６カ月〜就学前の乳幼児【定員】先着15人【料金】無料 ※健診料は有料【問い合わせ先】区健康課 a559-5116 f541-9914

★子育て応援！
無料託児あります

民生委員・児童委員の
シンボルマーク

パンフレット・書籍

投函されたチラシ
ラップなどの
紙の芯はがき・封筒

ティッシュの箱紙箱・包装紙

特売日
！

パンフ
レット

□
□
□
□
様

□
□
□
□
□
□
□
□

※窓付き封筒のビニ
ール部分は取り除く

※取り出し口のビ
ニールは取り除く


